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　本年度、教育学部にとって最大の課題は「ミッション
の再定義」であった。国の大学改革の方針の下、各大学・
学部の設置目的（ミッション）を明確にし、国立大学の
存在意義を再定義しようとするものであった。教員養成、
医学、工学分野が先行して進められ、教育学部は 2012
年の 11 月に資料を提出し、12 月 4 日に文科省との１回
目の予備的な意見交換が行われた。その直後に政権交代
があり、作業はいったんストップしたが、その後、新た
に発足した教育再生実行会議によるやつぎばやの提言な
ど新政権の教育政策が推進されるなか、昨年 6 月に作業
は再開された。
　教員養成分野の「再定義」は、「今後の人口動態・教員
採用需要等を踏まえて量的縮小を図りつつ、初等中等教
育を担う教員の質の向上のために機能強化を図る」（文
科省「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」）と
いう基本方針の下、当初から厳しい枠組みが科せられた。
各大学は「広域拠点型」「地域密接型」「大学院重点化」
のいずれかに分類され、類型ごとに学部および大学院に
おける教員養成の「指標」が定められ、文科省から各大
学に「再定義」の案文が届けられた。本学は地域密接型
に分類され、群馬県の小学校教員養成の占有率、教職大
学院修了者の教員就職率を指標とする案文の提示を受け
た。本学の「再定義」の取り組みは、これまでの教員養
成の実績を根拠として、この原案に修正を求め、地域の
現実に即したミッションに書き改める作業となった。
　地域密接型の多くの大学はミッションの提示を受けて、
小学校の教員養成に重点化する方向に進んでいるが、本
学は、「小学校及び中学校等の免許を併せて取得させ、義
務教育諸学校等で活躍できる力量ある教員を養成するこ
とによって群馬県における教員養成の拠点機能を果たし

ていく」こととした。7 月の２回目の意見交換会では、
群馬県教育委員会の教員採用方針に応える必要性ととも
に、これまで群馬県教育委員会と連携して教員養成の実
績をあげてきたことが評価された。また、地域密接型の
多くの大学が原案にしたがって修士課程について記載し
なかったのに対して、本学は「修士課程では、各教科等
の実践的な指導力に優れた高度専門職業人としての教員
の養成・研修における高い実績を踏まえ、より柔軟な組
織体制のもとでいっそうの充実を図る」こととした。意
見交換会では、教職大学院設置と併行して進めてきた修
士課程改革、教科のエキスパートをめざす修士課程教科
教育実践専攻の教員養成と高い教員就職率の実績をアピ
ールすることができた。
　その後のやりとりを経て昨年 12 月、本学教育学部の「ミ
ッションの再定義」が公表された。高田学長が「群馬モ
デル」と呼ぶように、それは数ある地域密接型の教員養
成学部のなかで特筆すべきミッションとなった。教職大
学院と修士課程とを両輪のようにして教員の実践的な指
導力と教科の指導力の高度化を図り、地域の小学校およ
び中学校等の教員養成・研修の拠点機能を果たしてゆく
こと。それは、10 年前に群馬県教育委員会との連携を開
始し、６年前に教職大学院を開設したときから本学でめ
ざしてきたことだが、いま新たなモデルへの挑戦として
再定義されたことになる。他の地域密接型の大学が注視
するなか、学部の総力を結集して「群馬モデル」の実現
に努めたい。

