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【芸術館】
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【講義棟、研究棟  他】

教 室 等 に よる
ワークショップ等

生協学生委員会
に よ る 企 画

【講義棟、研究棟  他】

【ウッドデッキ  他】
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世界をめざす東京学芸大学のアスリート！
 【Ｃ４０２】

アクティブラーニングとは何か
 【Ｃ４０２】

メンタルを鍛えるとスポーツは上手くなる!!
 【Ｃ４０２】

ことばの獲得の不思議とその障害
 【Ｎ３０３】

木の利用が変わってきた !
－森林の利用と新しい木材加工の世界－ 【Ｃ４０２】

ソーシャルメディア時代を生きる若者たち
社会学の視点から 【Ｎ３０３】

カウンセリングと心理学
 【Ｎ３０３】

子供のこころとからだのサイン
～養護教諭の仕事を知ろう 【Ｎ３０３】

古くて新しい炭素の化学
－フラーレンとカーボンナノチューブ－ 【Ｃ４０２】

「ごんぎつね」を小学生にどう教えるか
 【Ｃ４０２】

目次
01 オープンキャンパス

タイムテーブル

02 個別セッションのご案内
01. 国語 A・B類（日本語教育）
02. 社会 A・B類
03. 数学 A・B類
04. 理科 A・B類
05. 音楽 A・B類
06. 美術 A・B類
07. 保健体育A・B類／生涯スポーツE類
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13. 情報教育A・E類
14. 環境教育A類
15. ものづくり技術A類・技術B類
16. 幼児教育A類
17. 書道 B類
18. 特別支援教育C類
19. 養護教育D類
20. 生涯学習 E類
21. カウンセリング E類
22. ソーシャルワークE類
23. 多文化共生教育 E類
24. 表現教育 E類

07 講演のご案内

07 模擬授業のご案内

09 教室等によるワークショップ等のご案内

11 その他の個別セッション
入試関係
教員免許・資格・授業履修関係
奨学金・授業料免除等関係
学生寮関係
部活動・サークル活動関係
留学等国際交流関係
就職関係

12 セッションの会場案内図

14 会場案内図／地図のご案内

２０１９　東京学芸大学　

※ 中の英数字については裏表紙の

　会場案内図をご参照ください
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【場所】芸術館 ・W110 ・S410  （３カ所で行われます）

●開会のことば
●学長あいさつ
●大学の概要と特色
●きょうの歩き方
＊芸術館で開催する全体セッションに
　ついては、手話通訳者がおります。
＊手話通訳が必要な方は芸術館１階
　総合案内までお申し出下さい。

 オープンキャンパス　タイムスケジュール

芸術館
第1回 09:30 ～ 10:10

第 2回 10:30 ～ 11:10

第 3回 11:30 ～ 12:10

第 4回 13:30 ～ 14:10

第 5回 14:30 ～ 15:10

W11 0 ・S410
第1回 09:45 ～ 10:25

第 2回 10:45 ～ 11:25

第 3回 11:45 ～ 12:25

第 4回 13:45 ～ 14:25

第 5回 14:45 ～ 15:25
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※個別セッションの行われる教室は、すべて 9：30からオープンしています。

※ 中の英数字については 14ページの会場案内図をご参照ください。

個別セッションのご案内

01 国語A・B類（日本語教育） C201・C202
言葉の森を探索し、真の教育力を養おう。
①国語科のカリキュラム、授業、自主ゼミ、就職先等について説明します。
② 在学生が学生生活のあらましや、Ａ類とＢ類の違い、日本語教育コースの位置
づけ等について説明します。また、随時、個別のご質問・ご相談にも応じます。

③ ことばとその教育を研究する南浦涼介先生と疋田雅昭先生が、「ことばに関
わる教師になるための地図を描く」というテーマで模擬授業を行います。

④ 〈特別企画〉日本語教育学分野の北澤尚教授による「高校生のための敬語のお稽古」がN203 で開催されます。
楽しくためになるワークショップです。説明会とあわせて、ご参加ください。

02 社会A・B類 C401
身近な生活から社会を知り、深い知識と思考力で社会を探究しよう
１．説明会
　①社会科教室の概要について、カリキュラムの特色を中心に説明します。
　②社会科を深く学ぶための専門分野を紹介します。
２．教員および在学生が、個別のご質問・ご相談に応じます。

03 数学A・B類 C301・C303
学ぼう、伝えよう、美しい数学の世界！
第１部　全体説明
① 学科教室のカリキュラムの概要、Ａ類・Ｂ類の教育内容と取得免許の差異、
卒業研究の方法、卒業後の進路等に関する教室独自の資料を配付し、数学
教室の大要を説明します。

②大学生活の状況：数学科の在学生が大学生活の現状を説明します。
第２部　個別の質問に答えます。

04 理科A・B類 N102・N103
見つけよう自然の不思議、伝えよう理科の楽しさ！
　理科教室は物理学、化学、生物学、地学、理科教育学の 5つの専門分野か
らなり、それぞれで実施している授業および研究について説明します。A類・
B類それぞれの教育内容、免許取得状況、卒業研究の内容などについて紹介
します。また、研究・教育に関連した展示等も行います。来学者皆様からの
質問や相談に対して教員および学生が対応します。

