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はじめに 

 

時代の移り変わりとともに、学校で扱う教科の内容や学校現場自体の課題は必然的に変化してい

くため、現職教員には「学び続ける」ことが求められます。現職教員の「学び」は県や市町村など

行政組織による研修や、現場で蓄積されてきた知識・技能の継承などによって支えられてきました。

しかし、組織的な研修では主要な教育課題以外の内容まで網羅することは本質的に困難である上、

団塊世代の退職が進んで OJT も機能しにくくなってきています。しかも学校の役割に対する期待

は肥大化しており、学校現場は多忙感に満ちています。このように、自由に学ぶ機会も時間も足り

ない状況の中で現職教員が「学び続ける」ためには、「学び」を支えるしくみの多様化が必要では

ないでしょうか。 

 一方、時代の移り変わりは大学の存在意義にも影響を与えており、特に地方大学には教育・研究

だけでなく、地域への具体的な貢献が求められています。群馬大学教育学部および教育学研究科は

本務として地域の教員を養成することで地域に貢献してきましたが、さらに地域の“現職”教員に

対する積極的なサポートを行うことにより、教育および教科の専門家集団を擁する組織の本質に合

った形で地域貢献機能を強化することができると考えられます。また、現職教員との協同の機会が

増えることで、現場の課題にこれまで以上に深く寄り添った、教育・研究の新たな展開も期待でき

ます。 

 そこで群馬大学教育学研究科では、平成 24 年度からオーダーメイド型の個別研修を行う『群馬

大学理科教育長期研修院』を理科教育講座に開設しました。さらに平成 26 年度には全 6 分野、平

成 28 年度には全 9 分野で研修参加者を受け入れる『群馬大学教育学研究科長期研修院』に拡充し

て、個別研修や勉強会など、分野の特性に応じた多様な形の研修を提供し、さまざまな分野の「学

び」をサポートする現在の体制となりました。 

報告書は昨年度から Web 上での公開となり、より多くの方々に見ていただけるようになってお

ります。学校現場、大学、お互いの多忙さの中で継続して研修を行うことは決して容易ではない中、

大学を充実した「学び」の場にできるように試行錯誤している様子を、たくさんの方に読み取って

いただければ幸いです。次年度以降も多様な研修を行い、「学び続ける」現職教員を「サポートし

続ける」研修組織を目指したいと考えています。 

 

群馬大学教育学研究科長期研修院運営委員長  佐野 史 

 

 

平成 29 年度群馬大学教育学研究科長期研修院 分野（担当）一覧 

国語科教育（国語教育講座 濵田 秀行准教授） 

社会科教育（社会科教育講座 豊泉 周治教授） 

数学教育（数学教育講座 山本 亮介准教授） 

理科教育（理科教育講座 佐野 史教授） 

 

音楽教育（音楽教育講座 菅生 千穂准教授） 

美術教育（美術教育講座 茂木 一司教授） 

家政教育（家政教育講座 前田 亜紀子准教授） 

障害児教育（障害児教育講座 霜田 浩信教授） 

教育臨床（教育臨床総合センター 黒羽 正見教授） 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（国語科教育） 平成 29 年度活動報告 

 

１：長期研修院（国語科教育）の概要 

 国語科の授業づくりに取り組む現職教員が研究者と共に子どもの学びについて理解を深める協働の

場である。活動のひとつの柱は，授業事例検討会を設定し，小中高等学校で国語を担当する教員と国語

教育講座教員とで国語科の授業実践事例に基づいて議論を行うことを通して，参加者が「主体的・対話

的で深い学び」の視点からの授業改善について理解を深め，それぞれの実践の質的な向上を図ることで

ある。もう一つの柱は，実践研究の支援である。国語の授業づくりにかかわる実践研究を行いたいと

いう要望にオーダーメイドで答える個別研修を提供する。 

 