教育学部・教育学研究科のミッション
─「群馬モデル」の実現に向けて

教育学部長　豊泉 周治

●ミッションの再定義の詳細な結果内容については、文部科学省ウェブサ
イト＞「教員養成分野のミッションの再定義結果」をご覧ください。

　http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1342089.htm
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　平成 25 年度、教育学部に新たな国際交流委員会が発足
した。群馬大学協定校の中で教育学部が責任部局である
サンディエゴ州立大学、台北教育大学、フィレンツェ大学、
インドネシア教育大学（UPI）を中心に国際交流を継続、
発展させている。教員の研究交流も活発であるが、学生
の国際交流関連の話題を 3 つ取り上げる。
　ひとつは、今年度、『インドネシア教育大学における短
期研修プログラム』が、日本学生支援機構の留学生交流
支援制度に採択されたことである。8 名の学生が 10 日間
の研修に参加した。UPI 附属および提携小中学校で授業
を観察し、授業研究会に参加した。最終日には、インド
ネシアと日本の教育をテーマに、UPI 教員に向けて英語
で発表を行い、高い評価（単位）を得た。帰国後、教育
実践インターンシップの単位を付与された。
　2 つ目は、教育学部学生の語学研修プログラムへの積
極的な参加があげられる。全学部を対象とするサンディ
エゴ州立大学、マッコーリー大学における研修が、2 月
半ばから 1 か月間行われた。それぞれ 16 名と 33 名の参
加があったが、両校共、半数以上は教育学部学生であった。

英語専攻学生が最も多く、2020 年度小学校英語教育教科
化への意識は高い。
　3 つ目は、群馬大学のグローバル化構想の中で、社会
情報学部と共同の『有教 GFL（グローバルフロンティア
リーダー）コース』を、来年度以降に向けて、構築して
いることである。外国語でのコミュニケーション能力を
基盤とし、教育学部では、国際的な視点から日本の教育
をとらえ、広い視野を持って活躍する教師の育成を目指
す。

　平成 25 年 9 月 13 日〜 10 月 14 日、吾妻郡中之条町の
全域を舞台として開催された２年に１度の大規模な現代
美術の祭典「中之条ビエンナーレ 2013」において美術教
育講座の教員と学生が活躍し、地域における文化・美術
教育の中核を印象づける貢献活動を行いました。
　前回（平成 23 年）の同ビエンナーレでは、教員３名が
作家として作品の展示を行いましたが、今回は講座に在
籍する６名の全教員、そして美術専攻学部生・美術教育
専修大学院生のほぼ全員が参加し、展示や支援活動のみ
ならず、様々な催しを企画、実施して全期間に渡りビエ
ンナーレを大いに盛り上げました。
　中でも『こどもわーくしょっぷ＠ぐんだいびじゅつ』
題した一連の企画では、子どもや親子づれを対象とした
造形ワークショップ、あるいは作品鑑賞ツアーなどを行
い、観客と地域・作品・作家・イベントをつなぐ活動を
実施しました。さらに会期中の 10 月５日には、中之条町
博物館ミュゼでシンポジウム『子どもたちがコミュニテ
ィを再生する』を開催。アートイベントと美術教育を担
う大学の連携が、美術を手段にした地域活性に留まらず、

創造的な人や社会を創る活動として広がり、世代や学校
という枠をこえた重要な「学び」の提供へとつながるこ
とを発信しました。そして、これらの催しは、地域や観
客への支援という側面ばかりでなく、教員や学生の研究・
学修の場となり、大学と地域の相互発展へとつながって
います。
　その他にも中之条ビエンナーレを起点にした学外の教
育・研究活動が、群馬県農政部農村整備課による中山間
地の活性化を目的とする委託事業「やま・さと応縁隊」
に 2 年連続で選ばれて成果をあげるなど、美術教育講座
は、美術と教育そして地域を融合する活動を積極的に展
開しています。

「中之条ビエンナーレ 2013」で美術の教員と学生が活躍

教育学部における国際交流
国際交流委員長　伊藤　隆

美術教育講座主任　齋江 貴志

『インドネシア教育大学における
短期研修プログラム』の様子

中之条ビエンナーレ
でワークショップの
鑑賞活動を行う学生
と子どもたち
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　本学教育学部生の群馬県教員採用試験合格者は、現役・
既卒者合わせて 139 名（正規採用）であった。
　表 1 に平成 26 年度採用群馬県公立学校教員採用試験の
校種別結果を示した。　本学教育学部出身者の全合格者
に対する占有率は、小中学校 33.6％、高等学校 19.2％、
特別支援学校 52.0％であり、全体の占有率は 32.1％と
昨年度を 3％下回った。表 2 には平成 23 〜 26 年度採用

