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　本学大学院教育学研究科専門職学位課程（教職大学院）に着
任して、あっという間に７年間が過ぎようとしています。この
７年間は、私自身の43年間の教員や教育委員会事務局職員と
してのキャリアの中でも、特に有意義で充実した日々であった
と回想しています。そうした勤務ができたのも、ひとえに同僚
の先生方やお世話になった関係諸機関・学校・組織などの皆様
方のお陰だと思います。深い感謝の気持ちとともに厚くお礼を
申し上げます。
　とりわけ忘れてはならないのは、本学教職大学院で一緒に学
びを深めてくださった院生のみなさんの存在です。教員にとっ
ての「仕事のし甲斐」とは、「学ぶ人たちの成長にある」こと
はいうまでもありません。院生自身はお気づきにならないかも
知れませんが、傍から拝見していると、お一人お一人の「もの
の見方や考え方の深まりや拡がり」が実によくわかるのです。
それは、各学校の先生方がご自分の指導されている幼児児童生
徒の成長を実感されるによく似たものがあるのです。
　教職大学院の「良さ」を図る基準（スケール）が何かといえ
ば、この「学びを通しての院生の成長の度合」と理解してよい
と思います。「院生の成長をいかに支えるか」、それが教職大学
院のカリキュラムのあり方、それぞれの授業のあり方、実習や
課題研究のあり方、指導教員の指導のあり方の検討の視点とな

るべきだと思います。
私自身は振り返ってみ
れば、それらが十分と
はいえず、院生のみな
さんにご迷惑ばかりか
けましたが、そうした
中でも、院生のみなさ
んが成長され、それぞ
れの場でご活躍されて
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いる様子をうかがうと安堵とともに
深い喜びも感じるのです。
　他の教職大学院の状況については不勉強のため寡聞であり、
比較するに適した情報をもちませんが、私見を申し上げれば、
本学教職大学院の「これまでの成果」は、他に十分に誇りうる
ものであるといえるのではないでしょうか。例年の「課題研究
実践報告会」の発表内容はもとより、それを発表する院生の専
門職としての職能成長の様子がその証左となるでしょう。特に、
ストレートマスターのみなさんにとっては、現職教員のみなさ
んとの交流や、長期にわたる実習が、その後の教職キャリアに
とって非常によい影響を与えているのではないかと感じていま
す。
　「これからの教職大学院」のあり方については、私自身は明
確なイメージを有しているわけではありません。しかし、過度
な心配はしてはおりません。なぜなら、既に多くの修了生のみ
なさんが群馬県内はもとより、県外の各所でも活躍されていま
す。また、そうした方々がご自身だけではなく、指導的な立場
にあって、より多くの方々に教職大学院での学びの経験を伝え
ていらっしゃるからです。つまり、教職大学院の学びの影響を
受けていらっしゃる方は非常に多数になっているのです。今後
もこうした傾向は続いていくはずです。ですから、修了生のみ
なさんには、自負と自信を持って、胸を張って、ご自分の勤務
先での仕事に積極的に取り組んでいただきたいと思います。
　『近思録』という南宋時代の書籍に、「朋友講習するは、更に
相観て善くする工夫の多きに如くは莫し」という言葉が載りま
す。教職大学院の良さも、仲間との充実した学びあればこそです。
　今後も、本学教職大学院が一層の発展をするために、ともに
学び合える良き仲間の拡がりがあることを期待します。また、
そのつながりは修了後も大事に深めていただければ幸いです。
皆様のご活躍を心からお祈り申し上げます。

　　これまでの教職大学院・これからの教職大学院
　　　　　　　    （退任のご挨拶をかねて）

矢　島　　正
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した。３点セットとは、学習課題に対して、
本文の叙述を根拠に、自分はこう考えるとい
う理由を明確にし、だからこうだと主張する
読み方です。３点セットで自分の考えが持て
たら、それを他の生徒との対話を通して深
めるために、「相互説明」を取り入れました。
説明役、質問役、記録役の３人一組になり、
説明役は自分の意見を３点セットで説明し

ます。それに対して質問役が質問し、説明役が答えます。本実践
では、本来の相互説明をアレンジし、記録役を設定し、説明役と
質問役のやりとりを記録させました。また、３つの役割を順に交
代し、全員の意見を検討し、やりとりの要点をメモに残しました。
授業では、相互説明で出てきた考えをクラス全体で共有し、さら
に意見交換し、最後に話合いをふまえて自分の考えを整理させる
ようにしました。

弘専門職学位課程長より表彰状の授与がありました。
　須永真佐恵さん（児童生徒支援コース）「中学校国語科『読む
こと』において自分の考えを持ち、話し合い振り返り深めていく
生徒の育成−『根拠・理由・主張』の３点セットによる読解と相
互説明を通して−」（優秀賞）
　上田裕隆さん（学校運営コース）「小中連携による学習支援体
制の構築」（優秀賞）
　杉本葵さん「小学校国語科における文学的な文章を読む力を育
てる指導ーユニバーサルデザインを主な手立てとしてー」（奨励
賞＝児童生徒支援コースのストレートマスターが対象）
　以上の３名の課題研究の概要については、関連記事をご参照く
ださい。

実 践 検 討 会 報  告報  告

課題研究報告会課題研究報告会群馬大学大学院教育学研究科
専門職学位課程（教職大学院）
群馬大学大学院教育学研究科
専門職学位課程（教職大学院）

平成30年度 平成31年
２月９日（土）

課 題 解 決 実 習

　平成31年２月９日（土）、群馬大学教育学部棟Ｃ-204教室に
おいて、平成30年度課題研究公開報告会が約70名の参加のもと
行なわれました。
　課題研究は、修士課程の修士学位論文に相当するもので、２年
間のカリキュラムの中で、１年次の「課題発見実習Ⅰ」「課題発
見実習Ⅱ」、２年次の「課題解決実習」という520時間に及ぶ教
育実習を積み重ねながら、２年間を通じて開講される演習形式の

「課題研究」の指導を受けて完成させるものです。今年度は10期
生（平成29年度入学）の報告会で、13名（児童生徒支援コース
７名，学校運営コース６名）が、２年間の研究と教育実践を通じ
て取り組んできた各自の課題解決の成果についてプレゼンテーシ
ョンを行いました。報告は一人20分（発表15分、フロアとの質
疑応答５分）で、意欲的な報告を受け、活発な質疑応答や意見交
換がなされました。
　当日は報告に先立って、来賓を代表して群馬県教育委員会教育
次長 山口政夫様のご挨拶を賜るとともに、齋藤周群馬大学教育
学研究科長と山口陽弘群馬大学大学院教育学研究科専門職学位課
程長から挨拶がありました。昼食を挟んで、のべ６時間にわたる
研究発表の後、総括講評が行なわれ、群馬県教育委員会管理主事 
櫻井誠様、群馬県PTA連合会会長 岩村隆志様より、一連の課題
研究の意義を高く評価する講評をいただきました。
　本年度の優秀賞と奨励賞には、以下の３名が選出され、山口陽

　やまなみ倶楽部懇親会が行なわれました。
　2019年２月９日、前橋ロイヤルホテルにおいて、19時より、恒例のやまなみ倶楽部が開催されました。
　二期生から在学中の十一期生までの多くが一堂に会し、百人以上が旧交を温める盛大な会合となりまし
た。
　会合に先立って、「やまなみ倶楽部」会長の選出が行なわれました。やまなみ倶楽部は、今後、修士課
程の教職大学院への統合にあたって、各種規約等を見直す必要があり、詳細が未定の部分があります。一方、
この倶楽部の提案者でもおられる清水和夫元教授に、本倶楽部の会長をお願いすることについては異論が

なく、当日も音山教授の提案どおり、出席者の満場一致で
清水先生を会長として選出することが決定されました。
　また、本年度まで七年間にわたり教職大学院の発展に関
わって頂いた矢島正教授が退職されます。退職に当たって記念品の贈呈とお言葉
を賜りました。
　矢島教授の退職は、まさに教職大学院の「大親分」を失うものであり、大きな
損失ですが、その志は我々も引き継いで、今後の教職大学院のさらなる発展に貢
献していきたいと存じます。今後も矢島先生、本学にご助力ください。

(文責：山口　陽弘）矢島先生を囲んで

清水先生

や ま な み 倶 楽 部 懇 親 会
 

　本研究では、中学校国語科「読むこと」の領域で、「根拠・理由・
主張」の３点セットと相互説明という二つの手立てを活用し、自
分の考えを持ち、他者と話し合いながら、学びを振り返り、考え
を深めていく生徒の育成を目指しました。
　実践は、中学校１年生を対象に、文学的な文章、説明的な文章、
詩、古典教材の９つの単元で実施しました。まず、他者との対話
的な学びを充実させるために、生徒一人ひとりに自分の考えを持
たせる方法として、「根拠・理由・主張」の３点セットを教えま

優 秀 賞

須　永　真佐恵

中学校国語科「読むこと」において自分の考えを持ち、
話し合い振り返り深めていく生徒の育成
－「根拠・理由・主張」の３点セットによる読解と相互説明を通して－

児童生徒支援コース

上　田　裕　隆

小中連携による学習支援体制の構築

　

