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東京学芸大学長  國分  充
有為の教育者－教員と
教育支援者－を養成する
　東京学芸大学は、初等・中等教育の教員養成
を行う大学として名を馳せてきました。そして、
2015 年からは、学校の外部にありながら学校
現場と協働して、現代的教育課題の解決にあた
る教育支援者を養成する「教育支援課程」を全
国に先駆けて設置し、教員養成を目的とする「学
校教育課程」と、この課程の２つで、本学の使
命たる有為の教育者の養成を進めています。
　2016 年から 2021 年の６年間は、次世代の子
ども－「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

つの力をもった子どもを育てることのできる教
育者を養成することに特に力を入れています。

徹底した少人数教育
　本学には、教育学や教科指導法、学級経営な
どを専門とする教員はもちろん、人文学、社会
科学、自然科学、芸術、スポーツを専門とする
教員も数多く擁しており、その数およそ 300 名
余です。１学年の学生数を教員数で割ったもの
を、S/T 比（Students/Teachers 比）と言い、
どれほどの少人数教育ができているかを示す指
標とされていますが、本学では、３少しとなっ
ています。つまり、１人の教員に対する学生は、
１学年あたり３名ちょっとということで、徹底
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した少人数教育が実現されています。東
京には教員養成を目的としているいくつ
かの大学学部がありますが、この数字は、
その中で最小のものです。高等教育には、
本来、学生と教員が１対１で向き合わな
いと伝わらない内容を必ず含んでおり、
それが専門性というべきものなのですが、
本学は、その点で非常に有利な状態となっ
ています。

グローバルな教員養成
　本学は、2019 年に香港、バンコクにある日
本人学校とそれぞれ協定を締結し、海外の日本
人学校で教育実習を受けられるように体制を整
備いたしました。
　これは、小学校外国語教育の導入、増大する
外国人児童生徒への対応等を踏まえ、教師自ら
のグローバル化が必要との観点から、文部科学
省が省令を改正し、在外教育施設による教育実
習を可能としたことを踏まえ、本学といたしま
してもいち早く対応したものです。
　これにより、2020 年度の教職課程から、 公立
学校で行う 4年次の教育実習（選択）の実習先
として日本人学校を選択することが可能となり
ました。これからの教育のグローバル化に対応
できる有為な人材となっていただけるよう、多
くの学生に日本人学校での教育実習に チャレ
ンジしてほしいと考えています。

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 分足らずという立地でありながら、
日比谷公園の二倍ほどの広さをもち、豊かな緑
に囲まれています。 
　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 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。
　附属図書館は学生の主体的な学修をサポート
しています。共同学習や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
ています。なお、ラーニングコモンズのさらな
る充実のため、現在も増築工事を行っています。 
　このキャンパスで、みなさんと出会い、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してい
く大学となることを目指したいと思います。教
職員一同、みなさんをお待ちしています。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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東京学芸大学の

の魅力つ5
「学校の先生」になるなら、
東京学芸大学です！

　「学校の先生といえば東京学芸大学」。誰もが思い浮かべる言葉です。明治 6年の創基以来、「有為な

教育者」を本学は送り出し続けています。新制大学として現在の姿となった昭和 24年以降でも、すで

に７．９万人もの卒業生が巣立ち、全国の学校や教育委員会などで活躍してきました。同じ学校に勤め

る校長先生、学年主任の先生、同じ教科の同僚の先生など、みんなが東京学芸大学卒ということも珍し

くはありません。本学では、先生としての力を支える、豊かな教養、教科等の専門的な力、教職に必要

な力、そして様々な教育課題に応えていく実践力を、バランスよく育んでいきます。教員養成における

日本の中心として、並ぶもののない伝統を有し進化し続けています。

1

未来の教育を切り拓こう！
「教育支援」がキーワード

　幼稚園（保育園）、小学校、中学校、高校、特別支援学校のほか養護教諭まで、教員を目指す学生が

集まるのが本学ですが、学校教員以外にも、企業・行政（公務員）・地域（団体・NPO等）などで、広

く社会にあって教育の未来を創造する職業を通し活躍することを目指す学生のために「教育支援系」が

あるのも本学の大きな特徴で、全国の教員養成学部を見ても数少ない例です。

　教育支援系では、「生涯学習」「ソーシャルワーク」「カウンセリング」「多文化共生教育」「情報教育」

「表現教育」「生涯スポーツ」の 7コースに別れており、活躍したい分野や興味関心に応じて、多様な領

域で学ぶことができます。また本学では、学校教員を目指す学校教育系の学生と、学校以外の場所で教

育の未来を創造しようとする教育支援系の学生が、ともに関わり合って学ぶことで、より多角的に教育

への知見と経験を育むことを目指しています。

2
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ようこそ！「教育ダイバーシティ」へ
　教育専門の大学、というイメージが強い本学ですが、 実は国立の中堅総合大学と同じ規模の、多様な

学問領域を抱えており、人文科学、社会科学、自然科学、芸術・スポーツ科学の 4分野のすべてにわた

る、多彩な課程、類、選修、専攻、コースが設置されており、なんと 39もの領域の教員や学生が集まっ

ています。東京の国立大学で、これほど多様な分野を抱える総合大学は、東京大学と本学以外は他には

ありません。

　「教育」という関心を持って集まったという「共通性」と、多様な専門領域の集まりという「総合性」

の2つの側面を有する国立大学であるということは、本学にしかない大きな特徴です。共通の関心と様々

な個性を持つ多彩で多様な人たちと出会い、交流し、ともに育つことができることが、本学の大きな強

みの一つです。

3

はじまります！「教育イノベーション」
　本学では、日本や世界の最先端の教育の在り方をリードする研究や教育活動が行われています。そ

して、全国から集まった学生がこれらの研究や教育活動に参加しています。例えば、OECD と協働し

て進めている、これからの社会における学校教育のあり方を研究する「Education2030 プロジェク

ト」や、全国で初めて教育における「オープンイノベーション」を進めるために企業と協働して進める

「EXPLAYGROUND推進事業」などがあります。さらに、全国で最大規模を誇る総合型の「教職大学院」

がいち早く設置されるとともに、AI と教育の未来、教育のグローバル化、教育の社会的ネットワーク

などについて研究する日本で初めての「修士課程」などもあります。このように、日本や世界の「教育

の最先端」が本学にはたくさん集まっています。

4

教員一人当たりの学生数が「3.3 人」！
　国立大学の強みの一つは、教員一人当たりの学生数が少なく、手厚く親身になった指導を受けること

ができることです。本学においても教員一人当たりの学生数は、３．３人となっており、学生の求めに

応じた、丁寧で親身になった指導が行われています。また、通常の講義等においても、大人数のクラス

は少なく、講義以外のゼミ活動やその他の活動においても、少人数が基本です。教員と学生、学生同士

が密にコミュニケーションをとりながら、活き活きとした時間を過ごしています。

　大学時代に出会った人との関わりは、一生涯の財産になります。大学卒業後も折に触れてアドバイス

をもらったり、困ったときには頼ることができる仲間がいることは、掛け替えのない宝物になります。

本学は、他の国立大学や私立大学と比べて、教員のみならず職員の方との関係性や友人との関係性を築

きやすいところに、社会的な評価を受けています。

5
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小学校
全科

1～ 5年

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

小学校
数学教育
6～ 10年

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

小学校
全科

1～ 5年

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

小学校
理科

1～ 5年

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

小学校
全科

6～ 10年

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

小学校
理科、書写、
体育、外国語
6～ 10年

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

小学校
全科

1～ 5年

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

小学校
国語

6～ 10年

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

小学校
全科

10年以上

初めての「できた！」の感動を、一
番近くで観られる、そして一緒に喜
べる。

小学校
図画工作
10年以上

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

小学校
全科

1～ 5年

子どもの小さな成長を感じることが
喜びです。

小学校
全科

1～ 5年

同じ日は二度とない。毎日変化のあ
る楽しい仕事です。

小学校
全科

1～ 5年

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

小学校
美術

6～ 10年

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

小学校
小学校全科
10年以上

1日たりとも同じ日がない刺激のあ
る日々を過ごせます。

中学校
音楽

6～ 10年

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

中学校
社会

1～ 5年

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

中学校
社会

1～ 5年

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

中学校
国語

10年以上

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

中学校
美術

10年以上

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

中学校
社会

6～ 10年

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

中学校
家庭科
1～ 5年

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

中学校
社会

10年以上

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

中学校
社会

1～ 5年

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

中学校
英語

1～ 5年

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

中学校
英語

1～ 5年

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

中学校
英語

10年以上

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

中等教育学校
数学

1～ 5年

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

小学校
全科

1～ 5年

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

小学校
国語

6～ 10年

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

小学校
全科

1～ 5年

毎日、何かしら起こるので、飽きま
せん。なにより子どもってかわいい。

小学校
家庭科
10年以上

ずっと若くいられます。
小学校
小学校英語
6～ 10年

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

中学校
社会

6～ 10年

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

中学校
家庭科
10年以上

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

中学校
数学

6～ 10年

①子どもが変わる瞬間、成長する瞬
間を間近で見られること。

中学校
理科

1～ 5年

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

中学校
数学

10年以上

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

教職の

教職について

や楽しかった

現役の先生に
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高校
理科（生物）
1～ 5年

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

高校
数学

1～ 5年

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

高校
理科

1～ 5年

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

高校
理科（生物）
1～ 5年

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

高校
数学

10年以上

子どもたちの成長に関わることで、
自らも成長できます。

高校
地歴公民
(世界史 )
10年以上

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

高校
保健体育
6～ 10年

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

高校
保健体育
10年以上

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

高校
数学・情報
6～ 10年

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

高校
数学

1～ 5年

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

高校
数学

10年以上

先生みたいな教員になりたいと学芸
大を第一志望で受験をしてくれた。

高校
数学

1～ 5年

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

高校
数学

6～ 10年

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

高校
日本史
1～ 5年

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

高校
美術

1～ 5年

生徒がたくさんの未来を見せてくれ
る

高校
英語

1～ 5年

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

高校
英語

10年以上

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

高校
英語

10年以上

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

高校
数学

6～ 10年

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

高校
英語

6～ 10年

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

大学
幼児造形
6～ 10年

人の夢を応援できる仕事が教職。具
体的にサポートできることは嬉しい。

大学
外国語
1～ 5年

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

特別支援学校
小学校全科
10年以上

毎日そばで子どもの成長を見られて、
感動できる仕事

特別支援学校
小全

10年以上

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

特別支援学校
家庭科
6～ 10年

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

特別支援学校
美術

10年以上

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

補習授業校
全科

1～ 5年

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

幼稚園
幼稚園
10年以上

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

高校
数学

6～ 10年

「人間を作る」正解がなくて、一生挑
戦できる仕事

高校
英語

10年以上

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

高校
家庭科
10年以上

食物の分野を学んで、日々の食事が
とても大切だと気づいてくれたこ
と！

高校
国語

1～ 5年

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

高校
地理歴史
(日本史 )
10年以上

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

高校
英語

10年以上

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

高校
英語

10年以上

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

高校
英語

10年以上

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

高校
英語

1～ 5年

生徒に「先生のおかげで英語ができ
るようになった」と言われたこと。

高校
英語

10年以上

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

うれしかったこと

エピソードなどを

聞いてみました。

魅力って

なんだろう？

教職の魅力    7
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❶ 表現教育
❷ 株式会社ツクルバ
❸ 私立鎌倉女子学院
　 高等学校

村井佑美佳

❶ 多文化共生教育
❷ 東京大学（職員）
　　 ❸ 国立高校

松澤 柚季

❶ 生涯スポーツ
❷ 東京都障害者
　 スポーツ協会
❸ 宮崎大宮
　 　高等学校

野崎 信吾

教育支援課程

❶：コース　❷：進路　❸：出身高校

● 学校でも家庭でもない学びが持つ居場所に
　 興味を持っていたから。
● 演劇ワークショップのような教育と演劇のことが学びたかった。
● 高校の情報の授業がきっかけで関心をもった。
● 学校の中での心理支援職に関心があり、
　 スクールカウンセラーになりたかったから。
● 大学のウェブサイトで見た「求める学生像」を
　 読んで魅力を感じた。

● 人と接するのが好きで、人を笑顔にできるような仕事に
　 就きたいと思っていたから。
● クラスメイトに学芸大のパンフレットをもらったことがきっかけ。

教育支援課程に進学した理由は？Q

● 地域づくりやボランティア
　 活動に関わりたいと思ったから。
● 幅広くスポーツ分野の職を見たいと思ったから。
● 文化人類学に興味があり、専門的に学べる
　 近隣の国立大学だったから。

類類類類類類類類教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教
育育育育育育育育育育育育育育支支支支支支支支支
援援援援援援援援援援援援援課課課課課程程程程程程程程程程程程程

ののののののののののののののののののののののののののののののののの先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩輩ににににににににににににににににににににに

あああああああああああああああああ

れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
こここここここここここここここここここれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
語語語語語語語語っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも
ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままままししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた！

E類
教育
支援
課程の先輩に、

あ

れ
これ
語っ
ても
らいました！

学生
座談会
学生
座談会
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 ❶ 情報教育
❷ 株式会社 ジャストシステム
　❸ 東京学芸大学
　　 附属国際中等
　　 教育学校

泉澤 惇

❶ 生涯学習
❷ 常葉大学（職員）
❸ 静岡県立清水東
　 　　　　高等学校

諏訪ひかり

❶ ソーシャルワーク
❷ 東京都（福祉職）
❸ 鹿児島県立
　 　　甲南高校

向井 怜奈

 ❶ カウンセリング
❷ 東京学芸大学大学院
　（臨床心理）
　❸ 新潟県立新潟
　　 高等学校

三國こもも

● 大学での4年間の学びを通して、困っている人が最初に頼る行政
　 機関で働くことが自分に向いていると思い、公務員になった。
● 未来を見据えた支援、教育を支援する人を支える仕事を
　 したいと思うようになった。
● 学んだことを地元に持ち帰って活かしたい。
　 たいした悩みではなくても気軽に相談しやすく、本当に
　 何か相談したいときにはすぐに力になってあげられる
　 スクールカウンセラーになるために、大学院に進学する。

● 「どんな人でもスポーツはできる、好きになれる」という生涯スポーツ
　 で学んできたことを最も活かせると思って障害者スポーツ協会に
　 決めた。多くの人に障害者スポーツを知ってもらいたい。

● 研究室で活動してきたことが就職に生きた。今の学校で
　 求められる主体的・対話的で深い学びをICTを使って
　 どう教育していくのか、そういう支援に関わりたいと思い、
　 教育とIT両方やっている企業をさがした。
● 実習の授業を通して、自分のやりたいことが見えるように
　 なった。地元の私立大学が地域貢献や地域連携に力を
　 入れていて、学んだことが活かせると思って大学法人への
　 就職を決めた。

● 教育支援についての客観的な視点、幅広い知識を得ることができる。
● 様々な専門分野の学生と一緒に学び、活動することができる。
● めざす職に就く前に、いろいろな領域の観点を知り学ぶことができる。
● いろいろな教育支援職について学べる。将来スクールカウンセラー
　 として働いたときに、自分が支える側というだけではなく、
　 さまざまな人と支えあえると実感できた。
● 教育に関心が高い学生や、教員を目指す学生との交流ができる。
● E類の様々なコースの学生との学びを通して、いろいろな専門
　 の人と一緒にできることが あるということを知った。

● 学校の中や生徒に対してだけではない支援をすることが
　 できる。（例えば体育の授業だけではなくおとなや高齢者、
　 障害者など幅広く、スポーツの魅力を伝え支援できる）
● 多様なコースの学生との交流を通して、自分の専門の
　 活かし方が広がる、視点が広がる。
● まだ確立していない、いい意味であいまいな教育支援職
　 だからこそ、これから自分たちでつくっていく魅力がある。

Q

Q 学びがどう進路につながった？

教育支援課程の魅力や特徴って？



専門について教えてください。

　小学校外国語（英語）教育です。指導法、つまりどうやっ

て教えるのか（How to teach）はもちろん扱いますが、指

導内容＝何を教えるか（What to teach）も重視します。こ

の「何を」の中心に私は国際理解教育を置いています。世

界の子どもたちや文化、世界で起きている出来事について

英語の授業の中で教えていくことで、ただ外国語を身につ

けるだけではなく、地球市民として責任を感じられる子ど

もたちを育てていきたいと思っています。社会科でも同様

のことを学びますが、それを外国語教育の中で扱う意義は、

自分でメッセージを発信したいと思った時に、ツールとし

て外国語が役に立ちますよね。そこが社会科の国際理解教

育と違うところかなと思います。

学芸大生に一言

　教師は、子どもたちが成長していく過程を共有できる素

敵な仕事だと思います。ですが様々な社会状況もあるので、

助けが欲しい時は「助けて！」って叫んでもいいんだよと

伝えています。一人で悶々とせずに周りの人と共に、でも

流されることなく、そして自分らしくクリエイティブに、

これから漕ぎ出していく大海原でたくましく、しなやかに

生きていってほしいなと思います。

人文社会科学系 外国語・外国文化研究講座
英語科教育学分野

専門について教えてください。

　教育方法学です。主に、「授業とは」「よりよい学びとは」

を問う授業研究、「学級とは、心地よい集団とは」を問う学

級経営研究、「学びの計画・履歴のありよう」を問うカリキュ

ラム研究を行っています。どれか一つに絞るというよりは、

それぞれがどう関連して子どもの学びが形づくられたり、

深まったりしていくか、ということを考えています。自他

ともに認める「授業マニア」です（笑）

学生に対して一言！

　大学では、様々な当たり前を問い直す学び（批判的検討）

を大切にし、愉しんでください。しかし、「批判」は、「非

難」や「否定」とは意味が違います。教員志望の方は、様々

な物事にどんなよさや価値があるのかという見方も大切に

してほしいです。教育現場で子どもを見る時の基本は、ど

んなに対応が難しくても、ありのままのその子によさや思

いがつまっているという見方だと思います。否定ではなく

肯定的な見方を基本にすることが、子どもたちの心地よい

学校生活をつくる第一歩だと思います。

総合教育科学系 教育学講座
学校教育学分野
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専門について教えてください。

　私の中で二つ専門があります。一つは木材という材料を

どう使うか，加工するかという研究と，もう一つは小学校

ものづくり技術（STEM/STEAM）や中学校技術科に関する

教育法の研究を専門にしています。学芸大では、木材加工

の授業と中等技術科教育法の授業を担当していますが、木

材加工等の教科の内容の授業において，教育法のニュアン

スを取り入れたり、教育法の授業において木材加工の内容

を取り入れたり、両方をクロスさせて、教科の内容と方法

がどう教員になるために役立つのかということを説明する

ようにしています。

学生に期待することは？

　是非，学芸大生になったらやってもらいたいと思うのは、

学芸大の先生の授業を受けて、自分だったらこうやって教

えるとか、こうやって授業してみたいとか、僕だったら木

材のことを大谷よりこうやって上手く伝えられるとか、常

に私達の授業を教育の視点から観察してくれるような人に

なって欲しいと思います。

芸術・スポーツ科学系 養護教育講座
養護教育分野

先生のご専門について教えてください

　養護教諭になる人への教育に携わっているのですが私自

身が養護教諭として実際に働いた経験がありますので、実

践的なものを研究したり、養護教諭自身の成長プロセスと

いったものを中心に研究しています。養護教諭は一校に一

人もしくは二人くらいしかいない少人数なので、校内で他

の先生方から学ぶ機会が非常に少なく、学校で問題があっ

たり疑問を持ったりした時にすぐに相談したり、先輩のや

り方を学んだりすることができません。そのため養護教諭

自身が成長してスキルアップしていくためにはどんな手立

てが必要かということを研究のテーマにしています。

学芸大生に一言

　教員は、子どもたちのこれからを支えていくという意味

ではすごく大事な仕事だと思っています。養護教諭でなく

ても子どもたちの成長のそばにいられるというのはとても

貴重な仕事ですしやりがいがある仕事です。燃えつきると

か疲れてしまうとか、仕事が大変だという話が多いですが、

子ども自身の成長に寄り添える素晴らしい仕事だと思いま

すので、ぜひ皆さんが学校現場で活躍して、子どもたちの

支えになってもらえたらと思っています。あとは養護教諭

のことをもっと知ってください（笑）。

教職大学院 教育実践創生講座
（技術教育サブプログラム担当）

せんせいのーとの
フルバージョンはこちらから
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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。

