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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。2022©TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY

東京学芸大学 大学案内2023
2022年5月26日発行
【編集】広報戦略推進本部、総務課広報・基金室、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】大関杏野、野月そよか、小林ひかる、大友涼乃、松永裕香、
　　　　　　　　　　菅俊平、五十嵐朝陽、奥永茉唯、津波古薫
【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

●学部入試情報サイト（トップページ＞「入試について」＞「入試情報」）

●入試に関するお問い合わせフォーム

●電話042-329-7204
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）

www.u-gakugei.ac.jp
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障がい学生支援室

西２号館１階

● ＴＥＬ・ＦＡＸ

042-329-7905
 （直通）
● ＭＡＩＬ
　gsupport@u-gakugei.ac.jp
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教職の魅力ってなんだろう？

教育支援ってなんだろう？

せんせいのーと

東京学芸大学が変わります

さあ東京学芸大学で学ぼう
　学校教育教員養成課程って何？
　教育支援課程って何？
　どんな免許や資格がとれるの？
　どんなことを学ぶの？

学校教育教員養成課程の特色

学校教育教員養成課程についての説明

教育支援課程の特色

教育支援課程についての説明

卒業後の進路

もっと学びたい人は

取得可能な免許・資格

国際交流と留学

キャリア（教職・教育支援職）支援

東京学芸大学で学んだこと

学生生活支援

自主ゼミ＆EXPLAYGROUND

サークル図鑑

ぷらり学芸キャンパスMAP

附属図書館

学芸大の学食

東京学芸大学概要

大学までのアクセス

学生募集要項等の請求方法・授業料

ノート型パソコンの必携について・
問い合わせ
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により評価された結果に基づ
き、抗菌製品技術協議会ガイド
ラインで品質管理・情報公開さ
れた製品に表示されています。



東京学芸大学長  國分  充
有為の教育者を
養成する学芸大学

　高校生のみなさん、本学、東京学芸大学に関心
をもってくれてどうもありがとう。学芸大学は、
教育者を養成する単科大学です。将来の職業と結
びついた大学教育を行うという点で、他の一般大
学とちょっと違っています。教育者と言って、す
ぐに思い浮かぶのは、学校の先生でしょう。学芸
大学では、教師の他に、教育支援職も教育者のう
ちに含んで考えています。教育支援職とは、まだ
残念ながら広く知られるには至っていない言葉で
すが、学校の外部にあって、学校現場と協働して、
子ども・教師とその活動を支えていくような仕事
を言います。よく知られているものには、スクー

ル・カウンセラー、スクール・ソーシャルワーカー、
博物館等の学芸員などがあります。学芸大学では、
学校の先生を養成する課程と並んで、そうした教
育支援職を養成する課程を、我が国で初めて2015
年につくりました。そうした教育支援職も含めて、
本学が創設時から掲げている使命＝“有為の教育
者の養成”を進めています。

教員養成系大学で最大規模、
そしてフル装備の学芸大学

　学芸大学のような単科の教員養成系大学は、
全国に 11 あります。その中で、学芸大学は、1
学年の学生定員 1010 名と、我が国で最大規模を
誇ります。実習を行う附属学校も、幼稚園から
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高校、国際中等教育学校、特別支援学校と 11あ
り、これも最大規模です。学芸大学は、淵源を
たどると、戦前の師範学校に至ります。戦後、様々
な教育改革が行われた時に、東京にあった 4つ
の師範学校と 2つの女子部が一緒になって学芸
大学となりました。附属学校の多さは、実習機
関ですので本学の学生規模に合わせてというこ
とがもちろんあるのですが、戦前の師範学校が
それぞれにもっていた附属学校が本学の附属学
校となったということも関係しています。また、
学芸大学には、学部卒業後の学びのための大学
院も、教職大学院と修士課程があり、その上の
博士課程も、近隣の 3大学（埼玉大学、千葉大
学、横浜国立大学）と連合大学院という形でもっ
ています。さらに、特別支援学校の教員免許を
取得できる特別支援教育特別専攻科もあります。
こうしたフル装備の教員養成系単科大学は本学
以外ごくわずかです。