優 秀 賞 学校運営コース

杉　本　　　葵（教職リーダー専攻：大学院２年）

小学校国語科における文学的な文章を読む力を育てる指導
－ユニバーサルデザインを主な手立てとして－

奨 励 賞 児童生徒支援コース
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実践の向上が見られました。それらが、６年生児童の学習面での
中学校生活への不安感の軽減に繋がり、円滑な小・中学校間接続
にむけて前進することができました。
　最後に、課題研究を進めるに当たり、ご指導ご協力をくださっ
た勤務校の校長先生を初めとする諸先生方、また、連携先である
小学校の校長先生を初めとする諸先生方に心から感謝申し上げま
す。さらに、発表に至るまで懇切丁寧にご指導くださった山崎雄
介先生、木村淳一先生、切磋琢磨しながら学びを深めた教職大学
院の同期である10期生の皆さんにも、感謝いたします。子ども
たちの未来のため、教職大学院での２年間の貴重な学びを糧に、
これらも日々、研鑽を重ねて参りたいと思います。

　教職大学院では、ユニバーサルデザインの
考えを用いた読解指導についての研究に取り
組みました。授業に向き合い研究を行ってき
た２年間を振り返ります。
　１年次では、まず、目指す児童像や研究テ
ーマについて決め、研究を進めました。先輩
方の論文を読んだり発表を聞いたりしている
と、自分もこのような研究ができるのか不安

を抱くこともありました。しかし、指導教員の先生方の丁寧なご
指導により、一歩ずつ確実に研究を進めていくことができました。
目指す児童像を達成するための理論について文献を読み、勉強会
に参加するなどして新たな知識を得るたびに、この理論に基づい
て実際に授業をやってみたいという気持ちが大きくなっていきま
した。
　１年後期の課題発見実習Ⅱでは、初めてユニバーサルデザイン
に基づいた授業を行いました。このように授業をしたいというア
イデアが次々に思い浮かび、教材研究や授業作りをすることが面
白かったのを覚えています。一緒に実習をした院生（現職教員）
が手厚く指導してくださいました。中学生に「先生が楽しそうに
授業をしていて良かった」「分かりやすく楽しい授業だった」と
言われた時、準備がとても大変だったけれど、子どもたちのため
に頑張って良かったと心から思いました。この実習は私にとって、
教えることの楽しさや教師になりたいという思いを再認識し、さ
らに熱を入れて研究に取り組むきっかけとなりました。
　実習で行った授業を、大学院の授業で紹介したところ、同期の
先生方や大学院の先生方から様々な視点で助言をいただき、授業
がより良いものになっていきました。この時、授業はその都度振
り返り改善していくことが大切であると強く感じました。
　２年次では、１〜２学期にわたり実習協力校で課題解決実習を
行いました。実習校の先生方は温かく迎え入れてくれ、担当学年
の全３学級でたくさんの授業を行いました。大学院の指導教員の
先生方が何度も訪問指導してくださり、授業の良かった点・改善
点などを反省し、次の授業に向かうことができました。また、こ
の実習は学習指導だけでなく、教師としての「いろは」を学ぶ非
常に充実したものでした。
　そして、２年間の研究と実践を報告書としてまとめ、一つひと
つの手立てについて成果や課題を明らかにしていきました。報告
書の執筆や検証は大変でしたが、頭の中が整理されていき、今後
も楽しく分かりやすい授業を追い求め学び続けていこうというモ
チベーションになっています。
　大学院での２年間、教師になるための準備期間として有意義に
過ごすことができました。大学院の先生方、実習校の先生方や児
童の皆さん、教職大学院で共に学んだ先生方に出会えたことに感
謝します。大学院で得たことを生かし、これからも学び続けてい
きます。

　３点セットを学ぶことで、生徒達は根拠を挙げて自分の考えを
持つことができるようになり、相手への説得や反論を念頭に３点
セットで書くことができる生徒も増えてきました。また、相互説
明を積み重ねることで、説明、質問、記録ができるようになり、
質問することの難しさは感じつつも、相手をいかに納得させるか、
どう反論すればいいかを考えるようになりました。生徒達は、３
点セットで考える楽しみを味わいながら、相互説明をすることで
友達と自分との考えを比較し、他者の考えの面白さや素晴らしさ
に気づくことができました。さらに、３点セットと相互説明は、
国語だけでなく、学級活動や道徳、他教科においても活用でき、
有効であることがわかりました。この研究をしていくうちに、生
徒達が日々成長していく姿に嬉しさを感じると共に、授業改善す
る楽しさを味わうこともできました。
　本実践研究を進めるにあたって、いつも温かく懇切丁寧にご指
導いただきました佐藤浩一先生、田村充先生をはじめ、ご教示を
賜りました大学院の先生方や、切磋琢磨し支え合った１０期生の
皆さん、勤務校の半田校長先生、指導教員である添田教頭先生を
はじめとする諸先生方、授業に協力してくれた１年生の生徒たち
に心から感謝いたします。本研究を今後の実践に生かし、教員と
しての資質向上に努めていきたいと思います。

　小・中学校間接続の困難の主な原因は、中
学校移行期の「児童・生徒」「保護者」「教師」
の三者が「学習面」に悩みと不安を抱いてい
るということです。
　そこで、本研究では「学習面」に視点を当
て、円滑な小・中学校間接続を目指し、勤務
校が児童の進学先となる小学校との小中連
携体制作りに取り組みました。その際に、３

つの視点を設定し、実践に取り組みました。
　１つめの「学習習慣の定着を図るための取組」では、学習方略
の継続的、発展的な指導を目指し、小・中学校で系統性のある「家
庭学習の手引き」の作成と指導に取り組みました。また、その充
実を図るため、勤務校での学習法講座や職員を対象とした研修、
学力向上通信による啓発を行いました。さらに、小・中合同版の
家庭学習通信を毎月、発行しました。
　また、学習習慣の形成の上で両校の課題となっていたメディア
との関わり方について、勤務校生徒指導主事や養護教諭と連携を
図り、小学生保護者を対象とした小学校での出前講座や小・中合
同の学校保健委員会を開催しました。さらに「アウト・メディア
Week」を同時期に設定し、取り組みました。
　２つめの「児童・生徒の学びの交流を図るための取組」では、
既存の中学校入学生説明会に中学校の授業参観を加えると共に、
６年生児童を対象に中学校生活への不安感についてアンケート調
査を実施し、その結果を踏まえて生徒会本部役員生徒からのメッ
セージの作成、交流に取り組みました。また、児童・生徒の双方
の学びを目指し、勤務校の「少年の主張」代表生徒による小学生
への発表を行いました。
　３つめの「職員の職能成長のための取組」では、小学校の学力
向上コーディネーターを勤務校の校内研修の講師として招聘し、
小学校での授業改善のための取組の紹介と共に、模擬授業を体験
しました。その研修での学びの継続を目指し、若手職員の授業参
観を行い、授業作りについて話し合う機会を設け、学校全体の授
業改善の推進へと繋げていきました。
　以上の実践の成果として、児童・生徒の学習方略の質的・量的
な向上が見られたと同時に、保護者の子どもの学習への積極的な
関わりが増加する結果となりました。また、職員においても指導

優 秀 賞

須　永　真佐恵

中学校国語科「読むこと」において自分の考えを持ち、
話し合い振り返り深めていく生徒の育成
－「根拠・理由・主張」の３点セットによる読解と相互説明を通して－

児童生徒支援コース

上　田　裕　隆

小中連携による学習支援体制の構築

　

優 秀 賞 学校運営コース

杉　本　　　葵（教職リーダー専攻：大学院２年）

小学校国語科における文学的な文章を読む力を育てる指導
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実 践 検 討 会 報  告報  告

課題研究報告会課題研究報告会群馬大学大学院教育学研究科
専門職学位課程（教職大学院）
群馬大学大学院教育学研究科
専門職学位課程（教職大学院）

平成30年度 平成31年
２月９日（土）

課 題 解 決 実 習

　11月14日杉本葵さんの公開研究授業と実践検討会が、
実習校である高崎市立西小学校で行われました。
　杉本さんの研究テーマは「小学校国語科における文学的
文章を読む力を育てる指導−ユニバーサルデザインを主な
手立てとして−」です。国語科授業のユニバーサルデザイ
ンは、「焦点化」「視覚化」「共有化」の観点から、どの児
童にもわかる、できる、楽しい授業を作ろうとする取り組
みです。
　焦点化とは、授業のねらいや活動を絞ることです。これ
により、全ての児童が主要な課題に取り組む時間が生まれ
ます。視覚化とは、音声だけでなく視覚でも指示をしたり、
視覚に訴えて関心を引く課題を工夫したりすることです。
共有化とは、ペア活動や全体での交流を工夫し、児童一人
一人の考えが、他の児童にも分かち持たれるようにするこ
とです。
　杉本さんは「ごんぎつね」を４年生の３学級すべてで、
９時間ずつ担当させていただきました。研究授業で扱った
のは、「ごんぎつね」最後の場面。栗を届けに来たごんを、
兵十が火縄銃で撃ってしまいます。
　授業では「ごんと兵十の行動や言葉から、二人の気持ち
を考える」ことに焦点化しました。児童は「ごん、おまえ
だったのか」「ぐったりと目をつぶったまま、うなずきま
した」といった言葉や行動から、二人の気持ちを考えてワ
ークシートに書き込み、全体の場で発表し合いました。
　さらに杉本さんは、心情図（写真）を用いてごんと兵十
の心の距離感を確認した上で、「ごんのつぐないの気持ち
は、兵十に伝わったか、それとも完全には伝わらなかった
か」と問いかけました。児童は自分の考えをノートに書き、
ペアで話し合いました。杉本さんは「伝わった」「伝わっ