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（48・49 ページ参照）をめざ
す人のための課程です。全７コースから成り、それぞれで博物館、劇場、図書館などや海外で様々な支援を
する公務員などを主として養成します。

どんな免許や資格がとれるの？
　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。）
　教員免許以外の資格として、学校図書館司書教諭や学校司書、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・社会教育士）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。）

さあ  東京学芸大学で学ぼう
東京学芸大学には、学校教育系と教育支援系があります。

東京学芸大学・教育学部

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

初等教育教員養成課程

教育支援専攻
　　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・地域研究サブコース）
　　情報教育コース
　　表現教育コース
　　生涯スポーツコース

教育支援課程

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

特別支援教育教員養成課程
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
養護教育専攻

学
校
教
育
系

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

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

① 深い教養を身に付ける「教養科目」

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

② 教育について学ぶ「教育基礎科目」

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

どんなことを学ぶの？

③ 

専
攻
科
目

② 

教
育
基
礎
科
目

① 

教
養
科
目

○ 

自
由
選
択

5

6

3

8

16

55

67

71

69

76

47

35

49

29

10

22

22

22

22

22

A類

B類

C類

D類

E類

※専攻（選修・コース）により単位数は異なる場合があります。

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

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

○ 学びの裾野を広げる自由選択

教育実習を通した４年間の流れ（学校教育系）

1年次

教職入門

事前指導 事後指導

教育実地研究Ⅰ
（教育実習）

教育実地研究Ⅱ
（選択教育実習） 教職実践演習

2年次 3年次 4年次

③ 専門分野について学ぶ「専攻科目」

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

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

先輩からのメッセージ  

国語選修では小学校教員として必要な知識技能の習得のみ
ならず、国語や国語科教育の専門性を高めることが出来ま

す。授業は講義だけでなく、演習や模擬授業など実践的な
活動も豊富です。「国語科教育とは何か」「どのように教え、
学ばせるのか」をグループワークやディスカッションを通
して学ぶことが出来ます。また授業のほかにも国語選修で
は１年生から参加できる自主ゼミの活動を積極的に行って
おり、学年を問わず一つの議題・テーマについて議論する
ことでより深い学びを得ている学生が多いです。
私自身、授業や自主ゼミでの実践的な活動や議論、先生
方からいただいた助言から多くの事を学び、教育実習や
卒業論文製作に活かすことができました。
 （黒澤花如　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。

国語科の講義では学生同士で話し合いながら授業を進める授業が多くあります。

国　語

A 類国語科では自主ゼミを通して、自らの研究を主体的に深めています。
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初等教育教員養成課程

A類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

私たちは常に社会の中で生きています。普段の生活で触
れるニュースも身の回りで起こる事象も、“社会”という
ものの中で起きているものです。こうした社会の事象は、

歴史学や地理学、法学、政治学、経済学、社会学、哲学といっ
た様々な分野の問題がつながって起きていると私は考え
ます。自分の身の回りで起こることを様々な分野から多
面的に、また、一つの分野から専門的に見る視点を持つ
ことは、教員としてだけではなく社会の中で生きる一人
の人間として大切なのではないでしょうか。本選修では
こうした社会の事象を見る視点を身につけつつ、教員に
なるための知識や技術を習得していきます。私たちと一
緒に多様な視点を持った教員を目指しませんか。
 （井上ひなの　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。

巡検風景（三島市）：地理学の臨地研究の授業で源兵衛川の湧水について説明を受ける場面。

社　会

模擬授業：教職実践演習で武士の登場をテーマに模擬授業をする場面。
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類

初等教育教員養成課程

A類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

A類数学科（A数）では，「大学数学」だけでなく「数
学教育学」についても詳しく学ぶことができます．それ
ぞれの視点から授業観を深められるところは，本学数学
科ならではの特徴だと思います．また，A数では中学校，
高等学校の数学の教員免許も取得可能です．小学校での
学習に関する理解が中・高数学科の授業を工夫する視点
となったり，小・中一貫教育という点から就職・研究の
選択肢の幅が広がったりするなど，中・高教員を目指し

ている人にとっても魅力的な学科と言えます．
最後に，A数は「数学好き」で「子ども好き」な皆さんにぴっ
たりの学科です．未来の子どもたちに算数・数学の楽し
さを伝えていける教師を一緒に目指してみませんか？
 （藁科慶太朗　4年）

特色ある科目  

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

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

数学科の学生の解答例の発表

数　学

ゼミでの議論風景
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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  

理科を教えるからには、ベースとなる知識・技能が、最低
限身についていなければなりません。教員の知識不足・技
能不足（＋準備不足）は、子供たちが敏感に感じ取ります。

さらに，子供たちにとって面白く、効果的な学びとなる授
業を目指すとなると、「研究する」という経験を積む必要
があります。そもそも教科としての「理科」が科学的な研
究の成果やプロセスを基にしているわけですから、本気の
「研究」を経験している教員と、そうでない教員との授業
の間に差が出やすいことは明らかです。そのために「卒業
研究」というものがあります。学芸大学には充実した卒業
研究を行うために必要な設備、優秀な先生方が揃っていま
す。子供たちと一緒に楽しく理科を学ぶ様子を具体的にイ
メージしながら、学び続けて下さい。
 （近野洋平　2017 年度卒業生）

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。

生物学実験：DNA塩基配列の違いでイネの品種を見分ける実験

理　科

科学教材開発研究論：小学生を対象とした実験教室の立案と準備
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類A類

4年間の学び  

本選修では、音楽の基礎的な知識と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。1、2年次には小学校の音楽科教
員としての土台となる音楽的資質、知識を高めるための授業
として、一つの専門に特化する形態ではなく、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を幅
広く学びます。更に初年度春学期には音楽選修入門セミナー
として、4年間の学びに必要となる文献の探し方や楽曲解釈、
ピアノの構造や扱い方、発声法、演奏における体の使い方など、
適宜外部より専門家を招き学びます。また興味に応じて和楽
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授業が始まり、音楽科を中心とした
小学校教育の理論・実践的な学びを深めます。並行し多くの
学生が中学校・高等学校の音楽教員免許取得を希望し履修し
ております。3年次には声楽・ピアノ・管弦打楽器・作曲・音
楽学・音楽科教育の実技と理論に関する 6つの分野から自分
の興味のある専門分野一つを選択し、4年次秋学期に行われる
卒業演奏、または卒業論文発表に向けて取り組んでいきます。
本選修の特色は、レッスンなど演習を中心とするものが多く、
教員との距離が近いことが挙げられます。4年間を通して、音
楽の楽しさを実感できることと思います。

先輩からのメッセージ  

「教師になって子どもたちに音楽のよさを伝えたい！」し
かし“音楽のよさ”とは一体何でしょうか。“音楽のよさ”
は本や教科書を読むだけでわかるようなものではありませ

ん。実際に「体験」することなしに“音楽のよさ”を知る
ことはできないでしょう。音楽科にはレッスンや講義、演
奏会、自主ゼミ、海外研修など、“音楽のよさ”を発見する「体
験」の場が多く用意されています。みなさんもここで私た
ちと一緒に“音楽のよさ”について考えてみませんか。
またA類は各教科の指導法も学びます。他教科から得た
知見を音楽科に持ち込み、それらを応用・発展させていく
ことで、よりよい音楽教育を模索していくことができるの
も本選修の魅力です。 （石丸暁　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。

「入門セミナー」におけるアレクサンダー・テクニーク実習

初等教育教員養成課程

音　楽

「音楽科特別研究Ｂ］では様々なリコーダーを学習します。
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A類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

私が考える本選修の最大の魅力は、「学ぶ楽しさ」に没頭
できる環境だと思います。
授業では絵画や彫刻、デザインや工芸などの様々な表現
技法を横断的に学習します。多様な表現技法に触れ、体

験し、知識を具えることができるカリキュラムになって
いるので、挑戦したことのなかった表現技法の面白さに
気づくことができます。そこから新たな分野に踏み出し
て学びを深めていく人も多いです。また、気になったこ
とや興味が湧いたことには、先生や仲間が一緒になって
とことん意見を交わしてもくれます。
このように、先生や仲間が自分の学びをさらに加速させ
てくれるので、毎日時間が足りないと感じるほどに学び
に没頭し、楽しむことができます。 （虫谷涼香　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。

様々な色を使ってグループで描く演習。

初等教育教員養成課程

美　術

紙を使った造形ワークショップ。
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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：本時で扱う技についての説明。

保健体育

4年間の学び  

1年次：専門的な体育実技や保健体育分野における基礎学問
を学習し、「教職入門」で教職の世界へ第一歩を踏み出します。
2年次：「運動生理学概論」「スポーツ社会学」などにより多
くの保健体育分野の基礎学問を学習します。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、保健体育の教材研究や授業方法の学習や教育実習の準
備が始まります。さらに、体育を含め各教科の指導法の学習
が始まります。夏季休暇中には、2日間の集中授業で3年次の
教育実習の映像を観察する「授業観察演習」があり、翌年の
教育実習の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」など教育実習に直接関わる科目を履修し、
教育実習の「事前指導」を通じて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、教材研究や授業実践
を行う力を高めていきます。実習終了後には「事後指導」で実
習の振り返りをし、4年次の選択実習での課題を設定します。
4年次：それまでに得た知識や視点からテーマを決め、卒業
研究として論文作成と発表を行います。また、選択で公立小
学校での教育実習を履修できます。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、社会に出るため
の最後の準備をします。以上のように、4年間を通して教育全
体の理解へ迫るという本選修のめざす学習活動を行います。

先輩からのメッセージ  

この選修は、体育教育を専門的に学びながら、小学校教員を
目指すことを目的としています。講義では、体育や他教科の
教育学の視点に立った授業が展開され、小学校教員として必
要な資質や能力を高めることができます。さらに、実技の授

業で実践的に学べることができるとともに、教材研究や模擬
授業を通して指導力を高めることができるのもこの選修の
魅力の一つです。私は所属するゼミで、体育科教育学を中心
に学んでいます。体育の研究授業を参観することで、教師と
子どもの両方の視点から教育について具体的に議論してい
ます。この充実した環境の中で体育教育の専門性を身につ
け、高い志を持った仲間と切磋琢磨しながら、教師をともに
目指しましょう。 （藤田弥空　3年）

特色ある科目  

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

保健体育科模擬授業演習 A：小学校の授業を想定して学生が指導案を考え、模擬授業を行います。
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初等教育教員養成課程

A類

4年間の学び  

1 年次では、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、家庭経営学に関する科目を履修し、被服の機能と被
服材料や歴史的変遷や基礎的縫製技術（含む被服製作）、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、被服管理や洗剤の特性
（含む実験）、日本の伝統文化としての和裁の技能（被服製作
演習）、栄養学（含む実習）を学びます。また、教育の情報
化についての基礎的な事項や家庭科での ICT活用について
も実践的に学びます。3年次には、教育実習に向けて、事前
指導での授業参観などを通してより具体的に実習に臨む準
備をします。2年から 3年にかけて、小学校で学ぶ各教科の
指導法や教科の内容に関する科目も学んでいきます。4年次
には、卒業研究に取り組みます。各々のテーマに沿って、４
年間の学びの集大成として論文を仕上げます。

先輩からのメッセージ  

A類家庭選修は、小学校教員になることを見据えた勉強に留
まらず、家庭科や家庭科教育の専門性を高めることができま
す。食物、被服、住居、家族、保育、家庭経営などの授業が
あり、幅広い分野の学習をします。それぞれ講義形式の授業

で知識を深めるだけではなく、調理実習・食物や被服の実験・
被服製作・保育園実習などたくさんの実践的な学習の場があ
るのも魅力です。また、家庭科教育法の授業では、模擬授業
を通して学校現場で活きる力を身につけることができます。
家庭選修は少人数
の選修なので、男
女問わず仲が良い
です。先生方との
距離も近く、寄り
添って丁寧にご指
導してくださいま
す。是非この恵ま
れた環境の中で家
庭科を学んでみて
はどうでしょう
か？皆さんの入学
をお待ちしていま
す。
 （佐藤絢音　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。

冬の生活の工夫として、箱の中に溜めた煙の出方から暖房時の換気方法を考える実験教材を検討しています。

家　庭

うるち米ともち米の吸水と糊化の違いを実験して
います。
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類

初等教育教員養成課程

A類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

みなさんは小学校における英語教育と聞いて、どのよう
な印象を受けますか。今年度から英語の「教科化」が始
まり、今、小学校英語は変化の一途をたどっています。
そんな中、私たちは一人一人が目標を持ち、それぞれの
アプローチができるように日々学習を進めています。本
選修は、多くの講義が少人数で開講されるため、学生同
士や先生方との距離が近く、意見の交流を活発に行える

という特色があります。また、4年間で小学校免許の取得
を目指すため、英語に関する科目はもちろん、他教科に
関する科目も履修します。幅広い視野を持って知識を深
められるという点が本選修の魅力です。
このように、本選修はみなさんが有意義に学修を進める
ことができる要素であふれています。ここで友人や先生
方と過ごす 4年間は、きっとかけがえのないものとなる
でしょう。 （大西啓太　4年）

特色ある科目  

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

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・高の英語の免許も取得
することができます。

マザーグースをリズムよく言えるよう練習中

英　語

子どもに英語で話すのは思っているほど簡単ではありません。
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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  

「学校は何のためにあるのだろう？」「教師の役割とは何だろ

う？」この選修に入って、私はこれらのことをよく考えるよう
になりました。学校教育選修では、各教科に加えて、様々な
教科の基盤となる教育学について学びます。教育学の５領域
のそれぞれの視点から教育を見つめることによって、知らな
かった見方・考え方に触れることができます。それらをもとに、
これまで自分が受けてきた学校教育や家庭での教育を改め
て振り返ったり、これからの教育について考えたりできるの
がこの選修の魅力の一つです。学問の山は高く険しいですが、
入学して出会う素敵な先生方や仲間たちと一緒に学んだり、
時には議論したりすることで、楽しみながら充実した大学生
活を送ることができるはずです。 （松本裕佳　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。

教育実習前に全員が模擬授業！

学校教育

アクティブ・ラーニングの模擬授業とその観察
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類

初等教育教員養成課程

A類

学校心理を学んだ教員の強みについて考える学生（グループディスカッション）

学校心理

4年間の学び  

学校心理選修では、人の記憶・学習・理解・動機づけのメカニ
ズムを解明する「教授・学習、認知心理学」により、子どもが
学習につまずいたときに、具体的な支援の方法を示すことができ
ます。「社会心理学」により、子どもが互いに尊重し合い、個
性の輝く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「教
育実地研究Ⅰ」（附属学校での教育実習）、さらに４年で「教育
実地研究Ⅱ」（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「心理学統計法」
に始まり、２年次には、「授業実践の心理学」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年での卒業研究と続きます。２つの道のりは
お互いに独立ではなく、１年次からの学校見学や教育実習など
で問題意識を育み、それを解決する心理学の研究方法と専門
知識を学び、さらに、教育実習などに生かして行くという、「ス
パイラルな学び」により実践的な力をつけることができます。

先輩からのメッセージ  

学校心理選修では、心理学の理論的な視点から、子どもたち
や保護者との関わりについて学ぶことができます。例えば、授
業分析により、教師の働きかけが児童に与える影響を考える授
業や、発達・認知などの心理学の知識を用いて、児童の問題

行動の背景や対処の方法を考える授業があります。このような
授業を通して私たちは、教師の動きや声かけに、理論的な裏
付けをすることができると分かりました。私たちは春から小学校
の教壇に立ちます。子どもたちや保護者との関わりは、経験や
感覚によって学んでいくこともありますが、指導する際に心理学
を生かし、経験の不足を補うことができるのではないかと考え
ています。一度、学校心理選修という選択肢を検討してみてく
ださい。
 （杉村祐太　竹中友理　美濃谷康太　2019 年度卒業生）

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
計法や実験法、2年次の質問紙調査法などの技法を駆使し
て自分たちで研究を仕上げます。

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」を育むために教師として必要な心理学の専
門知識を学習します。学力を高め、発達障害を含む発達の個人差に対応し、いじめや不登校のないクラスづくりを
進めるなど、多様な教育課題に取り組むために役立つ心のしくみについての専門知識と実践力を育成します。

学校心理を学んだ教員の強みにについて考える学生（全体共有）
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初等教育教員養成課程

A類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

多様化するグローバル社会においてより良い教育を考え
ていくためには、日本だけでなく、世界にこそ目を向け
る必要があります。世界から学ぶことは非常に多く、地
球的視野に立って日本を見つめることで新たな視点を見
出せると思います。授業では、日本や世界の教育を様々

な観点から捉えて理解を深めると同時に、グローバル社
会において必要とされる能力を身につけ、自分自身の世
界を広げていく機会がたくさんあります。そしてクラス
は、少人数で、学生同士の仲が良く、切磋琢磨し、様々
な価値観を共有できる素晴らしい環境です。「国際教育」
は追究するほどおもしろいです。個性豊かで素敵な仲間
と共に、国際教育の可能性を考えてみませんか？
 （手塚遥子　2年）

特色ある科目  

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

世界的視野にたって日本の教育にとりくむ教師
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。

「Cross-cultural Ideas and Activities」の授業で留学生と白熱討論

国際教育

いざという時は、一致団結。こどもを守る、地球を守る！
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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・教育工学分野を教育の
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・教育工学の基礎となる数学を
学び、また、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  

パソコンやスマートフォンが普及し、AI時代の到来がすぐそ
こまで迫ってきています。学校現場でもタブレット端末など
ICTの導入・活用が進み、プログラミング教育の必修化が今年
度からついに始まりました。私たちは、ICTを活用できるよう
になればAI時代に活きる子ども達に質の高い学習が提供でき
ると考え、教育の最前線で活躍し、知見と経験が豊富な先生方

のもとで情報教育について深く学んでいます。「情報教育」と
言っても、単にプログラミングや教科「情報」だけを勉強して
いるだけではありません。コンピュータやインターネット技術、
ICTを活用した全ての教科へのアプローチ、そして、学校教育
を ICTでよりよいものにしていく方法などを仲間と切磋琢磨
しながら学んでいます。情報科学や技術について深く学べるの
はもちろん、ICTを活用した授業や教育について学ぶことので
きる、そんな情報教育選修をおすすめします。私たちと一緒に
日本の情報教育を支えていきませんか？ （渡邊剛　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、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

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、情報科学・情報工学・教育工学の知識
や技能を体系的に学ぶことができます。

教育実習における電子黒板を活用した授業

情報教育

コンピュータを用いた授業の様子
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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」と一言で聞いてどのようなことを学ぶのか疑
問に思う方も多いと思います。A類環境教育選修では、そ
れぞれが自分の興味を持った視点から「環境」にアプロー
チし、「環境教育」としてどのように伝えていくのかを考

えていきます。人文科学、社会科学、自然科学の枠に留ま
らず幅広く学びを深めていくことができる選修です。
授業においては、農村での宿泊実習を含む野外での作業や
観察、また巡検などフィールドワークの機会に恵まれてい
ることが特徴です。授業内容は幅広いですが、文理を超え
た仲間と助け合いながら共に学んでいくことができます。
何にでもチャレンジしてみようという好奇心溢れる方、ぜ
ひ私たちと一緒に環境教育選修で学びませんか。
 （吉田安理沙　4年）

