（別紙）
H29.9.6
平成２９年度「教職実践演習」実施スケジュール予定表（計１５コマ）
１講時 ８：５０－１０：２０
３講時 １３：００－１４：３０
月日（曜日）
４月８日（土）

２講時 １０：３０－１２：００
４講時 １４：４０－１６：１０

講時 コマ数
10:00
～
11:30

-

※ 「教科に関する演習」は、名簿に記載されている教科の演習を受講すること。
内容

教室
A200（川北講義棟） 他

「教育実習」及び「教職実践演習」説明会

担当
野口
柴山
後藤
齋藤

和人 教授（教育学研究科）
直 教授（教育学研究科）
武俊 准教授（教育学研究科）
幸男 特任教授

野口 和人 教授（教育学研究科）
柴山 直 教授（教育学研究科）
後藤 武俊 准教授（教育学研究科）
佐藤 弘夫 教授（文学研究科）
大河内 昌 教授（文学研究科）
小野 善彦 教授（文学研究科）
長谷川 浩司 准教授（理学研究科）
須藤 彰三 教授（理学研究科）
関根 勉 教授（高度教養教育・学生支援機構）
中村 教博 教授（高度教養教育・学生支援機構）
久保 義洋 非常勤講師
（宮城県教育庁教職員課県立学校人事専門監）
山中 弘記 非常勤講師
（宮城県教育庁教職員課課長補佐）
高橋 賢 非常勤講師
（宮城県教育庁高校教育課課長補佐）
遠藤 秀樹 非常勤講師
（宮城県教育庁高校教育課課長補佐）
金 和宏 非常勤講師（宮城県古川校長学校校長）
遠藤 吉夫 非常勤講師（宮城県立視覚支援学校校長）
齋藤 幸男 特任教授

オリエンテーション
１０月７日（土）

1講時
2講時

2

A200（川北講義棟） 他

１０月１４日（土）

1講時

1

A200（川北講義棟）

講義「使命感、責任感、教育的愛情に関する事項」

久保 義洋 非常勤講師
（宮城県教育庁教職員課県立学校人事専門監）

１０月１４日（土）

２講時

1

A200（川北講義棟）

講義「社会性、対人関係能力に関する事項」

山中 弘記 非常勤講師
（宮城県教育庁教職員課課長補佐）

１０月２１日（土）

1講時

1

A200（川北講義棟）

講義「生徒理解・学級経営に関する事項

高橋 賢 非常勤講師
（宮城県教育庁高校教育課課長補佐）

１０月２１日（土）

２講時

1

A200（川北講義棟）

講義「教科内容の指導力に関する事項」

遠藤 秀樹 非常勤講師
（宮城県教育庁高校教育課課長補佐）

１０月２８日（土）

1講時
２講時

2

A200（川北講義棟） 他
＜Ａ棟１～３階の全教室＞

教職に関する演習Ⅰ

柴山 直 教授（教育学研究科）
班内で授業の確認と練習（1講時）
後藤 武俊 准教授（教育学研究科）
他の班に対し授業を実施し、互いに評価し合う
金 和宏 非常勤講師（宮城県古川高等学校校長）
（２講時）
齋藤 幸男 特任教授

１１月１８日（土）

1講時
2講時

2

A200（川北講義棟） 他
＜Ａ棟１～３階の全教室＞

教職に関する演習Ⅱ

柴山 直 教授（教育学研究科）
教科が異なる３班あるいは２班でグループを構成し、 後藤 武俊 准教授（教育学研究科）
グループ内でそれぞれの班が他の班に対して授業 金 和宏 非常勤講師（宮城県古川高等学校校長）
を実施し、互いに評価し合う。
遠藤 吉夫 非常勤講師（宮城県立視覚支援学校校長）
齋藤 幸男 特任教授

・全体説明
・教科に関する演習の説明
･班別活動

（別紙）
月日（曜日）

講時 コマ数

内容

教室

担当

１１月２５日（土）

３講時
４講時

2

文学研究棟（F棟）605演習室

教科に関する演習 国語

教材研究に関わる演習を行う。教科書所収の文章を
読み、その中の疑問点や教える際に困ったこと等に 佐藤 弘夫 教授（文学研究科）
ついて考え、また学生同士でディスカッションする。

１１月１１日（土）

３講時
４講時

2

文学研究棟（F棟）811教室

教科に関する演習 英語

英語教育の目標や方法については様々な提案や議
論がある。この授業では英語教育の目標と方法論に
大河内 昌 教授（文学研究科）
ついて、識者の意見を参考にしながら、学生同士で
ディスカッションをすることで理解を深める。

１１月１１日（土）

３講時
４講時

2

文学研究棟（F棟）311講義室

教科に関する演習 社会

教材研究に関わる演習を行う。様々な教材の活用に
ついて、学生同士のディスカッションも行いつつ、理 小野 善彦 教授（文学研究科）
解を深める。

３講時
４講時

2

理学部合同A棟204

教科に関する演習 数学

教育実習体験に基づく数学教育についての所見発
表、並びに教材研究の一環として試験問題の作成
等を行う。
長谷川 浩司 准教授（理学研究科）
（受講者数が２０人を大幅に越える場合は、全受講
者を半数ずつ２つのグループＡ、Ｂに分け、各グルー
プに対して同じ内容の演習を別々の日に行う。）

１０～１１月中の（火）、
３講時
（木）、（金）のいずれか
４講時
に行う。

2

学生実験棟（川北）予定

教科に関する演習 理科

須藤 彰三 教授（理学研究科）
「自然科学総合実験」を利用した理科実験指導実習 関根 勉 教授（高度教養教育・学生支援機構）
中村 教博 教授（高度教養教育・学生支援機構）

フィールドワーク

教職に関する演習で作った授業を、指定する実習高
齋藤 幸男 特任教授ほか
校で高校生に対して行う。

１１月４日（土）、
１１月１１日（土）
のどちらか１日を予定
（予備１１月２５日
（土））

＜フィールドワーク＞
12月7日（木）午後
仙台南高等学校 1,2年生
12月8日（金）午後
尚絅学院高等学校 1,2年生
2＋1 12月12日（火）午後
宮城広瀬高等学校 １年生

１１月中旬～
１２月上旬の平日

＜補講＞
12月13日（水）午後
仙台ニ華高等学校 1年生
-

-

全体のまとめと最終レポート作成（履修カルテ利用）