少人数教育の学芸大学

　本学には、教育学や教育心理学、教科の指導
法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、スポーツなど多様
な専門分野の教員を多数擁しています。そして、
一人の教員が担当する学生数は、1学年当たり
5人を越えないようにしています。学生と教員
の距離が非常に近く、面倒見のよい教員が多い
ということは、本学の誇るべき特徴です。また、
高等教育には、少人数の教育でないと伝わらな
い内容が必ず含まれており、それが専門性なの
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。

「教員養成フラッグシップ大学」
としての学芸大学

　学芸大学は 2022 年３月より、「令和の日本型
学校教育」を担う教師の育成を先導し、教員養

成の在り方自体を変革していくための牽引役と
しての役割を果たす大学として、文部科学大臣
より「教員養成フラッグシップ大学」に指定さ
れました。教員養成フラッグシップ大学として
指定されているのは、全国で４大学のみです。
社会変化に対応した先導的な授業科目を研究・
開発し、2023 年度入学生から本学のカリキュラ
ムに取り入れます。また、教育委員会や他大学、
民間企業等と連携した研究を行い、持続的に教
育者養成の在り方を探究し、成果の普及を進め
ていきます。教育を通して、より良い社会への
変革を主導することが本学の使命です。

恵まれた学習環境にある
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。
　このキャンパスで、みなさんと出会い、みな
さんとともに活動しながら、我が国の教育を先
導する拠点大学となり、広く海外にも成果を発
信していく大学となっていきたいと思います。
教職員一同、みなさんをお待ちしています。
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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。

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‼ 

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。

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！

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！

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。

「教師」の魅力発信プロジェクト「先生のおわりとはじまりの授業」（本編＆対談編）

プロモーション映像
YouTube で
配信中！ URL：

https://youtu.be/f2ZIc3Ev2YU
URL：
https://youtu.be/zotCfrUIqjs

【本編】 【対談編】定年退職を迎える先生の最後の授業。
一方、先生として教壇に立つ初めての授
業。そんな貴重な瞬間を撮影することで、
「教師」という職業の現場の一片が見える。

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？
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専門について教えてください。

　英語教育学を専門として、主に中高の英語教育について

研究しています。具体的には、日本人英語学習者が、英語

の文章を読むときにつまずいてしまう原因を解明する研究

や、高校生の英語習得状況の調査に取り組んでいます。ま

た、高校の英語授業をより良くするために現場の先生方を

サポートする活動を行っていて、授業モデルを提案したり

研修会を開催したりしています。

学生（高校生）の皆さんに期待することは？

　大学生のみなさんには、新しく学んだ事柄を鵜呑みにす

るのではなく、「本当にそうだろうか？」「自分はそれにつ

いてどう思うか？」という問いかけをしながら学んでほし

いです。そうすることで、将来教員になったときに必要な

判断力を鍛えることができるからです。高校生のみなさん

には、もし英語力を伸ばしたいと思っているのであれば、

自分の好きなことや興味のあることをきっかけにしながら、

日々、気軽に英語に触れる時間を増やして

ほしいです。遠回りに見えて意外とこれが

近道だったりするのです。

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。

　生涯学習という領域の、特に社会教育学や成人教育学を

専門にしています。生涯学習とは文字通り「生涯を通じた

学習」のことです。社会教育は学校教育・家庭教育に並ぶ

日本の教育の 3つの柱の一つで、学校教育以外の社会や地

域で行われる教育活動のことです。例えば、図書館や公民館・

博物館などの場、子ども会や放課後活動、仲間同士のサー

クル活動やボランティア活動など、子どもからおとなまで、

さまざまな人・場所・内容・方法で行われています。

学生（高校生）の皆さんに期待することは？

　地域を元気にしたい、子どもたちの居場所を作りたい、

異世代交流を増やしたい、社会をよくする人を育てたい。

そういうことに関心を持っている若い人たちはたくさんい

ると思います。学び合いを支えることは、自分や社会を変

えていく力をつけることをサポートすることです。学びを

引き出す環境づくりをしたり、人と人・情報・地域とつな

げたり、いわゆる「先生」とはちょっと違う教育の専門職

に関心がある人に、ぜひ学んでいただきた

いです。

総合教育科学系 教育学講座
生涯教育学分野
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専門について教えてください。

