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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。

　大学生の教養崩壊については、多くの大学人

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
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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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教育とは

　人間には、欠かすことのできない営みがいくつ

かあります。

　「学び」ということも、時代や社会や状況を超え

て共通する、人間の基本的な営みのひとつです。

知らない人と、新しい知識や技術と、そして新し

い出来事や世界と「出会う」ことから「学び」は

始まります。だからこそ「学び」は、まだ誰も知

らない新しい「未来」を拓きます。

　このような「学び」を支え、人間と社会のこれ

からを豊かに育てることが教育の役割です。

東京学芸大学は教育の総合大学です。

教育学部で学校の先生をめざす

　東京学芸大学の学校教育系は、学校という職場で

「先生として子どものまえに立つことをめざす」課程

です。そのために、卒業時には皆、教員免許状を手

にしますが、それ以上の力も東京学芸大学では身に

つけます。

　よい先生になるためには、子どもたちや社会や学

問のことをよく知る必要があります。

　また、子どもたちが学びや遊びを楽しみ、毎日学

校に行くのが待ち遠しくなるような工夫ができるよ

うに、教育学部では教育の方法についてていねいに

勉強していきます。

　教育学部の環境や施設は先生をめざす人にとって

最適に整えられ、東京学芸大学の教職員は、先生を

めざすあなたをしっかりと支えていきます。

　附属学校は 12校あり、教育実習期間中はその学

校の「先生」として、子どものまえに立つことにな

ります。

教育学部で教育支援者をめざす

　東京学芸大学の教育支援系は、社会や学校とい

う職場で「広く教育を支援する仕事のスペシャリ

ストをめざす」課程です。

　学校教育は今、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー、社会教育関係者、情報関

係者、国際関係者、表現やコミュニケーション関

係者、スポーツ関係者、教育行政関係者、企業関

係者など、学校の外部にいる専門領域をカバーす

る教育支援職と学校の先生が「チーム」になって

進められようとしています。

　社会にはさまざまな人がいるので、サポートの

あり方も多様です。

　さまざまな人を多様な仕方でサポートできる教

育マインドを持って活躍する人を育て、社会に送

り出すのも教育学部の役割です。それぞれの専門

の知識や技能を深めるとともに、人とかかわるこ

と、人と交流することが好きで、何よりも人間が

好きだという人が、力を大きく伸ばす場所です。

教育学部で、教育現場に触れる

　教育学部生は、しばしば大学から出て現場に行きま

す。教育学部生の現場とはどのような所でしょうか。

　まずは学校の現場です。

　カリキュラムの一環として教育実習に行きます

が、学校の現場に行くのはその時だけではありま

せん。インターンに行ったり、ボランティア活動
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に参加したりする学生もたくさんいます。子ども

たちと遊んだり、おもちゃを作ったりするサーク

ルもあります。

　それから、公民館や児童館も教育学部生にとっ

て大事な現場です。教育支援課程では、地域のさ

まざまな活動を支援する実習もあります。

　「学び」が営まれいる場所は、すべてが教育現場

ということができます。教育現場と大学の往復の

中で、実践的な力は育まれていきます。

教育学部で世界を学ぶ

　教育学部生の教育現場は、海外にもあります。

在学中に留学する人もいるし、卒業後に海外で働

く人もいます。

　東京学芸大学には世界各国から多くの留学生も

来ています。英語だけを使うお昼のランチ会や、

中国語だけを使うランチ会も行われています。

　こうした環境の中で、グローバルに人と接し、

ことばや文化を学ぶことができます。いろいろな

国の人に接し、その考え方を知り、世界の多様性（ダ

イバーシティ）を学ぶことは、これからの社会で

はとても大事なことです。

　その上で、海外の大学に留学する学生も数多く

います。

　東京学芸大学は世界の 20の国 ･地域の 64大学

と交流協定を結んでいます。海外の大学に行き、

そこで得た知識と経験を、日本の教育に活かすこ

とができます。

教育学部でコミュニケーションする

　人とかかわることは、教育学部で最も大事なこ

との一つです。

　コミュニケーションの力は、他者を感じ他者の

話を聞く力であり、自分を表現する力でもありま

す。

　教育学部の授業を通して、人とかかわりながら、

自由な発想をして、創造性や表現力を高めること

ができます。

　こうした授業には、コミュニケーションが苦手

な人、他者の話を聞くのが苦手な人、自分を表現

することが苦手な人にも来てほしいです。なぜな

ら、苦手な人は、他の苦手な人の気持ちがよくわ

かるからです。

　さまざまな授業を通して、コミュニケーション

が楽しいということ、人とかかわるから楽しいと

いうこと、さらに身体を使った方がさらに楽しい

ということを、身をもって知り、伝えることがで

きる人をめざします。

　今は社会のいろいろなところで、子どもや大人

の表現力を育てるコミュニケーション・ティー

チャーが求められています。東京学芸大学の卒業

生の中には、世界中で子どもたちに、ダンスや

身体を使った表現を教えるコミュニケーション・

ティーチャーとして活躍している人もいます。
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教育学部で ICT を使う

　ICT はコミュニケーションの道具でもあり、すで

に社会や生活の一部にもなっています。

　東京学芸大学の教育学部には ICT の専門家が何

人もいます。専門的に深く学び、いろいろなソフ

トウェアを作る授業もあります。

　ICT は「学び」に、そして教育者にとっても大切

な道具になってきています。

　ICTを駆使してさまざまな課題を解決することの

できる、ICT と上手につきあえる人を育てる、ICT

を使わせたり使ったりして子どもたちの「学び」

を深める、　そんな教育者を東京学芸大学ではめざ

します。

　そのため、東京学芸大学ではすべての学生が ICT

を学び、そして日々使っています。

教育学部で研究を深める

　東京学芸大学は、教員の数が多いの

が特徴で、びっくりするほど多くのこ

とを学んだり、研究したりすることが

できます。

　教育学部と言っても、教員の専門分

野は多岐に渡り、多くの教員が、さま

ざまなことを研究しています。教員の数が多いと

いうことは、学ぶことのできる専門分野が多いと

いうことです。教員の数が多いということは、み

なさんのやりたい研究ができるということです。

　知らない人と、新しい知識や技術と、そして新

しい出来事や世界と「出会う」ことから「学び」

は始まります。

　みなさん自身が、「研究」という新しい出会いに

包まれた出来事を大学で経験できたときにこそ、

子どもたちや他の人にも「伝えてみたい」「教えて

みたい」という教育の原動力が生まれます。

　「研究すること」「学ぶこと」の面白さが、とて

つもなく広く、そして深く用意されているのが東

京学芸大学です。
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教育学部で「もの」を作り

「もの」を扱う

　小さいころからものづくりが大好きだった、と

いう人はいませんか？　

　東京学芸大学ではさまざまなものづくりの技術

や美術も学ぶことができます。作品づくりを通し

て、広く社会のイノベーションを進める人になる

ことができます。

　一方で、昔の人が作ったものを集め、保存し、

研究することも学べます。文化財科学・考古学・

保存科学・美術史を学び、文化財の保存とその活

用について学ぶこともできます。

　これもまた、「もの」を扱う仕事です。

　教育学部でものづくりを学び、「もの」を通して

人とかかわり、よりよい社会を創る教育者をめざ

します。

教育学部でていねいな「学び」の

支援を受ける

　大学はどこもよく似た機能をもっています。教

室があり、研究室があり、図書館があり ･･･。

　教育学部の特色はどこにあるのでしょうか？

教育学部は基本的には少人数授業を行うことので

きる体制になっています。

　東京学芸大学の学生は一学年約 1000 人、専任

教員は約 330 人。単純に計算すると、教員一人当

たり３人ちょっとの学生数で

すね。

　この他に東京学芸大学には

自主ゼミという伝統がありま

す。学生が自分たちで勉強会

を開き、先生がそこに参加す

るのです。

　教育学部の教員は、学生に

対する指導に熱心です。教育

学部に入ると、こうした教員

たちのていねいな指導や支援

を受けることができます。

教育学部で充実した生活を送る

　教育学部生は充実した生活を送っています。

　1、2年次の間は授業に夢中です。

　教員免許を取るには、3、4年次に教育実習があ

ります。その他の資格取得のためにもそれぞれの

実習があります。

　秋学期（後期）が始まるのが 10月中旬で、意外

に夏休みが長いと思いきや、教育実習の期間なの

で、教育現場で活躍しています。

　勉強会とかも多いけれども、東京学芸大学には

約 150 のサークルがあり、授業終了後には、さま

ざまなサークルの活動がいっせいに始まります。

　サークル以外にも、ボランティアあり、インター

ンシップあり、アルバイトあり、旅行したり、調

査したり、留学したり ･･･。

　教育学部生は、いつも人とかかわり、なにかに

夢中になっている学生が多いのです。

教育学部で教育の創造者になる

　ここまでに述べたように、教育学部では、そし

て東京学芸大学ではさまざまなことができます。

　ただ大事なのは、その基本にいつも人とかかわ

る、ということがあるということです。

　人に寄り添い、社会や生活の中で課題をともに
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解決し、ともに成長すること、これが教育学部の

基本です。

　さまざまな人の立場に立って、さまざまな人の課

題を見つけて、それを解決できるようにサポートし

たり、その力をさらに高め活かすといった手助けが

できる教育者をめざします。自分も楽しみ、人も楽

しめるように引っ張ったり、支えたりしてあげられ

る人をめざします。人とかかわり、人を支援しなが

ら自分も成長していく、これが教育です。

　だからこそ教育を専門的に学ぶ教育学部の学生

は、豊かな未来を拓く「学び」を支える教育者、

つまり学校クリエイターであり、教育クリエイター

でもあるのです。教育学部に進んで私たちといっ

しょに、未来をこの手で創りだしてみませんか。
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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」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」や「ウェ
ルネス概論」、「ウエイトコントロールと栄養」などの科目を学ぶことができます。
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）、「メディア英語」、「英語リーディング」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

8

6

6

8

18

54

67

70

69

76

45

35

47

29

8

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」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

授業観察演習
（選択）

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。
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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。

学校教育系   17



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
のし方によって自分なりの国語教育観がつくられ、自分
の国語教育観によって履修科目が決まってくると言えま
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  

国語と一括りに言ってもその分野は多岐にわたります。
本学では各分野に専門の先生方が数名ずついらっしゃる

恵まれた環境で、幅広い専門的な学びが可能です。授業
は講義だけでなく、演習や模擬授業などの実践的なもの
まで豊富にあり、知識のインプットからアウトプットま
でできます。また、授業の他に 1年次から参加できる自
主ゼミがあります。学年を問わず、志を持つ者が集まり
議論することで、より深い学びに繋がっていきます。皆
で意見を出し合い話し合うことで 1人では気づかなかっ
たことに気づくことができる、あの感動は何にも代えが
たいものです。国語選修で培った基礎的な知識や専門的
な技術や実践力は自身の力になり、教育実習での授業に
確実に活かされます。 （木下こころ　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。

日本語教育概論の授業。「いい授業とは何か」を話し合っています。

国　語

学生たちも真剣な表情！
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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  

教育実習での「低地のくらし」の授業づくり。地理学分
野の学生が「地形図を読み取らせる際、この地図記号に
注目させたい」と指摘。歴史学分野の学生からは「分水

路完成までの年表を使って意見を引き出したい」と次々
指摘が。そして各分野の専門性を生かした指導案が完成
した。と同時に、自分が見ていた「社会科」の浅さを痛感。
本選修では、各分野の専門性を高める環境が充実してい
ます。例えば臨地研究やゼミでは、教材開発の視点を数
多く獲得できます。他分野の友達と議論して、自分の社
会科観や授業観を磨くこともできます。
「あなたにとって社会科とは？強みは？」
さあ、これから4年間の旅に出よう！この答えを探しに…。
 （松野宇志　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：学生を児童と見立てて、授業を展開

社　会

模擬授業での個人指導場面：児童の実態に応じた指導
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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
ていきます。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、
表現できるようによう養成します。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年次で学び
ます。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
で勉強します。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 年次に勉強します。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びます。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年次に学びます。

先輩からのメッセージ  

この選修では数学の専門性を高め、算数内容をより高度
な専門的見地から俯瞰し、児童が深い理解を得られる指
導法を学びます。また、各教科指導法など、教育に関す
る授業はもちろん附属小学校など現場の第一線で活躍す
る先生方の授業を見学し、指導上のポイントなど実践的
な内容を質問をすることができます。これらを通して算
数教育・数学分野ともに高い専門性をもつ先生のもとで、
「算数を通して何を学ばせたいのか」、「どう教えていけば

よいのか」など、算数教育について広く深く考えていき
ます。「算数教育」とそのために不可欠である高い「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高い
志を持った仲間と切磋琢磨しあいながら有意義な大学生
活を送ってみませんか。 （矢原健一郎　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

数学の世界を学び、その美しさを伝えよう。
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します。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
考える態度を育てます。

算数・数学科の授業で児童・生徒にどのような見方・考え方を育むかを追究しています。

数　学

授業観察を通して、講義での学びを具体化、精緻化し、授業実践で生きる力へと
高めます。
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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  

