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　ノート型パソコンの必携について

●�東京学芸大学ではノート型パソコンの必携をお願いしています。

　本学ではノート型パソコンを活用した授業があり、各学生は、ノート

型パソコンを持参することになっています。また、学生は、シラバス参

照、履修登録、成績通知、教育実習の手続、キャリア支援に関する事項等、

様々な手続においてパソコンを使用する必要があります。これらを踏まえ

本学では、学生がノート型パソコンを必携することになっています。

　経済的なご負担は小さくないかもしれませんが、すべての学生は、入学

後はノート型パソコンを必ず所有して、大学に持参するという、本学の方

針をご理解くださるようお願いいたします。

※本大学案内の著作権は東京学芸大学にあります。※内容の無断複写・転載は著作権法で禁じられています。2019©TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY

東京学芸大学 大学案内2019
2018年7月12日発行
【編集】広報戦略室、広報企画課、メディアラボ
【デザイン監修】 メディアラボ
【表紙イラスト】清水紗彩（卒業生）
【撮影協力】駒場麻里（卒業生） 
【編集協力学生スタッフ】朝妻栞、日髙華、竹花春香、水島幸恵、丹野理沙子、
  関根悠人、関根柚太、栗林花野奈、齋藤ゆりあ、乗松まりな、大菱池遼、虫谷涼香、
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042-329-7204入学試験・入学手続き・受験に際して
配慮を必要とする志願者の事前相談

学務部
入試課

学務部学生課学生生活係
042-329-7186
入学料・授業料免除

042-329-7187
奨学金制度・教職特待生制度

学務部学生課学生支援係

042-329-7194
ノート型パソコンの必携

学務部学務課教務第一係学務部学生課課外教育係
042-329-7185
学生寮について

問い合わせ
●�電話での問い合わせは、平日の9：00から17：00まで（12：00から13：00を除く）

障がい学生支援室

人文社会学系研究棟２号棟１階
（開室：月～金　10時～17時）

● ＴＥＬ・ＦＡＸ
042-329-7905

	 （直通）
● ＭＡＩＬ
　gsupport@u-gakugei.ac.jp

www.u-gakugei.ac.jp
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東京学芸大学長 出口 利定

高い知識と教養を備えた創造力と実践力に富む
有為の教育者を養成する
　東京学芸大学は日本の教員養成を担う中核
的な大学として、知識基盤社会の進展、グロー
バル化の拡大、いじめ、貧困、学力格差、少子
高齢化などの教育的課題の多様化や、地域社会
の疲弊という現代社会の諸課題に対して、「協
働して課題を解決する力」、「多様性を尊重する
力」、「自己を振り返り、自己を表現する力」、「新
しい社会を創造する力」という 4つの力を持っ
た次世代の子どもを育成する人材を養成するこ
とを使命としています。
　本学はこれまでも初等・中等教育におけるさ
まざまな教育実践や教科教育に関する有為な教

育者を養成してきた教育の総合大学ですが、さ
らに次世代育成教育を主導する全国拠点大学と
なるとともに、広く海外に日本の教育成果を発
信する大学をめざします。
　さらに、教育現場の様々なニーズに応えうる
人材の育成を目指して、学校の外部にありなが
ら学校現場と協働して、現代的教育課題の解決
を支援する意欲と能力を備え、自ら考え行動で
きる教育支援者を養成する「教育支援課程」を
平成 27 年度から設置しました。教員養成系大
学・学部においては初めての試みです。
　大学生の教養崩壊については、多くの大学人
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が声をそろえて指摘している問
題です。しかし、本学は教育の
総合大学と言われているよう
に、教育学や教科指導法、学級
経営などを専門とする教員はい
うまでもなく、人文社会科学系、
自然科学系、芸術系、スポーツ
科学系の幅広い第一線で活躍す
る多くの教員も一緒になって学
生の学習を支えています。この
恵まれたスタッフの中で、厚み
のある、柔軟な思考をもった人間力の形成をめ
ざしています。

学生生活の充実
　手厚い学生支援を用意しています。教員を志
望しながら経済的理由で大学進学が困難な学生
を支援する「教職特待生制度」は、他大学から
も注目されており、是非、活用していただきた
い制度です。そのほか日本学生支援機構や外郭
団体などによる奨学金、本学独自の「学芸むさ
しの奨学金」があり災害や家計の急変に遭った
学生へも給付しています。
　心身の悩みについての相談は、心理カウンセ
ラー、精神科医、保健管理センターの医師など
専門のスタッフが常駐し、いつでも学生の相談
に対応しています。障がい学生支援室も設置さ
れ、学生のニーズにあった支援をおこなってい
ます。
　キャンパス中央にある食堂を兼ねたコミュ
ニケーションホールは学生の交流の場として
大いに活用されています。また、正門正面には
2014 年 3 月に完成した 2,500 平米のウッドデッ
キ（けやき広場）があり、学生のみならず地域
の方々の憩いの場にもなっています。附属図書
館は 2015 年 3 月に改修工事が終了しました。
学生の主体的な学修をサポートし、共同学習、
活発な討論ができるスペース「ラーニングコモ
ンズ」の確保、学外者や地域との交流を目的と

したカフェの設置など、従来の図書館とは一味
違う空間を生み出します。

日本の教育を創る
　　　　　  東京学芸大学
　大学のある小金井キャンパスは、新宿から最
寄り駅まで 30 分足らずという東京都内にあり
ながら、日比谷公園の二倍ほどの広さをもち、
豊かな緑に恵まれています。このキャンパスで
これからの日本の教育を担うタフでしなやかな
思考と、豊かな感性をもつ教育者を育てたい、
と教職員一同が皆さんを待っています。大学も
変わります。日本の教育も変わります。この東
京学芸大学で、私たちと一緒に新しい日本の教
育を創りましょう。
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小学校
全科

1 ～ 5 年

勉強が苦手な子が少しずつできるよう
になり、「先生のおかげで算数できる
ようになった。」「1年間担任でありが
とう。」といった言葉。先生って本当
に子供から学ぶことが多く楽しい。

小学校
数学教育

6 ～ 10 年

クラスみんなで考えをつないで新しい
発見をしていく。教科を問わず楽しい
時間です。

小学校
全科

1 ～ 5 年

修了式の日に、子どもたちが教室の黒板に
メッセージを書いてくれた。日々、子ども
と全力で対峙する分、様々なことを学べる
職業だと思う。自分が考えた授業を楽しそ
うに受け、子どもがたくさん考えてくれた。

小学校
理科

1 ～ 5 年

教員は子どもをやる気にさせる仕事だと
思っています。子どもたちが何度も何度
も挑戦している、それを一番近くで応援
することができることが教員の魅力だと
思います。

小学校
全科

6 ～ 10 年

「今まで運動は苦手だったけど、先生
の体育で、こんなに運動が楽しいん
だと思いました。体育が大好きにな
りました！」と言ってもらった。

小学校
理科、書写、
体育、外国語
6 ～ 10 年

教師として現場で働くことは、辛くない
といえば嘘になるけれど幸せです。子ど
もたちのために少しだって役に立つこと
心がけています。次世代を担う子どもた
ちと一緒に成長していきましょう。

小学校
全科

1 ～ 5 年

保護者の方から、「先生のお陰で娘は
勉強が好きになりました。ありがと
うございます。」というメッセージを
頂いて嬉しかったです。

小学校
国語

6 ～ 10 年

学校は人生の通過点。社会に出るた
めの準備期間。そこに携わるという
責任感は大きい。でも何より大人に
なっても本気で感動できるのもこの
職の魅力だと思う。

小学校
全科

10 年以上

初めての「できた！」の感動を、一
番近くで観られる、そして一緒に喜
べる。

小学校
図画工作
10 年以上

子供達と共に学び合うだけでなく、
同僚と共に題材や単元を練り合う
日々は刺激的で新鮮。

小学校
全科

1 ～ 5 年

子どもの小さな成長を感じることが
喜びです。

小学校
全科

1 ～ 5 年

同じ日は二度とない。毎日変化のあ
る楽しい仕事です。

小学校
全科

1 ～ 5 年

クラス替えがない進級だけど、私は
別の学年を受け持つことになりまし
た。けれど、修了式の日に子供たち
から「ありがとう」メッセージ集を
もらい、嬉しい思いになりました。

小学校
美術

6 ～ 10 年

美術は心を耕す教科だ‼︎と生徒に気付かされ
ました☆ 5教科ではないからこそその子らし
さが出せる、無心になれるそんな素敵な教科
が美術だと今、働いて感じています。現場に
は毎年発見があって楽しいですよ‼︎

小学校
小学校全科
10年以上

1日たりとも同じ日がない刺激のあ
る日々を過ごせます。

中学校
音楽

6 ～ 10 年

合唱コンクールにむけて、学校全体が熱を帯
びていく様子に感動します。生徒の成長はも
ちろんですが、先生方が自分のクラスを応援
するために試行錯誤したり、生徒が担任の先
生に感謝したりする姿に心打たれます。

中学校
社会

1 ～ 5 年

大変なこともたくさんあるけれど、
それが吹っ飛ぶくらいうれしいこと
がたくさんある職業です

中学校
社会

1 ～ 5 年

「これまで社会が一番苦手だったけ
ど、先生の授業を受けて、少し楽し
いと思えるようになった！」と言わ
れた。

中学校
国語

10 年以上

日々色々な驚きや発見があること、そして生
徒たちのそばで共に学び、成長できること。
もちろん大変なこともあるけれど、何かを達
成した時の生徒の笑顔や、目標に向かう姿
をそばで見られることも教職の醍醐味です。

中学校
美術

10 年以上

子供から大人への成長過程に毎日関
わることができること。その日々の
中に感動があり、毎日が感動。

中学校
社会

6 ～ 10 年

子どもや保護者の方、同僚の先生、
地域の方などいろいろな人や出来事か
ら一生涯学び、成長し続けることがで
き、そしてそれは仕事というよりも生
きる上での喜びであると思います。

中学校
家庭科

1 ～ 5 年

大変なこともあるけれど、理想を言
い続けられる、求められる数少ない
仕事だと思う

中学校
社会

10 年以上

信じられないくらい成長する生徒に
たくさん出会える。人間の可能性を
信じることができる。

中学校
社会

1 ～ 5 年

全校生徒 30 人の小さな学校で大変
なことだらけですが、子どもたちが
黒板いっぱいにﾒｯｾｰｼﾞをかいて私の
誕生日を祝ってくれました。小規模
校も捨てたもんじゃない !!

中学校
英語

1 ～ 5 年

1 年ぶりに授業を受け持つように
なった生徒たちが「待ってました！」
と言ってくれて、嬉しいとともに改
めて気が引き締まった。

中学校
英語

1 ～ 5 年

誕生日にサプライズで、寄せ書きを
作ってくれていた。終業式の日、い
つもはシャキッとしないクラスだっ
たのに、先生の話をしっかり聞いて
笑顔で終わることができた。

中学校
英語

10 年以上

子どもたちの成長を支え、見守る仕
事はとてもやりがいがあります。子
どもたちのために一緒にがんばりま
しょう。

中等教育学校
数学

1～ 5年

「先生の授業は、考えることが多くて、
よくわからなくなるけど、面白い」
と言われた。

小学校
全科

1～ 5年

もちろん、日々忙しく辛いことがありますが、
子供達が成長していく姿を見た時や子供達
が楽しそうに話しかけてくる時、保護者の方
に「先生で良かったです。」と言われた時には
なんて素晴らしい職業なんだと感じます。

小学校
国語

6 ～ 10 年

「嬉し泣き」が沢山できる職業！人と
関わりながら成長を共にし、自分も
成長できる。職業として終わりや完
璧がない楽しさがあります。

小学校
全科

1 ～ 5 年

毎日、何かしら起こるので、飽きま
せん。なにより子どもってかわいい。

小学校
家庭科

10 年以上
ずっと若くいられます。

小学校
小学校英語
6 ～ 10 年

教科を教えるだけでなく、クラブを教え
ることができ、自分の経験を生かすこ
とができる。自分がやってきた新体操、
ダンスを教えるという事は会社勤めでは
できない経験。夏休みが 1ヵ月ある。

中学校
社会

6 ～ 10 年

先生のクラスになって良かったと
言ってもらえるかけがえのない生徒
に出会えた。

中学校
家庭科

10 年以上

卒業式を迎えるたびに嬉しいような
悲しいような複雑な気持ちになりま
す。子どもたちと一緒に濃密な時間
を過ごし、泣いたり笑ったりした日々
を思い出すだけで泣けてきます。

中学校
数学

6 ～ 10 年

①子どもが変わる瞬間、成長する瞬
間を間近で見られること。

中学校
理科

1 ～ 5 年

生徒たちはいつも真っ直ぐな眼差し
を向けてくれる。全力で向き合えば、
全力で応えてくれる。

中学校
数学

10 年以上

分からなかったことが分かるようになる、
できなかったことができるようになることを
支え、励まし、伸ばす仕事です。子供が少
しずつ成長し、大人になっていく姿を実感
できるときが、やりがいを感じるときです。

教職の

教職について

や楽しかった

現役の先生に
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高校
理科（生物）
1 ～ 5 年

担任としての卒業式は何にも変えられな
い思い出深い 1日になります。それまで
の大変さや辛さが全部、嘘のように消え
てしまいます ( 笑 ) 寂しいけれど、教員
として1番嬉しく幸せな日だと思います。

高校
数学

1 ～ 5 年

卒業式の日まで最後ひたすら冷たい
態度をしてきたのに、卒業式で 3年
間 1番指導した生徒から感謝の手紙
をもらった。

高校
理科

1 ～ 5 年

多くの人と出会い、笑ったり、泣い
たり、色んな話をしたりすることが
できて楽しい。

高校
理科（生物）
1 ～ 5 年

生物は暗記科目だと思っていたけど
先生の授業でそうじゃないことがわ
かりました！と言ってもらえた！

高校
数学

10 年以上

子どもたちの成長に関わることで、
自らも成長できます。

高校
地歴公民 
( 世界史 )
10 年以上

生徒から世界史を学んで良かった。
と言われたり、担任した生徒たちか
らこのクラスで良かったと言われた
りした時が嬉しい。

高校
保健体育

6 ～ 10 年

教え子が、大学卒業後、理学療法士に
なり、「部活のサポートをしたい」と、母
校でもない学校の、自分がやっていた部
活でもない子達を診てくれた。そうやっ
て繋がるのかと思ったら、嬉しくなった！

高校
保健体育
10 年以上

6年間の民間企業を経て、教職の道へ転
職し12年が経ちました。教師になり大変
な事はありますが、生徒の反応や成長など
日々の生活が新鮮で楽しく、民間で働いて
いた頃と比べると格段に充実しています。

高校
数学・情報
6 ～ 10 年

私の授業や宿題をちゃんとこなしていけば、
力がつくと生徒自身が感じて卒業してくれ
たことがとても嬉しかった。また、進路指
導や特別活動を通して、「やればできる！」
を生徒自身に教えられることが嬉しい。

高校
数学

1 ～ 5 年

今年卒業する子たちが、卒業式の時に、
「数学は苦手だったけど先生の授業は好
きでした」「一年生の時から先生の授業
を受けたかったです」と言いに来てく
れて、頑張ってよかったと思いました。

高校
数学

10 年以上

先生みたいな教員になりたいと学芸
大を第一志望で受験をしてくれた。

高校
数学

1 ～ 5 年

自分の言動や行動が、たくさんの人
に喜ばれたとき、こんなにやりがい
のある仕事はないと思う。毎年幸せ
な気持ちになる。

高校
数学

6 ～ 10 年

一生青春でいられます。子どもたち
と共に好きなことをして成長できる
素晴らしい仕事です。

高校
日本史

1 ～ 5 年

｢日本史って“おもしろい”｣ その言
葉が聞けただけで教員をやっていて
本当に良かったなと思いました。

高校
美術

1 ～ 5 年

生徒がたくさんの未来を見せてくれ
る

高校
英語

1 ～ 5 年

子どもたちを支え導いているようで、
子どもたちの澄んだ心や笑顔、彼ら
の成長のそばに居られることによっ
て救われることがたくさんあります。

高校
英語

10 年以上

在学中は扱いに苦労するような生徒
でも、卒業して成長した姿を見ると、
人間の一生に携わっている仕事だと
思い、やりがいを感じる。

高校
英語

10 年以上

10 年やってもまだまだゴールが見
えず、もっともっと成長したい、で
きるはず！と思わせてくれる仕事。

高校
数学

6 ～ 10 年

自分が生徒の時に味わった感動や思い出
以上の出来事がたくさんあり、やりがいの
ある仕事です。楽な仕事ではないですが、
人の人生を大きく変えることができる可能
性を持った素晴らしい仕事だと思います！

高校
英語

6 ～ 10 年

近い将来の日本を背負っていく中高
生の成長を近くで支援できること。
おおげさに言えば、教育に従事する
ことは究極の社会貢献ではないかと
感じる。

大学
幼児造形

6 ～ 10 年

人の夢を応援できる仕事が教職。具
体的にサポートできることは嬉しい。

大学
外国語

1 ～ 5 年

多くの人の人生や価値観に影響を与え
られるという点で，とても魅力的で責
任のある仕事だと思う。私は，教科そ
のものの知識よりもその学習を通した
思考力の育成をより意識しています。

特別支援学校
小学校全科
10 年以上

毎日そばで子どもの成長を見られて、
感動できる仕事

特別支援学校
小全

10 年以上

保護者や生徒に「先生に会えて良かっ
た」と言ってもらえるときが一番嬉
しいです！

特別支援学校
家庭科

6 ～ 10 年

毎日の変化は少ないけど、毎日コツ
コツ積み重ねて、できるようになっ
た時の感動は凄い‼︎

特別支援学校
美術

10 年以上

卒業生に会った時、学校での学びが
自立や社会参加に役立っていると実
感した時、彼や彼女の人生の大事な
時期や岐路に携われた事を誇りに思
います。

補習授業校
全科

1 ～ 5 年

担任するクラスは国際色豊かで思いもよ
らない意見や感想がたくさん出ます。大
人でも気が付けない視点を得ることは多
様性と可能性いっぱいの子ども達の中で
しか味わえない最高の楽しみです！

幼稚園
幼稚園

10 年以上

「保護者に依存しなければ生きていけ
なかった子供達が、だんだんと自立
していく過程に関われて、幸せだと
思う。

高校
数学

6 ～ 10 年

「人間を作る」正解がなくて、一生挑
戦できる仕事

高校
英語

10 年以上

中高一貫校で勤務している時、中1の始め
のHRで話したことを今でも覚えているという
手紙を高3の卒業式に書いてくれた生徒がい
た。成長ぶりと昔のことを覚えてくれているこ
とに身の引き締まる思いがして涙が出た。

高校
家庭科

10 年以上

食物の分野を学んで、日々の食事が
とても大切だと気づいてくれたこ
と！

高校
国語

1 ～ 5 年

教師として働き始めてまだ数日だけ
ど、宝物として取っておきたくなる
ような出来事に溢れる日々！

高校
地理歴史
( 日本史 )
10 年以上

教育は共育です。生徒とともに学び、
成長し、未来への扉を開いていく仕
事。教師となり 24 年目の春。毎年
魅力が増しているような気がします。

高校
英語

10年以上

教育は非常にクリエイティブな仕事
です。人を創る、未来を創る、同時
に新しい自分を創ることができます。

高校
英語

10 年以上

教師の仕事は未来を創る仕事、天然
資源に恵まれない日本が世界と対等
に付き合うためには結局は人材作り
しかない！それに関われるのが教
師！

高校
英語

10 年以上

教科では、考えなかったような、はっとする
質問を受けて刺激されます。更に先生の姿を
見て英語教師になったと言われたのも嬉しい。
また部活やクラスの生徒が成長して、その近
況を知らせに来てくれるのも嬉しいです。

高校
英語

1 ～ 5 年

生徒に「先生のおかげで英語ができ
るようになった」と言われたこと。

高校
英語

10 年以上

卒業生が、「先生のあの時の言葉が
あったから頑張れた」と言ってくれ
たこと。それはやってて良かったと
思えた瞬間でした。

うれしかったこと

エピソードなどを

聞いてみました。

魅力って

なんだろう？

教職の魅力    5



情

報

▶詳細はP58へ

◉こどもたちの心を支え、
　成長の手助けをしたい

◉心に悩みや苦しみを抱える人に
　寄り添って回復するのを支えたい

◉最先端の情報通信技術（ICT）の
　教育への活用方法を探りたい

◉新しい情報や技術で新しい
　社会を創ろうとする人を育てたい

◉さまざまな国の人と交流し、
　グローバル化する教育を
　支える人になりたい

◉外国で暮らす日本人、
　日本で暮らす外国人の暮らしと
　学びをサポートしたい

◉演劇や音楽、美術、映像などの芸術
　表現活動による学びの場を創りたい

◉一人一人が表現する活動を通して
　自分や他者と向き合うことを
　支えたい

教 育 支 援 職 の 魅 力

［あなたの関心・興味は？］ ［たとえばこんな教育支援職］ ［専門的に学べるコース］

［専門的に学べるコース］ ［たとえばこんな教育支援職］ ［あなたの関心・興味は？］

あなたの「したい！」が
教育支援職につながる
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◉学びで人と人をつないで
　地域を元気にしたい！

◉新しい本との出会いを手伝いたい！

◉地域の歴史や文化を守り、
　次の世代へ伝えていきたい！

◉さまざまな理由で教育の機会を
　十分に得られない子どもたちや
　家庭を支えたい

◉貧困や病気、障害、虐待などの
　困難な状況に置かれている人々の
　助けになりたい

▶詳細はP50へ

▶詳細はP52へ

▶詳細はP54へ

▶詳細はP56へ

▶詳細はP60へ

▶詳細はP62へ

◆公民館職員

◆図書館司書・学校司書

◆博物館学芸員

◆文化財担当職員

◆スクールカウンセラー

◆児童相談所児童心理司

◆家庭裁判所調査官

◆スクールソーシャルワーカー

◆福祉事務所・
　児童相談所相談員

◆医療ソーシャルワーカー

◆コミュニティワーカー

◆演劇・芸術系ワークショップ・
　ファシリテーター

◆劇場・文化ホールマネジャー

◆映像・広告等制作管理者

◆ICT コーディネーター

◆ICT 支援員

◆教育 ICT関連企業

◆JICA・ジェトロ等
　国際機関職員

◆日本人学校教職員

◆外国人支援団体等職員

◆多文化共生教育関連企業

◉スポーツが得意で、
　運動・スポーツ支援や健康づくり、
　子どもの外遊びなどに関わりたい

◉スポーツの楽しさを伝えたり、
　スポーツが苦手な人の
　手助けをしたい

◆スポーツ指導員

◆スポーツ関連団体・
　行政職員

◆スポーツ教育関連企業
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専門について教えてください。

　もともとは植物の生体防御や開花のしくみを薬用植物や

アサガオなどで研究していました。それらの研究は今も続

けていますが、学芸大に来て小中高の先生方や学生さんの

声を直接聞く中で、現場に役立つ理科教育の研究に取り組

みたいという気持ちが強くなり、生命領域を中心に、教材

開発やカリキュラム開発に取り組んでいます。

先生が取り組まれているメダカの安定飼育プロジェク
トについて教えてください。

　小学校 5年生の「メダカの誕生」の単元では、先生方が

きちんと準備をしてもメダカが全滅することがあります。

そこで、附属大泉小学校の先生方と一緒に、身近にある大

型容器や学校のプールを活用したメダカの飼育方法の開発

などを行い、その成果を小冊子として配布したり、大学の

授業や小中の先生方への研修で伝えています。

これからの目標は？

　生命領域の学びは、道徳教育や環境教育にも強く繋がっ

ています。今後も子どもの生き方や考え方に影響を与える

ような教材やカリキュラムの開発を行い、その普及にも力

を入れたいと考えています。特に今は、発生の分野を動物

と植物を小中高で関連付けながら学ぶことによって、私た

ちヒトを含めた生物の共通性や多様性を理解し、医療サー

ビスや環境保全を考える基礎となるカリキュラムを作るこ

とを目標としています。

中西 史
基礎自然科学講座 理科教育学分野

専門について教えてください。

　文化／社会人類学です。多様な人々がどうつながって、

そのつながりがどのような形で維持されているのか、包摂

と排除はいかに起きるのかといった、人間社会を支える根

本的なメカニズムを解明しようと努めています。私の場合

は、インド北西部のタール沙漠で生活する「トライブ（部

族民）」と呼ばれる人々や、日本の離島で生活する人々につ

いて研究してきました。周縁に生きる人々と生活や活動を

共にすることで、社会における人々の生き方や、彼らが関

係性を維持していく仕組みを調査し続けてきました。イン

ドには 25年以上通い続けていて、最長で 2年間も、電気も

水道もガスもない沙漠の中で過ごしたことがあります。

学芸大ではどのようなことを教えられていますか。

　学芸大では、平成27年度からE類「多文化共生教育コース」

が新設されました。世界で起きている様々な問題に興味が

ある人や、多様な言語を使って世界に羽ばたきたい学生が、

言葉を学びながらも「他者を理解すること」「他者との関係

を築くこと」という基本的なスタンスを身につけ、広く教

育のあり方を学べる場を作っていきたいと考えています。

人文科学講座 地域研究分野

小西公大
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専門について教えてください。

　前任の大学では、水泳の指導に深く関わっていたため、

選手を対象にした研究が多かったです。その後、コーチを

しながら、鹿屋体育大学博士課程で指導教官から自然科学

的な研究を学んで、研究の手法は少し変わりました。最近

では、継続的に取り組んでいる “泳ぐときの体幹の役割 ”を

含め、学校体育に活かせる “初心者指導 ” の開発を目指して

取り組んでいます。最終的には、夏しか授業がない中でも、

水泳を楽しめる子が増やしたいです。そのためには、達成

感を得るとか、ポジティブな気持ちになれる経験を増やし

たいと思っています。“ 初心者指導 ” と “ 選手の指導 ” に表

裏一体だと思います。センスあるが故に飛び越えてしまっ

た細かいステップを、レベルの高い所でつまずいた時、踏

み直すことは必要です。その観点から、共通する部分が多

くあるというのが自分の考えです。

これからの目標は？

　今の目標は、水泳のしかも指導に関するところで “東京学

芸大学 ” の城を築くことです。指導や教育というところで、

この大学はトップであるべきだと思っているので、指導者

養成の拠点が出来上がるような取り組みをしたいですね。

森山 進一郎
健康・スポーツ科学講座  運動学分野

専門について教えてください。

　専門は教育心理学と認知心理学です。具体的には「文章
を理解するプロセスと介入方法」を研究しています。文章
を読んでいる時、分からない字や難しい単語がある訳でも
ないのに「わからないなあ」と困ってしまうことはありま
せんか？「読む力」は「本を読んでいるうちに自然と身に
つくもの」と思われがちですが、基本的なスキルやよい読
み方を教えてもらうことも重要なんです。「わからない」原
因は何か、「なるほど！わかった！」と なるためにはどう
したらいいのかを調べて、有効な指導方法を考えています。
それから、最近は新しい読解場面にも注目しています。イ
ラストや動画と組み合わさったマルチメディアをどう理解
しているのか、インターネットなど書いてあることが本当

かどうか分からない場合に、どうすればよりよい判断がで
きるか、という観点から研究を進めています。

学生に求めること、知ってほしいことは？

　色々な子どもの在り方を受け止めるための知識と考え方

を身につけて欲しいです。人は自分の知っていることや、イ

メージ、自分にとっての常識の枠組みを持っていて、それに

物事を当てはめて見るようにできています。そのため、自

分の「枠組み」に合わない子どもの行動や考え方に気づいた

り理解したりすることが難しくなってしまうのです。学生の

皆さんには、たくさん知識を身に着けて、自分の持っている

「世界」、考える枠組みをできるだけ広げて、子どもたちを理

解し受け止められるようになってほしいと思います。

犬塚 美輪
教育心理学講座 学校心理学分野 
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学校教育系

学校教育系って何？
　学校教育系は学校の先生をめざす人のための課程です。

　全４課程から成り、それぞれで幼稚園教諭、小学校教諭、中学校・高等学校教諭、特別支援学校教

諭、養護教諭を主として養成します。

　学校教育系は教員免許の取得が卒業の条件となっています。

教育支援系って何？
　教育支援系では学校と連携したり協働して教育にたずさわる、教育支援職（公務員・企業・法人職

員その他）をめざす人のための課程です。また、博物館、劇場、図書館などで働く人や、海外で様々

な支援をする人も育てます。

さあ
東京学芸大学で学ぼう
東京学芸大学の教育学部は、学校教育系と教育支援系から
成り立っています。

初等教育教員養成課程

国語選修（日本語教育コースを含む）

社会選修
数学選修
理科選修
音楽選修
美術選修
保健体育選修
家庭選修
英語選修

学校教育選修
学校心理選修
国際教育選修
情報教育選修
環境教育選修
ものづくり技術選修
幼児教育選修

中等教育教員養成課程

国語専攻
社会専攻
数学専攻
理科専攻
音楽専攻
美術専攻
保健体育専攻
家庭専攻
技術専攻

英語専攻
書道専攻

東京学芸大学・
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教育支援系

教育支援課程

教育支援専攻
　　生涯学習コース
　　カウンセリングコース
　　ソーシャルワークコース
　　多文化共生教育コース
　　情報教育コース
　　表現教育コース
　　生涯スポーツコース

生涯学習サブコース

文化遺産教育サブコース

多言語多文化サブコース

地域研究サブコース

聴覚障害教育専攻
言語障害教育専攻
発達障害教育専攻
学習障害教育専攻

特別支援教育教員養成課程

養護教育専攻

養護教育教員養成課程

どんな資格がとれるの？
　東京学芸大学では、教員免許以外の資格として、学校図書館司書教諭や、公民館・図書館・博物館

などの社会教育施設、教育委員会で学校教育を支援するための資格（司書、学芸員、社会教育主事）

の取得をめざすことができます。また、幼児教育選修では保育士の資格の取得、ソーシャルワークコー

スでは社会福祉士の資格の取得及びスクールソーシャルワーカーの認定をめざすことができます。

（詳しくは 69ページをご覧ください。）

どんな免許がとれるの？
　学校の先生になるためには、教員免許が必要です。免許は学校の種類によって異なります。小学

校の先生には小学校教諭免許、中学校の先生には中学校教諭免許、高校の先生には高等学校教諭免許、

特別支援学校の先生には特別支援学校教諭免許などです。中学校・高校は教科ごとに免許が必要と

なります。この他、幼稚園の先生や、保健室の先生も免許が必要です。

　学校教育系の全ての選修・専攻では、卒業と同時にその専門に応じた教員免許に必要な要件を満

たすことができます。また、教育支援系の一部のコースでは、単位を積み上げることによって、そ

の専門に応じた教員免許取得をめざすことができます。

（詳しくは 68ページをご覧ください。）

教育学部
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　広い視野、深い教養、豊かな人間性を養うための科目です。 教養科目には３つの領域があります。

１　総合学芸領域
　現代社会に生き、将来の日本・世界を創造する役割を担う学生のために多様な視点から学修の素材を提供する
領域で、「日本国憲法」、「人権教育」、「情報」をはじめ、「心の科学」や「現代の企業」、「メディアリテラシー」、「身
近な現象と化学」、「古典文学」、「心の健康とストレス管理」など、様々な科目を学ぶことができます。
２　健康・スポーツ領域
　身体に関わる教養と技能を身に付け、大学生活の充実を図る領域で、「スポーツ・フィットネス実習」と「ウェ
ルネス概論」が必修です。
３　語学領域
　語学領域では、英語での発表を通し意見交換を行うことを目的とする「英語コミュニケーション」や各種外国
語科目（ドイツ語、中国語等）、などの科目を学ぶことができます。

① 深い教養を身に付ける「教養科目」

　学校や社会で「教育」に携わるために必要な基礎を学ぶ科目です。人は何をどのように学び成長していくのか、

学びをサポートするためにはどのような考え方や技術が必要なのか、教育の制度はどのようになっているのかな
ど、様々な角度から「教育」への理解を深めていきます。
　学校教育系では、教師とは何か、教職とは何かについて理解し、教師としての心構えを準備する「教職入門」や、
教育心理について学ぶ科目、子どもを取り巻く「こころ」の問題に対応するための知識の獲得やカウンセリング
マインドの育成をめざす「教育相談の理論と方法」、大学での教職についての学びの集大成として、４年間を振
り返り、教師として働くための最後の準備を行う「教職実践演習」などを学びます。
　教育支援系では、「教育」という人間の営みに関わる理念や思想を学ぶとともに、現代教育の諸課題について
その歴史的経緯をも含めて構造的に捉えることを企図する「教育基礎論」や、現在の学校教育の現状を踏まえて、
教育心理学の視点から教育の問題をいかに分析し、いかに解決を図っていくかについて考察する「教育と発達の
心理学」など、教育支援を学ぶための土台となることについて学びます。
　また、教育実習も教育基礎科目の中に含まれており、教員免許を取得する上でもとても大切な科目となります。

