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公開シンポジウム「教師のデザイン」、盛大に開催
大学院専門職学位課程教職リーダー専攻教授

山崎 雄介

さる 12 月 17 日、本学ミューズホールにおいて、
「国

続くシンポジウムおよび指定討論では、本学の教職大

立大学法人群馬大学と群馬県教育委員会との連携に係る

学院、修士課程、附属学校各々での教員養成・研修のと

協議会（教育改革・群馬プロジェクト）
」の主催により、

りくみとそれを基礎とした提案（管理職養成プログラム、

公開シンポジウム「教師のデザイン

群馬県から発信す

理科教育長期研修院）や教育現場への成果の還元（教職

る教員研修」が、県内外の教育関係者約 200 名の参加

大学院修了生の勤務校から）、県教育界からは教員養成・

のもと、盛大に開催されました。本シンポジウムの趣旨

研修の現状と、今後にむけての期待や課題、教育業界の

は、国内外の教員養成・研修、とくに大学院でのそれの
動向をふまえ、新しい教員養成・研修のモデルを本学、

「外」からの視点など多様な発言がありました。
終了後のアンケートでは、フロアからの発言機会がな

本県から発信していく手はじめにするというものです。

かった点、大学教員の現場への理解の不足などへのお叱

１大学の企画としては異例のことですが、徳永保・国立

りの声もありつつ、
「現職教員の資質向上についての課

教育政策研究所長より「実践的指導力を育成する研究と

題は十分に指摘されていたか」との問いには８割近くが

教育」と題して、また、日向信和・文部科学省教育改革

肯定的な回答、教職大学院、修士課程、理科教育長期研

調整官より「
『教員の資質能力向上特別部会』での審議

修院についてもそれぞれ７～８割の回答者が期待を寄せ

状況」と題して、それぞれご講演をいただきました。

るなど、本学のとりくみ及び県教委との協働について、

また、シンポジスト・指定討論者として、本学教職大

一定の発信はできたのではないかと思われます。

学院より山崎、入澤、懸川、清水の各教授、修士課程よ

最後に、登壇者の皆様はもとより、この企画にご協力・

り豊泉課程長、佐野准教授、江森附属小学校長、県教育

ご参加いただいた学部内の先生方、多忙の中ご挨拶いた

界より高橋総合教育センター長、須永学校人事課長、堀

だくとともに最後まで長丁場をお付き合いいただいた高

澤義務教育課長、国立赤城青少年の家・桜井所長、宝泉

田学長、平塚理事、そして何より、冒頭にご挨拶いただ

中学校・萩原校長と（筆者自身は別として）錚々たる顔

いた福島教育長

ぶれが揃いました。

は じ め、 県 内 教

まず、徳永所長の講演では、種々の教育問題の原因を

育関係者の皆様

短絡的に「教員の資質能力」に帰属させる議論に釘を刺

に改めて感謝い

したうえで、子ども理解、特別支援などについての学際

たします。

的な研究と、
それを基盤にした教員養成を行う必要性と、

指定討論を行うシンポジスト

そこでの大学院教育学研究科の役割の大きさについて、
ご指摘、というよりは叱咤激励を受けました。
続く日向調査官の講演では、教員養成については養成
課程で育成すべき資質能力とそれを実現するための大学
院側の体制について、現職研修については種々の研修機
会での成果の可視化・体系化についてなど、大学と教育
委員会の課題がわかりやすく提示されました。

徳永保・国立教育政策研究所長

日向信和・文部科学省教育改革調整官
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教員免許取得プログラムの開設

大学院修士課程長

豊泉 周治

修士課程では、平成 24 年度から教員免許所得プログ

の学生にとって、本プログラムは大きな魅力となること

ラムという新しい制度をスタートさせる。教職に強い意

であろう。本プログラムによって、修士課程における教

欲をもって修士課程に入学し、新たに教員免許状の取得

員養成は従来からの学部卒の学生に加えて、他大学、多

を希望する学生に対して、一定の範囲内で修士課程の学

方面から新しい学生を迎え、大きくパワーアップするこ

修と併行して教育学部の授業の履修を認め、免許状を取

とが期待される。それは群馬県で教職をめざす大学院生

得できるようにする制度である（図表を参照）
。

の裾野が大きく広がることを意味する。

これまで大学院で新たに免許状を取得する道は開かれ

免許状の取得と修士レベルの教員養成を両立させるわ

ていなかった。１種免許状を有する学部卒の学生が修士

けであるから、もとよりそれは容易なことではない。新

課程で研鑽して専修免許状を取得するというのが、これ

たな免許状取得に向けて教職の専門性を基礎から積み上

までの基本ルートである。しかし、教職を目指して修士

げながら、同時に修士レベルの高い専門性と実践性を修

課程で学びたい学生の経歴は他にもいろいろである。本

得し、授業力と研究力を磨かなければならない。学生

プログラムによって、従来のルートに加えて、修士課程

にとっても指導する教員にとってたいへんな挑戦である

での学修を教職へと結ぶ実に多様なルートが用意された

が、力のある多彩な新人教員を教育現場に送り出すこと

ことになる。特に、教育学部以外では取得しにくい小学

がなにより大切だと考えている。平成 24 年４月から、

校や特別支援学校の免許状の取得を希望する他大学出身

修士課程における教員養成の新たな挑戦が始まる。

教科教育実践専攻
取得希望免許
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＊ ○は２年間で、◎は標準修業年数を超えて取得できることをします。