「専門性の高い知識が小学校の先生に必要なのか」と考え
る人もいると思います。しかし、小学生の素朴な疑問に
答えるとき、芯となる知識がない人は、説明に自信が持

てず、わかりやすく伝えることなどできません。
本選修では、自然科学に対する深い学びを得るとともに、
良き仲間と巡り会えます。理科実験や理科教育法などの
講義では、ペアかグループ単位で活動することが多く、
学年が上がるにつれて内容も専門性が高くなっていきま
す。そのため、普段から学生間で相談や議論を交わす場
面が多々あり、その中で様々な学びや気づきがありまし
た。
周りが自分と似た目標を持っていて、互いに切磋琢磨で
きる仲間ばかり。教員をめざす上でこんなに良い環境は
滅多にないと思います。 （福多恵大　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。

科学教材開発研究論（対象 2年生）小学生対象の理科実験教室の準備中…

理　科

レスポンスシステムを用いた双方向の授業。それぞれの解答をめぐってグループ
で議論。
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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  

Ａ類音楽選修の魅力は、音楽に関する多様な授業、小学
校全科の授業から幅広い学びができることです。実技で
は、ピアノ、声楽、管弦打楽器等において先生方が丁寧
に指導して下さいます。日々の研究、練習の成果を発表
する場も多くあり、自らが演奏することの他、様々な音
楽を見たり、聴いたりすることができます。そして音楽
を含めた全教科において、指導案作成、模擬授業等から
実践的に指導法を学びます。実際に自らが演奏し、教え
るといった経験を通し、音楽の教員としての資質、能力
が高まるのだと思います。全国から集まった、音楽が大
好きな仲間と共に学び、その人にしかない個性を伸ばす

ことができる素晴らしい学科です。 （飯野幸恵　4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。

邦楽歌唱法では箏の基本的な奏法を身につけ、伝統的な歌唱法を学びます。

初等教育教員養成課程

音　楽

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。
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A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  

1 年生の時は、幅広く美術全般を学び、2年生からは環境・
プロダクトデザイン研究室に所属して、研究室や学年を
越えたワークショップやイベント、デザインの課題など
に取り組んで来ました。美術科は美術に特化したことも、

教育に特化したことも、美術教育に特化したこともでき
ます。…というより、何でもできます。美術科は自分の
やりたいことを全力でやれるところです。切磋琢磨して
くれる仲間もいます。先生方もサポートしてくれます。
やるかやらないかは自分次第ですが、可能性は無限大で
す。中学生の学習ボランティア、地域の美術イベント、
お笑いサークルの副代表、A類美術科、デザインの課題
など、私は全部に全力疾走しています。楽しいです。
 （宮原光　3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。

地域の美術イベントでは子どもと一緒に制作・鑑賞します。エアドームの例。

初等教育教員養成課程

美　術

普通にある落ち葉の色に注目する美術の課題に取り組む様子。
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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にて伸膝前転の各自の課題に取り組む

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「子どもとからだ」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  
この選修では、さまざまな教科の中でも特に体育を中心に学び

ながら小学校教員をめざします。講義では小学校教員として必
要な資質や能力を高めていくことができます。そして、実技を
通してより実践的に学ぶことができることも、この選修の大き
な魅力のひとつです。
私が所属するゼミでは、体育科教育学を中心に、学校現場と連
携し、授業参観・授業研究をしています。実際の現場の授業を
観て協議することを通して、より広い視野をもち「教える」こ
とについての知識や考えを深め、自分の授業に活かしていくこ
とができます。
「子どもが好き」「体育が好き」というみなさん、ぜひ、教職へ
の高い志をもつ仲間とともに、この充実した環境で学び、実り
ある学生生活を過ごしませんか？
 （熊崎美和　4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

バスケットボール Aにて捉えるタイミングを見計らいチームで連続タップに取り組む
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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  

家庭科というと被服や食物のイメージが強いですが、家
庭科にはそれらのみならず、住居、保育、家庭経営など
多くの分野があります。この選修では、講義だけでなく、

被服製作、調理実習、設計製図、保育実習、実験などの
実践的な学びを通し、家庭科の専門性を高めていきます。
また、小学校教員となるために必要な幅広い知識と指導
法についても学ぶことが出来ます。3年次秋期からは、そ
れぞれ興味のある分野の研究室に入り、専門知識をもつ
先生方のもと、さらに発展的な研究に取り組みます。家
庭選修の魅力は、少人数のため、みんな仲が良く、支え
合える仲間が出来ることです。皆さんも、ぜひこの選修
で充実した大学生活を送り、家庭科に強い小学校教員を
めざしましょう。 （藤澤圭　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。

家計の収入・支出の基礎から学ぶ消費者教育

家　庭

ワークシートを用いて家計の実例を学ぶ
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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、理論とあわせて高い実践的な指導力も
身に付けることをめざします。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の目玉と言われてい
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めざしてい
ます。

先輩からのメッセージ  

本選修には小学校英語の先駆者をめざす学生が集います。
授業では、音声、文法、文化など多方面から英語という
言語を学び、かつ英語をどのように教えるかという教育
法も学びます。授業以外にも学生主体の「ITC」という
ゼミで英語教育実践の経験を積めます。ほとんどの学生
が中・高の英語の免許も取得しますが、小学校英語との
違いや共通点を学ぶことでより良い英語教育のあり方を
考えることができます。A・B類英語科は人数が少なく学

年を問わずとても仲が良いのが特徴です。英語について、
教育について、切磋琢磨しながらお互いに学び教え合う
最高の仲間に出会えます。英語と教育と子ども、どれも
大切にしたいみなさん、ぜひ一緒に学びませんか。
 （舩木和　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、
外国語活動と教材、外国語活動とコミュニケーション

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。

手遊び歌で小学生に英語らしいリズムを身につけさせます。

英　語

小学生がわかるように英語で話す練習中。
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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、教科の枠組みを離れ、教育全体を学びます。

子どもの学ぶ教材や環境など実践に近い内容から、子ど
もの貧困など社会的な教育問題も扱います。教育政策の
変遷を学ぶ中で、現在の教育の課題を見つける授業、国
や地域の単位で教育の経営のあり方を問う授業もありま
す。なかでも、近代教育批判の文献を読み、「よい教育と
は何か」「なぜ学校で学ぶ必要があるのか」を考え、議論
する授業は、本選修の魅力です。1年生から教育の根本を
問い、議論する場があるので、教育に対する考え方が広
がり、深くなります。現在の教育に対しても、自分の実
践に対しても、反省的に振り返り、広い視野で教育を考
える人に成長できる場が、学校教育選修です。
 （廣田夏帆　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。

小 3算数「円と球」模擬授業：教師・児童それぞれの立場で模擬授業を体験し、 授業力の定着を図っています。

学校教育

学習ゲーム「たほいや」の実習：学習ゲームは実際に体験して、実施上の留
意点について確認します。
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類

初等教育教員養成課程

A類

教育心理学実験・授業後も「居場所感」の研究の議論を行う、大学院生と３年生

学校心理

4年間の学び  

学校心理選修で学ぶ、「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。「臨床心理学」により、子どもが悩んでい
るときに、心の声に耳を傾けることができます。
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」、「授業観察演習」、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「心理統計法」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」により心理学の理論に基
づいた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「学校・教育現場で活きる心理学」を
学びます。他の心理学部とは異なり、個人や集団に関す
る心理学を一般的な人の場合で学び、それを学級や学校
での場合に置き換えて学んでいく、これが 1番の特徴で

あり魅力です。演習が多いことも面白さの 1つです。アッ
トホームな雰囲気の中、幅広く様々な心理学に触れ、深
い学びができ本学の学校心理選修は本当に魅力的な場所
だと感じています。
みなさんはどんな教員になりたいですか？私は高校生の
頃、どんな子も学校が大好きになってくれるような学級
や学校づくりができる教員になりたいと考えていました。
自分が理想とする教員をめざすために見つけた学問が「教
育に関わる心理学」でした。 （仲村千春　3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」「臨
床心理学」の各領域からテーマを選び、1年次に学んだ統
計法や、2年次の実験法、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・「絵本と想像性」についての研究グループ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」「心理学概論」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」は考える人の数だけ、その意味を持ちます。
だからこそ私たちは、自らの考えのみに捉われないよう、
興味関心に基づいた様々なことに挑戦してきました。ま
た授業を通じて、社会に起きていることに向き合い、深

く考えることも出来ました。その時の葛藤や意見を仲間
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、得られたものは大きかったです。少人数であるため、
互いを高め合うだけでなく、自分を見つめ直すことも出
来ました。ここでは、多角的な見方や広い視野を持つこ
との重要性を学ぶことができます。私たちは「国際教育」
の持つ可能性は無限であると思っています。皆さんも一
緒に、その可能性を見つけに行きましょう！
 （2・3年生一同）

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。

勇気を出して表現してみる。

国際教育

ひとりひとりアイデアを出し、そこから新しい発想を得る
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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  

「電子黒板」「タブレット端末」
このような単語を聞いたことがある、または授業で実際
に使ったことがあるという人もいるかもしれません。最
近ではこのような ICT機器を使った授業が行われたりし
ています。

また、皆さんは小学校でプログラミングが必須化される
ことをご存知でしょうか？
文部科学省は 2020 年度からプログラミング教育を小学校
で取り入れることを決定しました。
私たちは日々授業に ICT機器を活用することや、プログ
ラミング教育を行うために必要な技術を学んでいます。 
情報化が進む現代の教育現場に最も求められているのは
この選修なのです。一緒に学校教育の先導者になりませ
んか。 （前田鴻志　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。

教育実習での ICT 活用実践

情報教育

タブレット端末を活用した授業の風景
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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  

環境教育には、これという決まりはなく、非常に自由度
が高く、幅広い分野・世代に渡って実践されています。
その特性上、この選修の授業には、複数教科を絡めた環
境教育プログラムを作成して、環境教育の実践を学ぶ授
業などがあります。一方で、環境保全生態学や地球環境

論などの専門的な自然科学の授業もあります。また、こ
の選修ならではのフィールドワークを数多く体験します。
例えば、大学の農園で作物を育て自分たちで収穫をした
り、山梨県で山村の生活を体験したりします。特に山村
での経験は驚くことばかりで、人と自然との深いつなが
りを教えてくれました。この選修では、誰もが多くを学び、
新しい発見をすることでしょう。私自身、新しく知るこ
とばかりでこれからの環境教育選修での学びに胸を膨ら
ませています。 （新井香菜　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。

新入生研修にてトトロの森（ナショナルトラスト地）を巡検

小菅村実習にて村の方々と伝統食（雑穀料理）を囲みながら談笑
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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  

この選修は、発足3年目の新しい教育組織です。ここでは、
私たちが生きる生活・社会の諸問題に現実的に向き合う、

実効性が豊かな問題解決能力、“ものづくり力”を身に付
けることをめざしています。
具体的には、誰のために・何のためにといった目的を設
定した上での箸製作等を通して、モノづくり・コトづくり・
バづくりへと広げ、つくるだけではないものづくりの本
質に迫る授業などを行います。
また、少人数だからこそ、学年の壁を越えた学生同士の
交流や、先生方との距離も近く、アットホームな雰囲気
の中で自分の能力を磨き、ものづくり技術や教育につい
て向き合うことができます。同じ志を持つ仲間と共に、
有意義な学生生活を送ってみませんか。
 （波多野裕美　3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、材料力学、メカトロニク
スと制御

豊かな“ものづくり力”をもつ教師になる。
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。

金属加工用の代表的な工作機「施盤」も使うよ

ものづくり
技術

2017 年度の新入生一同、今年もチームワークが豊かです。
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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。秋学期には 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  

幼児教育選修の数ある魅力の中からいくつかご紹介しま
す。まず、ここでは「講義での学び」と「実践での学び」
を結びつけながら保育についての理解を深めることがで

きます。附属幼稚園では、先生方のお手伝いをしながら
“お姉さん先生”として子どもたちとかかわります。子ど
もたちと目を合わせ、触れ合い、その実態を捉えること
は、保育をする上で必要不可欠なことです。また、私は
ここで保育について真剣に語り合える仲間に出会うこと
ができました。共に悩み、意見を交わし、支え合った仲
間の存在は生涯の財産になると確信しています。皆さん
もここで、同じ志をもつ仲間と共に切磋琢磨し合いなが
ら、有意義な学生生活を過ごしてみませんか。
 （磯野史織　4年）

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。

どうしたら幼児たちが楽しんでくれるかを考え、 エプロンシアターのアイデアを出しあい工夫します。

幼児教育

3 年次には附属幼稚園での未就園児の会（にこにこふ～よん）で低年齢の子どもた
ちと関わります。
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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。それらの履修のし方によっ
て自分なりの国語教育観がつくられ、自分の国語教育観
によって履修科目が決まってくると言えます。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、それらの知識を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  