ＡＭ
10:30 - 11:15 説明会

11:30 - 12:15 説明会

ＰＭ
13:00 - 14:00 模擬授業

14:30 - 15:15 説明会

ＡＭ
10:30 - 11:00

11:30 - 12:00

ＰＭ
13:30 - 14:00

14:30 - 15:00

ＡＭ
10:00 - 10:30

11:00 - 11:30

ＰＭ
13:00 - 13:30

14:30 - 15:00

ＡＭ 10:30 - 11:30

ＰＭ
13:00 - 14:00

14:30 - 15:30



3

05
音楽A・B類 S203 &音楽ホール
A類　心を育む音楽の力！　音楽の世界を広げよう！
B類　心をつなぐ音楽の力！　音楽の深さを伝えよう！

（１）選修・専攻の概要説明：
　 カリキュラム全般の説明に引き続き声楽、ピアノ、作曲、管弦打楽器、音楽学、
音楽科教育、各研究室の授業内容について説明いたします。

（２）公開授業：合唱の授業を音楽ホールにて公開いたします。

06 美術A・B類 W201
つなげよう！美術のちからで
（1） 教員による選修・専攻の概要、授業や入試に関する説明と質疑応答を行
　　います。
（2）研究室の公開、学生による作品展示およびワークショップを行います。
（3）教員・学生による受験相談を行います。

07
保健体育A・B類
生涯スポーツE類 C203・C204

スポーツで拓く！！～可能性は無限大
（1）保健体育科教室・生涯スポーツ教室それぞれの概要（授業内容、取得可
　　能免許、就職先等）を説明します。
（2）各教員による授業の様子をビデオで紹介します（10:20 ～と 13:45 ～の
　    2 回）。
（3）在校生が充実したキャンパス・ライフを語り、個別の質問にもお答えします。

08 家庭A・B類 総合教育科学系研究棟3号館 607室
生活を楽しもう！ 生活を科学する 家庭科
（1） 家庭科教室の特徴、授業内容、履修方法、免許・資格、就職・進学等に

ついて教員が説明し、質問を受けます。
（2）在校生が授業や学生生活について質問を受けます。
（3） 家庭科教室に所属する教員の研究や卒論・修論の紹介パネルは常時、閲

覧できます。
（4）教材展示などの特別企画を実施する予定です。
　　教員による説明は午前 2回、午後 2回行います。

09 英語A・B類 N304
英語から広がる世界：英語を学ぶ楽しみを伝えよう！
　各回とも、最初に教員が英語科の特徴・カリキュラムなどの概略を、次に
在学生が英語科生の学生生活についてお話しして、質問にお答えします。また、
実際に授業で使用されているテキストやプリント資料、各学年の英語科生の
実際の時間割例、卒業論文なども展示しています。

ＡＭ
10:30 - 11:00

S203
11:30 - 12:00

ＰＭ

13:30 - 14:00

14:15 - 14:45

15:00 - 16:00
公開授業（合唱）

音楽
ホール

ＡＭ 11:30 - 12:00

ＰＭ
13:00 - 13:30

14:00 - 14:30

ＡＭ
10:15 - 11:00

11:30 - 12:15

ＰＭ
12:50 - 13:35

14:30 - 15:15

ＡＭ
10:15 - 11:00

11:45 - 12:30

ＰＭ
13:15 - 14:00

14:45 - 15:30

ＡＭ 10:20 - 11:20

ＰＭ

12:45 - 13:30

13:45 - 14:45

15:00 - 15:45
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10 学校教育A類 S303
授業を支えるあれこれがわかる―教育学を学ぶとは
（1）学校教育選修の特色がわかります。
（2）学校教育選修の授業風景の映像をみることができます。
（3）教員・在学生と個別に質疑応答ができます。
（4）教員の研究室を訪問できます。

11 学校心理A類 N402・N403
心を知る教師が教育を変える！
　学校心理選修では、心理学を学んで教員を目指す方をお
待ちしています。
（1） 学校心理選修の特徴、授業、4年間のスケジュールな

どの説明を行います。
（2） 教員による「教育実践を支える心理学」のミニ授業を

行います。
（3）教員と学生が質問に対応します。
（4）学生の研究などをポスターで紹介します。

12 国際教育A類 N205
世界的視野にたって日本の教育にとりくむ教師
　国際教育選修では、人間の多様性を認識しグローバルな視野を持った教員、
そして日本の教育を十分に理解しつつ世界でも活躍できる教員の養成をめざ
しています。
　このような国際教育選修の目標と、それを実現するための体系的なカリキュラムについて詳しく説明します。
　また、在学生や学校教員として活躍している卒業生からの話と質疑応答があります。

13
情報教育A・E類 C102
ディジタルネイティブな子供たちのために（A類）
情報を科学し、未来を切り拓く（E類）
①担当教員がA類 .E 類情報教育の概要を説明します。
・入試
・情報教育の内容、特色、カリキュラムの特徴
・取得可能な資格・免許及び卒業後の進路
②授業や研究についてポスター掲示を行っています。
③大学生活について在学生が紹介し、質問を受け付けます。
　〈特別企画〉「体験しよう♪ ICT を活用した最先端の授業と情報教育！」（C103 にて開催）には、いつでも参加
できます。学校における最新の ICT 環境を体験することができます。分科会での説明とあわせて、ご参加をお
待ちしております。

