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「有識者会議報告」と教育学部・教育学研
究科・附属学校園のこれから
教育学部長

斎藤

周

文部科学省が設置した「国立教員養成大学・学部、大

の学修ニーズの高まりが強調され、学校現場の実情に即

学院、附属学校の改革に関する有識者会議」は、昨年８

した実践的な教科領域の教育の導入が必要とされていま

月に報告書を出しました。この報告書は、国立大学の教

す。私たちも、教職大学院で教科指導の学びを極めたい

育学部に対し、いくつもの大きな課題を投げかけていま

という現職教員や学部学生の期待に応えるべく、拡充の

す。以下では、その中から 4 点をご紹介します。

準備を進めています。

第１は、大学教員、特に教科専門担当教員のあり方で

第３は、附属学校園のあり方です。附属学校園が、教

す。教科専門の担当教員は自分の好きな分野の研究ばか

育実習校としての役割にとどまらず、公立学校の現職教

りで教育学部らしい仕事をしていない、とよく批判され

員のための日常的な研修の場となることが求められてい

ます。この批判は現状にあてはまりませんが、有識者会

ます。本学部の附属学校園でも、県教育委員会と相談し

議もこの見方を踏まえて教員のあり方の変革を求めてい

ながら研修の案を練っています。また、研究成果を地域

ます。例えば、「実際の学校現場における教育活動と教

の学校に還元するべく、公開研究会のいっそうの充実に

育学を融合できる大学教員を確実に増やす」、「現場経験

努めています。公立学校教員とのつながりを強め双方の

が十分でない教科専門の担当教員に早期に実践性を身に

教育力を高める方向に、一歩一歩進んでいきます。

付けさせる」といったことです。

第４は、組織の縮小です。少子化、人口の減少が進み、

群馬大学教育学部では、各教員は教育実習等を通じて

教員需要の低下が予想されるため、教育学部の学生数の

附属学校園のみならず公立学校とも多く関わっていま

見直しが求められています。また、それに合わせて、教

す。さらに、附属学校園での授業づくりに参加する教員、

育学部の教員数も減ってしまいます。その中で中学校

自ら附属で授業をする教員も増えています。学校現場に

10 教科すべてについて免許が取得できる体制をどう維

明るい教員が充実した学生教育を展開する。本学部は、

持していくか、他大学との連携も含め検討しています。

そのような学部であろうとしています。

以上のように、教育学部は変化しています。けれども、

第２は、教職大学院の拡充です。国立大学の教員養成

地域社会に力のある教員を送り出すことで、子どもたち

系の修士課程には、教職大学院への移行が求められてい

の成長を支えていきたい、という思いに変化はありませ

ます。つまり、教育学研究科を全面的に教職大学院にす

ん。今後とも、群馬大学教育学部へのご指導・ご支援を

る、ということです。また、その内容として、教科領域

いただけるようお願いいたします。
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アクティブ・ラーニングとは何か《第２回》
−社会科・算数科における実践例をもとに−