児童生徒支援コース

学校運営コース

ていない」と意見が分かれたペアを指名して、それぞれの
理由を発表させることで、両方の意見を認め、全体での共
有化を図りました。
　授業と検討会には、実習校の校長先生・教頭先生はじめ、
校内の先生方、市内の中学校の先生、本学教職大学院生が
参加しました。
　検討会では、まず教頭先生から「杉本さんは、いろいろ
な工夫を取り入れ、落ち着いて授業できるようになってき
ている。成長のあとが伺える。」とのコメントをいただき
ました。
　協議では、「ユニバーサルデザインによって、わかりや
すくなるということを実感した。心情図による視覚化は、
とても有効だ。」「ユニバーサルデザインは、多様な個性を
もつ児童にも効果的だ。」「机間指導の際に一人一人の児童
の考えをきめ細かく把握し、共有化に生かしていた。」等、
授業を評価する意見を頂きました。また「最後の発問で、

『全然伝わらなかった』という第三の選択肢を示すと、『伝
わった』『完全には伝わらなかった』という児童が、互い
の意見の違いだけでなく類似にも気づく。」等、今後の参
考になる意見を幾つも頂きました。
　最後に、本学・佐藤浩一教授がまとめとお礼を申し上げ
閉会しました。　　　　　　　　　　

　（文責：佐藤　浩一・田村　　充）

　11月９日、児童生徒支援コースの須永真佐恵さんの公
開授業と実践検討会が、勤務校の太田市立城東中学校（１
年１組）で行われました。
　須永先生の研究テーマは「中学校国語科『読むこと』に
おいて自分の考えを持ち、話し合い振り返り深めていく生
徒の育成」というものです。
　須永先生はこれまで、対話的な学びを授業に取り入れて
も、十分な成果が上げられないという課題を感じていまし

高崎市立西小学校　杉　本　　　葵

平成30年11月14日（水）

太田市立城東中学校　須　永　真佐恵

平成30年11月９日（金）
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た。この課題を解決するため、二つの手立てに着目しました。
　第一に、生徒一人一人が考えを持てるよう、「根拠・理由・
主張」の３点セットという考え方を教えました。これは問
い（課題）に対して、「本文に〜〜と書いてある」という
根拠を元に、「自分は〜〜と考える」と理由を明確にし、「だ
から〜〜だ」と主張するという考え方です。
　第二に、「相互説明」という対話の場を設定しました。
３人一組になり、２人の間で、自分の考えを説明する−質
問する−答える、というやりとりが行われます。３人目は
それを記録します。生徒はその前に３点セットで考えてい
ますから、「根拠は〜〜」「理由は〜〜」「どうしてその根
拠から〜〜と言えるのか？」など、説明や議論の観点が明
確になります。

　研究授業で扱った「大人になれなかった弟たちに……」
は、俳優であり絵本作家でもある米倉斉加年氏の作品で、
自らの体験を元に、「戦時下の家族の生活」「疎開」「弟の
病気と死」「結び」という内容で構成されています。
　研究授業は、単元の第５時間目で、「物語全体を通して
最も辛い思いをしたのは誰かを、３点セットや相互説明で
考えよう」という学習でした。
　生徒は、最も辛い思いをしたのは誰かを個人で考えワー
クシートに記入した後、３人一組になって相互説明をし、
それを元に、全体で交流していました。生徒からは、「『僕
は弟がかわいくてかわいくて…』と書いてあるから、弟が
死んだ時、最も辛かったのは僕だと思う」という意見や、

「『そのとき、母は初めて泣きました』と書いてあるから、
母が最も辛かったと思う」という意見が出されました。
　授業と検討会には、実習校の校長先生・教頭先生はじめ、
校内の先生方、太田市教育委員会管理主事の藤井智章先生、
本学教職大学院生等11名、合計20名が参加しました。検
討会では、まず校長先生から「須永先生には、４月から、
生徒の学力向上のために、非常に粘り強く取り組んでいた
だいている。」とのコメントをいただきました。続く協議
では、「生徒が自分の考えを、的確にワークシートに記入し、
それを元に、とても活発に意見交流をしていた。」等の意
見が多く出されました。
　藤井管理主事様からは、「３点セットや相互説明を行う
際には、生徒の興味・関心を引くような課題の設定の仕方

が大切である。根拠と主張は比較的考えやすいが、理由に
ついては掘り下げて考えさせる必要がある。相互説明が定
着すると他教科等への広がりも期待できる。」等の御指導
もいただきました。最後に、本学・佐藤浩一教授がまとめ
とお礼を申し上げ閉会しました。

（文責：佐藤　浩一・田村　　充）

　11月22日、児童生徒支援コースの富永將裕さん（現職
教員）の公開授業と授業検討会が、勤務校である笠懸中学
校の１年１組で行われました。富永さんの課題研究テーマ
は「中学校数学科における思考力・判断力・表現力を育て
る学習指導〜ＴＴ（ティームティーチング）を活用し、協
同学習を取り入れた問題解決学習を通して〜」です。
　富永先生は数学科の授業形態として、ＴＴがしばしばと
られるものの、集中できていない生徒を注意したりする生
徒指導的な面が多かったり、ついていけない生徒への指導
といった、いわば消極的なものが目立ちます。そこでＴ１
とＴ２とが有機的に連動する効果的・積極的な在り方が目
指せないかということを模索しておられます。幸いにも本
年度は、同じ数学科のベテランの小池教諭にもＴ２として
加わっていただくことで、真正のＴＴの叩き台となる授業
をされています。同時にまた、生徒間においても協同学習、
かつ問題解決的な説明活動を十分に取り入れる授業も目指
します。常に気軽に先生に質問ができ、生徒同士も対話し、
教え合う雰囲気の学級経営をされており、今回はご自身の
クラス担任でもある１年１組で実施されました。
　生徒たちはしばしば、数学科＝答に到達して終わりとす
る浅い学びをしがちですが、そこでとどまらせないように、
ペアでの話し合い活動などを通して、数学科が「言葉」を
使ってしっかり考えて説明することであるという授業をな
さっています。ＴＴお二人の発問も徹底的に工夫されたも
のであり、毎時ごとに深い学びに到達するように努力され
てきました。
　本時は、比例と反比例の単元のまとめとなる、その利用
の部分であり、ＡさんとＢさんとが違う速度で移動してい
くときの両者の時間差、距離の差を考えさせる問題です。

みどり市立笠懸中学校　富　永　將　裕

平成30年11月22日（木）



2019年３月30日発行 群馬大学教職大学院 News Letter   風 第11号

6

　10月24日、児童生徒支援コース２年生の福島栄典さん
の公開授業および実践検討会が、勤務校である沼田市立利
南東小学校で行われました。福島さんの研究テーマは「図
画工作科における発想・構想の能力を高める学習指導の工
夫−「見る・語る・試す・振り返る」による経験の積み重
ねを通して−」です。
　福島先生は図画工作科において児童の発想・構想を育む
ためには、参考作品を見たり、友だちと話しあったり、試
す場を設定するという活動が独立して存在するのではな
く、これらの活動が関わりながら存在すること、そしてそ
の活動を経て作品を作る経験もまた、知識として蓄積され、
次の作品をつくることに関連していくことが重要であると
考えました。そのために、図画工作における児童の「見る」

「語る」「試す」の活動に「振り返る」活動を加え、これら
の活動を児童がより意識して行うことを研究の主目的に設
定しました。児童が自身の活動の一つ一つを意識し、その
活動を積み重ねていくことが児童の発想・構想を育む。そ
こで、題材、単位時間の中で「見る」「語る」「試す」「振
り返る」の活動を児童が意識できる授業を展開すること
で、過去の経験をもとに思いついたことを組み合わせなが
ら、新たな発想を生み出すことができる児童の育成を目指
して、図工の授業を行ってきました。

　公開授業は福島先生が担任をしている６年２組の単元
「みんなのお気に入りの場所を描こう！−見つけた！私の
お気に入りの場所−」の第８時で行われました。第８時ま
での間に児童はおもいおもいの小学校の中の「自分のお気
に入りの場所」を選び、アイディアスケッチを行い、下絵
を描き、そして班ごとに自分が表したい絵に近づけるため
の色塗りの検討会を経て絵を完成させました。その中にも
随所に「見る」「語る」「試す」「振り返る」機会を意識づ
けながら配置しました。第８時では児童が完成した絵を示
しながら、自分が描いた絵の場所にまつわるエピソードや
工夫した点、そして作品の仕上がりについて班のメンバー
に説明を行い、さらに班のメンバーからよかった点を伝え
てもらいました。その後自分たちが発表し、意見をもらっ

最初にしっかりと発問の意味を動画も利用しながら生徒に
イメージさせ、発問の意味を理解させます。その指導案は
徹底的に教科書の内容を深く読み込んだものであり、い
かにして教科書を活用するか念頭に置いて作成されていま
す。その上で、表・式・グラフを利用したときに、どのやり
方だとどういう特徴があるか、本時ではグラフが有効である
ことを納得させるねらいで実施されました。全20時間の単
元の第19時間目となるものです。
　生徒は表・式・グラフのどのやり方を選択してもよく、
適当にやり方を選択して解いた段階で、ペア活動を通して、
自分のやり方を相手に説明し合います。複数のやり方がで
きた生徒は、聞き役になることで、答に到達して終わりに
するのではなく、よりよい求め方を考えさせ、さらに表・式・
グラフのそれぞれの解法の特徴を考えさせるものです。
　一つ一つの発問や説明の中で、Ｔ２の小池先生とのＴＴ
は絶妙なチームワークをみせ、生徒が躓きやすい点などに
ついては、Ｔ２の側から、特に下位層の生徒を代弁する質
問が出ます。生徒間のペア活動も決して固定的なものでは
なく、前後左右で自由にお互いが助け合う雰囲気がクラス
にはあります。時折はペアを飛び越えて、説明ができない
生徒に、解答ができている生徒が「神の声」として援助す
る場面も見られました。いつもと違って、数多くの参観者
がいるため生徒は緊張感に包まれていましたが、最後には

