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教育学部・教育学研究科の現状と課題
—第３期中期目標に照らして—

教育学部長　齋藤　周

　2004 年４月に国立大学が法人化されてから 12 年を経
た 2016 年度は、６年を１期とする期間の３期目の初年
度でした。この第３期の群馬大学の中期目標を踏まえな
がら、教育学部と大学院教育学研究科の現状と課題をご
紹介することとします。
　１点目は教育実習等の学部教育の話です。教育学部で
は、2005 年度の入学生から、教育実習を大幅に拡充し
たカリキュラムを実施しています。ひとつには、１年次
から４年次までどの学年でも学校現場等で子どもと接す
る機会を組み込みました。さらに、３年次での教育実習

（いわゆる本実習）を長期化しました。
　学生の多くは、３年次の秋に附属学校か特別協力校で
５週間の実習を行います。この実習で基礎をしっかりと
身につけた上で、公立学校で３週間の実習を行います。
両実習により、小学校と中学校を経験し、また附属学校
だけではなく公立校での実習も必ず経験します。こうし
て学生たちは実践的指導力を身につけていきます。
　教育実習には、本年度は 140 校もの県内の公立学校
のご協力をいただきました。このようなご協力の下に、
学生たちは学部と附属学校園だけでは不可能な貴重な経
験をすることができています。
　群馬大学は、群馬県義務教育諸学校全体における教員
養成の占有率 40% を確保することを目標としています。
ここに述べてきたような実習の成果として、40% とい

う目標の達成にあと一歩のところまで近づいています。
　２点目は大学院教育についてです。教育学研究科は、
専門職学位課程（教職大学院）と修士課程で構成されて
います。専門職学位課程では、より実践的な指導力・展
開力を備えた新人教員と地域・学校において指導的役割
を果たしうる「スクールリーダー」「ミドルリーダー」
を養成しています。また修士課程では、各教科ないし特
別支援教育の実践的指導力に優れ学校現場で授業研究を
リードできる「教科のエクスパート」「特別支援教育の
エクスパート」を養成しています。大学院教育において
は、県との人事交流を通じて大学に着任した実務家教員
が大きな力を発揮しています。
　2012 年８月の中教審答申において、「教職大学院の拡
充」と「国立教員養成系の修士課程の見直し」（教職大
学院を主体とした組織体制への移行）が明記されました。
本研究科でも、教職大学院を拡充し、教科教育と特別支
援教育における今までの修士課程の実績を引き継いだ新
しい教職大学院を作るべく、検討を重ねています。
　私は、2016 年４月から学部長を務めていますが、関
係する方々のご支援をいただきながら、同僚たちと知恵
を出し合って、これらの課題に取り組んでいます。今後
とも、本学部に多大なご支援・ご協力をいただけますよ
う、この場を借りてお願い申し上げます。
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　11 月 20 日（日）13 時より、本学教育学部 C204 教室
において、公開シンポジウム「ぐんまの教師力を高める
2016：アクティブラーニングとは何か―その実践例を
もとに―」が約 120 名の参加のもとで開催されました。
　小池啓一本学副学長、笠原寛群馬県教育委員会教育長
の挨拶に続き、本教職大学院関係者３名の報告があり、
その報告に対し、澤田太郎群馬県教育委員会高校教育課
指導主事、細矢瑞左同義務教育課指導主事よりコメント
がありました。
　当日の司会も務めた山口陽弘専門職学位課程長から問
題提起がありました。アクティブ・ラーニングに限らず、
多くの教育問題は、古くからの問題が時々で装いを変え
て登場していること、アクティブ・ラーニングにしても、
すぐれた教師は文科省提起のはるか前から実践してお
り、いわゆる詰め込み授業のもとでも、すぐれた学習者
は自ら能動的に学んできたこと、今日のアクティブ・ラー
ニングの課題は、「普通の」教師たちと「普通の」学習
者たちとの間で成立させることにあり、そのすぐれた具
体例が、上田先生の実践であることを紹介しました。
　本日のメイン報告として、教職大学院７期生の上田剛

（実践当時・前橋市立広瀬中学校、現・前橋市教育委員
会管理主事）から、大学院での課題研究と、その中心と
なった実践の報告がなされました。実践は、中学校１年
生２クラスでの社会科（地理的分野・歴史的分野）での
もので、たとえば歴史的分野の中世の単元であれば、「（人
物・事象の）相関図を使って、新田義貞がなぜ「歴史に
名高い」のかを説明し、中世の特色を考えよう」という
パフォーマンス課題の遂行にむけて、「歴史カードづく