専門職学位課程長：山口 陽弘

11 月 19 日（日）、群馬大学教育学部 C204 教室にお

吉野さんは授業を進めていきました。社会科の授業だけ

いて、公開シンポジウムが、教育関係者約 120 名の参

ではなく、吉野さんは算数科にも同様の実践をされてお

加のもと、盛大に開催されました。シンポジウムでは、

り、実際の授業の映像、実践前後の成績の向上を示す資

本学教職大学院・大学関係者４名の報告、コメントがあ

料も提示されました。吉野さんの実践は「教えて考えさ

り、県教委から星野浩章・同義務教育課指導主事、大谷

せる」深いレベルのアクティブ・ラーニングの提案でし

育弘・高校教育課指導主事よりコメントがありました。

た。

当日の司会も務めた山口陽弘専門職学位課程長より最

教職大学院の深谷達史准教授から３番目の報告とし

初に問題提起があり、アクティブ・ラーニング、この話

て、アクティブ・ラーニングの３つの属性である「深い

題は現在では「主体的・対話的で深い学び」とテーマを

学び」「対話的な学び」「主体的な学び」の視点から、吉

変えつつあるが、その言葉の曖昧さは拭いきれていない

野実践の意味づけと、現場でのアクティブ・ラーニング

こと、主体性や対話性を重視するあまり、浅い学びに終

の実践に向けた留意点が提示されました。授業のねらい

わってはならないこと、また主体性を教育で求めること

にあった思考ツールを用意する必要性、児童が自らツー

は一種の逆説ではないかといった問題提起がなされまし

ルを活用する機会を設ける必要性が指摘されました。

た。流行のテーマに惑わされず、ごく常識的に優れた教

本学国語教育講座の濵田秀行准教授からは、吉野先生

育を目指すべきであり、その優れた具体例が、今回報告

の実践の丁寧な授業分析がなされた後、アクティブ・ラー

される吉野先生の実践であると述べました。

ニングが、「主体的・対話的で深い学び」という言い方

次に教職大学院８期生の吉野章子さん（実践当時・高

になるまでの議論の中で、科学に裏打ちされた人間の学

崎市立片岡小学校、現・高崎市教育センター指導主事）

びの本質、本来の人間の知的営みを指す概念になったと

から、大学院での課題研究とその中心となった実践につ

いう指摘があり、吉野実践はこれらの点について十分に

いて報告がありました。実践は小学校５年生での社会科

配慮がなされているだけでなく、さらなる発展の可能性

と算数科のもので、社会科であれば日本の食料自給率が

を持つものであることが述べられました。

なぜ低いか、それを上げるためはどうすればよいのか

さらにお２人の指導主事からは、吉野さんの実践に対

を、教科書で学んだ様々な知識（「自給率」「トレーサビ

する高い評価とともに、現場でアクティブ・ラーニング

リティ」「地産地消」など）を結びつけて説明する「パ

にとりくむにあたっての視点、逆向き設計を意識するこ

フォーマンス課題」を行います。このため教科書の重要

と、ルーブリックを明示すること、「主体的・対話的で

事項の「社会科カード（知識をパーツ化したもの）」を

深い学び」の視点を入れることで授業改善を行い続けて

Ｙ字チャートなどの思考ツールを使い集団での説明活動

いくことが重要であると指摘されました。以上の報告を

をします。これらは集団のみで行うのではなく、個人→

うけ、フロアとも活発な質疑が交わされました。

集団→再び個人→発表という意図的な段階を経た方式で

▲ 山口 陽弘 専門職学位課程長
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▲ 吉野章子氏（高崎市教育センター指導主事・教職大学院８期生）
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修士課程のめざす養成・採用・研修の一体的な動き
修士課程長
〇学校現場の課題を捉えた養成
修士課程では、研究成果を修士論文としてまとめるこ