「グラフのよさ」に気づく発言が多数見られました。単に
数値を出すことでよしとせず、グラフの特性に着目させる
深いレベルの思考力や表現力が身につく授業になったと思
います。公開授業と授業検討会には置籍校の校長、教頭、
校内外の参加者、みどり市から高橋課長補佐が同席し、本
学からも院生10名、指導教員の平林客員教授、山口課程
長と、計20名以上が参観しました。授業検討会では、こ
れまでの富永先生の課題研究の重要部が紹介された後、本
時の活動に対して、特に本学院生たちから活発な質問、議
論がなされました。指導教員としても富永先生の努力を強
く讃えたいですが、何より、Ｔ２として深いレベルで本時
に関わっていただいた小池先生の発問センスの素晴らしさ
には、巡回指導のたびに感心させられたことを付け加えて
おきます。こうしたＴＴ体制を作って頂いた笠懸中の皆様
に、深く感謝いたします。

（文責：山口　陽弘）

沼田市立利南東小学校　福　島　栄　典

平成30年10月24日（水）
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たことで気づくことができた「自分の思いを表現するため
の色・形・表現方法の効果について」班ごとにまとめまし
た。最後の振り返りでは、児童から「今回、わかった色や
形の効果を次つくるものに活かしたい」という意見が出ま
した。
　授業に引き続き行われた実践検討会には実習校の校長先
生をはじめとする利南東小学校の先生方、市内の小中学校
の先生方、そして本学院生８名と数多くの方々にご参加い
ただきました。検討会では指導講評をいただいた沼田市教

育委員会の後藤一将様から、作品に込められた友だちの思
いを理解するためにも「見る」時間をきちんと確保するこ
とや、理解を深めるために「振り返る」視点を焦点化する
ことの重要性についてご指導いただきました。最後に本学
懸川教授から謝辞を申し上げて閉会しました。参加してい
ただいた先生方に改めて御礼申し上げます。

（文責：大島みずき）

　11月８日、児童生徒支援コースの吉田和樹先生の公開
授業と実践検討会が、勤務校の桐生市立境野中学校（１年
２組）で行われました。吉田先生の研究テーマは「自ら構
想・構成を考え説明的文章を書く力を育てる中学校国語科
の実践」です。
　吉田先生は自分の意見や主張を的確に説明する文章を書
けない生徒が多いと感じていました。そこで「くまでチャ
ート」という思考ツールを活用して、書く力を高める実践
に取り組んできました。

　下の図のようにくまでの「柄」にはテーマ、「歯」には
観点を立てて内容を書き込みます。このツールを使うと構
想・構成が考えやすくなります。また自分の考えたことが
外に取り出されるため、自分の書く過程を客観的に見つめ
ることができます。

　また授業では、生徒同士が互いの活動状況を見合ったり、
教え合ったりする機会を重視しています。これも自分の書
く過程を見直したり、何をどう書けばよいのか学んだりす
る機会になります。
　研究授業で扱った「根拠を明確にして魅力を伝えよう
−鑑賞文を書く」は、興味を持った美術作品を選んで、
観点を挙げて根拠を明確にし、魅力を伝える鑑賞文を書
く、という内容です。
　研究授業は、単元の第３時間目で、「思考ツール『くま
でチャート』を使って魅力を伝える文章を書こう」という
学習でした。前時に生徒は魅力を伝えるための観点を、付
箋を用いて整理していました。本時はこのワークシートを
元に、くまでチャートを作成していきました。生徒たちは
友だちと進捗状況を確認し合ったり、活動や課題の解決
を相互に助け合ったりする「ご近所タイム」を有効に活
用したり、語彙を広げるためのコツがまとめられたシート
を参考にしたりしながら、取り組んでいました。
　授業と検討会には、実習校の校長先生・教頭先生はじめ、
校内の先生方、市内の中学校の先生方、桐生市立教育研究
所所長補佐の小島理宏先生、本学教職大学院生９名、合計
20名が参加しました。検討会では、まず校長先生から「生
徒たちがとても頑張っていた。吉田先生が育つと学校全体
の教育力も向上する。」とのコメントをいただきました。
続く協議では、「付箋やくまでチャートは、情報を整理・
活用・処理するという論理的思考力の育成に、とても有効
だ。」「付箋とくまでチャートとの関係をよりはっきりする
とよい。」等の意見が出されました。
　小島所長補佐様からは、「くまでチャートは歯を増やす

不安　どんな人がいる？

クラスで　同じ趣味の人
新しい友だち

抱負　友だちを増やしたい

桐生市立境野中学校　吉　田　和　樹

平成30年11月８日（木）
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イで示しつつ、塗り
方や絵の具の混ぜ合
わせ方を含めて細か
に指導して行きまし
た。筆やパレットの
使い方に不慣れで、
指示通りに素早く塗
れない児童もみられ

ましたが、若林先生はこまめにワークシートを見て回り、
一人一人のレベルに合わせて指導を進めます。
　一通り全員が塗り終えたところで、次のトレーニングに
入ります。ワークシー
トにはブドウのイラス
トが描かれていて、「本
物っぽく」なるように
色を塗る課題です。若
林先生があらかじめ彩
色しておいた見本をデ
ィスプレイに映し出すと、児童たちから「本物っぽい！」
と歓声が上がりました。ブドウの房から塗り始める児童も、
枝や葉から塗り始める児童もいましたが、どの児童も色の
混ぜ方や水で薄め方を加減して、本物らしいブドウの自分

なりのイメージを何
とか表そうと取り組
んでいました。
　当日は松井宏義校
長、小暮富夫教頭、
渋川市教育委員会の
大須賀光洋指導主事
を始め、校内からも

多くの先生方に参加いただきました。授業検討会では個々
の児童の取り組みの様子を具体的に挙げながらの議論が行
なわれ、その後大須賀指導主事に指導講評をいただきまし
た。最後に本学から懸川武史教授が謝辞を述べました。

（文責：音山　若穂）

　11月12日、児童生徒支援コースの町田朝子さん（現職
教員）の公開授業と授業検討会が、勤務校である宮城中学校
の１年Ａ組で行われました。町田さんの課題研究テーマは「学
ぶ力を高め深い理解を促す学習指導の在り方−学習方略の
指導を軸とした取り組みを通して−」です。
　町田先生は数学の先生ですが、この半年以上にわたり、
宮城中の生徒全体に対し、数学に限定しない学習方略の指
導を軸として効率の良い学び方を「学習法講座」として指
導されてきました。これは生徒だけではなく、保護者に対
しても生徒を見守るための意識を高める保護者セミナー

ことも、歯と歯の間隔を自由にすることもできるなどのメ
リットがあるアイテムだ。鑑賞文を書く際には文字数をあ
る程度決めて深みのある文章にするとよい。」等の御指導
もいただきました。最後に、本学・佐藤浩一教授がまとめ
とお礼を申し上げ閉会しました。

（文責：佐藤　浩一・田村　　充）

　10月３日、児童生徒支援コースの若林達男さんの課題
解決実習に伴う公開授業及び実践検討会が、実習校の渋川
市立古巻小学校で行われました。若林さんの研究テーマは

「知識技能を高め、発想と表現をつなぐ図画工作指導 〜絵
画指導における個に応じたスキルアップ課題を通して〜」
で、第３学年で実践を進めて来ました。
　若林さんは、「絵画制
作が苦手で自分の思い通
りに表現することができ
ない」、「彩色が未熟で仕
上げ段階で失敗しがち」
という児童の実態をとら
え、自分の思い描くイメ
ージを、様々な技法の中
から選んで表現できるよ
うになることを目指しま
した。その手立ての一つ
が「スキルアップトレーニング」です。これまで、鉛筆で
のスケッチのトレーニングや、彩色技能では「水の調節」
のトレーニングを行なって来ており、今回は「絵の具の混
ぜ方」のトレーニングを行いました。単元は「大好きなも
のがたり」。いくつかの物語から好きなものを選び、場面
を想像しながら絵に表す学習です。既に児童は好きな物語
を選び、描きたい場面のアイデアスケッチを行なっていま
す。物語の好きな場面がイメージできたところで、スキル
アップを図ることがねらいです。

　授業では、まず八切画用紙のワークシートが配られ、図
の指定されたところに黄・青・赤やパレット上で混ぜ合わ
せた色を塗るように指示がなされました。若林先生は教卓
上のカメラで手元を撮影し、手順を一つ一つディスプレ

