平成 2９年度
東京学芸大学教職特待生募集要項
東京学芸大学は、将来学校教員になることを強く志望しながら、経済的理由で大学進学
が困難な学生に対し、修学に必要な経済的支援を行って優秀な教員を養成することを目的
として、平成 29 年度教職特待生を募集します。

１．応募資格
学校教育系の課程〔初等教育教員養成課程（Ａ類）、中等教育教員養成課程（Ｂ類）、
特別支援教育教員養成課程（Ｃ類）、養護教育教員養成課程（Ｄ類）〕の一般入試（前期
日程）に出願する者又は推薦入試若しくは高大接続プログラム特別入試の学校教育系の
合格者で、次の要件を全て満たす者
(1) 学校教員（保育士を含む。）になる意志の強い者
(2) 家庭の年収が給与収入で概ね 300 万円以下、自営業所得で概ね 148 万円以下の者
(3) 高等学校等の成績が優秀な者
一般入試（前期日程）の出願者にあっては、学習成績概評がＡ以上の者、又は
学習成績概評がＢ若しくはＣで、当該志願選修・専攻が指定する平成 28 年度大学
入試センター試験の受験を要する教科・科目の合計得点を 50 点満点に換算して
40 点以上の者とし、推薦入試又は高大接続プログラム特別入試による合格者に
あっては、学習成績概評がＢ以上の者とする。

２．教職特待生制度の内容
(1) 諸納入金の免除
入学料及び在学期間中（4 年間）の授業料を免除します。
ただし、授業料については、当該学生の経済状況等を毎年確認し、状況の変化が
認められる場合には、免除措置を変更することがあります。
(2) 教職奨学金の貸与
年額 40 万円とし、原則、標準在学期間中（4 年間）、無利子で貸与します。
ただし、当該学生の経済状況等を毎年確認し、状況の変化が認められる場合には、
貸与措置を変更することがあります。また、やむを得ない事由がなく、明らかに
教職特待生としての学習意欲に欠けると判断される場合は、貸与措置を一時停止
することがあります。
この奨学金は貸与型なので、受給終了後に返還していただく必要がありますが、
本学が提示する要件を満たした場合は返還が免除となります。詳しくは、「10．
教職奨学金の返還免除又は返還義務」を参照してください。
(3) 学寮への優先的入寮及び寄宿料の免除
学寮への入寮を希望する場合は優先的に入寮できるよう配慮するとともに、在寮
期間中の寄宿料を免除します。（光熱水道料等は実費負担となります。）
ただし、当該学生の経済状況等を毎年確認し、状況の変化が認められる場合には、
免除措置を変更することがあります。
(4) その他
① 本学学生必携のノートパソコンを、希望者に無償で貸与します（4 年間）。
② 学内で行う教育関連のアルバイト等を紹介します。
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３．募集人数
10 人程度
※一般入試（前期日程）、推薦入試及び高大接続プログラム特別入試の全体での枠数

４．申請方法
「(1) 申請書類」を揃えて、
「(2) 申請期間」内に、
「(3) 提出先」へ申請してください。
(1) 申請書類
① 東京学芸大学教職特待生申請書
② 東京学芸大学教職特待生希望調書
③ 調査書等
④ 推薦書
→在学中または出身の高等学校等で作成してもらってください。

⑤ 所得証明書等の収入に関する書類
→別紙「所得証明書等の収入に関する書類について（案内）
」に従い必要書類を用意して
ください。

(2) 申請期間
平成 29 年 1 月 23 日(月) ～ 平成 29 年 2 月 1 日(水)まで（申請期間内に郵送必着）
申請期間後に到着した場合でも、1 月 30 日以前の発信局消印のある簡易書留に
限り、受理します。
申請書類一式を任意の封筒に入れ、封筒表面に 教職特待生申請書在中
“朱書き”して、「(3) 提出先」へ簡易書留で郵送してください。

と

郵便事故によるトラブルついては、大学は一切責任を負いません。
一般入試（前期日程）を受験する者は、願書とは別便にて郵送してください。
(3) 提出先
〒184－8501

東京都小金井市貫井北町 4－1－1
東京学芸大学 学生課 学生支援係

５．書類選考及び面接
(1)

一般入試（前期日程）、推薦入試又は高大接続プログラム特別入試の学校教育系の
合格者のうち、「1．応募資格」を全て満たす申請者の中から書類選考で選ばれた者
に対して、東京学芸大学で面接を実施します。
面接対象者には、面接のために必要となる大学までの交通費を、本学旅費規則に
基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により算出し、面接実施日に支給します。
実際に支払った交通費の実費の支給を約束するものではありませんので、ご注意
ください。また、交通費支給に際しては、実際に利用した交通機関の領収書を、面接
実施日に提出していただきます。

(2)

面接対象者には、平成 29 年 3 月 6 日（月）に、申請書に書かれた「本人連絡先の
電話番号」に連絡します。その際に面接の詳細をお知らせしますので、同日は必ず
電話に出られるようにしておいてください。
なお、面接は平成 29 年 3 月 9 日（木）に予定しています。

