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第３期中期目標・中期計画のスタートを前に
—「群馬モデル」の実現に向けて—
教育学部長

豊泉 周治

教育学部の活動を紹介する年１回の「けやき通信」も本

県教育委員会と連携して教育改革・教員養成改革を実施し、

号で第６号となります。内４年間を学部長として務めまし

その成果は、ミッションを再定義する際の高い教員占有率、

た。いよいよ任期明けの本号では「退任のあいさつ」を末

高い教員就職率として確認されました。それらの成果をさ

尾に小さくと思っていましたが、広報委員長から、中期目

らに充実させ、地域の教員養成への期待に応えることが、

標・中期計画の第３期入りを前に書くべきことがあるはず

群馬県における地域密接型の教員養成学部にとってもっと

だと課題をあたえられ、このような表題となりました。副

もふさわしい目標・計画だと考えたからです。

題の方は２年前の第４号と同じです。実質的に第３期は２

「群馬モデル」の実現に向けた挑戦は２年前から始まっ

年前から始まっていたのです。さらに、その前の２年間も

ています。その取り組みの状況は、本号と前号の「けやき

含めて、この４年間、国立大学は大きな変化の波に洗われ

通信」で見ていただくことができます。いよいよ第３期中

ました。なかでも教員養成系は「改革」の焦点と目され、

期目標・中期計画がスタートします。第３期の取り組みに

組織体制からカリキュラムに至るまで、「廃止」を含むか

おいては、昨年 12 月の中央教育審議会答申「これからの

つてない根本的な見直しの渦中にあります。そのなかで私

学校教育を担う教員の資質向上について」で提示された、

たちは、高田前学長が名付けた「群馬モデル」の実現を第

教員の養成・採用・研修をめぐる一体的な諸課題への対応

３期中期目標・中期計画に掲げています。

が鍵となります。それらの課題にいかに応えるかで、「群

経過をふり返ると、始まりは 2012 年６月に文科省が出

馬モデル」の真価が問われることになります。私は、第２

した「大学改革実行プラン」でした。東日本大震災以降の

期における学部・研究科教職員の努力と挑戦によって、す

社会危機のなかで、社会の変革や地域再生の拠点として大

でにそれらの課題は射程内にあると考えています。着実に

学をあらためて位置づけ直し、そのための大学改革を実行

第３期の取り組みを進めましょう。

しようというプランです。政権交代を挟み、2013 年には
国立大学の「ミッションの再定義」が行われ、2014 ～ 15

以上、この４年間の各位の協力と支援に感謝しつつ、退
任のあいさつに代えたいと思います。

年が改革加速期間と位置づけられました。
本学部は地域密接型の教員養成学部として「ミッション
の再定義」を行いました。ただし、他の多くの地域密接型
の大学とは異なり、小学校教員養成や教職大学院への重点
化は行わず、小・中学校等の免許を併せもつ義務教育諸学
校の教員養成、そして教職大学院および修士課程による高
度な教員養成・研修をミッションとして再定義し、第３期
の中期目標・中期計画に掲げました。「改革」を回避した
からではありません。私たちは、10 年以上も前から群馬

実践交流会「ぐんまの教師力を高める 2015」で挨拶する豊泉学部長
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実践交流会「ぐんまの教師力を高める 2015」開催される
副学部長（教職リーダー講座）：山崎 雄介

保健体育講座：鬼澤 陽子，理科教育講座：佐野

史，教職リーダー講座：懸川 武史

障害児教育講座：霜田 浩信，英語教育講座：上原 景子

国立大学法人群馬大学と群馬県教育委員会の連携に係る

協議会・主催、前橋市教育委員会共催で、実践交流会「ぐ

んまの教師力を高める 2015」が、平成 27 年 11 月８日（日）、

■第 3 分科会

【アクティブ・ラーニングをデザインしよう】

児童生徒の実態から、①育成すべき資質・能力の明確

200 名を超える参加のもとで開催されました。

化、②育成する指導方法の選択、③評価方法の選択による

特別支援教育調査官による講演「インクルーシブ教育シス

ア・サポートモデルの学習過程を活用した、高等学校国語

まず全体会では、丹野哲也・文部科学省初等中等教育局

テムの構築に向けた特別支援教育の推進～学校教育におけ
る合理的配慮について～」によって、インクルーシブ教育
の導入にあたり、当面求められる対応を学びました。

続いて、
「小学校低学年の体育授業プログラムを活用し

た授業づくり」、
「大学が関わる『理科実験力』向上の方策：
現場支援から新機軸の教材開発まで」、「アクティブ・ラー
ニングをデザインしよう」、「実践から考える合理的配慮～