２：活動実績 

  本年度も，前橋市の小中学校の先生方を中心とする「授業に学ぶ会」と連携を図りながら活動を行

った。研修会を実施した日時とそのプログラムは次のとおりである。 

  プログラム 

第 1 回 ７月１日 ・ 授業研究：県外中学校の社会（地理領域）の授業事例について 

第２回 ８月 12 日 ・ 授業研究：林千枝子教諭（前橋市立永明小学校）の事例（小５「わらぐつの

中の神様」）について 

・ ワークショップ：文学的文章についての読みの特徴とは？ 

第３回 ９月２日 ・ 授業研究：関優教諭（前橋市原小学校）の事例（小６「カレーライス」）につ

いて 

・ ワークショップ：「読み描く」読みとは？「ごんぎつね」を例に 

第４回 10 月 21 日 ・ 授業研究：富山市立奥田小学校第 54 回教育実践研究会での公開授業（小 1「く

じらぐも」，「たぬきの糸車」）について 

第５回 12 月９日 ・ 授業研究：関優教諭（前橋市原小学校）の事例（小６「やまなし」）について 

・ ワークショップ：物語の世界を読み描く－「やまなし」を例に 

第６回 １月 27 日 ・ 授業研究：林千枝教諭（前橋市立永明小学校）の事例（小６「未知へ」）と高

橋英里教諭（太田市立城西小学校）の事例（小３「モチモチの木」）について 

・ 講演：新潟大学一柳智紀准教授「聴き合い，学び合う授業を目指して」 

第７回 ３月１７日 ・ 研究発表：靍田あいさん「児童の読みを深める教師の働きかけー小学校国語

科の授業分析を通してー」 

・ 授業研究：田中優花教諭（藤岡市立小野小学校）の事例（小４「ごんぎつね」）

について 

 

 研修会は，基本的に土曜の午後にＣ棟 103 号教室で実施した。第６回は特別に新潟大学より教室談話

分析の専門家である一柳智紀先生をお招きしてご講演をいただいた。この会だけ，午前・午後を通して

研修会を行った。第６回については，30 人を超える先生方にご参加いただいた。他の例会の参加者は

15 人前後であった。 
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【第６回の様子】 

 

 

 

３：今後に向けて 

 活動を通して実際の教室における子どもの学びの実態から国語科の学習指導のあり方について検討を

重ねてきた。本年度は学部や大学院の学生参加者が増えた。研修院（国語科）が，現職の先生の学びの

場としてだけでなく，地域の先生方の取組と学生の学びとがつながる場になりつつある。なお，毎回の

授業検討会に際し濵田研究室の所属学生が授業映像から談話記録を作成し提供してくれている。この資

料により，毎回の議論が子どもの学びの姿に即したものとなっている。今後も，このような互恵的な関

係を継続していきたい。 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（社会科教育） 平成 29 年度活動報告 

 

１：長期研修院（社会科教育）の概要 

 社会科の内容は時代の変化と共に，また社会諸科学の発展と共に大きく変化している。社会科の教員

は教育現場で研鑽を積むだけでなく，時代の変化の中で，また社会諸科学の発展と共に，つねに高度な

学び続けることが求められる。群馬大学長期研修院（社会科教育）では，そうした社会科の現職教員の

学びを支援するために，地理，歴史，公民，社会科教育の各分野の特色を生かして，大学院レベルの研

修を開催している。 

 

２：活動実績 

〈公民分野〉 

日時：2017 年 12 月 5 日（火）18:30～20:00 

会場：群馬大学 教育学部 A311 

参加：現職教員 5名，学部生 12名，大学教員 2名 

立教大学講師の間庭大祐さんをお招きし、「〈公害〉と〈市民運動〉をいかに教えるか――終わらない

水俣病の事例を通して――」という題で講演をしていただいた。近年の教科書では公害の扱いは小さく

なり、４大公害病は過去のこととして扱われることは多い。しかしながら、新規に水俣病に認定される

患者はいまだに後を絶たないこと、水俣病の原因をつくったチッソは現在も名前を変えて操業しており、

携帯電話などの液晶画面部品で国内トップのシェアを誇っていること、等々の事実を踏まえて、公害と

は近代文明社会が生み出したものであり、当の近代文明社会が存続している以上、つねに影のように付

きまとうものであるとの指摘がなされた。それは同時に、私達の生活が公害企業の恩恵を受けて成り立

っているところもあり、被害者／加害者／傍観者といった安易な枠組みから水俣病を考えることの困難

さを示してもいる。 

以上のような講演内容を受けて、質疑応答では様々な声が上がった。その中で印象だったのは、「問題

が難しすぎてどうにもならないときには、先生だって『どうにもならない』『分からない』と言ってもよ

いのではないか」「ひとつの拠り所として人権概念をきちんと踏まえることが大切だ」といった意見であ

る。社会が抱える様々な問題に対して、教師は答えを持っているわけではない。ただ、思考の枠組みを

提供するだけである。社会科の言葉を使いながら教師と生徒が一緒に考えていくことが、よき社会科授

業のあり方である。そのことを再確認しつつ問題意識を深めることのできた研修であった。 

 