④学生たちが制作したプログラミング用の教材やロボットなどを説明と展示で紹介いたします。

ＡＭ
10:15 - 11:15

11:30 - 12:30

ＰＭ
12:50 - 13:50

14:30 - 15:30

ＡＭ
10:15 - 11:00

11:15 - 12:00

ＰＭ
12:15 - 13:00

14:15 - 15:00

ＡＭ 10:50 - 11:40

説明会とミニ授業　梶井芳明 
「教育実践を支える心理学１　子ども
のつまずきを活かす授業づくりのヒ
ント」

ＰＭ

13:00 - 13:50
説明会とミニ授業　橋本創一
「教育実践を支える心理学２　学校不
適応の支援を考える」

14:10 - 15:00
説明会とミニ授業　品田瑞穂
「教育実践を支える心理学３　いじめ
を生み出す心の科学」

ＡＭ 10:15 - 11:15

ＰＭ
12:50 - 13:50

14:30 - 15:30

※個別セッションの行われる教室は、すべて 9:30 からオープンしています。

上記の時間帯は全体説明です。
個別相談は、随時、行っています。
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14 環境教育A類 S201
フィールドから環境を探る
　担当教員が、環境教育選修の概要（選修の内容、特色、カリキュラム、入
試など）を説明します。また、環境教育の在学生が、環境教育をどのように
学び、どのような体験をしているかを話します。室内での説明の後、学内にある農園（教材植物園）のガイドツアー
も行う予定です。卒業論文の内容紹介をポスターで展示します。

15 ものづくり技術A類・技術B類 N206
ものづくり・技術の未来を築こう
　本ブースは、このA類ものづくり技術選修とB類技術専攻について、担当
教員と学生たちが、目的・カリキュラム・取得免許状等の概要を説明し、ご質問にお答えします。入退出は自由で
す。ご来場者の状況に応じて、適宜、説明・質疑応答を行います。気軽にお越しください。

16 幼児教育A類 N410
幼児教育の未来を創る保育者になろう
（1） 保育者養成における目的、カリキュラムの特徴（講義や教育実習の内容）、

附属幼稚園などの保育現場との連携について説明します。
（2）取得できる免許・資格の内容、就職の状況などについて説明します。
（3）大学での学生生活の様子をスライドと在学生の話を通して紹介します。
（4）教員と学生が質問や相談に対応します。

17 書道B類 西講義棟（W棟）書道実習室Ⅱ（2F）
書について学び、その魅力を伝えよう
①　教員による専攻の概説と授業内容および入試に関する説明と質疑応答
②　学生による専攻における学びの特色や学生生活についての質疑応答
③　作品や提出課題、学習指導案、卒業論文等の展示・解説

18 特別支援教育C類 N104
子どもを支える強い人になる！
①教室紹介（専攻の概要と特色）
②在校生・卒業生からのメッセージ～ビデオ上映～
③学部生・大学院生の学生生活紹介
④質疑応答（入試や学生生活など）
　この他、教科書、卒業論文、修士論文などを展示します。また、会場では説明会以外の時間も適宜質問等をお受
けします。

19 養護教育D類 N101
子どもの健康な未来をつくる養護教諭になろう
　養護教育教室の教員と在学生らによって、本専攻の概要と養護教諭の職務
について説明します。養護教諭の職務についての展示もあわせて行います。
また、会場では説明会以外の時間も適宜質問等をお受けします。

ＡＭ 10:15 - 11:15

ＰＭ
12:50 - 13:50

14:30 - 15:30

ＡＭ 10:15 - 11:15

ＰＭ
12:50 - 13:50

14:30 - 15:30

ＡＭ 10:15 - 12:15

ＰＭ 13:15 - 15:15

ＡＭ
10:15 - 11:00

11:15 - 12:00

ＰＭ
12:30 - 13:15

14:15 - 15:00

ＡＭ 10:15 - 11:15

ＰＭ
12:50 - 13:50

14:30 - 15:30

ＡＭ 10:15 - 11:15

ＰＭ
12:50 - 13:50

14:30 - 15:30
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20 生涯学習E類 N201
「学び」をつなぐコーディネーターになる
＜概要説明＞
　全４回の「概要説明」では、生涯学習コースの特色や、生涯学習サブコース・
文化遺産教育サブコースのカリキュラム、社会教育専門職資格（司書、学芸員、
社会教育主事）、卒業後の進路などの説明を教員から行います。
＜個別対応＞
　以下の①～④は、いつでもだれでも参加できます。
① 研究室紹介：教室内外には教員ごとに研究室やゼミでの活動を詳しく紹介するポスターを掲示しています。
　　　　　　　各研究室の教員・在学生が、授業の様子や大学生活について紹介します。
②展示・実演：授業などでの制作物や報告書等を展示します。また授業や研究の成果を活かした実演を行います。
③卒業生の声：地方自治体や民間企業などさまざまな場で活躍する卒業生の声を紹介します。
④個別相談：教員や在学生が個別の質問や相談に応じます。

21 カウンセリングE類 N411
心の声を聴くカウンセラーになる
（1） 公認心理師（国家資格）およびスクールカウンセラーなどの心理職の養

成について解説します。
（2）全体説明のあと、教員が個別相談に応じます。
（3）在学生が、自分の経験を通して個別相談に応じます。

22 ソーシャルワークE類 N306
ソーシャルワークって何？
（1） ソーシャルワークとは何か、社会福祉士、スクールソーシャルワーカー

とは何かについて説明します。
（2） カリキュラム、社会福祉士国家試験、卒業後の進路、入試などについて

説明します。
（3）教員、卒業生、在学生が随時、個別のご質問にお答えします。

23 多文化共生教育E類 N301・N302
グローバル時代を生き抜く力を磨き、共に世界を変えよう！
（1）国内・国外で様々な体験をしている学生から直接話を聞くことができます。
（2） 本コースでどのような教育がうけられるか、どのような活動ができるかを、