エリアモデル校の取組と交流及び共同学習から～」、「小・
中・高英語教育改革に向けた言語活動『構成・展開力アッ
プ』ワークショップ」の５つの分科会に分かれ、参加者が
アクティブな学びを行いました。

（山崎 雄介）

デザインの在り方を提案しました。デザイン例として、ピ
科の実践を紹介しました。ここでのサポート活動のカテ

ゴリーは学習支援、主な活動は生徒同士の学び合いです。
また、学びのユニバーサルデザイン（Universal design for

Learning ）による授業実践の視聴を通し、多様性を認め
合う学級風土の在り方について参加された方々との協議を
通し、多くの示唆を得る事ができました。

（担当者／群馬県総合教育センター：野原 亮，群馬大学：懸川 武史）

■第 4 分科会

【実践から考える合理的配慮〜エリアモデル校の取組と交流及び共同学習から〜】
インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教

育の推進が図られているなか、すべての学校において障害
のある幼児児童生徒に対し合理的配慮の提供が必要となっ
てきます。第４部会では、全体会に続き文部科学省の丹野

■第１分科会

【小学校低学年の体育授業プログラムを活用した授業づくり】
本分科会では、「低学年体育」に着目し、「体育指導が得

意ではない先生のもとでも，子どもたちが運動を好きにな

る」をコンセプトに作成した体育授業プログラム ( 鬼遊び・
ボール投げ ) を取り上げました．まず (1) 幼児期～低学年
時期の運動の重要性 ( 意義・効果 ) について共通理解を図

るとともに、
「低学年体育」の重要ポイントを解説しました。
そして、それらを反映させた (2) 本プログラムの内容を参

加者の先生方に実際に体験してもらいました。今回、本プ

哲也氏より「実践から考える合理的配慮と協議の過程」を
基調講演していただきました。後半は、県内の特別支援教
育推進エリアモデル校の取組や交流及び共同学習の取組に
ついての実践発表を行い、特別支援教育を実践していくう
えでの合理的配慮を考える機会としました。

（担当／群馬県教育委員会：町田 英之，群馬県総合教育センター：須田 昌人，
群馬大学教育学部附属特別支援学校：坂西 秀昭，群馬大学：霜田 浩信）

■第 5 分科会

【小・中・高英語教育改革に向けた言語活動「構成・展開力アップ」ワークショップ】
グローバル化に対応した教育環境づくりの一環として、

ログラムの内容・授業実践方法の共有・意見交換ができ、

2020 年度の完全実施を目指す「英語教育改革」が 2014

（担当者／群馬県教育委員会：橋 憲市，群馬大学：鬼澤 陽子）

て、本分科会では「言語活動の充実」に着目し、生徒の英

大変有意義でした。

年度に始まりました。この改革に迫る有効な一方策とし

語コミュニケーション能力育成に効果的な指導について考

■第２分科会

【大学が関わる「理科実験力」向上の方策： 現場支援から新機軸の教材開発まで】

えました。特に、英語の授業では言語活動が核であるため、

実験力」と名づけ、この力を現場や教員が維持・向上する

踏まえて各授業時間の目標を明確化し、「新たな英語教育

科専攻生が主に小学校の理科授業支援を行う「りかぼら」

スカッションとワークショップを行っていました。

理科の授業において観察・実験を遂行できる力を「理科

50 名の参加者とともに、卒業時・1 年間・単元の目標を

のに役立てて欲しい大学の試みを紹介しました。まず、理

に向けた言語活動」をどう構成し展開するかについてディ

活動について報告しました。次に、若手のテニュアトラッ

（担当／群馬県教育委員会：天野 正明，大竹 康史，群馬県総合教育センター：悴田 利行，

ク教員２名が、生物分野と物理分野でそれぞれ開発中の新
機軸の教材について紹介しました。実際に手を動かす実習
も行ったことで、参加者全員で「理科実験力」の大切さを
改めて確認する良い機会となりました。