特色ある科目  

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

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

授業「地域の環境学と農的体験Ⅰ」（学部 2年時）八王子の里山保全活動で竹細工の体験

授業「河川環境論」（学部 3年時）荒川支流・槻川での水生生物の調査

学校教育系 ／ A類　環境教育   31



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  

木材や金属を加工したり、プログラミングをしたり、大学
内の農園で野菜を育てたりするなど、中学校技術科とのつ
ながりが強いのがこの選修の特徴です。私を含め、この選

修には“もの”をつくるのが好きな人が集まっているので、
助け合い、楽しみながら学んでいます。また、この選修は
1学年の人数が少ないため、先生方との距離が近いのも印
象的です。
3年次で初めて小学校の教育実習に行きましたが、私はこ
れまで学んだことを活かして、様々な教科で「ものづくり」
を取り入れた授業を考えました。ただ“もの”をつくるの
ではなく、子どもたちが直面している目の前の問題を解決
するために「ものづくり」を取り入れようとするのも、私
たちの選修らしさです。 （星野晃也　4年）

特色ある科目  

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

豊かな“ものづくり力”をもつ教師になろう。
テクノロジーやサイエンスに関する強固なバックグラウンドを持った「ものづくり」を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、ものづくりの技術の基礎的な科目や科学などを、
広範囲に学習するカリキュラムとなっています。

木材加工の授業では試作・設計を繰り返して、作品を完成させます。～ものづくり実験室にて～

ものづくり
技術

ものづくりの基本となる様々な加工方法を身に付けます
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初等教育教員養成課程

A類

4年間の学び  

1 年次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知識や技術等
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
の知識や技術等を学びます。また、附属幼稚園のクラスに
入り、グループで実習を行う授業もあります。保育を参観
し、幼児の興味を捉えて自分たちで教材を開発し、それを
使って実際に保育を行います。3年次の春学期には附属幼
稚園での観察実習があり、数日かけて幼児と保育の様子を
記録し、それをもとに多面的に幼児を理解する手法を学び
ます。幼児教育のカリキュラムや発達心理学の理論など、
教職の高度な専門的学習も同時に進められます。秋期には
3週間の教育実習があり、小金井園舎と竹早園舎に分かれ
て、それまでに学んだ知識や技術等を生かして自ら日々の
保育を構想し、実践する機会があります。4年次には卒業
研究で卒業論文に取り組みます。幼児や保育に関わるテー
マを設定し、研究室に入って 1年かけてじっくり探求し、
論文にまとめます。4年間を通して、幼児の世界や保育の
営みの豊かさを深く知り、他者と経験を交流して協同的に
学んでいく保育者になってほしいと思います。

先輩からのメッセージ  

皆さんは「遊び」と聞いてどのようなことを思い浮かべます
か？遊びが幼児期にどれほど大切なものなのか、遊びの魅
力とは何か、保育者としてどのように幼児の遊びを中心とし
た学びを支えていくのかを、幼児教育選修では講義と実践を
通して学んでいきます。先生方の熱のこもったお話に加え、

時には自らの心と体を動かしたり子どもと関わったりして遊
びの楽しさ・大切さを感じることができる充実した講義や
フィールドワーク、日々素晴らしい保育を行う附属幼稚園との
交流、保育士資格や小学校教員免許も取得できる幅広い学び
等の環境は、夢に向かって学ぶ私たちをいつも支えてくれま
す。4年間での様々な学びと経験が、私の保育者になりたいと
いう思いを強くしてくれました。学年関係なくみんな仲が良い
のも幼児教育選修の大きな魅力です。この素敵な環境で共
に学び、夢を叶えましょう！ （安藤楓　2019 年度卒業生）

特色ある科目  

幼児教育選修入門セミナー、乳幼児心理学、幼児教育学、
音楽表現Ⅰ / Ⅱ、保健体育Ⅰ / Ⅱ、美術Ⅰ / Ⅱ、ピアノ
基礎Ⅰ /Ⅱ、保育内容「健康」「人間関係」「環境」「言葉」
「表現A/B/C」、幼児教育と情報、保育内容総論、保育原理、
幼児教育心理学、保育者論、幼児体育特講
詳しくは幼児教育選修のウェブサイトをご覧ください。
https://www.u-gakugei.ac.jp/̃youji73/

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

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

幼児教育

フィールドワークを通して、子ども達と実際にかかわりながら、実践的な学びを
深めていきます。
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中等教育教員養成課程

B類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

「国語専攻」と一口に言っても、その内容は多岐にわた
ります。現代文・古文・漢文、そして国語教育学。近代

文学や日本語学に興味がある方もおられるのではないで
しょうか。こうした将来教壇に立つために必要な一通り
の知識に加えて、特に興味のある分野を突き詰めて学べ
る環境が整っていることが B類国語科の特長です。一年
次から加入できる自主ゼミは学生が主体となって勉強を
行う場です。その数は 20 をこえ、ジャンルも多岐にわた
ります。きっと興味のあるゼミが見つかるはずです。二
年次から始まる演習形式の授業は、受講者同士で発表・
議論を行うものです。自分の専門でないジャンルの研究
をする貴重な機会となるでしょう。 （細川柊平　4年）

特色ある科目  

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

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

■■■■■■■■■■■

国　語

中等国語科教育法では実際に授業体験をしながら具体的に指導法を学んでいます。

B国では自主ゼミに複数入って研究を主体的に深める人も多いです。
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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  

たとえば「社会」という言葉は、時にしたり顔で口にさ
れることがありますが、その場合それが意味するところ
はあまり判然としないことが多い。同様に、私たちの身
の周りには、当たり前のように使われていながら、実は

よくわかっていない言葉や現象がたくさんあるのではな
いでしょうか。本専攻では、実践的な指導方法はもちろ
んのこと、上記の七分野にて、ゼミを中心に、教員や仲
間と議論する経験を積み重ねながら専門的な思考方法を
学びます。その際どの分野でもおそらく変わらないのは、
身の周りの「当たり前」を問い直そうとする姿勢でしょう。
私たちが生きる社会のカラクリを問うというこの魅力的
な活動に、みなさんも参加してみませんか。
 （松崎匠　2019 年度卒業生）

特色ある科目  

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

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

■■■■■■■■■■■

社　会

授業風景：社会学の教員から指導を受けて課題に取り組んでいる場面。

模擬授業：教職実践演習で長篠の合戦をテーマに模擬授業をする場面。
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中等教育教員養成課程

B類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

時々刻々と変化する社会。数学教育も、そのような新し
い時代に即したものへと変容していく必要があります。B
類数学科では 4年間かけて、専門的でより高度な数学の
知識を深めていきます。さらに数学の授業の基盤となる
理論や、数学教育の指導法や変遷、課題等を学び数学教
育とはどのようなものか，どうしていけばよいのかを広
く深く考えていくことができます。また、教育実習や実

際に学校で教員として働いている方のお話を聴く機会も
充実しています。これらの活動を通して確かな指導力を
養うこともできます。
皆さんも是非、数学の楽しさを伝えたいという同じ志を
持った仲間たちと切磋琢磨しながら、自分の夢に向かっ
て突き進んでいきましょう！
 （山口大輝　4年）

特色ある科目  

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

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

目指すべき授業について、小学校と中学校の授業ビデオを見て議論しています。

数　学

４年次の卒業研究では、お互いに発表しながら勉強・研究をします。
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中等教育教員養成課程

B類

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

本学の理科では、1・2 年時に物理学・化学・生物学・地
学のすべての分野を学びます。概論ではそれぞれの分野

の基礎知識を学び、演習ではそれを基とした発展的な内
容を学びます。また、各分野の実験も行います。専門の
枠にとらわれず幅広い分野を学び、そして実験を行うこ
とで知識に厚みがついていきます。2年時には自分の専門
とする分野の学習が本格的に始まり、3・4 年時での卒業
研究へとつながっていきます。卒業研究では、自分の専
門分野を深め、より専門性の高い知識をつけることが出
来ます。4つの分野を学ぶことで得られる厚い知識と、専
門分野を深めることで得られる専門性の高い知識の両者
は教育学部だからこそ得ることが出来ます。
 （多賀牧穂　4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。

中等理科教育法Ⅰ：中学校理科「化学変化と物質の質量」を題材にした模擬授業

理　科

1 年次の物理学実験 : 光学に関する実験のひとコマ。
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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、入試において選択した各自の専門分野をよ
り深く学ぶことを通じ、中学校・高等学校音楽科教員と
して必要な教科の知識と力を養うことを目的としてカリ
キュラムが組まれています。また 1、2 年次には自分の専
門分野のみではなく、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も幅広く履修します。
更に初年度春学期には音楽専攻入門セミナーとして、4年
間の学びに必要となる文献の探し方や楽曲解釈、ピアノ
の構造や扱い方、発声法、演奏における体の使い方など、
適宜外部より専門家を招き学びます。また興味に応じて
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、各自の専門性
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。本専攻の特色は、レッスン
など演習を中心とするものが多く、教員との距離が近い
ことが挙げられます。4年間を通して、音楽の楽しさを実
感できることと思います。

先輩からのメッセージ  

本専攻では、音楽教育に特化した授業の他にピアノ、声楽、
管弦打楽器、和楽器、合唱など、音楽科教員になるため
に必要な教養を幅広く身につけることが出来ます。
また各門下における勉強会やクラスコンサート、有志に

よる演奏会など、発表する機会が多くあります。その度
に自分自身と向き合うことができ、自分の専門分野や音
楽に対する考え、学びが深まります。学生が主体となり
一からつくり上げるコンサートは簡単なことではありま
せんが、とても達成感があり、普段ではなかなか味わう
ことの出来ない貴重な経験だと思います。
このように、本専攻は音楽が大好きな仲間たちと一緒に
演奏し、語り合いながら、お互いを高められるとても魅
力的な学科です。 （栁澤小春　3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。

「民族音楽演習」では世界の民族音楽の知識と演奏技術を学びます。

音　楽

実技科目として声楽、ピアノ、管弦打楽器を幅広く学びます
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中等教育教員養成課程

B類

4年間の学び  

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  

学芸大には教員を目指す人が集まりますが、同じような人
が集まるわけではありません。教育に対する考え方が自分
と異なる人も沢山います。その“違い”が、時にぶつかり、
混ざり合って、大学の学びを形づくってくれています。そ
うした周りと育む学びの他に、自分と向き合う学びとなる
のが2年生から配属となる研究室です。絵画や彫刻、デザ

インに工芸分野、美術教育、美術史など、様々な分野に分
かれ、それぞれの専門性を高めることができます。またB
類はA類にくら
べ必修が少なく、
自由な時間が多
いです。研究室で
制作・研究をした
り、課題を進めた
り、自由選択で授
業をとったり…
その時間をどう
過ごすかは自分
次第。適度に厳し
く、適度にゆるく、
自分に合った学
び方を選べると
ころが、B類美術
科の良い所でも
あります。
 （佐藤寛竜　3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。

授業「美術演習Ⅳ（彫金制作）」で糸鋸による透かし彫り表現を施している制作風景。

美　術

授業「美術演習Ⅲ」3年生学生作品（ペンダント
ライト）素材：銅・銀メッキ仕上げ。
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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｡

水泳 B：「泳ぐ」という実践に加え、実践内容の裏付けを理解しながら指導法も学ぶ。

4年間の学び  

1 年次：専門的な体育実技や保健体育分野における基礎学
問を学習し、「教職入門」で教職の世界へ第一歩を踏み出
します。2年次：「スポーツバイオメカニクス概論」などに
より多くの保健体育分野の基礎学問を学習します。また、
「運動方法学総論」など運動指導の基礎となる学習や「中等
保健体育科教育法」「保健体育科模擬授業演習B」など保健
体育の教科教育法の授業を履修することを通して教育実
習の準備が始まります。夏季休暇中には、2日間の集中授
業で 3年次の教育実習の映像を観察する「授業観察演習」
があり、翌年の教育実習の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」「運
動部活動指導演習」など教育実習に直接関わる科目を履修
し、教育実習の「事前指導」を通じて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、
高等学校などで行います。大学で学んだ知識やスキルを活
かして教材研究や授業実践を行う力を高めていきます。実
習終了後には「事後指導」で実習の振り返りをし、4年次
の選択実習での課題を設定します。4年次：それまでに得
た知識や視点からテーマを決め、卒業研究として論文作成
と発表を行います。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、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  

この専攻にいる一人一人が得意としている種目が違うた
め、体育の実技の授業ではお互い教えたり、教わったり
しています。それによって、どのようなアドバイスを行
えばうまくなるのか、うまくなるためにはどう身体を動

かせばよいのかを自然と考えるようになり、教師に必要
な「生徒にあった指導」のための思考力が身につきます。
また、体育だけでなく、教師として必要な知識や、保健
に関する知識も多く学ぶことができます。わかりやすく、
面白い授業を作るためにはどうしたら良いかを考え、実
践し、保健体育の授業をするうえで必要なことを学べま
す。
保健体育の教員になるための様々な知識を仲間と学習す
るため、多様な考えに触れながら学びを深めることがで
きます。 （磯部未侑　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Ⅲ：スポーツ諸科学を活かした実践を仲間とともに構想する。
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中等教育教員養成課程

B類

家　庭

4年間の学び  

1 年次では、入門セミナーで、大学で学ぶ意義や家庭科教
員になる心構えについて理解します。専門科目では、家庭
経営、衣、食の基礎を学ぶ科目を履修し、意思決定論、家
計、消費者問題、被服学、被服文化含む浴衣の着装）、基
礎的縫製技術（被服製作）、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。住居と保育に関する授業も始まり、住居
学、安全・快適な住環境、乳幼児の発達や生活（含む保育
園実習）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、和服の製作のほか、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、生活経営、保育学の各領域を選び、４年間の学び
の集大成として論文を仕上げます。

先輩からのメッセージ  

B類家庭専攻では、専門性が高く実践的な授業を通して、「家
庭科」について考えより深く学ぶことができます。食物、
被服、住居、保育、家族・家庭生活、家庭経営など様々な
授業があり、各分野において知識・経験豊富な先生方のも

と、幅広い知識を得ることができます。 また、調理実習・
実験、被服製作・実験、住環境測定などの体験的な授業を
通して、実践力を養うことができます。家庭科の授業は、
少人数のものが多く、家庭科に興味を持った仲間と互いに
刺激しあいながら、家庭科について楽しく学ぶことが出来
るのもこの専攻の良いところです。この専攻では、家庭科
を通して子どもたちの生活を考えるだけでなく、自身の視
野を広げることができます。 （赤羽 嶺　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。

子どものとき好きだった絵本を読み直して、そのころの気持ちを思い出しています。

繊維についての実験をしています。
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B類

4年間の学び  

1 年次には、製図、木材加工、金属加工等の授業を通して、
工学的デザイン（設計）プロセスに基づいた設計・試作・
製作に関する基礎的な能力を身につけます。これと並行
する形で、中学校の技術科教員になるための基礎知識や、
数学・物理学・情報工学についての基礎知識に関する学
習も行います。2年次には、1年次の学習内容を踏まえ、
技術科教員になるため、教科教育学、栽培学、加工学、
電気工学、情報工学、機械工学等に関する幅広い知識を
習得します。3年次には、2年次の学習内容を発展させ、
技術科教員になるための教科教育学や工学について更な
る学習を行います。2年次・3年次では座学により各専門
科目の基礎事項を学ぶと共に、実験・実習により座学で
得た知識の確認を行います。また 3年次初頭に、卒業研
究のために研究室への配属が行われ、研究室のゼミ等に
より卒業研究に向けての準備が始まります。3 年次の 9月
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。卒業研究は究極の問
題解決型学習です。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  

技術科はわたしたちが生きる実社会と深くつながってい
る教科です。複数の側面からの要求に応えるために、よ
りよい解決策を見つけ出すというところに教科ならでは
の学びやおもしろさがあるとわたしは思います。

本専攻では、中学校技術科の教員や高等学校工業科の教
員になるために必要な知識・技能を学んでいきます。講
義や演習を通して、理論と実践の両面から教科の専門性
を身に付けることができるのがこの専攻の特徴です。少
人数の学科であり、先生方からも充実したご指導をいた
だくことができるため、中学校技術科・高等学校工業科
の教員を目指す人には最適な環境が整っています。みな
さんとともに学び合える日を楽しみにしています。
 （濱川李佳　4年）

特色ある科目  

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

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

木材加工の授業における試作過程を通した 3Dプリンターの活用

中等教育教員養成課程

技　術

栽培の授業では、学内の農園を使って、生物育成に関する作物の栽培活動を行
います。～土壌の PH測定～

42   学校教育系 ／ B類　技術



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

先輩からのメッセージ  

「学校の先生になりたい！」その夢を叶えるために、より
高いレベルの環境で頑張りたいと思い、この大学を選びま
した。授業では、模擬授業などを通して、学校現場での実
践に向けて４年間を通して確実に力をつけていきます。英

語教育だけでなく、英語の歴史や英文法などの授業もあり、
様々な視点からの学びを通して、より幅広い視野を身につ
けることができます。
また、英語科の仲間は、一人一人が自分の夢に向かって努
力し、それをお互いに応援し合える家族のような存在です。
学年を超えてのつながりや、親身に向き合ってくださる先
生方にも恵まれ、本当に素敵な居場所だと感じています。
幅広い学びと一生の仲間たちとの出逢いの中で過ごす４年
間は、かけがえのないものになるはずです。 （永川茜　4年）

特色ある科目  

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

英語を学ぶおもしろさや奥深さを伝えよう。
英語教育の理論と実践、英語学、英米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。

が っつり英英辞典引いてます

中等教育教員養成課程

英　語

卒論ゼ ミで 議論白熱
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中等教育教員養成課程

B類

漢字研究Ⅰの授業では、楷書の臨書と創作の基礎について学びます。

書　道

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

書道について、実技・歴史・理論・鑑賞・指導法など、
幅広い視点から、深く学んでいます。例えば、漢字仮名
交じり研究の授業では、多くの作例とともに漢字仮名交
じりの書の変遷を辿り、実際に展覧会に足を運んで複数

の観点から作品を鑑賞した上で、自分の作品づくりに取
り組みました。また、３年生の教育実地研究では、書道・
書写のそれぞれの分野で、授業づくり・授業・授業の振
り返りをひと通り経験し、幅広い視点からの学びを生か
すとともに、今後の学びの課題を見つけることができま
した。４年生では、今までの学びの集大成として卒業論
文と卒業研究に取り組みます。大きなやりがい、貴重な
経験を得られる素敵な専攻で大学生活を送りませんか。
 （森田瑞穂　2019 年度卒業生）

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。

日頃の学びの成果を学内の展示施設で発表します。
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特別支援教育教員養成課程

C類

特別支援
教育

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

特別支援教育研究法の授業での聴力検査実習の様子

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「特別支援教育概論」などの特別支援
教育に関わる基礎的内容を学習するとともに、学校見学な
どを通じて障害児教育の実践について学びます。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、「指導法」や「心理学」など、それぞれの障害
の特性に関するより専門的な内容を学びます。また３年生
の秋学期以降は、各研究室のゼミに参加して卒業研究に向
けての準備を開始します。さらに春学期の附属学校におけ
る教育実習とともに、秋学期には附属特別支援学校や都立
ろう学校での教育実習を行い、実践の力を磨いていきます。
4年生になると教員採用試験に向けて勉強に励む学生が多
く、卒業研究とあわせて忙しい１年を過ごします。卒業時
には、小学校教員免許状（小免コースの場合）と特別支援
学校教員免許状（聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱
の 4 領域）の 2 種類の教員免許を取得することができます。
学生によっては、中学校や幼稚園の教員免許の取得もめざ
している者もいます。Ｃ類は卒業に必要とされる単位も多
く、近隣の特別支援学校等での教育支援やボランティアに
参加することも多いため忙しい４年間となりますが、その
分、大学生生活は充実したものとなるでしょう。

先輩からのメッセージ  

私はC類特別支援教育教員養成課程の「学習障害」教育を
専攻しています。C類では他にも「発達障害」、「言語障害」、
「聴覚障害」の四つの専攻に分かれますが、一つの障害に
関してだけではなく、知的障害、肢体不自由、病弱教育な
ども含め、様々な障害についても専門的に学んでいます。

各障害について多方面から指導・支援の方法を学び、考え
ています。また、ボランティア活動など、障害児と関わる
機会も多くあり、講義やゼミで学んだことを生かして、実
践的な力を身に付けることもできています。特別支援教育
を担う上で、子供たち一人一人を理解することがどれほど
大切か、多くの経験を通して実感しています。みなさんも
一緒に特別支援教育について学んでみませんか。
 （谷口健三郎　４年）