この専攻の大きな特長は演習形式の授業が非常に多いこ
とです。演習は 10～ 20人ほどの少人数単位の授業となっ

ており、1 人または数人のグループでテーマを決め、研
究・発表します。演習形式の授業は自ら調べ考察すると
いう活動がメインであり、それによって研究する力をつ
け、自分の知識をより深めることができます。また、国
語科は 1年次から自主ゼミに参加することができる学科
の 1つです。現在、自主ゼミは 10 種類以上存在し、それ
ぞれ興味のある分野に関して学部及び大学院生の先輩方
と一緒に専門性の高い学習を行うことができます。これ
らの活動を通して、国語の専門家として将来教壇に立つ
ための基盤が形成されていくと感じています。
 （豊田涼平　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

日本語教育と言語学の授業。学年が試みた分析に対して教員が助言しています。

自主ゼミの様子。全員で発表用資料を熟読しています。
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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  

社会科の教員をめざす皆さんは、社会科の学習が楽しい
と感じている人が多いと思いますが、授業は生徒が主役。
生徒が「楽しい、もっと知りたい」と感じるものでなけ

ればなりません。そのために教員に求められるのは「専
門性」と「指導力」です。この専攻では 4年間を通して、
中学校・高等学校の社会科で必要となる高度な専門的内
容と、それを教育現場で最大限に生かすための実践的指
導力をじっくり身に付けます。
私たちがめざすのは、ただ知識を教えるだけではなく、
生徒に社会科を学ぶことの魅力を伝える力を持つ教員で
す。後輩となる皆さんが、貪欲な探究心と、教員になる
という強い意志を持ち、有意義な 4年間を過ごせること
を期待しています。 （河野ちひろ　4年）

特色ある科目  

Ｂ類：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

三浦半島・荒崎海岸におけるフィールドワーク

データ整理・処理（人文地理学実習）
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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
ていきます。物事を論理的に理解し、他人に明快に表現
できるようにめざし、物事に対し自分の言葉で考え、表
現できるように養成します。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・積分学を学びます。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し
ます。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します。
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
えているかを学びます。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年次に学びます。

先輩からのメッセージ  

これまで皆さんが学んできた数学は「教わる」や「学ぶ」
などといった立場からの物であったと思います。これか
ら「教える」立場になるにあたっては、これまで学んで
きた内容以上の知識が必要になるでしょう。この専攻で
は、これまで学んできた数学がどのように系統化されて
いるのかを始めとした、これまで以上に専門的かつ緻密
な内容を学ぶことができます。それに加え、数学教育の

分野では、授業の基盤となる理論や、授業の組み立て方
などを学ぶことができ、自分なりの授業形式をより明確
にするよい機会になり得ます。同じ志をもつ仲間ととも
に、切磋琢磨しあいながら有意義な大学生活を送ってみ
ませんか。 （瀬戸彩菜　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、初等算数科教材論、算数教育臨
床

学ぶ、伝える、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します。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ます。

3 年次の授業風景

数　学

卒業研究の風景
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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  

本専攻は入学時に物理・化学・生物・地学の中から、自
分の専門科目を決めますが、1、2 年生の間は自分の専門

に関係なく全ての分野の授業・実験があり、高校の履修
の有無に関わらず理科を学ぶことができます。また野外
実習があり生の教材を直に見ることができます。そして 3
年次に研究室に配属され自分のテーマに沿った研究がで
きます。ちなみに私は物理学分野で量子光学について学
んでいます。さらに本専攻は教育についてもしっかり学
べます。学校見学、現場の先生の話を聞くなどの場があ
ります。またそれらを学内での模擬授業に活かすことも
出来ます。専門性がとても高い先生方のもとハイレベル
な理科、教育を直で感じ触れ合いたい方に本専攻を推奨
します。 （川口葵生　3年）

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。

生物学実験の遺伝子増幅実験の様子

理　科

グループで議論しながら物理概念の理解を深める
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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、専門領域の研究を深めるとともに、音楽科
の教員に必要とされる音楽全般の教養を身につけること
ができます。民族音楽や日本音楽の授業など様々な分野
の授業が揃っており、自分の専門分野以外からも音楽に
ついての知識や考えを深められることも魅力の 1つです。
音楽教育の授業では、教材研究や模擬授業、様々な学校
の授業見学等を通して、音楽を教えるために必要な力を
つけていきます。また、有志による演奏会や門下の勉強
会など、研究の成果を発表する場が充実している他、学
外での演奏活動や、小中学校で訪問演奏を行う等、活動
の幅を広げていくこともできます。このように、全国か

ら集まった音楽を愛する仲間達と切磋琢磨しながら、音
楽や教育とじっくり向き合うことができる環境が整って
います。 （鍵谷舞美　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

指揮法では、一人ずつ指揮台に立って指揮する経験を積み上げていきます。
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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  

B 類美術専攻では、主に美術の先生になるための学習を
していきます。1年生では美術を教える上で必要な美術の
各分野や教職の基礎的な内容を学びます。2年生からは自
分の専門とする分野の研究室に所属し、担当教員の指導

の下での制作、研究を通して美術についての専門性を高
めながら、実際の学校現場での教育実習など教職に関す
るより実践的な学習をしていきます。B類は授業選択の
自由度が高く、自分が専門に決めた美術の分野以外の授
業を選んで、美術の授業を考えるための幅広い知識と経
験を得るなど、自分のなりたい将来像に合わせて大学で
の学びを選択できると思います。様々なことに挑戦して、
これからの 4年間を有意義なものにしてください。
 （渡邊祥太　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。

「美術演習Ⅲ」の銅版画実習の様子

美　術

「美術演習Ⅲ」のシルクスクリーン制作の様子
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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にて 1対１でのボールキープ練習に取り組む

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必要とされる知

識や技術を、講義形式だけでなく、実践を通して学ぶことがで
きます。実践の最たるものとして十種目もの実技科目がありま
す。当然苦手な種目もあるでしょう。その時に頼りとなるのが、
得意分野の異なる仲間達です。ある時は教え、ある時は教えら
れ、という関わり合いの中で学びを深めていくことができます。
また、保健体育科教材研究では、教材研究の手法について学ぶ
に留まらず、最後にはグループで新たな教材を考案し、発表し
ます。教材開発の難しさ、面白さの両面を実感することができ
ます。
このように、実践の場が多く、応用力の伴った学びを得られる
ことこそ、この専攻の魅力といえます。
 （首藤祥野　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Ⅰにて提示された課題について学生間で討議を行う
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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  

この専攻では、科学的・社会的な幅広い視点から、より
専門的に「家庭科」を学ぶことができます。被服や調理
の実験・実習や住環境の計測、保育園実習など、体験的
な学びの機会が多くあり、実感を通して教科の専門性を
高めることができます。また、食物、被服、保育、住居、

家庭経営、家庭科教育、どの分野についても、経験豊富
で思いやりにあふれた先生方が、私たちの学びを支えて
くださいます。家庭科に関する授業は少人数のものが多
いので、共通の興味を持った仲間と共に刺激しあいなが
ら、楽しく学ぶことができるのもこの専攻の良いところ
です。各教科の中でも、家庭科は最も子供の生活に寄り
添った教科です。この専攻では、教員として子供の生活
をよりよくすることを考えるだけでなく、自分の生活や
人としての視野を広げることができます。
 （巽友希　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。

食物学実験実習の授業風景―講義による知識を習得後、実験や実習を行います。

食品加工の実習風景
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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。少人数制であるため結束
が強く、先生方との距離が近いため、教育現場に出るた

めの貴重な期間を最大限生かし切ることができます。ま
た従来の講義型の授業だけでなく、アクティブラーニン
グを実践した生徒主体の授業が多いため、より考えを深
めることができます。
一緒に学び、遊び、生活する。これは技術科・工業科教
員という同じ志を持つ仲間だからこそ生まれる結束だと
思います。この環境には素晴らしい仲間、親身になって
くださる先生方、最新の設備と教員として確かな実力を
身に付けるためのすべてが揃っています。私はそんな技
術科の一員でいられることが誇りです。（小林正和　3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、材料力学、メカト
ロニクスと制御、電気回路

理論的背景のある創造力を身につける。
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。

技術専攻のものづくりには「生物育成」も含まれています　～栽培実習の一コマです

中等教育教員養成課程

技　術

2017 年度の新入生一同、木材加工室にて、今後の活躍を誓いました
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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高生を相手に授
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・高校の英語教育に必要なありとあらゆることを学
べるのは、本専攻以外にはありません。博識な英語教育
のプロである先生方から、英語教育の理論・指導法や英
語の歴史、文法・音声・文学など幅広い分野を学びます。

さらに実際に生徒が授業を行う機会にも恵まれます。授
業外でも、英語に完全に浸かることで日本にいながら海
外体験を味わえる学生主体のゼミ、ITC など、学んだ理
論を実践に移し経験を多く積むことができます。そして
本専攻を語る上で欠かせないのが、人と人との深く、広
い関わりです。年齢関係なくいつもそばに寄り添ってく
れる仲間、困ったときにそっと手を差し伸べてくださる
先生方。こんな恵まれた環境で過ごす大学生活は、あな
たにとってのかけがえのない財産になるでしょう。
 （高橋悠貴　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 2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。

ペーパーバックを読みきる読解の授業。しっかり予習して授業中の議論に備えます。

中等教育教員養成課程

英　語

卒業論文は４年間の学びの集大成。自由に意見交換しつつ，各自が真剣に取
り組みます。
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中等教育教員養成課程

B類

動画を活用した教育実習生による授業の観察（「中学校教育実習（Ｂ）／事前の指導」）

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。

先輩からのメッセエージ  

高等学校芸術科書道の教員になることをめざし、日々の
授業では、そのための知識や技能、指導法について学ん
でいます。学園祭である「小金井祭」期間中に開催され
る専攻書作展や学年単位で主催する展覧会では、展覧会

の運営に加え、1人 1人が自分だけの表現を追い求め、作
品づくりに励んでいます。4年生となった現在は、教員採
用試験対策の講座に参加したり、サークル活動で思いっ
きり楽しんだりしながら、充実した学生生活を送ってい
ます。卒業論文や卒業研究の作品制作で忙しく、少々た
いへんな面もありますが、時間を上手にやりくりするこ
とで、大好きな書道を存分に学び、自分のやりたいこと
にも取り組むことができる素敵な専攻です。
 （増岡俊亮　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。

「漢字仮名交じりの書」の紙面構成ついての相互批評（「漢字仮名交じり研究Ⅱ」）
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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
教員免許状の 2種類の教員免許を取得することができま
すが、多くの学生が、それに加えて、中学校や幼稚園の
教員免許の取得もめざしています。

先輩からのメッセージ  

C 類特別支援教育教員養成課程には、特別支援教育に強
い関心と情熱をもった仲間たちが全国から集まっていま
す。高度な専門性と熱意と優しさ溢れる先生方のもとで、
学生が切磋琢磨しながら特別支援教育の理論と実践につ
いて学んでいます。研究室での臨床活動、学校のアシス
タント、各種のボランティア活動を通して子どもと関わ
る機会が多いのが C類の特徴の 1つです。私は「東日本
大震災が小学生に与えた影響と発達支援の課題―震災 6
年後の釜石市の高校生調査を通して―」をテーマに、卒
業論文に取り組んでいます。岩手県釜石市出身でもあり、
岩手県の教師をめざしているので、震災から 6年目の今
こそ子どもたちの声を聴き、未来へ伝えていきたいと考
えています。特別支援教育は教育に携わる人には欠かす
ことのできない学問です。C類で学び、子どもたちに寄
り添い、成長を支えていく教育者をめざしませんか。
 （菅井　遥　4年）

特色ある科目  

特別支援教育入門セミナー、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Ｂ

子どもを支える強い人になる。
障害を持つ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として
全国で活躍しています。

障害の応じた指導に必要な専門的な評価法を学びます（聴力検査の実習場面より） 

障害を理解するために、体の仕組み（生理学）や病理についても学びます
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養護教育教員養成課程

D類

養護教育

学校看護学理論と演習にて、小児アレルギーエデュケーターの資格を持つ専門看護師の方からエピペンの使い方を学ぶ

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 1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。

先輩からのメッセエージ  

本専攻では、養護教諭という専門職に対する理解から医
学的な専門知識まで幅広い分野を 4年間かけて学んでい
きます。魅力の 1つとして、少人数であることが挙げら
れます。講義では互いの意見を交換する機会が多く設け

られており、仲間の意見から新たな気づきを得て、多角
的に物事を考えることができるため、より深い学びへと
つながります。
現代の学校現場では、子どもたちの心の健康や、発育発
達に対する支援など、様々な課題があります。養護教諭
はそのような場で中核的な役割を担い問題解決を図るた
め、多くの知識・技能が求められています。本専攻での
学びを通して、そのような知識・技能を身に付け、同じ
志を持った仲間と共に子どもたちの健康を守る養護教諭
をめざしていきませんか。 （渡邉みな美　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。

AED の演習の風景
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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）