（現役学生）の群馬県教員採用試験志願者数と結果を示し
た。25 年度と 26 年度との一次及び二次試験合格率の比
較では、一次試験は 25 年度 70.2％に対し、26 年度では
72.9％と 2.7% 高値を示し、4 年連続 70% 以上をキープ

した。しかし、二次試験では 25 年度 52.4% に対し、26
年度では 46.9％と 5 割を下回る結果となった。これは、
一次試験合格発表が例年より遅く、二次対策講座への準
備が万全ではなかった事が理由の一つとして挙げられる。
いずれにしても、面接試験の対策は各講座で早めに行う
ことが鍵となる。
　群馬県教員採用試験は、平成 26 年度実施から「小学校・
中学校・特別支援学校教員」として一括募集となり、本
学部志願者の多くは「中学校教諭免許状所有者」での出
願となる。益々苦戦を強いられるが、ここが群馬大学教
育学部の踏ん張りどころである。

　科学の甲子園は、高校生を対象に理科・数学・情報に
おける複数分野について、高校別対抗で行われる競技で
ある。高校生を対象としたいろいろな科学コンテストが
個人競技であるのに対して、科学の甲子園はチーム内で
相談しながら、筆記、実験競技をおこなうことが大きな
特徴で、科学コミュニケーション能力が重要となる。こ
の科学の甲子園全国大会の群馬県の代表校を決める大会
を、平成 25 年 11 月 9 日に本学荒牧キャンパスにおいて、
群馬県教育委員会と、本学教育学部、理工学部の共催で
開催した。
　県下の９校の高等学校から、各チーム 8 名合計 72 名
の 1，2 年生が参加し、午前中の筆記競技と午後の実験競
技に取り組んだ。午前中の筆記競技では分野ごとに得意
な生徒が中心となり、チーム内で活発に議論を繰り広げ
ながら真剣に課題に取り組んでいた。岩塩のイオン半径
を求める午後の実験競技では、どのような実験で求める
ことができるのか、方法の立案から実験、レポートの作
成まで、チーム内で協力、協働して行われた。参加した

生徒からは、「科学への興味が増した」、「自分たちの考え
で工夫しながら実験ができ、とても楽しかった」などの
声が聞かれ、県下の高校生の理科好きの裾野を広げるこ
とに、微力ではあるが貢献できたのではないかと感じて
いる。
　競技の結果は県立中央中等教育学校が初優勝し、平成
26 年３月に兵庫県で開催される全国大会に、群馬県代表
チームとして出場することとなった。
　競技の後、生徒には同日に開催された荒牧祭を楽しん
でもらい、また、運営に参加した本学の学生との交流を
通して群馬大学の暖かい雰囲気も感じてもらえたと思っ
ている。