特色ある科目  

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

特別支援教育演習科目での文献購読の様子
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養護教育教員養成課程

D類

養護教育

附属幼稚園での保健指導の様子

4年間の学び  

1年次には、公衆衛生学や生理学など、子供の健康課題を見
つけ、対処していくために必要な科目や、学校保健、健康
教育、養護教諭の専門科目等の、基礎となる部分を学びます。
2年次には、1年次で学んだことをベースに臨床医学・看護
学などの科目を履修します。これらの科目は3年次にも引
き続いて履修し、養護教諭として健康面から子供のケアを
するために必要な、知識や技術を学びます。例えば保健だ
よりを作成したり、保健指導案とその教材を、グループで
意見を交わしながら作成し、実際に幼稚園児の前で指導し
たりします。また、保健科の免許を取得するための保健科
教育法の履修も始まります。3年次には、フィジカルアセス
メントや救急処置の理論と演習など、より専門的、実践的
な内容を学びます。さらに、附属学校での養護実習があり、
それまでに学んだ知識や技術を生かして実際に小中学生を
相手に、保健指導や一日保健室経営をする機会があります。
加えて保健センター実習、病院実習もあり、学校以外の保
健や健康サービスの実際について学びます。4年次は、選
択で公立小中学校での養護実習、保健科の免許を取得予定
の人は保健科実習があります。また4年間の学びの集大成
として、自ら決めたテーマのもと卒業論文を書き上げます。
学生生活を通して、養護教諭として、健康面から子供のケ
アに携わる人、学校や子供の健康課題解決のために、知識
と技術を活用できる人になって欲しいと考えています。

先輩からのメッセージ  

D類養護教育専攻では、教育の基礎知識から養護教諭に必
要な専門知識までを幅広く学ぶことで、子どもの多面的な
見方を習得することができます。養護実習、定時制高校や特

別支援学校の見学、病院実習など、養護教諭の職務に関わる
様々な現場を自分の目で見られる機会も多くあるため、座
学だけでは得られない実践的な知識も学ぶことができます。
少人数制なため、授業では自分の意見を求められる場面も
多々あり自分の考えをまとめ発信する力が鍛えられます。ま
た、話し合いを重ねる中で自分の考えが更に深まり、自分と
は異なる他者と意見交換をすることで表現の幅が広がりま
す。親身に指導してくださる先生方と、積極的に学ぼうと
いう意識の高い学生が集まっている学科です。ぜひ一緒に
養護教諭を目指しましょう。 （小倉萌　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ろう。
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。

救急処置の授業風景　擦過傷の手当の仕方を学ぶ
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教育支援課程《Ｅ類》
教育支援専攻

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

50
52
54
56
58
60
62

教育支援系
 コースの特色



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

教育支援系（課程）の目的

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

東京学芸大学ならではのポイント

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

カリキュラムの特色

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

めざす仕事

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

【◆公民館職員　◆図書館司書・学校司書　◆博物館学芸員　◆文化財担当職員など】

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。

【◆スクールカウンセラー　◆児童相談所児童心理司　◆家庭裁判所調査官など】

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。

【 ◆スクールソーシャルワーカー　◆福祉事務所・児童相談所相談員　◆医療ソーシャルワーカー
◆コミュニティワーカーなど】

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。

【◆ JICA・ジェトロ等国際機関職員　◆日本人学校教職員　◆外国人支援団体等職員
  ◆多文化共生教育関連企業など】

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。

【◆ ICT コーディネーター　◆ ICT 支援員　◆教育 ICT 関連企業など】

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。

【◆演劇・芸術系ワークショップ・ファシリテーター　◆劇場・文化ホールマネジャー
  ◆映像・広告等制作管理者など】

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。

【◆スポーツ指導員　◆スポーツ関連団体・行政職員　◆スポーツ教育関連企業など】

生涯スポーツコース

教育支援系（課程）
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E類

教育支援課程

生涯学習

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

私は生涯学習サブコースに所属し、主に博物館学と社会教
育学を学んでいます。博物館はあらゆる分野を扱う魅力的
な学びの施設です。博物館学ではその役割を学び、博物館
の今後のあり方を探っています。また社会教育学では、実

際に地域施設を訪問し活動に参加する中で、様々な世代の
学びへのアプローチが多様にあることを実感しています。
頻繁に学外へ出掛け、多くの人やモノと関わり、自ら問い
を発見する機会が多くあることがこのコースの魅力です。
専攻分野により深める内容は異なりますが、「どんな時、
どんな場でも学び続ける人を支える」という「学び合い」
がどの分野にも共通するテーマです。日々新たな視点を得
ながら楽しく学んでいます。 （大島菜々子　3年）

特色ある科目  

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

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

地域の写真をあつめてモザイクアートをつくる　学生企画の世代間交流活動

絵画作品の調査では作家の製作技法を解明するため、絵具を採取し観察用試料
を作製します。
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めざす仕事  

卒業後は、図書館司書、学校司書、国公私立の博物館・美
術館等学芸員、公民館主事、社会教育主事、自治体職員な
どをはじめとして、生涯学習・文化財関係の施設・団体、
大学・専門学校等教育機関、教育・研修関連の民間企業、
博物館等の展示制作・教育活動支援企業、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。

６つの分野の詳しい内容や実際の授業の様子に
ついては、学芸大ウェブサイト「きみは何を学ぶ
科 第 1回 E類生涯学習」も見てください。
https://www.u-gakugei.ac.jp/tguweb/gakka/0100.html

帝京大学総合博物館

甲田篤郎 さん（2010 年度卒業）
高校時代に読んだ著作に憧れ、学芸
員を夢見て入学した学芸大。考古学・
博物館学を中心に幅広い分野を学び、
全国のさまざまな博物館や遺跡を見
学し、先生や学友と語り合った時間
は、仕事で迷ったときにも進むべき
方向を教えてくれます。現在の職場
は、大学史や周辺の地域史・自然を
扱う常設展示と、教員と学生自らが情報発信する企画展
示を通して、教育・研究活動の成果を広く公開する大学
博物館です。学芸員として博物館で資料になにを語らせ
るのか、利用者の持つさまざまな学習課題に博物館の機
能を通してどのように応えるのか。いつかゼミ室で議論
した問いの答を、展示や公開講座を通して、利用者であ
る学生や教職員、地域の人びと共に探し続けていきます。

日野市立中央図書館

沖田彩花 さん（2018 年度卒業）
私は 2019 年 4 月から、日野市立中央
図書館で働いています。中でも受入
業務の担当になり、本などの資料を
図書館で貸出できる状態にするため
の仕事をしています。もちろん、カ
ウンターに立って本の貸出など、利
用者の方と直に接する仕事もありま
す。図書館には毎日年齢も立場も様々
な人が来るため、大学で生涯学習を学ぶなかで得てきた、
様々な世代や立場の方と関わってきた経験が活かされて
いると感じます。また、図書館は図書館だけで存在して
いるのではなく、地域の他の施設や人と協力し合ってい
くことが重要なのだと改めて実感しています。これから
も、図書館学を始め、大学で学んできたことを活かして
いけるよう努力していきたいと思います。

佐賀市　国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課

古賀早也香 さん（2014 年度卒業）
2020 年 3 月まで、世界遺産「明治日
本の産業革命遺産」の構成資産のひ
とつである「三重津海軍所跡」の普
及・啓発を担当していました。学芸
大で考古学、保存科学、文化財科学
など幅広い分野を学んだことで、様々
な視点から広い視野で文化財をとら
えることができるようになり、担当
した企画には、発掘調査や化学分析、保存に関する内容
を盛り込んできました。文化財そのものの価値や歴史だ
けでなく、それを守る技術や、調査・研究方法などを発
信することで、保存や継承へつなげる一つのきっかけと
なると考えています。現在は、文化財とは異なる分野で
業務にあたっていますが、文化財の保存・継承など地域
の担い手の一人として、今後も文化財に関わり続けてい
きたいと考えています。

株式会社インソース

永原真季 さん（2018 年度卒業）
私は現在、株式会社インソースとい
う、社会人向け研修の企業で営業と
して働いています。
「社会人向け研修」とは、社会人が仕
事をする上で必要な心構えやスキル
を学ぶ場です。私は営業として、お
客様の人材育成を中心とした課題に
対して、研修をメインとしたサービ
スを提案する仕事をしています。研修の内容や進行方法
についても、お客様や講師と相談しながら、より効果が
高い研修を目指します。
大学で生涯学習を学ぶ中で、学ぶ機会は学校教育以外で
も数多くあり、自身の生活（仕事・プライベート）を豊
かにすることができる意義のあるものだと実感しました。
授業や実習で学んだ「学ぶ場のコーディネート」の視点
を活かし、今後もより受講者の役に立つ研修を提案・運
営できるよう、努力をしていきます。

生涯学習コース
文化遺産教育
サブコース

生涯学習
サブコース

社会
教育学

考古学
保存科
学

文化財
科学

図書館
学

博物館
学
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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に基づき、教育を行ってい
きます。1年次には、臨床心理学概論、心理学概論、教育・
学校心理学､ 発達心理学などの授業を通して、心理学・臨
床心理学の基礎を学ぶとともに、心理学統計法など心理学
研究に必要な基礎学習を開始します。2年次になると、心理
学的支援法、福祉心理学、障害者・障害児心理学などで支
援の基礎となる態度を実践的に学ぶとともに、心理学研究
法・教育・心理データ解析法などを通して、データ解析・
質問紙調査等の技術も学びます。3年次になると、ゼミを選
択し、自分の関心の高いテーマによる研究を開始します。
さらに公認心理師の職責、心理的アセスメント、健康・医
療心理学、精神疾患とその治療、学習・言語心理学など専
門的な授業が展開されます。4年次にはこれまで学んでき
た心理学研究法を用いて1年かけて卒業論文に取り組みな
がら、心理実習の授業を通して臨床現場の見学実習を行い
ます。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  

E 類カウンセリングコースでは、スクールカウンセラー
をはじめとする、様々な人の心に寄り添い、支えること
ができる人になるための授業が開かれています。心理の

基礎的な知識の習得に加え、ロールプレイや自分が体験
してみることを通して、実際にカウンセリングに必要な
知識や技能を身につける実践的な学びを得ることもでき
ます。学校現場だけではなく、医療や福祉の現場など、
多様な場で心理の専門的な力が必要とされています。子
どもの成長や、悩みや苦しみを抱えている人を支えたい
という思いを抱く方にとって、Eカウでの多様な授業や
経験などによる学びは、将来につながるとても充実した
ものになると思います。皆さんの入学を心よりお待ちし
ております。 （草野詩織　2019 年度卒業生）

特色ある科目  

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

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

平成 31（令和元）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。

箱庭療法の学習風景
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めざす仕事  

カウンセリングコースの学生は、専門家になるために公
認心理師（国家資格）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。 面接技法の学習風景

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。現在は区の常勤心理職と
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、スクールカウンセラーを 4年勤めた後、総合病
院の児童精神科外来の心理士として働いています。児童
福祉分野での経験は、学校でも病院でも、家族背景の深
い理解と他職種連携による支援をする上で、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。
 （2005 年度卒業生）

総合病院のカウンセラー

高橋香織 さん

家庭裁判所調査官

古賀真理子 さん
子育て支援カウンセラー

響江吏子 さん

スクールカウンセラー

金田桃子 さん
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E類

教育支援課程

ソーシャル
ワーク

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

このコースでは、講義や演習を通して相談援助の理論や方法

と、児童・高齢・医療・障害・地域など様々な領域の福祉を学び
ながら、ソーシャルワークを実践する力を養うことが出来ま
す。例えば、教育支援課程の他の専攻の学生と連携して「チーム
学校」について考える授業や、1つの事例の支援を開始から終
結まで、ソーシャルワーカーの立場になって検討する授業があ
り、社会福祉を様々な視点から学び理解していくことが特徴
だと思います。3年次には、ソーシャルワーク実習があり、少人
数で構成されたゼミも始まります。ゼミでは、話し合いの中で、
周囲の意見に触れながら自分の関心や考えを深めていくこと
ができ、沢山の学びや気づきがあります。 （近藤夏美　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など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。

演習の風景：課題の調べ学習や発表を行います．
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めざす仕事  

● 子どもや家庭を支える仕事（スクールソーシャルワー
カー、児童養護施設職員、母子生活支援施設職員、児
童発達支援センター職員等）

● 福祉政策に基づく制度を構築・運営する仕事（国家公
務員・地方公務員）

● 児童相談所や福祉事務所等で公的に支援する仕事（地
方公務員）

● 司法に関連して人の権利を擁護する仕事（家庭裁判所
調査官、保護観察官等）

● 病気に苦しんでいる人や家庭を支える仕事（医療ソー
シャルワーカー等）

● 困難な状況に置かれている人々を支援する仕事（地域
包括支援センター職員、特別養護老人ホーム生活相談
員、障害者相談支援事業所職員等）

● 地域の福祉を増進する仕事（社会福祉協議会職員、
NPO職員等）

八王子市教育委員会　スクールソーシャルワーカー

八谷早希子 さん
私の仕事  

教育委員会の登校支援チームに所属
し、学校からの派遣依頼を元に市立
小中学校や家庭へ訪問し、主に不登
校の子どもたちへの支援を担ってい
ます。登校支援と言っても再登校だ
けが目標ではなく、子どもたちの状
況や気持ちに合わせて居場所や社会
との接点を作ること等を目標として
います。不登校になる背景には、人
間関係不安や発達上の課題、家庭環境等様々な要因が絡
み合っている場合が多くあります。そのため、学校から
相談を受け、そのような背景を整理した上で、家庭訪問
等を通して子どもたちへ支援を行っています。また、必
要に応じて関係機関と連携しながら、校内ケース会議や
保護者面談を行い、子どもを取り巻く環境の改善を支援
しています

仕事のやりがい  

不登校の子どもたちの中には、自宅や部屋から外に出る
ことにも抵抗がある場合があります。そのような場合に、
家庭訪問等を通して子どもたちの安心できる存在になれ
たとき、そして次の安心できる人や場所を一緒に見つけ
ることができたときに、大きなやりがいを感じています。
また、子どもたちが再び外の世界と繋がるパワーを蓄え
たり、一歩挑戦する勇気を持ったり、子どもたちが成長
する姿にはいつも力をもらっています。

大学の学びとのつながり  

実習を通して福祉の現場に触れ、働くことを考える機会
を得たことは、福祉の道に進む上で貴重な経験となりま
した。また、演習の授業を通して、人の意見や話を聞く・
受け入れるスキル、自分の意見を組み立てる・伝えるス
キル向上のために取り組んだ経験が、とても役に立って
います。
そして、教育現場で働く上では教育文化を理解すること
が重要になるため、教育学部で教育に関わる授業を学べ
たことも今の仕事に繋がっています。

さいたま市役所・福祉課　ケースワーカー

村山有紀 さん
私の仕事  

私は現在、区役所の福祉課という生
活保護や生活困窮者自立支援事業等
を取り扱う部署で、現業員 ( ケース
ワーカー ) として働いています。仕
事内容については、生活保護受給者
を対象に、家庭訪問を通して生活状
況を把握し、状況に応じて助言を行
い、対象の方々が自立した生活を送
れるよう支援をしています。また、
対象の方の状況によって他の課、病院、地域包括支援セ
ンターや障害者生活支援センターといった関係機関と連
携を図り、対応方法や役割分担、援助の方針を検討し、
支援に取り組んでいます。

仕事のやりがい  

生活保護を必要としていた方が、就労による制度からの
自立をされるときは、とてもやりがいを感じる場面だと
思います。また、対象となる方々の年齢や生活状況が幅
広い分、適切な関係機関と連携することの重要性を日々
感じています。生活保護の受給者が、限られた条件のな
かで出来るだけ本人の希望が実現できるよう、関係機関
で知恵を出し合って方針を決める過程は大変ですが、本
人が自立して生活できる体制が整い、受給者から「あり
がとうございます」と言っていただいたときはとても嬉
しかったです。

大学の学びとのつながり  

大学では、講義や演習でソーシャルワーク ｠について学び、
実習を通して実際に現場で働くことについて学ぶことが
できました。各教授の元に分かれて行われるゼミでは、
ソーシャルワークの理論について考え、他の学生ととも
に自分の理解を深めることができました。4年生の最後に
社会福祉士国家試験を受験し、合格することができまし
た。入職し支援を行うにあたって、自分の研究やゼミで
学んだことが活きたことが実感できる場面もあり、大学
の 4年間で社会福祉の体系について学んだことは社会人
になっても役立っていると思います。

大学での学びを、社会で生かします。
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教育支援課程

E類

多文化
共生教育

4年間の学び  

このコースの特徴は①様々な分野で活躍する教員が幅広
く学びを提供することのできる少人数での指導体制、②
生きた言語を学ぶことができる多様な語学教育、③体験
を通じて学ぶための学内外での実践活動を提供・奨励し
ていること、などです。教員の専門は社会学、文化人類学、
民俗学、人文地理学、国際政治学など、研究テーマはア
ジアや欧米の歴史・地理・言語・文学・思想・人権教育・
マイノリティ問題などときわめて多様です。
①に関して、希望者は 1年次からゼミに参加でき、教員
が推進しているいろいろな研究フィールド（プロジェク
ト）で活動することができます。3年次には全員がゼミに
所属し、卒業研究に向けた丁寧な指導を受けることにな
ります。②に関しては、ネイティヴによる授業や、外国
語で発表する授業が用意されていますので、実践的な言
語を幅広く学ぶことができます。またカリキュラム外で
外国語の勉強会も開かれています。こうしたことに刺激
され、1年生のときから海外に語学研修に行ったり、海外
の大学のサマースクールに参加したりする学生も少なく
ありません。③では多文化共生教育に関わる現場を訪問
する実習の授業も用意されていますが、この他に本コー
スの教員のネットワークを活かした海外研修や、国内で
のボランティア活動にも参加できます。
  なお、多言語多文化サブコースでは英語科の教員免許が、
地域研究サブコースでは社会科の教員免許等が取得でき
ます。

先輩からのメッセージ  

私は、学科のプログラムでタイの日本人学校を訪問した
際、海外の教育に大きな関心を持ちました。そこで、自
ら教室に働きかけ、新しく「多文化共生教育ゼミ」を立
ち上げました。このゼミでは、多文化共生や教育に関わ

る勉強をするのはもちろん、国内の日本語教室や教育支
援団体、海外の日本人学校など、多文化共生に関わる様々
な教育施設を訪問し、仲間と共にその教育の魅力や課題
について考えました。そして、自身の卒業論文では、学
びの総括としてアメリカで日本語教育の研究を行いまし
た。この学科で学んだからこそ、私はここまで成長でき
たと自信を持って言えます。皆さんも、仲間と共に大き
く成長できる、多文化共生教育学科で学びませんか？
 （宮地風児　2019 年度卒業生）

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、多文化共
生論概説、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

グローバル時代を生き抜く力を磨き、共に世界を変えよう。
ボーダーレス化が進み、世界規模でヒト・モノ・通貨・情報が流動し、不安定で見通しの立たない現代社会。こう
した時代に対応し、国の内外を超えて積極的にさまざまな人と交流しながら、新しい社会と教育を構築していく人
材を育てます。社会や価値観の急激な変化を乗りこなせる、基礎体力と発想力・想像力を共に鍛えましょう！

インドで、少数民族を対象としたシュタイナー教育の研修を受けました

国際親善フットサル大会では十数カ国からの留学生と交流します
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めざす仕事  

JICA・JETRO・国際連合等の国際機関の職員　国内外で多様な支援活動をしているNGO・NPOの職員　異文化理解の力をも
つ英語科教員 ･社会科教員　日本の在外公館職員　他国の在日公館職員　外国人集住地域の自治体職員・国際交流協会職員　
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　ジャーナリスト　語学を生かした旅行・観光関係サービ
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