ビデオなどを用いて具体的に説明します。
（3）教員と学生が随時、質問や相談に応じます。
※ビデオ上映と総合的説明の時間を、右表のように 3回設けます。
※学生と随時交流できる部屋も用意しました。また上記時間以外でもご質問・ご相談に応じます。

24 表現教育E類 N204
芸術と教育支援
（1）表現教育コースの概要やカリキュラムについて説明します。
（2）ビデオを上映し、表現教育コースについて紹介します。
（3）教員と学生が質問や相談に対応します。

ＡＭ 10:00 - 10:30

ＰＭ
12:00 - 12:30

14:00 - 14:30

ＡＭ

 9:45 - 10:00

10:45 - 11:00

11:45 - 12:00

ＰＭ 13:15 - 13:30

ＡＭ
10:15 - 10:45

11:15 - 11:45

ＰＭ 14:15 - 14:45

※個別セッションの行われる教室は、すべて 9:30 からオープンしています。

ＡＭ
10:15 - 10:45

11:15 - 11:45

ＰＭ
13:15 - 13:45

14:15 - 14:45

ＡＭ
10:30 - 11:15

11:30 - 12:15

ＰＭ
13:15 - 14:00

14:15 - 15:00

※ 上記以外の時間帯は、個別相談に応じて
います。
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講演のご案内

特 別 セ ッ シ ョ ン

世界をめざす東京学芸大学のアスリート！ 会場　C402
時間　11:30 - 12:30　 【講師】村岡泰成〔バレーボール 元 U-21世界選手権日本代表〕

　　　 小野翔平〔バレーボール 元 U-20アジア選手権日本代表〕
　　　 鈴木魁斗〔サッカー U-20全日本大学選抜〕
　　　 堂崎月華〔柔道 全日本ジュニア強化選手〕
　　　 ほか、本学のトップアスリートたち。
　　　 なお、海外遠征等の都合により、映像での出演など変更になることがあります。

　 　現在、各競技種目の国際大会で活躍している、または、将来の日本代表にかぎりなく近い位置で頑張っている本学のトップ・
アスリートたちを集め、座談会を行います。2020年の東京五輪への出場も期待されるこれらの選手たちのプレーを映像で紹
介するとともに、学芸大での日々の生活や学業との両立をめぐる苦労などを率直に語ってもらいます。後半には、来場者か
らの質問コーナーも予定しています。

模擬授業のご案内

アクティブラーニングとは何か 会場　C402
時間　13:00 - 14:00【講師】新田英雄〔本学教授〕

　新しい学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」という視点での授業づくりが求められています。アクティブラー
ニングはそのような視点を実現させる学びといえます。でも、そもそもアクティブラーニングとは何で、なぜ必要なのでしょ
うか。どのような効果があるのでしょうか。このセッションでは「ピア・インストラクション」を体験してもらいながら、ア
クティブラーニングの意義や効果について皆さんと一緒に考えていこうと思います。
講師紹介 ▼ 物理教育の研究と、放射線物理や量子力学などの理論的研究をしています。著書「マンガでわかる物理（力学編）」（オーム社）は、
英語をはじめ 10ヶ国語以上に翻訳されています。

メンタルを鍛えるとスポーツは上手くなる!! 会場　C402
時間　9:30 - 10:15【講師】佐藤善人〔本学准教授〕

　レギュラーの座を勝ち取るために、あるいは試合に勝つために、精一杯に練習して技能は向上します。一方、メンタルは
どうでしょうか。「彼は本番に力を発揮するタイプだ」「あの子はプレッシャーに弱い」などという言葉はよく聞きますが、生
まれもった性格だから･･･、と放置されているのが現状では?? スポーツにおけるメンタルの強化について、「動機づけ」や「目
標設定」などの観点から考えてみましょう。
講師紹介 ▼ 専門は体育科教育学。学校におけるランニングの授業づくり、運動遊びを用いた授業づくりの研究を進めている。主な著書「子ども
がやる気になる !! スポーツ指導 (学文社 )」「子どもの心と体を育む楽しいあそび (ベースボール ･マガジン社 )」

ことばの獲得の不思議とその障害 会場　N303
時間　10:15 - 11:00【講師】伊藤友彦〔本学教授〕

　ことば（母語）の獲得は無意識のうちに行われます。日本語を母語とする場合、日本語のきまり（文法）を意識すること
はほとんどありません。しかし、よく考えてみると、ことばの獲得は他の知識の獲得とかなり違っています。この違いは、人
間には言語専用の能力があること、脳には言語専用の領域（言語野）があることなどと関係しているようです。この授業では、
ことばの獲得の不思議さと、その障害についてお話しします。
講師紹介 ▼ 特別支援科学講座に所属し、ことばの発達と障害を専門領域としています。学問領域でいうと、言語障害学、心理言語学を専門分野
とする研究者ということになります。
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木の利用が変わってきた !
－森林の利用と新しい木材加工の世界－