面接試験の対策は早めに（群馬県教員採用試験結果）

「科学の甲子園」群馬県大会を開催
理科教育講座（科学の甲子園実行委員）　日置  英彰

学生支援委員長　上條　隆

採用年度 志願
者数

一次試験
合格者数

（志願者に対する合格率）

二次試験
合格者数

（志願者に対する合格率）

平成 26年度 177 129（72.9％） 83（46.9％）

平成 25年度 191 134（70.2%） 100（52.4%）

平成 24年度 160 117（73.1%） 93（58.1%）

平成 23年度 185 136（73.5%） 108（58.4%）

平成26年度採用 全合格者数
群大教育学部

合格者数 占有率
小学校（小中併願を含む） 139 36 25.9%
中学校（小中併願を含む） 191 75 39.3%

小中学校　計 330 111 33.6%
高等学校 78 15 19.2%

特別支援学校 25 13 52.0%
全合格者　合計 433 139 32.1%

表１：群馬県公立学校教員採用試験の校種別結果と占有率
　　　（既卒者含む）

表２：在籍学生（学部 , 大学院 , 専攻科を含む）の群馬県公立学校
　　　教員採用試験志願者と試験結果
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　今年度、本学における障害のある方の学びに関して、
２つの受賞が重なりました。
　１つは、本学教育学部附属特別支援学校卒業生で、聴
覚と知的の重複障害のある田口和樹さんと、本学教育
学部障害児教育専攻 4 年の仲濱佳穗さんによる、「第 17
回図書館を使った調べる学習コンクール」による奨励賞
の受賞です（応募総数５万点の中で上位 200 点ほどが
受賞）。昨年の優秀賞（読売新聞社賞）に引き続き 2 年
連続受賞するという快挙です。
　田口さんと仲濱さんは、地域に開かれた群馬大学の図
書館を活用して群馬県周辺の火山について調べ学習を重
ねてきました。はじめは火山の噴火している様子の写真
を眺め、噴火の壮大さや格好良さを写真から感じ取るだ
けだった田口さん。田口さんの知的好奇心は「時速 200 
キロでくる火山噴出物とバイクはどっちが速いの ?」「地
震の時に、噴火はするの ?」とますます広がっていきま
した。

　もう１つは、12 月 8 日に本学で開催された、「第 9 回
日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」における

「聴覚障害学生支援事例コンテスト」（大学・専門学校等
計 18 校が、各校の実践を発表し、シンポジウム参加者
約 300 名による投票により決定）において、本学教育
学部の聴覚障害学生４名の取り組みの発表が、最優秀賞
の PEPNet-Japan 賞を受賞したことです。発表は、聴覚
障害がある中でどのように工夫して通常学校での教育実
習に取り組んだかに関するものであり、手話通訳をただ
利用するだけでなく、給食や休み時間は自ら積極的に筆
談を活用して児童と直接話した
り、学生や児童のニーズによっ
てコミュニケーションの方法を
変えたりする工夫が、他大学の
関係者から高く評価されました。

　平成 25 年度「21 世紀ぐんま教育賞」の「みやま未来賞」

部門（一般県民対象、応募総数 140 編）で、本学部・研

究科から３名の方の教育論文が受賞しました。受賞者と

論文タイトルは次の通りです。

　最優秀賞に稲瀬みのりさん（学部・教育専攻４年生）

の「ダンス活動を通して自分を表現する力を」が選ばれ

ました。稲瀬さん自身が大学生活４年間を通してとりく

んできたダンスの教育的意義について、とくに「表現力」

を鍵として分析しつつ、非言語的コミュニケーションと

言語的コミュニケーションの相乗効果を生み出す可能性

についても視野を広げたものです。

　また、優秀賞２編中の１編に、芦沼駿さん（同）の「魅

力一杯群馬県　群馬学しよう」が選ばれました。さらに、

奨励賞３編中の１編に、坂口翠さん（大学院専門職学位

課程・教職リーダー専攻１年生）の「留学のすすめ」が

選ばれました。奇しくも、地域に根ざした視点と、国際

的な視野とからそれぞれ論じたものが受賞した形です。

　授賞式は 2月 12 日に県庁で行われ、最優秀賞を受賞し

た稲瀬さんは、受賞の喜びとともに、４月からの教員生

活にむけての抱負を力強く語りました。優秀賞・奨励賞

の２人も含め、教職への動機づけとして、よい機会となっ

たと思われます。

広がる，本学での障害者の学び

学部・大学院の３名が 21 世紀ぐんま教育賞を受賞
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・本紙に関するご意見ご感想等ございましたらお寄せください。

障害児教育講座主任　金澤 貴之

大学院専門職学位課程　山崎 雄介

優秀賞受賞の芦沼さん（左）と最優秀賞受賞の稲瀬さん（右）

第 17 回図書館を使った調べる学習コンクール
奨励受賞の作品『なんで噴火は怖いの？』