　スポーツバイオメカニクスです。ハイスピードカメラや

モーションキャプチャシステムといった機材を使用して

様々なスポーツ選手の動きを記録し、物理の力学の原理・

原則を当てはめて分析することで、動きの良し悪しを評価

したりメカニズムを解明したりしています。選手としてど

こをどう改善すればパフォーマンスを高めることができる

か、指導者として選手の動きのどこに着目してどう言葉か

けをして指導すれば良いか、といったことに繋がる学問で

す。

学生（高校生）の皆さんに期待することは？

　私は、大学院時代の恩師から「世の中の分からない（で

きない）ことには 2 種類ある。一つは世界中の誰もが分か

らないこと。もう一つは自分が分からないだけで、既に分

かる人が他にいること。」という言葉を頂いたことがありま

す。特に若い学生である皆さんにとっては、分からないこ

とは恥ではありませんが、そのままにしないことが大切で

す。後者の「分からない、できない」に対す

る学びから知と経験を積み重ね、前者の「分

からない、できない」の解明・解決にチャレ

ンジできる人になって欲しいです。

先生のご専門について教えてください

　数学の中でも位相幾何学と呼ばれる幾何学の一分野を専

門としています。位相幾何学の考え方を説明する例として

は、「コーヒーカップもドーナツも同じ形と考える」という

のが有名です。ふたつは全く違う形状に見えるけれど、コー

ヒーカップには持ち手の「穴」が、ドーナツには真ん中に「穴」

があり、どちらも「穴が一つ」という共通点を持っています。

このように、本質的なつながり方に着目してモノの形を調

べるのが位相幾何学の考え方です。

学生（高校生）の皆さんに期待することは？

　試験の点数を上げることも大切かもしれませんが、やり

方を覚えて繰り返す勉強から一歩離れて、自由に数学と向

き合って欲しいです。たまには自分にとって少し難しい問

題に取り組んで、しっかりと「考え抜く」経験をするとよ

いと思います。それから、解き終わった問題を改良するな

どして、新しく問題を作って解いてみるのもおすすめです。

ちょっとした簡単なことでいいから、自分で

数学を作り出す経験ができるとよいですね。

芸術・スポーツ科学系 健康・スポーツ科学講座
運動学分野

自然科学系 数学講座
数学分野
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〈教員養成の４つの課程を１つの学校教育教員養成課程へ再編〉
　2023年度より、学校教育系の４つの課程を１つの「学校教育教員養成課程」に再編します。Society5.0や新

型コロナウイルス感染症への対応に代表される変化が激しく予測困難な時代において、大人になっていく子供たち

には、変化していく時代への対応力と、自由で公正な社会の持続的発展に貢献するために新たな価値を創造する力

が必要です。そして、子供たちにその力を育成するためには、教師自身が学校や社会をより良く変革することに自

律的・主体的に取り組むことができる力を有していることが必要であり、この力は、学校種を超えて、共通に伸ば

していくべきものです。４つの課程を１つの課程にして、この力を育成する科目を社会変化に先導的に対応してい

く教員養成課程全体の中核的科目とします。また、子供たちには、どの学校段階においても、社会の現状や社会問

題の解決も意識した社会と協働した学びが不可欠です。４つの課程ごとに策定されていたディプロマ・ポリシー（卒

業認定・学位授与の方針）を一つにし、子供の発達・成長を俯瞰し、社会との協働的な学びを実現する力を身に付

けます。

　学校教育教員養成課程のもとには、幼稚園・小学校教員を養成する初等教育専攻、中学校・高等学校教員を養

成する中等教育専攻、特別支援学校教員を養成する特別支援教育専攻、養護教諭を養成する養護教育専攻を置き、

専門的能力の育成も図ります。

〈新たなコースの設置〉
　従来の選修・専攻に代えてコースを置きます。従来の「学校教育」「学校心理」「国際教育」「環境教育」の４

つの選修については、現代的な教育課題をより共通的に学ぶことができるよう、初等教育専攻の「現代教育実践

コース」としてまとめます。また、情報活用能力の育成が叫ばれるなか、高等学校情報科の重要性が飛躍的に高

まっています。その教育を担う教員の養成を強化するために、中等教育専攻情報コースを新設します。

〈教員養成フラッグシップ大学として、より良い未来を創造していく教育の実現へ〉
　東京学芸大学は、2022年３月に、全国的な教員養成の高度化に貢献できることが見込まれる大学として文部