〈歴史分野〉 

日時：2018年 2月 10日（土）13:00-13:40 

会場：群馬大学 教育学部 A311 

参加：大学教員 1名（藤森）、卒業生（現職教員）８名、ほか現役学生約 10名聴講 

日本史研究室卒業生の千明俊太教諭（群馬県立伊勢崎清明高校 地歴科教諭）による「６年間の授業実

践―生徒の思考を促す教材開発について−−」の報告があった。現在さかんに言われている「主体的・対

話的で深い学び」を日本史の授業で生かす実践の試みについての報告であった。報告後質疑応答が活発

になされた。 
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〈社会科教育分野〉  

日時：2018年 2月 10日（日）15:00～16:30 

会場：群馬大学 教育学部Ｃ202 

参加：計 10 名（うち県内教育関係者 2 名） 

「歴史教育の課題と方向性―新学習指導要領の趣旨を踏まえて―」と題して，本学社会科教育担当

の中尾から１時間余りの講話，続いて質疑応答を行った。現行ならびに新学習指導要領の趣旨を踏ま

え，今後求められる歴史学習の姿を検討した。 

   講話の主な内容は，次のとおり。 

  ・日本での従来の歴史学習では，個々の用語知識は数多く示されるものの，時代状況や歴史的推移

などの本質的な内容が理解されにくいという課題が広くみられた。 

  ・「アクティブ・ラーニング」に「主体的・対話的で深い学び」という長い訳語を当てているのは，

活動主義に陥らず，深い思考を通して深い理解に至るという学習過程や，その結果として身に付

くはずの資質・能力を重視するからである。 

  ・中学校の新学習指導要領歴史的分野では，現行と同じ「学習内容の構造化と焦点化」という考え

方が重視され，精選された具体的な事例を通して時代全体の状況を深く理解するなどの学習が求

められている。 

  ・高等学校の新科目「歴史総合」でも，現行日本史Ｂの「歴史を考察し表現する学習」のような，

歴史を学ぶ技能の育成や基本的な歴史概念の深い習得が重視されようとしている。これは，歴史

教育研究者の多くが重視する欧米各国における歴史学習の考え方にも通じるものである。 

 

〈地理分野〉 

日時：2018年 2月 10日（土）15:30～17:00 

会場：群馬大学 教育学部Ｃ104 

参加：教員 2名（青山・関戸）、卒業生（現職教員）2名、大学院生（現職教員）1 名 

 普段何気なくみている風景からさまざまな情報を読み解く「地理的な見方」を養うことを目的として、

群馬大学荒牧キャンパス周辺における野外巡検をおこなった。地形図等の巡検資料を配布し、青山が今

回の巡検コースに関する簡単な説明をおこなった後、大学周辺の地形、土地利用とその変遷、土地条件

と水利用などについて、解説や参加者との議論を交えつつ、巡検を実施した。野外巡検後、参加者を対

象に今回の巡検に関するアンケートを実施した。その結果、

「歩かなければ気が付かない地理的テーマが身の回りに多

くあることを改めて認識できた」、「治水地形分類図など、

地理院地図は高校における授業でも活用できそうなので、

今後教材として取り入れたい」、「授業を「机上の空論」で

終わらせるのはもったいないので、巡検などで実際に学校

周辺の地理的題材を見せることができるよう工夫してみた

い」などといった意見が寄せられた。今後も継続的にこの

ような機会を設け、より多くの教員に対して有意義な研修

がおこなえるよう、工夫していきたい。 
野外巡検の様子（関根町の機械製糸所跡地） 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（数学教育） 平成 29 年度活動報告 

 

１：長期研修院（数学教育）の概要 

  長期研修院の母体となった研究会として、数学教育講座は、２０年程前から月に１度、現職教員、修

士課程学生、大学教員が、算数・数学教育の学びの場として群馬大学に集い、研鑽を続けてきた。当時、

小関煕純教授が発起人となり、長く継続した研究会である。様々な都合で数年前に休止したが、この長

期研修院の形で復活した。以下その目的を数学科ホームページより引用する。 

― 数学に携わる教員を支援し、現職教員が自らの造詣を深めたい数学の内容について大学の設備を

利用して大学教員と協同して学ぶ研修の場として数学科研修院を置く。 現職教員および数学教育講座教

員が定期的に集まり、算数教育、数学教育に関する実践の報告や課題を発表し、数学教育の現場での授

業改善や継続する研究を目指す。 そしてそのバックボーンとなる現職教員の数学能力の開発を目的とす

る。― 

 

２：活動実績 

数学科研修院：全 5 回 於：群馬大学教育学部 N 棟 109 教室 

今年度も、各月末の金曜日、１９時から２１時の２時間、長期研修院の具体的な活動として、研究会

を実施した。現職教員のもつ算数・数学教育における課題や問題点に、引き続きオーダーメイドで応え

るべく活動を継続した。現職からの問題提示や疑問点のみならず、大学教員からの話題提供も継続して

いる。 

 

以下は、各回における話題提供者（発表者）とその課題のタイトルである。 

 

第 1 回 5 月 26 日（金）19:00～21:00    参加者 19 名  担当 江森 英世 

1. 冨澤 茂（修士 1 年 妻恋高校教諭） 

「高校数学科における数学的な見方・考え方を育成する指導の工夫」 

2.  斎藤直樹（修士 2 年） 

「数学的モデリングについて」 

 

第 2 回 6 月 30 日（金）19:00～21:00    参加者 19 名  担当 伊藤 隆 

1. 伊藤 隆 (群馬大学教育学部) 

