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　昨年 12 月 15 日、本学ミューズホールにおいて、「国
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
協議会（教育改革・群馬プロジェクト）」主催、前橋市教
育委員会共催により、公開シンポジウム「『学び続ける教
師像』の実現に向けて～大学と教育委員会の実践～」が、
県内外の教育関係者約 150 名の参加のもと、盛大に開催
されました。
　開会にあたり、石川治副学長、吉田シヅエ・群馬県教
育委員会教育次長、豊泉周治学部長・研究科長から挨拶
がありました。その後、まず、斎藤周副学部長の司会の
もと、藤原章夫・文部科学省初等中等教育局教職員課長
の講演と、本学および群馬県教育委員会、前橋市教育委
員会総合教育プラザから計５本の報告を受けました。
　藤原課長の講演では、８月に公表された中央教育委員
会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合
的な向上方策について」の主要な論点、とくに、教員養
成の「修士レベル化」をめぐる現状と課題が端的に提示
されました。
　続くシンポジウムでは、まず本学から、佐野史准教授（理
科教育講座）による「理科教育長期研修院の開設」、武井
英昭教授・佐藤浩一教授（教職リーダー講座）による「教
職大学院による校内研修支援の試み」、黒羽正見教授（学
校教育臨床総合センター長）による「学び合う仲間によ
る教員研修リレー講座」という３本の報告を受けました。
いずれの報告でも、この間の学部・研究科改革で創設さ
れた制度的枠組を活用し、実際に現職教師たちの学びを
つくりだしている様子が語られました。
　次に、白石直樹・県教育委員会義務教育課指導係指導
主事より報告「『はばたく群馬の指導プラン』とその活用」
が行われました。とくに、『プラン』を活用したモデル授
業に、現職教師はもちろん、本学学生なども多数参加し
て学び合っている点が注目されます。

　シンポジウムの最後には、布施川雄二・前橋市教育委
員会総合教育プラザ館長より、報告「大学との協定を生
かした新たな教員研修」が行われました。幼児教育、初
任者・中堅等経験別など、多彩な分野での大学との協力
が具体的に示されました。
　続く全体討論では、司会を山崎雄介副学部長に交替し、
フロアからの多数の意見を受けて討論が行われました。
研修に教師たちを送り出す管理職の立場・実際に研修を
行っている現職教員の立場からの意見と要望、学校現場
の多忙化による研修の困難、学部・大学院での養成をめ
ぐる課題など、多様な論点が提起されました。その後、
小池啓一副学長から閉会挨拶を受け、シンポジウムは盛
会のうちに幕を閉じました。
　なお今回は、会場のロビーで、「理科教育長期研修院」
の研修成果にかかわるポスター発表も行われ、こちらに
も多数の参加者が見入っていたことも特筆されます。

公開シンポジウム「『学び続ける教師像』の実現に向けて」を開催
大学院専門職学位課程教職リーダー専攻教授　山崎 雄介

Faculty of Education, Gunma University  News.  " Keyaki " 

群馬大学教育学部ニュース

第 3 号（2013 年 2 月）

藤原章夫・文部科学省初等中等教育局教職員課長

全体討論の様子



•	 ２

第 3号けやき通信

 　教育学部理科教育講座では、平成 24 年度より「群
馬大学理科教育長期研修院」を開設し、理科教員のた
めの研修支援を始めました（詳細は HP をご覧ください
http://www.edu.gunma-u.ac.jp/rika/kenshuin/）。
　研修院の特徴の一つは、オーダーメイド型の研修を行
うことです。多くの既存の研修ではテーマや日時があら
かじめ設定されていますが、研修院における研修ではそ
れがありません。テーマは、日ごろ理科を教えている中
で生じた疑問や課題を基に、現職教員の側で設定して持
ち込んでいただきます。テーマは理科の授業に活かせる
内容であれば特別な制限を設けていませんが、効果的な
研修を行うために、講座の教員の研究内容とかけ離れて
はいないものが望ましいと考えています。また、明日の
授業の実験をどうすればよいかといった緊急時の利用は
ご遠慮いただき、新たな教材の開発に結びつくような発
展的な研修を目指しています。日時は担当する講座側の
教員と協議し、短時間の研修を長期間に渡って行う、長
期休業を利用して数日間集中して行うなど、テーマに応
じて決定します。このようなやり方で、個々のニーズに
応じたきめ細かい研修を行います。

　もう一つの特徴は、大学を主な研修の場とすることで
す。理科教育講座に所属する教員はそれぞれ異なる研究
を行っており、講座全体としてさまざまな分野の最先端
の機器類があります。研修院ではこれら研究用の機器類
を活用し、学校現場では実施が難しい内容について研修
を行います。例えば、学校の顕微鏡や望遠鏡では見えな
い像を取得して画像教材を開発するような研修や、思い
通りにならない実験について失敗の原因を探り、本質的
な改善方法を見つける研修などを想定しています。
　理科という教科の内容は日進月歩で変わるため、学び
続けなければ教えることはできません。しかし、現職教
員が校務に終われる中で学び続けることは容易ではない
でしょう。理科教育講座では研修院を軸として、現職教
員の学びを支援していきたいと考えています。魅力のあ
る理科の授業のために、卒業生を始めとする多くの現職
教員の方に研修院を活用していただければ幸いです。