教育支援系   49



E類

教育支援課程

生涯学習
コース

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  

私は文化遺産教育サブコースに所属し、将来は学芸員を
めざしています。このコースの最大の魅力は、何と言っ
ても「人とモノを繋げるプロフェッショナル」になる学

びが可能な点ではないでしょうか。文化遺産教育サブコー
スでは主に「モノ」を対象とする学問を学ぶことができ
る一方で、生涯学習サブコースでは「人」の繋がりを重
要視した学問を学ぶことができます。そのため、自らの
興味関心にあわせて専門分野の学びを深めながら両方の
サブコースの授業を受けることで、人と人、人とモノを
繋げるプロフェッショナルとしての広い視野や技量を身
に付けることができます。他の大学の教育学部や文学部
とは一味違ったこのコースで、一緒に学んでみませんか。
 （足立とも与　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、文化遺産フィールド研究

「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、公認心理師（国家資格）を
養成するための学部カリキュラムを準備しています。1年
次には、心理学・臨床心理学の基礎を学ぶとともに、心
理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、面接の傾聴技法をロールプレイにより実
践的に身につけ、臨床心理学研究法、データ解析法・質
問紙調査法もマスターします。また、「カウンセリングと
キャリア形成」の授業により、職業選択について指導し
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「心理療法実践
演習・精神医学・心理アセスメント実践演習・カウンセ
リングと教育支援」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ます。また、カウンセリング
フィールド実習により臨床現場を体験し、指導教員から
指導をうけ、授業での学びを実際に臨床現場で使えるよ
うに学びを深めます。このように、カリキュラムは 1年
次から 4年次まで体系的に組み立てられています。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。

先輩からのメッセージ  

カウンセリングコースでは、カウンセラーになるために
必要な心理学の知識や研究技法を専門的に学ぶことが出
来ます。私は中でも心理面接の方法を学ぶ「心理面接実習」

の授業が印象に残っています。カウンセラー役とクライ
エント役に分かれて心理面接を行ってみたり、プレイセ
ラピーや箱庭療法を行ったりしました。カウンセリング
はどのように進めていくものなのかを実際に体験出来た
と感じています。その他にも質問紙法や行動観察法など
の授業で、自分達でテーマを決めて実際に研究を行うの
も興味深かったです。少人数制だからこその、先生の話
を聞くのみの座学だけでは得られない、実践的な知識・
技術を身につけることが出来ていると思います。
 （岡部彩香　3年）

特色ある科目  

カウンセリング概説、カウンセリングと教育支援、臨床
心理学研究法、カウンセリングとキャリア形成、人間理
解の心理学、心理面接実習、心理アセスメント実習、心
理療法実践演習、健康心理学、家族心理学、生涯発達心
理学、カウンセリングフィールド実習

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。

2017 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。

箱庭療法の実習風景です。
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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）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）

描画を通して自分の感情に向き合う実習です。

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めざし、
ソーシャルワークの専門的知識や技術を持って、教育を
はじ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
カーをめざ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。）例年、国家試験の合
格率はほぼ 100%です。

先輩からのメッセージ  

ソーシャルワークコースでは、児童、高齢、障害など様々
な視点から福祉を学ぶことができます。さらに、3 年次
に行われるソーシャルワーク実習では、実際に現場に入
ることで、自分の目で福祉の現状を知ることができます。
また、授業も講義形式のものだけでなく、ディスカッショ
ンや発表などを取り入れた授業が多く、より実践的に学
んでいけると思います。とっても楽しい学科ですよ。
 （荒木香里　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。

仲間と共に考え、学びます。
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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）

川崎市教育委員会　スクールソーシャルワーカー

三浦仁美　さん
私の仕事  

教育委員会に所属し、担当の市立小・
中・高校等に訪問して様々な困難を
抱えた子ども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、関係機関との連絡調整、先生方
や関係機関を含めたケース会議、家
庭訪問等を行い、問題の解決を図り
ます。
不登校や虐待、発達上の課題、経済的な問題など、様々
な問題が複雑に絡み合っていることもあり、先生方とこ
まめに情報を共有し、学校と連携して支援を行っていま
す。

仕事のやりがい  

様々な困難を抱えていながら、相談機関につながりにく
い家庭への支援を行うこともあります。学校と連携して
家庭にアプローチし、保護者の悩みを聞いたり、関係機
関やサービスにつなげて支援したりできるのはスクール
ソーシャルワークのやりがいの 1つだと思います。
子どもたちが困難を乗り越え、｢学校に行けるようになっ
た｣ ｢高校が決まった｣ などの知らせを聞くことができた
ときが、1番の喜びです。

大学の学びとのつながり  

専門知識が求められる業務が多く、社会福祉士の資格を
取得できたことはとても役に立っています。
講義で学んだ知識に加え、演習の授業で面接技術などを
実践的に学んだり、見学や実習で実際の現場を見たり、
興味があった児童福祉分野についてゼミでより理解を深
めたりできたことが、今の仕事に活きていると思います。
在学中、ボランティアやサークル活動で子どもに関わる
ことができたのも、良い経験でした。

児童養護施設　サレジオ学園

鈴木寛菜　さん
私の仕事  

私は、児童養護施設で児童指導員と
して働いています。子どもたちと一
緒に寝たり起きたりご飯を食べたり、
他愛もない話をしたりと生活を共に
しながら、子どもたちの日々のなか
での育ちを助けるのが仕事です。子
どもたちにとって施設は帰る“家”
であり心身を休ませる場所であり、
安心してありのままで過ごせる場所です。

仕事のやりがい  

子どもたちは日々を過ごすなかで、学校や地域で、また
自分自身のことで様々な問題にぶつかりますが、それに
立ち向かうには心のエネルギーが必要です。自分で乗り
越えようと精一杯もがく子もいれば恐くて固まってしま
う子もいます。誰かの寄り添いを必要とします。私たち
は 1番身近にいる大人として、彼らが頑張ろうとするお
手伝いをしていきます。あくまで主人公は子どもたちで
すが、その成長を間近で日々肌に感じることができるこ
とは何よりも大きな喜びです。

大学の学びとのつながり  

この仕事をしていく上で 1番大切なのは、子どもたちの
繊細な心の動きに敏感であることです。なぜ、そうした
のか？その時、どのような気持ちだったのか？そこに子
どもたちの本当の姿、大切な気持ちが隠れています。そ
こに思いを巡らすことが、人を相手にする仕事をする上
でとても大事ではないかと感じます。私はそれを、この
大学でたくさんの先生方や友人たちから教えられました。
様々な場所に連れていってもらい、福祉という仕事につ
いて、時に日が暮れるまで皆で語り合いました。ここは、
そのような人と人が助け合う社会のあり方、人の生き方
について考えたい、学びたいという思いをもつ人が集う、
素晴らしい学びの場です。

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さまざま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学生がいろいろな体験をできる学内外の活動を提供・
奨励していることです。教員の専門は、文化人類学、社
会学、民俗学、イスラーム地域研究、人文地理学、国際
関係論、アジア ･欧米の諸地域の歴史・地理・政治 ･言語・
文化・文学・思想等きわめて多様です。
①に関しては、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年次には所属するゼミを決めて、卒業研
究に向けてていねいな指導を受けることになります。②
に関しては、外国人の教員による語学の授業や、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場に実地に見学に行
く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タイ研修や、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  

私は、東京学芸大学の交換留学制度を利用しドイツのハ
イデルベルク大学に留学しました。留学中は、言語の勉
強をしながら、現地の日本語補習授業校で日本語を教え

たり、ドイツの中学校でワークショップを行ったりしな
がら、「世界で活躍するための自分の強み」についてじっ
くり考え、育むことができたと考えています。またヨー
ロッパ周辺の様々な国へ足を運び、新たなものに触れ、
多様な人々との対話を重ねるなかで、自分が本当にやり
たいことを見いだすことができました。
学生の多様な興味関心に一緒になって向き合ってくれる、
バラエティに富んだ先生たちが揃った多文化共生教育
コースだからこそ、どんなことにも全力で挑戦できると
思います。皆様の入学を待っています！
 （岡田有咲　3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

グローバル化する日本の社会と教育を支える。
多くの外国人が日本で仕事をし、多くの日本人が海外で生活を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国の人と交流し、新しい社会と教育を支える人を育てます。なお 2 年次に進級する
ときに、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。

2016 年度新入生合宿での 1年生の発表（山梨県勝沼にて）

留学はためになり、楽しく、かつ笑顔をくれた
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めざす仕事  

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
他国の在日公館職員
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めざす社会福祉事業・介護事業

グルノーブル大学
（フランス）
（清田唯　3年）

公州大学校
（韓国）

（中嶋友利奈　3年）

ヌーン･アラビックセンター
（エジプト）

（石野美悠　3年）

カプラン・インターナショナル･ケアンズ
（オーストラリア）
（江口瑛　2年）

北京外国語大学
（中国）

（松澤柚季　3年）

◯授業で築地市場を見学しました。
人と自然の関わりについて学ぶ生態民俗論という授業で
築地市場へ行きました。仲買人の方を通したのでじっく
りと見て回ることができました。暗いうちは静かな市場
が、活気あふれる場へと変化していく様子は、テレビで
味わえないほど感動的でした。 （鈴木もも　2年）

◯ 群馬県太田市で、外国につながる子どもたちの進学
ガイダンスを手伝いました。

「多言語による高校進路ガイダンス in 太田」に参加し、
高校の詳しい情報を提供するお手伝いをしました。子ど
もは保護者の母語と日本語が話せるのに、保護者は母語
だけで日本語はあまり得意ではないという例が多いこと
が印象に残りました。 （永井夏芽　2年）

◯佐渡島でEARTH　CELEBRATIONに参加しました。
音楽とアートを通じて世界を繋ぐことを目的としたこの
イベントには、日本各地から多くの子どもたちが参加し
ます。多文化共生教育コースの先生のゼミを通じて、1つ
のワークショップの運営に関わり、子どもたちが音楽で
通じ合う手伝いをしました。 （宮田大輔　3年）

◯タイ研修でバンコク日本人学校に行きました。
日本人学校に興味はあるけど、なかなか自分では行けな
い！バンコクで日本人学校に行けることが、多文化共生
教育のタイ研修に行った 1番の理由でした。行ってみて
想像よりも日本の学校に似ていることや各学年のクラス
数のばらつきに驚きました。 （辻万里江　 2 年）

◯外国にルーツをもつ子どもたちの学習支援をしています。
東京学芸大学の国際教育センターで募集したボランティ
アで小学校に行き、日本語の支援が必要な子どものそば
について一緒に勉強したり、ときにはちょっと離れて見
守ったりしています。子どもたちの笑顔から元気をもら
いながら、挑戦しています。 （陸川真帆　2年）

◯ ギリシャの難民キャンプに行き、彼らの現状を肌で感
じてきました。
私はシリアの紛争や難民に関心があり、ボランティアで
アテネ郊外の難民キャンプや教会に行きました。日本か
らもって行った習字や折り紙、縄跳びなどで遊んだり、
彼らの家によばれて直接話を聞いたりと、貴重な経験を
しました。 （新井光歩子　 2 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。

タイ研修の一コマ（2016 年 2月）
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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、「教育を情報技術者の立場から考え
る」ことをテーマとして、主に情報技術や教育に関する
ことを学んでいます。
高度情報化社会や知識基盤社会と呼ばれる現代において、
タブレット端末などの ICT機器の導入や小学校でのプロ
グラミング教育必修化など、教育の分野でも情報技術の
エキスパートが必要とされています。私たちは教育と情

報技術の知識を融合させることで教育界を支える人材を
めざし、学習や研究をしています。
また、情報技術に関してもコンピュータサイエンスの基
礎的な部分からビッグデータや IoT、AI など、現在の IT
トレンドと関連した授業まで幅広く設けられており、発
表やグループワークを通してエンジニアに必要不可欠な
問題解決能力を磨くことができます。
 （工藤くりこ　3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。

情報教育コースの学び

プログラミング教育の支援風景
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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  
このコースでは私たちの生活をより豊かにしてくれる、
あらゆる芸術活動を広く「表現」という枠で捉え、そう
した活動に携わりたい、追究したいと考える人が集まっ
ています。演劇、映像、音楽、美術と、入学以前から関
心を寄せてきた分野はコース内でも十人十色ですが、誰

かの“表現”に対する意思・姿勢に魅せられたという点
は同じであり、仲間と互いに刺激し合いながら視野を広
げていくことができます。
「表現教育」というコース名にもあるように、“教育”と
いう切り口から芸術活動に迫ることが最大の特色といえ
ます。各分野の概論について学ぶ講義形式の授業と組み
合わせる形で、実際の活動現場を想定しながら知識を活
用する演習形式のものが開設されており、“他者に伝える”
という実践に重きが置かれています。また、自分の興味・
関心に合わせて音楽や美術といった他学科の授業に積極
的に参加することで、より深い学びを求めることもでき
ます。 （西尾和樹　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。

インプロ研究では様々な活動をします。

「音楽表現教育研究」の授業で自分の表現を他者に伝えている場面
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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  

私は将来スポーツ指導者になり、選手の競技力向上につ
ながるサポートや多くの人にスポーツの楽しさを伝える
仕事がしたいと思い、専門的な知識と教育的な知識を学
ぶことができる生涯スポーツコースを選びました。
スポーツバイオメカニクスやスポーツトレーニング論な
ど、自分の競技生活のためになる授業がたくさんありま
すが、中でも、スポーツ史の授業が 1番印象に残ってい
ます。私は、2016 年のリオデジャネイロ五輪に女子 7人