「有理数と無理数について、その後」 

2. 樋口 孝行 (太田市立藪塚本町中学校) 

「基準量を求める割合問題の処方箋 ～割合を比例の考えでとらえ直す学習指導～」  

3. 渚 勝 (千葉大学理学部) 

「高校の Σ 公式＋α について」 

第 3 回 10 月 27 日（金）19:00～21:00    参加者 19 名  担当 石井 基弘 

1. 石塚 貴大 (群馬大学大学院教育学研究科 修士 2 年) 

    「定積分による e の新しい導入」 
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2. 土屋 修 (東京福祉大学) 

 「今、ゆとり教育の是非を考える」 

 

第４回 11 月 24 日（金）19:00～21:00    参加者 11 名     担当 山本 亮介 

1. 山本 亮介 (群馬大学教育学部) 

 「日食現象を題材とした STEM 教材の開発」 

2. 山越 康生 (前橋高校) 

 「算数・数学計算サイト MathCal の受賞報告」 

 

第５回  3 月 2 日(金)  19:00～21:00     参加者 13 名    担当 照屋 保 

1. 照屋 保 （群馬大学教育学部） 

「数列の母関数」 

2. 大塚 優也 （群馬大学大学院 M2） 

「フーリエ級数を使った熱方程式の解法」  

3. 意見交換および交流会 

 

３：今後に向けて 

下記 URL で、今後の活動をアナウンス予定である。 

http://math.edu.gunma-u.ac.jp/math-kensyuin.html 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（理科教育） 平成 29 年度活動報告 

 

１：長期研修院（理科教育）の概要 

「理科」という教科は、その基盤となる科学や科学技術が日々変革を伴うものであるとともに、授業

の中で行う観察･観測･実験の技能の維持や更新が日々必要となるため、「学び続ける」必然性が高い教科

である。そこで群馬大学教育学部理科教育講座では「群馬大学教育学研究科長期研修院（理科教育）（旧

名称：群馬大学理科教育長期研修院）」を平成 24 年度から開設し、理科に携わる現職教員が理科の授業

に還元できる発展的な内容を研究できるように、講座教員と協同して行うオーダーメイド型の個別研修

を主軸として活動を行っている。研修内容は授業用の教材開発がメインとなっているが、理科部等の活

動とリンクしたものもある。 

 

２：活動実績 

 平成 29 年度は 12 件の個別研修を行った。新規受け入れは 1 件であった。また、イベントとして群馬

県高等学校地学部会との合同セミナーを行った。 

 

＜イベント＞ 

第五回合同地学セミナー 

日時：平成 29 年 8 月 22 日（火） 9 時～12 時 

場所：群馬大学教育学部地学実験室 

参加者：13 名（群馬県高等学校地学部会員 8 名、元研修院メンバー1 名、群馬大学教育学研究科大学院

生 1 名、群馬大学教育学部教員 3 名） 

群馬県高等学校地学部会と研修院（理科）が合同で行う地学分野のセミナーの第三回を開催した。今

回は「雷」をテーマに、H25～26 に研修院（理科）に所属していたメンバーによる北関東の雷神社分布

の特徴と落雷密度との関係に関する研究内容の発表および学部教員による落雷気象学の紹介があった。

参加者間で活発な質疑応答があり、群馬県の風物詩として上毛かるたにも詠われている雷について研鑽

を深めた。 

 

３：今後に向けて 

 理科専攻の、特に大学院修了生の参加が増えてきており、養成段階から研修までを請け負うという、

教員養成の研究科としては好ましい状況に近づいている。また、実際の授業や理科部の活動などに活用

できる教材も生まれてきたが、現職教員と大学教員双方の多忙化の影響もあり、なかなか論文等の発表

に結びつくまでの成果が出せておらず、研修院の参加者や関係者内に情報が留まりがちであるため、次

年度は情報を研修院関係者以外に広めていく方策を考えたい。 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（音楽教育） 平成 29 年度活動報告 

 

１：長期研修院（音楽教育）の概要 

音楽分野の長期研修院は，現職教員が大学の教員や施設をリソースとして「学び続ける教員」の多

様化する学びのニーズに応える研修の場を提供することを理念としている。優れた音楽教員の資質・能

力には，より高くバランスのとれた専門性を有することやそれを活かす授業力等が挙げられ，また，教

員は音楽やその活動を地域社会に還元する役割もあると考える。しかし，多忙を極める現職教員がこれ

らの研鑽にかける時間や適当な機会は非常に限られている。そこで本研修院では，個別の要望に応じた

研修のほか，広くリソースとして活用可能な講習会形式での全体研修（公開）を行っている。 

 

２：活動実績 

平成 29年度は，新たに３名の教員の登録があり（計 14名），主に下記３つの活動があった。 

 