　本通信第２号でもお知らせしたように、教育学研究科
修士課程では、本年度から「教員免許取得プログラム」
をスタートさせた。これは大学院在学中の教員免許取得
を可能にするプログラムであり、学生は修士課程での学
修・研究と並行して学部の授業が履修できる。はじめて
教員免許を取得することも、既に取得している免許とは
別の免許や上級免許を取得することもできる。
　現在の受講生は６名で、全員が他大学の卒業生であっ
て、中学・高校のいずれかまたは双方の免許を既にもっ
ている。取得しようとしている免許は、６名中の３名が
小学校、２名が特別支援学校、そして高校免許のみをも
つ１名が中学校の免許である。小学校教員免許取得希望
の３名の中には、小学校の教員を志望している学生がい
る一方で、中学校の教員を志望している学生もいる。後
者の学生のばあいは、群馬県の教員は小中学校間の異動
があり、小中学校双方の免許をもっている教員も多いこ
とから、小学校教員免許をも取得しようとしているもの
である。

　受講生に学部の授業を履修しての感想を聞くと、教師
になってから子どもたちとどう関わっていくかを考える
機会となっているという。子どもたちが、各教科の学び
を通じて、自分を表現する力を獲得したり、社会の中で
自分の存在や生きている意味を実感できるようになるた
めに、教師としての自分は何をするべきか。そのことを
受講生たちは考えるようになったようだ。このことは、
受講生自身の修士課程での学びをより深いものとしてい
る。また受講生たちの存在は、学部の授業でともに学ぶ
学部学生への刺激にもなっている。
　６名の受講生は、今秋、教育実習に臨むことになる。
実習校は、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校
である。既に違う校種での教育実習を経験しているとは
いえ、やはり重圧感もあるようだ。だがその一方で、受
講生は、実習を、何よりも子どもたちとの出会いを楽し
みにしている。実習の経験は、受講生をもうひとまわり
大きく成長させ、修士課程の総仕上げである修士論文に
も活かされることだろう。

教員免許取得プログラムがスタート

群馬大学理科教育長期研修院を開設しました
研修院運営委員長　佐野 史

大学院修士課程長　斎藤　周

12 月 15 日に行われたシンポジウム
（本紙第１面掲載）と同時に行われた

理科長期研修院ポスター発表
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　今年も多くの学生が教員を志し、合格を果たした。群
馬県公立学校教員として新たに現役・既卒者合わせて
165 名（正規採用）の群大教育学部出身者が加わること
になった。また、併せて他県教員採用試験の現役合格者
も 20 名を数えている。
　表 1 に平成 25 年度採用群馬県公立学校教員採用試験の
校種別の結果を示す。群馬大学教育学部出身者の全合格
者に対する占有率は、義務教育（小中学校）では 38.6％、
全体でも 35.1％と昨年を上回った。表 2 には平成 22 ～
25 年度の現役（学部、大学院、専攻科）の群馬県教員採
用試験の志願者数と結果を示す。今年度から二次試験で
従来の集団討論に代わり集団面接となったが、本教育学
部生は全般に高い評価をいただいており、最終合格者数
は 100 人と 5 割を超える高い合格率をキープした。
　群馬県教員採用試験では、今年度から専修免許を取得
できる大学院修士課程進学者・在籍者が合格してから 2
年間採用が猶予される制度が導入され、修士課程による
高度な専門性を持った人材を輩出しやすくなった。本学
では現場に出て真に力の発揮できる教員養成を行うべく、
学部、大学院ともにカリキュラム改革等に取り組んでい
る。

　平成 24 年７月より本センターは、現代の新しい教育
課題にも応えていくために、これまで学部・附属学校連
携推進室内に設置されていた、子ども総合サポートセン
ター、教員養成 FD センター、学部・附属学校共同研究
センターの３センターを傘下に加えて新しいスタートを
切りました。これにより、大学教育を支えるだけでなく、
地域の教育にも今まで以上に貢献できる、まさに「総合」
センターとなりました。
　本センターは、教育実践に関する臨床の学の創出を目
指して、教育関係諸機関と連携しながら教育実習、教育
実践及び教育相談に関する理論的・実践的研究を行い、
その研究成果を踏まえて教育および研修を行っておりま
す。旧来の３部門（教育実習・実践開発部門、国際理解
教育部門、教育臨床心理部門）では、教育実習の改善研
究や、授業方法・教育内容の開発研究、ケア・ネットワー