制ラグビー日本代表として出場しましたが、オリンピッ
クの歴史に関する授業を受けた後、それまでとオリンピッ
クに対する認識が変わり、深く考えていなかったスポー
ツの価値やオリンピックが開催される意義について改め
て考えるようになりました。
また、このコースの特徴は様々な競技を追求している人
が集まっていることだと思います。他競技の人から学ぶ
ことも多く、自分の競技にもつながる良い刺激をもらって
います。生涯スポーツコースは競技外のところで、自分の
競技力向上のヒントが転がっている魅力的なコースです。
 （小出深冬　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めざします。

陸上の授業は、学生たちがスポーツ支援の実践力・指導力を習得できる内容になっています

苦手なら得意に、得意ならもっと得意になるように、各自のレベルに合わせ
た授業が展開されています
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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）

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。

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。

スポーツで起きやすい外傷や障害の防止や処置に関わる知識と技能を身につける授業も
あります
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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。

◎ 2016年3月卒業生就職・進学状況［ 2016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（774名）

教 員
57.4％

企業・団体
14.2％

公務員
3.6％

進学
14.3%

その他
10.5%

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 12 0 0 0 12

小 学 校 244 8 12 2 266

中学校・中等教育学校 28 43 0 3 74

高 等 学 校 24 43 0 1 68

特 別 支 援 学 校 6 5 13 0 24

教 員 小 計 314 99 25 6 444

企業・団体 73 32 3 2 110

公務員（保育士を含む） 23 4 0 1 28

進　　　学　 67 32 9 3 111

そ　の　他 50 26 5 0 81

小 計 213 94 17 6 330

計 527 193 42 12 774

課程
進路先

教養系（347名）

企業・団体
52.2%公務員

8.3%

教 員
8.9%

進学
15.6%

その他
15.0%

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） 3 7 7 0 14 31 

企 業・ 団 体 49 40 34 9 49 181 

公 務 員 11 4 11 0 3 29 

進 学 15 7 16 3 13 54 

そ の 他 10 14 6 2 20 52 

計 88 72 74 14 99 347 

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　11%

近畿地方　1%

中国地方　3% 

四国地方　1%

九州・沖縄地方　1%

茨城　3%
栃木　1%
群馬　1%

埼玉　10%

千葉　2%

東京　54%

神奈川 
6%

関東地方　77%

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 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川

◎ 地域別教員就職状況（2016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 旭化成ホームズ㈱，㈱長大，リープヘル・ジャパン㈱，生和コーポレーション㈱

製造業
㈱ブルボン，㈱研文社，小林クリエイト㈱，㈱佐川印刷，凸版印刷㈱，富士ゼロックス㈱，JXエネルギー㈱，東色ピグメント㈱，㈱クラレ，協和発酵キリン㈱，㈱平井，
㈱ミキハウス，宇賀神電機㈱，㈱北川鉄工所，国際航業㈱，浜松ホトニクス㈱，東レ・メディカル㈱，富士通㈱，アスモ㈱，㈱ジェイテクト，日本精工㈱，㈱日比谷花壇，
㈱宮本卯之助商店，中国木材㈱，㈱HARIO

電気・ガス
熱供給・水道業 カニエJAPAN㈱，㈱東光高岳

情報通信

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱，エン・ジャパン㈱，㈱朝日新聞社，㈱NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ，㈱ぎょうせい，㈱セガゲームスコンシューマ・
オンラインカンパニー，九州朝日放送㈱，数研出版㈱，Sky ㈱，スターツ出版㈱，ソフトバンク㈱，ソフトバンク　コマース＆サービス㈱，東京書籍㈱，日本事務
器㈱，日本放送協会，楽天㈱，一般財団法人NHKサービスセンター，㈱エヌ・ティ・ティ・データ，㈱ジャパンエフエムネットワーク，㈱テレビ埼玉，㈱マイナビ，
㈱学陽書房，㈱教育ソフトウェア，㈱浅井企画，㈱読売新聞東京本社，㈱日経リサーチ，㈱日本文化科学社，信濃毎日新聞㈱，日本文教出版㈱

運輸・郵便業 NSユナイテッド海運㈱，SGホールディングス㈱，㈱ai & ai，京成電鉄㈱，十和運送㈱，全日本空輸㈱，東日本旅客鉄道㈱，丸全昭和運輸㈱

卸売・小売業
ＪＦＥ商事㈱，㈱内田洋行，㈱クマヒラ，㈱谷口宝飾，㈱光通信，㈱ボーネルンド，ケント照明㈱，損保ジャパン日本興亜㈱，日通商事㈱，丸紅エアロスペース㈱，
阪和興業㈱，イケア・ジャパン㈱，アシックスジャパン㈱，㈱エモテント，㈱ジーユー，㈱ジェイアイエヌ，㈱大丸松坂屋百貨店，㈱丸井グループ，ジュングループ，
チャコット㈱，㈱ LIXILトータルサービス，㈱三越伊勢丹，㈱西松屋チェーン，㈱大黒屋，㈱和想

金融・保険業

㈱青森銀行，㈱秋田銀行，㈱足利銀行，㈱アプラス，㈱山陰合同銀行，㈱ジェーシービー，㈱三菱東京UFJ銀行，㈱八千代銀行，静銀ビジネスクリエイト㈱，
東京都信用農業協同組合連合会，野村信託銀行㈱，㈱りそな銀行，三井住友信託銀行㈱，あいおいニッセイ同和損害保険㈱，アメリカンファミリー生命保険会
社，ジブラルタ生命保険㈱，東京海上日動あんしん生命保険㈱，フコクしんらい生命保険㈱，三井住友海上あいおい生命保険㈱，三井住友海上火災保険㈱，明
治安田生命保険相互会社，三井住友海上プライマリー生命保険㈱，三井生命保険㈱，朝日生命保険相互会社

不動産・賃貸・管理業
イオンモール㈱，伊藤忠アーバンコミュニティ㈱，㈱ＭＤＩ，㈱イー・ステート・オンライン，㈱飯田産業，㈱プログレス，東急リバブル㈱，日本総合住生活㈱，日
本駐車場開発㈱，リゾートトラスト㈱，㈱エー・ディー・ワークス，㈱牛島慶，三井不動産レジデンシャルサービス，住友不動産販売㈱，金沢ターミナル開発㈱，
㈱山元

学術研究、専門・技術サー
ビス業

弁護士法人アディーレ法律事務所，森法律事務所，㈱アイレップ，㈱ベルシステム24，ジオ・サーチ㈱，ネクステージ㈱，㈱インソース，㈱ヴィス，㈱ライティ
ングカンパニーあかり組

宿泊業・飲食サービス業 アパホテル㈱，㈱帝国ホテル，㈱星野リゾート，㈱ラムラ，㈱グリーンハウス，スターバックスコーヒージャパン㈱，ピーロート・ジャパン㈱

生活関連サービス業
㈱アラ，㈱エイチ・アイ・エス，㈱ゴルフダイジェストオンライン，㈱ハイパーフィットネス，関東開発㈱，四季㈱，松竹芸能㈱，セントラルスポーツ㈱，日本クラウン㈱，
ミス・パリグループ㈱，㈱びゅうトラベルサービス，㈱ベース・オン・トップ，㈱ベンチャーバンク，㈱やまと，協同組合サンロード青森，一般財団法人公園財団，カター
レ富山

教育・学習支援業

学校法人河合塾，学校法人五島育英会，学校法人三幸学園大阪こども専門学校，学校法人聖マリアンナ医科大学，学校法人立教学院，国立大学法人東京外国
語大学，㈱関塾，㈱SPRIX，㈱バディ企画研究所，㈱トライグループ，㈱ベネッセコーポレーション，㈱学究社，㈱教育ソフトウェア，㈱興学社，㈱公文教育研究会，
㈱日本入試センター，㈱武蔵学院創育創建，㈱臨海，有限会社芸術による教育の会，ゲイトウェイ英数スクール，公益財団法人宮崎県立芸術劇場，NPO法人
白浜レスキューネットワーク，NPO法人CONNECTION OF THE CHILDREN

医療・福祉

一般社団法人とちぎメディカルセンター，医療法人財団緑秀会田無病院，つくし子どもクリニック，なかね動物病院，オリックス・リビング㈱，㈱日本ケアリンク，㈱パッ
トコーポレーション，㈱ベネッセスタイルケア，社会福祉法人青少年福祉センター，社会福祉法人シャローム会シャローム保育園，社会福祉法人共生社，社会福
祉法人子供の町，社会福祉法人至誠学舎立川至誠大空の家，社会福祉法人東京サレジオ学園，社会福祉法人町田市社会福祉協議会，那須塩原市（保育士），
板橋区（保育士），立川市（保育士），富士市（保育士），松本市（保育士）， NPO法人さいたま市学童保育の会

その他のサービス業
ENWAコンサルティング㈱，エイエスアール㈱，エイチアールワン㈱，㈱アスリートプランニング，㈱エス・エム・エス　キャリア，㈱ドクタートラスト，㈱ネオキャ
リア，㈱ビッグモーター，㈱メイテック，㈱ ジェイ エイ シー リクルートメント，㈱インテリジェンス，㈱クイック，㈱ジェイアール東日本マネジメントサービス，㈱
パソナ，㈱毎日オークション，公益財団法人日本オリンピック委員会，創価学会総本部

官公庁

厚生労働省，会計検査院，東京国税局，国土交通省関東地方整備局，国立障害者リハビリテーションセンター，北海道庁，北海道教育庁，岩手県庁，東京都庁，
長野県庁，山梨県庁，富山県庁，愛媛県教育委員会，大仙市役所，長井市役所，鹿嶋市役所，習志野市役所，柏市役所，いすみ市役所，杉並区役所，世田谷区
役所，品川区役所，八王子市役所，府中市役所，国分寺市役所，日野市役所，立川市役所，福生市役所，横浜市役所，藤沢市役所，横須賀市役所，富士市役所，
安曇野市役所，名古屋市役所，総社市役所，越谷市立増林小学校

◎ 大学院進学状況【2016年 3月卒業生】
東京学芸大学、一橋大学、東京大学、北海道大学、東京藝術大学、東京工業大学、京都大学、早稲田大学、等

◎ 教員以外の主な就職状況　【2016年 3月卒業生】
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◎ 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。

● 大学院Webサイト      www.u-gakugei.ac.jp/̃graduate/

　教職大学院は修士課程とは異なり、現代の学校が抱えているさまざまな問題を解決することのできる高度な専門性
をもった学校教員（スクールリーダー）を養成する専門職学位課程です。
　修士課程では、教育研究の推進者になるための優れた専門能力と実践力を養う研究と教育が行われています。東
京学芸大学の卒業生も多く進学していて、研究を深めています。
　東京学芸大学では、2019年度に大学院教育学研究科の組織改編を予定しています。教員養成大学である本学の大
学院を、教職大学院を中心としたものに改編する見込みですが、その詳細内容はなお未定です。

専　　　　攻

教育実践創成専攻
（教職大学院）

学校教育専攻 学校心理専攻 特別支援教育専攻

家政教育専攻 国語教育専攻 英語教育専攻 社会科教育専攻

数学教育専攻 理科教育専攻 技術教育専攻 音楽教育専攻

美術教育専攻 保健体育専攻 養護教育専攻 総合教育開発専攻

大学院

教育育学学研究科
（教教職職大職大学院）
（修修士士課程）

◎ 教育学研究科（教職大学院・修士課程）

　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（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、

教職大学院とその他の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
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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。
（2017年度入学生出身都道府県）



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。

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

校教育系学校
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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）

▶保育士（幼児教育選修のみ取得可）

▶社会福祉士（受験資格32科目）（ソーシャルワークコースのみ取得可）
※「社会福祉士」国家試験受験資格取得

▶スクール（学校）ソーシャルワーカー（６科目、ただし社会福祉士の資格取得も必要）

※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

教育支援援系
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　東京学芸大学は、20の国・地域の64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 公州大学校
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

・ 2017 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・台湾・アメリカ・英国とのプログラムもあります。
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ヨーテボリ大学（スウェーデン）
留学期間　２０１６年１月～２０１７年１月
国際理解教育課程欧米研究専攻４年
山口　葵