渋川市立古巻小学校　若　林　達　男

平成30年10月３日（水）

前橋市立宮城中学校　町　田　朝　子

平成30年11月12日（月）
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（テストに対する親の関わり方）としても実施されてきま
した。さらに夏休みには生徒の中から希望者を募って学習
法の補講講座もされました。こうした学校全体への経営的
な部分での改善にとり組むとともに、実際に1年生に対し
て学習方略の指導を軸とした授業をされており、今回の公
開授業はご自身のクラス担任でもある1年Ａ組で実施され
ました。
　生徒たちは数学科において、ともすると答に到達してよ
しとする浅い学びをしがちですが、そこでとどまらせない
ように、ペアでの話し合い活動などを通して、対話的な学
びを少しずつ学んでいます。また、リフレクションノート
を活用することで、主体的な学びにとり組むように工夫さ
れています。町田先生の発問も工夫されたものであり、毎
時ごとに深い学びに到達するように努力されてきました。
　本時は、中学校一年生に、実物のさおばかりを使って、
目盛りとおもりの重さの関係について考えさせるというテ
ーマであり、全22時間の単元の第20時間目となるもので
す。さおばかりの目盛りとおもりは反比例の関係があるこ
とを復習した上で、重さが不明なぬいぐるみの重さを、表・
式・グラフを活用することで予想します。そこで答に到達
して終わりにするのではなく、よりよい求め方を考えさせ、
さらに表・式・グラフのそれぞれの解法の特徴を考えさせ
ます。

　反比例の現実場面への活用はなかなか難しいものです
が、さおばかりを工夫して取り入れたことで、本時ではペ
ア活動もよく機能し、最後の表・式・グラフの解法の特徴
が生徒たちから主体的に発言が出てきました。またその上
で、生徒の側から、一種類のやり方だと速いし簡単だけれ
ども、複数のやり方を使うと間違いがなくなる、グラフは
正確にはわからないけれども、大まかにあたりをつけて式
で確認すると良い、といった深いレベルの発言が多数見ら
れました。授業の主目的としては反比例の日常的な活用と
いった関心・意欲・態度面での授業でしたが、同時に深い
レベルの思考力や表現力が身につく授業になったと思いま
す。公開授業と授業検討会には置籍校の校長、教頭、校内
外の参加者が10名、前橋市から吉野指導主事が同席し、
本学からも院生２名、平林客員教授、指導教員の立見客員
教授、山口課程長が参観しました。授業検討会では、これ
までの町田先生の学びをコンパクトにまとめた課題研究の
経過が発表された後、本時の具体的なリフレクションノー

トの具体物の提示、これまでの町田先生の様々なされてき
た内容が紹介され、その努力に対して、多大な賞賛も受け
ました。指導教員としては、今後、本年度の実践の中でも
っとも有効なものを見極め、来年以降、省略できる部分を
探し、長い目で見たときにご自身の、そして他の教員の負
担軽減に繋がるヒントを見いだして頂きたいと存じます。
多大な支援をしていただいた宮城中の皆様に、深く感謝い
たします。

（文責：山口　陽弘）

　10月25日（木）、学校運営コース２年生の有賀喜紀さ
んの公開授業および実践検討会が、勤務校である甘楽町立
新屋小学校において、平成30年度西部教育事務所経営訪
問および同事務所学力向上サポート事業「学力向上重点授
業」を兼ねて開催されました。
　有賀さんは、課題研究のテーマとして、「組織力向上に
つながる校内研修のあり方」を設定して、研修主任、第５
学年担任として勤務しながら課題研究にとりくんできまし
た。
　有賀さんの勤務校には、中規模校であり、教員ひとりひ
とりの力量も高いため、個人の裁量での業務遂行に偏りが
ちであるという課題がありました。こうした状況に変革を
もたらし、組織力の向上を図ることと、これからの校内研
修にますます求められる「成果の実感」とを共に実現する

ため、有賀さんは「共通の
課題意識をもつ小グループ
で複数回のPDCAサイク
ルを展開する」というしか
けを設定しました。
　具体的には、同校の今年
度研修主題「児童の主体性
を育むための教師の役割〜
体徳知の側面からの、全校
実践を通して〜」をうけた

「体」「徳」「知」３つの小
グループごとに実践する内

児童生徒支援コース

学校運営コース

甘楽町立新屋小学校　有　賀　喜　紀

平成30年10月25日（木）
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容を提案し、第１回全校実践の結果をうけて改善を施した
第２回の全校実践へというサイクルが展開されました。さ
らに、各グループのとりくみについて校内研修全体会で交
流することで、グループを超えてさまざまな改善案が提案
されるなど、組織力の向上をうかがわせる変化も現れてき
ました。
　検討会当日は、こうした教師たちの実践と対をなす、有
賀さんの担任する５年竹組での、係活動や清掃にかかわる
この間の３つの実践それぞれの継続の可否を話しあう学級
活動「よりよいクラスを目指そう」が公開されました。子
どもたちは、「レクリエーションはアンケートで希望を集
約して週２回行う」、「見つけ掃除（事前に決まった担当場
所以外に、目についたところを自主的に掃除する）の方針
を打合せで決める」、「比較的業務の少ない『進行係』と『た
くさん話すぞ係』を合体する」という、この間実施してき
たとりくみについて、実際の様子をもとに、継続すべきか
どうかについて活発に意見を交わしました。
　たとえばレクリエーションについては、特別支援学級と
行き来する児童の参加を保障する、係の過重負担を回避す
るなど、さまざまな視点から検討を加えた上で「継続する」
という方針が合意されました。その他２つのとりくみにつ
いても、「自分達で行動し、いつも前向きで笑顔なクラス」
という学級目標を常に意識しながら話しあいが進められま
した。
　授業および研究協議には、永井加津美校長はじめ新屋小
学校の先生方、西部教育事務所および甘楽町教育委員会か
ら３名の指導主事の方々、近隣の小学校の先生方、教職大
学院からは指導教員の木村客員教授、山崎のほか、１年生
11名が参加しました。
　指導講評を担当された西部教育事務所の町田浩一指導主
事からは、授業について、新学習指導要領における学級活
動の学習過程、とくに「決定したことの実践とそのふり返
りから、新たな実践サイクルへの展開」についての提案性、
事前の計画や日常の指導の充実ぶりを高く評価するコメン
トを賜るとともに、課題の子どもたちにとっての切実性、
集団の合意形成のあり方について、今後の発展の方向性の
指摘をいただきました。

（文責：山崎　雄介）

　11月22日（木）、学校運営コース２年生の上田裕隆さ
んの公開授業および実践検討会が、勤務校である館林市立
第三中学校において開催されました。
　上田さんは、課題研究のテーマとして、「小中連携によ
る学習支援体制の構築」を設定して、小中連携コーディネ
ーター兼学力向上コーディネーター、第３学年担任として
勤務しながら課題研究にとりくんできました。
　いわゆる「中１ギャップ」についての指摘などをうけ、

「小中連携」が政策課題になり、一昨年度には「義務教育
学校」が制度化されました。各自治体でもさまざまな連携
のとりくみが進んでいますが、年数回の行事などに限定さ
れるケースも少なくありません。

　上田さんは、こうした状況に切り込むため、校区の３つ
の小学校のうち、ほぼ全員が三中に進学してくる第七小学
校を主要な連携相手として実践を進めてきました。とく
に、生徒、保護者の双方にとって小中間の「ギャップ」に
なりやすい学習面について、「『家庭学習の手引き』（小学
校版、中学校版）の発行」、「『学びのすすめ−９年間の学
びのコンパス』（小中共通）の発行」、「『家庭学習通信　
学びのコンパス』の発行」、「『緩やかなつながりのある授
業規律』の提案」、「アウト・メディアWeekの共通実践」、

「『学習支援連携シート』による継続的な学習支援」といっ
た手だてを講じてきました。中でも、学力向上にかかわる
一連の刊行物については、出しっぱなしではなく、上田さ
ん自身の大学院での学びを活用して、学習方略についての
研修を小中連携のもとで実施することで、日常の学習指導
につなげていく工夫がなされていました。保護者に対して
も、家庭学習通信の中で学習方略についての情報提示や優
れた家庭学習ノートの紹介（小学校版では中学校のものも
含め）を行うなど、より行き届いた支援が実施されました。
　さらに、七小での上田さんによる学習法講座の開催、七
小の学力向上コーディネーターによる三中の校内研修への
協力など、多彩な人的交流が行われました。以上のとりく
みの一部は、加えて、児童の半分が三中に進学してくる第
六小・第十小に対しても情報提供や上田さんによる企画開
催など、今後の連携のための布石が打たれました。

館林市立第三中学校　上　田　裕　隆

平成30年11月22日（木）
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　検討会当日は、以上のような研究の概要が報告されると
ともに、３年４組において、上田さん自身の国語科授業「論
証の強さを評価しよう」が公開されました。これは、３年
生の教科書教材「作られた『物語』を超えて」と２年生で
既習の「モアイは語る−地球の未来」について、トゥルミ
ンモデルを活用して論証の強さを比較するというもので
す。生徒たちは、前時までの学習で、「物語」の方の論証
が強いと考えるグループ、「モアイ」が強いと考えるグル
ープ３つずつに分かれていました。
　そして、当日の授業では、ワールドカフェ形式を活用し、
各グループのホスト役以外の生徒たちは、意見の異なるグ
ループに行って各々の教材文の論証の長所・短所について
意見交換を行い、その後もとのグループに戻って交流の成
果を整理しました。
　授業および研究協議には、家泉均校長はじめ第三中学校
の先生方、近隣の中学校の先生方、連携先である第七小学
校学力向上コーディネーターの大澤先生、教職大学院から
は指導教員の木村客員教授、山崎のほか、２年生１名、１
年生２名が参加しました。
　指導講評を担当された館林市教育委員会の小林秀夫指導
主事からは、授業について、県内中学生の「読むこと」に
おける課題の解決に大胆に挑むものであることを指摘いた
だくとともに、課題研究についても、学区の家庭、児童生
徒の直面する課題を教師と保護者が共有し、小中連携を具
体化している点を高く評価していただきました。