会場　C402
時間　10:30 - 11:15

【講師】大谷　忠〔本学教授〕
　2020年に我が国はオリンピックの開催を迎えます。オリンピックを開催する新国立競技場では木材を利用した建築が進
んでいます。一方、世界では森林伐採による環境破壊が叫ばれており、地球の温暖化にも影響すると言われています。では、
なぜ、今オリンピックの開催を通して、木（木材）を利用しようとしているのでしょうか?この授業では我が国の森林の事情
と新しい木材加工の世界についてお話しします。
講師紹介 ▼ 教職大学院の技術教育サブプログラムに所属しています。最新の木材加工に関する内容研究や中学校技術科、小学校ものづくり技術
に関する教育、STEM教育に関する研究などを行っています。著書に「小学校でできるものづくり技術」（三恵社）など。

ソーシャルメディア時代を生きる若者たち
社会学の視点から

会場　N303
時間　11:30 - 12:15

【講師】浅野智彦〔本学教授〕
　LINEやTwitterなどのソーシャルメディアは今や若者の生活の最も基本的な道具となっています。1990年代後半からのイ
ンターネットの普及、2010年代以降のソーシャルメディア利用の広がりを経て、若者の人間関係は以前とはずいぶん変わっ
てきたように思われます。社会学は、このような人間関係の変化をとらえるための学問です。社会学の視点から、若者の「つ
ながり」の変化をデータに基づいて見てみましょう。
講師紹介 ▼ 社会科・社会学分野の教員。自己論・アイデンティティ論および若者の人間関係について調査研究を行っています。著書に『自己語
りの社会学』（小林多鶴子との共編著、新曜社）、『〈若者〉の溶解』（川崎賢一との共編著、勁草書房）など。

カウンセリングと心理学 会場　N303
時間　13:00 - 13:45【講師】松尾直博〔本学教授〕

　人が誰かの心に関心を持ち、誰かの心の中身を知りたいと思うことも多いでしょう。その意味では、誰もが「心理学者」
と言えるかもしれません。では、学問としての心理学は、どのようなことを扱い、どのような視点から人を理解するのでしょ
うか。そして、心理学は人を支援する際に、どのように役立つのでしょうか。今回は特に、カウンセリングに関係する心理
学についてお話ししようと思います。
講師紹介 ▼ カウンセリング教室に所属し、児童臨床心理学、カウンセリング心理学、道徳教育などの研究と実践に関わっています。附属学校の
スクールカウンセラーも務めています。

子供のこころとからだのサイン
～養護教諭の仕事を知ろう

会場　N303
時間　14:15 - 15:00

【講師】竹鼻ゆかり〔本学教授〕
　皆さん、養護教諭とはどのような仕事をする先生であるとお考えでしょうか。養護教諭は、保健室で救急処置をしたり相
談にのったりしているだけではありません。本授業では、学校における子どもの心身の健康を保持増進する養護教諭の職務
や役割を理解することを目的とします。授業では、養護教諭の職務や役割を紹介するとともに、こころとからだのさまざま
なサインを考えたり、演習を行ったりします。
講師紹介 ▼ 研究テーマ : 病気の子供の理解と支援、養護教諭の実践力アップのためのケースメソッド教育　専門分野 : 学校保健、健康教育　学
部の授業では「養護概説」「学校看護学理論と演習」「病弱児障害児養護学」「保健科教育法」等を担当しています。

古くて新しい炭素の化学
－フラーレンとカーボンナノチューブ－

会場　C402
時間　14:15 - 15:00

【講師】前田　優〔本学准教授〕
　炭素同素体として知られるグラファイトやダイヤモンドは、人間が古来から活用してきた身近な物質です。どちらも炭素
原子のみから構成されていますが、性質や用途は大きく異なります。最近では、サッカーボール型分子のフラーレンC60や
筒型構造のカーボンナノチューブが発見、合成され、高等学校の教科書でも紹介されるようになっています。ここでは、こ
れらの新しい炭素物質群の構造や性質について紹介します。
講師紹介 ▼ 化学教室所属。専門は有機化学。フラーレンやカーボンナノチューブの構造・性質・反応について研究しています。著書（分担執筆）:
フラーレンの化学（共立出版）、未来材料を創出するπ電子系の科学 -新しい合成・構造・機能化に向けて（化学同人）など。
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教室等によるワークショップ等のご案内

 「家庭科!!　教材を体験してみよう」　 ▼総合教育科学系研究棟3号館602教室
　家庭科は、衣・食・住・児童・家庭経営・家庭科教育と多領域から構成されています。この企画では、各々の領域の様々

な教材に触れる体験コーナーを設置しています。体験コーナーで、楽しみながら学びを
深める工夫あふれる家庭科の教材の特質を実感してみてください。
　ここでは、家庭科の学生が教材を説明し、いっしょに使ってみることができます。さ
らに、学生から、大学生活や家庭科教室の様子について本音を聞くことができるかもし
れません。是非、いらしてください。

 「世界をリードするわが国の授業研究：算数・数学科」　 ▼ C302
　わが国の授業研究が世界から注目され、様々な国が授業研究を試みている。授業研究
の普及と支援を国内外で実施している国際算数・数学授業研究プロジェクトでは、授業
参観用にアプリケーション（無料でダウンロード可）を開発した。様々な可能性をもつ
アプリを体験してみて下さい。

