
東京学芸大学教職大学院
現職教員のためのパンフレット

教員にとって魅力ある教員 ある
カリキュ ラム   

働きながら学べる働 る
教職大学院

2019年度（2020年4月入学生）

東京学芸大学大学院教育学研究科専門職学位課程

教育実践専門職高度化専攻（教職大学院）

現職教員が学びやすい教職大学院をめざして

学校における豊かな教育経験に裏付けられた

専門的知識と実践力、現代的な教育課題に対し

て強い解決への意欲を有する現職教員で、高度

な実践的指導力を備えたスクールリーダー

め ざ す 教 員 像



定員 210 名の全国最大規模の総合型教職大学院です。学校の多様なニーズに対応するため５つの

プログラム・１７のサブプログラムを揃えています。

①学校組織マネジメントプログラム

②総合教育実践プログラム

③教科領域指導プログラム（国，社，数，理，英，音，美，書，体，技，家，情，幼，養）

④特別支援教育高度化プログラム

⑤教育プロジェクトプログラム（学校教育課題、国際教育・多文化共生、環境教育）

学校に期待されている多様な教育ニーズに応えるために、総合型の教職大学院（教育実践専門職高

度化専攻）に転換しました。

現職教員は実習を 8単位免除（勤務経験 5年以上）します。ワークショップ、研究会など現職教

員のニーズに合った実習となるよう工夫しています。

本学修士課程は次世代日本型教育、教育 AI など Soceity5.0 に備えた先導的な研究開発を行ってい

ますので、その先進的成果に早く触れることができます。

本学教職大学院では学術論文の執筆ができます。教育研究活動をリードできる資質を育成します。

また、博士課程（後期）への進学に対応できますので、将来、研究者や大学教員になることを考え

ている方にも適しています。

教員のニーズに対応した総合型プログラムを揃えている

実習 8単位が免除され、より自由に学べる

Soceity5.0 に備えた先進的な研究成果に触れることができる

学術論文の執筆ができる
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「教員
にとって魅力

あるカリキュラム」への挑戦！



　実習 8単位免除（実務経験必要）により現場を離れて修学する場合に 1年のみで修了できます。

教職修士（専門職）の学位、専修免許状が取得できます。

大学院設置基準第 14 条の特例（現職教員の教育方法等の特例）を活用し、

1年次はフルタイムで修学し、2年次は在籍校で勤務をしながら夜間等を中心に

指導をうける制度を設けました。

現職教員等が働きながら無理なく長期計画を立てて学ぶことができるよう 4年を上限に

在籍できる長期履修制度があります（授業料は 2年分）。

また、働きながら修学できるよう授業の一部を夜間、夏季休業中に開講します。

現職教員等が仕事を終えてから夜間の授業に参加できるよう、6時限目は 18：30 ～ 20：00 に、

7時限目を 20：10 ～ 21：40 に開講しています。

通学できない遠方からの現職派遣教員等については、大学近くに立地する宿舎（ハイム学芸）が

利用できます。詳細は教職大学院係に問い合わせください。

現職教員のための 1年履修プログラムがあります

２年次に現任校で勤務しながら履修できる制度があります

長期履修制度があります。授業を夜間・夏季休業中に開講します

夜間の授業が受講しやすくなりました

遠方から現職教員は、宿舎の利用が可能

「働きな
がら学べる教職大学院」への挑戦！



特別プログラム ～本学教職大学院の特色あるプログラム～

入 学 試 験

● 国際バカロレア教員養成特別プログラム
　本学教職大学院は、我が国で唯一教職大学院に国際バカロレア認定校の教員養成プログラムを

開設しています。定員は当面 30 名程度としていますが、国際バカロレア教員養成特別プログラム

の履修を目的として教育委員会等から派遣された教員は、優先的に履修することができます。

● 特別支援学校教員免許特別プログラム
　特別支援学校教員免許を有しない教員に対して、入学後の科目履修により特別支援学校教員免

許が取得できるプログラムを開設します。ただし、教育委員会等からの現職派遣教員に限るもの

とし、また、２年間の履修が必要となります（1年履修プログラムの院生は対象となりません）。

● 小学校教員免許特別プログラム（2021 年度開始予定）
　基礎免許を取得している方を対象に、入学後の単位取得により小学校教諭免許が取得できるプ

ログラムを設けます。

■ 入学試験
〈A日程〉
【出願期間】令和元年    9 月   3 日 ( 火 ) ～ 9 日 ( 月 )

【試験期日】令和元年 10 月 26 日 ( 土 )・27 日 ( 日 )

〈B日程〉
【出願期間】令和 2年　1月 28 日 ( 火 ) ～ 30 日 ( 木 )

【試験期日】令和 2年　2月 15 日 ( 土 )
※ B日程は派遣教員選抜のみ対象です。詳細は学生募集要項をご覧ください

問い合わせ先 東京学芸大学 学務課 教職大学院係
 〒184-8501　東京都小金井市貫井北町 4 -1-1
TEL：042-329-7707　FAX：042-329-7708
E-mail：kyoushi＠u-gakugei .ac. jp
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