（文責：山崎　雄介）

　11月６日、学校運営コース２年生の、大谷住枝さんの
公開授業と実践検討会が、勤務校である伊勢崎市立茂呂小
学校で行われました。大谷さんの課題研究のテーマは、「小
学校高学年における教員の協働体制を生かした『教科担当
制』の充実」です。
　中央教育審議会答申（2016）では、小学校の特に高学
年では、教師の専門性を生かし、教科の魅力を十分に味わ

える質の高い授業を進めるために、教科担任制を導入する
意義が指摘されています。大谷さんの勤務校である伊勢崎
市立茂呂小学校では、数年前から高学年において教科担当
制を積極的に導入し、きめ細かな指導や児童の学習意欲の
向上を図る取組を進めてきました。教職員をはじめ児童や
保護者への聞き取り調査結果からもその「よさ」は明らか
になっています。しかし、一方で、児童理解の難しさや、
学年全体を指導することへの不安、教職員間の意識の共有
などの面での課題も挙げられました。そこで、大谷さんは、
学年会の運営や特に若手の教員の指導力の向上に着目し、
教職員の協働性をさらに高める体制づくりについて研究に
取り組みました。
　具体的には、「組織的な教科指導や生徒指導を行うため
の、充実した学年会の運営のあり方」について学年主任の
立場から実践研究に取り組みました。また、「若手教員や
小学校経験の浅い教員の専門性や指導力の向上のための

『茂呂小サロン』という勉強会」を企画し、学校力コーデ
ィネーターの立場から運営に努めてきました。

　学年会では
各 教 員 が 複
数 の 学 級 を
指導すること
で複数の目か
らの充実した
児童理解がな
され、教科指
導に生かすこ
とができまし

た。また、茂呂小サロンでは若手教員を中心に「様々な先
生方と本音で話し、相談できる場」としてとても有意義で
あったという感想がたくさん寄せられています。
　公開授業では、大谷先生にとっては専門外の教科である
国語科の物語文教材の指導の様子を多くの先生方が参観し
ていただきました。特に、児童の積極的な学習への取組、
先生と児童の信頼関係の深さ、学びを楽しむ姿勢、グルー
プでの話合いの習熟性、大谷先生の指導技術や生徒指導力
の高さなどが伺われ、参観者にとっては参考になる面がた
くさんありました。
　実践検討会の研究協議では、参加者や同僚教員から「物
語教材での観点に基づく読みが具体化されていた、さらに
楽しさを高めるためのブックトークなどの活動はどうか」

「学習形態の変化が自分の考えを拡げることに効果があっ
伊勢崎市立茂呂小学校　大　谷　住　枝

平成30年11月６日（火）
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をつくり、OJTの推進にとりくんできました。
　メンターチームを学年とすることについては、業務上の
必要性が共有しやすい、学年会等を利用して集まりやすい
という利点と、日常業務に埋没してしまう危険性が考えら
れます。岡部さんは後者の危険性を回避するため、チーム
リーダーと緊密なコミュニケーションをとり、進行管理を
行いました。研修が進むなかで、たとえば相互授業参観に
ついて、ビデオを活用して自分の空き時間に観られるよう
にする、中学校の特性を活かして、他学級での同一授業も
含めて日程を公開することで同僚の参観機会を増やすな
ど、各チーム独自の工夫が全体に共有されるなどのことも
ありました。さらに、行事や成績処理など、若手教師が困
難を感じるところでは中堅から若手へのアドバイス、ＩＴ
活用など若手にアドバンテージがある課題については逆
に若手からのアドバイスなど、日常の中で自然発生的に
OJTが行われるようにもなりました。これを岡部さんは、
教育相談での「チャンス相談」になぞらえて、「チャンス
OJT」と名づけ、その活発化を図ってきました。

　検討会当日は、数学科教員同士の「勉強会」での指導案
検討を経た１年１組での授業「方程式とその解き方」（五十
嵐義雄先生とのＴＴ）が公開されました。導入で、整数係
数の１次方程式と、その両辺を10で割った小数係数の方
程式とが示され、「どちらの解が大きくなる？」という問
い（正解はもちろんどちらも同じ）をまず生徒たちは考え
ました。その後、小数係数の方程式の、等式の性質を利用
した解き方を考えていきました。授業は、高崎市の授業ス
タンダードを意識したということでしたが、スタンダード
準拠の授業にありがちな、「冒頭にめあての提示、終末に
まとめ・振り返りの実施」を自己目的化したものではなく、
開始30分たらずで解き方についての「まとめ」は済ませ
てしまい、適用問題に時間をゆっくり取るなど、明確な目
的意識にもとづいて、岡部さんは「めあて」、「まとめ」を
使いこなしていました。
　授業および研究協議には、飯塚仁校長はじめ吉井中央中
学校の先生方、近隣の中学校の先生方、教職大学院からは
指導教員の木村客員教授、山崎のほか、髙橋准教授、鈴木

た、さらに個に返し
ていけばより深まっ
たろう」など授業に
関する質の高い協議
がなされました。さ
らに、「学年会の充
実や茂呂小サロンは

「教科担当制」とい
う協働的指導体制の

課題を改善する手掛かりになる」「小学校６年間での学び
を通して児童の成長が具体的に見えて充実感になり、低学
年担当教員にも刺激になる」といった意見も同僚教員から
出されました。最後に、伊勢崎市教育委員会の池田瑞輝指
導主事から「大谷先生の豊かな人間性が覗える授業や学級
経営、チーム茂呂小という意識の高まり、小学校教員の専
門性について見直す好機、国語科授業では言語活動を通し
て児童の学びを支える基礎力をより身に付けさせる指導に
期待する」などの指導講評をいただきました。
　実践検討会には、木村收校長をはじめ、茂呂小の同僚教
員、伊勢崎市内外の他校の先生方等に参加いただきました。
本学関係者は、矢島教授、髙橋准教授、新藤准教授、教職
大学院生４名が参加しました。

（文責：矢島　　正）

　10月18日（木）、学校運営コース２年生の岡部隼人さ
んの公開授業および実践検討会が、勤務校である高崎市立
吉井中央中学校において開催されました。
　岡部さんは、課題研究の
テーマとして、「教師力を
高めるための組織的・協働
的な校内研修推進−OJT
コーディネーターとしての
研修体制づくりの実践を通
して−」を設定して、研修
主任、OJTコーディネー
ターとして勤務しながら課
題研究にとりくんできまし
た。
　教員の年齢構成の激変による世代間の知識・技能の継承
の困難さ、学校課題の複雑化・高度化のなかで、日常の勤
務と資質・能力向上を両立させるOJTは各学校にとって
の喫緊の課題ですが、そのためのシステムを構築すること
は容易ではありません。岡部さんはこうした状況に立ち向
かうべく、「（学年を単位とした）メンターチーム研修」、「（教
科等での）教員同士の勉強会」、「（各学年でメンター−メ
ンティーのペアを組んだ）メンタリング」といった仕掛け

高崎市立吉井中央中学校　岡　部　隼　人

平成30年10月18日（木）
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非常勤講師（ちなみに同中学校の元校長）、１年生２名が
参加しました。
　指導講評を担当された高崎市教育委員会の小池芳典指導
主事からは、授業について、「学びあい」という観点から
のアドバイスをいただくとともに、岡部さんの実践に高い
評価を賜り、高崎市全体にこのOJTが広がっていくよう
にという期待が表明されました。

（文責：山崎　雄介）

　11月21日、学校運営コース２年生の、高橋正幸さんの
公開授業と実践検討会が、勤務校である太田市立南小学校
で行われました。高橋さんの課題研究のテーマは、「小学
校教員の生徒指導能力を高める研修に関する実践的研究」
です。

　勤務校では生徒
指導主任を務めて
いる高橋さんは、
滝（ 2011）「 教
職員間の意識や行
動 に 差 が 出 や す
い」「不十分な指
導は大きな問題に
発展することがあ
る」という指摘や、

竹本・高橋（ 2010）「小学校教員は中学校教員に比べて
生徒指導の重要性に対する認識が低い」という調査研究結
果などを基に、教員のニーズを踏まえた「生徒指導研修」
のあり方を実践的に明らかにしようと課題研究に取り組み
ました。
　高橋さんが行った勤務校での教員の意識調査から、「経
験差や年齢差から教 員間の共通認識に差が生じている」
ことや「いじめ問題研修会や月例の生徒指導委員会での協
議は時間の不足や教員が求めている研修になり得ていな
い」ことなどの学校の課題が明らかになりました。そこで、
高橋さんは「生徒指導研修プラン」を作成し、年間にわた
って教員の研修が組織的・計画的に実施しやすくするとと
もに、年間の「生徒指導計画」を見直し、教員にとってよ
り活用しやすいものに改善するよう努めました。
　さらに、「生徒指導研修」と「授業実践」を関連させるため、

「提案型授業」と「実証型授業」を組み合わせることを提
案し、それとともに、「授業研究会」も工夫できるように
取り組みました。
　高橋さん自身は、「積極的な生徒指導」における重要な
三つの視点である「学習の場面に児童自身の自己決定の場
をつくる」「児童の主体的な活動を肯定的に評価すること
で児童の自己肯定感を高める」「他の児童との交流の場を
積極的に取り入れ共感的な人間関係を深める」ことを指導
過程に位置づけた社会科、学級活動、道徳科などの授業を
実践してきました。自らが率先して授業を公開することに
よって、他の教員の生徒指導に対する理解が深まるような