 「体験しよう♪　ICTを活用した最先端の授業と情報教育!」　 ▼ C103
　A・E類情報教育では、「ICTを活用した教員養成の高度化」を図るべく、“教科指導におけるICT活用”に関する教師力
を身に付けるための、ICTを活用した先進的な授業や実習に取り組んでいます。この機会に、先進的な授業や情報教育教
材を体験してみてください！
【体験ゾーン①】ICTを活用した先進的な授業を体験してみよう♪
　ここでは、小学校などの初等中等教育機関で行われている最先端のICTを活用した授業を実際に体験してみましょう。
また、電子黒板やiPadに実際に触れてみてください。新しい授業の無限の可能性を感じることができると思います。
【体験ゾーン②】見て!触って!操作して!プログラミング用教材を体験してみよう♪♪
　現在みなさんが普段使っているテレビや冷蔵庫、洗濯機等の電化製品は、コンピュータによって動いています。この
コンピュータがどのように動いているのか教育教材を使って触れてみましょう。モータやセンサなどを接続した教材を
触って体験することで、最先端の情報教育の一端を肌で感じることができます。学生たちが制作したプログラミング用
の教材やロボットを実際に操作してみてください。

 「体感～五感を研ぎ澄ませ～」　 ▼芸術・スポーツ科学系研究棟４号館
美術科教育ワークショップ（芸術・スポーツ科学系4号館2Ｆ　美術教育演習室）
図画工作科作品及び教材展示（芸術・スポーツ科学系4号館2Ｆ　美術教育演習室）
学生相談（芸術・スポーツ科学系4号館１Ｆ　造形実習室Ⅱ）

　図画工作を含めた美術は、だれもが一度は学校教育で学ぶ教科です。自らの手を使って作ることの楽しさの他にも、
美術を指導する喜び、作品鑑賞やその歴史を調べることなど、美術の魅力は実に多種多様です。本企画では、体験型模
擬授業に参加していただくことで、図工教材の創造する喜びや指導者として伝えることの魅力などをワークショップを
通じて体験してもらいます。

第１回 11 :05 - 11 :35

第２回 12 :05 - 12 :35

第３回 14 :05 - 14 :35

第４回 15 :05 - 15 :35

第１回 10 :30 ～

第２回 11 :30 ～

第３回 13 :00 ～

第４回 14 :30 ～

「ごんぎつね」を小学生にどう教えるか 会場　C402
時間　15:15 - 16:00【講師】中村和弘〔本学准教授〕

　「授業を受ける」のと自分が「授業をする」のでは、大違いです。そして、たぶん、「授業をする」ほうがずっと楽しく、そし
て大変なはず。学校の先生は、どうやって「授業をつくっていく」のか。何が大変で、でも、どんな楽しさがそこに待って
いるのか。国語の教科書教材「ごんぎつね」を使って、一足早く、小学校の先生を目指す大学生の気分を味わってみませんか。
講師紹介 ▼ 日本語・日本文学研究講座、国語科教育学分野に所属。小学校で使う国語教科書の編集に携わったり、学校現場の先生方と国語の授
業に関わる研究をしたりしています。自主ゼミの国語教育ゼミで、毎週、学生さんたちと教材研究をしています。
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 「先生になる大学でアートする!」
【工芸領域】 ①木工研究室ワークショップ（自然科学系研究棟2号館1F　工作・工芸教育実践工房Ⅰ）

②石井研究室ワークショップ（自然科学系研究棟2号館1F　石井研究室）
③金工研究室ワークショップ（芸術・スポーツ科学系3号館1F　金工実習室）

【彫刻領域】 ④彫刻研究室ワークショップ（芸術・スポーツ科学系3号館1F　石彫室、木彫室）
⑤彫刻研究室作品展示（芸術・スポーツ科学系4号館1F　彫刻演習室）

【絵画領域】 ⑥洋画研究室作品展示（芸術・スポーツ科学系4号館1F通路）
⑦版画研究室ワークショップ（芸術・スポーツ科学系4号館3F版画演習室）
⑧日本画ワークショップ（芸術・スポーツ科学系4号館2F　日本画演習室）

【デザイン領域】 ⑨グラフィックデザイン研究室ワークショップ（芸術・スポーツ科学系4号館2Fグ
ラフィックデザイン演習室）
⑩環境・プロダクトデザイン研究室ワークショップ（芸術・スポーツ科学系4号館
2F　環境プロダクトデザイン演習室）

【造形芸術学領域】⑪造形芸術学ワークショップ（芸術・スポーツ科学系4号館3F　造形芸術学資料室）
　美術分野には、絵画・彫刻・デザイン・工芸・造形芸術学の5領域の教員が所属しています。本企画は、様々な研究
の成果を展示する他、所属学生による教室・研究室案内なども行います。この充実した施設・設備環境において生み出
される優れた研究成果やワークショップを通して、アートの限りない可能性を体験してみましょう。授業や研究活動の
様子も聞くことができます。是非、この機会に美術の魅力に触れてください!