　「地道な努力を惜しまず、挑戦する姿勢」

　私は１年間のスウェーデン留学を通して、自分という人間を理解し磨き

あげる、という有意義な時間を過ごすことが出来たと考えております。学

生のうちに文化・価値観の違

う他国でマイノリティとして生

活することは、自分の中に新し

い価値を創造する良い機会で

した。

　スウェーデンでは生活スタ

イル・授業すべてが異なって

おりました。スウェーデン人は特に生活の質を重視しているので、時間

に余裕を持ち過ごしておりました。仕事をしながら何度もFika(日本でい

うとおやつの時間のようなもの)をし、リラックスして仕事に臨んでいる

ように思いました。授業は約1.5か月毎に変わり、週1.2回ほどしかありま

せん。これまで日本では毎日数多くの異なる授業を受講し、広く浅い勉

強でした。しかしスウェーデンでは1.5か月間に受講することの出来る授

業は1クラスのため、1つの議題を深く考えることが出来ました。さらに

授業は、生徒が議題を持ち出しそれに対し討論を行います。留学当初は

自信がなく発言することに対し、躊躇することもありました。しかし授業

を通して、討論中に理解できなかった発言について質問

し、私見を述べる姿勢を身に付けました。さらに完璧な流

ちょうな英語でなくて

も、一生懸命相手に自分の気

持ちを伝える姿勢、単語が分か

らず言葉につまる時には、クラ

スメートがすかさずフォローし

てくれるなど、お互いを助け合

う姿勢に感動致しました。私も何度か授業でプレゼンテーションを行う

機会がありました。クラスメートの協力のもと、日々練習を重ね質疑応答

対策も行いました。さらに帰宅後には自身の発表練習の録画を振り返り

改善点を検討致しました。その結果、プレゼンテーションを楽しんで行

うだけでなく、授業を通して様々な国籍の友人と仲を深めることが出来

ました。留学にはもちろん、患難・困難はあります。しかしそれを乗り越

えてこそ、留学で自分を成長させることが出来ると考えております。留学

とは自分の行動次第でいくらでも自分自身を変化させることが出来ます。

これから留学に行かれる皆さんが、失敗を恐れず果敢に挑戦する充実し

た生活を送ることが出来るよう祈っております。

ボールステイト大学
留学期間　２０１６年８月～２０１７年５月
教育学研究科英語教育専攻英語科教育コース
修士課程2年
加藤　遼

　私は米国州立大学ボール

ステイト大学に2016年8月

から2017年5月まで長期留

学をしていました。留学生活

を一言で表すならば、それ

は「人」という字になります。

「多くの人に出逢い、人の温

かさやつながりを強く感じ、私自身が『人』として成長できた」１年で

した。自分の英語力が足りなかったせいで相手の言っていることが理解

できなかったり自分の想いを思うように伝えられなかったりして苦労す

ることも多々ありましたが、寮生活、交流行事、授業など様々な場面で

多くの人に助けてもらい充実した留学生活を送ることが出来ました。寮

にはアメリカ人だけなくオーストラリア人、イギリス人、ドイツ人、ホン

ジュラス人、ロシア人、韓国人、中国人など様々な国の人が住んでおり、

伝統的な料理を作り合ったり一緒に卓球をしたりしながら、異なる文化

や価値観を持つ人と交流をすることが出来ました。

　一番心に残っているのは、「basic concepts of secondary 

education」という授業です。この授業では、アメリカ

の教育史、現在アメリカで起きている教育問

題、教授法などの理論や基礎知識から、観

察実習、模擬授業、講演会の聴講などの実

習訓練まで、アメリカの中等・高等教育の基

本的概念を幅広く学習しました。毎週「授

業で学んだこと」について1000字以上のレ

ポートを書くことになっており、毎日夜遅く

まで図書館にこもって勉強をしていました。「今我々を取り巻く教育環境

をより良くするために、この授業で学んでいることをどのように活用で

きるのか」という先生の問いについて考えることで、広い視野で考える

ことの重要性を学びました。この留学を通じて人として一回りも二回り

も成長することが来ました。アメリカで学んだことを教壇に立ったとき

に生徒に伝えていきたいと思います。

　最後にこのような素晴らしい経験ができたのも多くの人の助けや支え

があったからです。国際課の職員の方、大学院の仲間、恩師、家族、ア

メリカで助けてくれた人たち。これから留学を目指す皆さんも感

謝の気持ちを忘れずに是非夢の実現に向けて頑張ってくだ

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

《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。主に長期休暇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、折り紙や音楽などの指導体験、児
童と遊ぶ、学生との議論などです。
　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
（いずれも長期休暇中の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
● 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
●米国・ハワイ州　ハワイ大学マノア校

● 2017年度に実施予定の派遣プログラム
上記に加え、２９年度は以下の大学への派遣も計画されています。（派遣時期は２
～３月を予定しています。）
●豪州・ビクトリア州　メルボルン大学

《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年度に実施する受入プログラム
●米国・ミシガン州立大学、島根大学（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・島根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、日本の文化を考えます。
●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す。使用言語は
英語となりますが、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
会になります。

《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年度に実施する講演会の例》
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）

派遣プログラムの様子

派遣プログラムの様子

　本学では、大学一般の国際交流事業（芸術やスポーツ交流、共同研究など）とは異なる教員養成系大学独特の多様
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、創造されたプ
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。
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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）・ソウル教育大学校（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」事業として、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。
　学生交流の面では、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
まなプログラムを実施しています。
　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。

● 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
による講義が受けられる「学芸フロンティア科目」の一つと
して、2017 年春学期から、アジア・ヨーロッパを中心とし
た本学の海外協定校への留学の魅力やその実態を、海外大学
の教員や留学経験者が紹介する科目を開設しています。

＜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」として行われています。
　東京学芸大学は、日本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。

《これまでの主な活動（2017年 5月現在）》

● 交換留学の実施
●  3 名の学芸大生が北京師範大学に留学し、１年間の予定で
中国語や中国の教育について学んでいます。秋からはさら
に 5名の学生が中国・韓国に留学する予定です。

● 北京師範大学生 3名を含む 8名の中国・韓国からの学生が、
学芸大に留学しプログラムに参加しています。学芸大生と一
緒に、日本の教育や文化について学びあい、2017 年 3 月に
は日光にて、史跡や自然景観に関する調査のため、自主的な
計画のもとに春合宿を行いました。

● 短期語学・文化研修プログラム
●  2017 年 2 月ソウルにおいて 2 週間のWinter Program for 
Trilateral Cooperation（WPTC）が実施され、学芸大・北京
師範大合わせて 17 名の学生が参加しました。学校現場での
授業参観や児童生徒との交流、ソウル教育大生との交流・
ディスカッション、韓国の生活・伝統文化体験など豊富な
内容に取り組みました。

● 夏にも、中国・韓国への短期プログラムが実施されるほか、
学芸大においても中国・韓国の学生が参加するプログラムが
行われます。

コーディネーターからのメッセージ

古市 智子 先生

　学芸大には、キャンパス・アジアでの
中国・韓国との交流をはじめ数多くのプ
ログラムがあります。学芸大時代に、長
期や短期の留学経験を通して、学術的に
も人間的にも大きく成長してください。
私も全力でサポートします！

留学生春合宿 in 日光

中国留学 in 北京

WPTC in ソウル

CAMPUS Asia
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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「キャリア支援セミナー」を初めとし、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。

〔2016年度教師力養成特別講座（万ゼミ）受講生の声〕
　万ゼミの数ある講義の中でも、論文指導の講義は、欠かさず出席するよう心掛けました。講義では、論
文の型（どのようなことをどのような順序で書けば良いか）をご指導いただきました。添削指導もありま
すので、自分の弱点が具体的にわかりますし、「良い例」などもあげていただけます。実際の採用選考では、
例年とは形式が異なる出題となりましたが、論文の型を身につけていましたので、順序を少し組み直すこ
とで、落ち着いて対応することができました。この論文の型は、面接試験でも役立ちました。集団面接の
際、はじめに討論のテーマに対する自身の考えを述べるのですが、スムーズに考えることができ、しっか
りとした受け答えができました。万ゼミの講義や論文・面接指導は、実際の教員採用試験の選考方法に即
した実践的な内容です。１次試験・２次試験を通じ、たいへん心強い支えとなり、希望の校種・教科に合
格することができました。

◎ 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。
　（2016年度実績：北海道から沖縄までの59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。

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。

◎ 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（2017年度実施例）

教員就職担当相談員により添削された論文

キャリア支援    75



2017

1月中旬～
2月中旬
テキスト代

1月中旬～
2月中旬
4,000円
（テキスト代）

28年度は19の
自治体実施

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（予定）

教育採用試験
大学推薦

（全5回・
教職教養
対策）

（全3回・
論作文、
面接
対策）
希望者
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

学部
3年・修士1年 他
10月上旬～下旬
学部
4年・修士2年
4月～2月

学部
3年・修士1年 他
10月上旬～下旬
学部
3年・修士1年 他
1月～9月

学部 3年・修士1年 他 7月下旬
学部3年・修士1年 他 10月下旬

28年度は56の自治体及び特別区が参加

等

就職相談

合格者
による
体験談
等

本学非常勤
講師等
希望者登録

埼玉県 他

76   キャリア支援



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。

◎ 企業就職対策講座
　◦就職活動準備講座
　◦インターンシップの重要性
　◦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。
　◦特別区職員採用試験説明会
　◦東京都職員採用試験説明会
　◦国家公務員採用試験制度説明会

◎ 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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⑤

⑥

企業就職対策講座④
「労働法制セミナー」―安心して働ける企業の探し方－

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

（大学院含む）

（大学院含む）

（大学院含む）

（大学院含む）

（大学院含む）

（大学院含む）

（大学院含む）

2017

7

7

7

5

14

21

28

12

19

18

25

8

15

22

2911

C204

28 25 3

C204

C204

⑬1312

⑮17
C204

⑭20
C204

C204

C204

C204

C204

C204

C204

大学

C204
東京労働局

N410

C204

C204

C204

C204

C204

⑫6
C204

⑯
C204

31
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その他のキャリア支援
◎ 学芸カフェテリア
　学芸カフェテリアでは、キャリア形成や就職に関するいろいろな講座を、所属や学年に関係なくカフェでメニュー
を選ぶように自由に選んで、参加することができます。
　昼休みを利用したランチ講座では、語学や国際交流講座も開講しています。さまざまな講座の企画運営に、カ
フェメイツとして、学生が携わることもできます。
　学芸カフェテリアオフィスには、キャリアカウンセラーがおり、漠然とした悩みや不安、自分が考える方向性や
就職等についての相談に乗っています。キャリアに関することで迷ったら、是非お越しください。

◎ 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。

〔2016年度世田谷パブリックシアターへのインターンシップ体験者の声〕
　劇場への就職を考えていた私のインターンシップ先は、小さい頃から身近にある公共劇場だった。約３
週間、小学生～高校生を対象とした主催公演・ワークショップの制作のアシスタントを経験させていた
だいた。「世田谷パブリックシアターは、区民の生活を豊かにするためにある。この劇場がすべきことは
何？」劇場の主催プログラムを企画する研修で、プロデューサーに問われた。『他の劇場ではなく、なぜ
私たちがやるのか。』私がこの目で見た劇場での企画制作の仕事には、幅広い知識、強い目的意識と信念、
地道な作業を最後まで楽しむ体力が求められていた。
 （教育支援課程２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。

〔2016年度宮城教育大学連携「女川町」学習支援ボランティア参加学生の声〕
　学校現場で直接、子どもの学習支援をするのは初めてのことだったので、戸惑いや不安があったが、一
緒にボランティアをした仲間や担当した学級担任の先生など、周りの人たちにアドバイスをもらいながら、
なんとか1週間やり遂げることができた。ボランティアという立場で、どこまで子どもたちの指導にふみ
込んで良いのか、という点でたくさん悩んだが、学校現場での子どもたちとの関わりや、ミーティングや
仲間との会話の中で、教育について真剣に考えられたことや、大学も学科も性別も学年も違う人たちと意
見を交わすことができたことが、とても良い経験になった。
 （特別支援教育教員養成課程１年）
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東京学芸大学で学んだこと

末永統〔2004 年 C類障害児教育卒業／現在、東京都立八王子特別支援学校〕

　Ｃ類障害児教

育（現、特別支援

教育）を卒業して

から十余年、現在

は都内の特別支援

学校に勤めていま

す。勤務校には、

小中高の児童・生

徒が在籍してお

り、学習面や生活面、できることを一つ一つ増やせるように

毎日取り組んでいます。

　大学に入学した２０００年、憧れのキャンパスで出会った

同級生は、個性にあふれる面々でした。とにかく自由で、ペー

スも違えば向かう先も違う。そんな仲間たちはみな、誰かが

困ったときや、助けが必要になったときに、自然と支え合え

る存在でもありました。今思えば、個を大切にし、一人一人

ができる限りのことをする特別支援教育のココロは、学部時

代に培われたような気がします。

　一方で、特別支援教育のウデについては、学部三年から所

属した研究室で学ぶことができました。所属した研究室では、

毎週土曜日、障害のある子どもたちをお呼びし、指導を行っ

ています。指導の結果として、子どもたちがどう成長したの

かを分析することが目的であるため、専門的な知識だけでな

く、実践的な技術も得ることができました。現在の職場でも

子どもたちから教わることは多くありますが、大学で身につ

けた支援の

基礎に私が

支えられて

いることを

強く感じま

す。

　ずっと教員にな

りたかった私は、

大学の授業が好き

でした。特に私が

のめりこんだのが

専門の英語教育の

授業でした。もち

ろん、英文法や英

会話、文学の授業

もとてもおもしろかったのですが、「英語を教えられるよう

になるための授業」で、本当にたくさんのことを学ぶことが

できました。英語の教員になった今、４年間の様々な取り組

みを振り返ってみると、たくさん模擬授業をさせていただけ

たことが本当によかったと思っています。模擬授業をするた

びに先生方からアドバイスを頂けるのはもちろん、同じ英語

の先生をめざすクラスメイトから自分の授業について忌憚な

い意見をもらい振り返りができたことが、かけがえのない経

験になりました。私は現在中高一貫校に勤務しており、日々

英語の授業づくりをあれこれ試行錯誤しています。毎回の授

業の活動を考える時、大学時代の模擬授業でやった活動を思

い出し、当時作ったプリントなどを見てヒントを得ることも

あります。あの時先生方や仲間からもらったアドバイスを現

場で生かし、中高生に英語力をつけさせるために頑張ってい

ます。模擬授業だけではありません。大学時代に学んだ全て

のことが、教員になって授業や生徒指導に生かされていると

思います。

上間菫〔2016 年教育学研究科英語教育専攻修了／現在、共立女子第二中学校高等学校英語科〕
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　私が学芸大学に