「提案型授業」を積み重ねてきました。
　今回の実践検討会での道徳科の公開授業は、「より高い
目標を立て、勇気と希望をもち、困難があってもくじけず
に努力して物事をやり抜く」ことの価値を自覚させること
をねらいとし、児童の気付きや発言を肯定的に受け止め、
児童同士の交流を促す場を多く設定して、児童が主体的に
学習に取り組めるように工夫されていました。児童は自分
の好きなことを目標に努力することで、実現に向けて「頑
張る力」が自分にあるという積極的な考え方に少しずつ近
づいていく様子が、発言や交流、児童が黒板に貼ったネー
ムプレートの位置を移動する様子などから見取ることがで
きました。
　実践検討会の研究協議では、「児童が共感的な意見交流
をしていた」「生徒指導の三機能の有効性が見取れる授業
であった」「教師の肯定的な声掛けが効果的であった」な
どの意見とともに、「交流の中での違う意見の聞き取り方
の工夫」「より深い思考で生まれる葛藤が重要」「良い気付
きをしている児童の発表を促すべき」などの面での課題も
出されました。最後に、太田市教育委員会の増山悦子指導

主事から「自分の弱さを感じながらそれでも頑張ろうとい
う気持ちをもたせるための人間理解、一人で考える時間を
大切にした意見交流の場、より児童の多面的な考え方を引
き出す発問などさらに充実した授業への取り組みが期待さ
れる。高橋先生の授業や研究には、生徒指導に関して本校
の先生方に自分自身の授業や実践を振り返らせ、何をどう
変えていったらよいかを自問させる優れた提案性がうかが
える」という指導講評をいただきました。
　実践検討会での協議には、今井東校長と村岡清美教頭に
もご出席いただきました。本学関係者は、矢島教授、新藤
准教授、教職大学院生３名が参加しました。

（文責：矢島　　正）

太田市立南小学校　高　橋　正　幸

平成30年11月21日（水）
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いうことで、９月に実施した冒頭期の研究授業の成果を踏
まえ、山崎先生が専門とする理科の授業でした。内容は「川
の上流と下流では河原の石の大きさや形に違いがあること
から、流れる水のはたらきに関連づけて考察をし、自分の
考えを表現する」ことがねらいです。山崎先生の充実した
教材研究や写真による資料提示、さらには、水流によって
石が削られていく様子の模式的な実験などにより児童は意
欲的に学習に取り組んでいました。４月当初の学習の様子
と比較すると、写真資料などの観察力や、個別の追究や気
づきのワークシートへ書き込む力や、児童同士が表現の交
流・交換する姿に大きな進歩が見られました。また、児童
が科学的な見方に関しての豊かな基礎能力を有している様
子もうかがえました。
　実践検討会の研究協議では、参加者から「児童同士の交
流が思考や表現の高まりに有益である様子が見取れた」「実
験の工夫と学習過程での位置づけをどう関連させるかさら
に吟味したい」「授業参観や分析などにより自分の実践を
振り返る良い機会となる」など意見や感想が出されました。
最後に、藤岡市教育委員会の太田紀子指導主事から「校内
研修で先生方が授業について語り合うことで授業改善のバ
トンは繋がれていく。授業改善に向けてこのように視点を
絞り込んで研修を進めていくのは非常に効果的である。こ
うした点は、藤岡市立東中学校区での小学校・中学校連携
を推進する学校運営協議会の取組に対しても大きな示唆が
ある」という指導講評をいただきました。

　実践検討会には、山田美穂校長をはじめ、美九里東小の
全教員、藤岡市内外の他校の先生方等に参加いただきまし
た。本学関係者は、矢島教授、髙橋准教授、新藤准教授、
教職大学院生２名が参加しました。

（文責：矢島　　正）

　11月20日、学校運営コース２年生の山崎恵子さんの公
開授業と実践検討会が、勤務校である藤岡市立美九里東小
学校で行われました。山崎さんの課題研究のテーマは「教
員同士の「つながり」の深化を通した学力向上の実践」です。
　教員の「協働性」の重要性に関しては多くの教育学研究
者が指摘しています。佐古（ 2011）は、学校の組織的
教育力向上のモデルとして、一人一人の教員が自らの教育
活動の改善の主体となる「教員の自律性」と、学校として
の教育活動のつながりやまとまりを促進する「学校の組織
性」の両立がその鍵となると論じています。山崎さんは、

こうした理論研究と、教員の協働化を図り学力向上を具現
化した学校の先行事例などを分析しながら、昨年度中から
勤務校の教員や児童の実態把握を進め、勤務校の先生方と
話し合いながら学校の教育経営や授業改善の計画を作成し
てきました。そして、本年度は校内研修主任として管理職
との協議を重ねるとともに、生徒指導担当の教員や学力向
上コーディネーターの教員と図りながら、児童の学力向上
を学校全体の目標として共有し、実践研究に取り組んでき
ました。
　具体的には、「児童の学びに向かう環境づくり」や「心
の育成を促す土壌づくり」、「学力定着に向けた具体的な授
業改善」を目的として共通理解しました。課題解決の視点
として「①学校生活ルールの定着」「②基本的生活習慣の
改善」「③基本的学習習慣の定着」「④基礎学力の定着」の
４点を掲げました。具体的には、「①学習規律や生徒指導
についての教職員確認事項の作成と活用」「②健康アップ
習慣を高める授業」「③家庭学習の手引きの修正と活用」「④
板書やノート指導の充実」などの実践を校内全員の先生方
と協力して進めてきました。
　そして、２学期からは④を中心に「根拠を明らかにして
表現する力を高める」学習をめざして校内研修を進めまし
た。先生方全員が「一人一授業」を行うという計画で校内
研修を推進し、山崎先生自ら、「冒頭期の研究授業・中間
期の研究授業・まとめ期での研究授業」と公開授業のシリ
ーズ化を行い、授業改善を積極的に行ってきました。
　今回の実践検討会での公開授業は、中間期の研究授業と

藤岡市立美九里東小学校　山　崎　恵　子

平成30年11月20日（火）
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　教職大学院で過ごした２年間は大変充実し、かけがえのない日々
でした。大学院では、多くの実習があったり現職の先生方と授業を
受けたりと、学部の時とは異なる雰囲気の中、教育に関することを
あらゆる視点から学びました。
　10期生は現職の先生が12名、学部卒業生（ストマス）は私１名
だけでした。学部卒業生が一人ということもあり、最初は授業につ
いていけるか、先生方とうち解けられるかが不安でした。しかし、
同期の先生方や大学院の先生方は優しく接してくださり、毎日楽し
く過ごすことができました。先生方から勤務先の話を聞いたり、授
業で新しいことを知ったり、学ぶことが面白く充実した日々でした。
　また、たくさんの指導案やレポート作成など、文献やパソコンと
向き合っている時間が長く、難しい課題もありました。ですが大変
なことばかりでなく、授業の合間に同期の先生方と院生室でおしゃ
べりをしたり一緒にランチに行ったりと、楽しい思い出もたくさん
あります。教員採用試験の際は、面接対策など協力していただき、
精神的にも大きな支えとなりました。
　１年目は、授業で理論を学び、現職の先生方と混じって討論やグ
ループ発表をしました。現職の先生方と学ぶことで、模擬授業では

はじめに
　2008年度の本学教職大学院創設以来、
2016年度までの９年間、学校運営コース客
員実務家教員として指導にあたられてきた岩
澤和夫・元客員教授が、2018年５月15日
にご逝去されました。あらためて、ご冥福を
お祈りするとともに、研究指導でペアを組ん
できた立場から、岩澤先生との思い出を記し
ておきたいと思います。

群馬大学教職大学院の基盤の確立
　「研究者教員と実務家教員との協働（Ｔ.Ｔ）が授業や学校実習
等において取り組まれており、また、共同研究を行うなど理論と
実践との架橋・往還が効果的に実施・実現されている」。これは、
2015年度に実施された、群馬大学教職大学院への認証評価報告
書の一節です。こうした評価の根拠となる「研究者教員と実務家
教員との協働」の基盤を確立する上で、多くの専任・客員の実務

家の先生方にお世話に
なったことはいうまでも
ありません。
　しかし、その中でも、
発足の前年度から立ち上
げに尽力された清水和
夫・元教授（写真前列中
央）、発足から10年間教

育・研究にあたられた石川克博・元客員教授（同じく前列左）と
ともに、岩澤先生の果たされた役割には格別のものがありました。

出会いの頃
　教職大学院に着任される先生方のお名前が明らかになった頃、
岩澤先生について、「おっかない人らしいよ」と噂話を聞きました。
未知の「教職大学院」というシステムへの不安とも相俟って、実
際に仕事でご一緒する前は、いささかビビっていたことを覚えて
います。

　そのせいかどうか、実は最初の対面についての記憶はないので
すが、実際にお会いした岩澤先生は、大学院生に対しても、私た
ち大学教員に対しても実に温和に対応してくださり、当初の妙な
緊張はほどなく取れました。
　私たちのチームは例年、院生１人あたり平均して13 〜 14回
は巡回指導を行っていたので、合計おそらく300回以上、県内各
地の小・中学校にご一緒したことになります。もちろん、基本的
には現地集合・現地解散ですが、太田市の学校に出向いた際、授
業参観と研究指導との間の空き時間に、金山城跡を案内していた
だいたことは思い出に残っています。