り」、「カード説明活動」（毎時間の冒頭に実施）、「『確認』
によるまとめ」（毎時間のまとめ）という３つのパーツ
を連動させて上田さんは授業を進めていきました。上田
剛さんの報告では、実際の授業の映像、実践前後の成績
の向上を示す資料も提示されました。アクティブ・ラー
ニングにかかわる実践の提示が、ややもすると「教えな
いのが偉い」式に学習者の活動ばかりを提示しがちなの
に対し、上田さんの報告は、教師による丁寧な「足場か
け」が率直に提示されたものでした。
　次に、本学教職大学院の深谷達史講師から、アクティ
ブ・ラーニングの３つの属性である「深い学び」、「対話
的な学び」、「主体的な学び」それぞれの視点から、上田
実践の意味づけと、現場でのアクティブ・ラーニングの
実践に向けた留意点が提示されました。「深い学び」に
ついては、授業を活動的にするだけでなく、評価が「なぜ」
という深い理解を問うものである必要があること、「対
話的な学び」については、対話の仕方についてのモデル
提示と確認が重要であること、「主体的な学び」につい
ては、授業で使用される思考ツールが内化されることが
不可欠であることが強調されました。その「内化」を可
能にするツールの条件として、「簡便性」、「有用性」、「汎
用性」が挙げられました。
　指導主事からは、上田さんの実践に対する高い評価と
ともに、高校教育課のとりくみ、現場でアクティブ・ラー
ニングにとりくむにあたっての視点、アクティブ・ラー
ニング自体が目的ではなく、その視点からの不断の授業
改善が重要であることなどが指摘されました。以上の報
告をうけ、フロアとも活発な質疑が交わされました。

シンポジウム「ぐんまの教師力を高める 2016」開催
専門職学位課程長：山口 陽弘

▲  山口 陽弘 専門職学位課程長 ▲  深谷 達史 講師（教職大学院） ▲  在学中の課題研究と実践を報告する上田 剛 氏（前橋市教育委員会管理主事）
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　前橋に新しい美術館・アーツ前橋ができて、群馬大学
とアーツ前橋の連携による文化庁のアートマネジメント
人材育成事業をすることになったとき、あらためてアー
ト／教育のできることを考えました。理念は、「今より
もう少し生きやすい〈柔軟でフラットな関係性を持つ社
会・コミュニティ〉をつくるために、今アートを使うの
が一番 いい」です。 
　" 現代はアートの時代だ " という R.Steiner の言葉に
もっと真摯に向き合う時が来ています。問題は専門化し
た世界観が生む、断片化した思考や身体が生みだす希薄
な関係性と差別の解消です。アートの学びは冷えた部分
をつなぎ直し、全体性を恢復します。その時  " 弱さの
力 "（鷲田清一）に注目すること、子ども、障害者、高
齢者などの弱者、社会のなかで生きづらさを抱え、アー
トから遠いところにいる人々をアートによってつないで
いく、すなわち大きな理念はインクルーシブアート教育
の実践です。遠回りでも、教育という営みしか問題解決
はありません。
　「まえばしアートスクール計画」はアーツ前橋の館外
での地域アートプロジェクトの仕組みの中でアーティス

トと創造的協働で学ぶプログラムで、前橋がアートの学
びの実践共同体 (community of practice) になる、つま
り「アートするまちをつくる」でした。４つの実践講座
と連動する記録と省察・評価のための集中講座及び市民
開放の基礎講座を展開しました。この２年間でいろいろ
な種を蒔きましたが、まだ全部が育つまでには至ってい
ません。" 自分事として引き受ける " プレーヤーは引き
続き募集が必要です。学校の美術教育が縮小していく中、
学校と学校外の美術教育をつなぐことも教育学部の使命
と思っています。

　群馬大学大学院教育学研究科修士課程では、平成 27
年度から、群馬県総合教育センターの長期研修員の方々
に、平成 28 年度から、前橋市の長期研修員の方々に、
修士課程の授業を聴講していただいたり、各長期研修員
の方々が進める研究課題へ最新の情報提供をさせていた
だいたりするようになりました。平成 28 年度は県派遣
教員 17 名、前橋市派遣教員３名の合計 20 名の方々を
お迎えいたしました。修士課程で開講した授業等を受講
した回数は、年間でのべ 236 回となり、お一人の長期
研修員が約 11.8 回もの授業等を聴講したことになりま
す。中でも、学校で臨床的な研究を進める際に用いる「研
究の進め方」を、修士課程教員がオムニバスで指導する
教職実践研究Ａという授業には、のべ 83 回もの聴講が
ありました。さらに、教職実践研究Ａで学んだことを附
属小学校や附属中学校等をフィールドとし、自身の研究
として高める教職実践インターンシップにも参加してい

