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令和元年度 研究成果発表会令和元年度 研究成果発表会

教育課題の解決 研究手法の開発
学校における

教職大学院生（修了予定者）現職教員１４名、ストレートマスター１８名の成果発表
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２/７金

10 ： 00
▼
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開
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無料でご参加いただけます

場
　
所

エル･パーク仙台
〒980-8555　仙台市青葉区一番町 4-11-1
141 ビル（仙台三越定禅寺通り館）5階

主催：宮城教育大学　　後援：宮城県教育委員会 / 仙台市教育委員会

■会場へのアクセス
地下鉄南北線
・「仙台」駅から「泉中央」駅行き乗車、「勾当台公園」駅下車
　南 1番出口より地下道で連結

問い合わせ 国立大学法人宮城教育大学
教務課大学院教務係

〒980-0845　仙台市青葉区荒巻字青葉 149

当日のプログラム等の詳細はホームページをご覧ください ▶ http://kyoushoku.miyakyo-u.ac.jp/　

TEL：022-214-3717　FAX：022-214-3621
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【スケジュール】

10:0010:00 開会

【研究テーマ】

現職教員学生発表
ディスカッション 1・2 , ワークショップ

発表【午前の部】10:15 ～ 12:4010:15 ～ 12:40

10:15 ～ 12:10
12:10 ～ 12:40

ストレートマスター学生発表
ディスカッション３・４・５

発表【午後の部】13:30 ～ 16:0513:30 ～ 16:05

13:30 ～ 16:05
16:05 ～ 16:50

16:50 ～ 17:0016:50 ～ 17:00 閉会

※研究テーマ（題）は変更になる場合があります。

共に高め合う教職員集団のための道徳教育推進教師の取組　内容項目の重点化を柱とした「特別の教科道徳」の推進を通して青砥　裕史

鹿野　さやか

加藤　聖一 学校教育法第一条校における国際バカロレア導入と展開　－カリキュラム・マネジメントと組織マネジメントの発展的融合－

中学校英語科における「読むこと」の指導の工夫改善　－内容理解に関わる外国語理解の能力向上を目指して－

加茂　　純 高等学校における通級による指導の導入を可能にするマネジメント　―特別支援教育コーディネーターの機能強化を通して―

佐々木　雅子 自立活動における児童生徒の実態把握及び指導記録の蓄積と評価・改善に関わる実践的研究
～フォームの作成によるデータベース化とその活用をとおして～

佐藤　恭子 組織マネジメントとしてのカリキュラム・マネジメント　－総合的な学習の時間における探究の過程を軸として－

佐藤　桂介 ソーシャルスキル向上を目指した生徒の育成に関する協働的な実践
－いじめ・不登校等の根絶と家庭 ・地域 との相互理解を目指して－

佐藤　美穂 よりよく生きる力を育む道徳教育の推進　－重点目標の達成を目指したカリキュラム・マネジメントを通して－

鈴木　健弘 特別活動を軸とした協働的な学年経営

鈴木　奈保美 観察の質を高め，表現する力を育てる指導の在り方

鈴木　真亀子 共生社会の形成を見据えた交流及び共同学習に関する研究
～特別支援学校と通常学校の教員の連携による居住地校学習の実践を通して～

千葉　慶英 小学校外国語における教員の指導力向上を目す校内研修 

堀米　弘子 開発的な教育相談の考えを生かした教育的支援の推進

三井　雅視 「関数の考え」を育てる学習指導の在り方　―「関数の考え」の素地を培う学習指導の一試み―

相澤　琢郎 算数科における対話に着目した授業づくり　―対話的な学びを促進する手立てとその分析を通して―

青沼　渓太 「自己認知」を促す教育的支援の検討

大泉　瑠佳 理科において命の大切さを実感し，自己の生き方を考える授業づくり　―児童が「わかる」「できる」と実感することを通して― 

大友　香奈 全ての児童が学びやすく過ごしやすい学級をつくる対話的関係の研究　̶相互理解の姿勢を育む場面設定を軸として̶

大林　要介 技術リテラシーを育む中学校技術科の授業実践