実務家としての凄味
　基本的に大学では温和で通しておられた岩澤先生ですが、時折、
教員時代の力量の程をうかがわせる鋭いご発言がありました。一
番印象に残っているのは、ある科目で、「校長の在職期間の長期化」
が話題になった際の、「２年なり３年いて学校を変えられないん
なら、それ以上いても同じだよ」というご発言です。ご自身が校
長として進めてこられた学校運営への自負を直截につきつけられ
た思いで、思わず背筋が伸びました。
　また、大学院担当教員の会議で、学校現場への甘えめいた発言
や方針が専任教員から出た際には、毅然として諫めておられたの
も強く印象に残っています。

「課外活動」と意外なご縁
　岩澤先生のご趣味が釣りだというのはよく知られた話ですが、
私も２度ほど連れて行っていただきました。先生の運転で新潟方
面までの遠征で、うち１回は妻ともどもお世話になりました。
　こうして公私共々お世話になった岩澤先生ですが、実は意外な
ところでご縁がありました。ある時ふと、「山崎先生の大学の先
輩で、Ａ〜という人をご存じないですか？」と尋ねられました。
何かと思ったら、「じつは群大附属小時代の教え子だ」とのこと
でした。群馬から遠く離れた大学で、出会いの25年前に接点が
あったのには驚くとともに、良いご縁だったのだとあらためて痛
感したことでした。
　現在、教員養成系大学院の修士課程は基本的に全面廃止され、
すべて教職大学院に移行することになっています。それにあたり、
教職大学院独自のコンセプトが、「発展」するのか「拡散」して
しまうのかは、全国の既存教職大学院に問われている課題です。
　こうした課題に向きあうにあたり、岩澤先生が遺してくださっ
たものを大切にしていきたいと、あらためて思っています。

　　岩 澤 和 夫 先 生 の 思 い 出

山崎　雄介（学校運営コース）

杉本　　葵　大学院２年（教職リーダー専攻：児童・生徒支援コース）

　　ストマスとしての２年間を振り返って

現場の視点から助言を頂いたり、生徒指導の授業では学校や子ども
の課題を話していただいたりと、学部卒業生にとってどの授業も大
変勉強になりました。また、幼稚園・小学校・中学校・特別支援な
どにおける実習や、教育に関わる施設の見学を通し、多様な視点か
ら子どもや教育について考えることができました。特に、私と現職
の先生とがペアで実習に行ったときには、ペアの先生が手厚く指導
してくださり、非常に貴重な経験でした。
　２年目は、実習協力校で長期にわたって実践を行いました。自分
の研究テーマであるユニバーサルデザインに基づき授業を練り上
げ、たくさんの授業を行いました。また、長期の実習なので、運動
会や社会科見学など多くの行事に参加したり、学級担任の手伝いを
したり、研究以外のこともたくさん体験することができました。実
習校の先生方は温かく迎え入れてくれ、児童とも良い関係を築くこ
とができ、非常に充実した実習でした。
　大学院の２年間で学んだことや人とのつながりは、これからの教
員生活の土台となりました。様々なことを学び、多くの方々と出会
い、大学院に入学して良かったと心から思います。これからこの経
験を、子どもたちのために大いに役立てていきたいと思います。
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　報告会等のご連絡を差し上げるメー
ルアドレス（携帯等のアドレスでも可
能です）の登録をお願いしています。
また、アドレスの変更も随時受け付け
ております。下記あてご連絡ください。

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）～このような人を求めています～
【現職教員】
　教員としての使命を明確に持っており、数年以上の教職経験を有しているとともに、１あるいは
２に該当する人
１　授業実践や生徒指導に意欲的に取り組んでおり、勤務校において近々リーダー的な役割を担う
　ことが期待されている人
２　勤務校においてリーダー的な役割を一部担っており、将来主任層、指導主事、管理職等として
　力を発揮することが期待されている人
【学部新卒者】
　次の二つの条件を備えた人
１　人間性が豊かで、教員志望が明確である人
２　教職に求められる専門的な知識・技術の基礎・基本を修得している人

教職大学院修了生の皆さんへ

やまなみ倶楽部

otoyama@gunma-u.ac.jp （担当・音山）

2018年度の主な業績・活動（論文・学会発表・講演等）

 大　島　みずき
（発達心理学）

◦大島みずき・山田恵美（2019）. 幼稚園における幼児の遊びの動線－滞在時間および動線の時期による違いに着目して－ 
　群馬大学教育学部紀要　人文・社会科学編 68, 227-236.
◦大島みずき（2018）. 幼稚園児の小学校への期待に関連する要因　日本教育心理学会第60回総会発表論文集，497.

音　山　若　穂
（発達社会心理学）

◦「子育て支援の現状と課題」（県幼児教育センター　家庭教育充実のための地域で取り組む子育て支援者研修会）
◦「子どもの目が輝く、大人の目も輝く楽しいワクワクの活動を考える（県子連　育成関係者研究協議会）」
◦「対話アプローチによる話し合い活動の充実」（粕川中校内研）

懸　川　武　史
（学校教育相談）

子ども総合サポートセンターの以下の事業にて活動
◦訪問相談：県内の幼稚園・小学校・中学校を対象に実施
◦研修支援・研究事業：事例検討型ワークショップ企画・開催、実施。：学びのユニバーサルデザイン（ＵＤＬ）の公開
　授業開催及び県内中学校の校内研修支援
県教委との連携　第３部会にて
◦「ぐんま親の学びプログラム」作成・実施活動

佐　藤　浩　一
（学習・認知心理学）

◦佐藤浩一（2018）. 「学習指導と学習心理学」中條和光（編著）『心理学と仕事 第４巻 学習心理学』北大路書房 　　
　pp.113-133.
◦研究委員会企画シンポジウム「学校教育実践に教育心理学の研究はどのように貢献するのか？」日本教育心理学会第60
　回総会
◦高崎市教育センター特別研修「今、教育研究で求められていること－実践の成果をどう検証するか－」

新　藤　　　慶
（教育社会学）

◦新藤　慶，2019，「アイヌの子どもと教師の関わり――北海道札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達市・白糠町での
　実態調査から」『群馬大学教育学部紀要　人文・社会科学編』68．
◦新藤　慶・清水喜義，2019，「外国につながる子どもの教育支援に対する教師の関心と在日外国人と教育に関する教
　育社会学的研究の知見」『群馬大学教育実践研究』36．
◦新藤　慶「学校現場から見えた困難を抱えた子どもの状況」（群馬県・群馬県社会福祉協議会主催　平成30年度子ど
　もの居場所づくり地域コーディネーター養成研修，2018年12月25日）．

高　橋　　　望
（教育行政学・教育経営学）

◦高橋　望 他（2018）「公立小・中学校における校務分掌組織の運営に関する研究－群馬県学力向上コーディネーター
　を事例として－」『群馬大学教育学部紀要　人文・社会科学編』第68号。
◦Takahashi, N. (2018) “The situation of schools and teachers of Japan after The Great East Japan Earthquake”, 
　ISfTE, 38th Annual Seminar, Joetsu University of Education, Japan.
◦（独）教職員支援機構「教職員等中央研修」研修講師

田　村　　　充
（学習指導）

◦国語科「読むこと」の授業における視覚化の活用『群馬大学教育実践研究』36．
◦「効果的な交流活動～国語科を中心に」（太田市立太田小学校 校内研修講師）

三　澤　紘一郎
（教育哲学）

◦Misawa, K. （2018）. Nature and nurture. In P. Smeyers （Ed.）, International handbook of philosophy of education    
　（pp. 905–919）. Cham: Springer.
◦三澤紘一郎（2018）.「人間存在の社会性と教育哲学の可能性：「社会正義とオクシデント」再考」 齋藤直子／ポー
　ル・スタンディッシュ／今井康雄（編）『〈翻訳〉のさなかにある社会正義』東京大学出版会 pp. 117–133.
◦Misawa, K.（2018）.‘Human Nature and Education in a World of Reasons,’ The 24th World Congress of Philosophy,
　China National Convention Center.

矢　島　　　正
（学校運営）

◦矢島　正（2018）「自己内対話」と「市民性」との関係『群馬大学教育学部紀要人文・社会科学編』第67巻, pp.199-209．
◦矢島　正（2018）教職大学院実務家教員による研修支援の成果－教員研修センター事業関係者への聞き取りをもとに－
　『群馬大学教育実践研究』第35号，pp.265-274．
◦矢島　正講演「高等学校・中等教育学校における道徳教育の推進について」群馬県総合教育センター研修講座「高校
　道徳教育・主権者教育実践研修」

山　口　陽　弘
（教育・人格心理学）

◦高橋美保・山口陽弘（2018）『特訓式　試験にでる心理学　一般心理学編』北大路書房
◦吉野章子・山口陽弘・石川克博（2018）「小学校社会科における思考力を育成する学習指導～思考ツールを活用した
　言語活動の充実を通して～」群馬大学教育実践研究. 35, 275-280
◦橋本直幸・山口陽弘・清水真紀（2018）「「図作成方略」は学習者既有の学習方略の違いによってどのように受容される
　か－英文法における現在完了形の教授学習実験を通して－」群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 67, 279-288

山　崎　雄　介
（教育内容・方法学）

◦山崎雄介（2018）.「「特別の教科」化のもとでの道徳授業」
　『人権と部落問題』70（4），pp.14-21
◦前橋市立桃井小学校，群馬県小中学校教育研究会中学校道徳部会研究大会，文京区立音羽中学校，高崎市立吉井中央
　中学校ほかで道徳科の授業・評価につき研修講師
◦山崎雄介（2019）.「教育政策の中でのカリキュラム・マネジメント」グループ・ディダクティカ（編）『深い学びを
　紡ぎだす－教科と子どもの視点から』勁草書房 pp.193-209