1) 論文投稿：中学校音楽科「木管五重奏」の教材化（H28年度研究） 

昨年度行った 5名の小・中学校教員の共同研究について，教材作成，授業実践を踏まえた論文を「群

馬大学 教育実践研究」に投稿した。（第３５号，2018.1，pp.255-264）論文指導，取りまとめにおいて，

本学教職大学院，矢島正教授にご指導いただいた。 

 

2) 研究：小学校音楽科「金管アンサンブル」鑑賞教材の作成と実践検証 

１）のプロジェクトに倣い，今年度は金管楽器について行った。８名の小・中・高校教員が自ら演

奏して鑑賞教材を作成した。教材曲としてルロイ・アンダーソン作曲「クリスマス・フェスティバル」

の金管 6重奏版を，研修院参加教員が 8重奏用に編曲し，動画に収録。鑑賞授業用パワーポイントの作

成をし，下記学校および教員の協力を得て授業実践を行った。 

・玉村町立上陽小学校 阿久澤由佳教諭（3年） H29.12.13 

・藤岡市立藤岡第一小学校 大島恵依子教諭（4年，5年）H29.12.19-20 

・富岡市立一ノ宮小学校 富岡千春教諭（4年）H29.12.21 

 昨年度に引き続き，鑑賞教材作成，授業実践等で教職大学院の矢島正教授にご指導いただいた。授業

実践においては県内の経験ある教諭のご協力を得たことにより，実践検証を行い，研修の質が深まった。 

 

３）国際シンポジウム：芸術×国際交流 アダムス州立大学（米国・コロラド州）よりゲスト２名を迎

えて 

2017年 10月 1日（日）13:30-16:00 群馬大学 大学会館 ミューズホール 

実施内容： 

■「基調報告」 地方大学町 Alamosaにおける Artist in Residence 5ヶ月

間のアダムス州立大学滞在をとおして （菅生千穂准教授） 

■「交流演奏」 トレイシー・ドイル(フルート）、ジェイムス・ドイル(打楽

器)、柏木薫（ピアノ），林耕史（打楽器），松井美侑（打楽器）菅生千穂（ク

ラリネット・打楽器） 
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■「パネル・ディスカッション」 「中之条ビエンナーレ 2017」ラ

イヴ・セッション 9/24 中之条町，「音の詩画集 Vol.5」コンサート

9/28東京・杉並 を通して 

（パネラー：トレイシー・ドイル，ジェイムス・ドイル，林耕史（彫

刻家・本学美術教育講座教授）、柏木薫，コメンテイター：末松美知

子（国際センター長・社会情報学部教授），コーディネイター：菅生

千穂） 

 

上：基調報告 

左：交流演奏 

下：パネル・ディスカッション 

 

 

 

 

約 30名の参加者があり，この中には，長期研修院

登録の現職の高校教諭 1名のほかに，群馬県教育文化

事業団から 2名，本学からは，理事（社会情報学部）、

教育学部教員，学生，職員等，幅広い層の来場を得ら

れた。学校をとりまく音楽活動は地域での活動と多岐

にリンクしており，その中に音楽の枠を超える芸術分

野との協働や，国際交流を含む，または促進する活動は行われている。本企画はそれをメタ認知的にと

らえ，改めて発信したものである。 

 

３：今後に向けて 

現職教員は，音楽という教科の特性上，各学校に 1名の配置である場合が多く，教員間の情報の交換

や日常的に勉強し合える機会が不足している。活動の１）２）について，継続的な研修ができてきたこ

とが評価できるが，これらの実績を共有し，さらに現場教員の交流・研修を深めていくことが，今後の

課題である。 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（美術教育） 平成 29 年度活動報告 

 