こんなところでも学んできました

多文化共生教育コースの多様な学び

多文化共生教育
コースでは、日本
や外国について、
文化や言語、考え
方など様々な観点
から学ぶことがで
きます。交換留学
制度を利用して海
外で学ぶ学生も多くいます。
このコースでは、国内外様々な場所で活躍すべく、
各々が興味を持った分野で学びを深めています。
私自身はエジプト自主研修を企画し、日本人学校訪
問やアスワン大学日本語学科の学生・国際交流基金
の日本語学習者の皆さんとの交流、JICAの方々にお
話を伺うことができました。現地の人と文化や言葉
の壁を越えて心と心を通わせることができ、海外子
女教育の現状や課題についてより具体的な知見を深
めることもできました。あらゆる情報が手に入る今
だからこそ、実際に訪れなければ分からないことの
多さに改めて気づかされました。 （川村渉　2年）

私は現在、フィリピンに留学し、｢外国人｣ として
学ぶ楽しさを感じています。途上国における教育・
政治上の問題について学び、調べ、意見を語り合っ

オーストラリアのキャンベラ大学で
日本とは違う時間の流れを体感しま
した。 （宗崎響子　4年生）

フランスのオルレアン大学でフランスの海
外植民地の歴史、結婚制度、教育制度を学
びました。 （中山ロサレス聖彦　4年生）

タイで日本人学校やチェンマイ大学
をめぐり、人との交流を通して教育
支援の現場の抱える問題と可能性を
学びました。

たここでの経験を活かして、将来
は国内外で教育支援に携わる職
に就きたいと考えています。見て
きた世界が、このコースでの学び
を起点に変わっていく楽しさを、
ぜひ味わってみませんか。 

（山本涼　4年）

私は、偏見を持たず様々な視点から物事を見ることをこのコー
スで学びました。文化人類学の授業や様々なフィールドワーク
実習では、同じ社会に生きていても自分とは大きく異なった価
値観を持つ人々との出会いに満ちており、それまで抱いていた
固定観念を破壊され、あたりまえと思っていたことを学び直す
機会となりました。また、エジプトへ私費留学した際には、そ
れまで持っていたイメージとの相違に衝撃を受け、社会問題の
実情を目の当たりにするなかで、発展途上国の教育に問題関心
を持つようになりました。現在私は通信制学校の教員として勤
務しています。オンラインでの進路指導や地理歴史公民科の授
業を行うほか、担任業務を通して外国に住んでいる日本人生徒
や日本語が必ずしも母語ではない生徒の学習のサポートにも関
わっています。多文化共生教育コースで学んだことは、様々な
バックグラウンドを持った生徒に対応するうえでも大きな意味
を持っていると思います。  ( 石野美悠　2018 年度卒業 )

アスワン大学日本語学科の皆さんとの交流
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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  

現在の教育現場には ICT機器が急速に普及しつつありま
す。そんな中本学科は、情報教育という視点から学校へど
のような支援ができるかということを学ぶ学科です。一年
時からプログラミングやハードウェアに関する授業があ
り、４年間を通して専門的な知識を学ぶことができます。
それだけでなく情報科の教員になるための教育的な学習
をすることが可能です。そのためより教育現場に近いとこ

ろから ICT機器を活用した学習支援の形を考えることが
できるというのが魅力です。
また授業内でのキャリア教育も充実しており、OG・OBさ
んから企業での仕事を詳しくおききしたり、グループワー
クでの問題解決能力を身につけたりすることができるよ
うなカリキュラムになっています。
 （藤田結依　4年）

特色ある科目  

ソフトウェアシステムと教育支援、教育情報化支援教材論、情報
教育とICT活用支援、情報社会と教育支援、情報教育フィール
ドワーク演習、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。

プログラミング教育の支援風景

コンピュータを用いた授業の様子
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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（ヤフー、ジャストシステム、ソニー、大
和証券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）
　※ 大学院は、教育支援協働実践開発専攻教育AI 研究プ

ログラムと、教育実践専門職高度化専攻情報教育サブ
コース（教職大学院）が主な学内進学先となります。

ヤフー株式会社

工藤くりこ さん（2018 年度卒業）
私は、入学当初から就職を決めていたわけではなく、1、
2年生では教員免許を取得する予定で履修計画を組んでい
ました。しかし、教員志望者向けの授業と、情報技術の
専門的な授業、またこれら以外の授業も受ける内に、エ
ンジニアとして企業に就職したいと考えるようになりま
した。
3年生で研究室配属されてからは、先生や先輩方にサポー
トして頂きながら、自分の学習したいことや研究したい
ことを自由に学ぶことができ、結果的に第一希望の企業
から内定を頂くことができました。
社会に出る一歩手前である大学生活では“自分の道を自

分で選んでいく”という
ことが特に大事になりま
すが、私は本学での 4年
間を通じ、教員・エンジ
ニアだけでなく様々に選
択肢を増やすことができ
ました。そして、自分が
興味を持ったことがすぐ
に学習できる環境であっ
たため、そのたくさんの
選択肢の中から納得のい
く選択ができたと感じて
います。

東京学芸大学 教育学研究科 教育支援協働実践開発専攻 教育AI 研究プログラム

間渕皓介 さん（2018 年度卒業）
「AIを活用して現在の教育をよりよくしたい！未来の教育
を自分の力で創っていきたい！」E類情報教育コースでの
全ての経験が、私にそう思わせてくれたと確信しています。
情報教育コースの授業では、教育支援のあり方や、教材開
発だけでなく、プログラミングやソフトウェア開発など専
門科目の授業も充実していました。授業を通して、ICTと
教育支援が密接に結びついていることに気づき、また、自
分のアイデアを形にする楽しさや、そのアイデアが教育に
貢献できることの価値を知ることができました。さらに、
３年生から所属した研究室の活動の中で、高大接続改革や、
ICTにとどまらず、AIまでも教育に活用していこうとい
う取り組みなど、今まさに教育が変わり始めていることを
知りました。そして、そのような教育が変わりゆく時代に、
自分が関われることの素晴らしさや、教育におけるAIの
可能性を感じ、もっと学び、研究していきたいと思うよう
になりました。
このように、コースでの経験や活動を通して、プログラミ
ングやコンピュータに関する ICTの知識や技術はもちろ
ん、教育で今、何が求められているのかさえも知らない状
態であった私が、目標をもち、大学院進学への道を考える
ようになりました。大学院では、よりよい教育の実現や未
来の子どもたちのために、「AI×教育」について専門的に
学び、さらに自分を成長させていきたいと思っています。

卒業研究の成果についての学会発表

情報教育コースの目指すところ

ICTの発展と社会への浸透に伴い、教育においても情報化
への対応が必須となってきています。次期学習指導要領で
は、情報活用能力を学習の基盤となる資質・能力として位
置付けており、今後情報教育はますます重要になってくる
と思います。高校の普通教科情報は大きく構成が変わり、
その内容を専門的に学んだ教師が必要となってくるはずで
す。また、教師による ICT機器の活用に加え、情報教育を
円滑に行うためにも、児童生徒による ICT機器の活用を日々
の学びの中で行うことが求められてきます。これらの教育
の情報化をより推進していくためには、児童生徒の発達や

学校文化に合った情報システムや、教育的にもソフトウェ
アとしても完成度が高いデジタル教材の存在が重要になり
ます。そのため IT系企業では教育の知見を持った、教材開
発企業では情報通信技術を持った人材を求めるようになっ
ています。さらに加えてますます重要になってくる人材が、
教育と情報通信技術の両方の知見を有し、教師や他の教育
支援者と協働して子どもたちの学びを作り上げていく人材
（教育× ICT支援人材）です。情報教育コースでは、これら
三つの職種の人材、そしてそれらの分野を支える研究者を
育てることを目標としています。
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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、造形表現、身体表現、
映像表現や言語表現について研究している専任教員が所
属しており、それぞれの専門分野に関する講義や演習を
行います。
1年次秋学期に開設される必修科目は、表現教育コースに
おける学びの土台となるものです。ここでは様々な芸術
表現活動の基礎について学ぶとともに、それらを広く教
育の場に応用する方法を考えます。
2年次・3年次には、コース科目から各自の興味・関心に
合わせたものを選択し、芸術表現活動のそれぞれの分野
についてより専門的な事柄を学びます。また、３年次か
らは専任教員のいずれかのゼミに所属し、研究・実践を
積み重ねます。
４年次には、コース科目から各自の興味・関心に合わせ
たものを選択し、芸術表現活動のそれぞれの分野につい
ての学びを深めるとともに、大学での学びの集大成とし
て「卒業論文」を執筆します。

先輩からのメッセージ  

表現教育には、本当に色々な人がいます。芸術に魅せられ
たという共通点はありますが、演劇、ダンス、音楽…と、
関心のある表現ジャンルは様々ですし、経験も人それぞれ
です。だからこそ、新しい価値観に触れられます。本コー

スでは、教育支援に関する授業と共に、演劇・映像・音楽・
アート・パフォーマンスといった芸術表現に関する授業が
あります。個性溢れるメンバーと共に、幅広い表現ジャン
ルを学ぶ中で、自分に合う表現方法や、芸術と社会・人々・
教育の繋がりについて、自分のペースで考えていけます。
様々な芸術に触れられる東京で、芸術の理論と実践、教育
や人との繋がりを学び、挑戦できる環境が、ここにはあり
ます。表現教育は、自分の知らなかった世界や、刺激し合
える仲間に出会える素敵な空間です。 （後藤有紗　４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、
コミュニケーション・デザイン概説、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、視覚
文化研究、英米戯曲分析演習、日本戯曲分析演習、芸術
教育基礎演習、映像芸術分析演習、舞台表現実践演習、
演劇教育実践演習、ワークショップ実践演習、芸術家と
教育支援、表現教育とキャリア形成

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。

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

インプロ研究ではさまざまな即興表現を学びます。
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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。

ブレーンバンク株式会社 宮﨑紗也香 さん

教育に関係する問題、現状や芸術表現について幅広く学びま
した。ジェンダーについても授業で学び、女性であっても活
躍できる会社を探したいという思いで就職活動しました。芸
術作品を多面的に分析する姿勢や、教育現場の問題などを
知ったことで、物事を見る姿勢や自分の生き方を改めて考え
ることができたのです。この大学で学んだことで、子どもたち
の将来に関わりたい、役に立ちたいという思いが生まれまし
た。色 な々会社を見ましたが、女性でも長く働くことができる
教育系の会社を 探しました。教育に対する思い、自分の生き
方についてたくさん伝えたことで、女性でも活躍しやすい環
境が整っている会社に就職することができました。この会社
で進路指導のプロになり、様 な々教育事業に関わりたいです。

東京メトロポリタンテレビジョン
（TOKYO MX） 大浦愛里乙 さん

芸術も教育もひとつの切り口からでは語れませんが、その中でも
自分の携わりたい切り口を見つけ、また、友人や先輩後輩のまた
別の切り口にも触れ合えるのがこのコースの素敵なところだと思
います。幅広い視野と、個性豊かな仲間が得られるのは自分の
人生にとって大きな財産になります。自分のやりたいことを胸張っ
て追い求めて、それぞれの形で社会の中に羽ばたいてください！

デジタルエージェンシー 安東咲 さん

感動とは何か。美しいから感動するんじゃない。怒りでもいい。
心が震える事が感動だ。自分にとって心が震える事とは何か。
粗削りでいいからとにかくやってみる。最初から完璧なわけ
がない。そんな4 年間を過ごしました。ここは学ぶ事が多い
です。自分が貪欲であれば。

画家 高橋つばさ さん

芸術も、教育も、すぐには答えの出ないもので、それを追い
かけ続けることは時に、かっこよいことには見られないかも
しれません。けれど大学は、それを追いかけ続けるタフネス
というか平気さを培う場所であってほしいと思っています。

イベント・スタジオ企画運営 石川真由子 さん

東北各地を中心に音楽イベントの企画運営、スタジオ運営を
しておりますhanauta 主宰の石川真由子と申します。演奏会
は演奏家と場所とそこに集う人との関係性で成り立つ空間で
す。音楽やアート空間の演出にはその瞬時の把握能力や、バ
ランス感覚がとても重要になってきます。様々な芸術分野の
領域を横断したこの学科での試みや学びは、あらゆる企画の
コーディネートや空間づくりにとても役立っております。学生
時代からの遊びの延長のような一続きの日々ですので、思い
切り挑戦しながら未来へつながる学生生活をお送りください。

アパレル勤務 三池友理子 さん

表現教育コースは、幼い頃から舞台が好きで、表現・芸術を
全般的に学びたかった私にとってとても理想的な場所でし
た。表現とは奥が深く幅も広く、自分の興味が持てる場所を
広げてくれるものだということを知り、今まで知り得なかっ
た多くのことに挑戦し、活動しました。学芸大学の中でも専
攻の幅が広い本コースでは、多ジャンルから自分が好きなこ
とを見つけることが出来、実践できる場所です。自分が学び
たいことがはっきりと定まっていない人も、多くの芸術に触
れ、さらに教育という観点からも芸術を学ぶことで、具体的
な将来の目標を見出すことが出来るはずです。それ故に就
職先が幅広いということも魅力です。本コースにいるからに
は大学生活という将来を見定めるこの大切な時間に、多くの
場所に足を運び、多くの芸術に触れ、多くのことに挑戦し、
自分のやりがいを見つけて欲しいと思っています。

クラシックバレエ講師 谷添（旧姓福田）紗千 さん

クラシックバレエ講師をさせていただいております。
大学時代はとにかく踊ってばかりの 4 年間でしたが、とこと
ん踊りと自分と向き合わせていただいて今の自分があります。
とてもとても貴重な日々でした。
皆様が毎日を楽しく充実して過ごせますよう、応援しています。

ワークショップのファシリテーションも学びます。
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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  

生涯スポーツコースは「生涯を通じてスポーツに携わる
ための知識とマインドを育み、スポーツ・健康関連の分
野から，教育支援が可能な人材の育成」を目指しています。
そのため、在籍学生の多くが運動部に所属し，実践的に
スポーツやコーチングの分野に関わっています。A・B類
の保健体育専攻と同様に中学校・高等学校の保健体育科
の教員免許状の取得が可能です。本コースは健康・スポー

ツ科学に関わる多様な授業があり，自然科学・人文社会
科学・教育学の側面から専門性を深めていきます。スポー
ツ栄養学やバイオメカニクスの知識を自身の競技力向上
に結び付けられることも大きな魅力です。皆さんのご入
学心待ちにしています。 （高橋謙太郎　4年）

特色ある科目  

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

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

スポーツを自ら実践・指導できるスペシャリストの養成を目指しています。

各種スポーツに加え、武道も実践できるカリキュラム構成になっています。
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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）

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。

人体の持久力を測り、科学的に分析する授業も用意されています。

NPO法人はちきたSC　代表理事

紙本諭 さん
仕事のやりがい  

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

仕事で大変なこと  

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

仕事と大学での学びや経験とのつながり  

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

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

◎ 2019年3月卒業生就職・進学状況［ 2019年9月30日現在 ］
※留学生及び前年9月卒業生は除く

（人）学校教育系　旧教育系
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 13 0 0 0 13
小 学 校 233 13 13 3 262
中学校・中等教育学校 40 55 0 2 97
高 等 学 校 24 36 0 0 60
特 別 支 援 学 校 2 0 17 1 20
教 員 小 計 312 104 30 6 452
日本人学校 9 1 0 0 10
保育園等 4 0 0 0 4
企業・団体 111 55 5 1 172
公　務　員 20 11 0 0 31
進　　　学　 75 53 2 1 131
そ　の　他 24 14 2 1 41
小 計 243 134 9 3 389

計 555 238 39 9 841

課程
進路先

生涯学習
コース
（E類）

カウンセリング
コース
（E類）

ソーシャル
ワークコース
（E類）

多文化共生
教育コース
（E類）

情報教育
コース
（E類）

表現教育
コース
（E類）

生涯スポーツ
コース
（E類）

旧教養系 合計

教員（非常勤含む） 0 0 0 5 0 0 3 5 13
保 育 園 等 1 0 0 0 0 0 0 0 1
企 業・ 団 体 16 7 7 15 10 12 21 31 119
公 務 員 6 0 7 1 0 0 2 5 21
進 学 4 13 0 5 3 0 7 3 35
そ の 他 0 0 1 0 1 5 5 12 24

計 27 20 15 26 14 17 38 56 213

課程

進路先

（人）教育支援系　旧教養系

就 職
79.5%

進 学
15.6%

その他
4.9%

  学校教育系・旧教育系（841名）

教 員
67.6%

保
育
園
等

日本人学校
1.5％

企業・団体
25.7%

公務員
4.6%

0.6％

就職者内訳
（669名）

就 職
72.3%

進 学
16.4%

その他
11.3%

  教育支援系・旧教養系（213名）

就職者内訳
（154名）

企業・団体
77.3%

公務員
13.6%

教 員
8.4%

保育園等
0.6％

卒業後の進路
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〔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

教育・学習支援業

エスエイティーティー株式会社、学校法人大原学園大原簿記公務員医療福祉保育専門学校、学校法人駒澤学園、学校法人三幸学園仙台医療秘書福祉専門学校、学校法人上智学院、
学校法人高宮学園、学校法人常葉大学、学校法人獨協学園、学校法人吉岡教育学園千駄ヶ谷日本語学校、学校法人立正大学学園、学校法人Ａｄａｃｈｉ学園東京スクールオブ
ビジネス、株式会社明日葉、株式会社市進ホールディングス、株式会社栄光、株式会社学究社、株式会社桐塾、株式会社コペル、株式会社コングレ、株式会社シージェー名古
屋国際外語学院、株式会社スプリックス、株式会社創英コーポレーション、株式会社デジタル・ナレッジ、株式会社トライグループ、株式会社ナガセ、株式会社日能研、株式
会社日本入試センター、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社ボーダーリンク、株式会社宮地商会、株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社やる気スイッチ
グループ、株式会社やる気スイッチグループホールディングス、株式会社四谷大塚、株式会社早稲田アカデミー、株式会社ABC Cooking Studio、株式会社A.ver、株式会社
ＥＤＵＣＯＭ、株式会社ＪＭＣ、株式会社 LITALICO、株式会社Ｒｉｐｐｌｅ生涯教育研究所、川口市教育委員会教育研究所、公益財団法人戸栗美術館、公益財団法人日本ア
ウトワード・バウンド協会、公益財団法人福武財団、公益財団法人武蔵野市子ども協会、公益社団法人東京都障害者スポーツ協会、公立大学法人首都大学東京、国分寺市子ど
も家庭支援センター、国分寺市立小学校（特別支援学級介助員）、国立教育政策研究所、国立大学法人宇都宮大学、国立大学法人東京学芸大学附属図書館、国立大学法人東京大学、
周南市児童相談所、杉並区立方南児童館、世田谷区教育委員会、体育進学センター株式会社、調布市教育委員会、調布市教育相談所、調布市郷土博物館、東京愛育苑金町学園、
東京都教職員研修センター、特定非営利活動法人Chance For All、独立行政法人日本芸術文化振興会、沼津市明治史料館、東村山市教育委員会、府中市教育委員会、府中市教
育センター、ブレーンバンク株式会社、三鷹市教育委員会、三鷹市教育センター、ミテモ株式会社、港区立小学校（介助員）、横浜市教育委員会

官公庁

昭島市役所、秋田県庁、上尾市役所、石巻市役所、板橋区役所、市原市役所、江戸川区役所、おおい町役場、大阪府庁、大野市役所、小樽市役所、会計検査院、神奈川県庁、川崎市役所、
木更津市役所、宮内庁、熊谷市役所、群馬県庁、警視庁、気仙沼市役所、小金井市役所、国分寺市役所、小平市役所、狛江市役所、さいたま市役所、相模原市役所、品川区役
所、庄内町役場、杉並区役所、世田谷区役所、立川市役所、千代田区役所、東京消防庁、東京地方裁判所、東京都庁、鳥取県庁、富山県庁、豊橋市役所、新潟県庁、新潟市役所、
練馬区役所、農林水産省林野庁、浜松市役所、羽村市役所、常陸太田市役所、日野市役所、福井県庁、富津市役所、防衛装備庁、法務省静岡保護観察所、武蔵野市役所、大和
市役所、横浜市役所、米子市役所