② 教育について学ぶ「教育基礎科目」

　東京学芸大学では、学校教育系も教育支援系も「教養科目」、「教育基礎科目」、「専攻科目」という３つ
の科目群を通して広く深く学んでいきます。
　入学した課程によって、４年間で学ぶ科目の割合が異なります。授業科目の詳細については東京学芸大
学ウェブサイトの、「授業ガイド」でご覧いただけます。

どんなことを学ぶの？

③ 

専
攻
科
目

② 

教
育
基
礎
科
目

① 

教
養
科
目

○ 

自
由
選
択

5

6

3

8

16

55

67

71

69

76

47

35

49

29

10

22

22

22

22

22

A類

B類

C類

D類

E類

※専攻（選修・コース）により単位数は異なる場合があります。

卒 業 に 必 要 な 単 位 数 と 科 目 群
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　教育実習を実際に行うのは３年次ですが、それまでには授業の中で学校参観を行う「教職入門」や、
実際の学校現場において教育実習生が授業を行っている映像を視聴し、グループワークやディスカッ
ションを行う「授業観察演習」や、附属学校で教育実地研究Ⅰの様子を参観し、次年度の教育実習へ
の問題意識を高める「観察実地研究」により、教育実習の様子を知ることができます。また、各教科
の指導法なども学び、１・２年次から準備を行います。
　３年次には「事前指導」として、指導計画を作成したり、実際に模擬授業を行ったりしたうえで、
附属学校で行う教育実習「教育実地研究Ⅰ」に臨みます。また、「事後指導」でフォローアップを行
ないます。
　４年次には公立学校等で行う教育実習「教育実地研究Ⅱ」があり、最後には４年間の総まとめとし
て「教職実践演習」を行います。「教職実践演習」ではすでに教職についている先輩方の講話や、教
科についての更なる深化などを、グループディスカッション等を通して行います。

　自身の選修・専攻・コースの分野を超えて、幅広い知識や技術を身に付けるために、他の選修・専攻・コースで
開設している授業を受けることも可能です。

○ 学びの裾野を広げる自由選択

教育実習を通した４年間の流れ（学校教育系）

1 年次

教職入門

事前指導 事後指導

教育実地研究Ⅰ
（教育実習）

教育実地研究Ⅱ
（選択教育実習） 教職実践演習

2 年次 3 年次 4 年次

③ 専門分野について学ぶ「専攻科目」

　国語や数学などの教科や、特別支援教育、養護教育、カウンセリングなど、各選修・専攻・コースの専門分野に
ついて、深い知識、高い技能、そして自ら考え実践する力を身に付けるための科目です。
　学校教育系に開設している「授業観察演習」では上級生の教育実習の録画映像を視聴し、グループワーク・ディ
スカッション等を行います。これにより、教育実習に行く前に実際の様子を知ることができます。
　また、教育支援系に開設している「教育支援演習」では、各コースの学生が討論や観察を通して共に学ぶ授業と
なっており、教育現場をめぐる課題解決に取り組む力を身につけることができます。
　Ａ類の学生は小学校の教科を学んだ上で、自身の所属する選修の専門分野について学びます。Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ類
の学生も自身の所属する専攻・コースにおいて、専門分野について深く学びます。
　また、４年間の学びの集大成として「卒業研究」を行います。

授業観察演習
（選択）
観察実地研究
（選択）
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東京学芸大学の学びについて

特徴的な学びの科目

 様々な実習

 少人数教育・指導教員制度

学びの「質」を高める CAP 制・GPA

　東京学芸大学の授業においては、学生は講義を聴くだけではありません。調べ
学習、プレゼンテーション、ディスカッション、模擬授業など、自ら考え調査し、
発表し、行動する、参加型・行動型の「アクティブラーニング」の視点を取り入
れた授業が数多く開設されています。
　このような授業を通じて大学の外の環境に飛び込んでいく力をつけ、教育実習
や教育支援に関する実習に取り組む力を付けていくことになります。

　東京学芸大学では教育実習以外にも資格を取得するための実習として、社会
教育主事になるための「社会教育実習」や、学芸員になるための「博物館実習」
などがあります。また、資格の取得以外でも、選修・専攻・コースにより実習
科目があり、学内だけではなく、大学の外に出かけて様々な学習をする機会が
あります。

　東京学芸大学の授業では、多くの演習・実習・実験などの授業が少人数で行
われており、きめ細やかな対応を受けることができます。また、学生一人ひと
りに指導教員がつくことにより、授業のことだけではなく、大学生活全般にお
いて相談し、充実した生活を送ることになります。

　東京学芸大学では、各学期において学生が履修登録できる授業科目の数に上
限を設けて、予習・復習を含めた学習時間をしっかりと確保できるよう配慮し
ています。（C

キャップ

AP 制）
　また、学生自身が学年のはじめに 1 年間の学習計画を立てたり、学習目標を
しっかり見定めるために、GPA（グレード・ポイント・アヴェレージ）による
成績評価制度を導入しています。GPAは各学期終了後に成績通知表に記載され、
学期ごとに更新されていくので、次学期の履修計画の作成に役立てることがで
きます。
　これらの制度により、学生の学びの「質」を高める工夫をしています。
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初等教育教員養成課程《Ａ類》
国語選修（日本語教育コースを含む）
社会選修
数学選修
理科選修
音楽選修
美術選修
保健体育選修
家庭選修
英語選修
学校教育選修
学校心理選修
国際教育選修
情報教育選修
環境教育選修
ものづくり技術選修
幼児教育選修

中等教育教員養成課程《Ｂ類》
国語専攻
社会専攻
数学専攻
理科専攻
音楽専攻
美術専攻
保健体育専攻
家庭専攻
技術専攻
英語専攻
書道専攻

特別支援教育教員養成課程《Ｃ類》
聴覚障害教育専攻
言語障害教育専攻
発達障害教育専攻
学習障害教育専攻

養護教育教員養成課程《Ｄ類》
養護教育専攻

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46

学校教育系
� 専攻・選修の特色



　学校教育系は、幼稚園・小学校の先生をめざす人のための初等教育教員養成課程（A類）、中学校・

高等学校の先生をめざす人のための中等教育教員養成課程（B類）、特別支援学校の先生をめざす人

のための特別支援教育教員養成課程（C類）、養護教諭（保健室の先生）をめざす人のための養護教

育教員養成課程（D類）の 4つの課程から成ります。広い範囲での先生を養成していますので、将来、

学校の先生として働きたいと思っている人に最適な課程群です。学校教育系では、そのために教員

免許の取得が卒業の条件となっています。

学校教育系の目的

　東京学芸大学の学校教育系は、全国の国立教員養成系大学・学部の中で最も定員規模の大きい教

員養成課程となっており、広い範囲での教員免許種に対応した課程構成となっています。

　学校教育系でのカリキュラムは、卒業後にすぐに自信をもって教壇に立てるように、多くの実践

を経験できるものになっています。教育実習については、3年次に教育実地研究Ⅰ（必修科目）とし

て東京学芸大学附属学校・園での実習を、4年次には、教育実地研究Ⅱ（選択科目）として、都内の

公立学校・園、母校等での実習を行うことができます。また、複数の教員免許の取得を希望する学

生に対しては、4年次の後半に選択実習（選択科目）として、基礎実習や応用実習と異なった学校種

の実習を行うこともできます。このような豊富な実習カリキュラムにより、高い実践力のある先生

を養成しています。

　A類においては、小学校の教科を学んだ上で、自分の所属する選修についての専門分野を学びます。

それらの専門分野には、国語・数学・理科・社会・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・ものづく

り技術など全教科に対応する専門分野が揃っています。このように小学校の先生でも、いずれかの

教科についての専門性も兼ね備えることで、小中一貫校においても活躍できる先生の養成を目指し

ます。また、A類で学べる専門分野には、学校教育・学校心理・情報教育・国際教育・環境教育な

どもあります。これらは、学校教育現場での現在抱える課題に応じた分野であり、それらについて

の専門性をもつことにより、高い教育課題対応能力を備える小学校の先生も養成しています。さらに、

A類の幼児教育選修では、専門性の高い幼稚園の先生も養成しています。

　B類、C類、D類においては、教員養成系大学ならではのカリキュラムにより高い実践力を獲得す

るとともに、自分の所属する専攻に関する専門分野について深く学ぶことで、専門性の高い先生を

養成しています。また、東京学芸大学には多くの大学教員が在籍し、それぞれ異なった専門分野を

もつため、選択できる専門分野が非常に多様です。

　以上のようなカリキュラムを学生に提供することにより、高い実践力と専門性をもち、教育現場

においてリーダー的存在になれる先生の養成を、東京学芸大学では行っています。

東京学芸大学ならではのポイント

これからの学校を創る先生をめざす
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学校教育系
学校の先生として働きたいと思っている人のための課程群

初等教育教員養成課程（A類）
幼稚園・小学校の先生を養成する課程です。
全教科の幅広い知識・技能、優れた実践力に加え、特定の教科や
横断的領域に関する専門性の習得をめざします。

特別支援教育教員養成課程（C類）
特別支援学校の先生を養成する課程です。
特別支援教育に関する高い専門性と優れた実践力の取得や習得をめざします。

中等教育教員養成課程（B類）
中学校・高等学校の教科の先生を養成する課程です。
教科に関する高度な専門性の習得や優れた
教育実践力の習得をめざします。

養護教育教員養成課程（D類）
養護教諭（保健室の先生）を養成する課程です。
健康相談や健康教育、保健指導等が実践できる専門的知識と
技術の取得をめざします。
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類

初等教育教員養成課程

A類

４年間の学び  

A類国語の学びは、教科教育学としての国語科教育学の
領域と、それを支える基礎科学としての日本語学、日本
文学（古典文学・近代文学）、中国古典学、日本語教育学
の全 ６領域で構成されています。これら ６領域の授業の
どこに比重をかけるかは基本的に自由です。それらの履
修の仕方によって自分なりの国語教育観がつくられ、そ
の国語教育観によって次の履修科目が決まってきます。1
年次では諸領域の基本的な概念と枠組を、日本語学概論、
日本文学概論、日本文学史、中国古典文基礎、日本語教
育概論の講義で学びます。2年次からは、より専門性を深
めるために、1年次の基礎をふまえつつ自らが調査研究し
てきたことを発表する演習科目が ６領域で開設されてい
ます。特に日本文学は上代・中古・中世・近世・近代・
現代のように時代別の演習の授業を履修できます。他に
も、日本語文法、日本語音声、日本語教育と言語学、言
語習得と発達など、日本語に関する科目も豊富です。あ
わせて、それらの知識に基づきつつどのように指導する
かを「国語科教材論」「初等国語科教育法」などで体系的
に学びます。3年次からは自分が属する研究室で卒論に向
けての準備が始まるので、2年次後半までにどの領域のど
のようなテーマを深く究めたいか決めることになります。
そして、4年次では 4年間の学びの集大成として研究室の
教員の指導を受けながら卒業論文をまとめます。

先輩からのメッセージ  

国語選修には様々な学びの機会があります。１年生では、
概論の授業で諸領域の基礎的な知識を得ることができま

す。２年生以降では演習や模擬授業で、それまでの知識
を生かして実践的に学ぶことができます。授業と並行し
て、自主ゼミに参加し自分の興味のある分野を専門的に
学ぶことで、更に学びを深めることができます。グルー
プで模擬授業を作る際に、各々が自主ゼミで得た専門性
をもちよって多面的に検討したので、高校までの授業に
はない楽しさを味わうことができました。この友達と共
に楽しく学ぶ経験や授業やゼミで身につけた知識や専門
性は、教育実習や実際の現場で活かすことができます。
� （元泉沙英子　4年）

特色ある科目  

国語選修入門セミナー、国語科教材論、児童文学、国語
科と情報、日本語文法、日本語音声、中国古典文学概論、
中国古典文献概論、言語習得と発達、日本語教育と言語学、
日本語教育教材開発論

ことばの森を探索し、真の教育力を培う。
国語を得意とする小学校教員の養成をめざしています。日本の言語文化に対する広範な教養と高い言語能力・豊か
な言語感覚を備えた指導力あふれる教員を育成します。2 年次からは国際化する教育現場に即した日本語教育コー
スも設けられています。中学校・高等学校国語の教員免許も取得できます。

初等国語科教育法では実際に言語活動をしながら授業について学んでいます。

国　語

国語科では自主ゼミが盛んで、多くの学生が自主的に学び合っています。
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初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

1 年次：社会選修入門セミナーで高等学校までとは異なる
大学での勉学の方法について学びます。あわせて 7つの
各分野の必修・選択必修の概論科目を履修し、社会科の
基礎的な概念や考え方を学びます。
2年次：7つの分野のいずれかに所属し、各分野の特色あ
る専攻選択科目を中心に履修していきます。これは基礎
知識に基づいて応用力を獲得し、「社会に強くなること」
を目的とします。これと並行して教職科目の初等社会科
教育法等を履修し、社会科の考え方や教育・教材開発に
関わる方法論、授業研究などに関して学びを深め、「社会
科に強い」小学校教員として応用できる実践力を養いま
す。
3年次：所属分野でのより進んだレベルの演習等に参加し、
体系的な学修を深めていきます。9月には附属小学校での
教育実習があります。それまでに学んだ知識やスキルを
活かして授業を創っていきます。その経験・反省を基に、
「社会科教材論」を通して教材研究を深めます。
4年次：学生生活の集大成となる質の高い卒業論文の完成
をめざします。なお、公立小学校での教育実習を履修で
きます。
本選修の重要な特色は、演習を中心とする少人数教育で
す。教員や仲間とともに行う社会や社会科に関する議論
を通じて学問の楽しさを実感できるでしょう。

先輩からのメッセージ  

「社会科は暗記の授業である。」と考える人は多いのでは
ないでしょうか。しかし、教科書にある内容を教師が一
方的に教えて覚えさせるのは社会科ではありません。本

選修では、暗記の社会科ではなく、「考える社会科」の授
業を展開する力を身に付けることができます。子どもの
心をグッと掴む導入の工夫や、もっと知りたいと思わせ
る資料の使い方について学ぶことができます。教材とし
てどのような資料を選び、いかに活用して子どもの力を
引き出していくのかという点に社会科の授業のおもしろ
さがあります。本選修には自らの社会科の専門性を高め
るとともに、教師としての指導技術も高めることができ
る環境が整っています。
� （伊東克　4年）

特色ある科目  

社会選修入門セミナー、社会科と情報、社会科カリキュ
ラム論、社会科教材論、社会科地域教材論、地域調査法、
臨地研究、哲学と宗教、心の哲学と知識論、歴史学文献
講読、日本史研究、教育と法、刑法、経済学基礎演習、
経済学基礎、地域を探る社会調査、ジェンダーの社会学

身近な生活から社会を知ろう。
本選修には歴史学・地理学・哲学・法学政治学・経済学・社会学・社会科教育学の 7 分野があり、それらを幅広く
学べます。2 年生からいずれかの分野に所属して勉強を深めます。そこで学んだ知識や考え方等は、児童が主体的
に取り組む学習を創造するなど、教員としてのバックボーンになります。

模擬授業：教科教育法の授業で自作の学習指導案による模擬授業を行っている場面。

社　会

フィールドワーク：地理学の地域調査法における農産物直売所での聞き取り調査。
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類

初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

大学の数学は、高校までの直観的な説明とは異なり、一
歩一歩階段を上るように緻密な論理を積み重ねて学習し
ていく。物事を論理的に理解し、他人に明快に表現でき
るように努力でき、物事に対し自分の言葉で考え、表現
できるように養成する。大学の数学の基礎となる基礎数
学、線形数学、微分・積分学を１年次で学ぶ。基礎を踏
まえて代数学 I,�II、幾何学 I,�II、解析学 I,�II、確率・統
計 I,�II のそれぞれの専門分野の基本を 2年次で勉強する。
１、２年次で学んだ基礎的な数学の内容を踏まえて、数
学分野においては、代数学各論、幾何学各論、解析学各論、
確率特論、統計特論など現代数学の内容を 3年次に勉強
する。数学教育分野においては、初等算数科教育法、算
数科教育臨床といった算数の授業をどのように行うかと
いう実践の基本を学び、算数科教育研究、初等算数科教
材論で、小学校での算数をどのように体系的に教えてい
るかを学ぶ。その上で、自分がより深く学びたいものを
選び、卒業研究として４年次に学ぶ。

先輩からのメッセージ  

この選修では授業や実習を通して、専門的な数学、小学
校における各教科の指導法、そして教員に必要な資質・
能力について学ぶことができます。また、附属小学校な
ど現場の第一線で活躍する先生方の授業を観察できるだ
けではなく、先生方から授業内の発問や数値設定の意図
を直接伺うことができるのも魅力の一つです。授業がな
い時間などには、良き仲間と授業の復習をしたり、「算数・
数学を通して何を学ばせるのか」などについて話したり

します。一人では壁にぶつかってしまうことも、仲間と
一緒なら楽しく乗り越えることができます。「算数教育」
とそのために不可欠である「数学力」を高いレベルで同
時に学ぶことができるこの選修で、有意義な大学生活を
送ってみませんか。
� （今田早紀　4年）

特色ある科目  

線形数学、微分・積分学、基礎数学、位相数学 I,�II、代数学 I,�
II、幾何学 I,�II、解析学 I,�II、確率・統計学 I,�II、代数学各論、
幾何学各論、解析学各論A,�B、確率特論 I、統計特論 I、
数学カリキュラム論、初等算数科教材論、算数教育臨床

学ぼう、�伝えよう、�美しい数学の世界。
学生の数学的能力の育成と、小学校教員としての資質の養成を目的とする。小学校算数の内容を考察し、数学教育
の理論と実践についての素養を身につけ、数学に対する興味と理解を深め、自然や社会に対して自らの頭で論理的
に考える態度を育てる。

３年生の授業の風景

数　学

4 年のゼミでは、お互いに発表しながら勉強します。
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初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

自然科学の学習は、基礎から始め徐々に高度な内容へと
段階を経て学び、専門性を高めていきます。この特質を
考慮して、理科に関わる自然科学の全領域と理科教育学
にわたる充実した科目群が、1年次から 4年次の各学期に
順を追って開設されています。理科教育学・物理学・化学・
生物学・地学の各教室に所属して、それぞれの専門性を
高めながら教員としての資質を養います。講義以外に実
験・実習・演習という形態の授業科目があり、より能動
的に関わって学ぶことが求められています。1年次には、
物理学・化学・生物学・地学の基礎となる講義と実験を
履修します。2年次には、教職に関する科目とそれぞれの
専門性を高める専攻に関する科目の学習が本格的に始ま
ります。3年次には、教職に関する科目・専攻に関する科
目ともに、1、2 年次の学習事項を基に発展的な内容を学
習します。ゼミや実験等、研究室での活動が本格化する
のもこの時期です。また、秋には附属学校での教育実習
があります。理科教育の指導法や技術を生かし、科学的
な見方・考え方を子どもに伝える機会となり、それまで
学んだことを実践し振り返ります。4年次には、指導教員
の下で卒業研究を行います。未知の領域で自ら真理を探
究する中で、自然科学への理解と科学的な見方・考え方
をさらに深めます。

先輩からのメッセージ  

いかに面白い授業ができるか、これは児童から信頼され
る教師の条件の１つだと思います。児童にわかりやすい
説明をし、児童の興味を引き出すためには、豊富な知識、
技能を持っていることが必要不可欠です。
本選修では、物理・化学・生物・地学の実験を行います。
うまくいかず、苦戦することもありますが、その分発見
も多く、理科の面白さを感じながらさまざまな知識や技

能を習得することができます。私は理科教育学の研究室
に所属しており、児童が実際に目で見ながら自然現象の
仕組みを学習することができるように、という目標を持っ
て霜柱の教材開発に取り組んでいます。自分のやりたい
ことに全力で取り組むことができる環境も本選修の魅力
の 1つだと考えています。
教育実習では、実際の児童の様子を踏まえて授業をするこ
との難しさを感じました。このような経験や同じ目標を
持った学生との意見交流、現場の先生方からのお話を聞く
機会を通して、よりよい授業を追究することができます。
本選修で学ぶこと、経験することは教員になった時の大
きな自信につながると思います。� （小野美香　4年）

特色ある科目  

理科選修入門セミナー、基礎物理学、基礎化学、基礎生
物学、基礎地学、物理学実験、化学実験、生物学実験、
地学実験

感じよう自然の不思議さ、育てよう科学する心。
自然科学を理解し、子どもにわかりやすく伝えるとともに、子どもから理科の力を引き出せる能力をもつ教員を養
成します。理科教育の本質を学び、仲間とともに科学のおもしろさを伝えるためにはどうすればよいかを考えるこ
とができます。

フーコー振り子を使った地球の自転の検出（地学実験）

理　科

光合成生物としての海藻の形態理解のため、切片を顕微鏡で観察しています。
（臨海実習）
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類A類

4 年間の学び  

本選修では、音楽の基礎的な技能を幅広く学ぶと同時に、
小学校全科の学習指導に関する内容を学べるようにカリ
キュラムが組まれています。小学校の音楽科の授業を行
うのに必要な、声楽・ピアノ・管弦打楽器・作曲・音楽
学・音楽科教育の基礎的な科目は、1・2年次で履修します。
さらに、興味に応じて和楽器・邦楽歌唱法・民族音楽な
どの科目も選択でき、多くの学生が中学校・高等学校の
音楽教員免許も取得しています。
2年次からは、音楽以外の教科に関する科目の履修を開始
します。3・4 年次では教育実習関連の科目を履修し、音
楽科を中心に小学校教育の理論・実践的な内容を深めま
す。また、3年次からの音楽の専門的な学びを深めるため
に、卒業研究の分野を選択します。4年次では、卒業演奏
または卒業論文に取り組み、大学での学びを総括します。

先輩からのメッセージ  

本選修では、１‒２年次にはピアノ、声楽、管弦打楽器の
各レッスンが必修であり、３年次からは卒業研究で深め
たい分野を専攻に選びます。学生が主体的に音楽活動を
行う自主ゼミもあり、小学校への訪問演奏、図書館コン
サート、ドイツ研修旅行などを行い多くのことを学ぶこ
とができます。音楽だけでなく、他教科や教職に関する
さまざまな授業を履修するため、他選修の学生とも交流
ができ、刺激を得られます。私はここで、心から尊敬で
きる先生や先輩、切磋琢磨し合える選修の友人たちに出
会いました。クラスコンサートやそのお手伝い、学科で
のコンサートなどもあるので、横だけでなく縦のつなが

りも強いです。音楽と教育で充実した大学生活を送れる
ことが本選修の魅力です。� （糠信亜衣　3年）

特色ある科目  

音楽選修入門セミナー、基礎声楽実技Ⅰ、基礎声楽実技Ⅱ、
合唱、ソルフェージュⅠ、基礎ピアノ実技Ⅰ、基礎ピア
ノ実技Ⅱ、基礎管弦打実技Ⅰ、基礎管弦打実技Ⅱ、作曲
法Ⅰ、作曲法Ⅱ、指揮法、音楽学概論Ａ、音楽学概論Ｂ、
音楽学概論Ｃ

心を育む音楽の力、音楽の世界を広げる。
本選修では、小学校全教科の学習内容や指導法を学ぶとともに、音楽の専門的な知識や技術を習得することができ
ます。音楽に対する深い愛情、豊かな感受性、柔軟な社会性を備えた小学校教員の養成を目的としています。

「合唱」「音楽科教材演習」では、第九の発表と併せて演奏会を行います。

初等教育教員養成課程

音　楽

谷川俊太郎氏による合唱講座。毎年著名な講師を迎えて多くの講座が開かれ
ています。
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A類

4 年間の学び  

1 年次には美術の基礎力を養うための必修科目と図画工作
科及び美術科教育に関する科目を履修して、図工及び美
術科教育に対する興味、関心及び理解を深めてもらいま
す。この間に、自分が絵画、彫刻、デザイン、工芸、造
形芸術学、美術科教育のどの領域に興味や関心が持てる
かを探すことが重要です。2年次には 1つの領域を選び、
必修科目である「美術演習Ⅰ・Ⅱ」を履修します。この
授業は美術の専門的な知識や技能を段階的に積み上げて
いくことが目的となっています。また、それぞれの領域
の選択科目を履修することで、教員としての幅広い視野
を持つこともできます。3年次には「美術演習Ⅲ・Ⅳ」を
履修し、卒業研究を行うために更なるスキルアップをめ
ざします。また、1、2 年次に学んだ知識や技能を基盤と
して教職科目を履修していきます。3年次の後期には附属
学校での教育実習があり、今までの成果を生かして授業
に取り組みます。4年次には卒業研究に取り組みます。4
年間の集大成として相応しい卒業制作及び論文発表を行
います。美術の造形活動や理論研究を通じて図画工作科
及び美術科教員としての資質や能力を磨き、創造的な視
野を持った教育実践を行えるような人材になって欲しい
と考えています。

先輩からのメッセージ  

私はこの大学に入学し、図工・美術、教育についての考
えが、大きく変わりました。入学してからは、実技の授
業が面白かったのもありますが、何より自分が興味を持っ
た表現（私の場合は絵画や陶芸が最初でしたが）を自由

にできる環境が楽しかったです。それらをしていくうち
に、先生や先輩方と関わりができ、また自分が何かをつ
くることだけでなく、学校現場などで誰かが何かをつく
ることに関わることでみえてきたものもありました。私
自身も自分の可能性を探求している途中ではありますが、
様々な人の助けを得ながら、自らを成長させてお互いに
実りある大学生活にできれば最高です。
� （池田晴介　2年）

特色ある科目  

図画工作・美術科と情報、図画工作科教材論、図画工作
科カリキュラム論、美術選修入門セミナー、図画工作科
基礎、絵画基礎Ⅰ、彫刻基礎Ⅰ、デザイン基礎Ⅰ、工芸
基礎Ⅰ、西洋美術史概論、美術演習Ⅰ、美術演習Ⅱ、日
本東洋美術史概論

図画工作で教員になる、未来をつくる。
本選修では、美術の専門的な技能や理論を学ぶことを通して、豊かな発想力や高い指導力を備えた図工を得意とす
る小学校教員や、図画工作専科の教員の育成をめざしています。また、中学校美術、高校美術、高校工芸の教員免
許も取得可能です。

学内の授業や地域施設・イベントなどで行われる Art ワークショップ風景

初等教育教員養成課程

美　術

新入生オリエンテーションキャンプで行われた Art ワークショップ風景
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類

初等教育教員養成課程

A類

体育を核にして小学校教育を考える。
小学校で教えるさまざまな教科の中から､ 特に体育を専門的に学ぶことを柱にして小学校教員を養成しているのが
本選修です｡ 講義と実技の双方からなる多種多様な授業を通じて､ 小学校における教育全体の理解へ迫り、教員と
しての資質を磨き、指導力を養成することがこの選修の特徴となります｡

器械運動 A：前転における勢いのつけ方に関する説明

保健体育

4 年間の学び  
1 年次：「保健体育選修入門セミナー」で、小学校教員養成課程
において保健体育を選修することについて学びます。また、専
門的な体育実技や体育分野における基礎学問を学習するととも
に、他の選修と同じく「教職入門」で教職の世界へ第一歩を踏
み出します。
2年次：1年時に比べ、実技だけでなく「運動生理学概論」や
「スポーツ社会学」など、より多くの体育分野の基礎学問を学習
することになります。また、「保健体育科教材研究」「保健体育
科模擬授業演習A」などの授業を通して、選修としている保健
体育に関する教材研究や授業の方法を学習する科目や教育実習
の準備が始まります。さらには、体育を含め各教科の教科指導
法の学習が始まる学年でもあります。夏期休暇中には、2日間
の集中授業で 3年次の教育実習の様子を映像で観察する「授業
観察演習」があり、翌年に控える教育実習について具体的なイ
メージを持つ機会があります。
3年次：「保健体育科演習」や「保健体育科カリキュラム開発論」
など、教育実習に直接的に関わる内容の科目を履習しながら、
教育実習の「事前指導」を通じて実習における研究課題を決め
ていきます。初めての教育実習は附属小学校で行います。大学
で学んだ知識やスキルを活かして授業づくりを行い、教材研究
や授業実践を行っていく力を高めていきます。実習終了後には
「事後指導」を受け、実習の振り返りをしながら 4年次の選択実
習での課題を設定します。
4年次：それまでの学生生活を通して得た知識や視点からテー
マを決めて卒業研究を行い、論文の作成とその発表を行います。
また、選択で公立小学校での教育実習を履修できます。そして、
秋学期には、４年間の学びの集大成である「教職実践演習」を
受講します。教育学部で学んできたことのふり返りや現代的教
育課題の学びを通して、社会に出るための最後の準備をします。
以上のように、4年間の学生生活を通して教育全体の理解へ迫
るという本選修のめざす学習活動を行います。

先輩からのメッセージ  
この選修は、様々な教科の中でも保健体育を専門とした小学校
教員を目指します。実技の授業では、各種目の技術を向上させ

るだけではなく、教員の視点から体育の授業をよりよくするに
はどうすべきかを考えていきます。仲間と共に「体育」につい
ての考えを深めていくことは、将来の授業づくりに大いに役立
つことでしょう。中には苦手な種目もあると思いますが、そん
な時には、得意分野の異なる頼もしい仲間が支えてくれます。
笑いあり涙ありの実技の授業は、この選修の大きな魅力のひと
つです。また、各教科の教育法の授業では、指導案の作成や模
擬授業を行うなど、より実践的に学ぶことで自信を深めていく
ことができます。
私はゼミで、附属学校での保健指導や健康診断補助といった活動
を行っています。子どもと直接関わりながら学ぶことを通して、
「子どもが好き」「教師になりたい」という気持ちが強くなりまし
た。皆さんも同じ志をもつ仲間と共に高めあいましょう。
� （山本明日香　3年）

特色ある科目  
保健体育選修入門セミナー、保健体育科演習、人体解剖生理学、
学校保健学概論、衛生 ･公衆衛生学、体育 ･スポーツ心理学、
野外環境教育学、体つくり運動A、器械運動A、陸上A、水泳
A、表現運動、ソフトバレーボール、サッカーA、ソフトボー
ルA、バスケットボールA

授業観察演習：観察した授業についてディスカッションをしているところ
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初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

1 年次では、入門セミナーで、大学での学びや家庭科を専
門とする小学校教員となる意義を学びます。専門科目と
しては、衣、食、家庭経営に関する科目を履修し、被服
の機能と管理や歴史的変遷、手縫いと機械縫いなどの被
服学の基礎、食品の調理性（含む実習）、人生をデザイン
するための意思決定論の基礎や消費者問題の現状を学び
ます。2年次には、教職に関する科目が始まり、初等家庭
科教育法では、小学校家庭科の内容や指導法について学
びます。専門科目としては、住居と保育に関する科目も
開講され、住居の役割や機能、歴史的変遷と生活の変化、
住まいの管理、乳幼児の発達や生活（含む家庭支援セン
ターへの訪問）についても学びます。衣と食については、
1年生での学びを基に、被服材料や洗剤の特性（含む実験）、
被服構成の基礎的知識と技術（被服製作演習）、栄養学（含
む実習）を学びます。また、教育の情報化についての基
礎的な事項や家庭科での ICT活用についても実践的に学
びます。3年次には、教育実習に向けて、事前指導での授
業参観などを通して、より具体的に実習に臨む準備をし
ます。2年から 3年にかけて、小学校で学ぶ各教科の指導
法や教科の内容に関する科目も学んでいきます。4年次に
は、卒業研究に取り組みます。各々のテーマに沿って、4
年間の学びの集大成として論文を仕上げます。

先輩からのメッセージ  

A類家庭選修は、家族や衣食住、家庭経営など、家庭科
の幅広い分野を専門的に学びながら小学校教員を目指し
ます。調理実習や被服製作、保育実習、間取り設計など、

実践的な活動が多いことが特徴で、家庭科の楽しさに触
れるとともに、新たな発見やより深い理解に繋がります。
また、3 年次秋からは興味のある分野の研究室に入りま
す。興味のあることだからこそ探究意欲が高まり、それ
を知識豊富な先生方が支えてくださるので、とても充実
した時間となっています。私はこの選修で、日常生活を
豊かにするために多様な視点を持つことや、教師を目指
すうえで実践的・体験的な授業の大切さを学びました。
また、少数の選修なので男女問わず仲がいいことも魅力
のひとつです。� （佐藤結衣　4年）

特色ある科目  

家庭選修入門セミナー、家庭経営学、栄養学概論、被服学 I、
住居学、児童学 I、家庭科と情報、家庭科教材論 I、家庭
科教材論 II、家庭科カリキュラム論

生活の自立を支援できる教員になろう。
本選修では、家庭科を中心とした専門的な知識や技能の修得を通して、子どもの生活自立を支援できる小学校教員
を養成します。衣食住をマネジメントし、家族や地域と連携して、自立して生活できる力を育成する家庭科の専門
性を、小学校での指導に活かすことができます。

小学生にボタンつけの方法をどうやって教えるか考える。

家　庭

実際に生活に役立つ物を製作し、学びのポイントをつかむ。
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類