１：長期研修院（美術教育）の概要 

群馬大学教育学研究科長期研修院（美術教育、以下美術教育研修院と略）は、いわゆる教員養成

教育の in-service教育に対応した実践的な課題解決型研修を目指すものである。知識が急速に陳

腐化する「知識基盤社会」において、アート活動も例外ではない。アートは作品(モノ)からアイデ

アや制作プロセスを含む出来事(コト)に変容し、参加体験型のワークショップアートや長期に渡っ

て展開されるプロジェクト型アートも盛んになっている。同様に、デザインも WEBをはじめとして、

情報そのものを対象に活動が展開されるなど、既存の(広義の)アート領域は拡張を続けている。現

職美術教師に必要なイノベーティブな知識・技能は常に補強され続ける必要があり、特に ICTをは

じめとする新しいディバイスやさまざまなメディア(材料／素材)の進化には緊要に対応の必要が

ある。 

 美術教育研修院の最大のメリットは、図工・美術教師等が現場で「困っていること」「伸ばした

いこと」を抽出し、自分の興味関心に基づいて、研修の場で解決やスキルアップを図っていく能動

的な研修制度だということである。長期研修院参加者は自己の課題をみつけ、専門領域(アート)と

教育を有機的に結び付け、より具体的に学校カリキュラムや題材開発に結びけることのできる能力

を研鑽する。また、このプログラムでは美術教育講座の教員は支援者と同時に研修参加者と協同的

な学習者になる。ともすると大学教員(教育)は学校教育現場とかけ離れた教育に陥りがちであるが、

研修院参加教員などとのコラボレーションは教員養成にリアリティを取り戻し、現行美術教師教育

カリキュラム＝在学生たちに還元できるというよい循環を生み出すことである。 

 学校や社会は今たいへん厳しく、場合によっては(広義の)教師を押しつぶしてしまいかねない状

況をつくりだしてしている。そういう多忙な現場であっても、いっとき真剣に学問・芸術に向き合

い、本音で教育について議論し、考えられる場を持つことは現代の教師には不可欠である。未来を

つくる教育を担う創造的で想像的な教師教育にはすべての叡智の結集が必要であろう。 

 また、本長期研修院(美術教育)では、教員だけでなく、アーティストや保健師などの職種の人材

も受け入れており、フォーマル教育とインフォーマル教育を架橋／越境する活動にも力を入れてい

る。 

 

２：活動実績 

今年度は、研修院参加者の拡張を図った。新たに 2 名(渡邊彩：高崎市立城東小学校、深須砂理：高

崎市立国府小学校)の入会があった。 

・2018 年 1 月 21 日（日） アート・フォーラム 「こころのかたち」展～盲学校の子ども達の作

品からわかること～及び大内進講演会「手と目で見る絵画の可能性」・座談会「視覚障害児の美術

教育を考える」(大内進・多胡宏・茂木一司) 於広瀬川美術館（参加者：130 名） 

・2018 年 2 月 11 日（日） 群馬大学美術教育展及びシンポジウム「地方の美術教員養成と美術科

教育を考える：群馬大学はどうするか？」講師：大坪圭輔(武蔵野美術大学教授)・三井雅彦（桐生

市立境野小学校長・群馬県造形美術教育研究会会長）（参加者：107 名） 

・2018 年 2 月 24 日（土）「これからの美術教育を語り合う会―新しい学習指導要領の告示を契機
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に―」 

講師：岡田京子（文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官）・佐藤真帆（千葉大学教育学部

造形教育講座准教授）（参加者：30 名） 

・2018 年 3 月 3 日（土）群馬大学教育学研究科長期研修院（美術教育）成果発表会  

 於教育学部Ｃ204 教室（参加者 84 名） 

○パネルディカッション①「学校と学校外とそれらをつなぐ美術教育」 

 木村祐子(前橋市地域包括支援センター永明)「入所施設で生活する高齢者や障害者とアートを通

した関わりから社会構造を問いかける」、塩川岳（多摩美術大学校友会「出前アート大学」）「学校

をつなぐ 大学連携の試み」、鈴木紗代（前橋市立第六中学校）「アーティスト・イン・スクール(AIS)

の挑戦~美術館×アーティスト×中学生の可能性とは・実践内容と今後の展望~」、茂木克浩（みど

り市立笠懸南中学校）「外部人材からみた学校教育 ̶人材へのインタビューからみえてきたもの―」

の発表後、喜多村徹雄の司会で実施。 

○パネルディカッション②「図工美術教育は今何ができるのか？」 

 井上昌樹（東京福祉大学短期大学部）「美術教育におけるプログラミングを活用した題材開発」、

大塚裕貴（高崎市立豊岡小学校）「図画工作科に於ける性的マイノリティを題材とした授業実践」、

亀井章央（邑楽町立中野小学校）「デジタルカメラを用いた表現題材の研究」、藤原秀博（館林市立

第一小学校）「美術科教員で構成されたグループによる研修活動の成果と課題―2 年目の経過と今後

の展望―」、渡邊彩（高崎市立城東小学校）「大学と連携した授業カリキュラムの作成及びコーディ

ネーター的役割について」の発表後、齋江貴志の司会により実施。両方とも活発な質疑応答・議論

があった。(報告書有り) 

 