ただきました。長期研修員の方々にとって、県や市、所
属する学校等の課題を解決するための計画や方策を立て
る過程で、こうした修士課程での学びが大いに役立った
ことと思います。この取組は、県や市の教員研修と附属
学校園を結びつける新たなスタートとなる取組ともなり
ました。平成 27 年 12 月中央教育審議会答申「これか
らの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」で
は、教員の養成・採用・研修の一体的な改革の中で、教
育委員会と大学の連携の必要性が指摘されており、この
長期研修員の受入は、こうした答申が示している課題に
応えるための取組ともいえます。養成から初任者の輩出
までを見通し、さらに、熟達した教員の資質・能力の向
上のための具体的な方策として、大学院や附属学校園が
一体となった取組が全国に先駆けた取組として評価され
ております。

長期研修員の大学院修士課程への授業聴講等の拡大について

平成 28 年度  文化庁大学を活用した文化芸術推進事業
「まえばしアートスクール計画」について 美術教育講座　茂木 一司

修士課程長　益田 裕充

▲  事業拠点のひとつになった広瀬川美術館リニューアルオープン時の集合写真
　  平成 28 年 6 月 21 日
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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数と合格率

　平成 29 年度採用群馬県教員採用試験の合格者数は、
現役 106 名、既卒 31 名、合計 137 名となりました。また、
全体合格者に対する占有率は、小中学校 38.3％、高等
学校 16.7％、特別支援学校 38.7％、全体では 34.4％で
した（表１）。校種により傾向が異なり、さらに現役／
既卒の別があって単純には評価できませんが、依然高水
準とはいえ、本学が掲げる目標から言えば、手放しで楽
観できる数字ではありません。表２には、平成 25 ～ 29
年度採用試験志願者数（現役生）に対する一次・二次試
験合格者数と合格率を示しています。平成 29 年度採用

の一次試験合格率は 70.6％、二次試験合格率は 62.4％
であり、前年度の水準を保っていると思いますが、これ
からもこの水準を維持し、さらに上げるには、一層の努
力が必要かと思います。
　学生支援委員のみならず全教員に学生の進路支援に取
り組んでいただくことはもちろんですが、学生のみなさ
んにも、対策講座や講演会などの支援諸事業に、より積
極的に参加していただく必要があると思います。今後と
も、学生支援委員会の諸事業にご協力をお願い申し上げ
ます。

　昨年は、２年に１度行われる世界選手権に出場しまし
た。シニアとしての出場は２回目で、前回大会はシング
ル部門で出場し、決勝で７位でした。それから２年間は
世界選手権で勝つことだけを考えて、練習に取り組みま
した。２年間の集大成として挑んだ世界選手権では、シ
ングル部門で優勝、トリオ部門で準優勝することが出来
ました。エアロビックを始めたころからの夢が叶い、言
葉に表しきれないほど嬉しかったです。小学校１年生か
ら競技エアロビックを始めて中学校、高校、大学と環境
の変化があった中でも、目標をぶらさず練習を積み重ね
続けられたこと、また、コーチや家族・仲間、沢山の方々
のサポートがなければ今の自分はいないので感謝の気持
ちで一杯です。今年７月にポーランドにて第２のオリン
ピックともいわれるワールドゲームズが開催され、トリ

オ部門で出場します。競技エアロビックは、まだオリン
ピックの公式種目ではないので、この大会で良い結果を
残して競技エアロビックが体操種目としてさらに盛り上
がるように、これからも精進していきたいと思います。

平成 29年度採用群馬県教員採用試験結果

世界選手権で優勝  —群馬から世界へ—
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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。

学生支援委員長　藤森 健太郎

保健体育専攻２年次　斉藤 瑞己

▲  学長表彰を受ける斉藤 瑞己さん（平成 28 年 10 月 20 日）

平成 29 年度採用 全体合
格者数

群大合格者数 占有率
現 役 既卒者 合 計 現 役 全 体 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 29 年度 170 120（70.6％） 106（62.4％）

平成 28 年度 176 124（70.5％） 105（59.7％）

平成 27 年度 196 149（76.0%） 120（61.2％）

平成 26 年度 177 129（72.9%） 83（46.9%）

平成 25 年度 191 134（70.2％） 100（52.4%）

小 学 校 40 2 2 4 5.0% 10.0%

中 学 校 255 83 26 109 32.5% 42.7%

小中学校　計 295 85 28 113 28.8% 38.3%

高等学校 72 9 3 12 12.5% 16.7%

特別支援学校 31 12 0 12 38.7% 38.7%

全合格者　合計 398 106 31 137 26.6％ 34.4％