初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

1 年次には主に英語運用能力を高めるための科目と、英語
学、英米文学文化、英語教育の基礎を学ぶための科目を
履修します。2年次から小学校英語に関する科目の履修が
始まります。合わせて他教科の指導法や教科内容につい
ての学習も始まります。3年次には小学校英語に関する学
びをさらに深め、言語学習に関する理論を学びながら高
い実践的な指導力も身に付けることを目指します。また、
附属小学校での教育実習があり、ありのままの児童の学
習や学校生活の様子を観察し、教員生活の実際を経験し
ます。4年次には、東京都の公立小学校での教育実習の機
会があります。また、これまでの学びの集大成として卒
業論文を英語で執筆します。卒業論文は英語学・英米文
学文化・英語教育学の中から分野を選び、自ら決めたテー
マで書き上げます。
小学校の英語教育は新学習指導要領で大きく変わる分野
と言われていますが、流行に流されることなく、言葉の
教育の本質を見つめ、専門性の高い指導力をつけること
を目指しています。

先輩からのメッセージ  

本選修には良い小学校教師、英語教師になるための環境
が整っています。初年では英語に関する授業が中心とな
り、英語圏の文化や文法・音声学など基礎的なことを学
ぶことができます。学年が進むと実際の授業づくりにつ
ながる授業が増えていきます。その中では発表や模擬授
業を行う機会が多くあり、クラスメートや先生から有意
義なアドバイスをもらうことができます。また、それぞ

れの目標に向かって一緒に勉強していく仲間を得られる
ことも大きな魅力です。グループでの模擬授業などはも
ちろん、日々の生活でも様々な場面で協力して乗り越え
ていくことができます。先輩・先生方との距離も近く、
何かあれば親身に相談に乗ってくれます。そんな恵まれ
た環境の中で学ぶことはみなさんの目標を叶えるための
大きな一歩になるはずです。
� （富山孔貴　4年）

特色ある科目  

英語読解、英会話、英作文、英語音声学概論、現代英語
学、イギリス文化概論、アメリカ文化概論、英米文学概論、
英語科と情報、小学校英語教育概論、小学校英語教育演習、
英語科と異文化理解

英語と出会う楽しさを小学生に。
小学生の学び方の特徴を理解し、その力に寄り添う英語の授業ができる人材を育てます。カリキュラムは英語学・
英米の文学文化・英語教育学を含む多様で体系的な科目から構成されています。在学中に中・高の英語の免許も無
理なく取得することができます。

What animal do you like?- 上野動物園の地図を見ながら見学場所を相談。

英　語

CLIL（言語内容統合型学習）の手法を使った小学校英語の授業を体験。
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初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

1 年次は、学校教育選修の学修の中心となる教育学の 5領
域（教育哲学・教育史・教育方法学・教育経営学・教育社
会学）の基礎を学びます。また、教職・教育実践研究への
入門となる授業を履修します。2年次は教育学の基本文献
をゼミ形式で読むことで、研究の基礎的能力や協働する力
を身に付けます。3年次は「特講」と「演習」と呼ばれる教
育学の専門授業に参加し、研究室での活動も開始します。
附属小学校での教育実習にも取り組みます。4年次は卒業
論文作成のための主体的な探究が中心となります。公立小
学校での教育実習を経験することで、教職で必要とされる
知識や技能をさらに身に付けることも期待されます。
こうして、学校教育選修の学生は 4年間で次のことを身
に付けることができます。
⑴�個々人の能力や性格の把握にとどまらず、子どもたち
がどんな社会（時代）を生きている（生きてゆく）の
かを知って授業に反映させる、視野の広い子ども理解。
⑵�チャイムが鳴ったら席に着く、教師の指示に従う、と
いった授業の前提条件を意図的に整えるための原理や
技術。
⑶�各教科の独自性を尊重しつつ、必要に応じて教科の枠
を超える授業づくりの発想・構想力。
⑷�教科教育に含まれないが学校教育を支える大きな力を
発揮している諸活動（学校行事や給食・清掃など）に
注目してその意義を正当に評価するセンス。
⑸�学校を広く社会の中に位置付けてとらえ、子どもの成
長を見守る大人の協働を実現するマネジメント力。

先輩からのメッセージ  

本選修では、各教科の土台となる教育学を重点的に学び
ます。

授業での発問の工夫を学ぶ講義や、授業での ICT機器の
使い方を学ぶ講義では、教育実践において必要なスキル
の習得を目指します。近代教育批判の文献を講読する講
義や、日本の教育法制を学ぶ講義では、教育実践を支え
る理論の基礎を学習します。
卒業研究では、自分が関心のあるテーマについて、教育
哲学、教育史、教育経営学、教育方法学、教育社会学といっ
た立場から研究します。
教育に対して熱い思いを持った仲間たちと日々切磋琢磨
しあいながら、教育について広く、そして深く学ぶことで、
学校教育に対する高い視座と実践力を得られる場が、学
校教育選修です。
� （安里基子　4年）

特色ある科目  

学校教育選修入門セミナー、教育学研究入門、教育基本
文献講読Ⅰ、教育基本文献講読Ⅱ（外国語活用科目）、教
育実践研究、教育実験観察法、教育調査法

子どもと学ぶ、子どもに学ぶ。
学校教育選修では､ 教科指導の能力に加えて､ 古今東西の教育事情や教育のあり方に影響を及ぼす学校内外の諸要
因について高い見識を持ち、現在の学校に適応するのみならず、新たな学校のあり方を模索・構想・提言・実現で
きる教師の養成をめざしています。

プレイパークの参観：様々な場面で子どもと直接接する機会を設けています。

学校教育

いざ、プレゼンテーション：内容を準備して人前で話す、貴重な学習の機会
です。
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類

初等教育教員養成課程

A類

教育心理学実験の授業で自分たちで行う実験研究のデザインを話し合う３年生

学校心理

4 年間の学び  

学校心理選修では、人の記憶・学習・理解・動機づけの
メカニズムを解明する「教授・学習、認知心理学」により、
子どもが学習につまずいたときに、具体的な支援の方法
を示すことができます。「社会心理学」により、子どもが
互いに尊重し合えるクラスをつくることができます。「発
達心理学」により、学年に応じた心の成長を理解するこ
とができます。「教育相談」により、教師から子どもへの
心の支援を学びます。
小学校教員免許への道のりは、１年次の「教職入門」、２
年次からの各教科の「教科教育法」、「観察実習」、３年次で、
附属学校での「教育実習」、さらに４年で協力学校での「教
育実習」へと続きます。学校心理学の道のりは、１年次
の「心理学概論」と「データ解析法」に始まり、２年次には、
「教育心理学」や心理学各領域の概論、さまざまな心理学
研究技法の授業があります。３年次には各心理学の演習
科目と「教育心理学実験」があり、研究室配属、そして、
４年での卒論研究と続きます。２つの道のりはお互いに
独立ではなく、１年次からの学校見学や教育実習などで
問題意識を育み、それを解決する心理学の研究方法と専
門知識を学び、さらに、教育実習などに生かして行くと
いう、「スパイラルな学び」により実践的な力をつけるこ
とができます。

先輩からのメッセージ  

学校心理選修では、心理学を基礎として、教員としての
資質・能力を高めていきます。他の選修と比べると、特
定の教科を専門としない分、全ての教科・領域に通底す
る「こころ」を学ぶことができるのが特徴です。ひとこ

とで「こころ」といっても、対人関係やカウンセリング
マインドといった一般にイメージされやすい事柄だけで
なく、人の認知、記憶、学習、発達といった事柄までを
含む、非常に大きな概念です。したがって、小学校の先
生として現�場に立つ際には、教科・領域等の学習指導に
おいても、児童の「こころ」を捉える生活指導においても、
確実に生きてくる内容です。学校心理選修での学びを通
して、ともに児童一人一人の「こころ」と向き合える先
生を目指しましょう。� （大谷駿介　４年）

特色ある科目  

3�年春学期の「教育心理学実験」では、1年次より学んだ
「教授・学習、認知心理学」「社会心理学」「発達心理学」「教
育相談」の各領域からテーマを選び、1年次に学んだ統計
法や実験法、2年次の質問紙調査法などの技法を駆使して
自分たちで研究をしあげます。

心を知る教師が教育を変える。
学校心理選修では、学習や生活全体にわたる、児童生徒の「生きる力」を育むために必要な心理学の専門知識を学
習します。学力の問題、発達の個人差、いじめ、不登校など多様な問題に取り組むために求められている、心のし
くみについての専門知識と実践力を育成します。

教育心理学実験の授業でのディスカッション
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初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

１年次、「国際教育選修入門セミナー」「国際教育基本文
献講読」「国際理解教育論」などで、教育学・心理学の学
問的基礎を身に着け、Cross-cultural�Ideas�and�Activities
などの選択科目で、留学生と英語での共習体験をします。
２年次は、「国際教育交流史」「比較教育思想論」「国際教
育政策論」「国際教育とプロジェクト」「海外・帰国児童
生徒教育論」「異文化間心理学」などの専門科目を学び、「国
際教育臨床」においてプレゼンテーション能力を向上さ
せます。３年次は、「国際教育演習A～ F」において研究
法を学び、「国際教育特別研究」で各自の基礎研究をプレ
卒論にまとめます。附属学校での教育実習とその「事前・
事後の指導」において、教育実践力を身に着けていきます。
３・４年次は、「比較教育学研究」「教育開発と教育協力」「日
本教育史特講」「外国人児童生徒教育」などで、専門的な
議論を深めます。４年次は、「卒業研究」「教職実践演習」
や、選択実習において、教育の理論研究と実践研究の総
まとめをします。思考力、表現力の基礎を備えた人、他
人の意見や情報を鵜呑みにしないで疑問を問いかけなが
ら、自分の考えを確立し、その考えを仲間と共有できる
人に、この選修に来てもらいたいと思います。

先輩からのメッセージ  

「国際教育」と聞いて、どんなことを学ぶのかピンとくる
人は少ないと思います。ですが蓋を開けてみると、多様
な形式で日本の教育のみならず、海外の様々な国の教育
を学ぶことでより多角的な視点を持って教育を学ぶこと
ができます。また、本選修の特徴として少人数であるこ

とが挙げられ、グループワークやディスカッションで意
見を仲間と共有することで、新たな価値観や考えを見出
すことができるという利点があります。グローバル化が
進む中で、「国際教育」は国の内外問わず、すべての子供
たちが共に生きていく上で無くてはならないものであり、
無限の可能性を秘めていると考えています。是非、私達
と一緒に「国際教育」を追求してみましょう！
� （小林隆太郎　2年）

特色ある科目  

「国際教育選修入門セミナー」「国際教育基本文献講読」「国
際教育特別研究」「国際教育とプロジェクト」「異文化間
心理学」「比較教育思想論」「国際教育政策論」「国際教育
交流史」「国際教育演習A～ F」

日本を見つめ世界に羽ばたく教師をめざして。
本選修では、国の内外を問わず、すべての子どもたちが、お互いを尊重し協力しつつ、ともに生きることができる
ような人間形成に取り組む教員の養成をめざします。そのために人間の多様性と共通性を踏まえた教育実践を、国
際的視野から追及します。

自由な発想でアイディアを出し合う

国際教育

アイディアの違いを新たな視点に結びつける
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類

初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

次期学習指導要領では言語能力に並んで情報活用能力の
育成やそのために必要な ICT環境の整備が謳われていま
す。また、小学校ではプログラミング教育も開始されます。
このような動向の中で、教育の情報化を先導する教員の
必要性がますます高まっています。
情報教育選修では、小学校の先生になるために必要な知
識や技術と共に情報工学・情報科学分野を教育の視点か
ら学びます。1年次から E類情報教育コースの学生と共
に計算機システムの仕組み、プログラミングやアルゴリ
ズム、情報工学・情報科学の基礎となる数学を学び、2年
次では教育の情報化の三要素である情報教育、授業にお
ける ICT活用、校務の情報化、そしてそれらの知識をさ
らに深めるために教育工学について学んでいきます。
3年次からは E類情報教育コースの学生と共に研究室に
所属し、研究室それぞれの専門分野を学んで、4年次には
卒業研究に取り組みます。
また、3年次に附属学校で、4年次の地域の公立学校で行
う教育実習では、ICT 活用を実践するプログラムが用意
されています。教育実習それぞれを振り返る授業を通し
て、ICT活用と情報教育の総まとめをしていきます。

先輩からのメッセージ  

学校現場において今や ICT機器を使うことが当たり前の
時代になり、小学校におけるプログラミング教育や、情
報モラル教育の必要性も高まっています。このような現
状の中で、教員はどのような授業を作り、教育していけ
ばよいのでしょうか。情報教育選修では、このヒントを

得られるカリキュラムが充実しています。カリキュラム
の中には、プログラミング等の工学系の授業もあるので、
授業づくりを考えるだけではなく、教材を開発する力も
つきます。
また、AI が注目されつつあり、これからさらなる情報化
が進んでいく中で、教育も変化し続けるでしょう。私た
ちと一緒に最先端の教育を学び、学校の情報化における
リーダーとして活躍できる教員を目指しませんか。
� （小銭佳奈　4年）

特色ある科目  

教育情報化教材論、教育情報化臨床、教育と情報、授業
におけるＩＣＴ活用、学校の情報化概論、情報教育概論、
情報数学基礎、計算機システム概説、プログラミング、
プログラミング演習、ソフトウェアシステム概論、情報
メディア論、教育工学概論

ディジタルネイティブな子どもたちのために。
変化の激しい社会の中でも創造的に未来を自ら築くための情報活用能力を児童に身につけさせる教育力や、教育の
情報化を学校内で指導・推進できる実務能力などをもつ教員になるために、教育工学・情報工学・情報科学の知識
や技能を体系的に学ぶことができます。

教育実習における ICT 活用の様子

情報教育

「プログラミング演習」の授業風景
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初等教育教員養成課程

A類

環境教育

4 年間の学び  

1、2 年次では、教職に関する科目に加えて、「環境」を理
解するために自然科学と社会科学の基礎的な知識を学び
ます。生態系生態学、河川生態学、魚類生理学、植物生態学、
保全生態学、景観生態学、環境経済学、自然地理学、環
境教育学などの環境に関わる幅広い分野の基礎を学びま
す。また、野外に出て自然環境を自ら観察・測定・分析し、
環境を理解する方法を学び、環境問題を解決するための
手段を考えていきます。3、4 年次では、それまでの学び
を基礎とした実験や実習を通して、さらに環境について
理解を深めます。また、3年次には教育実習があります。
学び、身につけた知識を教育現場で実践し、「環境を教え
る」ことについて自分なりの答えを模索する機会になり
ます。そして 4年次には、環境教育選修における学びの
集大成として卒業研究に取り組みます。
環境教育選修における実践の場は教育実習だけではあり
ません。知識や経験を基に、地域の人達に自然環境を伝
える技術・方法を考え、実践する機会もあります。また、
子どもたちと触れあい、環境を保全する仕組みについて
考える場など、実践する機会には困りません。環境教育
選修は、豊富な教育環境を活用して多くを感じ、考え、
そして身につけることで、魅力的・個性的な環境教育観
を持った人に成長してもらうことを期待しています。

先輩からのメッセージ  

環境教育は自由度が高く、個人それぞれにあった研究ア
プローチをとれることが魅力です。これは、「環境」とい
う研究対象が人文科学、社会科学、自然科学の三分野を
横断する概念であることに由来します。本専修において
も教育学・経済学・地理学・生態学・地球環境学など多

岐にわたる分野の授業が用意されています。本専修の授
業で注目すべきはフィールドワークが多く採用されてい
ることです。巡検、実習、農作業など多様なフィールドワー
クを経験することで教室だけでは学びえることのできな
い深い学びを体感できます。みなさんも本専修ならでは
の深い学びを体感してみませんか。ともに環境教育で学
んでみたいという方を心よりお待ちしています。
� （石井康平　3年）

特色ある科目  

自然環境調査法A/B、社会環境調査法、地域の環境学と
農的体験 I/ П、地球環境論、河川環境論、展示論、環境
と産業社会、環境保全生態学、都市環境論、環境教育概論、
自然体験学習論、自然体験、エコスクール論、環境教育
実習 I/ П、博物館と展示の活用

フィールドから環境を探る。
文系・理系の枠を超えて、領域横断的・総合的に「環境」について学ぶことができます。座学だけでなく、様々なフィー
ルドで実物に触れ、手足を動かし、心と頭を働かせた観賞・観察・測定・調査を通して、体験的に環境リテラシー
を身につけ、1 人 1 人の個性に応じた環境マインドを養うことをめざします。

授業「農村フィールド実習」（学部 2 年時）の様子（雑穀の種まき体験）

授業「農村フィールド実習」（学部 2 年時）の様子（郷土食作り体験）
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類

初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  

1 年次には、製図、木材加工、金属加工等の授業を通して、
工学的デザイン（設計）プロセスに基づいた設計・試作・
製作に関するものづくり技術、また情報技術に関する基
礎的な能力を身につけます。希望する場合は、中学校の
技術科教員になるための基礎知識である数学・物理学・
情報工学についての基礎知識に関する学習も行います。2
年次には、1年次の学習内容を踏まえ、小学校の教員にな
るため、幅広い知識を習得します。小学校で教える各科
目の教育方法や教育内容に関する科目も履修するように
なります。3年次には、2年次の学習内容を発展させ、小
学校教員になるために必要なさらなる学習を行います。2
年次・3年次では各専門科目の基礎事項を学ぶと共に、実
験・実習により、基礎的な知識・技能を活用し、企画・
創造力を高めることができるようなプロジェクト型・問
題解決型の授業を行います。また 3年次初頭に、卒業研
究のために研究室への配属が行われ、研究室のゼミ等に
より卒業研究に向けての準備が始まります。3年次の 9月
～ 10 月には附属学校での教育実習があります。4年次に
は卒業研究が実施されます。設定した卒業研究の課題に
関し、約 1年をかけてじっくりと研究します。卒業研究
は究極の課題学習です。自主性を発揮して挑んで下さい。
ものづくり技術特有の問題解決型の学習や卒業研究を通
して、 主体的に企画・創造力を高めていくことができる
人になって欲しいと考えています。

先輩からのメッセージ  

“ものづくり”と聞いてみなさんは何を思い浮かべますか？
ものづくりは日本の学校教育課程において、生活科、家庭
科、理科、技術・家庭科、総合的な学習の時間などの多く

の教科等で取り入れられています。ものづくりを通して学
習を行うことで、工夫する力やものを大切にする心を育て
たり、最後までやり遂げる力を身につけたり、科学・技術
に対する関心を深めたりする教育効果があります。
この選修では、将来教員として様々な教科のあらゆる場面
で発揮することのできる“ものづくり力”を身につけること
ができます。また、少人数ならではのアットホームな雰囲
気や、先生方の一人一人に寄り添ったご指導の下、ものづ
くり技術や教育について向き合うことができる環境です。
ぜひ、私たちとともに有意義な学校生活を送りましょう！
� （波多野裕美　4年）

特色ある科目  

ものづくり技術入門セミナー、工業数学Ⅰ、工業物理学Ⅰ、
情報とものづくり、ものづくり教育臨床、ものづくり教
育と教材、電気とものづくり

豊かな“ものづくり力”をもつ教師になろう。
主体的にものづくり技術におけるテクノロジーやサイエンスを活用し、豊かな学校生活や社会生活を工夫・創造す
ることができる小学校教員を育てることを目標とする選修です。この目標を達成するため、ものづくり技術の基礎
的な科目を、広範囲に学習するカリキュラムとなっています。

色々な工具や機械を使って材料加工を学びます。～工作機械室にて～

ものづくり
技術

木材加工の授業では試作を繰り返して、作品を完成させます。
～ものづくり実験室にて～
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初等教育教員養成課程

A類

4 年間の学び  
1 年次には主に幼児教育や発達の基礎的な理論を学ぶため
の科目と、音楽、造形、運動などの基礎的な技能を身に付
けるための科目を履修します。附属幼稚園にも訪問し、幼
稚園の環境づくりを実地で学びます。2年次には、保育内
容（健康、人間関係、言葉など）の専門的な科目の履修が
増えます。これらの科目は 1年次の秋学期から 3年次の春
学期にかけて履修し、遊びや生活における幼児の姿を理解
し、具体的な活動を通して総合的に指導するための知識や
技術を学びます。また、附属幼稚園のクラスに入り、グルー
プで実習を行う授業もあります。保育を参観し、幼児の興
味を捉えて自分たちで教材を開発し、それを使って実際に
保育を行います。3年次の春学期には附属幼稚園での観察
実習があり、数日かけて幼児と保育の様子を記録し、それ
をもとに多面的に幼児を理解する手法を学びます。幼児教
育のカリキュラムや発達心理学の理論など、教職の高度な
専門的学習も同時に進められます。秋期には3週間の教育
実習があり、小金井園舎と竹早園舎に分かれて、それまで
に学んだ知識や技能を生かして自ら日々の保育を構想し、
実践する機会があります。4年次には卒業研究で卒業論文
に取り組みます。幼児や保育に関わるテーマを設定し、研
究室に入って 1年かけてじっくり探求し、論文にまとめま
す。4年間を通して、幼児の世界や保育の営みの豊かさを
深く知り、他者と経験を交流して協同的に学んでいく保育
者になってほしいと思います。�

先輩からのメッセージ  
子どもとかかわる仕事に就きたい。保育士になろうか、
幼稚園教諭になろうか…。入学したころは、漠然とそう
思っているだけでした。4 年間の学びを経て、私は特別
区の公立園で幼稚園教諭として勤務する道を選びました。
結果だけ見れば、王道かもしれません。この選修を目指
すみなさんなら、当たり前だと思うかもしれません。け
れど、たくさんの授業を受けて、たくさんの現場経験を

積んで、上手くいかなくて悩んだり、それでもやっぱり
おもしろさを感じたり、自分とは違う考え方に触れたり
しながら、保育者として子どもたちとかかわる様々な可
能性を知った上で、悩みぬいて決めた道です。だからこそ、
採用試験を乗り越えられたし、誇りをもってこの仕事に
取り組めていると思います。現場を見れる附属幼稚園が
こんなにも近くにあって、自分が思う保育について議論
できる仲間がいて。毎日たくさんの刺激にあふれ、私も
もっと頑張らないと。そう思える環境だったから、今の
私があると思います。
� （室野井彩華　平成 30 年 3 月卒業生）

特色ある科目  
幼児教育選修入門セミナー、乳幼児心理学、幼児教育学、
音楽表現Ⅰ / Ⅱ、保健体育Ⅰ / Ⅱ、美術Ⅰ / Ⅱ、ピアノ
基礎Ⅰ /Ⅱ、保育内容「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表
現A/B/C」、幼児教育と情報、保育内容総論、幼児教育史、
幼児教育心理学、幼児教育臨床、幼児体育特講

幼児教育の未来を創る保育者になる。
幼児教育選修では、幅広く、深い理論の学びと、豊かな実践の学びを融合し、高い力量を持つ保育者を養成します。
幼児教育の不易の課題と今日的課題に対応できる専門性を備えた保育者、幼児教育の未来を創る保育者の養成をめ
ざしています。

2 年次の 「保育内容総論」 では、 幼稚園のクラス全体の活動を立案し、 保育します。

幼児教育

3 年次には附属幼稚園で教育実習を行い、専門職としての教育職のあり方を学び
ます。
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中等教育教員養成課程

B類

4 年間の学び  

B 類国語の学びは、教科教育学としての国語科教育学の
領域と、それを支える基礎科学としての日本語学・日本
文学（古典文学・近代文学）・中国古典学の全 5領域から
構成されています。これら 5領域の授業のどこに比重を
かけるかは基本的に自由です。それらの履修の仕方によっ
て自分なりの国語教育観がつくられ、その国語教育観に
よって次の履修科目が決まってきます。1年次ではこれら
諸領域の基本的な概念と枠組を、日本語学概論、日本文
学概論、日本文学史、中国古典文学概論、中国古典文献
概論の講義で学びます。2年次からは、より専門性を深め
るために、1年次の基礎をふまえつつ自らが調査研究して
きたことを発表する演習科目が 5領域で数多く設けられ
ています。特に日本文学は上代・中古・中世・近世・近代・
現代のように時代別の演習の授業を履修できます。他に
も、日本語文法、日本語音声、日本語教育と言語学、言
語習得と発達など、日本語に関する科目も豊富です。あ
わせて、それらの知識に基づきつつどのように指導する
かを「国語科教材論」「中等国語科教育法」などで体系的
に学びます。なお、3年次からは自分が所属する研究室で
卒論に向けての準備が始まるので、2年次後半までにどの
領域のどのようなテーマを深く究めたいか決めることに
なります。そして、4年次では 4年間の学びの集大成とし
て研究室の教員の指導を受けながら卒業論文をまとめま
す。

先輩からのメッセージ  

国語科には、日本古典文学・日本近代文学・日本語学・
中国古典文学・国語科教育学・日本語教育学の大きく分

けて６つの分野があります。それらの分野の中でも自ら
の専門分野について深く学び、専門性を身に付けること
をこの専攻では目指します。授業面では学生一人ひとり
がテーマに沿って研究・発表をし、他の学生と議論を交
わす演習授業が多く開講されています。演習授業は自分
の専門以外の分野についても学ぶことができる良い機会
です。また国語科では 1年次から参加できる自主ゼミが
開かれています。私は２つのゼミに所属し、ゼミ長も経
験しましたが、先生のご指導のもと大学院生を含むゼミ
員と共に学び合うことができ、成長することができまし
た。� （渡邉梨聖　4年）

特色ある科目  

国語選修入門セミナー、中国古典文基礎、国語科と情報、
国語科教材論、現代日本語文法、日本語教育教材開発論、
言語習得と発達、異文化間教育、日本語音声、児童文学、
中学書写

ことばの森を探索し、真の国語力を培う。
本専攻は、中学校・高等学校の教育現場で活躍できる、高い専門性をもった国語科教員の養成を目的としています。
中等教育における学習内容と指導法を学びつつ、日本語、日本文学、中国古典などの日本の言語文化に対する認識
を深め、高い言語能力と豊かな言語感覚を備えた指導力あふれる人材を育成します。

■■■■■■■■■■■

国　語

中等国語科教育法では模擬授業も行います。この写真は平家物語の模擬授業の様子です。

B 類国語科ではほとんどの人が１つ、または２つの自主ゼミに入り、専門性
を高めています。
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中等教育教員養成課程

B類

4 年間の学び  

1 年次：社会専攻入門セミナーで、高等学校までとは異な
る大学での勉学の方法について学びます。あわせて 7分
野の必修の概論科目を履修し、社会科の基礎的な概念や
考え方を学びます。
2年次：7つの分野のいずれかに所属し、各分野の特色あ
る専攻選択科目を中心に履修していきます。これは基礎
知識に基づいて応用力を獲得し、「社会に強くなること」
を目的とします。これと並行して教職科目の中等社会科
教育法等を履修し、社会科の考え方や教育・教材開発に
関わる方法論、授業研究などに関して学びを深め、「社会
科に強い」教員として応用できる実践力を養います。
3年次：所属分野でのより進んだレベルの演習等に参加し、
体系的な学修を深めていきます。9月には附属学校での教
育実習があります。それまでに学んだ知識やスキルを活
かして授業を創っていきます。その経験・反省を基に、「社
会科教材論」を通して、教材研究を深めます。また、中
等社会科・地理歴史科教育法や中等社会科・公民科教育
法の授業で、実践力をさらに養います。
4年次：学生生活の集大成となる質の高い卒業論文の完成
をめざします。なお、公立中学校・高等学校等での教育
実習を履修できます。
本専攻のカリキュラムの重要な特色は、演習を中心とする
少人数教育です。教員や仲間とともに行う社会や社会科に
関する議論を通じて学問の楽しさを実感できるでしょう。

先輩からのメッセージ  

私が社会科専攻に入学した大きな理由は、社会科が好き
なこと、そして教えることに興味があったからです。1、
2年生時には各分野についての専門的な知識や社会科の指
導法について深く学びました。3年時からは民法ゼミに所

属し、判例を素材に議論を交わしていますが、私を含め 4
名という少人数授業です。附属中学校での実習では、生
徒たちと充実した 3週間を送ることができました。4年生
の今は、母校の高校での実習を終え、教員採用試験に向
けて勉強しています。また民法に関する卒業論文も執筆
中です。多くは中学校や高校の教員を目指していますが、
公務員や企業に就職する先輩や仲間もいます。
� （目黒幸輝　4年）

特色ある科目  

社会専攻入門セミナー、社会科と情報、社会科カリキュ
ラム論、社会科教材論、社会科地域教材論、自然環境、
臨地研究、哲学と宗教、心の哲学と知識論、日本史演習、
西洋史基礎講義、教育と法、刑法、経済学基礎演習、経
済学基礎、地域を探る社会調査、ジェンダーの社会学

深い知識と思考力で社会を探究しよう。
本専攻には歴史学・地理学・哲学・法学政治学・経済学・社会学・社会科教育学の 7 分野があり、それらを幅広く
学べます。2 年生からいずれかの分野に所属して研究を深めます。そこで学んだ知識や考え方等を踏まえて、生徒
が多面的・多角的に追究する学習を創造するなど、専門に強い教員になることをめざします。

■■■■■■■■■■■

社　会

巡検風景（銚子市）：地理学の臨地研究の授業で屛風ヶ浦の海食崖の説明を受ける場面。

ゼミ風景：
社会科教育学の授業開発ゼミで、単元構成案について発表している場面。
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中等教育教員養成課程

B類

4 年間の学び  

大学の数学は、高校までの直観的な説明とは異なり、一
歩一歩階段を上るように緻密な論理を積み重ねて学習し
ていく。物事を論理的に理解し、他人に明快に表現でき
るように目指し、物事に対し自分の言葉で考え、表現で
きるように養成する。１年次に、大学の数学の基礎とな
る基礎数学、線形数学、微分・積分学を学ぶ。２年次に、
基礎を踏まえて代数学 I,�II、幾何学 I,�II、解析学 I,�II、確率・
統計 I,�II のそれぞれの専門分野の基本を勉強する。３年
次に、基礎的な数学の内容を踏まえて、数学分野におい
ては、代数学特論AI,�AII,�BI,�BII、幾何学特論AI,�AII,�
BI,�BII、解析学特論AI,�AII,�BI,�BII,�C,�D,�E、確率特論 I,�
II、統計特論 I,�II 等現代数学の内容を勉強する。数学教育
分野においては、中等数学科教育法 I,�II,� III,� IV、数学科
教育臨床といった数学の授業をどのように行うかという
実践の基本を学び、数学教育研究、数学カリキュラム論で、
中学、高校での数学をどのように体系的に教えているか
を学ぶ。その上で、自分がより深く学びたいものを選び、
卒業研究として４年次に学ぶ。

先輩からのメッセージ  

「数学のおもしろさを伝えたい」、そんな志を持つ人が集
まり、日々数学や数学教育に向き合っています。生徒と
して「学んで」きた数学を、教師として「教える」とい
う視点で見てみると、高い専門性と確かな指導力が必要
なことがわかってきます。
この専攻では四年間かけて自分たちの数学の知識を深め、
数学教育の目標や指導法について学ぶとともに、教育実

習などを通して、この二つの能力を養っています。
同じ夢を持つ者同士、切磋琢磨し合いながらともに成長
を感じることができるこの専攻で、一緒に夢に向かって
挑戦してみませんか。
� （杉村綾美　4年）

特色ある科目  

線形数学、微分・積分学、基礎数学、位相数学 I,�II、代数学 I,�
II、幾何学 I,�II、解析学 I,�II、確率・統計学 I,�II、代数学
特論AI,�AII,�BI,�BII、幾何学特論AI,�AII,�BI,�BII、解析
学特論AI,�AII,�BI,�BII,�C,�D,�E、確率特論 I,�II、統計特論 I,�
II、数学カリキュラム論、数学科教材論、数学科教育臨床

学ぼう、�伝えよう、�美しい数学の世界。
学生の数学的能力の育成と、中学校・高等学校教員としての資質の養成を目的とする。中学校・高等学校の数学の
内容、数学教育の理論と実践についての素養を身につけ、数学に対する興味と理解を深め、自然や社会に対して自
らの頭で論理的に考える態度を育てる。

2 年生の授業風景。 自分の頭で考え理解することが大切です。

数　学

生徒に、何のために、何を、どのように学ばせるかを具体的に話し合っています。
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中等教育教員養成課程

B類

4 年間の学び  

自然科学の学習は、基礎から始め徐々に高度な内容へと
段階を経て学び、専門性を高めていきます。この特質を
考慮して、理科に関わる自然科学の全領域と理科教育学
にわたる充実した科目群が、1年次から 4年次の各学期に
順を追って開設されています。物理学・化学・生物学・
地学の各教室に所属して、それぞれの専門性を高めなが
ら教員としての資質を養います。講義以外に実験・実習・
演習という形態の授業科目があり、より能動的に関わっ
て学ぶことが求められています。1年次には、物理学・化学・
生物学・地学の基礎となる実験を行います。また、2年次
にかけて各分野の基礎となる講義も履修します。2年次に
は、教職に関する科目とそれぞれの専攻に関する科目の
学習が本格的に始まります。3年次には、教職に関する科
目・専攻に関する科目ともに、1、2 年次の学習事項を基
に発展的な内容を学びます。ゼミや実験等、研究室での
活動が本格化するのもこの時期です。また、秋には附属
学校での教育実習があります。理科教育の指導法や技術
を生かし、科学的な見方・考え方を生徒に伝える機会と
なり、それまで学んだことを実践し振り返ります。基本
的な内容を教える中で、自らの専門分野の学びを深める
こともできます。4年次には、指導教員の下で専門的内容
の卒業研究を行います。未知の領域で自ら真理を探究し
ます。