３：総括と今後の課題 

 研修院も 5年目になり、研修院生も増え、活動の充実が見られる。昨年からはじまった美術科教

育研究集団（ビジュツノセンセイ）は研究会、展覧会等の活動を継続し、市民の広く美術科教育の

現状や課題を訴え続けている。本来の美術教育の能動的な側面をよく体現している。 

 しかしながら全体としての教員養成制度としての in-service美術教育が不十分であることは改

善されていない。教師の業務負担増によって戦後の（美術）教育を発展させてきた自主的な民間美

術教育研究会への出席などにも制限がでており、教職大学院設置以降、修士課程への道が制限され、

自由な美術教育研究を疎外している。また、美術教育は授業時間の減少及び専任美術教師の不在に

よって、現場の美術教育の衰退を加速し、ダメージを与えている。美術教師は各校 1人が多く、問

題を共有／解決することが難しい実態があり、また高年齢教師による旧式の美術教育の蔓延の改善

も課題になっている。 

 そのような問題に対して、本研修院制度は美術教育の現代化を支える機能を果たしており、教科

内容（美術の専門性）と教育（指導法など）を開発・構築する自由な学びの実践コミュニティとし

て機能する場になっている。教科を支える専門性、つまり広義の美術・デザイン・工芸などは近年

定義や内容が飛躍的に拡張しており、これらをどの程度カバーし､美術教育の教科内容にすべきか

は大学と現場教師の大きな課題となっており、本研修院のテーマである。また、近年教師のストレ

スマネジメントも重要性が増しているが研修院生の心的ケアの場にもなっている。 
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 今年度の特記事項としては、広瀬川美術館等における展示やシンポジウムの開催があげられる。

美術教育の充実発展以外にも、研修院制度の周知など、継続してやっていく事業と捉えている。ま

た、茂木克浩氏の修士論文は大学院顕彰論文に選定された。研修院生は今年度も美術科教育学会（滋

賀大会）発表(2018.3)を予定している。大きな成果が上がっているので、学内外での広報・周知徹

底が必要である。  
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群馬大学教育学研究科長期研修院（家政教育） 平成 29 年度活動報告 
 

１：長期研修院（家政教育）の概要 

 家政教育専攻の長期研修院は、中教審で求められている「学び続ける」資質能力を有する教員の養成

および支援の場を家庭科教員に提供することを目的としている。平成 25（2013）年度から、高等学校家

庭科教員を対象に年１回の勉強会を開催してきた。今年度は、中学校および特別支援学校にも案内した。 

 

２：活動実績 

平日と休日の睡眠に２時間以上のズレがあることを、「睡眠の社会的時差」と言う。水野先生からは、

子どもの眠りに関する豊富な資料をもとに、普段の生活習慣でできる快眠の工夫４ポイントと、東日本

大震災の貴重な実験データをご紹介頂いた。また、高橋先生による授業実践は、実際の指導案やワーク

シート、掲示物、生徒の製作品などを多数お持ち下さり、手にとって具体的にどのような授業を展開す

るかご紹介頂いた。講師との懇談会は、終始なごやかな雰囲気の中、普段抱えている眠りや授業、勤務

校での悩みについて、参加者全体で解決する方法を話しあうことができた。当日は、中学校および特別

支援学校から６名の教員と群大家政および教育専攻の３、４年生 19名の参加があった。 

記 

「学び続ける家庭科教員のための勉強会 2017」 

日 時：2017年 12月 16日（土）13:00～16:00 会 場：群馬大学教育学部 C棟 109教室 

内 容：13:00～14:20 講演:「寝る子は育つ?! －眠りで伸びる子どもの力－」 

水野一枝先生（東北福祉大学） 

14:20～14:30 休憩 

14:30～15:30 ワークショップﾟ:「中学校家庭科実践の工夫とワークショップ」 

高橋一美先生（吉岡町立吉岡中学校） 

15:30～16:00 講師、参加者との懇談会（質疑応答を含む） 

 

３：今後に向けて 

 参加者から、今後も勉強会開催を期待する声が多く寄せられ、継続して学びの場を提供していきたい。 

   

 水野一枝先生（東北福祉大学）      高橋一美先生（吉岡町立吉岡中学校） 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（障害児教育） 平成 29 年度活動報告 

 

１：長期研修院（障害児教育）の概要 

 共生社会の形成をめざし、インクルーシブ教育システムの構築が展開されているなか、特別支援教

育に携わる教員においては、医療・福祉機関との連携に基づいた教育を行うのみならず、地域の小中高

の学校や通常の学級との連携や地域の学校への支援を実施することが求められる。つまり、特別支援に

携わる教員は障害種別による専門性の向上に加えて、各種機関や学校との連携に基づいた教育・支援の

実践的スキルが必要となる。 

 この実践的スキルを向上させるために、障害児教育講座では「オーダーメイド型長期研修」を実施し

ている。研修員が学ぶ主たる障害種別の研修内容や研修員のニーズに応じた研修が構成できるようにし

ている。 

 