奥田　清太 目的意識をもち学ぶ意欲を高める数学の授業　－数と式の領域を通して考える数学のよさ－

小野寺　隼人 ３６０°パノラマ型動画授業分析プログラムを用いた授業分析　－ベテラン教員から若手教員への授業力継承を目指して－

加賀　智大 高校数学における論理的な考察力・表現力を育む授業づくり　―図形の性質の分野における対話的な学びの実現に向けて―

菊地　巧真 社会科歴史分野の学習における小・中学校の接続　―経済史に着目しながら歴史の理解を促す―

齋藤　拓実 生徒の読みを大切にした学習指導の在り方　―言語感覚を豊かにする中学校国語科の授業づくり―

佐藤　百郁 民俗学を取り入れた中学校社会科授業の創造

残間　　亮 算数・数学におけるつまずきとその解消のための授業づくり　－水道方式と数学的活動を関連させて－

芹澤　真由 文章全体を俯瞰して読む力を育てる指導の在り方　～小学校国語科文学的文章での実践と分析を通して～

高橋　美風 児童が主体的に取り組むことのできる小学校外国語の授業づくり　～学習の動機づけに着目して～

高見　秀太朗 心をつなぐ音楽教育の可能性　－しなやかで豊かなコミュニティづくりから考える防災－

千葉　崇史 中学校理科教育における科学史の活用の検討　－光合成の科学史を基にした定量測定実験教材の開発－

早坂　拓哉 小学校国語科における思考を深める授業づくり　―説明的文章における批判的な読みを取り入れた学習活動を通して―

藤倉　宏丞 放射線について実感を持って正しく理解を深める教材の検討

氏　名 研究テーマ



令和元年度教職大学院２年次研究成果発表会　進行予定表

●午前の部

時間帯

開　会 10:00～10:15

1 10:15～10:30 教職経営 青砥　裕史 教育相談 鈴木　真亀子

2 10:30～10:45 教職経営 加藤　聖一 教育相談 堀米　弘子

3 10:45～11:00 教育相談 佐々木　雅子 学習開発 三井　雅視

4 11:00～11:15 学習開発 鈴木　奈保美 教職経営 佐藤　桂介

休　憩 11:15～11:25

5 11:25～11:40 教職経営 鹿野　さやか 教職経営 佐藤　美穂

6 11:40～11:55 教職経営 加茂　純 教職経営 鈴木　健弘

7 11:55～12:10 教職経営 佐藤　恭子 教職経営 千葉　慶英

ディスカッション１ 12:10～12:25

ディスカッション２ 12:25～12:40

昼休み 12:40～13:30

●午後の部

時間帯

8 13:30～13:45 学習開発 相澤　琢郎 教職経営 高見　秀太朗

9 13:45～14:00 学習開発 大泉　瑠佳 学習開発 齋藤　拓実

10 14:00～14:15 教育相談 青沼　渓太 学習開発 佐藤　百郁

休　憩 14:15～14:25

11 14:25～14:40 学習開発 奥田　清太 教育相談 大友　香奈

12 14:40～14:55 学習開発 小野寺　隼人 学習開発 残間　亮

13 14:55～15:10 教職経営 大林　要介 学習開発 芹澤　真由

休　憩 15:10～15:20

14 15:20～15:35 学習開発 加賀　智大 学習開発 早坂　拓哉

15 15:35～15:50 学習開発 菊地　巧真 学習開発 藤倉　宏丞

16 15:50～16:05 教職経営 高橋　美風 学習開発 千葉　崇史

ディスカッション３ 16:05～16:20

ディスカッション４ 16:20～16:35

ディスカッション５ 16:35～16:50

閉　会 16:50～17:05

　１２：１０～１２：２５

②教職経営　高見　秀太朗

 １２：２５～１２：４０

◆ワークショップ
会　 場　創作アトリエ

発   表　①学習開発　藤倉　宏丞 

昼休み

セミナーホール１ セミナーホール２

開会行事

休　　憩

ディスカッション１

ディスカッション２

担当者以外は、自由に移動し、積極的に議論に参加する

休　　憩

休　　憩

ディスカッション３

ディスカッション４

ディスカッション５

閉会行事

発表者以外は、見学者として自由に発表を聴き、質疑に参加する
・発表者はポスターの脇に立ち、発表（１２分）と質疑応答（３分）を行う。

※色分けは、ディスカッションのグループを示す。

※色分けは、ディスカッションのグループを示す。

・ディスカッションの時間は、担当者がポスターの横に立ち、見学者と議論を行う。

セミナーホール１ セミナーホール２
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