先輩からのメッセージ  

本専攻では、1、2 年次に物理学、化学、生物学、地学の
基礎を学びます。講義の他に実験や野外実習の授業も開

講されており、高校生の時に苦手だった分野についても
勉強することができます。3、4 年次には研究室に配属さ
れ、卒業研究を行います。私は天文学研究室に配属され
ました。研究で扱うデータは、実際に自分たちで観測し
て取得したものです。教育学部でありながら、専門性の
高い卒業研究ができるという点や、世界で活躍する研究
者の自然科学に対する姿勢を間近で学ぶことができると
いう点が、本専攻の魅力の一つです。�本専攻で 4年間みっ
ちり学ぶことで、教育に携わるための基礎的な知識を身
に付け、さらに専門性を高めることができます。
� （清水今日子　平成 30 年 3 月卒業生）

特色ある科目  

理科専攻入門セミナー、物理学概論、物理学演習、物理
学実験、化学概論、化学演習、化学実験、生物学概論、
生物学演習、生物学実験、地学概論、地学演習、地学実
験

自然科学の奥深さを伝える教員になろう。
専門性の高い物理、化学、生物、地学を学び、自然科学のおもしろさを生徒にわかりやすく伝えるとともに、科学
的探究心を育てることのできる能力をもった教員を養成します。自然科学の謎解きに真正面から向きあえ、その楽
しさを仲間と分かちあえます。

電磁誘導の実験。コイルの中に磁石を通過させ、磁石の速さと起電力の時間変化を測定します。

理　科

カルシウムイオンのキレート滴定実験に用いる標準溶液の調製
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中等教育教員養成課程

B類

4 年間の学び  

本専攻では、音楽の基礎的な技能・知識と同時に、入試
の選択課題に応じて各自の専門分野を深く学べるように
カリキュラムが組まれています。中学校・高等学校の授
業を行うのに必要な、声楽・ピアノ・管弦打楽器・作曲・
音楽学・音楽科教育の基礎的な科目は、1・2 年次で履修
します。さらに、和楽器・邦楽歌唱法・民族音楽演習な
どの科目を選択していきます。これらの授業は、内容に
応じ少人数のグループレッスンから大人数の合唱・合奏
まで多様な形態で行います。
3・4 年次では教育実習関連の科目を履修し、音楽科教育
の理論・実践的な内容を深めます。同時に、各自の専門
分野を深める科目や、興味に応じた科目を選択していき
ます。4年次の卒業研究では、卒業演奏や卒業論文に取り
組み、大学での学びを総括します。

先輩からのメッセージ  

本専攻では、専門分野の研究を深めるとともに、音楽科
教員に必要な音楽全般に関する幅広い教養を身につける
ことができます。実技では私が専門としているピアノの
他に、声楽、管弦打、和楽器、合唱などのレッスンが受
けられ、音楽に対する視野が広がりました。先生方の丁
寧な指導は毎回とても為になります。また、音楽教育に
対する指導も充実しており、実践的に指導法を学ぶこと
ができます。クラスコンサート、門下の勉強会、有志に
よる演奏会など発表する場が充実しているのも魅力の１
つです。音楽が大好きな仲間と共に作り上げるコンサー
トはとても達成感があり、普段はなかなか味わうことの

出来ない貴重な経験だと感じています。このように仲間
たちと切磋琢磨しながら音楽や教育について学べ、お互
いを高められるとても素敵な学科です。� （林真由　4年）

特色ある科目  

音楽専攻入門セミナー、基礎声楽実技Ⅰ、基礎声楽実技Ⅱ、
合唱、ソルフェージュⅠ、基礎ピアノ実技Ⅰ、基礎ピア
ノ実技Ⅱ、基礎管弦打実技Ⅰ、基礎管弦打実技Ⅱ、作曲
法Ⅰ、作曲法Ⅱ、指揮法、音楽学概論Ａ、音楽学概論Ｂ、
音楽学概論Ｃ

心をつなぐ音楽の力、音楽の深さを伝える。
本専攻では、音楽全般について広く学ぶとともに、各自が 1 つの領域を選択して専門的内容を深め、それぞれの個
性を磨いていきます。音楽に対する深い造詣、高い指導力、幅広い教養を備えた中学校・高等学校教員の養成を目
的としています。

「第九を歌おう・第九を奏でよう」では大学院生・他学科生と合同で演奏会を行います。

音　楽

「教育実践演習」では竹の切り出しから行うトガトンなど様々な実践演習を行
います。

38   学校教育系 ／ B 類　音楽



中等教育教員養成課程

B類

4 年間の学び  

1 年次には美術のそれぞれの領域の基礎力を養うための必
修科目と美術科教育に関する科目を履修して、美術科教
育に対する興味、関心及び理解を深めてもらいます。こ
の間に、自分がどの領域に興味や関心が持てるかを探す
ことが重要です。2年次には 1つの領域を選び、必修科目
である「美術演習Ⅰ・Ⅱ」を履修します。この授業は美
術の専門的な知識や技能を段階的に積み上げていくこと
が目的となっています。また、それぞれの領域の選択科
目を履修することで、教員としての幅広い視野を持つこ
ともできます。3年次には「美術演習Ⅲ・Ⅳ」を履修し、
卒業研究を行うために更なるスキルアップをめざします。
また、1、2 年次に学んだ知識や技能を基盤として教職科
目を履修していきます。3年次の後期には附属学校での教
育実習があり、今までの成果を生かして授業に取り組み
ます。4年次には卒業研究に取り組みます。絵画、彫刻、
デザイン、工芸、造形芸術学、美術科教育の領域の中で
4年間の集大成として相応しい卒業制作及び論文発表を行
います。美術の造形活動や理論研究を通じて中学校美術
及び高等学校美術科及び工芸科教員としての資質や能力
を磨き、創造的な視野を持った教育実践を行えるような
人材になって欲しいと考えています。

先輩からのメッセージ  

私は現在日本画研究室に所属しています。高校時代は主
に油絵を描いていましたが、1年次で様々な分野に触れ、
より興味を持った分野へ進むことができました。AB類の
主な違いは取得必須免許です。B類は比較的必修授業数

が少ない分、自分の専門分野にかける時間を多く取るこ
とが可能です。公募展への出展、他研究室主催のワーク
ショップへの参加、企業のインターン等、自分の行動次
第で経験が無限に広がります。また授業選択の自由度も
高く、専門分野以外の授業も多く選択できるため、実習
時や現場に出た際に役に立つ幅広い知識が付きます。4年
間を通して、自分のなりたい将来像に合わせた学びを選
択できる学科だと感じています。
� （保坂夏汀　4年）

特色ある科目  

図画工作・美術科と情報、美術科教材論Ⅰ（平面）、美術
科教材論Ⅰ（立体）、美術科カリキュラム論、美術専攻入
門セミナー、絵画基礎Ⅰ・Ⅱ、彫刻基礎Ⅰ・Ⅱ、デザイ
ン基礎Ⅰ・Ⅱ、工芸基礎Ⅰ・Ⅱ、西洋美術史概論、日本
東洋美術史概論、美術演習Ⅰ、美術演習Ⅱ、美術演習Ⅲ、
美術演習Ⅳ、現代美術史概論、美学

美術。その限りない可能性を追求しよう。
本専攻では、美術科教育学、絵画、彫刻、デザイン、工芸、造形芸術学などの高度で専門的なカリキュラムによって、
美術の専門領域での高い指導力と、深い造詣を兼ね備えた中学校の美術や高等学校の美術・工芸の教員養成を行っ
ています。

「卒業制作研究」の日本画本制作の様子

美　術

授業「美術演習Ⅱ」日本画制作の様子
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中等教育教員養成課程

B類

保健体育

時代を切り拓く保健体育教師をめざす。
本専攻は､ 中学校および高等学校の保健体育教員の養成を目的としています｡ 学校体育で実施する各運動種目の実
技能力を身につける科目、また、実施する側、指導する側両面で必要となるスポーツ科学的思考力を身につけるた
めの授業を通じて､ 保健体育教員に必要とされる学校現場での指導力の育成をめざします｡

サッカー B：パスワークについて指導しているところ

4 年間の学び  

1 年次：「保健体育専攻入門セミナー」で中学校、高等学校教
員養成課程において保健体育を専攻することについて学びま
す。また、専門的な体育実技や体育分野における基礎学問を学
習するとともに、他の専攻と同じく「教職入門」で教職の世界
へ第一歩を踏み出します。
2年次：1年時に比べ、実技だけでなく「スポーツバイオメカニ
クス概論」など、より多くの体育分野の専門的な学問を学習す
ることになります。また、「運動方法学総論」など運動指導の基
礎となるような学習や「中等保健体育科教育法」「保健体育科
模擬授業演習B」など専門の保健体育に関する教科教育法の授
業を履修し、これらの学習を通して教育実習の準備が始まりま
す。夏期休暇中には、2日間の集中授業で 3年次の教育実習の
様子を映像で観察する「授業観察演習」があり、翌年に控える
教育実習について具体的なイメージを持つ機会があります。
3年次：「保健体育科カリキュラム開発論」や「運動部活動指導
演習」など教育実習に直接的に関わる内容の科目を履習しなが
ら、教育実習の「事前指導」を通じて実習における研究課題を決
めていきます。初めての教育実習は附属の中学校、中等教育学
校、高等学校等で行います。大学で学んだ知識やスキルを活か
して授業づくりを行い、教材研究や授業実践を行っていく力を
高めていきます。実習終了後には「事後指導」を受け、実習の
振り返りをしながら 4年次の選択実習での課題を設定します。
4年次：それまでの学生生活を通して得た知識や視点からテー
マを決めて卒業研究を行い、論文の作成とその発表を行います。
そして、秋学期には、４年間の学びの集大成である「教職実践
演習」を受講します。教育学部で学んできたことのふり返りや
現代的教育課題の学びを通して、社会に出るための最後の準備
をします。
以上のように、この専攻では体育の実技はもちろん保健の授業
もしっかり指導できる保健体育教員の指導力の育成にも力を入
れています。

先輩からのメッセージ  
この専攻では、中学校・高校の保健体育教員になるために必要
な知識や技術を講義、実践を通して学習します。実践的な科目
の１つに、「模擬授業演習 B」があります。この授業では、受
講学生が教師側と生徒側に分かれ実際に授業を行い、双方の目
線から授業内容について考えます。それぞれ異なる得意種目を
持つ仲間から教えられたり、自分の得意種目を仲間に教えたり
するので誰もが活躍する事ができ、このようなアクティブラー
ニングの中で学びが深まり、応用する力も養うことができます。
日頃から頼れる仲間とともに、充実した環境で保健体育教員に
なるための学習ができる事が、この専攻の魅力です。
� （兼松宏尚　3年）

特色ある科目  
保健体育専攻入門セミナー、保健体育科演習、人体解剖生理学、
学校保健学概論、衛生 ･公衆衛生学、体育 ･スポーツ心理学概
論、体育 ･スポーツ社会学、柔道、剣道、器械運動B、陸上 B、
水泳 B、ダンス、バスケットボールB、サッカーB、ソフトボー
ルB、バレーボール、運動生理学概論、体育原理概論、体育史
概論

中等保健体育科教育法：グループで保健の発問を考える
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中等教育教員養成課程

B類

家　庭

4 年間の学び  

1 年次では、入門セミナーで、大学で学ぶ意義や家庭科教
員になる心構えについて理解します。専門科目では、家
庭経営、衣、食の基礎を学ぶ科目を履修し、意思決定論、
家計、消費者問題、被服学、被服文化（含む浴衣の着装）、
食品の調理性や科学的な知識（含む実習）などを学びま
す。2年次には、教職に関する科目（中等家庭科教育法な
ど）の履修が始まり、3年次にかけて、中学・高等学校で
の家庭科教育の目的や内容、指導方法について学びます。
保育と住居に関する授業も始まり、乳幼児の発達や生活
（含む保育園実習）、住居学、安全・快適な住環境につい
て学びます。さらに、詳細な家計の仕組み、栄養素の特性、
各ライフステージの栄養摂取や生理について実習を交え
て学んだり、被服製作のほか、石けん作りや藍染等から
衣生活の科学を理解し、指導者としての知識と技術を身
につけます。3年次には、事前指導で授業観察や模擬授業
を行った上で、教育実習に臨みます。また、製図や模型
製作、保育や衣生活の現代的な課題、生涯生活設計等に
ついて学び、家庭科を学ぶ意義や、教材、指導法につい
ても理解を深め、家庭科教員としての専門性を高めます。
4年次には卒業研究に取り組みます。家庭科教育学、衣、食、
住、家庭経営、保育の各領域を選び、4年間の学びの集大
成として論文を仕上げます。

先輩からのメッセージ  

B類家庭専攻では専門性の高い実践的な授業を通し、より
多くの視点から家庭科について学ぶことができます。食
物、被服、家族、保育、家庭経営、住居などの授業があり、
それぞれの分野において知識・経験豊富な先生方のもと
体験的な学習をします。講義形式だけではなく調理実習・

実験、被服製作・実験、住居設計製図、保育園実習といっ
た実験・実習形式の授業も多いため、幅広い分野につい
て実践力を高められることも魅力のひとつです。そして
これらの専門知識・技能に加え家庭科教員としての指導
方法等について仲間とともに検討し、切磋琢磨しながら
広い視野をもってより良い授業・指導法について追求し
ていきます。
� （中尾凪沙　4年）

特色ある科目  

家庭専攻入門セミナー、家庭経営学、生活設計論、栄養
学概論、食物学実験・実習A、食品学概論、住居学、住
居設計製図、被服学 I、被服学実験・実習A、被服学演習A、
児童学 I、児童学 II、家族関係学、家庭工学、家庭看護学、
家庭科と情報、家庭科教材論 I、家庭科教材論 II、家庭科
カリキュラム論

生活を科学し、未来の暮らしを提案しよう。
本専攻は、生活科学に関する高度な専門性と優れた実践力を身につけた中学校・高等学校家庭科教員を育成してい
ます。生活を科学的にとらえ、少子高齢化や消費者問題、食育などの現代的な課題を解決し、未来に向けた新たな
暮らしを創る力を養います。

「乳幼児と生活」の授業です。

「食物学実験・実習 A」の授業です。
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B類

4 年間の学び  

1 年次には、製図、木材加工、金属加工等の授業を通して、
工学的デザイン（設計）プロセスに基づいた設計・試作・
製作に関する基礎的な能力を身につけます。これと並行
する形で、中学校の技術科教員になるための基礎知識や、
数学・物理学・情報工学についての基礎知識に関する学
習も行います。2年次には、1年次の学習内容を踏まえ、
技術科教員になるため、教科教育学、栽培学、加工学、
電気工学、情報工学、機械工学等に関する幅広い知識を
習得します。3年次には、2年次の学習内容を発展させ、
技術科教員になるための教科教育学や工学について更な
る学習を行います。2年次・3年次では座学により各専門
科目の基礎事項を学ぶと共に、実験・実習により座学で
得た知識の確認を行います。また 3年次初頭に、卒業研
究のために研究室への配属が行われ、研究室のゼミ等に
より卒業研究に向けての準備が始まります。3�年次の 9月
～ 10 月には附属学校での教育実習があります。4年次に
は卒業研究が実施されます。設定した卒業研究の課題に
関し、約 1年をかけてじっくりと研究します。卒業研究
は究極の課題学習です。自主性を発揮して挑んで下さい。
技術科特有の問題解決型の学習や卒業研究を通して、自
ら課題を発見し、その解決に向けて努力する人になって
欲しいと考えています。

先輩からのメッセージ  

この専攻では、中学校技術・高等学校工業の教員になる
ための知識・技能を学びます。専攻の授業では単に知識
を得るだけではなく、得た知識を活用して実際に実験・
実習を行う場面が多くあります。木材加工、金属加工や

応用情報処理など実習がメインの授業も豊富にあり、実
践的な技能を身に付けることができます。これにより、
教科の専門性が着実に身に付きます。また、本専攻は少
人数であるため仲間同士の結束が強く、同じ志をもつ仲
間と共に切磋琢磨しながら学習を進めていくことが多い
です。授業内外を問わず先生方からも細かな指導を受け
ることができるなど、中学校技術・高等学校工業の教員
を目指す人に最適の環境が整っています。
� （川村優斗　4年）

特色ある科目  

技術専攻入門セミナー、工業数学Ⅰ・Ⅱ、工業物理学Ⅰ・Ⅱ、
基礎製図、木材加工概論、木材加工Ⅰ、金属加工�、中等
技術科教育法Ⅰ～Ⅳ、職業指導、工業科教育法Ⅰ・Ⅱ、技術・
工業と情報、応用情報処理Ⅰ、栽培、電気回路

理論的背景のある創造力を身につけよう。
技術教育学や理学・工学などについての幅広い科目が体系的に配置され、基礎的内容から応用的内容へと段階的に
学ぶことができます。中学校技術科および高等学校工業科の教員としての高度な専門能力を有し、自発的に創造で
きる教員を育てることが目標です。

工作機械や溶接機を使って金属加工の実習をします。～工作機械室にて～

中等教育教員養成課程

技　術

木材加工をする上で、作品に使用する部品（はり）の曲げの力を計算したり
します。～ものづくり実験室にて～
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B類

4 年間の学び  

１年次には主に英語運用能力を高めるための科目と、英
語学、英米文学文化、英語教育の基礎を学ぶための科目
を履修します。2年次には、教職に関する科目（英語科教
育法など）の履修が始まります。これらの科目は 3年次
も引き続いて履修し、中学生、高校生に英語を学ぶ楽し
さを伝え、彼らの英語学習を適切に援助するために必要
な知識や指導技術を学びます。授業中にはグループで意
見を交わしながら英語教材を作ったり模擬授業を行った
りします。また、英語学や英米文学文化の授業も引き続
き履修し、より専門的な内容を学び、英語という言語や
英語圏の文化についての教養を深めます。例えば、英語
という言語の仕組みや歴史について学んだり、文学や映
画を題材に、異文化の成り立ちを読み解く力をつけたり
します。3年次には附属学校での教育実習があり、それま
でに学んだ知識や技術を生かして実際に中学生、高校生
を相手に授業をします。4年次には卒業研究に取り組みま
す。英語学、英米文学文化、英語教育の 3分野の中から 1
つを選び、自ら決めたテーマのもと、4年間の学びの集大
成として英語で卒業論文を書き上げます。また、希望者
には 4年次にも教育実習の機会が用意されています。
学生生活を通して、外国語や外国文化を学ぶことに粘り
強く努力し、他者理解に向けて自らを開こうとする人に
なって欲しいと考えています。

先輩からのメッセージ  

中学校・高校の英語教員になるために必要となる高度な
知識、教育法を学べる専攻です。日本の英語教育界を支
える先生方から学ぶ本専攻の授業からは、英語教員に必
要なすべてを得ることができます。2年次からは授業内で

グループワークやディスカッションが増え、教材論や教
育法に関するテーマを学生同士で話し合います。本専攻
のほとんどの学生が教員志望であるため、他の学生が持
つ英語教育に対する考え方や価値観に触れることができ、
新しい視点を持つことができます。また、英語教育だけ
でなく、言語学や文学・外国文化など英語に関わる様々
な専門的分野を学習することができるのも魅力の一つで
す。本専攻で学ぶ 4年間はあなたにとってかけがえのな
いものとなるでしょう。� （濱本宏樹　4年）

特色ある科目  

英語読解、英会話、英作文、英文法演習、英語音声学概
論、現代英語学、英語史概論、文法理論、イギリス文化
概論、アメリカ文化概論、英米文学概論、英語科と情報、
英語科教材論、英語教育の現状と課題、中等英語科教育法、
第二言語習得、小学校英語教育概論

英語を学ぶおもしろさや奥深さを伝えよう。
英語教育の理論と実践・英語学・英米の文学文化についての多様な科目が体系的に配置され、基礎から高度な専門
性へと段階的に学ぶことができます。高度な英語運用能力を有し、英語に関する素養と豊かな人間性を備えた英語
教師を育てることが目標です。

英語科教育法の授業では、自分が作った教材を使ってマイクロティーチングを行います。

中等教育教員養成課程

英　語

卒業研究ゼミではディスカッションを通して研究テーマを絞り込みます。
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中等教育教員養成課程

B類

江戸時代の書人の作品を実際に鑑賞しながら書道史を研究します。

書　道

4 年間の学び  

1 年次には、書や書写・書道教育の基礎について学ぶ科目、
書道実技の技能を高め、書道史についての理解を深める
科目、日本文学や中国文学、国語学の基礎を学ぶ科目を
履修します。2年次には、書道実技や書道史、書の鑑賞に
加え、書道科教育法など、書写・書道教育の理論や指導
法について学ぶ科目の履修がはじまります。また、国語
の各分野についても、演習の授業を通じてさらに深く学
んでいきます。3年次の春学期には、教育実習の事前指導
がおこなわれます。秋学期には附属学校での教育実習が
あり、それまでに学んだ知識や技能を生かして、高等学
校芸術科書道や中学校国語科の授業を、実際の生徒を前
にしておこないます。また、卒業研究（作品制作と卒業
論文）に向け、作品制作や学術研究の方法を学ぶ科目の
履修がはじまります。4年次には、卒業研究に取り組みま
す。卒業研究は、作品制作研究と卒業論文の執筆からな
り、4年間の学びの集大成として、「漢字の書」「仮名の書」
「漢字仮名交じりの書」の 3分野の作品制作と、書写・書
道教育や書学・書道史についての論文執筆をおこないま
す。授業での学びや、授業外での学書や作品制作を通して、
書の文化や歴史、書の表現や教育について、幅広い視点
から深く学び、子どもたちや社会に向けて書の魅力を伝
えることができる人になってほしいと考えています。

先輩からのメッセージ  

書道科は、書道に関する様々な知識を広く深く学べる学
科です。例えば書道史では、中国漢代の木簡に何度も同
じ字が書かれていたことから、当時の人も現代の私たち
と同じように文字練習に励んでいたかもしれないことや、

日本の平安時代の写経所では、誤字があれば減給されて
いたことなど、私にとって驚きの連続でした。また、教
育史と書道史を学んだ学生が一つのテーマについて異な
る視点から合同討議をしたり、博物館で古典作品を鑑賞
するフィールドワークを行ったりと、仲間とともに視野
を広げながら楽しく学べます。他にも、展覧会を学生が
運営する活動があり、１つのものを作り上げる難しさと
やりがいを経験できます。書道教員に欠かせない知識や
経験を得て、�素敵な教員をめざしませんか。
� （石原敬子　4年）

特色ある科目  

書道科カリキュラム・評価論、書道科教材論Ⅰ／Ⅱ、書
鑑賞教育研究、書道史研究Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ、漢字仮名交じり
研究Ⅰ／Ⅱ、漢字研究Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ、仮名研究Ⅰ／Ⅱ、中
学書写Ｂ、中国古典文学概論、中国古典演習Ａ／Ｂ、日
本文学史Ⅰ／Ⅱ、古典文学演習Ｅ～Ｉ

書について学び、その魅力を伝える。
書の実技、歴史、理論、鑑賞、指導法について、幅広い視点から、深く学ぶことができます。書の歴史や文化、書
の表現や教育についての総合的な力を身につけ、高度な専門性と豊かな人間性を備えた高等学校芸術科書道の教員
を育てることを目標としています。

クラスメートの前で筆を執って書いたり、互いに批評しあったりしながら授業力
を高めます。
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特別支援教育教員養成課程

C類

特別支援

4 年間の学び  

【特別支援学校教諭になるなら、東京学芸大学】
C類では 1年生で特別支援教育に関わる基礎的内容を、2
年生以降は聴覚障害、言語障害、発達障害、学習障害の
各専攻に分かれて、より専門的な内容を学びます。卒業
時には、小学校教員免許状 ( 小免コースの場合 ) と特別支
援学校教員免許状（聴覚障害・知的障害・肢体不自由・
病弱の 4領域）の 2種類の教員免許を取得することがで
きます。学生によっては、中学校や幼稚園の教員免許の
取得もめざしている者もいます。

先輩からのメッセージ  

C 類特別支援教育専攻では、障害に関する専門性の高い
内容が学べます。1学年の人数が比較的少なく、少人数の
中で先輩方や先生方からの指導も丁寧なので、楽しみな
がら学んでいけることも魅力です。また近隣の学校など
へボランティアに行くなど、子どもと関わる機会が多い
のも特徴です。障害のある子どもと関わっていくには多
くのことを学ぶ必要がありますが、同級生や先輩方との
交流の中でお互いの考えを出し合いながら支援の方法を
考える機会が多く、また現職教員の先生方から意見を聞
く機会もあり、実践的な学びが深められます。自分自身、
C類での学びを通じて、特別支援学校の教員として大き
く成長できると期待しています。
� （関根あかり　４年）

特色ある科目  

特別支援教育概論、聴覚言語障害心理、生理・病理A、
聴覚言語障害心理・生理・病理B、知的障害心理・生理・
病理、肢体不自由心理・生理・病理、病弱心理、生理・病理、
聴覚言語障害教育学A、聴覚言語障害教育学 B、知的障
害教育学、肢体不自由教育学、病弱教育学、特別支援教
育研究法など。

「子どもを支える強い人になる」
障害のある子どもの教育や発達について学べるよう、高い専門性をもつ教員による少人数での指導が行われていま
す。C 類の学生は、温かい雰囲気の中で理論と実践を学ぶことができ、卒業後は高い専門性を備えた教師や専門家
あるいは研究者として全国で活躍しています。

特別支援学校での教育実習の様子

作業を通じて－特別支援学校での指導の様子－
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養護教育教員養成課程

D類

養護教育

看護学の授業風景　からだの見方を学ぶ

4 年間の学び  

1 年次には、公衆衛生学や生理学など、子供の健康課題
を見つけ、対処していくために必要な科目や、学校保健、
健康教育、養護教諭の専門科目等の、基礎となる部分を
学びます。2年次には、1年次で学んだことをベースに臨
床医学・看護学などの科目を履修します。これらの科目
は 3年次にも引き続いて履修し、養護教諭として健康面
から子供のケアをするために必要な、知識や技術を学び
ます。例えば保健だよりを作成したり、保健指導案とそ
の教材を、グループで意見を交わしながら作成し、実際
に幼稚園児の前で指導したりします。また、保健科の免
許を取得するための保健科教育法の履修も始まります。
3 年次には、フィジカルアセスメントや救急処置の理論と
演習など、より専門的、実践的な内容を学びます。さらに、
附属学校での養護実習があり、それまでに学んだ知識や
技術を生かして実際に小中学生を相手に、保健指導や一
日保健室経営をする機会があります。加えて保健センター
実習、病院実習もあり、学校以外の保健や健康サービス
の実際について学びます。4年次は、選択で公立小中学校
での養護実習、保健科の免許を取得予定の人は保健科実
習があります。また 4年間の学びの集大成として、自ら
決めたテーマのもと卒業論文を書き上げます。学生生活
を通して、養護教諭として、健康面から子供のケアに携
わる人、学校や子供の健康課題解決のために、知識と技
術を活用できる人になって欲しいと考えています。

先輩からのメッセージ  

D類養護教育専攻では、学校保健や学校看護、臨床医学
などの専門分野を段階的に学び、養護教諭としての専門
性を高めています。本専攻の魅力の 1つとして、少人数
制が挙げられます。各学年十数名という少人数であるこ

とから、仲間とも先生方とも距離の近いアットホームな
環境で４年間学んでいくことができます。また、授業で
ディスカッションを行う機会が多くあり、仲間の意見か
ら新しい気づきを得て、自分の考えを深めることができ
ます。
そして、教員養成大学だからこそ得られる学びを生かし、
専門的な視点から子どもの健康課題を考えていくために、
必要な知識・技能と教育力を身につけていきます。東京
学芸大学で、子どもの心と体の健康を支える養護教諭を
目指していきませんか。
� （岡佳都　4年）

特色ある科目  

学校保健基礎セミナー、養護概説、学校安全と危機管理、
健康と栄養、人間の性と健康、救急処置の理論と演習、
学校看護学理論と演習Ⅰ～Ⅳ、健康教育概説、小児思春
期保健学、歯科保健、養護実践学、健康相談活動の理論
と方法

子どもの健康な未来をつくる養護教諭になる。
子どもの健康支援のエキスパートとなる養護教諭を養成しています。そのために、健康に関する幅広い学問的基礎
と養護実践の基礎を学び、実習などを通して実践力を培います。さらに、スクール・ヘルスケアを多角的に捉える
視点とマネージメント能力を育みます。

看護学の授業風景　実践的なケアの方法を学ぶ
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教育支援課程《Ｅ類》
教育支援専攻

生涯学習コース 
カウンセリングコース 
ソーシャルワークコース 
多文化共生教育コース 
情報教育コース 
表現教育コース 
生涯スポーツコース

50
52
54
56
58
60
62

教育支援系
� コースの特色



　日本の社会や教育は、今、大きな変革期を迎えています。情報化、グローバル化が進む現代社会の中で、
教育の課題も複雑化・多様化しています。こうした中で、学校と社会が一体となって教育をすすめてい
くために、教育マインドと様々な専門性を持つスペシャリストが連携しつつ、教育の営みを幅広く支援
していく必要があります。
　教育支援課程は、変革期の真っただ中にある教育現場のさまざまなニーズに応えうる人材の育成を目
指しています。教育の基礎知識と教育支援の専門知識、さらに協働する力やネットワークを形成する力
を習得することを通じて、学校の外部にあって学校現場と協働し、様々な現代的教育課題の解決を支援
する意欲と能力を備え、自ら考え行動できる教育支援職を養成することを目的にしています。

教育支援系（課程）の目的

　教育支援とは、学習者（子どもなど）を支援する場合と教育者を支援する場合の 2つを含みます。学
びに関わるさまざまな人々へ働きかけ、補助したり、連携したり、協働したりして、教育活動の質を維
持・改善する一連の活動を指します。新しい時代の教育は、連携と協働がキーワードです。子どもを地域・
社会全体で育むこと、教育を通した地方創生や地域づくり、教育を支える市民と専門職の育成などといっ
たすべてのことがらに、教育支援は関わります。
　東京学芸大学の教育支援課程は、全国の教員養成系大学・学部に先駆けて初めて設置された、次世代
の教育と社会を担う人材養成をめざす課程です。本課程では、学校と連携し協働して教育にたずさわる
教育支援職を育てるため、それぞれ学びたい領域や高めたい専門性に応じて、生涯学習、カウンセリン
グ、ソーシャルワーク、多文化共生教育、情報教育、表現教育、生涯スポーツの 7コースを設置しました。
卒業後、めざす仕事について詳しく知りたい方は、各コースのページをご覧ください。

東京学芸大学ならではのポイント

　それぞれのコースの特色に応じた専門的な学びとともに、教育支援人材として教育の基礎理論と教育
支援の専門知識、ならびにチームアプローチ力・協働力・ネットワーク力などの習得を目指したカリキュ
ラムが組まれています。
　課程共通科目の「教育支援概論」「教育支援演習」では、教育支援の基礎的な知識の獲得と、チームア
プローチ力を育成します。また、様々な教育現場をフィールドにして高度な実践力を身につけるために、
コース別選択必修科目として、フィールド系科目が開設されていることも特色のひとつです。さらには、
「教育コラボレーション演習」「教育ネットワーク演習」「教育マネジメント演習」など、具体的な教育課
題にチームで能動的に取り組み、解決に向けて考えを深め、活動することを通して学ぶ科目も用意され
ています。

カリキュラムの特色

　将来、学校や地域、教育行政、教育関連企業、教育関連非営利組織等の場で教育支援人材として活躍
することを期待しています。例えば、子どもや学校を支えるカウンセラーやソーシャルワーカー、生涯
学習・社会教育施設職員、教育情報システムの開発者、多文化共生教育に関わる教育支援職員、劇場や
イベントなど芸術表現活動に関するスタッフ、スポーツ指導者・関連団体職員、教育・研修関連の民間
企業スタッフなどです。
　詳しくは、各コースのページを参照してください。

めざす仕事

教育を支援するスペシャリストをめざす
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地域や職場、公民館・図書館・博物館、学校などにおいて互いにつながりあい
広がる多彩な市民学習活動を支援する人材、および文化財とその保存に強い興
味と関心を持ち、その教育的活用に意欲的な人材の養成を目的としています。

生涯学習コース　生涯学習サブコース／文化遺産教育サブコース

学校現場や社会で生じている心の問題に対応するために必要な心理学の理論や
方法を学び、専門的な心の支援を実践する力を持った人材の養成を目的として
います。

カウンセリングコース

社会福祉の専門的知識と技術を持って、学校をはじめとする関連領域の専門家
と協働しながら、児童、生徒、家族および関係者に対するソーシャルワークを
実践できる専門的な人材の養成を目的としています。

ソーシャルワークコース

グローバル化による多文化共生社会の進展に伴って増加しつつある日本の外国
人や在外日本人に対して、学校等と協働して教育上の支援をしたり、海外にお
いて様々な教育支援活動をする人材の養成を目的としています。