 「高校生のための敬語のお稽古」　 ▼ N203
　国語科だけでなく、学校教育に携わる全ての先生が正しい日本語を用いるべきである
ことは当然の事です。しかし、実際にはどうでしょうか。先生自身が「ら抜き言葉」を
用いたり、「右のやつと左のやつを比べると」などと言ったりしていないでしょうか。こ
こでは、「日本語の乱れ」のなかでも特に問題になっている「敬語の乱れ」について皆さ
んとともに考えてみたいと思います。皆さんも「事務室でうかがってください」「ご出席

されました」などと言っていませんか？夏のひととき、いっしょに敬語のお稽古をしてみませんか。

  「ようこそ!教育支援課程（E類）～未来の教育の一翼を担う教育支援協働～」
 ▼ N棟1階中央フロア西側スペース
　教育支援課程（E類）には、生涯学習（生涯学習・文化遺産教育）・カウンセリング・ソーシャルワーク・多文化共生
教育（多言語多文化・地域研究）・情報教育・表現教育・生涯スポーツという9つのコース・サブコースがあります。ど
のコース・サブコースへ行こうか迷っている……。そんな時はこちらへおこし下さい。
　私たちが皆さんをサポートします。“子どもたちの飛翔”を応援し、“e未来”を実現する“ヒューマン・トランポリン”
を創る学びの場。これからの教育現場になくてはならない存在、それがE類です。皆さんとの出会いを楽しみにしてい
ます。

 「遊びから生まれる学びを体験しよう！」　 ▼ S101
　人は遊びに夢中になっているときに一番よく学びます。誰から強制されるでもなく、いくらでも失敗できる環境で思い
切り好きなことをやる中から、もっと学びたいこと、うまくなりたいことが生まれてきます。新しい技術やアイディアを
積極的に取り入れたくなります。そこから、得られた学びを身近な人や社会に役立てようという人も現れます。
　Explaygroundは、東京学芸大学が民間や地域と協働して「遊びと学びがシームレスにつながる場」をつくるコミュニティ
です。まだ始まったばかりの活動ですが、目指すビジョンの一端を感じていただける体験の場をご用意しますので、セッショ
ンの合間に気軽に遊びに来てください。
【予定コンテンツ】
遊びが次々生まれるプラットフォーム、VRを遊びつくす、子どもとの遊びから学ぶ、...

第１回 10 :00 - 11 :00

第２回 11 :30 - 12 :30

第３回 13 :00 - 14 :00

第４回 14 :30 - 15 :30
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 入試関係　 ▼ 芸術館1階
・今年度に実施する入学者選抜について、出願資格、募集人員、試験科目、配点、試験日程等の質問にお答えします。
・ 来年度に実施する入学者選抜について、大学入学共通テストにおいて本学が指定する科目、英語の外部試験の活用等
の質問にお答えします。

・過去の入学試験問題（平成29年度～平成31年度）の閲覧を行っています。

 教員免許・資格・授業履修関係　 ▼ S103
　教員免許や諸資格を取得するためにはどのような授業科目を履修すればいいのか、教育実習の制度はどのようになっ
ているのか等についてご相談に応じます。

その他の個別セッション

学芸なんでも相談コーナー
 ▼ N105・N106教室
　現役の学芸大生が、受験生のみなさんの質問・疑問にお答えしま
す。大学生活の疑問や受験への不安など、なんでもお気軽にご相談
ください！
　入試に関する資料・体験談や、大学生活のことについて書かれた
冊子なども豊富にそろえておりますので、ぜひ足をお運びの上、実
際にご覧ください。また一部の冊子はお持ち帰りいただくことが可
能ですので、合わせてチェックしてみてください。

学内散策ツアー　 ▼ウッドデッキ集合・ウッドデッキ解散
　大学生活でよく使用する施設を学生の解説付きで見て回ります。受付は
ウッドデッキ西側のテントです。ツアーで実際の大学生活をイメージしてみ
ませんか？

　【参加方法】
　① 生協学生委員会の運営するホーム

ページ上にあるオープンキャンパス
特設サイトより、事前に参加したい
便の申し込みをし、当日参加をする。
（サイトは右のQRコードを参照。）

　 ※ ネットでの申し込みは7/25までとなってお
ります。ご了承ください。

　② 当日テントで配布されているチケッ
トを入手して、出発時間になったら
受付まで再度お越しいただく。

　 ※ 9:30から12:10に出発する便のチケットは8:30より、13:00以降に出発する便
のチケットは11:30より配布いたします。

　③ 参加したい便の出発時刻の前からテントにて直接お並びいただく。
お好きな方法でご参加ください！
※ 1便の定員は30名とさせていただいております。①・②のチケットの枚数は限られ
ておりますのでご了承ください。チケットを持たない方でも③の方法でお気軽に参
加できます。

※雨天時、強風時は安全のため中止とする場合がございます。ご了承ください。

ARCH受験生応援号2019　 ▼大学配布の袋の中
　学芸大学を受験して合格した先輩たちの実際の体験談を中心に、学生生活の豆知識、サークルなどの学芸大学の特徴を簡単にまと
めた冊子です。本日配布している袋の中にございますのでぜひご一読ください。
※冊子内にアンケートのご案内がありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

※ 「学芸なんでも相談コーナー」、「学内散策ツアー」、「ARCH受験生応援号2019」は、東京学芸大学生協学生委員会主催お
よび発行です。当日は水色のジャンパーを着て活動しています。不明点等ございましたらお気軽にどうぞ！