クづくり等を中心に行っています。また新たに加わった
３センターでは課題を抱える子どもの総合的研究やその
研修及び支援、教員養成に携わる教員の資質向上を目指
した研究会の企画や研修、そして大学と他の教育機関の
共同研究を推進しています。この新しいセンターに通底
しているのは、大学と学校現場との協働的・実践的な研
究を通して、今日の学校教育課題の解決に資する実践的
指針を見出すことにあります。
　本センターでは、紀要・年報等の出版物の発行や新し
いホームページをとおして多くの情報を発信する予定
です。また本センターが主催する催事案内や活動内容
の紹介、出版物の電子ファイル等の情報も掲載します。
e-1earning の入り口として、多くの人にご利用いただけ
れば幸いです。

教育実践に関する臨床の学の創出をめざして

引き続き 50％を超えた合格者（群馬県教員採用試験結果）
学生支援委員長　西薗 大実

学校教育臨床総合センター長　黒羽 正見

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 25年度 191 134（70.2%） 100（52.3%）

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 22年度 188 115（61.1%） 81（43.1%）

平成25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） 145 53 36.6%

中学校（小中併願を含む） 202 81 40.1%

小中学校　計 347 134 38.6%

高等学校 99 20 20.2%

特別支援学校 24 11 45.8%

全合格者　合計 470 165 35.1%

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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　学部長に就任して 10 ヶ月。なんとか 1 年目の終わり
が見える時期になったが、まだまだ学部長という仕事の
輪郭がつかめたわけではない。大小さまざまな行事や事
件があり、学部・研究科の将来について十分に考える余
裕がなかったこともある。一方では、昨年６月に文部科
学省から大学改革実行プランが出され、８月には中央教
育審議会の教員の資質能力向上に関する答申があり、秋
からは国立大学の「ミッションの再定義」が実際にスター
トした。埼玉大学との統合問題から１０年、大学の構造
改革の第２幕が始まった気配である。教育学部はその先
鋒に立つことになり、私の机の上には再定義の資料がう
ずたかく積まれている。
　資料をまとめながらあらためて思ったのは、本学部に
とってミッション再定義とは、大学の法人化（平成１６
年）以降に進めてきた学部・研究科の改革を再確認する
ことでかなりの部分が尽くされるということだ。とくに
教育委員会と地域の公立学校の協力のもとで実施してい
る教育実習の仕組みや教職大学院の教育研究活動など、
地域との連携を深めながら教員養成の質の向上と改善に
努めてきた。さらに教員の養成場面だけでなく、現職教

員の再教育と研修も含めて「学び続ける教師」をサポー
トできる体制の構築に努めている。こうした努力によっ
て教員の養成ばかりでなく、地域の教育全般の水準向上
に貢献することになる。この１０年の間、この方向に学
部の意思形成を進めて道筋を付け、踏み固め、しっかり
と整備してこられた３人の前・元学部長の尽力にあらた
めて敬意を表したいと思う。おかげで私はミッション再
定義の資料作成に安心して取り組むことができた。
　群馬県においても、これから少子高齢化が待ったなし
に進行する。財政上の観点から教員養成系学部の見直し
への圧力もさらに強まるであろう。難しい条件のなかで
もこれらのミッションに持続的に応えていける体制を整
えることが次の課題である。　　　　　　　

　群馬県教育委員会が毎年実施している「21 世紀ぐん
ま教育賞」の入賞者発表があり、教職大学院に在籍で現
職教員の柴山和宏さん（利根実業高校）が「専門高校に
おける『総合力』を育成する指導の工夫」で、杉の子賞（教
職員の部）の優秀賞を、学部・教育専攻２年生の田島広
大君が「上毛かるたのこれから－更なる発展に向けて－」
で、「みやま未来賞（県民の部）」で最優秀賞を、それぞ

れ受賞しました。
　また、教育学部附属特別支援学校卒業生の田口和樹さ
んと、教育学部障害児教育専攻３年生の仲濱佳穂さんの
共同作品「火山のおいたち（なりたち）」が、公益財団
法人図書館振興財団による「図書館を使った調べる学習
コンクール」（応募総数４万件以上、入賞 34 作品）で「優
秀賞・読売新聞社賞」を受賞しました。

教育学部のミッション再定義

在校生・卒業生が活躍！！

群馬大学教育学部ニュース「けやき通信」　第３号（2013 年 2月）
発行：群馬大学教育学部
〒371-8510　群馬県前橋市荒牧町 4-2　／ TEL：（027）220-7204　／ＵＲＬ：http://www.edu.gunma-u.ac.jp/

・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。

教育学部長　豊泉 周治

2012 年４月に就任した
豊泉周治教育学部長

杉の子賞・優秀賞を受賞した
柴山和宏さん

みやま未来賞・最優秀賞を受賞した
田島広大さん