入ったきっかけ

は、高３の時の担

任が「お前は学

芸大に行って小

学校の先生にな

れ。」と言った一

言です。当時は子

供が好きだという

自覚は全くなく、学芸大に行っても企業に就職することもな

くはないということで進学したわけです。学芸大はクラスで

の必修授業が多く、サークルに入っていない私でも居場所が

ないということはありませんでした。日本の各地から集まっ

たクラスメイトと友達になり、楽しい大学生活を送ることが

できました。所属は初等教育の理科選修でしたので、解剖や

実験などの実習も多く、中でも秩父の長瀞での地学実習は良

い思い出です。ハンマーと鏨を持って岩石を割って化石を発

見するのは宝探し気分でとても楽しかったです。実際自分の

手でやったことは、この年になっても忘れませんし、子供た

ちに話すときも説得力が違います。教師になるつもりがなく

て入った学芸大でしたが、教育実習での子供たちとの出会い

から、教職を志すことになりました。振り返ってみると高校

時代の担任の一言から今に至るまで、すべての出会いが自分

を新しい世界に誘ってくれる必然だったような気がしていま

す。そこでの様々な出会いが今でも自分の大切な財産になっ

ています。

鈴木里菜〔2014 年 A類情報教育選修卒業／現在、Sky 株式会社〕

　振り返ると、ソ

フトテニスのサー

クルやアルバイ

ト、ボランティア

活動等「やりた

い！」と感じたこ

とを詰め込んだ大

学生活でした。多

くの仲間に巡り合

い、4年を通じて得た経験は、大変貴重な財産となっていま

す。ICT 活用のメリットやデメリットについて熱く検討した

り、プログラミングを組んだりする講義は、A類情報教育だ

からこそできたのではないでしょうか。電子黒板やタブレッ

ト端末がある環境での教育実習は、様々な効果を感じる一方

で、導入された現場で生じる課題点についても考えさせられ

るきっかけになりました。教育情報化に携わる見方を多方向

に広げてくれたと思います。

　私は現在、タブレット端末の授業支援ソフトウェアのサ

ポート部隊として、学校へ伺い、導入研修や活用のフォロー

を行っております。行く先々で多くの出会いや学びがあり、

毎日が大変刺激的です。社内では、先生方から頂いた声をす

ぐに展開できる環境があるため、スピード感があり目の前で

商品の改善が掛けられています。この仕事は学校と会社を繋

ぐ架け橋。これからも、多くの学校でより身近なツールとし

てＩＣＴを活用いただけるよう、出来ることを模索し続けた

いと思いま

す。

北川史朗〔1991 年 A類理科選修卒業／現在、東三鷹学園三鷹市立第一小学校〕
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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
042-329-7185
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2年以内。
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サーク

ジ

＠

学芸大の全サークルを部門分け！  　　　

＠

趣味

教育

演劇・映像

美術・食・文化
術 食・文化

ウインドアンサンブル

管弦楽団

クラシックギタークラブ

軽音楽部 JAZZ 研

混声合唱団

邦楽サークル白菊会

フォークソング愛好会

アカペラサークル　Infi ni おこりんぼ

国分寺子どもクラブ

造形教室　たけとんぼ

手話サークル　おやゆび姫

セクマイサークル　TREC

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

教育を考える会　＠３チャンネル

新・映像文化研究部

映画研究会

創作視聴覚文化研究部

デジタル創作系サークル　SSET

放送研究会

特撮研究会

美術研究部

民俗学研究会

TFT ＠ gakugei

スイーツ同好会

創作絵本サークル　きつねのしっぽ

書道サークル審美会

東洋学術研究部

総合史学研究会

茶道部

C.C.C

Tokyo Tanken Tours

TGU ポケモンサークル

東京学芸大学 キリスト者学生会

東京学芸大学囲碁部

文芸サークル「拙作」

お散歩サークル みつあみ

盤上遊戯研究会

知的能力競技サークル　Pianissimo

学芸幻想郷研究会

鉄道研究部

写真研究部

漫画研究部

園芸華道部

星空サークル　シリウス

英語ディベートサークル

Oyoh

ESS

演劇研究部　劇団　漠

劇団なきがお

TRPG サークル卓上劇団　ひゅぷのしす

the@ter　メトロ

演鑑演劇部

星空サークル  シ
リ

ウ
ス

the@
ter　メトロ

管
弦

楽 団

漫画研究部

劇
団
な
きがお

音楽友之会

和太鼓サークル
 結

生会

演演劇

音音音音音

春と夏に２回の
演奏会があります！

et's

ぎのこ

年に数回

演劇公演やってます！

ぜひ見に来てね

知知的

学芸学芸

鉄道

写真

漫画

園芸

星空

英語

サ クル
シ

トロ@ter メトトロ

きつねのしっぽ

小金井てらこや

国
分寺子どもクラ

ブ

造形教室　
たけとんぼ　

みんな絵本が大好き！

ごはんのときも絵本の話で

　　　盛り上がるよ！

Tokyo Tanken ToursTokyo TTanTankken Tours

星が好きな人募集中。

一緒に星を観測しましょう！

分
国国
分寺 クラ

ブ国
分

国国

月に１回小学生と

工作教室をするよ！

新・映像文化研究会

音楽

ス
イ ー ツ 同 好 会

創作

会

音楽友之会

和太鼓サークル　結

モダンフォークソングクラブ　

CeAos.

サークル　ちえのわ

Education club PoPo

codolabo

小金井てらこや

かっぱ倶楽部

北多摩東 BBS 会

教育学習会

oyoh

｜
｜
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ル図鑑
野球・陸上

サッカー・体操

水泳・レジャー

レクリエーションスポーツクラブ

ワンダーフォーゲル部

BIG APPLE

テルテニ

冒険探検部

G.S.C

男子ラクロス部

女子ラクロス部

アイスホッケー部

硬式テニス部

ソフトテニス部

バドミントン部

バトミントンサークル　リベルテ

B.C.WINGS

硬式テニスサークル　elf

硬式テニスサークル　WONDER LAND

ダブルフォルト

ソフトテニスサークル　なんてね

なかよしテニス愛好会

留学生硬式テニス同好会

T-CRUISE

卓球部

硬式野球部

軟式野球部

男子ソフトボール部

女子ソフトボール部

軟式野球サークル　VinVins

軟式野球サークル　アンドーナツ

Aliens

陸上競技部

陸上同好会

体操競技部

器械体操クラブ

東京学芸大学

蹴球部

フットサル部

女子サッカー部

FC.LEO

FC.ALEX

F.C.Beginners

Re:light

ラテンアメリカ研究会

ジャグリングサークル　CHELSEA

ストリートダンスサークル　＠ fter Beer

モダンダンス部

ダンスサークル　NYC

お笑いサークル　GOC

柔道部

大東流合気武道部

空手道部空心会

少林寺拳法部

テコンドー部

弓道部

剣道部

ジ
ャグリングサークル

CHE
LSEA

バスケットボール

同
好

会

REGULUS

G.S.C

お笑いサークル GOC

B.
C.W

INGS伝説のコンビ

すみねとたくろう

！

道部 サ クル GOC

ン

たくろう

RUISER

球

RUISE

部

柔道部

大東流合気武道部

パフォーマンス系・武道

＠
ft
eer

 Beer

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

バスケットボールサークル　S.B.C

バスケットボールサークル　REGULUS

男子ハンドボール部

女子ハンドボール部

ラグビーフットボール部

アメリカンフットボール部

男子バレーボール部

女子バレーボール部

BRAVO！

チアリーディング部 Hydrangea

スイミー

水泳部

スキューバダイビングサークル　NEPTUNE

冒

レクリエーションスポーツクラ

ブ

テルテニ

探検部

C

G.S.C
険探

C

冒険

S.C

B.C.WINGS

　　いくつかのサークルをちょっとのぞき見してみました！

男子ハンドボドボボール部ル部ル部ル部部ール部ール部

女子ハンドボール部

バスケ・バレー・ハンドラグビー・アメフト

ルLUS
REG

本気でバレーして、本気で

楽しめるサークルです！

道

伝説のコン

道

ンビ

ル
剣道

のコン

道

ンビ

ル
剣剣

ル

ウッドデッキでよく

練習してます。

小金井祭にもでてます！

SE

本当にみんな仲がいい！

バド初心者も大歓迎だよ！

軟
式
野球サークル

Vi
nVi

ns
ルル
s

操

械

京

球

ッ

女子

体体操

器器械器

東東京

蹴球

フ

体体体体
火曜と土曜に活動中！

みんなでフットサルし

よう！

冒

GGG.

冒険

.S

   
  元

気のよさは

   
   

学芸一☆

色んなスポーツができるよ！

男子ソフ

女子ソフ

軟式野球

軟式野球

Aliens

グ部 Hydrangea

ビングサークル　NEP

女

F

F

F

R

女

器器器器器

東東東東

蹴

フ

器器器器器器器

東東東東東東東東

蹴

フ

F.CBeginners

SEA

＠ fter Beer

同
好

会

BRAVO！

BRAVO ！

※平成 29年 4月現在の情報です。

UNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPTU

リベルテ

B.
C.W

INGSNGSNGS

バド初心

硬式テ硬式テ式テ スニスサークル elf

テニス・バド・卓球

ラクロス・ホッケー

AND

なんてね

アンドーナツ

軟式野球サークル

ソフトテニスサーク

ル

なんてね

「平成 29年度東京学芸大学サークルガイド」の情報を掲載しています。

＠
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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。

学芸いいとこMAP   87



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）

88   附属学校（園）



● 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

大学までのアクセス    89



※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。

○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】2018年1月25日（木）正午まで

【速達対応受付期限】2018年1月28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 180円

一般入試学生募集要項 582000 300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 215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。2017©TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY

東京学芸大学 大学案内2018
2017年7月23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
【編集協力学生スタッフ】  朝妻栞、日髙華、石橋ひふみ、小泉朋子、竹花春香、
  水島幸恵、宮代有紗、丹野理沙子、関根悠人、高田慎之佑、小山依麻、森川竜太郎、
  板野詩夏、木村優優、高野雄生、大林巧
【印刷】サンプロセス

www.u-gakugei.ac.jp

@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

ノート型パソコンの必携について・問い合わせ    91
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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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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
EducationEducation 264

学術
Arts / Philosophy / ScienceArts / Philosophy / Science 14

専門職
Education in TeachingEducation in Teaching 41

博士
Doctor

教育学
Philosophy in EducationPhilosophy in Education 18

学術
PhilosophyPhilosophy 1

学位授与数　Number of Degrees Conferred

平成28年度の内訳
Academic year 2016 平成28年度

Academic year 
2016 total教育系

Teacher Preparation Div.
教養系

Liberal Arts Div.