西薗 大実

〇現職教員の研修にも成果
上記の教職実践研究・特別ニーズ教育実践研究では、

とが修了要件となっています。教科教育実践専修の各教

ジェンダー、情報モラル教育、小学校英語など、学校の

科領域、障害児教育専修のいずれであっても、その研究

課題を捉えた講義を行っています。これらに加えて修士

成果が学校現場のどのような課題に結びつき、さらにそ

課程のすべての授業を、養成段階にある大学院生だけで

の解決・改善にどのように寄与するかを意識したもので

なく、現職教員の研修に生かす仕組みとして、聴講制度

あることが求められます。そこで修士課程 1 年時に、教

を進めています。平成 29 年度は前期に群馬県総合教育

職実践研究・特別ニーズ教育実践研究、及び教職実践イ

センター及び前橋市教育プラザの長期研修員 19 名が延

ンターンシップ・特別ニーズ教育実践インターンシップ

べ 184 コマを聴講し、研修の成果が広く教育の場に還

を履修し、学校を対象とした研究手法を学びます。平成

元されていくと思われます。

29 年度は 12 月 26 日に 24 件の研究成果発表会が行われ、

〇教員の養成・採用・研修の一体化をめざして

次の最優秀賞 4 件が選ばれました。

以上のように、教育学研究科修士課程のカリキュラム

・英語教育における「話す」力の評価に関する考察

を、学校での課題を意識したものとすることで、大学院

・総合的な学習の時間のカリキュラム・マネジメント

生の教員養成から現職教員の研修まで幅広く応用できる

・数学的概念の伝達に伴う二重の困難性の研究

仕組みが作られています。その内容は採用試験でも問わ

・四大教師行動からみた中学校体育授業における特徴

れる能力そのものであり、たゆまず改善をしていくこと

24 件のいずれも有用な研究であり、修士論文をまとめ、

で、一体的な養成・採用・研修の具現化をめざしています。

将来教員として活躍する力となることが期待されます。

第 14 回上毛芸術文化賞（音楽部門）を受賞して
音楽教育講座

西田 直嗣

受賞の知らせの１ヶ月ほど前に、いつも私の鶏冠（ト

いたレールを走ってゆくしかなかった。当時、そのレー

サカ）にくることをケラケラと言う数少ない飲み友達の

ルが群馬の地に続いているであろうことは知るよしもな

ピアニストから「勝手ながら上毛芸術文化賞に推薦して

かったが、現在、自分の音楽活動がこの地で多くの人に

おきました」との知らせがあった。その１ヶ月後思いも

支えられながら展開していることは間違いない。受賞の

よらぬ受賞の知らせを受け彼女に連絡してみたのだが、

理由は作曲、指揮、教育的活動など総合的なものだと思

どうやら手持ちのプログラムや履歴書などを勝手に創

うが、経済的価値はゼロでも文化的価値は少しは認めて

作、コピーして出してくださったらしい。彼女が私など

いただいたと素直に喜び、人々に富をもたらすことので

及びもつかない行動力をお持ちであることは知っていた

きる活動を模索してゆきたい。

が、それを一介の鶏にまでお使いいただくとは・・・。
持つべきものは友とはよく言ったものだ。
校歌や式典のための歌を除く、私が日頃作曲している
音楽は、社会的にはあってもなくても良いものが殆どで、
それによって生み出される経済的価値はゼロに等しい。
現代音楽（無調性）を作曲することを半ば矯正されて、
もがき苦しんでいた大学１年の時に、長渕剛のファンだ
というバイト先のコンビニのオーナーさんから、「なん
でそんな金にならないものを作るんだ」と何度も窘めら
れた。返す言葉もなく、しかし、頭の固い私は自分で引

▲ 西田 直嗣 教授（教育学部音楽教育講座）

•

３

けやき通信

第８号

平成 30 年度採用群馬県教員採用試験結果
学生支援委員長

吉野 浩之

平成 30 年度採用群馬県教員採用試験の合格者は、現

合格率は 61.5％となっています。二次試験の合格率は

役 110 名、既卒 34 名、合計 144 名となりました。また、

例年と同程度の水準とはいえますが、この水準を維持し

全体合格者に対する占有率は、小中学校 39.2％、高等

つつ、さらに向上するためには、一層の努力が必要かと

学校 16.4％、特別支援学校 38.0％、全体では 35.3％で

考えます。

した（表１）。校種により採用数の傾向が異なること、

学生支援委員のみならず全教員に学生の進路支援に取

現役／既卒の別などの要素があり単純に比較できません

り組んでいただくことはもちろんですが、学生の皆さん

が、例年並みの高水準を保っているとはいえ、今後とも

にも、教採対策講座や講演会などの支援諸事業に、より

楽観視できるレベルとは言えません。表２には、平成

積極的に参加していただく必要があると思います。今後

26 年から 30 年度教員採用試験志願者数（現役生）に対

とも、学生支援委員会の主事業にご協力をお願い申し上

する一次・二次試験合格者数と合格率を示しています。

げます。

平成 30 年度採用の一次試験合格率は 83.2％、二次試験
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）

全体合
格者数

平成 30 年度採用

群大合格者数

表２：群馬県公立学校教員採用試験志願者数（現役生）と合格率

占有率

二次試験
合格者数

志願
者数

平成 30 年度

179

149（83.2％）

110（61.5％）

平成 29 年度

170

120（70.6％）

106（62.4％）

平成 28 年度

176

124（70.5%）

105（59.7％）

現役

全体

小学校

63

7

5

12

11.1%

19.0%

中学校

228

84

18

102

36.8%

44.7%

291

91

23

114 31.3% 39.2%

高等学校

67

6

5

11

9.0%

16.4%

特別支援学校

50

13

6

19

26.0%

38.0%

平成 27 年度

196

149（76.0%）

120（61.2%）

408

110

34

144

27.0％ 35.3％

平成 26 年度

177

129（72.9％）

83（46.9%）

小中学校

全合格者

計

合計

現 役 既卒者 合 計

一次試験
合格者数

採用年度

学 生 の活躍

学生支援委員長

山越康生さん 第 33 回学習デジタル教材コンクールで受賞
平成 28 年度教育学研究科修了生（教科教育実践専攻）
の山越さん（現

（志願者に対する合格率） （志願者に対する合格率）

斎藤瑞己さん

吉野 浩之

エアロビック世界選手権大会で優勝

教育学部保健体育専攻 3 年の斎藤瑞己さんが、平成

群馬県立前橋高等学校教諭）が公益財

29 年 ４ 月 に 行 わ れ た「SUZUKI WORLDCUP 2017 FIG

団法人学習ソフトウェア情報研究センター主催の「平成

WORLD Cup Series Tokyo International Finals 第 28 回エ

29 年度第 33 回学習デジタル教材コンクール」で文部科

アロビック世界大会決勝」において、シングル、トリオ

学大臣賞（個人）を受賞しました。山越さんの作品であ

部門で優勝しました。なお、斎藤さんは昨年の世界選手

る「算数・数学計算サイト MathCal」は、非常に高い評

権大会の男子シングル部門でも優勝しています。

価をうけました。

▼ 表彰台に立つ斎藤 瑞己さん（平成 29 年 4 月 23 日）

◀︎ 山越 康生さん
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