多文化共生教育コース　多言語多文化サブコース／地域研究サブコース

教育の情報化と情報通信技術（ICT）の進展に対応して、情報科学および ICT
に関する専門的な知識とスキルをもとに、情報教育や教育の情報化に貢献でき
る人材の養成を目的としています。

情報教育コース

芸術表現に関する理論と実践的経験を学び、教育を含む社会的なコミュニケー
ションの場で応用できる人材の養成を目的としています。

表現教育コース

社会の中での多様なスポーツの実践を支え、体力づくり、競技力の向上、健康
づくり等を担う専門的な人材の養成を目的としています。

生涯スポーツコース

教育支援系（課程）
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E類

教育支援課程

生涯学習

4 年間の学び  

1 年次には、生涯学習をめぐる考え方や現代社会における
課題、実際の取り組みなど、基本的なことについて学び
ます。2年次に進級する際に、「生涯学習サブコース」と「文
化遺産教育サブコース」に分かれます。
〇生涯学習サブコース
子ども・おとな・高齢者など多様な世代や状況にある学
習者の支援、学習活動の組織化、地域教育などについて
学びます。また、生涯学習を支える条件や環境整備、法
制度、公民館・図書館・博物館などの生涯学習施設、専
門職の役割に関しても学んでいきます。3年次からは、「社
会教育」「図書館」「博物館」の 3 つの分野から主専攻・
副専攻を選択し、より専門的に学びを深めていきます。4
年次には卒業研究に取り組み、卒業論文を執筆します。
〇文化遺産教育サブコース
文化遺産の保護・保存とその活用を行っていくために必
要な知識と技術が学べます。文化財科学、考古学、保存
科学、美術史の 4分野を中心に、文化財の調査・研究法、
保存・修復法について専門的知識と技術を学んでいきま
す。3年次の演習を経て、4年次にはそれぞれのテーマを
定めて卒業論文を執筆します。
いずれのサブコースも、現場や現物に実際に触れ、自分
たちでも実践する能動的な学習方法を多く取り入れてい
ます。

先輩からのメッセージ  

私は生涯学習サブコースに所属し、社会教育に関して学
んでいます。変化する時代のなかで一人ひとりが生きる
力を培い、様々な立場の人々が協力し、支え合って新し
い社会を創造していくためには、老若男女問わず誰もが、

いつでも、どこでも学ぶことができる環境が求められま
す。学びの場は「学校」、「家庭」だけではありません。
このコースでは「社会において行われる教育」を支える
人材になるための学びが展開されています。また文化遺
産サブコースでは、主に「モノ」を対象として学び、「人
とモノをつなげるプロフェッショナル」を育成していま
す。高い専門性を得られ、実践的に学ぶことができるこ
のコースで共に学び、これからの社会を担う人材を目指
しましょう。� （小林壮　３年）

特色ある科目  

現代社会と生涯学習、生涯学習とキャリア形成、社会教
育実習、地域図書館経営論、子ども図書館サービス論、
学校図書館サービス特論、生涯学習社会と博物館、博物
館学基礎論、博物館実習、文化遺産教育と考古学、文化
遺産と保存科学、保存科学実地研究、文化財科学概説、
文化財分析化学実験、文化遺産教育フィールド演習

「学び」をつなぐコーディネーターになる。
だれもが学び成長することができる生涯学習社会をめざして、地域や学校などさまざまな場面で、人と人、人とモ
ノ、過去・現在・未来をつなげ、人々の学びあいを支える人を育てます。2 年目からは「生涯学習サブコース」と「文
化遺産教育サブコース」に分かれ、さらに専門的な力量を培います。

多様な人や組織と協働して学習活動を創り出す経験を通して、地域を学びで「つなぐ」力を育てます

発掘の醍醐味は新たな資料を発見する面白さ。記録を取りながら慎重に進めます
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めざす仕事  

生涯学習コース卒業後は、公的な立場で市民の学習活動を
支援する専門職（公民館職員、図書館司書、学校司書、博
物館・美術館学芸員、社会教育主事、自治体生涯学習・文
化財担当部署職員等）をはじめとして、自治体や生涯学習
関係施設・団体、大学・専門学校等教育機関、教育・研修
関連の民間企業、民間企業立の博物館・美術館、文化財調査
研究機関等さまざまな職場での活躍が期待されています。
本学で生涯学習・文化遺産教育について学び、専門職とし
て活躍している先輩を紹介します。仕事の内容ややりが
い、大学で学んで役に立っていることなどについて伺いま
した。

日野市立図書館市政図書室

山口裕衣　さん
市政図書室は行政資料や郷土資料を
中心に扱う分館で、それらの資料の
収集保存、利用者への提供が私の主
な仕事です。また、読書会の企画運
営に携わり、本と人、そして人と
人とをつなぐことを目標に業務にあ
たっています。
市政図書室では、行政や郷土に関す
る専門的なレファレンスを受けることが多く、回答に苦
戦することもしばしば。でも、「こんな資料があるんだ」
と資料を手に喜ぶ利用者の顔を見ることができた時は達
成感がありますし、この仕事にやりがいを感じる瞬間で
もあります。
大学時代、レファレンスの授業で調査した事柄や使用し
たレファレンスツールは、日々の業務でも活躍している
ので、大学で学んだことが仕事にも役立っていると感じ
ます。

東京国立近代美術館工芸館

西岡梢　さん
私は現在、東京国立近代美術館工芸
館で教育普及を担当する学芸員とし
て働いています。主に、学校団体の
受入や、来館者が作品鑑賞をより楽
しめるようなプログラムを考え、実
践しており、こどもたちの楽しそう
な笑顔や、参加者とともに作品の新
たな見方や魅力を発見した時に大き
なやりがいを感じます。
学芸員という仕事はある 1つのことにだけ詳しければよ
いというものではなく、幅広い知識が必要とされます。
学芸大の授業では、実際に多くの博物館や美術館などの
現場に足を運び、多分野の学生と議論を交わしながら学
ぶことができます。その中で私は多様な知識や応用力を
身に着けることができ、本当にやりたい仕事に出会うこ
とができました。

公益財団法人新宿未来創造財団（レガス新宿）文化・学習課

河原達也　さん
私が勤務する財団は、新宿区民に対
し、歴史、文化、芸術、スポーツな
どの生涯学習の機会を提供し、地域
コミュニティの活性化に寄与すべく
つくられた団体です。職務としては、
生涯学習に関する事業や講座の企画・
運営や、施設の管理・運営が中心です。
仕事のやりがいは、事業や講座を企
画し運営する際、地域の意見を調整し区民の協力を得る
というプロセスを経てることで、地域コミュニティをコー
ディネートできる点です。
コーディネートは、異なる立場や主張をそれぞれ尊重し、
いかにつなぐかという点で力量が試されます。大学での
生涯学習の学びは「連携」がテーマでしたが、連携を考
えるプロセスは、現在のコーディネートの基礎として役
に立っていると思います。

東京都埋蔵文化財センター

武内啓　さん
私は現在、東京都埋蔵文化財センター
に勤務しています。普段聞き慣れな
い「埋蔵文化財」という言葉ですが、
大まかにいうと「地中に埋もれてい
る遺跡・遺物」と考えて良いでしょう。
私の職場では東京都内の土地に埋も
れている遺跡の発掘調査や、出土遺
物の保存・分析を行う他、得られた
成果を展示活動や体験教室を通して、一般の方々への普
及活動などを行っています。
大学では考古学を専攻していましたが、併せて遺物の保
存処理や分析も学ぶことが出来た経験やスキルは、今の
職場で非常に役立つものとなっています。調査研究だけ
でなく、保存や分析、活用に至るまで、文化財を広い視
点で捉え、学べる場でした。

生涯学習
コース
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教育支援課程

E類

カウンセリング

4 年間の学び  

カウンセリングコースでは、心の専門家を育成するための
学部カリキュラムに基づき、教育をおこなっていきます。
1年次には、臨床心理学概論、心理学概論、教育・学校心
理学､ 発達心理学などの授業を通して、心理学・臨床心理
学の基礎を学ぶとともに、心理学統計法など心理学研究に
必要な基礎学習を開始します。2年次になると、心理学的
支援法、福祉心理学、障害者・障害児心理学などで支援の
基礎となる態度を実践的に学ぶとともに、心理学研究法・
心理学実験などを通して、データ解析・質問紙調査等の技
術も学びます。3年次になると、ゼミを選択し、自分の関
心の高いテーマによる研究を開始します。さらに公認心理
師の職責、心理的アセスメント、健康・医療心理学、精神
疾患とその治療、学習・言語心理学など専門的な授業が展
開されます。4年次にはこれまで学んできた心理学研究法
を用いて 1年かけて卒業論文に取り組みながら、心理実習
の授業を通して臨床現場の見学実習を行います。臨床心理
学を基礎とする支援に関する技術を学ぶとともに、基礎心
理学に基づいた研究法の授業も充実しており、「心の声を
聴くことができること」と「論理的な思考力」とを両立す
るカリキュラムとなっています。なお、本コースは、公認
心理師受験資格取得のために必要な学部の指定科目を満
たしています（詳しくは ６9 ページを参照）

先輩からのメッセージ  

カウンセリングコースは、人の心の支援ができるように
なるために、様々な心理学の知識を学んだり、技法を身
につけたりすることのできる学科です。心理面接の授業

で面接のロールプレイを通して傾聴技法や援助について
学んだり、箱庭療法やプレイセラピーを実際に行ったり
したことは、特に印象に残っています。また、研究法の
授業ではグループごとに調べたいテーマを決め、データ
を集めて分析をしました。他にも、認知心理学、社会心
理学など本当に様々な領域の心理学を学べることが、本
コースの魅力だと思います。カウンセラーになるための
専門的な学習を少人数で実践的にでき、充実した学びを
実感しています。
� （大野公佳　3年）

特色ある科目  

公認心理師の職責、心理学概論、臨床心理学概論、心理
学研究法、心理学実験、発達心理学、障害者・障害児心
理学、心理的アセスメント、心理学的支援法、健康・医
療心理学、教育・学校心理学、司法・犯罪心理学、産業・
組織心理学、精神疾患とその治療、心理実習など

心の声を聴くカウンセラーになる。
人々の心を支え、心の回復や成長の手助けをするカウンセラーは、学校や地域社会に欠かせない存在となってきて
います。本コースでは、臨床心理学・カウンセリングを専門として教育と社会に貢献する人材を育てます。悩みや
苦しみを抱える人に寄り添い支援する技術をもった専門家になるために学びます。

2018 年度 1 年生全員集合！　将来のカウンセラーになる「たまご」たちです。

箱庭療法を学ぶ 2 年生の授業風景
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めざす仕事  

カウンセリングコースの学生は、専門家になるために公
認心理師（国家資格）や臨床心理士などの取得をめざし、
次のような仕事で活躍します。
・学校（教育委員会）や教育相談所に所属し、不登校、い
じめ、発達障害、人間関係の問題等に対して専門的な支
援を行うスクールカウンセラー、教育相談所相談員等。
・家庭の問題、虐待、非行などの問題に対して、心理学の
専門性を活かして支援を行う児童相談所児童心理司・家
庭裁判所調査官・法務教官・保護観察官等の公務員。
・心身の不調や障害を抱える人に対して、医療機関におい
て臨床心理業務を行う専門職。

私は、公立の小中学校でスクールカウンセラーをしてい
ました。スクールカウンセラーの仕事は、学習や対人関
係で困っている子どもや、保護者・教師からの相談を受
けることです。カウンセラーとして、言葉や数で表すこ
とができない子どもの辛さや子どもを育てる大人の苦し
みに寄り添い力になれることが、「学校」の中にいる心理
の専門職としてのやりがいであると感じてきました。大
学・大学院時代の、自分自身の「体験を通した」学びが
支えになってきたと思います。今年から区の常勤心理職
として仕事をしていますが、これまで「学校」で子ども
や保護者・教師などの力動を肌で感じてきたことが、自
分の原体験となって生きていることを感じています。
� （2007 年度卒業生）

私は、臨床心理士として総合病院に勤務しています。医師、
看護師とチームを組んで入院患者様の心のケアを担当し
ています。患者様やそのご家族様の治療に関する不安を
和らげ、治療に関する意思決定や今後の生活の在り方に
ついて一緒に考えていくことが主な仕事です。困難に直
面することも多々ありますが、目前の人に誠実に関わり、
その方の個性を大切にしながら心理面のサポートをする
ことなど、学生時代に先生方に教わった多くの事柄が今
の私の仕事の支えになっています。患者様の身体の状態
が思わしくない時でも、今できることに目を向けること
ができ、その方らしさを表出できた時、臨床心理士とし
てのやりがいを感じられます。
� （2005 年度卒業生）

私は、市の児童家庭課の中にある家庭児童相談室という
ところで、子育てや児童虐待に関する相談を受ける家庭
相談員として働いていました。子どもが安全・安心な環
境で育つことをめざして、家族や保育園・学校の先生・
地域の人から、時には子ども本人から、相談を受けます。
その心配や悩みに耳を傾け、絡み合う問題を整理し、解
決の糸口を一緒に探す仕事です。心の痛む人生に多く出
会いましたが、大学・大学院で養った、大きく広い視点
と、相談者の辛さを受け止める心の力が助けとなりまし
た。現在は、公立小中学校でスクールカウンセラーをし
ています。前職の児童福祉分野での経験は、学校では見
えにくい家庭背景の理解を深め、連携した支援をする上
で役立っています。
� （2009 年度卒業生）

私は、家庭裁判所で家庭裁判所調査官という仕事をして
います。家庭裁判所は、家庭に関する問題を解決し、非
行を起こした少年の処分を決める場所です。家庭裁判所
調査官は、心理学等の行動科学の知識を用いて、法律的
な視点だけではなく、事件の背後の人間関係や環境等を
踏まえて調査を行い、問題解決の手助けをします。家族
や少年の変化といった、人が第一歩を踏み出す瞬間に携
わることのできる点が仕事のやりがいの 1つと感じてい
ます。家庭裁判所調査官の仕事をする上では、大学時代
に学んだ心理学や面接技法の知識等が基礎となっている
ほか、教育学や福祉学等の勉強もできる環境で視野を広
げられた経験も役立っています。
� （200６ 年度卒業生）

面接技法を学ぶ 2 年生の授業風景

総合病院のカウンセラー

高橋香織　さん

家庭裁判所調査官

古賀真理子　さん
子育て支援カウンセラー

響江吏子　さん

スクールカウンセラー

金田桃子　さん
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E類

教育支援課程

ソーシャル
ワーク

4 年間の学び  

本コースは、人々のウェルビーイングの増進を目指し、
ソーシャルワークの専門的知識や技術を持って、教育を
初めとする関連領域の専門家と協働しながら、社会正義
や人権尊重といった理念を体現できる社会福祉の専門家
の養成を目的としています。その目的を達成するために、
本コースでは、次のような授業を開設しています。
◦個人、家庭、社会等を理解するための授業
◦社会問題を理解するための授業
◦社会福祉政策・制度を学ぶ授業
◦支援を展開するための知識や技術を学ぶ授業
◦多様な専門職と協働することを学ぶ授業
1年次は社会福祉やソーシャルワークに関する基礎的な事
項を学び、2年次以降徐々に専門的知識とソーシャルワー
カーとしての基礎的技術を身につけていきます。3年次に
は約 1か月間の現場実習を行い、実践力を養います。また、
６名の教員の研究室に分かれて社会福祉の研究方法などを
学びます。4年次には、各々の関心領域で卒業研究・論文
作成に取り組みます。加えて、スクールソーシャルワー
カーを目指す学生はスクールソーシャルワーク実習を行
います。4年間を通じて無理なく、着実に社会福祉の専門
家としての力を養います。
このコースでは、国家資格の社会福祉士試験受験資格の
取得と、日本ソーシャルワーク教育学校連盟認定スクー
ル（学校）ソーシャルワーク教育課程修了者の認定を受
けることができます。（定員 20 名。）

先輩からのメッセージ  

このコースでは、ソーシャルワークの専門性のほか、児

童や高齢、障害、地域、教育や医療などさまざまな視点
から福祉を学ぶことができます。授業は演習やディスカッ
ション形式のものが多く、専門職としての実践力が身に
つくと思います。3年次に行われるソーシャルワーク実習
を通して、福祉の現状について知ること、また現場で活
躍されているソーシャルワーカーの働きについて学ぶこ
ともできます。少人数のゼミできめ細やかな指導を受け
られることも魅力です。人を支えたいという意志を持っ
た人が集まる、みんな優しくてとても楽しいコースです。
� （村山有紀　4年）

特色ある科目  

ソーシャルワークコース入門セミナー、社会福祉原論、
社会福祉演習、ソーシャルワークと教育支援、ソーシャ
ルワークとキャリア形成、スクールソーシャルワーク論、
多様な学びと子ども支援

人々のウェルビーイングを増進する。
教育機会を十分に保障されない子どもたちや家庭を支援するスクールソーシャルワーカーをはじめとして、貧困、
病気、障害、虐待など困難な状況に置かれている人々の最善の利益を守れるように支援する社会福祉の専門家を育
てます。

大学での講義や演習とともに、学外での実習や活動などを通して実践力を高めます。

実習報告会：成果を後輩に伝えます。
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めざす仕事  

◦�子どもや家庭を支える仕事（スクールソーシャルワー
カー、児童養護施設職員、母子生活支援施設職員、児
童発達支援センター職員等）
◦�福祉政策に基づく制度を構築・運営する仕事（国家公
務員・地方公務員）
◦�児童相談所や福祉事務所等で公的に支援する仕事（地
方公務員）
◦�司法に関連して人の権利を擁護する仕事（家庭裁判所
調査官、保護観察官等）
◦�病気に苦しんでいる人や家庭を支える仕事（医療ソー
シャルワーカー等）
◦�困難な状況に置かれている人々を支援する仕事（地域
包括支援センター職員、特別養護老人ホーム生活相談
員、障害者相談支援事業所職員等）
◦�地域の福祉を増進する仕事（社会福祉協議会職員、
NPO職員等）

八王子市教育委員会　スクールソーシャルワーカー

佐久間夏未　さん
私の仕事  

教育委員会の登校支援チームに所属
し、市内小中学校や家庭に訪問して、
主に不登校の子どもたちの支援を
行っています。具体的には、子ども
や保護者との面談、先生と保護者の
関係調整、関係機関との連携等を行
い、子どもを取り巻く環境の改善を
支援しています。
不登校となる子どもたちの背景には、
家庭環境や発達上の課題等、様々な問題が複雑に絡み合っ
ている場合があります。そういった複雑な状況を整理し、
学校や関係機関と連携して改善に向けた方針を検討し、
支援に取り組んでいます。

仕事のやりがい  

不登校になると、子どもが登校だけでなく外出を嫌がり、
相談機関へ足を運ぶこと自体が困難になる場合もありま
す。そのような場合に、学校や保護者と連携して家庭訪
問を行い、子どもと直接会って時には遊んだり何気ない
話をしたりしながら、子どもたちが再び外の世界とつな
がるパワーを蓄える手伝いができることは、今の仕事の
やりがいのひとつです。また、相談機関につながること
に抵抗があるような保護者に対しても、学校と連携して
必要なサービスを活用できるように支援することにもや
りがいを感じています。

大学の学びとのつながり  

専門職として採用されているため、大学で社会福祉士試
験の受験資格を取得し、社会福祉士に合格していなけれ
ば、今の仕事に就くことは難しかったと思っています。
講義や演習の授業、ゼミでの学びはもちろんのこと、見
学や実習を通して福祉の現場で働くことについて考える
機会を多く得ることができました。特に、スクールソー
シャルワーク実習は、今の仕事につながる重要な経験で
した。また、教育学部のため子どもに関わるボランティ
ア等の情報を得やすく、様々な活動に参加できたことも
良い経験となっています。

船橋市立医療センター　医療ソーシャルワーカー

藤井宏之　さん
私の仕事  

私は現在、船橋市立医療センターと
いう急性期病院で医療ソーシャル
ワーカー（MSW）として働いていま
す。当院での治療を終え転院が必要
な方、経済的に困窮している方、外
国籍の方等に対し、社会復帰するた
めに必要な支援を行っています。患
者さん本人以外にも、援助の中心と
なって下さるご家族、他病院、市役所、
地域包括支援センター等関係機関と連携を図っています。

仕事のやりがい  

病院にいらっしゃる患者さんは傷病により弱っている方
がほとんどです。中には生死に関わる状態の方もいらっ
しゃいます。ご家族もまた、病状や今後の生活について
不安を抱いていらっしゃいます。そのような状態で面談
を行うため、介入当初は緊張され、硬い表情をされてい
る方がほとんどです。そこから話を重ねるうちに、緊張
が和らぎ、笑顔で「ありがとうございました」と言って
いただいた時、患者さんが元気になるお手伝いができた
のだと感じられます。

大学の学びとのつながり  

私は大学卒業後、船橋市役所に就職し、生活支援課で生
活保護のケースワーカーとして働いた後、部署異動で船
橋市立医療センターに配属となりました。他にも市役所
には数多くの課があり、どの分野の担当になるかわかり
ません。大学時代は福祉分野の中でも１つの分野に限ら
ず、幅広い授業がありました。また、ゼミでも初めから
テーマを狭めるのではなく、気になることについて自由
に調べられたことが、知識の拡大につながったのだと思
います。演習の授業も多くあり、社会福祉士国家試験に
合格するための授業ではなく、実践力が身につきました。
就職してから、大学で学んだ全てのことが現在につながっ
ているのだと実感しています。

大学での学びを、社会で生かします。
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教育支援課程

E類

多文化
共生教育

4 年間の学び  

このコースの特徴は①多様な専門をもつ各教員が課外の
ゼミをもっていて、そこに参加する学生と教員との関係
が密接なこと、②語学教育に力を入れていること、③体
験を通じて学ぶための学内外での活動を提供・奨励して
いることです。教員の専門は社会学、文化人類学、民俗学、
人文地理学、国際政治学など、研究テーマはアジアや欧
米の歴史・地理・言語・文学・思想・人権教育・マイノ
リティ問題などときわめて多様です。
①に関して、希望者は 1年次からゼミに参加でき、教員
のもっているいろいろな研究フィールドで活動すること
ができます。3 年次には全員が所属するゼミを決め、卒
業研究に向けたていねいな指導を受けることになります。
②に関しては、ネイティヴスピーカーによる授業や、外
国語で発表する授業が用意されていますので、深く外国
語を学ぶことができます。また正規の授業にはない外国
語の勉強会も開かれています。こうしたことに刺激され、
1年生のときから海外に語学研修に行ったり、海外の大学
のサマースクールに参加したりする学生も少なくありま
せん。③では多文化共生教育に関わる現場を訪問する実
習の授業も用意されていますが、この他に本コースの教
員のネットワークを活かした海外研修や、国内でのボラ
ンティア活動にも参加できます。
なお多言語多文化サブコースでは英語科の教員免許が、
地域研究サブコースでは社会科の教員免許等が取得でき
ます。

先輩からのメッセージ  

多文化共生教育コースでは、多様な専門を持つ先生方の
もと、様々な観点から日本や外国について学ぶことがで
きます。学生も日本全国から来ており、文化や考え方の
違いを常日頃から感じます。

私は多文化共生についてより深く学ぶために、大学の交
換留学制度を利用してドイツのハイデルベルク大学に半
年間留学しました。初めの語学コースでドイツ語を使っ
てコミュニケーションする楽しさに気付き、より深く学
ぶために大学附属の語学学校に通いました。そこにはド
イツの大学への入学を目指す多くの難民の若者がおり、
彼らと一緒に学び、遊び、彼らの体験や想いを知るという、
たいへん貴重な時間を過ごすことが出来ました。
多文化共生教育コースでは、たくさんの学びのチャンス
が得られます。皆さんも私たちと一緒に学び、成長しま
せんか。
� （貞末実樹　4年）

特色ある科目  

多文化共生教育とキャリア形成、生態民俗論、異文化理
解教育演習、フィールドワーク方法論演習、異文化コミュ
ニケーション演習、日本語教育演習、多文化共生教育支
援実習、英語応用Ⅰ～Ⅳ、初習外国語入門Ⅰ・Ⅱ、初習
外国語応用Ⅰ・Ⅱ、初習外国語実践Ⅰ ･Ⅱなど

世界に羽ばたき、内なる多文化を育もう。
外国にルーツをもつ人びとが日本で生活し、多くの日本人が海外で活躍する時代になりました。こうした変化に対
応し、国内でも海外でも積極的にさまざまな人と交流し、新しい社会と教育を支える人材を育てます。なお 2 年に
進級する時点で、多言語多文化サブコースと地域研究サブコースとに分かれます。

2017 年度新入生合宿研修でのグループ発表（群馬県太田市にて）

留学で出会った貴重な友人たち（ドイツ・ハイデルベルク大学にて）
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めざす仕事  

日本の在外公館職員
他国の在日公館職員
外国人が居住している地域の自治体職員・国際交流協会職員
国内で外国人支援をしているNPO等の団体職員
海外で難民支援をしているNPO等の団体職員
JICA、ジェトロ、国際連合等の国際機関の職員
異文化理解の力をもつ英語科教員 ･社会科教員
日本人学校等の在外教育施設の教職員
海外子女教育振興財団の職員
旅行社・旅行関係サービス業
教育 ･学習支援業
国内 ･海外の各種メディア関連業
多文化共生社会の構築を目指す社会福祉事業・介護事業

ブリティッシュ・コロンビア大学
（欧岩冰　4 年）

タイ短期海外研修
（教員＋学生有志）

フィリピン教育大学
（麻生実来　4 年）

スウェーデン・ウメオ大学
（黒岩茉未　4 年）

◯ 群馬県太田市を訪ね、国際学級とバイリンガル教員の
研究会を見学しました。
現場を自分の目で見ることによって、グローバル化が進
む日本の学校で、異文化理解や教育に関する知識がどの
ような形で必要とされているのかを知ることができまし
た。� （小島諒子　3年）

◯ タイ研修でバンコク日本人学校とチェンマイ補習授業
校を見学しました。
日本人学校と補習授業校で、現地の人との関わり方や関
係性の違いを見ることが出来ました。実際に行ってみな
いとわからないことが多いということを実感しました。
� （橋田武知　2年）

◯エジプト研修で、日本語学習者と交流しました。
エジプトに赴き、アスワン大学と国際交流基金の日本語
学習者と交流しました。実際に交流してみて、日本とエ
ジプトの学生の間に面白い共通点を発見して遠く離れた

エジプトを近く感じることができました。また、カイロ
日本人学校や JICAを訪問し、自らの将来を考えるきっか
けになりました。実際に自分の目で見て、耳で聞くこと
の大切さを学びました。� （野内瑛里　2年）

◯ネパールの郊外に行きボランティアに参加しました。
学外サークルの活動の一環でネパールのゴルカ郡にある
農村へボランティアに行きました。内容は村の小学校で
の国際交流や読書推進活動です。また、村の人々と食事
やダンスを通じて交流をし、ネパールの文化をたくさん
浴びる貴重な経験となりました。� （高畠佳帆　3年）

◯ソウル市立大学に交換留学しています。
留学生活では常に日本で経験できないことを経験でき、
得るもの全てが教養になります。中でも韓国の学生に日
本語を教えたことは非常に良い経験になり、外国語で授
業を行えたことで自信もつきました。
� （影澤桃子　3年）

本コースは授業をはじめとして、学生がいろいろな体験をできる機会を提供しています。また国の内外を問わず、学生の様々
な個人的活動を奨励しています。

多文化共生教育コースの多様な学び

こんなところでも学んできました。

エジプトの大学生たちと交流しました（アスワン大学日本語学科にて）
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教育支援課程

E類

情報教育

4 年間の学び  
情報教育コースでは、1年次にA類情報教育選修の学生と
共に計算機システムの仕組み、プログラミングやアルゴリ
ズム、情報工学・情報科学の基礎となる数学を学び、2年
次以降、オペレーティングシステム、データベース、計算
機ハードウェア、ネットワークシステムなど専門的な内容
を学んでいきます。これらの専門科目は高校情報の免許科
目にも指定されています。高校情報の免許を取得したい場
合は、これらの科目と合わせて課程共通で置かれている免
許取得のための科目や情報科教育法を履修します。
加えて、学校現場と協働して様々な現代的教育課題の解決
を支援できる人材を養成する教育支援課程の目的にそっ
て、E類の他のコースの学生と共に教育支援の基本知識と
方法論を学びつつ、情報教育と教育での ICT活用の支援に
ついて学びます。
3年次からは研究室に所属し、研究室それぞれの専門分野
を学んで、4年次には卒業研究に取り組みます。研究室に
はA類情報教育選修の学生と共に所属しますので、小学校
教育に触れる機会も多くあります。

先輩からのメッセージ  
情報教育コースでは，情報工学・情報科学の分野を学びな
がら，それらを応用してこれからの教育をどう支援してい
くかを学びます。
情報という学問の分野は幅広く，人文社会科学や自然科学
といった学問とも密接に関係しています。
1・2年生では基礎を習得し，それぞれが関心を持った分野
をさらに深く学ぶために 3年次から研究室に所属し，学習
活動や研究活動を進めていきます。
講義は座学ばかりでなく「問題解決」という視点でのグ
ループワーク型の授業が多く存在するのが大きな特徴で
す。これらの授業ではグループで問題解決を進める力や発
表などのプレゼンテーションを行う力を身につけること
ができます。授業で解決を図る問題は，実際の教育現場の

問題や私たちの日常に潜む身近な問題まであり，グループ
ワークではメンバーの考えに刺激を受けてより良いアプ
ローチを見つける，他のグループの発表から新たな発想を
得る，といった面白さがあります。時として上手くいかず
に試行錯誤を繰り返すこともあります。しかしそれも含
め，素晴らしい学びの機会となっています。
幅広い分野を扱う学問だからこそ，自分の興味・関心を広
げることができ，充実した大学生活を送ることができると
思います。
� （山田侑樹　4年）

特色ある科目  
ソフトウェアシステムと教育支援、教育情報化支援教材
論、情報教育と ICT活用支援、情報社会と教育支援、情
報教育フィールドワーク実習、情報科教育法、計算機シス
テム概説、プログラミング、応用プログラミング、計算機
ハードウェア、オペレーティングシステム、データベース、
ネットワークシステム、HCI、知識処理、情報数学、数値
計算、オートマトンと形式言語、情報システム設計

情報を科学し、未来を切り拓く。
新しい知識・情報・技術が、社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増している社会で生き、
そして社会を創っていくための力を育てる情報教育と、教育効果をさらに向上させるために情報通信技術（ICT）
の教育への活用が求められています。これらの教育を学校の内と外から支える人を育てます。

「計算機ハードウェア」の授業風景

ICT 支援員による学びの支援の様子
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高校情報教員を育てます
情報教育コースでは高校情報の教員免許が取得できます。
次期学習指導要領では、高校情報は計算機科学を中心と
した科目となる予定であり、計算機科学の教育方法を専
門的にきちんと学んだ教員が求められることが予想され
ます。高校情報の教員免許は工学部などでも取得できま
すが、情報教育コースでは、標準のカリキュラムの中に
組み込まれているため、無理なく教員免許を取得するこ
とができる点が大きな特長です。また、教職についてよ
り深く学びたいときには、専門的な授業が数多く開講さ
れていることも、教育学部の中にある情報教育コースの
魅力です。

教育に強い情報技術者を育てます

教育への ICT活用が進む中、教育用の情報システムやデ
ジタル教材を開発・販売している企業では、教育を理解
している情報通信技術者を求めています。情報教育コー
スでは、工学部に引けを取らない授業を揃えており、しっ
かりと情報通信技術を学ぶことができます。卒業研究は、
計算幾科学、ソフトウェア工学、知能情報工学、メディ
ア社会学、対話メディア工学、計測制御工学、教育工学
などを専門とする教員が少人数制で指導しますので、専
門的な研究にじっくりと取り組むことができます。また、
初等教育教員養成課程（情報教育選修）の学生と共に学
ぶことで、より実践的な教育に触れることができること
も、大きな特長の 1つです。

学校や地域教育での ICT活用を
推進する人材を育てます

教育への ICT活用は全ての先生に求められているもので
すが、全員が ICTに長けているわけではありません。そ
こで情報教育コースでは、教育の情報化のエキスパート
教員と共に、学校や地域教育における ICT 活用を指導・
助言・サポートする人材を育てます。現状そのような職
種として ICT支援員がありますが、今後は、単純に機器
の操作を補助するだけではなく、授業の内容にも一歩踏
み込んだ支援が求められるようになることが予想され、
情報通信技術と教育、そしてそれを支援する手法を学ん
だ人材が重要になってきます。情報教育コースでは、教
育支援課程の他コースの学生と共に、様々な専門知識を
持った人材がチームとなって教育を支えていくシステム
を学びます。この点を学べるのは学芸大以外にはほとん
どありません。

次世代の研究者・教育者を育てます

前身の情報教育課程では、大学院に進み、研究者や大学
教員を進路とした人もいます。情報通信技術と教育の両
方を専門的に学べる大学は数少ないため、次世代のこの
分野を支える人材を輩出することも、情報教育コースの
大きな使命と考えています。