(3)

面接対象者に選ばれなかった者へは、平成 29 年 3 月 6 日（月）に、申請書に書か
れた「本人連絡先の電話番号」に結果を連絡しますので、同日は必ず電話に出られる
ようにしておいてください。
なお、一般入試（前期日程）に不合格となった者へは連絡しません。
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６．採用・不採用の通知
教職特待生の決定は、面接及び申請書類の審査結果を含めた総合的な判断に基づいて
行い、平成 29 年 3 月 10 日（金）に採用・不採用の結果を面接対象者全員に個別に連絡
します。また、入学後、教職特待生証を授与いたします。

７．教職奨学金の振込
原則として学期ごと（4 月、10 月）に 20 万円を本人名義の銀行口座に振り込みます。
本人名義の銀行口座をご用意ください。

８．学生寮への入寮を希望する場合の手続
自宅通学が困難であるため、学生寮への入寮を希望する場合は「東京学芸大学教職
特待生申請書」の「入学後の居住予定」欄の「3 学芸大の学生寮を希望します」を
選択し、希望する寮の名前をマルで囲んでください。優先的に入寮を配慮するとともに、
在寮期間中の寄宿料を免除します。（ただし、光熱水道料等は実費負担となります。）
なお、入寮できるのは 4 月初めの予定です。
※学生寮の概要については、
「平成 29 年度学生募集要項一般入試」の「Ⅷ．学生生活等 7.学生
寮」を参照してください。

９．在学中の手続
教職特待生は、在学中に次の手続を行わなければなりません。
(1) 家庭の経済状況等を確認するため、収入状況等を証明する書類を毎年毎学期ごとに
提出しなければなりません。
(2) 教職特待生としての学修状況報告書を毎年提出しなければなりません。
(3) 教職特待生本人の身分に変更が生じる場合（休学、復学、留学又は退学等）は、
事前に担当部署へ届け出なければなりません。
※経済状況が変化（特段に好転）した、学業成績が良好でない、学生身分に変更が生じた等が
認められた場合には、教職奨学金の振込休止や授業料及び寄宿料の支払いが必要になる場合
があります。

10．教職奨学金の返還免除又は返還義務
(1) 返還免除
卒業後、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する幼稚園、小学校、
中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教員又は児童福祉法第 7 条に
定める児童福祉施設の保育士（いずれも正規採用をいう。以下「教員又は保育士」
と略記）に 1 年を超える期間就いた者は奨学金の返還を免除します。
※教員又は保育士に就かなかった場合でも、引き続き教員又は保育士を目指す者は、届出に
より、卒業後 2 年間、返還を猶予します。本学を卒業後、引き続き本学大学院及び特別
支援教育特別専攻科在学中の者も同様の扱いとします。

(2) 返還義務
教職特待生の辞退、退学、除籍及び卒業後 2 年以内に教員又は保育士に就かな
かった者については、貸与を受けた奨学金を返還する義務があります。
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11．留意事項
(1)

教職特待生の面接対象者に選ばれなかった者が入学料及び授業料免除並びに学生
寮入寮を希望する場合は、それぞれの募集期間内に、各募集要項に従ってあらためて
応募する必要がありますのでご留意ください。

(2)

推薦入試又は高大接続プログラム特別入試の学校教育系の合格者が入寮を希望
する場合は、それぞれの募集期間内に、各募集要項に従って申請手続きを行って
ください。

(3)

推薦入試又は高大接続プログラム特別入試の学校教育系の合格者で、教職特待生を
希望する者は、それぞれの入学手続において、「入学料徴収猶予申請」又は「入学料
免除申請」及び「授業料免除申請」を必ず行い、入学料及び授業料を納付しない
ようにしてください。（免除申請については、本学ホームページの「授業料免除・
授業料徴収猶予など」を確認してください。）

(4)

一般入試（前期日程）を受験する者は、願書出願期間と本申請期間が同時期です。
それぞれ提出先を間違えないようお願いします。

(5)

教職特待生として採用となった者は、平成 29 年 3 月 15 日（水）に誓約書等を提出
していただきます。

(6)

各地方公共団体（教育委員会）や財団法人等の奨学金等、他の奨学金を併せて受給
する場合には、本学としては教職奨学金との併給を認めていますが、奨学団体に
よっては教職奨学金を含め他の奨学金との併給を認めない場合もありますので、
各地方公共団体や財団法人等の問い合わせ先に確認されるようお願いします。

【問い合わせ先】
〒184－8501

東京都小金井市貫井北町 4－1－1
東京学芸大学 学生課 学生支援係（Ｓ棟２階）
E-Mail：syougaku@u-gakugei.ac.jp
T E L：042－329－7187
F A X：042－329－7191

※お問い合せ受付時間は、祝日を除く月～金曜日の 8:30～18:00 です。
※メール及びＦＡＸは 24 時間受信しますが、確認は受付時間内となります。
※12 月 29 日～1 月 3 日の間は休業期間のため、この間にいただいたお問い合わせにつきましては、
1 月 4 日以降の回答となります。
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