教員免許状更新講習の実施状況

２

豊泉 周治

平成 21 年度から教員免許更新制がスタートし、各学

者は 3 講習合計 18 時間を選択して受講）では、修士課

校に勤務する現職教員は定められた期限までに大学等で

程のほぼ全教員が講師となり、それぞれの専門を生かし

実施される 30 時間以上の免許状更新講習を受講・修了

て各教科の内容や指導法に関する講習を実施している。

することが義務づけられた。多数の現職教員を輩出して

制度そのものへの賛否はあるが、現職教員にとっては

いる群馬大学でも、平成 21 年度から教育学部が中心と

大学での学びに再びふれる機会になっており、講習を担

なって更新講習を開設し、毎年、県内の受講対象者のお

当する大学教員にとっては、それぞれの専門の教育研究

よそ半数が本学の講習を受講している。

が現職教員の視点から試される機会となっている。すべ

平成 23 年度は夏期 9 日間、冬季 5 日間の講習を実施

ての講習は終了後、受講者全員から事後評価を受けてい

し、必修講習７クラス、選択講習 78 クラスを開講し、

る。幸いにして受講後の評価結果では、平均して受講者

必修講習は合計 830 人、選択講習は延べ 2365 人が受

の 40 数％～ 60% が講習の内容について「よい」、40 数％

講した。12 時間の必修講習（2 日間）では、教職大学

～ 30 数 % が「だいたい

院や教職科目担当の教員が講師となって、
「最新の教育

よい」と回答しており、

事情」に関する講習を実施し、
「教職についての省察並

合わせて 90％以上の受

びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外にお

講者から積極的な評価

ける連携協力」について、独自に編纂したテキストをも

を受けている。

ちいて講義を行っている。各 6 時間の選択講習（受講

•
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けやき通信

震災被災地支援
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本学の取組について

東日本大震災被災地の教育支援を 4 年生 12 名が行っ
た。事前準備として 7 月に女川、仙台、岩沼など被災
地の状況を視察して肌で感じ、第 1 期として 8 月 1 日
より女川第一中学校（宮城県女川町）に 8 名、第 2 期

学生支援委員長

西薗 大実

ているのは、全国でも本学だけの制度であり、この支援
は来年度以降も長く継続していく予定である。
また、学生の現地の活動を全面支援してくださった宮
城教育大学に深く感謝する。

として 9 月 26 日より玉浦小学校、玉浦中学校（宮城県
岩沼市）に計 4 名が支援に入った。
被災した学校では、児童生徒や教員の避難生活、建物
が使える学校に 2 校以上が同居、新学期の開始遅れな
ど困難な状況が続いており、学習の遅れを取り戻すべく
授業や補習が実施されている。学生は教育実習の経験を
生かし指導を行い、一方で被災しても明るくふるまう子
どもたちに元気をもらってきた。
女川第一中学校にて