めざす仕事  

●�最先端の ICTを活用した情報通信システムや教育用ソフ
トウェア、デジタル教材を開発し、学校の外から教育を
支援する仕事（前身である情報教育課程の学生は日立、
NTTデータ、ソフトバンク、ヤフー、内田洋行、ベネッ
セ、野村総研等に就職しています）

●�教育現場における情報教育や ICT活用を支援、指導する
仕事（ICTコーディネータ、ICT支援員等）
●高等学校の情報科教員
●�これからの情報教育や教育への ICT活用を担う教育者を
育てる仕事（大学院進学後に大学教員、企業研究者等）

情報教育コースでは

高校教科情報の授業風景

プログラミングに関する学習
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教育支援課程

E類

表現教育

4 年間の学び  
ライフスタイルが多様化した社会の中では、ひとりひと
りが主体性を発揮しながら互いの個性を尊重して協働し、
それぞれの想像力を生かすことが求められています。創
造的なアイディアを提案し、他者にそれを理解してもら
い、社会の中でいかにそれを実現していくかについて、
芸術表現活動の実践や研究を通して学ぶとともに、そう
した実践・研究を教育の場に生かす方法について学ぶこ
とがこのコースの目標です。
このコースには、演劇表現、音楽表現（声楽）、造形表現、
身体表現（演劇・ダンス）、映像表現（映画）や言語表現
（文学・戯曲）について研究している専任教員が ６名所属
しており、それぞれの専門分野に関する講義や演習を行
います。
1年次秋学期に開設される必修科目は、表現教育コースに
おける学びの土台となるものです。ここでは様々な芸術
表現活動の基礎について学ぶとともに、それらを広く教
育の場に応用する方法を考えます。
2年次・3年次には、コース科目から各自の興味・関心に
合わせたものを選択し、芸術表現活動のそれぞれの分野
についてより専門的な事柄を学びます。また、３年次か
らは専任教員のいずれかのゼミに所属し、研究・実践を
積み重ねます。
４年次には、コース科目から各自の興味・関心に合わせ
たものを選択し、芸術表現活動のそれぞれの分野につい
ての学びを深めるとともに、大学での学びの集大成とし
て「卒業論文」を執筆します。

先輩からのメッセージ  
表現教育コースに入って、私は様々な芸術活動を知りま
した。演劇・映像・音楽・美術・パフォーマンス・アート・
文学など。ただ知識を得るだけでなく、時には実践も行
うことでそれらの経験を多く積みました。そして現在も
その真っ最中です。そんな中度々感じるのは、芸術活動

による教育現場支援の大きな可能性です。実際、すでに
多くの芸術活動が教育支援に携わっています。この学科
では、それらの実態や手法を学び、様々な芸術活動の中
から自分にあったものを選び実践することができます。
私の場合はインプロ（即興演劇）で、ワークショップのファ
シリテートの仕方などを主に学んでいます。芸術活動が
好き、または芸術活動に興味があって、それを教育の場
に生かしたいという人には、この学科は面白い学びの場
になると思います。
� （平山昌　３年）

特色ある科目  
演劇と社会、映像リテラシー教育概説、音楽表現教育論、
デザイン表現概説、表現教育とキャリア形成、コミュニ
ケーション教育概説、パフォーマンス研究、インプロ研究、
英米戯曲分析演習、日本戯曲分析演習、映像芸術分析演習、
芸術教育基礎演習、舞台表現実践演習、コミュニケーショ
ン・デザイン実践演習、パフォーマンス分析演習、ワー
クショップ実践演習、芸術家と教育支援

多様な表現活動を知り、教育の場を支援する。
高度情報化社会といわれる現代においてこそ、人と人が直接に向き合うことの重要性が見直されています。このコー
スでは、さまざまな表現活動の学びを通じて、高いコミュニケーション能力を身につけ、教育の場を支援していく
ことのできる人を育てます。

インプロ研究ではさまざまな即興表現を学びます。

演劇、ダンス、音楽、映像、デザインなど、さまざまな芸術ジャンルを複合
的に学びます。

60   教育支援系 ／ E 類　表現教育



めざす仕事  

表現教育コースの学生の進路は、芸術表現を活用した教
育を支援する仕事（教育現場における「演劇」や「表現」
などの授業を支援するファシリテーター等）、芸術表現活
動に関する知識と実践力を活用して学校と学校外の組織
とを連携する仕事（劇場、美術館、地方自治体等）、芸術
表現活動を支援する仕事（文化財団、劇場、ホール、イ
ベント関係の団体や企業等）、芸術表現活動の振興にかか
わる仕事（芸術文化振興団体、広告代理店、出版社、メディ
ア関連企業等）等、さまざまな場での活躍が期待されて
います。

映像制作� 飯山りか　さん
映像メディアのあり方が急速に多様化する昨今、コンテ
ンツ制作もより高度な知識と技術を要し、コンセプトへ
のアプローチは制作（製作）側のコミュニケーションに
おいても不可欠です。多様性をもった基礎知識が現場の
可能性を広げた経験を沢山しました。「あなたがいるから
作れた」と言われる人になれるよう応援しています。

ゲームシナリオライター� 石井春夏　さん
大学は、とくにここは、好きなことを好きなだけ学べる
場所です。�他人から見れば無意味なものでも、自分にとっ
て意味があるなら、積極的に意味あるものだと世界に提
示し続ければいい。�そのやり方を学べるのがここの特徴
だと思います。�どうせ我を通すなら派手にやりましょう。
応援しています。

ビデオ音響システム開発� 荒田翔子　さん
これから大学生活を駆け抜けようとするみなさんにエー
ルを贈ります。①【転がってくる機会は逃すまじ】�「こん
な機会は 2度とないかもしれない！」と自分の中でピン
ときたものに対しては、多少無理をして時間を割いてで
も動いてみるとよいです。この「多少の無理はできる」
ことこそ大学生活の真骨頂。自分から積極的に色々な場
所に出向くと思いがけない人や物に出会えます。そのた
またまの行動が、人生を大きく進める出会いに繋がるか
もしれません。フットワークが軽ければ軽いほど、その
人の周りでは事が多く起こります。�②【自分探しの旅】
表現教育コースで学ぶほとんどのことには、絶対的に正
しい答えというものがありません。どんな考えも答えに
なり得ますが、それ故に自分の考えを見失ってしまい、
何が正しく何が間違いなのか、何をすれば良いのか、更
には自分は何がしたいのかが分からなくなってしまうこ
とがあるかもしれません。しかし、それは今までの自分
にはない新しいものに遭遇できたという超ラッキーなこ
と。迷った時は是非ポジティブに捉えて、視野を広げて
自分の進みたい方向性を見つけていってください。社会

人が「大学 4年間はあっという間だ」と話すのを聞いた
ことがある方もいるかもしれませんが、4 年間は本当に
あっという間です。せっかくなら、走ってみたり、立ち
止まったり、引き返したり、遠回りしてみたりして、広
い視野で自分の好きなことやめざす姿を見つける旅を楽
しんでください。

俳優� 勝又絢子　さん
周りを見て不安になる時も、先は長いなと感じる時もあ
る職業ですが、演劇を通して、今迄わからないと思って
いた事象に寄り添う事が出来ました。…どんな想いから
始めても良いと思うのです、“興味”でも“好き”でも。
演劇に触れて行く中で、自分が何に価値を見出だし、人
に何を伝えて行きたいか、発見して下さったら嬉しいで
す。

公共劇場・制作� 神林愛　さん
公共劇場で制作の仕事、中でも施設の管理や様々な申請
を担う裏方の裏方、外から見えない仕事をしています。
アートマネジメントの授業を受けるまで知らなかった世
界です。�やりたいことや進路など見えているものは人そ
れぞれだと思いますが、どんな研究も授業も遊びも、自
分で選び経験に換えられるのが今です。だから是非、自
分の時間と選択に責任をもって欲しいと思います。有意
義な大学生活になるよう応援しています。

印刷会社ショールーム運営・管理� 山下恭平　さん
表現とは、自分を中心とした�大小問わず様々なカタチの
発信行為です。教育とは、多くの人が受け取り易いよう、
情報を整理して伝える行動です。どちらもコミュニケー
ションであり、円滑かつ効果的に行うためには、他者を
思いやる姿勢が非常に大切です。得意分野・専門外・デ
ジタル・アナログ、多くの情報に身を晒し、未知の領域
を体験する。得たものはシンプルかつ正しく受け渡す。
思いやりには努力と高度な知性が要求されますが、決し
て諦めず挑戦し続けてください。一緒にワクワクしましょう！

ワークショップのファシリテーション（進行）も学びます。
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E類

教育支援課程

生涯
スポーツ

4 年間の学び  

本コースでは、スポーツが得意でスポーツ教育に興味・
関心のある人たち、健康づくり・子どもの外遊び・スポー
ツの支援活動に関心をもっている人たち、運動が苦手な
子どもたちへの支援に関心をもっている人たちにとって
大切なことが学べます。
1年・2年次には広く教育支援、また学校スポーツ、生涯
スポーツ、体育科教育学、スポーツ科学、健康科学、運
動・スポーツ指導などについて基礎理論を学びます。2年・
3年次では演習や実習形式の授業が徐々に多くなり、実験
や指導の実践を通して実用的な知識や技能を習得するこ
とができます。また、2年次には体育科教育学、体育学、
運動学、健康科学のいずれかの分野の研究室に所属しま
す。3年次からは自分が所属した研究室の活動や指導教員
との関わりの中で専門的な知識や技能を習得できます。4
年次には研究室の教員の指導の下で科学的な卒業論文の
執筆に取り組みます。
また、本コースでは追加して単位を修得する事で中学校・
高等学校の保健体育科教員の免許を取得できます。ただ
し、教員免許取得は必須ではありません。

先輩からのメッセージ  

こんにちは！E類生涯スポーツコース 4年江頭佑紀です。
生涯スポーツコースには「健康スポーツ科学について学
びたい」、「将来スポーツに携わる仕事に就きたい」とい
う学生が集まっています。また多くの学生が運動部に所
属しており、日々の練習に励んでいます。授業の内容と
しては学芸大学にある他の体育科に比べ、より健康科学
やスポーツ科学に特化した内容になっており、基礎科目

から応用まで幅広い講義の選択が可能です。私はスポー
ツバイオメカニクスを専門とする研究室に所属していま
す。そこではハイスピードカメラ等を用いて、スポーツ
の動作を分析することができます。このようにスポーツ
について深く学び、専門的な知識を得ることができるの
が、生涯スポーツコースの魅力です。みなさんのご入学、
心よりお待ちしております。
� （江頭佑紀　4年）

特色ある科目  

生涯スポーツコース入門セミナー、生涯スポーツとキャ
リア形成、学校スポーツ支援論、学校スポーツ支援演習、
健康支援論、健康支援演習、学校スポーツと教育支援、
生涯スポーツと教育支援、生涯スポーツ支援研究演習

支えよう、健康とスポーツ。
本コースでは、運動・スポーツを中心として地域、学校、家庭の連携を実現していける教育支援のコーディネート
力と運動指導力を備えた人材の育成を目指します。

ヒトの持久力や乳酸値を測定し、運動処方の基礎データを習得する講義もあります。

幅広くスポーツや武道を経験できるカリキュラムが生涯スポーツコースでは
用意されています。

62   教育支援系 ／ E 類　生涯スポーツ



めざす仕事  

・�学校の運動部活動を学外から支援したり、運動会などを
サポートする仕事
・�体育授業に適応できない身体条件・運動能力の児童や、
体育指導が得意でない教員を支援する仕事
・�地域における健康問題やスポーツの活性化を支援する仕事
・�ナショナルレベルのスポーツ振興について企画・運営す
る仕事
・�野外教育施設でレクレーションスポーツ、キャンプなど
の指導に携わる仕事
（スポーツ指導員、スポーツ関連団体・企業職員、学校
体育支援NPO�職員、スポーツ行政等従事者、自然の家
職員など）

トレーニングコーチ（部活身体塾・代表）

塩多雅矢　さん
仕事のやりがい  

中学・高校・大学で部活動に励む選
手たちの支援をしています。トレー
ニングコーチとして彼らのパフォー
マンスアップと怪我予防の手助けを
することで、部活動をより輝かしい
ものにし、もっと好きになってもら
いたいと思っています。選手たちが
試合で活躍し、勝利を得た時が私にとって 1番嬉しい瞬
間です。また彼らが引退を迎えたときに「ありがとうご
ざいました」と言ってくれることは、何年経っても感慨
深いものです。

仕事で大切なこと  

最も大切にしているのは「Player�First」です。自己研鑽
による指導レベルの向上だけでなく、選手への言葉がけ
や先生方との連携なども含めて、選手にとって最良の時
間・空間を作ることをめざしています。もう 1つ大切に
しているのは「しつこさ」です。全てが選手に伝わるわ
けではありません。しかし、指導者が先に折れたら伝わ
らないままになってしまいます。そのため指導者にはし
つこさも大切だと思っています。

仕事と大学での学びや経験とのつながり  

外部指導員として部活動で選手指導をしています。選手
との関わりの中で「教育」という言葉は私の 1つのキー
ワードであり、その基礎になっているのは大学時代に教
育について学んだことです。実際の指導では、トレーニ
ングコーチとしての側面だけではなく、先生方が行なっ
ている学校教育の側面も視野に入れています。その要因
も、各部活動に受け入れてもらっているポイントになっ
ていると思っています。

比較的小人数でディスカッションを深める講義が多いのも生涯スポーツの特徴です。

NPO 法人はちきた SC　代表理事

紙本諭　さん
仕事のやりがい  

在学中にドイツの総合型地域スポー
ツクラブの映像をみて、平日から大
人がサッカーやビールを楽しみ、子
どもも大人もスポーツを通じて楽し
そうに交流している姿をみて、私は
一瞬で心を奪われました。そしてこ
の環境を日本に作りたいと卒業後
イチからスポーツクラブを作り始めました。今では会員
1200 名を超え、自前のグラウンドが出来、元日本代表を
監督に迎えて J リーグをめざすサッカーチームを作るな
ど、自分の思い描いた姿に 1歩ずつ近づいていることに
とてもやりがいを感じます。

仕事で大変なこと  

会社に属さず、独立して働くことは「やりがいを感じや
すい、やりたいことができる」など良い面も多くありま
すが、逆に「収入に安定性がない」「いつ仕事を失うかわ
からない不安」など大変な面もたくさんあります。また、
スポーツクラブの運営では参加者や保護者のクレーム対
応やスタッフの労働環境を整え、力を発揮してもらうこ
とに苦労しています。しかし、それらすべてを含めて、
やりたいことをやれていることに幸せを感じています。

仕事と大学での学びや経験とのつながり  

スポーツ指導をする上で、スポーツ心理学やスポーツ生
理学を学んだことは、非常に役に立っていると感じてい
ます。また、運営をしていく上では大学で学んだパソコ
ンスキルやコミュニケーションスキルに非常に助けられ
ています。さらに、さまざまな活動の中で同じ大学のOB
と出会うことも多く、年が離れていてもすぐに親近感・
信頼感を得られることも大きなメリットです。とにかく
大学で学べることは社会で役に立つ事ばかりであると実
感しています。
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卒業後の進路

　東京学芸大学の卒業生の多くは、学校の教員になっています。小学校教員が多いのですが、それ以外
にも中学校・高等学校・特別支援学校などの教員となって全国各地で活躍しています。さらに専門性や
実践力を高めてから教員になりたいと、大学院に進学する人もいます。
　また、教員のほか、大学で学んだ専門性を活かして、学芸員や司書、スクールカウンセラーやソーシャ
ルワーカー、企業、団体職員や公務員などの広く教育を支援する仕事についています。

◎ 2017年3月卒業生就職・進学状況［ 2017年9月30日現在 ］
※留学生及び前年9月卒業生は除く

（人）【教育系】（現 学校教育系）

教育系（７39 名）

教 員
54.3％

企業・団体
15.8％

保育園等
1.2％

公務員
2.9％

進学
19.2%

その他
6.6%

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）

合計

教
員
（
非
常
勤
含
む
）

幼 稚 園 16 0 0 1 1７

小 学 校 214 8 12 2 236

中学校・中等教育学校 34 44 0 2 80

高 等 学 校 16 41 0 3 60

特 別 支 援 学 校 0 2 5 1 8

教 員 小 計 280 95 1７ 9 401

保育園等 8 1 0 0 9

企業・団体 84 29 4 0 11７

公　務　員 12 ７ 2 0 21

進　　　学　 ７0 58 14 0 142

そ　の　他 24 19 4 2 49

小 計 198 114 24 2 338

計 4７8 209 41 11 ７39

課程
進路先

教養系（365 名）

企業・団体
50.1%

公務員
8.5%

教 員
7.4%

進学
19.5%

その他
14.5%

人間社会
科学課程
（N 類）

国際理解
教育課程
（K 類）

環境総合
科学課程
（F 類）

情報教育
課程

（J 類）

芸術スポーツ
文化課程
（G 類）

合計

教員（非常勤含む） 1 2 10 3 11 2７ 

企 業 ・ 団 体 66 41 22 9 45 183 

公 務 員 1７ ７ 4 1 2 31 

進 学 9 14 25 1 22 ７1 

そ の 他 8 6 1７ 2 20 53 

計 101 ７0 ７8 16 100 365 

課程

進路先

（人）【教養系】（現 教育支援系）

卒業後の進路
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北海道・東北地方
6% 

中部地方　8%

近畿地方　1%
中国地方　1% 

四国地方　2%
九州・沖縄地方　2%

茨城県　2%
栃木県　2%
群馬県　2%

埼玉県　8%

千葉県　2%

東京都　57%

神奈川県 
7%

関東地方　80%

北海道・東北地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

◎ 地域別教員就職状況（2017年3月卒業生　教育系）

〔北 海 道 ・ 東 北 地 方〕	 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
〔関 東 地 方〕	 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
〔中 部 地 方〕	 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
〔近 畿 地 方〕	 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
〔中 国 地 方〕	 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
〔四 国 地 方〕	 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
〔九 州 ・ 沖 縄 地 方〕	 福岡県・佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

業種 企業名等
建設業 株式会社ムラヤマ

製造業 旭化成株式会社、大塚オーミ陶業株式会社、オリンパス株式会社、株式会社ニチビ、株式会社ニチレイ、株式会社SCREENホールディングス、パラマウントベッド株式会社、不二
製油株式会社、三菱自動車工業株式会社、横河電機株式会社、HARIO株式会社

電気・ガス
熱供給・水道業

株式会社ユアテック、ENEOSグローブ株式会社

情報通信

イサナドットネット株式会社、株式会社岩手日報社、株式会社インターネットイニシアティブジャパン、株式会社エキスプレススポーツ、株式会社エスピック、株式会社エヌジェーケー、
株式会社エフ・エム、株式会社オープンストリーム、株式会社ガイアックス、株式会社クリエイション、株式会社クロスパワー、株式会社サイバーエージェント、株式会社ジェイアール
東日本企画、株式会社ジュピターテレコム、株式会社小学館集英社プロダクション、株式会社数研出版、株式会社スポーツニッポン新聞社、株式会社ゼネット、株式会社中日新聞社、
株式会社テレビ朝日サービス、株式会社電算、株式会社ネットサービス・ソリューションズ、株式会社ピジクロ、株式会社ペロリ、株式会社ボードルア、株式会社メンバーズ、株式会
社リョービシステムサービス、キヤノン ITソリューションズ株式会社、京セラコミュニケーションシステム株式会社、ジグノシステムジャパン株式会社、ジャパンメディアシステム株式会社、
スカパJSAT株式会社、ソフトバンク株式会社、大日本印刷株式会社、立馬株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本アイ・ビー・エムサービス株式会社、日本オプロ株式会
社、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社、日本放送協会、ネオアクシス株式会社、パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社、ピクシブ株式会社、明治図
書出版株式会社、ＧＭＯアドパートナーズ株式会社、GMOインターネット株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、ＳＣＳＫ株式会社、ＶＩＳＩＴＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社

運輸・郵便業 伊予鉄道株式会社、株式会社ホンダロジスティクス、ジャパンマリンユナイテッド株式会社、東海旅客鉄道株式会社、日本郵便株式会社、丸紅ロジティックス株式会社

卸売・小売業

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社、エノテカ株式会社、花王カスタマーマーケティング株式会社、株式会社旭屋、株式会社アトレ、株式会社内田洋行、株式会社ヴィクトリア、
株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ、株式会社大塚商会、株式会社カーテン・じゅうたん王国、株式会社さえき、株式会社ニトリ、株式会社ノジマ、株式会社バーニーズジャパン、株
式会社ビームス、株式会社ベイクルーズグループ、株式会社松沢書店、株式会社三越伊勢丹、株式会社メガスポーツ、株式会社山善、株式会社ワールドストアパートナーズ、静銀リー
ス株式会社、新建商事株式会社、住商エアロシステム株式会社、タクトシステム株式会社、日本ロレアル株式会社、プリモ・ジャパン株式会社、三井食品株式会社、三菱電機トレーディ
ング株式会社、明治フレッシュネットワーク株式会社、IKEA	JAPAN株式会社

金融・保険業

株式会社岩手銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社ジャルカード、株式会社四国銀行、株式会社荘内銀行、株式会社常陽銀行、株式会社大和証券グループ本社、株式会社
八十二銀行、株式会社肥後銀行、株式会社広島銀行、株式会社横浜銀行、住友生命保険相互会社、全国健康保険協会、全国労災病院労働組合、全労済自治労共済本部、多摩信用金庫、
中央労働金庫、東京海上日動火災保険株式会社、日本生命保険相互会社、日本保険サービス株式会社、浜松信用金庫、三井住友信託銀行株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社、明治安田生命保険相互会社、SMBCセンターサービス株式会社、

不動産・賃貸・管理業 株式会社インヴァランス、株式会社ケイミクス、株式会社ハリマビステム、株式会社MDI、JR東京西駅ビル開発株式会社

学術研究、専門・技術サー
ビス業

アビームコンサルティング株式会社、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、株式会社インソース、株式会社エージェント、株式会社ネオキャリア、株式会社PIALA、国土防災技術株式会社、
税理士法人ASC、SMC税理士法人

宿泊業・飲食サービス業 株式会社宗家	源	吉兆庵、株式会社星野リゾート、株式会社星野リゾート・マネジメント、株式会社ワイズテーブルコーポレーション、滝野川自動車株式会社、東和フードサービス株式会社、
リゾートトラスト株式会社

生活関連サービス業
アニヴェルセル株式会社、株式会社アーバンフューネスコーポレーション、株式会社アルプロン、株式会社グッドラックコーポレーション、株式会社ジーユー、株式会社ソシエ・ワールド、
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ、株式会社バンダイ、株式会社ファンケル、株式会社ブライズワード、株式会社ブライダルプロデュース、株式会社ベネフィット・ワン、株式会社ミ
ズノ、株式会社SOF、北関東綜合警備保障株式会社、生活協同組合コープみらい、全国農業協同組合連合会、千株式会社、東武トップツアーズ株式会社、わらべや日洋株式会社

教育・学習支援業

一般財団法人本所賀川記念館、学校法人慶應義塾、学校法人大東文化学園、学校法人高宮学園、学校法人帝京平成大学、学校法人日本医科大学、学校法人立正大学学園、株式会社ヴィ
アックス、株式会社栄光、株式会社学究社、株式会社学習塾あすなろ会、株式会社河合塾進学研究社、株式会社教育ソフトウェア、株式会社公文教育研究会、株式会社さなる、株
式会社秀学舎、株式会社スプリックス、株式会社ナガセ、株式会社日本入試センター、株式会社榛南自動車学校、株式会社ハッピーエディケーション、株式会社プラウ２１、株式会
社臨海、株式会社早稲田アカデミー、株式会社TOP進学塾、株式会社Z会、公益財団法人戸栗美術館、国立大学法人千葉大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京学芸
大学、都立水元小合学園、日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社

医療・福祉

医療法人社団充会上川病院、医療法人社団明芳会高島平中央総合病院、宇都宮市役所（保育士）、エフビー介護サービス株式会社、大塚製薬株式会社、学校法人なみき学園小平
なみき保育園、株式会社オプテック、株式会社ニチイケアパレス、株式会社日本保育サービス、株式会社プロケア、株式会社ブロッサム、株式会社ベネッセスタイルケア、株式会社
ポピンズ、株式会社メディカル・コンシェルジュ、社会福祉法人江寿会	アゼリー江戸川、社会福祉法人昴、社会福祉法人むそう、ジャパンライフ株式会社、砺波市役所（保育士）、
西東京市役所（保育士）、日本化薬株式会社、船橋市役所（保育士）、ＨＩＴＯＷＡホールディングス株式会社

その他のサービス業

アイワ広告株式会社、エイチアールワン株式会社、株式会社アスカコーポレーション、株式会社インサイト、株式会社ウィルグループ、株式会社オープンループパートナーズ、株式
会社川嶋、株式会社キャリアデザインセンター、株式会社クロスフィールド、株式会社ジェイ	エイ	シー	リクルートメント、株式会社ジップ、株式会社春光社、株式会社ステージワー
クURAK、株式会社セントメディア、株式会社中外、株式会社電通テック、株式会社東京アスレティッククラブ、株式会社トリガー、株式会社ながのアド・ビューロ、株式会社パソナ	
パソナキャリアカンパニー、株式会社ピアラ、株式会社ファインドスター、株式会社プライムクロス、株式会社ベクトル、株式会社ポケカル、株式会社モスキート、株式会社リクルー
トキャリア、株式会社レジェンド、株式会社ワークポート、株式会社DYM、株式会社 FCS、株式会社ＫＤＤＩエボルバ、株式会社ＴＳホールディングス、共同カイテック株式会社、コー
ンズ・カンパニー・アンド・リミテッド、セザックス株式会社、ディップ株式会社、東宝芸能株式会社、長島観光開発株式会社、バリューコマース株式会社、パーソルキャリア株式会社、
パーソルテンプスタッフ株式会社、パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社、船井総研ロジ株式会社、プライマル株式会社、ランスタッド株式会社、レイノス株式会社、FC今治、
IHI 運搬機械株式会社

官公庁
茨城県庁、大阪府警察、掛川市役所、清瀬市役所、熊本県庁、熊本国税局、警視庁、甲府市役所、小平市役所、埼玉県庁、さいたま市役所、埼玉地方裁判所、坂井市役所、仙台市役所、
草加市役所、千葉県庁、東京都庁、所沢市役所、中野区役所、新潟県警察、西東京市役所、沼田市役所、八戸市役所、東久留米市役所、日野市役所、前橋市役所、武蔵野市役所、
文部科学省、山梨市役所、湯川村役場、横浜市役所、横浜地方裁判所

◎ 大学院進学状況【2017 年 3 月卒業生】
東京学芸大学、北海道大学、筑波大学、東京大学、一橋大学、東京工業大学、早稲田大学等

◎ 教員以外の主な就職状況　【2017 年 3 月卒業生】
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大学院特設Webサイト	 教職大学院 www.u-gakugei.ac.jp/graduate/professional
 修士課程 www.u-gakugei.ac.jp/graduate/master

◎ 特別支援教育特別専攻科（特別専攻科）
　特別専攻科は、大学を卒業した後に特別支援教育を 1 年間で学ぶコースです。
　特別支援について多様な知識を身につけた教員になることを目指します。
　入学時にすでに取得している教員免許状の種類により、特別支援学校教諭一種免許状もしくは専修免許状を取得す
ることができます。

　博士課程は、正式には連合学校教育学研究科といい、埼玉大学、千葉大学、横浜国立
大学と共同で、教員養成にかかわる研究者を育てることを目的としています。

学校教育学専攻

教育構造論講座 教育方法論講座 発達支援講座 言語文化系教育講座 社会系教育講座

自然系教育講座 芸術系教育講座 健康・スポーツ系教育講座 生活・技術系教育講座

大学院

連合学校
教育学研究科
（博士課程）

◎ 連合学校教育学研究科（博士課程）

　大学を卒業した後にもっと勉強したいという人には二つの道があります。一つは大学院、も
う一つは特別専攻科です。
　東京学芸大学大学院の教育学研究科には、教職大学院（専門職学位課程）と修士課程があります。
　更に学びたい人は、連合学校教育学研究科（博士課程）に進学することもできます。

もっと学びたい人は

　大学院は、2019 年度から大きく変わります。教職大学院（教育実践専門職高度化専攻）は、210 名に定員を大幅に
増やして、5 プログラムで構成されます。特に、教科領域、特別支援教育、教育課題に対応したプログラムを充実させ、
学校教育に関するほぼすべての領域をカバーする我が国最大規模の総合型教職大学院になります。
　修士課程は、次世代日本型教育システム研究開発専攻、教育支援協働学専攻の 2 専攻に改組します。教育支援協働
学専攻は、三つのプログラム（教育 AI 研究プログラム、臨床心理学プログラム、教育協働研究プログラム）で構成さ
れます。
　なお、改組計画は計画段階のもので変更されることがあります（文部科学省に改組申請中）。

◎ 教育学研究科（教職大学院・修士課程）

319名

教職大学院（１専攻）

・学校組織マネジメントプログラム
・総合教育実践プログラム
・教科領域指導プログラム（国、社、数、理、音、美、書、体、技、家、英、情、幼、養）
・特別支援教育高度化プログラム
・教育プロジェクトプログラム（学校教育課題、国際理解・多文化共生教育、環境教育）

210名

修士課程（2専攻）

次世代日本型教育
システム研究開発専攻

（20）

教育支援協働学専攻
（89）

・教育AI研究プログラム

・臨床心理学プログラム

・教育協働研究プログラム

109名

教育実践専門職高度化専攻
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東京学芸大学で
できること

学芸大学には、全国から学生が集まってきます。
（2018 年度入学生出身高校所在都道府県）



取得可能な免許・資格

◎ 卒業要件として指定されている教育職員免許状

　学校教育系の学生は、教員免許取得に必要な要件を満たすことが卒業要件となっています。指
定されている教員免許の他に各専攻・選修で取得可能な教員免許もあります。教育支援系の学生
は、教員免許取得が卒業要件とはなっていませんが、一部のコースを除いて教員免許を取得するこ
とができます。また、教員免許のほかにも受験資格が得られるものや、取得できる資格があります。
ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。

国語選修
社会選修
数学選修
理科選修
音楽選修
美術選修
保健体育選修
家庭選修
英語選修 
学校教育選修
学校心理選修 
国際教育選修 
情報教育選修 
環境教育選修
ものづくり技術選修 

小学校教諭一種免許状

幼児教育選修

幼稚園教諭一種免許状

初等教育教員養成課程

特別支援学校教諭一種免許状
  （聴覚障害者）（知的障害者）（肢体不自由者）（病弱者）の４領域

小学校教諭一種免許状又は中学校教諭一種免許状

特別支援教育教員養成課程

養護教諭一種免許状

養護教育教員養成課程

国語専攻 中学校教諭一種免許状 （国語）
高等学校教諭一種免許状 （国語）

社会専攻 中学校教諭一種免許状 （社会）
高等学校教諭一種免許状 （地理歴史又は公民）

数学専攻 中学校教諭一種免許状 （数学）
高等学校教諭一種免許状 （数学）

理科専攻 中学校教諭一種免許状 （理科）
高等学校教諭一種免許状 （理科）

音楽専攻 中学校教諭一種免許状 （音楽）
高等学校教諭一種免許状 （音楽）

美術専攻 中学校教諭一種免許状 （美術）
高等学校教諭一種免許状 （美術）

保健体育専攻 中学校教諭一種免許状 （保健体育）
高等学校教諭一種免許状 （保健体育）

家庭専攻 中学校教諭一種免許状 （家庭）
高等学校教諭一種免許状 （家庭）

技術専攻 中学校教諭一種免許状 （技術）
高等学校教諭一種免許状 （工業）

英語専攻 中学校教諭一種免許状 （英語）
高等学校教諭一種免許状 （英語）

書道専攻 中学校教諭一種免許状 （国語）
高等学校教諭一種免許状 （書道）

中等教育教員養成課程

学校教育系
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　養護教育教員養成課程の学生は卒業要件として指定されている教育職員免許状の他に、必要な単位を積み上げることにより、
下記の免許の取得をめざすこともできます。

　初等教育教員養成課程・中等教育教員養成課程・特別支援教育教員養成課程の学生は、卒業要件として指定されている教育 
職員免許状の他に、必要な単位を積み上げることにより、下記の免許の取得をめざすこともできます。
　ただし、一学年につき履修できる授業数には限りがありますので、全ての免許が取れるわけではありません。

◎ 取得可能な教育職員免許状

小学校教諭一種免許状

中学校教諭一種免許状 国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体育・保健・家庭・技術・英語

高等学校教諭一種免許状 国語・地理歴史・公民・数学・理科・音楽・美術・工芸・保健体育・保健・家庭・工業・英語・書道

幼稚園教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状 （知的障害者）（肢体不自由者）（病弱者）の３領域　又は（聴覚障害者）（知的障害者）の２領域