（担当者／群馬県教育委員会：佐藤 三枝子，群馬大学：佐野 史）

第５分科会でのワークショップ ▶

•
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本年度からの修士課程の新しい取り組み
修士課程長

斎藤

周

◆インターンシップで学校を研究◆

◆現職教員が継続的に授業を聴講◆

ンシップ」と「教職実践研究」という新しい授業を始めま

士課程の授業を聴講されるようになりました。「長期研修

やお手伝いではありません。学校現場をフィールドとする

勤務校を離れてセンターで研修する仕組みです。その研修

大学院教育学研究科修士課程では、「教職実践インター

した。インターンシップといっても、学校の先生の見習い
観察・研究なのです。学生は、学校現場をフィールドとす
る多様な研究課題があることを「教職実践研究」の授業を

通して学び、一人ひとりが自らの研究テーマを設定します。

群馬県総合教育センターの長期研修員のみなさんが、修

員」というのは、群馬県の公立学校の教員が１年のあいだ
の一環としての授業聴講が、群馬県教育委員会と群馬大学
の連携のもとに始まったのです。

2012 年 8 月の中教審答申は、「学び続ける教員」を大学

その研究テーマを携えて、学生は附属学校等の学校現場で

と教育委員会とが連携して支援する必要性を強調していま

学生は、専門外の教科の授業も観察します。国語が専門

本年度は、18 人の長期研修員の方たちが、それぞれご

のインターンシップに赴きます。

の学生が算数の授業を観察して研究するといったことが珍

しくありません。12 月に発表会で成果を共有し、以下の
４件が最優秀賞に選ばれました。

す。本取り組みは、答申が示す課題に応えるものです。

自分の研究テーマに関係する授業を聴講されました。聴講
回数は、18 人の平均で 6.6 回でした。

授業を聴講された研修員の方にお話を伺うと、学修内

「体育授業におけるウォーミングアップと教師意識」

容とともに、学生と一緒に学べたこともよかったとおっ

「小学校・中学校体育授業内の身体活動量」

の教員も、現場の教員から大きな刺激をいただきました。

「授業におけるコミュニケーション連鎖」

「理科の問題解決型授業における批判的思考の育成」

しゃってくださいました。学生も、授業を担当した研究科
授業聴講は、双方にプラスをもたらしています。

教育学部における国際交流
教育学部国際交流委員長
平成 25 年度半ばに国際交流委員会が『再発足』して以来、

教育学部の国際交流は、目覚ましく進展している。この２
年半の間に、大学間協定の主担当学部として、サンディエ
ゴ州立大学、台北教育大学、インドネシア教育大学、フィ

伊藤

隆

社会情報 14 名、理工５名である。教育学部及び教育学研

究科の学生の留学や国際交流に対する意識は、年々、高まっ
ている。

一方、留学の機会を持たなくとも、研究室に出入りする

レンツェ大学の４大学との協定を継続し、学生交流を推進

留学生が増えれば、留学生と共に学び、国内で国際交流を

リトアニア教育大学との学部間協定を新たに締結し、相互

を各研究室単位で、増やすことがあげられよう。

している。さらに、ミズーリ州立大学、モアヘッド州立大学、
の交流も開始した（写真１）。

特筆すべきこととして、平成 27 年度、教育・社情 GFL

（Global Frontier Leader）育成コースの開始を挙げること

が出来る。 教育学部からは、７名がこの育成コースに参
加して国際交流に関する研鑽を積んでいる。

また、在外日本人学校でのインターンシップを昨年度よ

り開始し、バンドン、台北、釜山の３つの日本人学校へ、
延べ 13 名の学生を派遣した。在外日本人学校でインター

進める機会も増える。今後の課題として、留学生の受入れ

◀写真１
ミズーリ州立大学（MSU）の
教員による学部内ワークショップ
2015 年 12 月
（学部生と大学院生の計 13 名が、
2016 年 2 月 か ら 3 月 に か け て
MSU 附属幼小中高校で、英語圏
で初めてのインターンシップと英
語研修を実施した）