２：活動実績 

（１）活動実績の概要 

 平成 29 年度では群馬県内から２名、埼玉県内から１名の長期研修員を受け入れた。各自の研修テー

マに沿いながら、①障害児教育講座で開講している授業の聴講、②特別支援教育に関連する学会の研究

大会や実践研究会への参加、③複数のフィールドにおける実践観察を行ってもらった。 

（２）各研修員の研修テーマならびに活動実績 

①青柳 太（群馬県立盲学校） 

研修のテーマ：障害者に関する教育制度の移り変わりと、盲学校の現状と課題 

特殊教育から特別支援教育へ転換してから約 10 年がたち、平成 28 年 4 月、障害者差別解消法施行

があった。そこで、主に特別支援教育に係わる、制度の移り変わりについてまとめた。また、盲学校

職員へのアンケート調査を基にして「盲学校職員の専門性」に視点をあて、盲学校の現状と課題につ

いて調査、考察をした。 

②齊藤涼子（前橋市立前橋特別支援学校） 

 研修テーマ：知的障害特別支援学校におけるスケジュールカードを用いた物理的環境設定のあり方 

 知的障害特別支援学校において、教室内の物理的環境設定の整備が児童の自発的な活動の促進に及

ぼす効果と、スケジュールカードを用いた環境設定の調整と指導者による直接的な支援の調整が、児

童の活動時間の短縮に及ぼす効果について実践研究を行い、検証した。また、大学で開講されている

授業の聴講、教育委員会主催の研修への参加、学外での講座の聴講や、教育機関や障害者福祉施設、

就労先等の見学を通して、特別支援教育について障害種を限定せずに広い見識を身につけられるよう

務めた。 

③熊本慎也氏（埼玉県立行田特別支援学校） 

研修テーマ：子どもの行動を適切な行動へ導くための応用行動分析学の活用 

 大学での講義や先行研究、文献等の調査や先進校の視察、巡回相談への参加を通して、応用行動分

析学の理論と活用について学んだ。また、学んだことを活かした実践研究を行い「朝の会」や「そう

じ」における環境や役割の設定、子どもの行動支援については、機能的アセスメントと応用行動分析

学の重要性と有効性を確かめることができた。視察や巡回相談、実践を通して得らえた子どもと関わ
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る上で大切な知見についてまとめた。 

 

３：今後に向けて 

 ３名の研修員を中心に長期研修員の活動を展開したが、各自の研修テーマに関して深く研修を行う事

ができた。このような研修員の数を限定した方法での一定の成果は認められる。大学の授業やゼミでの

検討機会などの既存の資源や地域資源を活用しながら長期研修員の活動を展開することが有効であると

考えられる。 
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群馬大学教育学研究科長期研修院（教育臨床） 平成 29 年度活動報告 
 

１：長期研修院（教育臨床）の概要 

 今年度の研修内容は、学校づくり、授業実践、学校改善、校内研修、学級経営、質的授業研究方法、

授業づくり、学び、学校教育相談・教育臨床心理の９領域 54 項目でした。また、重点研究課題は、道

徳教育、キャリア教育、特別活動、生活・総合学習、生徒指導、学校経営、学校教育相談、教育臨床心

理、地域連携、小中一貫、学力向上、校内研修、学校改善、学校・学級文化、学年経営、学級経営の 16

項目でした。研修方法は、学校現場への「出前」と「ｅラーニング的」を組み合わせた支援を中心に行

いました。 
 

２：活動実績 

今年度の取組は、全体研究の４校です。多いところは年間４回、あとは平均 3 回を目処に活動しま

した。研修題目と参加校は以下の通りです。 

＜全体研究＞ 

○道徳教育 

(1) 学びを自覚し、学びを活かす子どもの育成 （笹口小学校） 

   ―総合的な学習・特別活動等と連携した道徳教育を通して―  

(2) 科学技術創造立国日本を支える健康な体と豊かな心を持った工業人の育成（太田工業高等学校） 

○校内研修 

(1)効果的な授業研究を促す校内研修(2)―研修主題の追究―（境南中学校）、  

(2)子どもの自己有用感を育てる授業研究(2)―ビデオカンファレンスを中心に―（里美小中学校） 

 

３：今後に向けて 

今年度も群馬県内外の教育関係者として、本センター専任教員が支援もしくは共同研究を進めること

が可能な研究テーマを有する者としました。研究は大学と現場双方の日程・時間調整や実践研究論文作

法、研究授業参観や授業分析（VTR やプロトコル）の仕方、授業経営相談等を円滑に行うことができ

ました。学校の若手教員に向けた支援を中心に学校現場に出向いた活動が多かったです。現場は大変多

忙であり、連絡調整を柔軟的に行うことが要求され、大学と現場との両方での研修活動後の事後指導は

ｅラーニングによる支援活動が中心でした。  

 次年度の申込みが、埼玉県教員と群馬県教員の 2 名から既にありました。本センターＨＰをみて申し

込んだとのことでした。今後も積極的に学校現場へ足を運ぶことはもちろんですが、少しでも忙しい学

校現場のニーズに合わせた協働的な研修計画の充実とセンターの指導資料の充実を図りながら、効果的

な支援活動を行っていく所存です。 

     社会科教育           美術科教育           道徳教育    

 

 

 

 

 

 
アクティブ･ラーニング     実物教授による課題提示      道徳的価値の自覚化 