中学校教諭一種免許状 保健 高等学校教諭一種免許状 保健

○学校教育系、教育支援系とも所定科目の単位を修得することで以下の資格の取得が可能です。
　▶司書（13科目）
　▶司書教諭（5科目、ただし基礎となる教育職員免許状（小・中・高）のいずれかが必要）
　▶学芸員（10科目）
　▶社会教育主事（12科目）
○特定の選修、コースに所属する学生のみ、取得可能な資格は以下のとおりです。
　▶保育士：幼児教育選修のみ対象。
　▶社会福祉士：ソーシャルワークコースのみ対象。国家試験受験資格。
　▶スクール（学校）ソーシャルワーカー：ソーシャルワークコースのみ対象。ただし社会福祉士の資格取得が必要。
○特定のコースに所属する学生のみ、卒業後に取得をめざすことができる資格は以下のとおりです。
　▶ 公認心理師：カウンセリングコースのみ対象。国家試験受験資格（受験資格を得るためには、学部在学中に指定の30科目を

修得し卒業した後、大学院における要件科目の修了、もしくは法令等で定められた施設での実務経験が必要）。

※教育職員免許状・資格ともに各専攻・選修の時間割との関係で、取得困難になる場合もあります。

◎ 取得可能な資格

生涯学習コース 生涯学習サブコース
文化遺産教育サブコース

カウンセリング
コース

ソーシャルワーク
コース

多文化共生教育
コース

多言語多文化サブコース 中学校教諭一種免許状 （英語）
高等学校教諭一種免許状 （英語）

地域研究サブコース
中学校教諭一種免許状 （社会）
高等学校教諭一種免許状 （地理歴史）
高等学校教諭一種免許状 （公民）

情報教育コース 高等学校教諭一種免許状 （情報）

表現教育コース

生涯スポーツ
コース

中学校教諭一種免許状 （保健体育）
高等学校教諭一種免許状 （保健体育）

教育支援課程

教育支援系
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　東京学芸大学は、20の国・地域の65大学と交流協定を結び、学術交流や学生交流をしています。

大学には、学生交流協定校をはじめとした各国から外国人留学生が来ており、授業、サークル等に

おいて、学生交流が盛んに行われています。

　また、本学からは毎年世界各地の協定校へ学生が交換留学をしています。交換留学制度を利用す

ると、留学先での授業料等を支払う必要がないほか（留学期間中、本学に授業料を払う必要があり

ます。）、修得した単位を本学の単位として申請することができます。このほか、夏休み、春休みを

利用して、協定校が実施しているサマープログラムや本学が企画する協定校での短期研修プログラ

ムに参加することができます。

国際交流と留学

取扱う事項 「留学」として扱うケース 留学として扱わないケース
※「休学」として扱う

派遣先 交流協定校 非交流協定校 非交流協定校

本学の在学期間
留学中も在学期間に含まれ、最短年限での卒業（修了）ができる場合もありま
す。ただし学校教育系については、教育実習等の関係で4年間での卒業が困難
な場合があります。教育支援系の学生が教員免許を希望する場合も同様です。

休学期間の分卒業（修了）が延びるので、
4年「大学院修士課程は2年、博士課程
は3年」では卒業（修了）できません。

留学期間中の
本学の授業料

納付する
（相手大学には支払わなくてよい）

納付する
（相手大学にも支払う）

事前に学務課に相談してください。
（留学先の学校には支払う）

奨学金

・ 	JASSO に採択されたプログラム
に参加する場合には支給が有りま
す（資格・要件を満たした場合）。

・	学生後援会から留学奨励金の支給が
有ります。
・民間奨学金に応募可能です。

・	学生後援会から留学奨励金の支給が
有ります。
・民間奨学金に応募可能です。

・民間奨学金に応募可能

留学先での履修科
目の単位認定

帰国後、成績証明書等必要書類をそろえて学務課に申請し、関係会議で総合
判定され、認定を受けることができます。

単位認定の申請はできません。

国　名 大学名等 プログラム名 期　間 内　容

韓国 ソウル教育大学校
韓国語・韓国文化短期留学

プログラム
約10日間

韓国語集中講座、韓国社会、百済歴史文化、文化体
験、放課後の個人指導

ドイツ ハンブルク大学 サマープログラム 約１か月
日本人学生を対象に開発した会話中心のドイツ語集
中講座

フランス
キャンパス・フランス
（フランス政府留学局）

夏期フランス語語学研修 約１か月
初級 - 中級フランス語集中講座。サンテティエンヌ
大学、グルノーブル大学の附属語学学校で実施

オーストラリア モナッシュ大学
短期海外語学研修

（オーストラリア、メルボルン）
30日間

全てホームステイ、現地大学生との交流、日本語授
業への参加、学校訪問、英語によるプレゼン

・ 2018 年度予定されている語学・文化研修留学プログラム

・海外留学制度

※休学をする場合は、学務課に「休学願」を提出する必要があります。
・交流協定校へ留学すると…留学先大学の入学料・授業料が免除になります。
　　　　　　　　　　　　　留学先大学の窓口教員や交換留学生がいるので情報収集が容易にできます。
　　　　　　　　　　　　　入学手続きやトラブルに対して、大学がサポートします。
・非交流協定校留学…留学先は自由に選べます。
　　　　　　　　　　本学と留学先大学の双方に授業料等を納入します。
　　　　　　　　　　特別な事情がある場合は、許可を願い出て留学期間を２年まで延ばせます。
　　　　　　　　　　帰国後、単位認定を受けるには、渡航３か月前に認定留学の手続きが必要です。

★上記以外にも中国・香港・台湾・アメリカとのプログラムもあります。
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カーセジ大学（アメリカ）
留学期間　２０１６年8月～２０１7年5月
国際理解教育課程欧米研究専攻４年
柳井　希香

　私は大学三年生の後期か

らの約一年間を、アメリカ

のカーセジ大学という私立

大学で過ごしました。高校

生の頃からアメリカの多様

性に関心があった私は、菅

美弥先生の米国センサスに

関する授業でよりアメリカにおける人種やマイノリティに関心を

持つようになり留学を志すようになりました。2016年は大統領選

が行われた年で、国民だけでなく世界中がその動向に注目してお

り、そんな中で現地学生と共にアメリカの政治、歴史、文学など

の授業を受講できたことは私の財産になりました。最初は活発に

スピード感をもって進む授業に出席するだけで精いっぱいでした

が、全ての授業を録音し何度も聞き返したり、教授に質問したり、

Writing Centerに頻繁に通う中で自分の英語力、粘り強く諦めない

精神がより鍛えられました。一年が終わるころには、自分と全く考

え方の違う人々の中で、意見を聞いたり自分の意見を発信すること

がとても楽しくなりました。

　カーセジ大学の日本人学生は学芸大学からの派遣生しかいない

ので英語力はぐんと

伸びます。また、１人

の教授あたりの生徒数が約

12人の少人数授業を行っている

ので、教授が私を覚えて沢山サポー

トしてくださいました。勉強だけで

はなく日本語クラブ、中国語クラブ、

ジャズバンドなど様々な活動に参加

し20か国以上からの沢山の友人を

作ることができたことや、アメリカの東海岸から西海岸まで沢山旅

行できたことも良い思い出です。留学中は、就職活動をする日本

の友人の様子や、自分より圧倒的に早く授業を理解する友人の中

にもまれ、自分がやっていることに、焦り、自信を失いそうになる

こともありましたが、自分が留学している理由、そして送り出し支

えてくれる家族への感謝を思い出し最後まで努力し続けることが

できました。これから留学を志す皆さんには、ぜひ、感謝の気持

ちをもって自分のために努力し続けてほしいと思います。留学に

行って後悔することは

決してありません。皆

さんの学生生活が有

意義で輝かしいものと

なりますよう陰ながら

応援しています。

タマサート大学（タイ）
留学期間　２０１６年８月～２０１７年１月
国際理解教育課程アジア研究専攻（2018年3月卒業）
勝又　大輔

　私がタイに留学した目的

は、卒業論文で扱うことと

したタイの文化や社会構

造をより深く理解するため

です。そこで、タイ国内で

も権威あるタマサート大学

に2016年8月から2017年

1月まで渡航しました。タイは日本との関係が深いほか、自身に

とっては学芸大の研修プログラムによる訪問など様々な点でつな

がりがありました。留学先での所属学科はSEAS(Southeast Asian 

Study)で、東南アジアの歴史・文化・経済などをあらゆる方面か

ら学ぶことができます。タイと聞くと、タイ語で授業が行われて

いるのかと不安になりますが、留学生向けの授業はすべて英語で

行われるため、むしろ英語の能力が求められます。実際に英文レ

ポートを書いたり、英語で発表したりする経験は今までになかっ

たため留学当初は大変苦労しましたが、何度も繰り返しているう

ちに慣れ、少しずつではありますが上手くなれたのではと

思っています。印象に残った授業をいくつか紹介する

と、タイの社会と文化に関する授業では、タイの

国民形成に重要な「ラック・タイ」と呼

ばれる考え方や人々の生活などを学び、

人文学・社会学的視点からタイを俯瞰す

ることができました。CSR(企業の社会的

責任)について学ぶ授業では、チェンマ

イの山村でホームステイをし、授業で学

んだ内容でその地を題材としてフィール

ドワークを行いました。私は旅行が好きなのですが、観光をしな

くとも街に広がる景色や人々の生活を見るだけで十分楽しく、休

日にはLCCなどを利用し、ゆっくりと近隣諸国を訪問することも

よくありました。今回の留学では多くの国からの友人と出会い、

観光ではなく現地で生活するからこそできる様々な経験をするこ

とができたと考えています。学芸大には、タイをはじめとした発

展著しい国々への協定校も数多くあり、ダイナミックな社会の動

きを目の当たりにできます。ぜひ、皆さんも学芸大で留学にチャ

レンジしてみてください。

留学体験記
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≪海外の大学との短期派遣・受入プログラム≫ 
世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れとグローバル人材の養成

―　International Student Step Up Program　（ISSUP）　―

《派遣プログラム実施内容》
　本学と協定を結んでいる大学を中心に、二週間程度の短期で派遣するプログラムです。主に長期休業中の派遣となるため、
授業に支障なく参加ができます。内容は海外の大学の授業体験、現地小学校の授業参観、日本独自の遊び（折り紙など）を
通じた現地児童との交流、訪問先の大学生とのディスカッションなどです。
10名程度の参加学生を募り本学教員が引率し、実施しています。また、渡航費用の一部を大学が補助する制度もあります。

《2016年度に実施した派遣プログラム》
（いずれも長期休業中の２～３月に実施。）
◦�米国・マサチューセッツ州　ブリッジウォーター州立大学�

Bridgewater�State�University
◦�米国・ニューヨーク州　ニューヨーク州立大学コートランド校�

State�University�of�New�York�at�Cortland
◦�米国・ハワイ州　ハワイ大学ヒロ校�

University�of�Hawaii�at�Hilo
《2017年度に実施した派遣プログラム》

◦�米国・ハワイ州　ハワイ大学ヒロ校�
University�of�Hawaii�at�Hilo

◦�豪州・ビクトリア州　メルボルン大学�
University�of�Melbourne

《受入プログラム実施内容》
　2017 年度から海外の大学の学生を受け入れる事業を始めています。海外の学生の短期受入事業は、本学学生の参加を募
り相互の学生交流を図ります。

《2017年度に実施した受入プログラム》
◦米国・ミシガン州立大学（実施期間：５月３０日～６月２日）
　東京学芸大学・ミシガン州立大学の学生が都内インターナショナル・スク
ール、東京学芸大学附属学校、私立大学附属学校などを見学し、学校給食や
清掃などを体験し、日本の文化について学びました。
◦米国・ブリッジウォーター州立大学（実施期間：６月１０日～６月１6日）
　ブリッジウォーター州立大学と東京学芸大学の両大学の学生がプロジェク
ト学習や学校見学を協働で行いながら、教育について考えました。使用言語
は英語でしたが、意見交換を通じ教育のあり方について考え直す貴重な機会
になりました。

《2018年度に実施予定の受入プログラム》
米国・ミシガン州立大学
米国・ブリッジウォーター州立大学

《海外の研究者による講演》
　ＩＳＳＵＰ事業では、海外の大学の研究者による本学学生を対象とした講演会を実施しています。
講演は主に英語で行われます。

《2017年度に実施した講演会の例》
第 1 回テーマ：�Helping�All�Children�to�be�Physically�Active
　　　　　　　（ブリッジウォーター州立大学、カレン・リチャードソン教授）
第 2 回テーマ：�How�can�Learning�Abroad�Experiences�Foster�Student�Development
　　　　　　　（ミシガン州立大学、デビッド・ウォン准教授）
第 3 回テーマ：�Historical�Connections�of�Bridgewater�Normal�School�and�Bridgewater�State�University�to�

Japanese�Education
　　　　　　　（ブリッジウォーター州立大学、ウィングカイ・ト教授）

《事業の概要》
　東京学芸大学では、大学一般の国際交流事業とは異なる教員養成系大学独自の多様なプログラムを開発し、学生の
必要性に応えるプログラム実践へつなげることを考えています。また、プログラムは教員養成系大学のモデルとなる
ことを目標にし、教員養成のグローバル化に取り組みます。

派遣プログラムの様子

受入プログラムの様子
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CAMPUS Asia 
キャンパス・アジア・プログラム

　東京学芸大学は、	北京師範大学（中国）・ソウル教育大学（韓国）とコンソーシアムを形成し、2016年 10
月から、	キャンパス・アジア事業「東アジア教員養成国際大学院プログラム」を実施しています。
　大学院生だけでなく学部生も対象に、長期（半年～1年間）の交換留学や相互の短期語学・文化研修留学プ
ログラムなど、さまざまな学生交流プログラムを実施し、日本人学生の海外体験の機会増加や国際性豊かなキ
ャンパス環境づくりに取り組んでいます。
　プログラムに参加する学生は、原則として各種奨学金等の支援を受けることができます。

＜キャンパス・アジアとは＞
　CAMPUS�Asia（Collective�Action�for�Mobility�Program�of�University�Students�in�Asia）は、国際的に活躍できるグローバルな人
材の育成と大学教育のグローバルな展開力の強化を目的に、日本、中国、韓国の大学がコンソーシアムを形成し、日本人学生の
海外留学や外国人学生の積極的受入れを伴う教育連携プログラムを実施する事業です。
　日本では、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」として行われており、東京学芸大学は国内の教員養成系大学として唯一、
本事業の採択を受けています。

《主なプログラム実施内容》

●	交換留学の実施
［派遣］春学期、秋学期それぞれ、北京師範大学とソウル教育
大学に本学学生を半年～１年間派遣しています。派遣された学
生は、自身の専門を深めつつ、各国の教育・文化を学び、語学
力の向上を目指します。
［受入れ］北京師範大学、ソウル教育大学を含むアジア圏の大
学の学生が本学に留学しプログラムに参加しています。本学学
生も留学経験者を中心に「キャンパスアジア・アソシエイト」
として、日本の教育や文化について学びあい、日光や箱根など
で実施される自主合宿に参加し交流を図ります。

●	短期語学・文化研修プログラム
［派遣］夏季・春季の長期休暇期間中に、短期（１週間～２週
間程度）の中国・韓国への派遣プログラムを実施しています。
語学の集中トレーニングのほか、各国の歴史や文化、学校教育
について体験的に学べる機会となっています。この短期留学を
ステップに、長期留学に挑戦する学生もたくさんいます。

［受入れ］夏季に Summer�Program�for�Trilateral�Cooperation�
(SPTC)�として、北京師範大学とソウル教育大学の大学院生を
８日間受け入れ、日本の学校現場や日本文化の体験、本学学生
との交流や議論を通した相互理解を深める活動を行っていま
す。プログラムのサポーターとして多くの本学学生も参画して
います。

《留学に向けた各種活動》

●学芸フロンティア科目「留学のすすめ」
　�社会で幅広く活躍し、実績・経験豊かなゲスト・スピーカー

が講義する「学芸フロンティア科目」の一つとして、2017
年春学期から開設されています。本学海外協定校への留学の
魅力やその実態を、海外の大学教員や留学経験者が具体的に
紹介します。

●言語ラボ
　�中国・韓国への留学希望者や派遣決定者を対象に、留学先で

の学修や生活に必要な語学力の習得を目的として、中国語・
韓国語・英語の「言語ラボ」を実施しています。2017 年度
からは、韓国語の担当教員が「学芸カフェテリア」と連携し
て、学生のニーズに合わせた実践的な指導を行っています。

WPTC in ソウル

CAMPUS Asia

〈交換留学 in 北京〉

〈留学生夏合宿
in 山梨〉

〈短期留学プログラム
in ソウル〉
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　東京学芸大学では学生のキャリア形成支援、各種相談など、トータルに学生支援を行って 
います。ここでは、キャリア支援行事について紹介をします。

◎	就職相談
　本学では、教員や企業等への就職を希望する学生や卒業生が、進路や教員採用試験対策及び企業への就職活動等
に関して何でも相談できるように、学外から教員就職担当（公立学校長・教育委員会指導主事等経験者）及び企
業・公務員就職担当の相談員を招いて、就職相談を行っています。学年に関係なく、進路に関する悩みや迷いを相
談することでできますので、どんなことでも話すことができます。

学生キャリア支援室
　学生キャリア支援室では、学生の皆さんが有意義で生き生きとした学生生活を送り、将来のキャリアをデザイン
できるよう、日常的なサポートを行っています。
　学部各学年・大学院生を対象に各種ガイダンス等の行事を通して、学びと進路について考える場を提供しています。

◎	教師力養成特別講座（11月～翌年7月）
　教師力養成特別講座は通称「万ゼミ」と言われ、教職経験豊かな本学ＯＢ・ＯＧ（公立学校長、教育委員会指導
主事経験者等）が講師となって、主に論文添削や面接指導等、教員採用試験対策のための指導を行っています。学
部3年生、大学院1年生の11月から講座が始まり、翌年の7月まで、全15回の講座で、論文・論述・面接につい
て、丁寧な指導が継続的に行われ、7月の教員採用試験に臨むことができます。
　講座への参加は任意、有料ですが、積極的に受講することにより、教員採用試験の合格率がアップします。本気
で先生になりたい人は、是非受講することをお勧めしています。

〔2017年度教師力養成特別講座（万ゼミ）受講生の声〕
　私は、東京都の教員採用試験を受験し、試験対策としては、3年の秋学期から、「万ゼミ」や学生キャリ
ア支援室の就職相談などを活用しました。特に万ゼミでは、論文、面接に関して、基礎からじっくり教え
ていただきました。基本の週１回の講義の他にも、地方受験者向け面接対策や1日講義などもあり、受験
者のニーズに対応してくれます。
　論文対策については、論文を書く上での基本や注意点を、過去の合格論文から紹介していただき、自分
の考えをしっかりと伝える論文の書き方を理解することに大変役立ちました。また、面接対策に関しては、
面接表の書き方や、面接の際の心構えや姿勢、服装などを詳細に教えていただき、本番での自信につなが
りました。さらに、同じ地域・校種の試験を受験する仲間とたくさん出会うことができ、協力し合って試
験を乗り切ることができました。
　試験対策の講義などにはできるだけ参加し、それを上手に活用し、合格を目指してほしいと思います。

◎	教員採用試験説明会（11月～翌年5月）
　全国各地の教育委員会の採用担当者が来学し、教員採用試験説明会を開催しています。
　（2017年度実績：北海道から沖縄までの50教育委員会）

◎	教員採用試験対策説明会（11月）
　先輩の合格体験談を含んだ教員採用試験説明会を行います。

◎	1次試験対策学内模擬試験（12月）
　教員採用試験の1次試験対策として、学内で模擬試験を行います。

教員志望者対象のキャリア支援行事
教員を志望する人には、「教員の魅力」を知るための各種ガイダンス等、次のような指導・講座を実施しています。

キャリア（教職・教育支援職）支援
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◎	教採１次試験対策（教職教養対策）講座（2～3月）
　教職教養の講義や面接対策を行います。

◎	人物対策講座（2～3月）
　教員採用試験の論作文と面接対策を行います。

◎	教員採用試験学内模擬試験（2月～6月）
　幼稚園や保育園の採用試験の模擬テストを行います。

◎	教育支援ボランティア・学校インターンシップ説明会（4月）
�　学校等でのボランティアや学校インターンシップに参加したい人を
対象に説明会を開催します。

◎	論文の書き方講座（4月）
　教員採用試験における論文の書き方の指導が受けられます。

◎	特別選考（大学推薦）（4月～5月）
　各自治体の教員採用試験の大学推薦における学内選考を行います。

◎	教員採用試験対策講座（6月～8月）
　教員採用試験における面接対策や集団討論の講義や指導、面接票・単元指導計画・学習指導案の添削等を行います。

◎	論作文直前対策（6月～7月）
　教員採用試験直前の実践的な論文作成指導です。

◎	面接試験特別講座（8月）
　教員採用試験（第2次試験）直前の実践的な面接指導です。

◎	合格者に対する説明会（10月）
　教員採用試験合格者に対して、「教壇に立つまでにしておくべきこと」「学級経営」「保護者対応」等、実践的な指
導を受けることができます。

◎	臨時講師登録説明会（10月）
　臨任講師（臨時的任用教員）を希望する学生に向けて、学内における各自治体への登録について説明を行います。

◎	教員採用試験の流れ（2018年度実施例）

教員就職担当相談員により添削された論文

２０１８年３月23日から

３月27日～５月８日消印有効
３月27日～５月７日

８

18

６

２

12

８月18・19・26日　集団面接・個人面接
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2018

1月中旬～
2月中旬
テキスト代

1月中旬～
2月中旬
1,000円
（テキスト代）

11月中旬～
12月上旬
直接ご確認
ください

昨年度は19の
自治体が実施

個人面接、集団面接、
集団討論、模擬授業、
論作文指導、模擬保
育、単元指導計画等
の添削 他

論作文の書き方（講義・指導）、面接対策（講義・指導）他

教員採用試験対策
講座

教員採用試験
大学推薦

（全 5 回・
教職教養
対策）

（論作文、
面接対策）
希望者は
別途
模試有 論作文

指導
（講義）

11月下旬～
5月下旬まで
随時
直接ご確認
ください

2月中旬～
4月中旬

※自治体によって
　異なります。

昨年度は56の自治体及び特別区（幼稚園）が参加

就職相談

合格者
による
体験談等

教採
対策
説明会

本学非常勤
講師等
希望者名簿登録

埼玉県 他

一次試験
対策講座

一次試験
対策
学内模試

人物試験
対策講座

教
員
採
用
試
験
対
策
講
座
・
模
試
・
大
学
推
薦

説
明
会
等

養
成
塾

対象：学年不問（大学院含む）

東京教師養成塾
期間：4月～ 2月

埼玉教員養成セミナー
期間：1月～ 9月

申込：学部3年
　　　修士１年
期間：10月上旬
　　　～下旬

説明会（２回）
7月・10月

説明会
7月

申込：8月
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企業・公務員志望者対象のキャリア支援行事

◎	「企業・官公庁」合同説明会
　約30社の企業･官公庁の採用担当者が来学し、学内において、本学学生のための合同説明会を行います。

◎	企業・官公庁等インターンシップガイダンス
　企業・官公庁等のインターンシップに参加したい人を対象にガイダンスを開催します。

◎	企業就職対策講座
　◦就職活動準備講座
　◦就活本番スタート講座
　◦採用担当者は何を見ているか
　◦自己分析・業界研究
　◦エントリーシート、面接対策のポイント
　◦グループディスカッション

◎	公務員就職ガイダンス
　それぞれの人事担当者による公務員就職に関するガイダンスを行っています。
　◦国家公務員採用試験制度説明会
　◦東京都職員採用試験説明会
　◦特別区職員採用試験説明会

◎	内定者報告会
　企業・公務員就職で内定を得た先輩方の合格体験談などの報告会を行います。

◎	面接特別指導
　個人面接又は集団面接について、少人数のグループ指導を行います。受講生は面接練習を行うだけではなく、面
接官役も体験することで、面接官がどこを見ているのかを理解することができます。

〔受講生の声〕
　◦面接は苦手だったが、講師から丁寧な指導をいただき、自信がついた。
　◦面接は話の内容だけではなく、立ち居振る舞いや表情などの印象も大事であることを実感した。　
　◦�面接官役として他の受講生が面接を受ける様子を見て、自分も注意すべき点に気づくことができ、講義よりも
得られるものがあった。

◎	企業就職活動の流れ

　企業・公務員等志望の人には、自己分析、企業研究、企業・官公庁説明会、エントリーシート指導、面接指導、
公務員試験対策支援などを、各方面の専門家により実施しています。
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2/6
（水）

特別区人事委員会
特別区職員採用試験説明会

1/9
（水）

東京都人事委員会
東京都職員採用試験説明会

1/23
（水）

人事院関東事務局
国家公務員採用試験制度説明会

（大学院含む）

2018

6/6
（水）

企業就職対策講座①
「就職活動準備講座」（職務適性テスト結果解説付き）

対象：主に
　　　学部 3 年以上

（大学院含む）
ですが、学部
1～ 2 年生の
参加も大歓迎
です。　　　

対象：主に
　　　学部 3 年以上

（大学院含む）
ですが、学部
1～ 2 年生の
参加も大歓迎
です。　　　

6/13
（水）

企業就職対策講座②
「就活に備える自己分析・自己ＰＲの仕方」

企業就職対策講座③
「労働法制セミナー」―安心して働ける企業の探し方－

6/27
（水）

東京労働局

企業就職対策講座④
「就活に役立つ新聞の読み方」

7/4
（水）

公務員就職ガイダンス7/11
（水）

企業就職対策講座⑤
「夏休みから始めよう！ 業界・企業研究」

7/18
（水）

企業就職対策講座⑥
「就活本番スタートアップ講座」

10/17
（水）

企業就職対策講座⑦
「自己分析ステップアップ講座」

10/24
（水）

企業就職対策講座⑧
「元人事採用責任者が説き明かす―面接突破への秘策（準備を含む）を伝授!!」

11/7
（水）

企業就職対策講座⑨
「業界研究ステップアップ講座」

11/14
（水）

大学

内定者報告会11/21
（水）

企業就職対策講座⑩
「業界研究～実践編（学内業界説明会）」

11/28
（水）

企業就職対策講座⑪
「エントリーシート対策」

12/5
（水）

【事前申込制】
企業就職対策講座⑫

「グループディスカッション対策」
12/12
（水）

企業就職対策講座⑬
「面接対策～基礎編」

12/19
（水）

企業就職対策講座⑭
「面接対策～実線編」

1/16
（水）

企業就職対策講座⑮「3.1解禁
企業エントリー直前対策」

1/30
（水）

就職支援会社（大学生協 withnavi）

「企業・官公庁」
合同学内説明会

3/4
（月）

招致団体数：未定（参考：平成29年度　18企業、3官公庁等）

13:00-17:00
第1むさしのホール

（大学院含む）

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

S203

78   キャリア支援



その他のキャリア支援
◎	インターンシップ
　インターンシップとは、実際の職業現場に出向き、そこで職業活動を体験することです。「学校インターンシッ
プ」と「総合インターンシップ」があり、単位の修得には、1つの学校・企業・公（共）的機関で60時間以上のイ
ンターンシップを行う必要があります。活動は、長期休暇中も含め、授業等の空き時間を利用して行います。将来
の就業への円滑な移行のため、多くの学生に利用して欲しい制度です。

☆学校インターンシップ
〔2017年度本学附属小金井小学校のインターンシップ（2017.9.25～2018.1.30）体験者の声〕
　インターンシップでは、教室での学習支援、支援が必要な児童への支援、先生方の授業参観等を行った。
その中で、支援が必要な子どもに教師がどうアプローチしているのか、どういった配慮を行っているのか、
どんな原因があって、どのようにその原因を探るのか、そして、どう授業に参加させていくのかについて
学び、その一部を体験することができた。また、ほめることの大切さや子どもとの接し方を、担任の先生
や養護教諭、スクールカウンセラーの姿から学んだ。支援が必要な子どもも１人１人異なり、必ずこれを
すればよいといったことはないが、どう子どもにアプローチすればよいか、教師はどういった態度で向き
あえばよいのかを教えていただいた。
 （初等教育教員養成課程社会選修3年）

☆総合インターンシップ
〔2017年度豊橋市役所のインターンシップ（2017.8.14～2017.8.25）体験者の声〕
　豊橋市役所「スポーツのまち」づくり課で、事務作業・市内スポーツ施設見学・イベント準備作業及び
アクアリーナ豊橋での接客・案内等の業務体験等を行った。
　働くうえで人と人とのつながりはとても大事であり、コミュニケーション能力を身につけることが必要
であることを学んだ。社会人になるには、人間としてのレベルを高める必要があり、そのためには強い信
念を持ってたくさんのことに挑戦していくことが大切だと思った。そして、大学で学んでいる知識を市の
スポーツ振興に役立てることができるかもしれないということがわかった。今後は、知識を身につけるの
みでなく、自分から発信していく力を身につけることが課題だと思った。
 （教育支援課程生涯スポーツコース3年）

◎	ボランティア
　大学には、多くの小中学校や官公庁、ＮＰＯ法人から、ボランティ
アの募集が来ています。また、宮城教育大学や岩手県二戸市と連携し
た東日本大震災関連教育支援ボランティア等も行っています。大学や
自宅の近隣小中学校で活動する教育支援ボランティアを行っている学
生も多く、実際の教育現場を体験する貴重な機会となっています。

〔2017年度宮城教育大学連携「女川町」学習支援ボランティア（2017.8.27～2017.9.1)体験者の声〕
　女川小学校（宮城県牡鹿郡女川町）では、一人ひとり配属されたクラスで担任の先生の補助を行った。
　宿題の提出状況を確認して丸付けやコメント書きをしたり、授業中の机間指導をしたり、水泳・ダンス
の授業では１つの児童グループの指導を行ったりした。
　そんな貴重な経験を通して気づいたことは、子どもとより多くの時間を一緒に過ごすために先生方は陰
でたくさんの時間や労力を費やしていること、そしてたとえ1クラスが16人しかいなくてもそれぞれの性
格・個性が輝き、主張していてまとめるのは本当に大変だということだ。
　「子どもが好きなだけじゃできない、でも子どもが好きじゃなくちゃ続けられない」とおっしゃった先生
のことばは一生忘れないと思う。
 （初等教育教員養成課程国語選修2年）
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東京学芸大学で学んだこと
今井俊宏〔�2008 年 A類国語選修　2011 年大学院教育学研究科国語教育専攻修了�

／現在、埼玉県久喜市立東鷲宮小学校��〕
　私が大学に入学したのは 2004
年。もう10年以上前になります。
現在埼玉県の小学校に勤務してい
ますが、「小学校の先生になる」と
いう夢が叶うまでに自分も想定し
ていなかったような経験を、この学
芸大学でできたと思っています。
　そもそも高校時代私は勉強が全

く嫌いで、受験勉強以外の勉強など考えたくもない、という大
変不真面目な生徒だったと今振り返ると思います。大学に入っ
ても遊んで４年間を過ごすのだろう、と考えていました。しか
し、入学してみると国語科には「自主ゼミ」という仕組みがあ
りました。ゼミといったら3年生から入るものだとばかり思っ
ていたのですが、自主ゼミは1年生から参加でき、内容も教

育から国語学、文学と幅広く選べます。文学ゼミに参加した
私は「学ぶ」ということの楽しさや本質を初めて知ることが
できた気がしました。それはまだ誰も見ていないもの、見つ
けていないものを発見する楽しさです。知らないことを自ら
知る楽しさです。結局その楽しさに学部だけで満足できず、
修士課程まで進んでしまった訳ですが、この「学ぶことの楽
しさ」を伝えることが小学校教員としても重要なのではない
かと考えています。ただこちらが与えるだけでなく、子ども
が自分で見つける知識。自分
はまだまだ未熟ですが、学芸
大学で体験した「楽しさ」を
伝えられる先生になっていき
たいと考えています。

寺内康人〔2009 年 L 類（現 E類）生涯スポーツ専攻卒業／現在、株式会社博報堂〕

　よりレベルの高い環境でサッ
カーを続けるために、また好き
だったスポーツというものをもっ
と深く学ぶため、東京学芸大学生
涯スポーツ専攻への進学を選びま
した。当時、関東大学サッカーリー
グ 1部に所属していた蹴球部には
全国から多くの才能・実力ある選

手が集まっており、茨城の田舎から出てきた私にとってはと
ても輝いている人たちに見えました。この仲間との 4年間、
サッカーを通して学ぶことが多く、今の自分の糧となってい
ます。また生涯スポーツ専攻にも様々なジャンルのスポーツ
のトップレベルの選手が在籍しており、彼らのストイックさ
や思考など、その交流はとても刺激的なものになりました。

　学びの中で出会った NIKE の広告に感銘し、いまは広告の
世界で働いています。主に外資系企業やIT企業をお客様とし、
彼らのサービス／プロダクトが世の中へ出ていく際のお手伝
いをするのがメインの仕事です。教師は生徒が世の中を自分
らしく生き抜いていくための様々な知恵や知識を自分が媒介
者となって伝えていくのが仕事だと思いますが、この構造は
広告も同じだと考えています。世の中の人に様々な企業の価
値や思いを伝えていく、私は学芸大学で学んだことをベース
としながら、社会や生活者に
より良い価値を提供していけ
る存在となっていきたいと思
います。