医療・福祉

医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院、医療法人社団明萌会大塚クリニック、医療法人社団洛和会ヘルスケアシステム、株式会社アソシエ・インターナショナル、株式
会社イノベイジ ニューロワークス、株式会社学研ココファン・ナーサリー、株式会社セントラルユニ、株式会社ニチイ学館、株式会社フィットラボ、株式会社プロケア、株式
会社らいふ、小平市立小川保育園、下高井戸ここわ保育園、社会福祉法人唐池学園、社会福祉法人クリスト・ロア会聖ヨゼフホーム、社会福祉法人一粒児童発達支援事業ドル
フィンキッズ、社会福祉法人福音寮、社会福祉法人むそう、社会福祉法人睦月会、東レ・メディカル株式会社、特定非営利活動法人東京都自閉症協会、日本赤十字医療センター
附属乳児院、マインドライン株式会社

情報通信

ウルシステムズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、オープンリソース株式会社、鹿児島テレビ放送株式会社、カチシステムプロダクツ株式会社、
株式会社アイシス、株式会社アイルネット、株式会社アウトソーシングテクノロジー、株式会社アクティブ・ワーク、株式会社朝日新聞社、株式会社朝日メディアネットワーク、
株式会社アズテックス、株式会社いい生活、株式会社いえらぶGROUP、株式会社一広グループホールディングス、株式会社今人舎、株式会社インターネットイニシアティブ、
株式会社エスケーアイ、株式会社神奈川新聞社、株式会社クレスコ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、株式会社コミュニティテレビこもろ、株式会社コーワメッ
クス、株式会社サイバーエージェント、株式会社サニーサイドアップ、株式会社シアトルコンサルティング、株式会社滋賀県農協電算センター、株式会社システナ、株式会社
システムシェアード、株式会社ジャストシステム、株式会社主婦の友社、株式会社スリー・イー、株式会社センティアン、株式会社テクノコア、株式会社デザインワン・ジャ
パン、株式会社デリバリーコンサルティング、株式会社テレビ西日本、株式会社電波新聞社、株式会社日刊スポーツ新聞社、株式会社ニーズウェル、株式会社博報堂、株式会
社フェイス、株式会社フォーク、株式会社富士通パブリックソリューションズ、株式会社プラウトゥーワン、株式会社ブランジスタ、株式会社プリマジェスト、株式会社プロ
テラス、株式会社ブロードリンク、株式会社ベクトル、株式会社ベネフィット、株式会社リアルスタイル、株式会社ロココ、株式会社ALLROUND、株式会社ｂｌｕｅ、株式
会社ＪＷＥＢＧＡＴＥ、株式会社NTTデータCCS、株式会社NTTドコモ、株式会社U-NEXTマーケティング、株式会社ＷＯＷＯＷプラス、クオリカ株式会社、恒和情報技
研株式会社、シグマトロン株式会社、シンエイ動画株式会社、シンプレクス株式会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社、スターティアラボ株式会社、スリーワンシステムズ株式会社、
ソフトバンク・テクノロジー株式会社、大修館出版販売株式会社、ダイナテック株式会社、大日本印刷株式会社、デジタルテクノロジー株式会社、テレビ朝日株式会社、トレ
ンドマイクロ株式会社、ニッセイ情報テクノロジー株式会社、日本出版販売株式会社、日本ビジネスシステムズ株式会社、日本文教出版株式会社、日本放送協会、パナソニッ
クシステムソリューションズジャパン株式会社、三菱総研ＤＣＳ株式会社、宮銀コンピューターサービス株式会社、明治図書出版株式会社、ヤフー株式会社、有限会社手塚企画、
SAPジャパン株式会社、Supership 株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 アビームコンサルティング株式会社、株式会社アイエイエフコンサルティング、株式会社シュヴァン、株式会社トーコー地質、株式会社船井総合研究所、株式会社マークアイ、
株式会社むさしの計測、株式会社ＩＰエージェント、株式会社ＬＩＦＥ．１４、国際航業株式会社

宿泊業・飲食サービス業 株式会社安達・グリーンワールド、株式会社快活フロンティア、株式会社ザ・キャピトルホテル 東急、株式会社帝国ホテル、株式会社出前館、株式会社日本レストランエンタ
プライズ、株式会社ハイデイ日高、スターバックスコーヒージャパン株式会社、日本ホテル株式会社、リゾートトラスト株式会社、ルートインジャパン株式会社

生活関連サービス業
イオンエンターテイメント株式会社、株式会社エバリー音楽事務所、株式会社くらしの友、株式会社クルーズプラネット、株式会社サンリオ、株式会社神自、株式会社セレスポ、
株式会社日立柏レイソル、株式会社藤枝MYFC、株式会社平和会ペットメモリアルパーク、株式会社毎日オークション、株式会社マレットジャパン、株式会社読売巨人軍、株
式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズ、公益財団法人日本相撲協会、スポーツコミュニティ株式会社、独立行政法人日本スポーツ振興センター、ミニメイド・サービ
ス株式会社、有限会社システムアー、有限会社フォレスト＆ウォーター、郵船クルーズ株式会社、ＬＥＧＯＬＡＮＤ Ｊａｐａｎ株式会社ト、L.F.I 株式会社

その他のサービス業

エムスリーキャリア株式会社、エン・ジャパン株式会社、キャリアリンク株式会社、株式会社アイノア、株式会社インソース、株式会社ウィルオブ・ワーク、株式会社ウィルグルー
プ、株式会社ウィル・シード、株式会社クイック、株式会社ジェイエイシーリクルートメント、株式会社ジールキャリア、株式会社綜合キャリアオプション、株式会社デルタマー
ケティング、株式会社トータルメディア開発研究所、株式会社ドーム、株式会社ネオキャリア、株式会社ビズリーチ、株式会社ビーネックスパートナーズ、株式会社マイナビ、
株式会社リアライブ、株式会社リクルートスタッフィング情報サービス、株式会社Ｄ＆Ｉ、株式会社ＦＵＫＵＭＩＭＩ、株式会社ＴＳ工建（医療ワーカー）、グリットグループホー
ルディングス株式会社、公立学校共済組合、消防団員等公務災害補償等共済基金、セレサ川崎農業協同組合、日本エス・エイチ・エル株式会社、パーソルキャリア株式会社、パー
ソルテンプスタッフ株式会社、有限会社きたもっく、早稲田大学生活協同組合、Re-Departure 合同会社

建設業 株式会社ミルックス、株式会社本久、共同エンジニアリング株式会社

製造業
オリエンタルエンヂニアリング株式会社、株式会社アシックス、株式会社アルビオン、株式会社ショウエイ、株式会社はくばく、株式会社ヤマリア、株式会社レナウン、株式
会社ＳＵＢＡＲＵ、関東化学株式会社、キヤノンファインテックニスカ株式会社、キリンホールディングス株式会社、蛇ノ目ミシン工業株式会社、ジョンソン・マッセイジャ
パン合同会社、住友電装株式会社、ソニー株式会社、大同信号株式会社、西川株式会社、ニチレイフーズ株式会社、パナソニック産機システムズ株式会社、ピジョン株式会社、
マイクロトラック・ベル株式会社、森永製菓株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業 東京ガスライフバル千葉株式会社、東北電力株式会社

運輸・郵便業 全日本空輸株式会社、東京納品代行株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本航空株式会社、日本通運株式会社、日本郵便株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、ＡＮＡエアポートサー
ビス株式会社

卸売・小売業
アスフィール株式会社、イトキン株式会社、イービストレード株式会社、岡谷鋼機株式会社、花王グループカスタマーマーケティング株式会社、株式会社内田洋行、株式会社
キデイランド、株式会社キャン、株式会社ジェイ・ビー、株式会社成城石井、株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社ティーガイア、株式会社ニトリ、株式会社ピーアップ、株
式会社 ロピア、キャブ株式会社、清原株式会社、タワーレコード株式会社、阪和興業株式会社、三井物産株式会社、三菱商事株式会社

金融・保険業 株式会社アイ・アールシステム、株式会社岩手銀行、株式会社福井銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社ゆうちょ銀行、セゾン自動車火災保険株式会社、
太陽生命保険株式会社、大和証券株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日本生命保険相互会社、三井住友海上火災保険株式会社、ＮＮ生命保険株式会社

不動産・賃貸・管理業 株式会社シティホームズ、株式会社杉孝、株式会社ツクルバ、株式会社TATERU、公益財団法人東京都都市づくり公社、三井不動産商業マネジメント株式会社

◎ 大学院進学状況【2019年 3月卒業生】
東京学芸大学、東京大学、東京工業大学、筑波大学、上越教育大学、早稲田大学等

◎ 教員以外の主な就職状況　【2019年 3月卒業生】

◎ 地域別教員就職状況（2019年3月卒業生　教育系）

北海道・東北地方
6% 

中部地方　10%

近畿地方　1%
中国地方　1% 
四国地方　1%

九州・沖縄地方　2%

茨城県　3%
栃木県　1%
群馬県　2%

埼玉県　13%

千葉県　2%

東京都　72%

神奈川県 
7%

関東地方　74%

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

　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実践的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
（博博士士課程）

◎ 連合学校教育学研究科（博士課程）

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

もっと学びたい人は

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

◎ 教育学研究科（教職大学院・修士課程）
319名

 教職大学院（１専攻）

・学校組織マネジメントプログラム
・総合教育実践プログラム
・教科領域指導プログラム
  （国語、社会科、数学、理科、音楽、美術・工芸、書道、保健体育、技術、家庭科、英語、情報、幼児、養護）
・特別支援教育高度化プログラム
・教育プロジェクトプログラム（学校教育課題、国際理解・多文化共生教育、環境教育）

210名

修士課程（2専攻）

次世代日本型教育
システム研究開発専攻

（20）

教育支援協働実践開発専攻
（89）

・教育AI研究プログラム

・臨床心理学プログラム

・教育協働研究プログラム

109名

教育実践専門職高度化専攻

大学院（教職大学院・修士課程）Webサイト https://www.u-gakugei.ac.jp/graduate/

66   もっと学びたい人は



 仲村 千春さん

Q1 なぜ教職大学院に
進学しようと思ったのですか？ Q3 将来の進路は？　

Q2
教職大学院ではどのような
勉強をしていますか？
そして教職大学院の魅力は？ 

学部3年次の教育実習を経て、教育学を
より専門的に学んでから現場に出たいと
考えたからです。また、卒業論文を通して
研究のおもしろさを知ったことも理由の一
つです。

Q1 修士課程教育AI研究プログラムに
入ってよかったこと

一つ目は、授業の中でもそうですが、例えば、教授
に付いて行った授業研究であったり、シンポジウム
であったりなどの多くの体験ができました。そういう
ところでの学びが多くて、純粋な知識量も増えた
かと思います。二つ目は、周りにこれからの教育と
かについて考えている人たちが多い環境がいい
なと思います。教授を含めたゼミの話し合いの中
で、これからの教育はどうなっていくのだろうという
話が盛り上がったりしています。これまで自分には
なかった視点から物事を見る人がいて、見方が変
われば感じ方も変わるんだなと経験できました。

Q3 修士課程のカリキュラム上の特徴的な科目として置かれている
「フィールド研究」はどうですか？

フィールド研究として、NHKエデュケーショナルとバーチャルリアリティー（VR）教材
を用いた授業実践について共同研究をやっています。VRの効果測定において、私
は社会学的な考え方とか物の見方を調べたいと思い、実際にそれを調査しました。
このように学生主体で研究をやらせていただいています。実は、そのような学生の発
想が企業にとってもすごくいいようで、相乗効果的に研究が進んでいると思います。

Q2 修士課程で一番
興味深かった授業は？

必修科目の人工知能概論で
す。人工知能とは何かという
ところから始まった授業で、
教育関係を学んできた自分
たちにとっては、これまで触
れる機会の少なかった分野
について知ることでできまし
た。授業を受けて、今後の教
育はこういう風に変わってい
きそうだというような想像が
膨らむことができました。

大学院終了後は東京都の小学校
の教員になります。修士1年の時に
採用試験を受けて内定をいただき
ました。教員になってからも向上心
を忘れずに、一つでも多く教育に貢
献したいです。

Q4 高校生へのメッセージ

自分が何をしたいのか、自分は何に
興味があるのか、自分は何に心動
かされるのかを考えて、妥協のない
進路選択をしてほしいです。そして、
大学卒業後の「大学院」という場所
も候補にしてみてください。学部４年
間では得られない、より豊かでおもし
ろい世界が皆さんを待っていると思
います。

理論で学んだことを模擬授業や専門教育
実習で実践し、そこでの学びを振り返ると
きに再び理論に立ち戻る、といった流れが
核になっています。私は学芸大出身なの
ですが、慣れた環境だからこそ新しいこと
に挑戦しやすいと感じています。また、教
職大学院の他の専攻に進んだ大学時代
の先輩や友人と切磋琢磨し続けられるこ
とも励みになっています。

教職大学院生へのインタビュー

東京学芸大学教職大学院 2年
総合教育実践プログラム

 高橋 真央さん

大学院教育学研究科　修士課程
教育支援協働実践開発専攻
教育AI研究プログラム　修士1年

修士課程の院生へのインタビュー
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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）
　▶学校司書（14科目）
　▶学芸員（10科目）
　▶社会教育主事・社会教育士（13科目）
○特定の選修、コースに所属する学生のみ、取得可能な資格は以下のとおりです。
　▶保育士：幼児教育選修のみ対象。
　▶社会福祉士：ソーシャルワークコースのみ対象。国家試験受験資格。
　▶スクール（学校）ソーシャルワーカー：ソーシャルワークコースのみ対象。ただし社会福祉士の資格取得が必要。
○特定のコースに所属する学生のみ、卒業後に取得をめざすことができる資格は以下のとおりです。
　▶ 公認心理師：カウンセリングコースのみ対象。国家試験受験資格（受験資格を得るためには、学部在学中に指定の30科目を
修得し卒業した後、大学院における要件科目の修了、もしくは法令等で定められた施設での実務経験が必要）。

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

◎ 取得可能な資格

生涯学習コース 生涯学習サブコース
文化遺産教育サブコース

カウンセリングコース

ソーシャルワークコース

多文化共生教育
コース

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

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

情報教育コース 高等学校教諭一種免許状 （情報）

表現教育コース

生涯スポーツ
コース

中学校教諭一種免許状 （保健体育）
高等学校教諭一種免許状 （保健体育）

教育支援課程

教育支援援系
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　東京学芸大学は、21の国・地域の67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

交換留学 認定留学 休学して海外渡航する場合

派遣先 交流協定校 非交流協定校 非交流協定校等

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

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

留学期間中の
本学の授業料

納付する
（相手大学には支払わなくてよい）

納付する
（相手大学にも支払う）

事前に学務課に相談してください。
（留学先の学校には支払う）

奨学金

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

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

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

・民間奨学金に応募可能

留学先での履修科
目の単位認定

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

単位認定の申請はできません。

国　名 大学名等 プログラム名 期　間 内　容

韓国 ソウル教育大学校
韓国語・韓国文化短期留学

プログラム
約10日間

韓国語集中講座、韓国社会、百済歴史文化、文化体
験、放課後の個人指導

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

フランス
キャンパス・フランス
（フランス政府留学局）

春季・夏季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

・毎年実施されている主な語学・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。
・交換留学…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。
・認定留学…留学先は自由に選べますが、手続きは各自で行います。
　　　　　　本学と留学先大学の双方に授業料等を納入します。
　　　　　　特別な事情がある場合は、許可を願い出て留学期間を２年まで延ばせます。
　　　　　　帰国後、単位認定を受けるには、渡航３か月前に認定留学の手続きが必要です。

★上記以外にも中国・香港・台湾・アメリカ等、様々な国のプログラムが多数あります。
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フランス国立東洋言語文化学院
（INALCO）（フランス）
留学期間　2018年9 月～2019年6月
教育支援課程教育支援専攻多文化共生教育コース
前澤　沙月

　どんな形でもいいから

フランスに住みたいという

夢があった私は3 年の9月

から約10 か月間、パリの

INALCO に留学しました。

　留学にあたっては、与えられた環境に満足するのではなく、自分

から積極的に新しい環境に飛び込むという意味で、「ただの留学生

にならない」という目標を立てました。

　留学中は語学のほかに現地の学部生向けの授業も受講しました

が、どれも単語を聞き取ることが精一杯で、初めのうちは友人から

借りたノートを見直してやっと内容を理解するという有様でした。

授業を録音して復習し、友人の助けを借りて課題をこなすうちに、

やっと単語ではなく文章で理解し、詳しい内容までわかるようにな

りました。

　学業の他には現地のバレーボールチームでの試合に熱中しまし

た。フランス人のメンバーとの連携は簡単ではなく、作戦を練る

場で自分の思いを伝える語彙を知らずに話し合いに追いつけない

ということも頻繁にありました。

　そのため

まずは練習以

外でも積極的にメ

ンバーと交流し、日々の

練習で思っていることを落

ち着いて伝える努力をしま

した。打ち解けて話す機会も増え、練習がより一層楽しくなると

同時に、チームでの自分の存在感も増してきたように感じました。

帰国前の練習最終日にはリーダーが「あなたがこのチームに来て

くれて良かった」と涙をこぼしてくれたことがそれを強く実感させ

てくれたと思います。

　INALCO は海外からの留学生がとても多く、質の高い授業や厚

い支援があるため、ただ過ごすだけでも十分成長できます。だか

らこそ与えられた環境から一歩踏み出して行動することが、充実

した留学生活を送るうえで重要になります。学部生向けの厳しい

授業に参加したこと、留学生のいないチームに一人で飛び込んだ

ことを私は全く後悔していません。苦しいこともたくさんあるかと

思いますが、これ

から挑戦する皆さ

んの留学が素敵な

財産になることを

祈って陰ながら応

援しています。

北京師範大学（中国）
留学期間　2019年2月～2020年1月
初等教育教員養成課程学校心理選修
大河内　雛子

　大学1年生、学芸大学に

入学したばかりのころは自

分が中国に留学に行くなん

て1ミリも思っていません

でした。転機が訪れたのは

大学２年生の終わりです。

学芸大主催の北京師範大学

に行くツアーに参加した際、すでに留学されている先輩の「雑談

が面白い先生はいい先生」という言葉を聞き、私はこのままでは

児童に語れるような雑談（経験）がない、と思い留学を決心しま

した。留学したばかりの頃は言語力が0に等しかったため、これ

から先どうなるのだろうと不安でいっぱいでした。でも、一度も

帰りたいとは思いませんでした。日本にいたら出会えなかった人

に出会い、できなかった経験をたくさん積むことで毎日が非常に

楽しかったです。

　特に、1年間、毎日私と過ごしてくれたルームメート（韓国人）

には感謝の気持ちでいっぱいです。彼女は韓国で小学校の先生

をしています。中国語でのコミュニケーションは難し

かったですが、韓国の教育事情や子供への向き合

い方をたくさん教えてくれま

した。帰国前、二人で私が小

学校の先生になったら、お互

いのクラスの児童同士、文通

の授業をしよう、と約束しまし

た。我ながらとても夢のある約

束が出来たな、と思っています。

　留学生活はチャレンジの連続でした。しかし、そのチャレンジ

は敢えて自分に課したものです。留学という貴重なチャンスをい

ただけた以上、この一年を実り多いものとするために色々なこと

をしました。中国の企業でインターンをする、孤児院にボランティ

アに行く、どれも楽しかったし学びになりました。留学を終えた

今も、色々なことにチャレンジしようと心掛けています。学芸大

学には、たくさんのチャンスが転がっています。4 年間という短

い時間を実り多いものとし、素敵な教員になるためにも是非、多

くのことに挑

戦してみてく

ださい。私

は、留学を強

くお勧めしま

す。

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≫｠
外国人留学生の受入れとグローバル人材の養成プロジェクト
―　International Student Step Up Program　（ISSUP）　―

《派遣プログラム》
　英語圏の大学等を中心に、長期休暇中の10日間程度、現地校の参観、授業実践、現地の大学生と交流等を行います。また、
テーマに関連した博物館や文化施設等も訪問します。各プログラム毎年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。海外が初めての方でも参加しやすいプログラムです。また、渡航費用の一部を大学が支援する制度もあります。