▼ Twitter：東京学芸大学生協学生委員会（@TGU_GSI_PR）

〈以前の様子〉

時 分

9 30，40，50

10 00，10，20，30，40，50

11 00，15，30，45

12 00，10

13 00，15，30，45

14 00，15，30，45

15 00，10，20 

＜時刻表＞

〈以前の様子〉



S201
環境教育 A類

Ｓ101 遊びから生まれ
　　　学びを体験しよ

S410 全体セッション
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 奨学金・授業料免除等関係　 ▼ S105
　授業料免除・徴収猶予、各種奨学金についてご案内しています。

 学生寮関係　 ▼ S405
　大学で設置している3つの学生寮について
ご説明します。学生寮に在寮している学生か
ら寮の様子や寮生活についてお話しをするほ
か、入寮選考基準等について説明をします。
　また、説明時間以外にも、学生寮に在寮
している学生が、受験生のみなさんの質問
にお答えします。

 部活動・サークル活動関係　 ▼ S406
　本学には令和元年6月現在、大学が公認
している部活動やサークルが138団体あり
ます。それらの団体に所属している学生よ
り、普段の活動内容や学業との両立等につ
いてお話しします。説明時間以外にも、学
生が、受験生のみなさんの部活動やサーク
ル活動についての質問にお答えします。

 留学等国際交流関係　 ▼ N305
　海外留学（派遣留学制度、短期語学研
修等）、大学内の国際化（チューター制度
や英語で行われる授業での留学生との交
流等）、外国人留学生の受け入れ状況など
についてご案内し、受験生のみなさんの
質問にお答えします。

 就職関係　 ▼ S106
　「学芸大を卒業した先輩達の進路は?」「大学ではどんな就職支援・ガイダンスを
行っているの?」「進路で悩んだ時相談できる場所はあるの?」そんな皆さんの疑問に
お答えします。

※ 個別セッションの行われる教室は、すべて9:30からオープンしています。
●Ｓ棟Ｃ棟Ｎ棟は、それぞれ連結通路でつながっています。

東

西

南 北

Ｓ・Ｃ・Ｎ棟の位置関係と
主な入口

ＡＭ 第 1 回 10 :40 ～ 12 :00

ＰＭ
第 2 回 13 :10 ～ 14 :30
第 3 回 14 :40 ～ 16 :00

ＡＭ
第 1 回 10 :10 ～ 10 :50

第 2 回 11 :10 ～ 11 :50

ＰＭ

第 3 回 13 :10 ～ 13 :50

第 4 回 14 :10 ～ 14 :50

第 5 回 15 :10 ～ 15 :50

ＡＭ
第 1 回 10 :10 ～ 10 :50

第 2 回 11 :10 ～ 11 :50

ＰＭ

第 3 回 13 :10 ～ 13 :50

第 4 回 14 :10 ～ 14 :50

第 5 回 15 :10 ～ 15 :50



国語 A・B類（日本語教育）
C201 C202

C401
社会 A・B類

C303
数学 A・B類

C301
数学 A・B類

N103
理科 A・B類

N102
理科 A・B類

S203
音楽 A・B類

C203　　C204
保健体育 A・B類
生涯スポーツE類

N304
英語 A・B類

S303
学校教育 A類

N402
学校心理 A類

N403
学校心理 A類

N205
国際教育 A類

C102
情報教育 A・E類

N206
ものづくり技術 A類・技術 B類

N410
幼児教育 A類

N104
特別支援教育 C類

学生ラウンジ・インフォメーションホール

N101
養護教育 D類

N201
生涯学習 E類

N411
カウンセリング E類

N301・N302
多文化共生教育 E類

N204
表現教育 E類

N105・N106
学芸なんでも
相談コーナー

ようこそ!教育支援課程（E類）
～未来の教育の一翼を担う教育支援協働～

Ｃ302
世界をリードする
わが国の授業研究：
算数・数学科

Ｃ103
体験しよう♪  ICTを活用した
最先端の授業と情報教育！

Ｎ203
高校生のための
敬語のお稽古

れる
よう！

中央フロア西側スペース

Ｓ105
奨学金・授業料免除等関係

Ｓ106
就職関係

Ｎ303
模擬授業

Ｎ306
ソーシャルワークE類

Ｎ305
留学等国際交流関係

C402 講演・模擬授業

全体セッション
特別セッション

個別セッション 休憩室

化粧室 自動販売機エレベーター

Ｓ103　　　　
教員免許・資格・授業履修関係

Ｓ405
学生寮関係

Ｓ406
部活動・サークル活動関係

13

セッション（S・C・N棟）の会場案内図

※  広報のために写真撮影が入ることが
あります。
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N

テニスコート

テニスコート

野球場

体育館

図書館

剣道場
柔道場

ハンドボール
コート

自動販売機

W110教室
西講義棟

＊大きな荷物は総合案内でお預かりします。

正門守衛所

正門総合案内

ケヤキ広場
ウッド
デッキ（ ）

北門守衛所

北門西門

東門

グラウンド門

臨時バス乗り場
お帰りのために武蔵小金井駅北口行きの
直通バスが不定期に16:30まで出ています

第2むさしのホール
（食堂 1F 2F / 11：00～15：00）

総合グラウンド
（緊急時避難場所）

第1むさしのホール
（購買 10：00～16：00 / 食堂 11：00～15：00）

学内散策
ツアー

入試関係

カフェ 10：00～18：30

セブンイレブン

ローソン

ローソン

貫井北町一丁目

交番

早稲田実業

徒歩約20分

本多五丁目

国分寺本町一丁目

セブンイレブン

14

地図のご案内

会場案内図
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