群馬大学では、現地の教員を手助けし、また被災した
子どもたちの力に少しでもなれればという思いで、積極

参加学生（いずれも 4 年生）

的に支援に取り組んでいる。
学生は自ら希望して参加し、

第1期

インターンシップとして単位認定される仕組みを整え
た。このように被災地教育支援において単位認定を行っ

学習支援風景

吉田 奏、井達 弘貴、鹿沼 久恵、須藤 千尋、
松原 優香子、福嶋 克人、青柳 佳祐、登川 希香

第2期

小野 美鈴、田口 翔平、諸星 莉沙、松村 春佳

学部教員の職能発達のための教員養成ＦＤセンター
教員養成ＦＤセンター長

黒羽 正見

全国の教員養成学部には，
「大学教員間に教職課程が

ルドに学校現場の現状理解，自分の専門分野を生かした

専門職業人たる教員養成を目的とするという認識が共有

学生指導のあり方，学校現場が抱える課題解決への寄与

されていない，教員の研究領域の専門性に偏した授業が

等を考える機会を提供することが重要である。

多い，学校現場の課題に十分に対応していない」等の問

本年度は着任後おおむね３年以内の教員を主な対象と

題点の指摘が多い。そこで本学部では，大学教員養成を

して活動を行った。教育活動観察会では授業参観だけで

より学校現場の現状や課題を踏まえた内容とするため

なく，附属学校教員の教育実習生に対する学習指導案作

に，県教委との連携，学部カリキュラムの改革，教職大

成指導の参観や意見交換なども行われた。その意見交換

学院の設置等の課題解決を図ってきた。そして，附属小

の中で，
「教師には児童生徒の発達段階に応じた指導技

学校の 1 学級減実施を機に，附属小学校内に子どもサ

術が必要であることがよく理解できた」といった学校現

ポートセンター，教員養成 FD センター，学部 ･ 附属共

場に足を運ばなければわからない気づきの深まりもみら

同研究センターの３センターを設置し，平成 23 年４月

れた。新任教員も秋には教育実習で県内学校を訪問し，

に本教員養成 FD センターの開始となった。

研究授業や研究協議会に出席し，管理職との情報交換を

本センターの主な目的は，教員養成学部での経験のな

行わなければならない。FD センター員を交えた教育サ

い新任教員の職能発達を図り，自身で教員養成にどのよ

ロンでは，新任教員が学校を訪問した際，いろいろな点

うに関わるべきか考える機会を提供することにある。昨

に戸惑っている実態も明らかになった。

今の緊迫した教員養成変革の渦の中で，本学部教員とし

来年度は個々の新任教員の実態を踏まえ，附属学校教

て活躍していただくためには，教員養成システムの現状

員と大学教員が一層の緊密な協働性を追求できる活動内

とその課題，群馬大学の教員養成の特質等の速やかな理

容を企画していきたい。

解が不可欠である。それゆえ，附属学校園を主なフィー

•
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高い合格率をキープ、群馬県教員採用試験結果
学生支援委員長
今年も多くの学生、卒業生が教員を志願し合格を果
たした。24 年度は、群馬県公立学校教員として新たに
159 名（正規採用）の群大教育学部出身者が加わるこ

西薗 大実

て 25 人減った分、合格者数は少なくなったが、高い合
格率をキープした。
群馬県では、昨年から小中併願枠が新設され、教育学
部では小中両免を取得するメリットを生かしてこの枠で

とになった。
表 1 に平成 24 年度採用群馬県公立学校教員採用試験

の受験者が増えた。また二次試験の面接での 8 分間模

の校種別の結果を示す。毎年、群馬大学教育学部出身者

擬授業は今年度も課され、教育実習で鍛えられた本教育

が大きな比率を占めており、今年も全採用数の 34％と

学部生の評価はきわめて高いものがある。カリキュラム

１／３以上を占めた。表 2 には平成 22 ～ 24 年度の教

改革による教育実習の充実、後援会諸先輩の協力を得て

育学部新卒者（学部、大学院、専攻科）の群馬県教員採

の教員採用試験対策講座の充実などが着実に成果をあげ

用試験の志願者数と結果を示す。志願者数が昨年と比べ

ている。

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）
平成 24 年度採用

全合格者数

群大教育学部
合格者数

占有率

表２：新卒者 ( 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
採用年度

志願
者数

一次試験
合格者数

二次試験
合格者数

（志願者に対する合格率） （志願者に対する合格率）

小学校（小中併願を含む）

152

62

40.8％

中学校（小中併願を含む）

196

72

36.7％

平成 24 年度

160

117（73.1％）

93（58.1％）

348

134

38.5％

平成 23 年度

185

136（73.5％）

108（58.4％）

高等学校

97

16

16.4％

特別支援学校

22

9

40.9％

平成 22 年度

188

115（61.1％）

81（43.1％）

159

34.0％

小中学校

全合格者

計

合計
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学部長退任にあたって
教育学部長
学部長の 4 年の任期が終了する。学部長就任が決まっ
たとき、研究室のある建物は耐震補強の改修工事中で、
理科教育講座の先生方と相部屋で仕事をしていた。
学部長の仕事として考えたことは 3 つある。第一に、

実が欠かせない。また、研究・教育の場としての環境整
備はさらにその基盤をなしている。
果たしてどれだけの仕事ができたかわからないが、こ
れらの仕事については、若い先生方の力が大きく働いた。

群馬大学教育学部・大学院・附属学校園のミッションを

改修工事のワーキンググループには、必要に応じていつ

明確にすること。次に教養教育を改革すること。そして

でも集まっていただき、時間を置かずに答えを出してい

教育学部と附属学校園の建物の改修を行うこと。群馬大

ただいた。カリキュラム委員会のメンバーには教員養成

学教育学部・大学院・附属学校園のミッションは、優れ

のためのカリキュラム改革だけでなく、教養教育改革の

た新人教員を養成するだけでなく、教員生活を全うする

素案も作っていただいた。毎回一緒に仕事をさせていた

まで教員の資質向上をサポートすることである。新人教

だいたことが一番楽しかった。やり残したことも多いか

員の養成については、実践的なカリキュラムを充実させ

もしれないが、学内外の多くの方に協力していただき、

るだけでなく、人間的な基盤形成のための教養教育の充

充実した 4 年間であったと思う。
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