ンシップを行っている大学は、全国で群馬大学だけである。
学内の行事としては、昨年度から社会情報学部と合同で、

国際交流成果報告会や留学生シンポジウムを開催し、多く
の留学生、在学生が交流を深めている（写真２）。

これはあまり知られていない数値であるが、全学の中で

長期留学を行う学生数が最も多いのは、教育学部及び教育

学研究科である。例えば、過去３年間の長期派遣 （３ケ

月以上の留学）学生数は、全学合計 36 名、内訳は教育 17 名、

◀写真２
留学生シンポジウム
2015 年 12 月
（7 月には、国際交流成果報告会
および意見交換会を実施した）

•
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平成 28 年度採用群馬県教員採用試験結果
学生支援委員長

藤森

健太郎

平成 28 年度採用群馬県教員採用試験の合格者数は、現

水準を保っていると思います。これも、学生たちの努力も

また、全体合格者に対する占有率は、小中学校 38.0％、

す。今後とも、学生支援委員会の諸事業にご協力をお願い

役 102 名、既卒 52 名、合計 154 名となりました（表１）。
高等学校 21.8％、特別支援学校 38.2％、全体では 35.2％
でした。昨年度の実績から微減しています。表２には、平

さることながら、各先生方のご指導あってのことと思いま
申し上げます。

ひとつひとつの数字の変化について、あまり神経質にな

成 24 ～ 28 年度採用試験志願者数（在学生）に対する一

らないようにすべきと思いますが、今後も試験制度の動向

年度採用の一次試験合格率は 70.5％、二次試験合格率は

達成等をはかっていきたいと考えています。

次・二次試験合格者数と合格率を示しています。平成 28
58.0％であり、昨年度からやはり微減していますが、高い

や採用数の変動と合わせて試験結果を注視し、占有率目標

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

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

（既卒者含む）

平成 28 年度採用

教員採用試験志願者数と合格率

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

一次試験
合格者数

二次試験
合格者数

採用年度

志願
者数

平成 28 年度

176

124（70.5％）

102（58.0％）

平成 27 年度

196

149（76.0％）

120（61.2％）

平成 26 年度

177

129（72.9%）

83（46.9%）

（志願者に対する合格率） （志願者に対する合格率）

小学校

30

3

4

7

10.0%

23.3%

中学校

296

82

35

117

27.7%

39.5%

326

85

39

124

26.1% 38.0%

高等学校

78

9

8

17

11.5%

21.8%

特別支援学校

34

8

5

13

23.5%

38.2%

平成 25 年度

191

134（70.2%）

100（52.4%）

438

102

52

154

23.3％ 35.2％

平成 24 年度

160

117（73.1％）

93（58.1％）

小中学校

全合格者

計

合計

活 躍する学生
—群馬から世界へ—

保健体育専攻３年次

木村 安里

今年はアジア選手権をはじめ、世界選手権、ヤリギン国

のをしっかりと守っていきたいと思います。そして、入学

ジア選手権では、シニアの大会において初めての優勝だっ

応援してくれるみなさんに感謝して、最後まで自分の限界

際大会などの多くの大会に出場させていただきました。ア
たので、今までやってきた練習がやっと結果につながった
ように感じました。また、そこから自信も生まれ、６月に

時から指導していただいている監督、コーチ、OB の方々、
に挑戦する１年にしたいと思います。

行われた全日本選抜では優勝することができました。その
後の世界選手権代表を決めるプレーオフでも勝つことがで
き、世界選手権という大きな舞台でも試合をさせていただ
きました。世界選手権では、メダルを取ることはできませ

んでしたが、その試合までの過程や世界選手権の舞台は、
自分にとって本当にかけがえのないものとなりました。そ
の経験もあってか、今年の１月に行われたヤリギン国際大
会では、２番になることができました。

群大生としてレスリングできるのもあと１年。部員も

私１人になって練習環境はあまりいいとは言えませんが、
群大のレスリング部員として、今まで先輩が築いてきたも

▲ 2015 シニアアジア選手権大会で優勝した木村さん（平成 27 年５月）
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