司書教諭
Librarian teacher

107 11 118

司書
Librarian

5 22 27

社会教育主事
Social education director

2 36 38

学芸員
Curator

4 28 32

社会福祉士（受験資格）
Certifi ed social worker(eligible for taking certifi cation exam)

0 18 18

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)

21 21

諸資格取得者数　Qualifi cations Obtained

課程
Courses

修了生数
Number of
Graduates

専修免許状
取得者数

Graduates who acquired 
Specialized Certifi cate

修士課程
Master's Course

278 151

教職大学院
Professional Degree Program

41 40

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 28年度卒業生 )
(Academic year 2016 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 478 463 462 359 414 120 9 0 1,364 65 50 213 119 16

B類 209 203 27 210 246 3 2 0 488 1 133 59 7 3

C類 41 40 40 15 15 18 40 0 128 0 13 12 9 6

D類 11 10 0 8 8 0 0 10 26 2 0 8 0 0

教育系・計
Teacher Preparation Div. total 739 716 529 592 683 141 51 10 2,006 68 196 292 135 25

N類 105 15 0 11 13 0 0 0 24 6 9 0 0 0

K類 74 25 0 22 38 0 0 0 60 2 11 12 0 0

F 類 82 46 0 45 45 0 0 0 90 2 44 0 0 0

J 類 16 3 0 1 3 0 0 0 4 2 1 0 0 0

G類 102 73 0 51 73 0 0 0 124 22 51 0 0 0

教養系・計
Liberal Arts Div. total 379 162 0 130 172 0 0 0 302 34 116 12 0 0

総計
Total 1,118 878 529 722 855 141 51 10 2,308 102 312 304 135 25

免許取得者数等は一括申請分
Note: Figures for "Graduates who acquired license" and other fi gures 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
DissertationDissertation 277 19

課題研究の成果
Research Report Research Report 1

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28年度修了生（論文博士を含めず。））
(Academic year 2016 graduates (not including graduates of “dissertation only” doctoral programs))

( 平成 28年度修了生 )
(Academic year 2016 graduates)

( 平成 28年度修了生 )
(Academic year 2016 graduates)

免許状取得者数等は一括申請分
Note: Figures for "Graduates who acquired license" and other fi gures are based 
on the collective applications made by the university.
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国際交流　　　International Exchange

大学間交流協定締結校　Agreement of International Academic Exchage

協定大学名 国・地域名 学術交流 学生交流 受入学生数 派遣学生数
新羅大学校 Silla University 大韓民国 South Korea ○ ○ 1 0
全南大学校 Chonnam National University 大韓民国 South Korea ○ ○ 2 0
公州大学校 Kongju National University 大韓民国 South Korea ○ ○ 0 0
ソウル市立大学校 University of Seoul 大韓民国 South Korea ○ ○ 1 2
京畿大学校 Kyonggi University 大韓民国 South Korea ○ ○ 2 0
ソウル教育大学校 Seoul National University of Education 大韓民国 South Korea ○ ○ 0 0
忠南大学校 Chungnam National University 大韓民国 South Korea ○ ○ 1 0
韓国教員大学校 Korea National University of Education 大韓民国 South Korea ○ ○ 0 0
京仁教育大学校 Gyeongin National University of Education 大韓民国 South Korea ○ ○ 1 0
清州教育大学校 Cheongju National University of Education 大韓民国 South Korea ○ ○ 0 0
済州大学校 Jeju National University 大韓民国 South Korea ○ ○ 0 0
韓国伝統文化大学校 Korea National University of Cultural Heritage 大韓民国 South Korea ○ ̶ ̶
ソウル大学校師範大学 College of Education, Seoul National University 大韓民国 South Korea ○ ○ 0 0
北京師範大学 Beijing Normal University 中華人民共和国 China ○ ○ 7 0
東北師範大学 Northeast Normal University 中華人民共和国 China ○ ○ 2 0
蘇州大学 Soochow University 中華人民共和国 China ○ ○ 2 0
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 中華人民共和国 China ○ ○ 3 1
華東師範大学 East China Normal University 中華人民共和国 China ○ ○ 2 0
広西師範大学 Guangxi Normal University 中華人民共和国 China ○ ̶ ̶
上海師範大学 Shanghai Normal University 中華人民共和国 China ○ ○ 2 0
山西師範大学 Shanxi Normal University 中華人民共和国 China ○ ̶ ̶
香港教育大学 The Education University of Hong Kong 中華人民共和国 China ○ ̶ ̶
華中師範大学 Huazhong Normal University 中華人民共和国 China ○ ○ 2 0
南京師範大学 Nanjing Normal University 中華人民共和国 China ○ ○ 2 0
湖南師範大学 Hunan Normal University 中華人民共和国 China ○ ○ 2 0
北京外国語大学 Beijing Foreign Studies University 中華人民共和国 China ○ ○ 0 0
国立台湾大学 National Taiwan University 台湾 Taiwan ○ ○ 4 1
国立台湾師範大学 National Taiwan Normal University 台湾 Taiwan ○ ○ 2 0
国立台中教育大学 National Taichung University 台湾 Taiwan ○ ○ 1 0
モンゴル国立教育大学 Mongolian National University of Education モンゴル国 Mongolia ○ ̶ ̶
モンゴル国立大学 National University of Mongolia モンゴル国 Mongolia ○ ̶ ̶
ラジャバト大学プラナコン Phranakhon Rajabhat University タイ王国 Thailand ○ ○ 0 0
タマサート大学 Thammasat University タイ王国 Thailand ○ ○ 2 1
シラパコーン大学 Silpakorn University タイ王国 Thailand ○ ○ 1 0
コンケン大学 Khon Kaen University タイ王国 Thailand ○ ○ 1 0
インドネシア教育大学 Universitas Pendidikan Indonesia インドネシア Indonesia ○ ○ 0 1
フィリピン教育大学 Philippine Normal University フィリピン Philippines ○ ○ 0 0
ベトナム国家大学ハノイ校人文社会科学大学 University of Social Sciences and Humanities,Vietnam National University, Hanoi ベトナム社会主義共和国 Vietnam ○ ○ 1 0
ベトナム国家大学ハノイ校外国語大学 The University of Languages and International Studies, Vietnam National University, Hanoi ベトナム社会主義共和国 Vietnam ○ ○ 0 0
ラオス国立大学 National University of Laos ラオス人民民主共和国 Laos ○ ̶ ̶
アグハルカル研究所 Agharkar Research Institute インド India ○ ̶ ̶
キャンベラ大学 University of Canberra オーストラリア連邦 Australia ○ ○ 1 2
西シドニー大学 University of Western Sydney オーストラリア連邦 Australia ○ ○ 1 0
ビクトリア大学 Victria University オーストラリア連邦 Australia ○ ○ 2 2
カンタベリー大学 University of Canterbury ニュージーランド New Zealand ○ ○ 0 0
カーセジ大学 Carthage College アメリカ合衆国 USA ○ ○ 1 2
ボールステイト大学 Ball State University アメリカ合衆国 USA ○ ○ 2 3
ハワイ大学ヒロ校 University of Hawai‘i at Hilo アメリカ合衆国 USA ○ ○ 4 0
ブリッジウォーター州立大学 Bridgewater State University アメリカ合衆国 USA ○ ̶ ̶
ニューヨーク州立大学コートランド校 The State University of New York College at Cortland アメリカ合衆国 USA ○ ̶ ̶
チアパス州立芸術科学大学 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas メキシコ合衆国 Mexico ○ ○ 1 0
ハイデルベルク大学 University of Heidelberg ドイツ連邦共和国 Germany ○ 1 3
トリア大学 University of Trier ドイツ連邦共和国 Germany ○ ○ 4 0
ミュンヘン音楽・演劇大学 University of Music and Performing Arts Munich ドイツ連邦共和国 Germany ○ ̶ ̶
フリードリッヒアレクサンダー大学エアランゲンニュルンベルク Friedrich-Alexander-UniversityErlangen-Nuremberg ドイツ連邦共和国 Germany ○ ○ 1 0
ハンブルク大学アジア ･アフリカ研究所 Asien-Afrika-Institut of the University Hamburg ドイツ連邦共和国 Germany ○ ○ 4 2
ヤゲロー大学 Jagiellonian University ポーランド共和国 Poland ○ ○ 2 2
国立東洋言語文化大学 Institut National des Langues et Civilisations Orientales フランス共和国 France ○ ○ 2 3
パリ・ディドロ大学 Université Paris Diderot フランス共和国 France ○ ○ 0 0
オルレアン大学 Université d'Orléans フランス共和国 France ○ ○ 0 0
ノッティンガム大学 The University of Nottingham 英国 England ○ ̶ ̶
ヨテボリ大学 Göteborg University スウェーデン王国 Sweden ○ ○ 5 5
ウメオ大学教養学部総合教育政策学科 Umeå University, Department of Creative Studies スウェーデン王国 Sweden ○ ○ 0 1
ダルエスサラーム大学教育学部 Faculty of Education,University of Dar es Salaam タンザニア Tanzania ○ ○ 0 1

平成29.5.1現在
As of May 1, 2017

※受入学生数および派遣学生数は、平成28年度中の実績
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附属学校　　　Affiliated  Schools

平成 29.5.1 現在
As of May. 1. 2017

本学は5地区に附属学校があり、そこでは、約6,000名の

幼児・児童・生徒が学んでいます。各附属学校は、日々の

教育活動の充実、大学と連携した研究開発、教育実習生の指

導、の3つを使命として運営されており、その成果を広く社会

に公表し、公立学校等での教育活動に生かされるようにして

います。また、国立大学法人化後は、各附属学校とも、現代

的教育課題やニーズに応じるため、より実践的な教育活動に

力を入れています。

Tokyo Gakugei University （TGU） has affiliated schools in  which 
about 6,000 pupils and students are learning.  The affiliated 
schools have 3 major missions: to provide innovative 
education, to conduct educational research in cooperation 
with the TGU faculty, and help TGU students practice 
teaching.  The results of researches conducted at the schools 
are published and evaluated.  After TGU became a National 
University Corporation, the affiliated schools are making 
efforts to tackle and solve the current educational problems.

区分
Classifi cationClassifi cation

教員数
TeachersTeachers

学年
gradegrade

学級数
ClassesClasses

生徒・児童
PupilsPupils

合計
TotalTotal

附属世田谷小学校
Setagaya Elementary School

26

1 3 105

617

2 3 105
3 3 102
4 3 102
5 3 103
6 3 100

附属世田谷中学校
Setagaya Junior High School

23
1 4 160

4782 4 159
3 4 159

附属高等学校
Senior High School

57
1 8 307(16)

※
981(42)2 8 337(15)

3 8 337(11)
（　） 内の数字は、海外帰国児童・生徒  (    ) indicates the number of pupils and students who have returned from abroad.(    ) indicates the number of pupils and students who have returned from abroad.

※タイ国留学生1人を含む。※Includes 1 Thai students.Includes 1 Thai students.

小金井地区　Koganei Area

区分
Classifi cationClassifi cation

教員数
TeachersTeachers

学年
gradegrade

学級数
ClassesClasses

生徒・児童
PupilsPupils

合計
TotalTotal

附属幼稚園小金井園舎
Kindergarten Koganei

8
3才児 2 50

1504才児 2 50
5才児 2 50

附属小金井小学校
Koganei Elementary School

30

1 3 105

619

2 3 104
3 3 104
4 3 102
5 3 102
6 3 102

附属小金井中学校
Koganei Junior High School

23
1 4 158

4772 4 159
3 4 160

区分 Classifi cation
幼稚園

Kindergarten
小学校

Elementary school
中学校

Junior High School
高等学校

Senior High School
国際中等教育学校

International 
Secondary School

特別支援学校
Special Needs School

合計
Total

生徒・児童・幼児数
Pupils

209 2,229
（43）

1,434 981
（42）

729
（292）

73 5,655
（377）

（　） 内の数字は、海外帰国児童・生徒  (    ) indicates the number of pupils and students who have returned from abroad.(    ) indicates the number of pupils and students who have returned from abroad.

教員数・学級数及び生徒・児童・幼児数　Number of Teachers, Classes and Pupils

世田谷地区　Setagaya Area

附属学校の全体像　Overview of the affiliated schools
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区分
Classi  cationClassi  cation

教員数
TeachersTeachers

学年
gradegrade

学級数
ClassesClasses

生徒・児童
PupilsPupils

合計
TotalTotal

附属大泉小学校
Oizumi Elementary School

30

1 3 90

577(43)

2 3 92（２）
3 4〈1〉 93（３）
4 4〈1〉   97（10）
5 4〈1〉 100（12）
6 4〈1〉 105（16)

附属国際中等教育学校
International Secondary School

54

1 4 108（16）

729(292)

2 4 114（48）
3 4 121（49）
4 4 124（53）
5 4 127（61）
6 4 135（65）

〈　〉 内の数字は、帰国児童学級1を含む　Including one class for pupils who have returned from abroad．
（　） 内の数字は、海外帰国児童・生徒  (    ) indicates the number of pupils and students who have returned from abroad.(    ) indicates the number of pupils and students who have returned from abroad.

大泉地区　Oizumi Area

区分
Classi  cationClassi  cation

教員数
TeachersTeachers

学年
gradegrade

学級数
ClassesClasses

生徒・児童
PupilsPupils

合計
TotalTotal

附属幼稚園竹早園舎
Kindergarten Takehaya

2
4才児 1 29

59
5才児 1 30

附属竹早小学校
Takehaya Elementary School

19

1 2 70

416

2 2 70
3 2 69
4 2 70
5 2 67
6 2 70

附属竹早中学校
Takehaya Junior High School

21
1 4 160

4792 4 160
3 4 159

竹早地区　Takehaya Area

区分
Classi  cationClassi  cation

教員数
TeachersTeachers

区分
Classi  cationClassi  cation

学年
gradegrade

学級数
ClassesClasses

生徒・児童
PupilsPupils

合計
TotalTotal

附属特別支援学校
School for Children with 
Disabilities

35

幼稚部
Kindergarten

4才児 1 2

73

5才児 1 3

小学部
Elementary

1・2 1 5
3・4 1 6
5・6 1 6

中学部
Junior

1 1 7
2 1 7
3 1 7

高等部
Senior

1 1 10
2 1 10
3 1 10

東久留米地区　Higasikurume Area
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