●2019年度実施派遣プログラム
● 米国・ミシガン短期派遣留学プログラム（9月下旬～ 10 月上旬）
　  テーマ：グローバル化時代の教育と多文化共生
　  主な訪問先：ミシガン州立大学、DeWitt Middle School、MSU Broad Art Museum、Cass 
Technical High School、デトロイト美術館など
● 米国・ハワイ短期派遣留学プログラム（2月下旬～ 3月上旬）
　  テーマ：ハワイの人と自然
　  主な訪問先：（ハワイ島）ハワイ大学ヒロ校、イミロア天文学センター、ハワイ火山国立
公園など（オアフ島）ハワイ大学マノア校、日系３世との交流、ワイアルア小学校、Mid 
Pacifi c Institute、ビショップ博物館など
● 豪国・メルボルン短期派遣留学プログラム（3月下旬）
　  テーマ：オーストラリアにおける移民・マイノリティと美術をめぐる教育の課題と可能
性を考える
　  主な訪問先：メルボルン大学、モナシュ大学、移民博物館、ジョン・モナシュ高校、ビ
クトリア美術館など

※新型コロナウイルス感染症の影響で、2019 年度ハワイ派遣は内容を一部変更して実施し、メルボルン派遣は中止となりました。

《受入プログラム実施内容》
　派遣プログラムで交流のある海外の大学生が１週間程度本学を訪問します。その際、一緒にプログラムに参加し、授業実
践ほか様々な協働学習を行います。

●2019年度実施受入プログラム
●米国・ミシガン州立大学（6月下旬）
　東京学芸大学の附属学校や都内の公立学校等を訪問し、米国の学生と協働
で英語による授業実践や交流活動を行ったり、都内でのフィールドワークを
実施したりします。
※ 2020 年度からは「学芸フロンティア科目 C」として、単位修得も可能な
授業科目として位置付けられています。

《海外の研究者による講演・セミナー》
　海外大学の研究者や学校教員による本学学生・職員を対象とした講演会を実施しています。

●2019年度実施講演会・セミナー
第 1回テーマ： グローバル教育の挑戦 -学芸大とミシガン州立大の比較 -
　　　　　　　（米国 /ミシガン州立大学David Wong 准教授）
第 2回テーマ： 国際アートグラフィーセミナー－カナダと日本のアートグラフィーによる共同実践研究
　　　　　　　（カナダ /ブリティッシュコロンビア大学リア・アーウィン教授ほか）
第 3回テーマ： 同性結婚とアメリカにおける LGBTQ 運動：過去、現在、そして未来
　　　　　　　（米国 /弁護士ジョン・ルイス氏ほか）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISSUP ウェブサイト：http://issup.u-gakugei.ac.jp/

東京学芸大学では、本学の学生向けに教員養成系大学独自の海外短期派遣・受入プログラム（１週間～10日間
程度）を実施しています。グローバル化する教育現場に対応できる教員の養成を目指すと共に、学生のニーズに
応じた多様なプログラムを提供しています。

〈派遣プログラムの様子〉

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

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

＜キャンパス・アジアとは＞
CAMPUS Asia (Collective Action for Mobility Program of University Students in Asia) は、国際的に活躍できるグローバルな人材

の育成と大学教育のグローバルな展開力の強化を目的に、日本、中国、韓国の大学がコンソーシアムを形成し、日本人学生の海
外留学や外国人学生の積極的受入れを伴う教育連携プログラムを実施する事業です。
　日本では、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」として行われており、東京学芸大学は国内の教員養成系大学として唯一、
本事業の採択を受けています。

《主なプログラム実施内容》

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

● ダブルディグリー・プログラム  大学院修士課程
本学は、北京師範大学およびソウル教育大学校と大学院修士課程レベルの
「ダブルディグリー・プログラム」を実施しています。このプログラムに参
加する学生は、北京師範大学またはソウル教育大学校に一定の期間留学
し、本学および派遣先大学の修了要件を満たした際に、それぞれの大学
から学位（修士号）を取得することができます。

● 短期語学・文化研修プログラム
［派遣］夏季・春季の長期休暇期間中に、短期（１～２週間程度）の中国・
韓国への派遣プログラムを実施しています。語学の集中トレーニングのほ
か、各国の歴史や文化、学校教育について体験的に学べる機会となってい
ます。この短期留学をステップに、長期留学に挑戦する学生もたくさんい
ます。
［受入れ］夏季に Summer Program for Trilateral Cooperation（SPTC）を
実施し、北京師範大学とソウル教育大学校の大学院生を８日間受け入れ、
日本の学校現場や日本文化の体験、本学学生との交流や議論を通した相
互理解を深める活動を行っています。プログラムのサポーターとして多くの
本学学生も参画しています。

《留学に向けた各種活動》
●学芸フロンティア科目「留学のすすめ」
　  社会で幅広く活躍し、実績・経験豊かなゲスト・スピーカーが講義する「学
芸フロンティア科目」の一つとして、2017年春学期から開設されています。
本学海外協定校への留学の魅力やその実態を、海外の大学教員や留学
経験者が具体的に紹介します。
●言語ラボ
　  中国・韓国への留学希望者や派遣決定者を対象に、留学先での学修や
生活に必要な語学力の習得を目的として、中国語・韓国語の「言語ラボ」
を実施しています。それぞれの言語の担当教員が、学生のニーズに合わ
せた実践的な指導を行います。

CAMPUS Asia

〈交換留学 in北京〉

〈SPTC in 学芸大〉

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

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

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

◎ 教師力養成特別講座（11月～翌年6または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6または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。

〔2018年度教師力養成特別講座（万ゼミ）受講生の声〕
　教員採用試験対策の第一歩として、大学3年生の秋に「万ゼミ」の受講を決めました。まず、11月から
3月までは多くの自治体で課される論作文の対策が続きました。自分の書いた文章を繰り返し添削してい
ただいたことで、本番でも自信をもって論述することができました。次に、4月からは面接の対策が本格的
に始まり、教員採用試験の面接官の経験もある卒業生の方から個別に指導を受けることができました。ま
た、同じ自治体を志望する学生と知り合うこともでき、自主的に面接の練習をする機会が増えました。
　結果、私は神奈川県の教員採用試験に合格することができました。大学卒業後すぐに中学校教諭として
働いています。万ゼミで知り合った神奈川の仲間が今では「同期」となり、交流が続いています。採用試
験は臨時的任用等で既に教壇に立っている方も多く受験します。その中で学生である私が一発合格できた
のは、東京学芸大学という恵まれた環境で過ごせたからだと思います。

◎ 教員採用試験説明会（11月～翌年5月）
　全国各地の教育委員会の採用担当者が来学し、教員採用試験説明会を開催しています。
　（2019年度実績：北海道から沖縄までの46教育委員会）

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

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

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

キャリア（教職・教育支援職）支援
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◎ 人物試験対策講座（2月）
　教員採用試験の論作文と面接対策を行います。

◎ 教採１次試験対策（教職教養対策）講座（3月）
　教職教養の講義を行います。

◎ 教員採用試験模擬試験（3月～6月）
　幼稚園や保育園の採用試験の模擬テストを行います。

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

◎ 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。

◎ 大学推薦学内選考（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。

◎ 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。

◎ 臨任講師登録説明会（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（2019年度実施例）

教員就職担当相談員により添削された論文

２０１９年３月22日から

３月26日～５月１０日消印有効
３月26日～５月９日

１４

24

１３

８

18

８月24・25・9月1日　集団面接・個人面接
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2020

就職相談

昨年度は58の自治体及び特別区（幼稚園）が参加

合格者
による
体験談等

教採
対策
説明会

本学非常勤
講師等
希望者名簿登録

埼玉県 他

説
明
会
等

養
成
塾

対象：学年不問（大学院含む）

東京教師養成塾
期間：11月～9月

埼玉教員養成セミナー
期間：1月～9月

説明会
5月（予定）

申込：6月(予定）

説明会
7月

申込：8月

2月上旬～
2月中旬
1,000円

11月上旬～
11月下旬
直接ご確認
ください

昨年度は20の
自治体が実施

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

論作文の書き方（講義・指導）、面接対策（講義・指導）他

教員採用試験対策
講座

教員採用試験
大学推薦

（論作文、
面接対策）

論作文
指導
（講義）

1月中旬～
4月上旬まで
随時
直接ご確認
ください

2月下旬～
4月中旬

5月中旬～

※自治体によって
　異なります。

一次試験
対策
学内模試

人物試験
対策講座 論作文

の書き
方講座

教
員
採
用
試
験
対
策
講
座
・
模
試
・
大
学
推
薦

一次試験対策（教職教養）・面接対策ＷＥＢ講座
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企業・公務員志望者対象のキャリア支援行事

◎ 「企業・官公庁」合同説明会
　約25社の企業･官公庁の採用担当者が来学し、学内において、本学学生のための合同説明会を行います。

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

◎ 企業・公務員就職対策講座
　◦就職活動準備講座
　◦就活本番スタートアップ講座
　◦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、公務員試験対策勉強法

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

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

◎ 面接特別指導
　個人面接及び集団面接について、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 7 8 9 10 11 12 1 2 3 0 0

2/3
（水）

特別区人事委員会
特別区職員採用試験説明会

1/6
（水）

東京都人事委員会
東京都職員採用試験説明会

（大学院含む）

2020

対象：学年不問
　　　（大学院含む）。
　　　学部 1～ 2年生の

参加も大歓迎。

対象：学年不問
　　　（大学院含む）。
　　　学部1～ 2年生の

参加も大歓迎。

「企業・官公庁」
合同学内説明会

3/3
（水）
招致団体数：未定（参考：令和元年度　17企業、6官公庁等）

13:00-17:00
第1むさしのホール

（大学院含む）

6/3
（水）

企業・公務員就職対策講座
「就職活動準備講座」（職務適性テスト結果解説付き）S310

6/17
（水）

企業・公務員就職対策講座
「就活に備える自己分析・自己ＰＲの仕方」S310

5/20
（水）

企業・公務員就職対策講座
「エントリーシート対策～インターンシップも意識して」S203

就職支援会社（文化放送キャリアパートナーズ）

企業・公務員就職対策講座
「公務員就職ガイダンス」

6/24
（水） S310

企業・公務員就職対策講座
「就活本番スタートアップ講座」

10/21
（水） S203

企業・公務員就職対策講座
「自己分析ステップアップ講座」

11/4
（水） S310

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

10/28
（水） S310

企業・公務員就職対策講座
「業界研究ステップアップ講座」

11/11
（水） S310

修士

企業・公務員就職対策講座
「内定者に質問・相談してみよう」

11/25
（水） S310

企業・公務員就職対策講座
「業界研究～実践編（学内業界説明会）」

11/18
（水） S310

企業・公務員就職対策講座
「エントリーシート対策」

12/2
（水） S310

企業・公務員就職対策講座
「グループディスカッション対策」

12/16
（水） S101

企業・公務員就職対策講座
「面接対策～基礎編」

12/9
（水） S310

S310

12/23
（水）

人事院関東事務局
国家公務員採用試験説明会S310

S310

企業・公務員就職対策講座
「面接対策～実線編」

1/13
（水） S310

企業・公務員就職対策講座
「3.1解禁企業エントリー直前対策」

1/27
（水）
就職支援会社（大学生協 withnavi）

S310

企業・公務員就職対策講座
「夏休みから始めよう！ 業界・企業研究」

7/8
（水） S310

（ジェイ・ブロード）

企業・公務員就職対策講座
「公務員試験対策勉強法」

7/1
（水） S310
公務員試験予備校（大原学園専門学校）

企業・公務員就職相談員（大塚相談員）

企業・公務員就職相談員（坪田相談員）

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

☆学校インターンシップ
〔2019年度本学猪苗代町立緑小学校のインターンシップ（2019.9.30～2019.10.11）体験者の声〕
　1人の「先生」として子どもたちと関わり、様々なことを経験することができた。実際に授業を観察し、
児童への発問やアドバイスなど先生方の言動を分析したり自分なりの理想的な授業について考えたりする
ことができた。また、授業についていけない子がいれば声をかけてサポートしたり、放課後や休み時間に
学習支援を行ったりと、1人ひとりの段階に適した支援も心がけた。さらに、先生方とお話をする機会もあ
り、教育の現状や今後の課題について改めて考えることもできた。学校インターンシップでの経験を通し
て学んだことや見えた課題をさらに追求し、教育実習や学校現場等で活かしていきたい。
 （初等教育教員養成課程美術選修 ２年）

☆総合インターンシップ
〔2019年度法務省人間科学系インターンシップ（2020.2.25～2020.2.27）体験者の声〕
　私は、法務省人間科学インターンシップに参加し、東日本少年矯正医療・教育センターを参観させてい
ただいた。 
　当センターについての説明を受けたり、少年院での矯正教育がどのように行われているのかを見学した
りした。実際に少年院の雰囲気を体験したり、入所している少年と接したりすることで、私の少年院に対
するイメージは大きく変わった。インターンシップを通して、教科書からは得る事が出来ない経験をする
ことが出来た。 
　また、当センターには、障害や病気を抱える少年が入所している。本人の更正だけではなく、周囲の環
境を整えることや福祉的支援が再犯・再非行防止には欠かせないと学んだ。私が大学で学んでいるソーシャ
ルワークの視点は、司法分野でも活かしていくことが必要だと感じることが出来た。

（教育支援課程 ソーシャルワークコース ３年）

〔2019年度宮城教育大学連携「冬季丸森町学習支援ボランティア」（2020.2.17～2020.2.21）体験者の声〕
　宮城教育大学主催「夏季女川町学習支援ボランティア」に続いて、「冬季丸森町学習支援ボランティア」
に参加した。丸森町は昨年10月の台風19号による大きな被害があった地域である。実際に現地を訪れて
みると、街中の道路の舗装などは思いのほか改善されており、外見上は既に立ち直っているという印象を
受けた。しかし、実際に学校に入り生徒と関わってみると、生徒が置かれている現状が精神に与える影響
について考えさせられた。丸森町の子どものうち、未だおよそ三分の一の生徒がもとの家に戻って生活を
送れていない。このような環境の変化から、一人で遊べるゲームやアニメに費やす時間が必然的に増えて
しまうこと、そしてそれが語彙力低下や他者共感性が育まれにくくなってしまうという大きな問題を内包
しており、他者とのコミュニケーション減少が学力のマイナスに作用してしまうことが考えられる。災害
後の学習支援が必要な理由、またその役割について、他大学（宮城、大阪、福岡）の学生とも議論する中
で理解を深めることが出来た5日間であった。 （初等教育教員養成課程学校教育選修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。
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　教員を目指すきっかけは高３時
の担任の「小学校の先生なら向い
ているかもしれない」という一言
です。その一言を信じ、好きだった
国語を中心に免許を取得できる学
芸大学を志望しました。部活の応
援団に打ち込みすぎ一年浪人しま
したが、なんとか学芸大学に入学

できました。大学では、竹取物語を分析したこと、教育実習、
サークルのフォークソング愛好会で仲間とたくさんギターを
弾き、歌ったことが思い出です。卒業後は特別支援学校の病院
訪問部に勤務し、白血病等の難病の子どもたちとベッドサイ
ド学習を行いました。当時から情報通信機器活用に興味があ
り、小学校へ異動後は、学芸大学の加藤直樹先生と共に国語
科の学習者用デジタル教科書の研究を行ってきました。研究

を進める中でデジタル教科書の活用法を深く研究したいとい
う思いを抱くようになり、2019 年度は都の派遣教員として学
芸大学の教職大学院で過ごしました。応援団の経験は運動会
の応援指導に、ギターは帰りの会の歌に、竹取物語の月の使者
の話には子どもたちが目を輝かせ、情報通信機器の活用は今
後の学校教育の柱に…と教員の魅力はこれまでの人生経験を
余すことなく生かすことができる点にあります。特に学芸大
学に２度入学して学んだ国語科の指導法や情報通信機器の活
用は、将来の日本の子どもたちにも価値あることです。教育
に責任感をもち、学び続ける　　
教員であることはが私の毎
日を鮮明に彩っています。東
京学芸大学は私にとって学
ぶことの喜びを教えてくれ
た大切な場所です。

東京学芸大学で学んだこと
谷川航〔 1998 年 A類国語選修　2019 年大学院教育学研究科（教職大学院）教育実践専門職高度化専攻
　　　　　　　  教科領域指導プログラム（情報教育サブプログラム）／現在、東京都小平市立小平第三小学校  〕

宮代有紗〔2018 年 3月 20 日卒業、中等教育教員養成課程 美術専攻／現在、秦野市立本町中学校〕

　ただ絵を続けたい。正直そんな
単純な理由で大学を選びました。
　大学では広報に関わらせていた
だくなど貴重な経験をさせていた
だきましたが特に印象に残ったも
のが、デザインを通して学んだ「も
のの考え方」です。それまでは思
いつきで制作をしていましたが、

授業を通してアイディアの深め方や考える過程を学んでいき
ました。またそれにより、様々なものごとの意図や背景をイ
メージできるようにもなったように思います。ただ在学中は
残念ながら学びを生かす所までは至りませんでした。
　しかし教職に就き授業を作っていた際、課題に沿って必要
な材料や技法を選び、試行錯誤しながらイメージを実現して

いく過程が「デザインの考え方と同じだ！」と気づき、大学
での学びが現在の仕事まで一気に繋がったことを覚えていま
す。その後も研修を通して「10年後も想像できない変化の激
しい時代、デザイン的な考え方が身につけば、将来様々な課
題解決に応用できるのでは」と考え、明確に大学で学んだこ
とや、美術教育の意義が感じられるようになりました。
　今後も大学での学びを生かし、美術を通して考え方や考え
る癖が身につく授業づくり
に取り組んでいきたいと思
います。そして将来生徒に
は、どんな進路に進んだと
しても、進んだ先で自分で
考え、課題解決していける
ようになってほしいです。

田中亮〔 2007 年 C 類言語障害児教育専攻卒業、2019 年 大学院教育学研究科特別支援教育専攻修了 ⁄現在、長野県塩
尻市立塩尻東小学校教諭 東京学芸大学非常勤講師 博士課程連合学校教育学研究科発達支援講座〕

　「教師になりたい！」という夢
と希望に満ちた同級生たちから刺
激を受け、必死に勉強したことを
よく覚えています。仲間や先生方
の顔が互いに見え、みんなで高め
合えることが学芸大の強みです。
教科教育法、障害のある子の発達
や教育など、たくさん学びました

が、教育実習日誌は宝物になりました。今でも時折読み返し
て、授業づくり・子ども理解の原点に戻るようにしています。
　学部卒業後は小学校教員としての生活をスタートしまし
た。サークルや研究室の仲間とは、「聞いてよ…！」「こうい
う時どうしたらいいと思う？」など、よく近況報告や相談を
し合います。同じ目標に向けて、ともに学んだ仲間との絆は
何年経っても色褪せません。

教職 12 年目には一念発起し、現職のまま修士課程で学びま
した。かつてお世話になった C類の先生方は変わらず、迎え
てくださいました。“先生方との絆 ”が卒業後も続くのは学芸
大の大きな特色です。
　今では、小学校教師（OB）・博士課程（学生）・「学習障害
指導法」非常勤講師（大学教員）として３つの面から学芸大
とかかわっています。「ここが自分の母校になる！」と思い
ながら、正門の桜並木を初めて歩いてから随分経ちましたが、
いつでも、どんな立場になっても、学芸大は “ 母のように ”
あたたかく受け入れて
くれます。母校は、今
でも私に「教師として
学び続けることに誇り
をもつように！」と教
えてくれています。
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　私は小学生の頃、保健室が大好
きでした。そのため、高校で進路選
択をするにあたり、迷わず保健室の
先生、養護教諭になろうと決め、東
京学芸大学を受験しました。入学す
ると養護教育専攻の同級生は、12
名と少なく驚きましたが、少人数制
で先生方が手厚く指導してくださり、