秦野翔子〔201３ 年 A類幼児教育選修卒業／現在、 東京都港区立青南幼稚園〕

　「将来、子どもと関わる仕事に
就きたい」と思い大学を探したと
きに、とても魅力的に感じたのが
東京学芸大学でした。その一番の
理由は「保育者の実践や子どもの
実態を直に感じながら学べる」と
いうところです。入学してからは、
想像以上に様々なことを体験す

ることができました。実習では、保育園、附属幼稚園、公立
幼稚園に通い、観察記録を取ったり実際に子どもたちと触れ
合ったりすることで、保育者の行動の意図や子どもの内面の
理解を深めることができました。また、実習以外にも授業の

一貫や卒論の観察、ボランティアとして、附属幼稚園や区立
幼稚園に頻繁に足を運ぶことができたのは、東京学芸大学に
通っていたからこそできた経験だと思います。
　現在、幼稚園教諭になって 6年目になろうとしています。
悩むこともありますが、日々子どもと共に過ごす中で、成長
を間近に感じることができ、それを保護者の方や職員と分か
ち合うことのできるこの仕事
に大きな幸せとやりがいを感
じています。4年間の大学生
活で学んだ数々のことが、今
の生活にも活かされているこ
とをうれしく思っています。

80   東京学芸大学で学んだこと



　C類特別支援教育（聴覚障害専
攻）、修士課程特別支援教育専攻を
卒業し、現在は都内の聴覚特別支
援学校の小学部に勤めています。勤
務校には、幼児・児童が在籍してい
るほか、乳幼児教育相談も行ってお
り、幼児・児童の指導や保護者支
援に取り組んでいます。

　自分が出会った特別支援教育学部のメンバーは本当に個性豊
かな仲間でした。専攻に分かれたあとも、お互いに授業で学んだ
ことや臨床活動の近況などを語り合い、障害児教育についての
知識を深めることができました。また、A類や B類など他の課程
との関わりも多く、初等教育や中等教育の基礎を学ぶことで、個
別のニーズに合わせた工夫を考えられる力になったと思います。
　所属した研究室では、聴覚特別支援学校と連携した発達障害

をあわせもつ聴覚障害児への指導を行っています。私自身、卒
業までの6年間、指導に関わることができました。通年で、一人
の児童に対する指導を行う中で、現場で活躍される先生や先輩
のスタッフから、たくさんの助言や教えをいただきました。同じ
課題をもっている児童でも、その児童をよく知ることでちがった
支援方法でのアプローチができること。また、それぞれの領域で
活躍させる方々と連携することでより充実した支援につながるこ
とを学びました。現在の職場でも、指導に悩んだ時には、必ず
大学時代に学んだ支援の基礎に立ち返ります。そうすることで、
新たな視点からの支援を考え出
すことができています。大学時代
の学びや出会い・経験のすべて
が教員となった今に生かされて
いると思います。

稲葉啓太〔�2012 年 C類聴覚障害専攻　2014 年大学院教育学研究科特別支援教育専攻修了�
／現在、東京都立大塚ろう学校小学部〕

　私はＤ類養護教育の 4 期生とし
て入学し、13人の同期とともに大
学生活がスタートしました。養護教
諭は専門職であるため、専攻での
授業は、養護や保健、医学、看護
など多岐にわたる専門科目で構成さ
れていました。大学での学びにお
いて将来につながる知識を蓄える

ことは非常に面白く、現在の仕事にも生かされています。また、
大学時代は女子ラクロス部に所属し、勉強の傍ら部活動に励む
日々を過ごし、4年次には主将を務めました。振り返ると、自
分に与えられていた時間を惜しみなく使い、充実した4年間で
した。

　私は現在、養護教諭として中学校に勤務しています。教育す
る側に立って初めて分かること、感じることは沢山あります。子
どもの多様な特性やニーズには戸惑うこともあります。しかし、
基盤となる知識があるからこそ、教員としてのかかわりができる
のではないかと思います。大学 4 年間は、その基盤作りの時
期であったといえます。もちろん、そのなかで同期との学び合
いがあり、教育実習での実践があり、様々な人との出会いがあ
りました。その全てが財産であ
り、現在の自分自身につながっ
ています。今もなお勉強の毎
日ですが、子どもたちが笑顔
で保健室をあとにする姿が私
の原動力になっています。

加瀬涼子〔201３ 年 Ｄ類養護教育専攻卒業／現在、東京都小平市立上水中学校養護教諭〕

　東京学芸大学で体験したすべて
が、教員としての今の私に繋がって
いる。そう感じます。
　所属した柔道部には、楽しく活動
することが目的の人から全国優勝を
めざす人まで、色々な価値観の人
がいました。マネージャーだと思っ
ていた可愛らしい先輩が、実は世

界チャンピオンになるような強豪選手だったなど……言ってしま
えば、変わった人たちばかりでした！全ての専攻の人が通うキャ
ンパスで、色々な人の、様々な価値観に触れて、自分の世界が
広がっていきました。
　授業や実習はというと、とにかく好奇心を刺激されて、「へぇ～」
と感心するばかり。例えば、発達障害の子供について、「本人に
やる気がないのではなく、ゆっくりしかできないだけ。」と講義を

受けたとき、中高の同級生を思い返してはっとした、など。当時
は知識を獲得することが楽しくて、教員としての実践は正直あま
り意識できていませんでした。それが、働き始めた今、教員の
仕事と噛み合ってきていることが面白いです。あの講義で言って
いたことは、このことだったのか！�と、蓄えた知識が実践に生き
ていると実感しています。
　これから教員として経験を積んでいく所存ですが、実践を踏む
たびに思い出されるのは、東京学芸大学で過ごした四年間です。
私はこれから先も色々な人（特
に生徒）と出会い、色々なこと
を知っていくのでしょうが、彼ら
との関わりの原点は常に大学生
活にあります。

古城輝海〔�2016 年 Ｂ類家庭専攻卒業／現在、静岡県掛川市立北中学校〕
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■ 経済支援

◎ 奨学金
　本学の学生は、日本学生支援機
構などの外部奨学金に申請するこ
とができます。また、本学独自
の奨学金「学芸むさしの奨学金」
は、授業料免除と合わせて申請す
る「学資支援」と、入学後に家計
急変となった際に申請できる「緊
急支援」があります。こちらは申
請に対して1回のみの給付で、返
還の必要はありません。

◎ 教職特待生制度
　本学独自の制度として、教職特
待生制度があります。これは、学
校教員又は保育士をめざす強い意
志がありながら、経済的理由で大
学に入ることが困難な人に対する
支援制度です。教職特待生として
採用されると、入学料と授業料が
免除されます。また、奨学金が貸
与され、卒業後に教員又は保育士
に一年を超える期間就いた時は返
還が免除されます。

教職特待生・奨学金
０４２―３２９―７１８７
学務部学生課学生支援係

◎ 入学料・授業料免除
　本学には授業料免除制度があり
ます。授業料免除の申請は学期ご
とに受け付けていますが、１年次
春学期分の申請は、入学手続時に
しなければなりませんので注意が
必要です。

入学料・授業料免除
０４２―３２９―７１８６
学務部学生課学生生活係

■ 住居支援

東久留米国際学生宿舎

◎ 学生寮
　本学には３つの学生寮がありま
す。学生寮の申込は入学式前にし
なければなりませんのでご注意く
ださい。

学生寮について
０４２―３２９―７１８８
学務部学生課課外教育係

◎ 住居に関する相談
　東京学芸大学生活協同組合 （生
協） では、アパート等を紹介して
います。詳しくはウェブサイト

（「学芸大生協」で検索）をご覧下
さい。

《お問い合わせ》
東京学芸大学生活協同組合本部

（０４２-３２４-６２２５）

寮　名 所在地 性　別 入寮定員 寄宿料 居室様式 通学方法・所要時間

小平寮 小平市鈴木町 1-102 女子 160 名
月額

4,300 円
鉄筋 5 階建

個室（約 6 畳）
バス　　15 分
自転車　10 分

大泉寮 練馬区東大泉 5-22-1 男子 130 名
月額

4,300 円
鉄筋 4 階建

個室（約 6 畳）
バス又は電車 ７0 分
自転車　　　50 分

＜学寮の概要＞

※原則として学部学生対象（日本人学生）です。入寮期間は 4 年以内（最短修業年限終了の日まで）です。

　東京学芸大学では、指導教員制をとっており、学生に対するきめ細やかな指導・相談をして
います。また、学生が、安心して勉学に励み、充実した生活を送ることができるよう次のよう
な支援をしています。

学生生活支援
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■ 学生生活支援

　学生生活で困ったことが起きた
ときの相談窓口も複数あります。

◎ 保健管理センター
　誰でも気軽に利用できる健康支
援の機関です。
　医師、看護師、カウンセラーが
おり、一般診療や応急処置、健康
相談のほか、精神的・心理的な悩
みの相談に対応しています。

◎ 学生相談室
　「大学になじめない」「友達や家
族とうまくいかない」「やる気が
でない」など、学生生活上のさま
ざまな問題に対して、専門スタッ
フが親身になって相談に応じてい
ます。

◎ 学生後援会
　学生生活がより豊かになるよう
に、いろいろな活動に対する経済
的支援を行っています。課外活動、
就職活動、留学等は学生後援会の
支援によって、より参加しやすい
ものになりました。入学時にいた
だく会費が財源です。

◎ 生協（生活協同組合）
　学生生活全般に対して、様々な
支援をしています。本やパソコン
などの学習用品から、食品まで販
売しています。またプレイガイド
では各種チケットを扱っていま
す。第１・第２むさしのホールは
食堂としても、イベントホールと
しても使われています。

◎ ノートカフェ
　図書館の１階にオープンしたお
しゃれなカフェです。大学と地域
の人が交流するためのノートが置
いてあり、壁に巨大な地域の地図
もかかっています。パンがとても
おいしく、学生がよくくつろいで
います。

◎ キャンパスライフ委員会
　本学のすべての学生には安全で
快適なキャンパスライフを送る権
利が保障されています。万が一セ
クハラなどのハラスメントの被害
にあった場合には、キャンパスラ
イフ相談員が対応します。

■ 障がい学生支援

◎ 障がい学生支援室
　本学では、障がいのある学生が
安心して学生生活を送れるよう
に、全学で取り組んでいます。障
がい学生支援室では、修学や学生
生活における配慮や支援の必要性
がある学生の相談を受け、一人ひ
とりの状況に合った合理的配慮や
支援の方法について、教職員によ
る「個別支援チーム」を設けて検
討しています。また、学内のバリ

アフリー化やアクセシビリティの
向上等の基礎的環境整備も進めて
います。支援室には専門スタッフ
がおり、障がい学生に対する合理
的配慮や支援のコーディネート、
学内外の関係機関との連携、学生
サポーターの登録・派遣・研修、
支援用機器機材の準備を担当して
います。

● 相談したい
　聴覚障がい、視覚障がい、肢体
不自由、病弱・虚弱（内部疾患）、
発達障がい、精神障がいを主な対
象としています。情報保障（パソ
コンテイク、手話通訳、対面朗読
など）、移動補助、そのほか相談
に応じて様々な支援方法がありま
す。学生本人だけでなく、保護者
や友人、教職員からの相談もお受
けしています。

● 支援したい（学生サポーター）
　実際の支援活動は、多くの『学
生サポーター』が担っています。
現在、学生サポーター登録者は
1８０名を超え、支援に関する情報
共有や交流の輪が広がりつつあり
ます。さらにパソコンテイクや手
話通訳、移動補助など、特別支援
教育に関する研修やワークショッ
プを通して互いに学びあう機会を
得ることもできます。

障がい学生支援室
　人文社会学系研究棟２号棟１階
　（開室：月～金　10時～ 17時）
● 電話・ファックス
　０４２―３２９―７９０５（直通）
● メール
　gsupport@u-gakugei.ac.jp

宿舎名 所在地 性　別 入寮定員 寄宿料 居室様式 通学方法・所要時間

東久留米
国　　際
学生宿舎

東久留米市氷川台 1-22-2
男子
女子

38 名
７2 名

月額
4,７00 円

鉄筋 3 階建
個室（約 ７ 畳）

バス又は電車 60 分
自転車　　　50 分

＜国際学生宿舎の概要＞

※ 国際学生宿舎は、外国人留学生と日本人学生の混住方式の宿舎です。勉学環境と国際理解の場を提供することを目的に設置されています。入寮期間は 4 年以内（最
短修業年限終了の日まで）です。
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東京学芸大学には教員養成大学
ならではの

教育系サークル�もたくさん！

また、今までは打ち込めること
や

趣味なんてなかったけど・・・

という人もこの機会にやりたいこと
が見つかるかも！

気の合う仲間や同じ志を持った
仲間と出会うことで

大学生活がより一層充実すること
間違いなしです！

やったことないこと、やってみ
たかったこと、

一緒にはじめてみませんか？

平成３0年 6月現在
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むぎのこ
地域子ども会活動サークル

教育

音楽・演劇・映像

アカペラサークル�Infini
ウインドアンサンブル
音楽友之会
軽音楽部 JAZZ 研
管弦楽団
東京学芸大学クラシックギタークラブ
混声合唱団
フォークソング愛好会
邦楽サークル�白菊会
モダンフォークソングクラブ

和太鼓サークル結
東京学芸大学映画研究会
新映像文化研究会�ShinE
演鑑演劇部
演劇研究部　劇団漠
the@ter メトロ
劇団なきがお
放送研究会
創作視聴覚文化研究部
デジタル創作系サークル�SSET

造形教室たけとんぼ
かっぱ倶楽部
北多摩東 ＢＢS 会
国分寺子どもクラブ
学習支援サークル　小金井てらこや
サークルちえのわ
手話サークル�おやゆび姫
Aggressive!!
Pages

cococolors
Education　club　PoPo
教育を考える会＠ ３ch
codolabo
教育実践サークル�先生になろう！
障害児と楽しく遊ぶ会「おこりんぼ」
小学校ボランティアサークル　Let's
地域子ども会活動サークル　むぎのこ

学芸大ならではの子ど

もと遊ぶサークル

むぎのこは 6つの班 ( 子ども会 ) から成り立っており、それぞれ国分寺近辺で毎週土曜日の午後に
活動しています！
鬼ごっこやドッヂボールなどで遊んだり、キャンプやクリスマス会など学生主催での企画も行うな
ど、子どもたちと沢山触れ合い、その成長を身近で感じることができます！どの班も学生間や子ど
もとの仲も良く、わいわいと賑やかな雰囲気です！
子どもと関わりたい人にはまさにうってつけのサークルです！

�

　サークル長
　３年 E類ソーシャルワーク　妙智�広大さん

やったことないこと、やってみ
たかったこと、

一緒にはじめてみませんか？

造形教室たけとんぼ

codolabo

手話サークル おやゆび姫

サークルちえのわ

和太鼓サークル結

混声合唱団

モダンフォークソングクラブ

音楽友之会

アカペラサークル Infini
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チアリーディング部

美術・食・文化・趣味・その他

武道・パフォーマンス

Hydrangea

ラテンアメリカ研究会
ジャグリングサークル　CHELSEA
お笑いサークル　GOC
柔道部
剣道部
空手道部　空心会�

弓道部
少林寺拳法部
テコンドー部
ストリートダンスサークル　@fter�Ｂeer
モダンダンス部
チアリーディング部　Hydrangea

絵本サークルきつねのしっぽ
写真研究部
美術研究部
漫画研究部
学芸幻想郷研究会
書道サークル　審美会
星空サークル　シリウス
学芸 CCC
総合史学研究会
小金井祭実行委員会
生協学生委員会
生協留学生委員会
生協読書マラソン委員会

鉄道研究部
東洋学術研究部
民俗学研究会
スイーツ同好会
園芸華道サークル
英語ディベートサークル
総合文芸サークル　拙作
TGUポケモンサークル�フラワーギフト
盤上遊戯研究会（東京学芸大学麻雀部）
お散歩サークル　みつあみ
東京学芸大学キリスト者学生会
TRPG サークル卓上劇団ひゅぷのしす
東京学芸大学謎解きサークル Rätsel

サバイバルサークル�プラトーン

Oyoh
茶道部
Next�Career�Camp

�TFT@gakugei

セクマイサークル TREC
e-spot
東京学芸大学秋田県人会
競技かるたサークル

学芸大生の憧れの的

私たちチアリーディング部は小さな花が集まり大きな華となる
「Hydrangea（紫陽花）」のような存在になれるよう、活動に励んでいます。
練習は週 2日、各 2時間行っています。
笑顔とダンスで運動部や学芸大生を応援します！ 　　　部長

　３年 A類社会科
　別木�萌果さん

あじさい

お笑いサークル GOC

美術研究部
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サッカーサークル

　�����テニス・ホッケー
　体操・水泳・レジャー
　　　卓球・ラグビー
��　　　バド・体操・卓球
　��　　ホッケー・

FC.�ALEX

男子硬式庭球部

女子硬式庭球部

ソフトテニス部

アイスホッケー部
体操競技部
器械運動クラブ
冒険探検部

男子水泳部

女子水泳部

スイミー

硬式テニスサークル　elf

ダブルフォルト

T-CRUISE

なかよしテニス愛好会

硬式テニスサークル　Wonder�Land

ソフトテニスサークル　なんてね

留学生硬式テニス同好会

�
�
男子一般運動サークルG.S.C.
女子一般運動サークルG.S.C.
レクリエーション�スポーツ�クラブ
アルティメットサークル　ＢIG�APPLE
ワンダーフォーゲル部
スキューバダイビングサークル　NEPTUNE
熱気球倶楽部ホーホケキョ
フィギュアスケート部
卓球部
ラグビー部

東京学芸大学蹴球部
女子サッカー部ＤUMＢO
F.C.LEO
FC.ALEX
FC.beginners
サッカーサークル　Re:light
東京学芸大学フットサル部

男子ラクロス部
女子ラクロス部

陸上競技部（男子）
陸上競技部（女子）
東京学芸大学陸上同好会
男子ハンドボール部
女子ハンドボール部 
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
REGULUS
バスケットボールサークル���S.Ｂ.C
男子バレーボール部
女子バレーボール部
ＢRAVO!

バドミントン部
LIＢERTE
Ｂ.C.WINGS�
アメリカンフットボール部　SNAILS
男子ソフトボール部
女子ソフトボール部
東京学芸大学硬式野球部
軟式野球部
軟式野球サークル　アンドーナツ
軟式野球サークル　Vinvins

　　サッカー・ラクロス・陸上
　ハンド・バスケ・バレー・バド���
����　　アメフト・野球

明るい雰囲気で初心者も

楽しめる！

週２回サッカーの練習を行っているサッカー・野球・ONEPIECE 好きが集いに集ったサークル、

それが FC.ALEX です！

年３回の合宿、夏キャンプやクリスマスコンパなどといった楽しいイベントもたくさん！

サッカー経験者はもちろん未経験者、マネージャー、悪魔の実の能力者も大歓迎！

共にグラウンドラインを目指し夢を追い求めようぜ！
　入江�達斗さん

　サークル長
　３年 Ｂ類社会科

女子ラクロス部

RE
GU

LUS

女子バスケットボール部

　　　スイミー

なかよしテニス愛好会

NEPTUNE
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学芸いいとこMAP
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「学芸いいとこMAP」は学内広報誌「TGU」からの抜粋記事です。
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沿革表　　　History

1873
1876

1887

1898
1900

1908

1920
1921

1935
1938

1943

1944

1949

1951
1953
1954
1955

1964

1966

1973

1988

1996
1997

2000
2001

2004

2007

2008

2015

明6
明9

明20

明31
明33

明41

大9
大10

昭10
昭13

昭18

昭19

昭24

昭26
昭28
昭29
昭30

昭39

昭41

昭48

昭63

平8
平9

平12
平13

平16

平19

平20

平27

4
3

11

1

4
2

11

4
4

4
1

4
7

12
4

5

3
3
4
3

3

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

教育
学部

教養系
課程設置

課程、選修専攻
の再編

特殊教育
特別専攻科

特別支援教育
特別専攻科

（名称変更）

3.31廃止

世田谷分校

3.31廃止

竹早分校

3.31廃止

小金井分校

学芸学部

追分分校

3.31廃止

大泉分校

3.31廃止

調布分教場

3.31廃止

課程の再編

3.31廃止

学芸
専攻科

教育専攻科

大学院博士課程
(連合学校教育学研究科)

教職大学院
(教育実践創成専攻)設置

大学院修士課程
(教育学研究科)

夜間大学院
(総合教育
開発専攻)設置

短期特別コース設置
(標準修業年限1年)

東京府小学教則講習所
東京府小学師範学校
東京府師範学校

東京府尋常師範学校

東京府師範学校

東京府青山
師範学校

東京第一
師範学校

東京府女子師範学校

東京第一
師範学校
女子部

東京第二師範学校

東京府豊島師範学校

東京第二師範
学校女子部

東京府
大泉師範学校

東京
第三師範学校

東京府立農業教員養成所
東京府立農業補習学校
教員養成所

東京府立青年学校教員
養成所

東京都立青年学校教員
養成所

東京青年師範学校

東京学芸大学　Tokyo Gakugei University
昭24.5.31　May 31,1949

　平16.4.1　April 1. 2004
The National University Corporation Tokyo Gakugei University国立大学法人 東京学芸大学設置

教育支援
課程設置
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附属幼稚園竹早園舎

附属大泉小学校

附属世田谷小学校 附属高等学校

附属竹早中学校

附属特別支援学校

附属幼稚園小金井園舎 附属小金井中学校附属小金井小学校

附属世田谷中学校

附属国際中等教育学校

附属竹早小学校

●小金井地区

●世田谷地区

●大泉地区

●竹早地区

●東久留米地区

　教育実習及び教育研究の場として、次の附属学校（園）が設置され、約６０００人の幼児・児
童・生徒が学んでいます。
　これら児童等に普通教育を施すとともに、各学校園はそれぞれテーマを設定し、大学と連携し
て指導理論を踏まえた実証的・実践的研究に取り組んでいます。
　また、年間約１３００人の学生を受け入れ、教育実習を行っています。

附属学校（園）
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学位授与数・学位論文数、教員免許取得状況、諸資格取得者数
Number of Degrees Conferred / Number of Dissertations / Teacher's 
Licenses Obtained / Qualifications Obtained

学位
Degree

専攻分野の名称等
Area of Specialization 

大学院（修士課程）
Graduate School of 

Education (master's course)

教職大学院
（専門職学位課程）

Graduate School of Teacher 
Education

(professional degree program)

連合学校教育学研究科
（博士課程）

United Graduate School of 
Education

(doctoral course)

修士
Master

教育学
Education 241

学術
Arts / Philosophy / Science 5

専門職
Education in Teaching 40

博士
Doctor

教育学
Philosophy in Education 12

学術
Philosophy 1

学位授与数　Number of Degrees Conferred

平成 29 年度の内訳
Academic year 2017 平成 29 年度

Academic year 
2017 total教育系

Teacher Preparation Div.
教養系

Liberal Arts Div.

司書教諭
Librarian teacher

７8 6 84

司書
Librarian

9 18 2７

社会教育主事
Social education director

2 40 42

学芸員
Curator

2 30 32

社会福祉士（受験資格）
Certified social worker(eligible for taking certification exam)

0 20 20

スクールソーシャルワーカー
School social worker

0 2 2

保育士（幼児教育選修のみ）
Nursery teacher (Early Childhood Education major only)

22 22

諸資格取得者数　Qualifications Obtained

課程
Courses

修了生数
Number of
Graduates

専修免許状
取得者数

Graduates who acquired 
Specialized Certificate

修士課程
Master's Course

246 136

教職大学院
Professional Degree Program

40 35

教員免許状取得状況（大学院）　Teacher's Licenses Obtained (Graduate School)

教員免許取得状況　Teacher's Licenses Obtained ( 平成 29 年度卒業生 )
(Academic year 2017 graduates)

選修・専攻
Program

卒業者数
Number of 
graduates

免許取
得者数
Graduates who 
acquired license

免許種
License type

一人当たり免許状取得数
Distribution based on number of licenses per graduate  

小学校
Elementary 

school

中学校
Lower secondary 

school

高校
Upper secondary 

school

幼稚園
Kinder-
garten

特別支援
School for special 
needs education

養護
School health care 

and education

計
Total

1 枚
1

２枚
2

３枚
3

４枚
4

５枚以上
5

A 類 532 518 518 3７9 446 103 33 0 14７9 ７8 55 264 106 15

B 類 198 185 32 192 230 8 3 0 465 1 108 59 14 3

C 類 41 41 41 15 10 24 41 0 131 0 9 19 9 4

D 類 11 10 0 ７ 6 0 0 10 23 3 1 6 0 0

教育系・計
Teacher Preparation Div. total ７82 ７54 591 593 692 135 ７７ 10 2098 82 1７3 348 129 22

N 類 101 18 0 1７ 16 0 0 0 33 5 14 0 0 0

K 類 66 1７ 0 16 24 0 0 0 40 1 9 ７ 0 0

F 類 80 44 0 42 42 0 0 0 84 4 40 0 0 0

J 類 14 6 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0

G 類 96 66 0 39 66 0 0 0 105 2７ 39 0 0 0

教養系・計
Liberal Arts Div. total 35７ 151 0 114 154 0 0 0 268 43 102 ７ 0 0

総計
Total 1139 905 591 ７0７ 846 135 ７７ 10 2366 125 2７5 355 129 22

免許取得者数等は一括申請分
Note: Figures for "Graduates who acquired license" and other figures are based on the collective applications made by the university.

大学院（修士課程）
Graduate School of 

Education (master's course)

連合学校教育学研究科
（博士課程）

United Graduate School of 
Education(doctoral course)

学位論文
Dissertation 244 13

課題研究の成果
Research Report 2

学位論文数又は特定の課題についての研究の成果（課題研究の成果）数　Number of Dissertations / Research Reports

（平成 29 年度修了生（論文博士を含めず。））
(Academic year 2017 graduates (not including graduates of “dissertation only” doctoral programs))

( 平成 29 年度修了生 )
(Academic year 2017 graduates)

( 平成 29 年度修了生 )
(Academic year 2017 graduates)

免許状取得者数等は一括申請分
Note: Figures for "Graduates who acquired license" and other figures are based 
on the collective applications made by the university.
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● JR 武蔵小金井駅北口より
【京王バス】〔５番バス停〕「小平団地」行に
乗車、約10分

「学芸大正門」下車
〔6番バス停〕「中大循環」に乗車、約10分
「学芸大東門」下車
駅から徒歩の場合は約25分

● JR 国分寺駅北口より
徒歩約20分

【銀河鉄道バス】「国分寺駅入口」より
「小平駅南口」行に乗車、約10分
「学芸大学」下車

● 西武新宿線小平駅南口より
【銀河鉄道バス】「国分寺駅入口」行
に乗車、約15分
「学芸大学」下車

北門・東門は、日曜・祝日には閉鎖
されますのでご注意ください。（ ）

JR総武本線等

京浜急行電鉄

京成電鉄

池袋

大泉学園 茗荷谷

新宿

高田馬場

渋谷

御茶ノ水

東京

上野

日暮里

浜松町

吉祥寺武蔵小金井国分寺

小平 東久留米

西武池袋線

西武新宿線

JR山手線

東京モノレール

JR中央線

東急東横線

東京メトロ丸ノ内線

JR中央線
JR山手線
JR総武本線等
東急東横線
西武新宿線
西武池袋線
東京メトロ丸ノ内線
京成電鉄
東京モノレール
京浜急行電鉄

学芸大学

自由が丘 東京国際空港（羽田空港）

成田国際空港

品川

竹早地区

世田谷地区

大泉地区

東久留米地区

小金井地区
東京学芸大学

大学までのアクセス

北門

東門

銀行

学芸大学

国分寺駅入口

武蔵小金井駅

学芸大東門
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※在学中に授業料の改定が行われた場合には改定時より新授業料が適用されます。

201７ 年度 学部生 大学院生 特別専攻科生 研究生 科目等履修生

授業料
年間 535,800 円

（春学期 26７,900 円）
（秋学期 26７,900 円）

年間 535,800 円
（春学期 26７,900 円）
（秋学期 26７,900 円）

年間 2７3,900 円
（春学期 136,950 円）
（秋学期 136,950 円）

年間 356,400 円
（月額 29,７00 円）

1 単位 14,800 円

入学料 282,000 円 282,000 円 58,400 円 84,600 円 28,200 円

検定料 1７,000 円 30,000 円 16,500 円 9,800 円 9,800 円

② 資料請求番号（6桁）を入力してください。

③ ガイダンスに従ってお届け先等を登録してください。
○  受付から1、２日で送付されます。ただし、受付時間や地域配

達事情によっては3日以上かかる場合もあります。（発送開始
日までの請求は予約受付となります。）

○  ご利用になられたパスワード（数字４桁）は、必ず控えておい
てください。お支払い方法は「コンビニ支払い」「ゆうちょ銀
号・郵便局での払込み」「ケータイ払い」「クレジットカード払
い」がご利用なれます。また、ケータイ払い、クレジット払い、
コンビニ払いは、1回分の手数料で、複数資料の料金をまと
めて支払うこともできます。

○料金は、資料に同封されている料金支払い用紙の支払い方法
に従いお支払いください。

○  一般入試募集要項は、自動音声応答電話による請求を除き、
通常受付終了後も引き続きテレメール速達対応（レターパッ
クプラスによる発送で、ポスト投函ではなく手渡し）で請求受
付を行います。

速達対応の料金は、上記②に記載の料金とは異なります。
料金は「一般入試募集要項：600 円」

「一般入試募集要項、大学案内：650 円」 
となります。

【通常受付期限】2019年1月31日（木）正午まで
【速達対応受付期限】2019年2月3日（日）正午まで

資　料　名 資料請求番号 料金（含送料）（※）

入学者選抜要項 582020 215円

一般入試学生募集要項 582000 215円

推薦・スーパーアスリート推薦入試学生募集要項 582010 215円

帰国生・私費外国人留学生入試学生募集要項 562030 250円

※料金（含送料）は予定額であり、変更となることがあります。

１	本学のウェブサイトから請求する場合

① 本学のホームページにアクセスしてください。

　　http://www.u-gakugei.ac.jp
② 「入試について」＞「入試情報」＞「学部入試情報サイト」

③ 「大学案内及び学生募集要項等の資料請求について」の

ページからテレメールwebサイトに移動し、請求してくださ

い。

2	スマホ・ケータイから請求する場合

　 右の二次元バーコードを読み取り、希

望する資料を選択して請求してくだ

さい。

３	テレメール（インターネットまたは自動音声応
答電話）で請求する場合

① ・ インターネット（パソコン・スマホ・ケータイ） 

http://telemail.jp
 ・自動音声応答電話（※）

 　050-8601-0101（24時間受け付け）

 ※ IP電話：  一般電話回線からの通話料金は日本全国どこ
からでも３分毎に約12 円です。

資料請求方法についてのお問合せ先：
　テレメールカスタマーセンター
　IP電話　050-8601-0102（9：30～18：00）

株式会社フロムページが運営するテレメールによるお届けとなります。
学生募集要項等の請求方法

授業料
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　ノート型パソコンの必携について

●�東京学芸大学ではノート型パソコンの必携をお願いしています。

　本学ではノート型パソコンを活用した授業があり、各学生は、ノート

型パソコンを持参することになっています。また、学生は、シラバス参

照、履修登録、成績通知、教育実習の手続、キャリア支援に関する事項等、

様々な手続においてパソコンを使用する必要があります。これらを踏まえ

本学では、学生がノート型パソコンを必携することになっています。

　経済的なご負担は小さくないかもしれませんが、すべての学生は、入学

後はノート型パソコンを必ず所有して、大学に持参するという、本学の方

針をご理解くださるようお願いいたします。

※本大学案内の著作権は東京学芸大学にあります。※内容の無断複写・転載は著作権法で禁じられています。2019©TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY

東京学芸大学 大学案内2019
2018年7月12日発行
【編集】広報戦略室、広報企画課、メディアラボ
【デザイン監修】 メディアラボ
【表紙イラスト】清水紗彩（卒業生）
【撮影協力】駒場麻里（卒業生） 
【編集協力学生スタッフ】朝妻栞、日髙華、竹花春香、水島幸恵、丹野理沙子、
  関根悠人、関根柚太、栗林花野奈、齋藤ゆりあ、乗松まりな、大菱池遼、虫谷涼香、
  細川絢加、波多腰万由子
【印刷】サンプロセス@TokyoGakugei

〒184－ 8501　東京都小金井市貫井北町4－1－1東京学芸大学の住所

042-329-7204入学試験・入学手続き・受験に際して
配慮を必要とする志願者の事前相談

学務部
入試課

学務部学生課学生生活係
042-329-7186
入学料・授業料免除

042-329-7187
奨学金制度・教職特待生制度

学務部学生課学生支援係

042-329-7194
ノート型パソコンの必携

学務部学務課教務第一係学務部学生課課外教育係
042-329-7185
学生寮について

問い合わせ
●�電話での問い合わせは、平日の9：00から17：00まで（12：00から13：00を除く）

障がい学生支援室

人文社会学系研究棟２号棟１階
（開室：月～金　10時～17時）

● ＴＥＬ・ＦＡＸ
042-329-7905

	 （直通）
● ＭＡＩＬ
　gsupport@u-gakugei.ac.jp

www.u-gakugei.ac.jp
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