わからないことは仲間と助け合えるという、恵まれた環境でした。
　卒業後は海外の日本人学校や離島勤務等を経て、現在は地
元の小学校で養護教諭として勤務しています。実際に働いてみる
と、子どもの頃に思い描いていた保健室の先生からは想像がで
きないほど多くの仕事があります。けがや病気の対応に加え、担
任の先生と一緒に保健の授業も行っています。その他、教職員

向けのアレルギー研修会や学校保健委員会の開催、特別支援教
育コーディネーターなど養護教諭の役割は多岐にわたり、毎日忙
しいながらも、充実した日々を送っています。何より養護教諭は、
子供たちの成長を近くで見守ることができ、子供たちや保護者の
方、先生方からたくさんの「ありがとう」をもらうことができる素
晴らしい仕事です。
　困難に直面したときに、職場の同僚の先生方はもちろん、今
でも相談できる東京学芸大学
の仲間や先生方がいることが
心の支えになっています。養護
教諭を目指す方にはぜひお勧
めしたい大学ナンバー1です。

増渕優花〔2012 年Ｄ類養護教育専攻卒業／現在、国分寺市立第五小学校養護教諭〕

　私は、小さいころから絵を描い
たり、もの造りが好きで学芸員と
いう職業に憧れがありました。高
校生の時に、地元の寺院が再建以
来初めての保存修理を終え、国宝
に指定されました。そのよみが
えった極彩色の彫刻群に圧倒さ
れ、文化財の修復に興味を持ち、

文化財の専門的な知識を学びたいと思いました。
　大学では、社会教育や博物館学から考古学、保存科学、文
化財科学といった専門的な分野まで、幅広く、体系的な学び
を得ることができました。特に博物館学の授業では、実際に
収蔵品の取り扱いを学んだり学芸員さんの体験を聞いたり
と、文化財保存実務に直結する貴重な体験をさせていただき
ました。

　就職先は、地元で文化財保護の仕事に携わりたいという思
いから熊谷市役所を志望しました。入庁１年目は、市民課で
主に窓口対応の仕事をしていましたが、念願が叶い、今年度
から市の文化財保護係として、熊谷市立江南文化財センター
に勤務しています。行政の文化財保護の仕事は、埋蔵文化財
をはじめ、建造物や彫刻など
の有形文化財、無形文化財、
天然記念物など非常に幅広い
です。学芸大学での幅広い学
びと体験が、役に立つのでは
ないかと思っています。身近
な地域の文化財を守り、その
魅力をより多くの方々に発信
できるよう、日々勉強に励み、
精進していきたいです。

山川愛希子〔 2019 年 E 類生涯学習専攻文化遺産教育サブコース卒業 ⁄現在、埼玉県熊谷市教
育委員会社会教育課文化財保護係 ( 熊谷市立江南文化財センター〕

　「より高いレベルで陸上競技に取
り組みたい」、「日本の中枢である
東京で、最先端の教育、スポーツ
を学びたい」この 2つの思いを胸
に、私は東京学芸大学へ入学しま
した。社会人になった今、学生生
活を振り返ると、非常に充実した4
年間だったと思います。

　学芸大の最大の良さは、全国から集まった志の高い仲間と切
磋琢磨できることにあると思います。日々の授業や部活動、ゼミ
での活動の中で様々な考えを持つ仲間と学び、競い合い、意見
を交わし合ったことは他の何にも代えることのできない、貴重な
経験でした。
　現在、私は教科書や学校で使用する教材を中心に発行してい

る出版社で、営業職として働いています。教科書や教材を先生
方にご案内する中で、学芸大で学んだ保健体育や教育について
の知識、教育実習での経験が大きく活きていることを実感して
います。
　今、9月入学やオンライン授業のあり方などが議論され、日
本の教育は過渡期を迎えています。教育がどのように変わろうと、
現場のニーズを読み取り、それに合った教材を提供していくこと
が、私の役割だと考えています。学芸大で学んだことを活かし、
日本の未来を担う子どもたちの
学びがより良いものになるよう、
微力ながら尽力する所存です。

江頭佑紀〔 2019年 E類生涯スポーツ専攻卒業/現在、大修館出版販売株式会社〕
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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」が
あります。「学芸むさしの奨学金」
は給付型の奨学金で、返還の必要
はありません。

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

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

学生寮について
042-329-7188
学務部学生課課外教育係

東久留米国際学生宿舎

◎ 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）

　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

寮　名 小平寮 大泉寮

所在地 小平市鈴木町1-102 練馬区東大泉5-22-1

性　別 女子 男子

入寮定員 160名 130名

寄宿料 月額　4,300円 月額　4,300円

居室様式 鉄筋5階建　個室（約6畳） 鉄筋4階建　個室（約6畳）

通学方法・所要時間
バス　　15分
自転車　10分

バス又は電車70分
自転車　　　50分

＜学生寮の概要＞

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

宿舎名 所在地 性　別 入寮定員 寄宿料 居室様式 通学方法・所要時間

東久留米
国　　際
学生宿舎

東久留米市氷川台1-22-2
男子
女子

38名
72名

月額
4,700円

鉄筋3階建
個室（約7畳）

バス又は電車60分
自転車　　　50分

＜国際学生宿舎の概要＞

※ 国際学生宿舎は、外国人留学生と日本人学生の混住方式の宿舎です。勉学環境と国際理解の場を提供することを目的に設置されています。入寮期間は4年以内（最短修業
年限終了の日まで）です。
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■ 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
ものになっています。入学の際等
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、障がい学生支援に全学で取り
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
120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
● 電話・ファックス
　042-329-7905（直通）
● メール
　gsupport@u-gakugei.ac.jp
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学芸大の
自主ゼミ

自主ゼミは、学生たちが自主的に集まって授業外で学習するゼミナール

活動です。学生たちは、自分の専攻している学問を深めたり、他学科の

興味のある分野を学んだりしています。多くの自主ゼミが存在しますが、

その中から２つ紹介します。

■ ITC（Intensive Training Course of English）で
は英語だけで様々な活動を楽しみ、英語漬けになること
ができます。40年近い歴史を持つITCは現在年間4回
行われ、本学の学生に加え他大学の学生や社会人など多
くの方が参加しています。その企画・運営の全てを担う
のが本ゼミのTAと呼ばれる学生で、参加者の方により

楽しく、教育的に有意義な時間を提供するべく日々学習や準備に励んでいます。英語科教育学分野の高
山芳樹先生がサポートくださっています。

■ 公共人類学とは、社会・文化を捉えるための多様な
論理を引き受けつつ、現実世界への具体的な働きかけを
行いながら、知と実践の循環を生み出していく学問です。
本ゼミでは、教育、開発、アートなど様々な分野で
フィールドワークを重ね、現場の方々と活動を共にしな

がら思索を深めていきます。常識にとらわれない、豊かな発想を育むための思考力を鍛え、外に飛び出
し、他者との出会いから様々な化学反応を生み出していきましょう。

■ゼミ参加学生からのコメント

TA間で議論を交わしゼロから活動を作る過程や、参加者の方と一緒に活動

する時間を通して、楽しみながら授業づくりや指導のスキルを伸ばしてい

る実感があります。また昨年度より高校生向けITCを大学内で行うなど活動

の幅を広げられているのも嬉しいです。

■ゼミ参加学生からのコメント

このゼミは本当に色々な関心を持つ学生が分野を超えて集まってきます。

しっかり議論したい。面白いことをしたい。未知の世界に飛び込みたい。価

値観をぶち壊したい。教育について深く考え、学びたい。自分と向き合い、

全力で「学問」を楽しむことができます。

東京学芸大学ITCゼミ名

ゼミ名 公共人類学
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教育

音楽・演劇・映像

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

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

造形教室たけとんぼ
北多摩東 BBS 会
国分寺子どもクラブ
子ども学習支援サークル　小金井てらこや
サークルちえのわ
手話サークル Papillon
理科教育系サークル Aggressive!!
Pages

STEAMer

学童サークル cococolors
Education　club　PoPo
教育を考える会＠ 3ch
障害児と楽しく遊ぶ会　おこりんぼ
小学校ボランティアサークル　Let's
地域子ども会活動サークル　むぎのこ

東京学芸大学には教員養成大学
ならではの

教育系サークル もたくさん！

やったことないこと、やってみ
たかったこと、

一緒にはじめてみませんか？

造形教室たけとんぼ

手話サークル Papillonサークルちえのわ

東京学芸
大学

和太鼓サ
ークル結

東京学芸大学
混声合唱団

モダンフォークソングクラブ

音楽友之会

アカペラサークル Infi ni

令和 2年 6月現在
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美術・食・文化・趣味・その他

武道・パフォーマンス

ラテンアメリカ研究会
東京学芸大学ジャグリングサークル　CHELSEA
東京学芸大学お笑いサークル　GOC
柔道部
剣道部
東京学芸大学空手道部　空心会 

弓道部
少林寺拳法部
テコンドー部
ストリートダンスサークル　@fterbeer
ダンス部
チアリーダー部　Hydrangea

絵本創作サークルきつねのしっぽ
写真研究部
美術研究部
漫画研究部
書道サークル　審美会
星空サークル　シリウス
学芸CCC（キャンパス・クルセード・フォー・クライスト）
総合史学研究会
小金井祭実行委員会
生協学生委員会
生協留学生委員会
生協読書マラソン委員会
東京学芸大将棋の会
フリーペーパー ZOU

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

東京学芸大学サバゲーサークルAlvis

プロ野球ファンサークル

茶道部
TFT@gakugei

東京学芸大学かるた会
東京学芸大学アマチュア無線クラブ
HOME SOUP BAR
新奇表現文化
ユーレイサークル

こんにちは！アカペラサークル、Infi ni

（アンフィニ）です。アカペラと聞くと、

「凄そう！！」「難しそう！！」という

イメージがあるかもしれませんが、音

楽が好きな学生が集まっている楽しい

サークルです。アカペラは敷居が高そ

う ... と思わず、一度サークルに遊びに

来てみてください。一緒に音楽を、歌

を、楽しみましょう。部員一同、心よ

りお待ちしています！

東京学芸大学お笑いサークル　GOC

美術研究部

アカペラサークル　Infi ni
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　     テニス・ホッケー
　体操・水泳・レジャー
　　　卓球・ラグビー
  　　　バド・体操・卓球
　  　　ホッケー・

男子硬式庭球部

女子硬式庭球部

ソフトテニス部

アイスホッケー部
体操競技部
器械運動クラブ
男子水泳部

女子水泳部

硬式テニスサークル elf

硬式テニスサークル「Double Fault」

T-CRUISE

なかよしテニス愛好会

Wonderland

ソフトテニスサークル　なんてね

留学生硬式テニス同好会

男子一般運動サークル（G.S.C.）
女子一般運動サークル（G.S.C.）
レクリエーション スポーツ クラブ
東京学芸大学アルティメットフリスビーサークルBIG APPLE
ワンダーフォーゲル部
スキューバダイビングサークル　NEPTUNE
熱気球倶楽部ホ～ホケキョ
フィギュアスケート部
卓球部
ラグビーフットボール部

東京学芸大学蹴球部
女子サッカー部DUMBO
F.C.LEO
FC.ALEX
FC.Beginners
東京学芸大学フットサル部

朝だけフットサークル Corazon（コラゾン）

男子ラクロス部
女子ラクロス部

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

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

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

こんにちは！女子ラクロス部で

す！ みなさんは、本気で『日本一』

を目指したことはありますか？

私達は日本一を目指して日々活

動しています。 そんなラクロス

部には一人一人が成長できる環

境、そして何より輝く部員の姿

があります。 私達と一緒に最高

の４年間を過ごしましょう！

で

』

？

活

ス

環

姿

高

O

ル部ル部ル部ル部部ル部ル部部部

（ ラゾンゾンゾン））））

RE
GU

LUS

女子バスケットボール部

なかよしテニス愛好会
スキューバダイビングサークル　

NEPTUNE

女子ラクロス部
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集］石橋ひふみ石橋ひふみ、加加藤亮介［編［取材］朝妻栞、石橋ひふみ、加藤亮介、小泉 編集］石橋ひ泉朋子、 竹花春香、日髙華［撮影］石 ひふみ集］石橋ひふみ
「学芸いいとこMAP」は学内広報誌「TGU」からの抜粋記事です。
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学芸大丼（大）528円（税込）

みそラーメン（中）363円（税込）

定食セット 704円（税込）

ヒレカツカレー（中）418円（税込）

※期間限定のメニューもあります。  ※写真は一部異なる場合があります。

704

90   学食



東京学芸大学概要

北海道

青　森

岩　手

秋　田

宮　城

山　形

福　島

栃　木

群　馬

茨　城

埼　玉

千　葉

新　潟

長　野

山　梨

京　都

大　阪

兵　庫

和歌山

滋　賀

奈　良

島　根

鳥　取

岡　山

広　島

山　口

宮　崎

大　分

熊　本

長　崎

東　京

神奈川

静　岡

愛　知

岐　阜

三　重

沖　縄

21

21

12 12

1313

30

2017

26

25

20

39

37

27
12

5

7

3

26

21

4020

7

40

1

5

3

9

2

7

9

20

5

1

14

2

5

5

5

5

3

3

14

14

5

5

9

3
2

海　外 6

その他 3

6

香　川

徳　島

愛　媛

高　知

9

3

6

2

7

6
11

6

鹿児島 11

11

8

8

7

3

佐　賀 2

福　岡 7

2

11

3

7 5
5

14

112

307

75

30

21

石　川 7

富　山 12

福　井 5

13

13

20

17

25

20

27

39

112

37

307

75

学芸大学には、全国から学生が集まってきます。
（2020年度入学生出身高校所在都道府県）
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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

2019

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

平31

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

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

専攻の
再編

専攻の再編

大学院修士課程
(教育学研究科)

夜間大学院
(総合教育
開発専攻)設置

短期特別コース設置
(標準修業年限1年)

東京府小学教則講習所
東京府小学師範学校
東京府師範学校

東京府尋常師範学校

東京府師範学校

東京府青山
師範学校

東京第一
師範学校

東京府女子師範学校

東京第一
師範学校
女子部

東京第二師範学校

東京府豊島師範学校

東京第二師範
学校女子部

東京府
大泉師範学校

東京
第三師範学校

東京府立農業教員養成所
東京府立農業補習学校
教員養成所

東京府立青年学校教員
養成所

東京都立青年学校教員
養成所

東京青年師範学校

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

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

教育支援
課程設置
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附属幼稚園竹早園舎

附属大泉小学校

附属世田谷小学校 附属高等学校

附属竹早中学校

附属特別支援学校

附属幼稚園小金井園舎 附属小金井中学校附属小金井小学校

附属世田谷中学校

附属国際中等教育学校

附属竹早小学校

●小金井地区

●世田谷地区

●大泉地区

●竹早地区

●東久留米地区

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

附属学校（園）
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学位授与数・学位論文数、専門学術論文数、
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
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学位
Degree

専攻分野の名称等
Area of Specialization 

大学院（修士課程）
Graduate School of 

Education (master's course)

教職大学院
（専門職学位課程）

Graduate School of Teacher 
Education

(professional degree program)

連合学校教育学研究科
（博士課程）

United Graduate School of 
Education

(doctoral course)

修士
Master

教育学
Education 266

学術
Arts / Philosophy / Science 5

専門職
Education in Teaching 58

博士
Doctor

教育学
Philosophy in Education 15

学術
Philosophy 1

学位授与数　Number of Degrees Conferred

教員免許状取得状況（学部）　Teacher's Licenses Obtained (Undergraduate) ( 令和元年度卒業生 )
(Academic year 2019 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 569 541 539 393 446 124 8 － 1,510 97 64 251 114 15

B類 242 229 38 236 286 3 0 － 563 0 146 64 17 2

C類 41 37 37 19 17 23 37 － 133 0 6 13 8 10

D類 12 12 0 9 9 0 0 12 30 3 0 9 0 0
学校教育系・教育系・計
Teacher Preparation Course. total 864 819 614 657 758 150 45 12 2,236 100 216 337 139 27

E類 180 59 － 39 59 － － － 98 23 34 2 0 0

N類 2 0 － 0 0 － － － 0 0 0 0 0 0

K類 2 0 － 0 0 － － － 0 0 0 0 0 0

F 類 0 0 － 0 0 － － － 0 0 0 0 0 0

J 類 1 0 － 0 0 － － － 0 0 0 0 0 0

G類 3 1 － 0 1 － － － 1 1 0 0 0 0
教育支援系・教養系・計
Liberal Arts Course. total 188 60 － 39 60 － － － 99 24 34 2 0 0

総計
Total 1,052 879 614 696 818 150 45 12 2,335 124 250 339 139 27

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

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)

学位論文
Dissertation 271 16

課題研究の成果
Research Report 0

専門学術論文
Academic papers 4

（令和元年度修了生（論文博士を含めず。））
(Academic year 2019 graduates (not including graduates of “dissertation 
only” doctoral programs))

( 令和元年度修了生 )
(Academic year 2019 graduates)

令和元年度の内訳
Academic year 2019 令和元年度

Academic year 
2019 total学校教育系・教育系・計

Teacher Preparation Course.
教育支援系・教養系
Liberal Arts Course.

司書教諭
Librarian teacher

148 2 150

司書
Librarian

7 22 29

社会教育主事
Social education director

5 29 34

学芸員
Curator

12 23 35

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

0 19 19

スクールソーシャルワーカー
School social worker

0 6 6

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

19 19

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

271 159

教職大学院
Professional Degree Program

58 53

教員免許状取得状況（大学院）　Teacher's Licenses Obtained (Graduate School) ( 令和元年度修了生 )
(Academic year 2019 graduates)

専攻名
Major

修了生数
Number of
Graduates

一種免許状
取得者数

Graduates who 
acquired licence

専修免許状
取得者数

Graduates who acquired 
Specialized Certifi cate

特別支援教育
Special Needs Education

21 16 2

教員免許状取得状況（特別専攻科）　Teacher's Licenses Obtained (Postgraduate Cource in Special Needs Education) ( 令和元年度修了生 )
(Academic year 2019 graduates)

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.



● 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

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

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

2020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

③ ガイダンスに従ってお届け先等を登録してください。
○  資料は発送日からおおむね3～5日でお届けできます。受付時
間や地域配達事情によってはお届けに1週間程度要する場合
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。支払い時に手数料として、コンビニ払いとLINE Pay 
請求書支払いは88円、ケータイ払いとクレジットカード払いは
50円が別途必要です。ケータイ払い、クレジットカード払い、コ
ンビニ支払いは、1回分の手数料で、複数資料の料金を同時に
支払うこともできます。ゆうちょ銀行・郵便局での通常払込み
（ATM・窓口）もご利用になれます。
○料金は、資料に同封されている料金支払い用紙の支払い方法
に従いお支払いください。

○  一般選抜募集要項は、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「一般選抜募集要項：600円」
「一般選抜募集要項、大学案内：650円」
となります。
【通常受付期限】2021年1月28日（木）正午まで
【速達対応受付期限】2021年1月31日（日）正午まで

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 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

https://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。

② 資料請求番号（6桁）を入力してください。

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

資　料　名 資料請求番号 料金（含送料）（※）

入学者選抜要項 582020 215円

一般選抜学生募集要項 582000 215円

学校推薦型選抜・スーパーアスリート
推薦選抜学生募集要項 582010 215円

帰国生・私費外国人留学生
選抜学生募集要項 562030 250円

※料金（含送料）は予定額であり、変更となることがあります。
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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。2021©TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY

東京学芸大学 大学案内2021
2020年7月20日発行
【編集】広報戦略推進本部、総務課広報室、教育インキュベーションセンター
【デザイン監修】教育インキュベーションセンター
【表紙イラスト】正木賢一 准教授
【編集協力スタッフ】朝妻栞、竹花春香、虫谷涼香
【印刷】サンプロセス

@TokyoGakugei

〒184－ 8501　東京都小金井市貫井北町4－1－1東京学芸大学の住所

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

学務部
入試課

学務部学生課学生生活係
042-329-7186
入学料・授業料免除

042-329-7187
奨学金制度

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

● ＴＥＬ・ＦＡＸ

042-329-7905
 （直通）
● ＭＡＩＬ
　gsupport@u-gakugei.ac.jp

www.u-gakugei.ac.jp
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