科学大臣より「教員養成フラッグシップ大学」に指定されました。2023年度入学生のカリキュラムには、教員

養成フラッグシップ大学として、子供・教師・学校が、社会と共により良い未来を創造していく教育の実現を目

指し、社会変化に先導的に対応していく科目を開設しています。教育は日本の根本です。私たちは新しい教育に

ついて一緒に考え、創造していこうという熱意をもつ人を求めています。

東京学芸大学が変わります！
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再編後の課程・専攻（類）・コース・プログラム

初等教育専攻（Ａ類）
●国語コース
●社会コース
●数学コース
●理科コース
●音楽コース
●美術コース
●保健体育コース
●家庭コース
●英語コース
●現代教育実践コース
　　◇学校教育プログラム
　　◇学校心理プログラム
　　◇国際教育プログラム
　　◇環境教育プログラム
●ものづくり技術コース
●幼児教育コース

特別支援教育専攻（Ｃ類）
●聴覚障害・言語障害系コース
●発達障害・学習障害系コース

教育支援専攻（Ｅ類）
●生涯学習・文化遺産教育コース
●カウンセリングコース
●ソーシャルワークコース

※ 組織再編は、大学設置・学校法人審議会の審査等によって確定するものであり、内容が変更になる可能性もあります。

中等教育専攻（Ｂ類）
●国語コース
●社会コース
●数学コース
●理科コース
●音楽コース
●美術コース
●保健体育コース
●家庭コース
●技術コース
●英語コース
●書道コース
●情報コース

養護教育専攻（Ｄ類）
●養護教育コース

学校教育教員養成課程

教育支援課程

●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

東京学芸大学が変わります    13
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教職実践演習

専門的な
学識・技能

教育実習

教育実習

教育基礎科目

自己創造のための
教育体験活動

専攻科目
（小中高の教科に関する

専門的事項等）

教育創成科目 ( 教育という営みの様々な
  課題について扱う科目 )

変化が激しく予測困難な時代へ対応できる力と
新たな価値を創造することができる力を子供に

育成することができる教師

学校や社会をより良く変革することに
自律的・主体的に取り組むことができる力を

有する教師

フラッグシップ
大学ならではの
先導的な科目

必修５科目

 教員免許取得！

学校教育教員養成課程って何？
　学校教育教員養成課程は学校の先生をめざす人のための課程です。
　全４専攻から成り、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。

教育支援課程って何？
　教育支援課程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（50・51 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、それぞれのコースの特性に応じて、学校や地域、教育行政、
教育関連企業、教育関連非営利組織や海外などで専門性を活かし様々な支援をする人を養成します。

どんな免許や資格がとれるの？
　学校教育教員養成課程の全ての専攻・コースでは、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。（詳しくは72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、幼児教育コース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73ページをご覧ください。）

　東京学芸大学は、教員養成の高度化に貢献する大学として、文部科学大臣から東日本で唯一（全国で４大
学のみ）の「教員養成フラッグシップ大学」として指定を受けました。
　このことにより、2023 年度の入学生から先導的な科目を含む東京学芸大学独自の学びによる教員免許取
得が可能になりました。新しい時代を創造するための教育や教師の在り方など、他の大学にはない未来志向
の学びを通じて、これからの学校教育を先導する教育者の養成を目指します。

さあ  東京学芸大学で学ぼう
東京学芸大学には、学校教育教員養成課程と教育支援課程があります。

フラッグシップ大学による新しい教員免許のかたちを実現！

《教員免許取得のためのカリキュラムマップ》

※各科目区分については次頁以降参照
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　大学生にとって必要な深い教養と豊かな知性を幅広く身に付けられるよう、多様な視点から学ぶ科目群で、
次の 3つの領域で構成されます。
１　総合学芸領域
　大学生としての学びの基礎を幅広く身に付ける姿勢を養うための科目です。
　必修科目に位置付けられる「日本国憲法」「人権教育」「AI 時代の情報」に加え、以下のカテゴリーに分類されます。
　　（A）「学びの基本」となる科目群
　　（B）人間の存在や営みについて深める科目群（人間の内容を扱う心理学や哲学、思想、文学、芸術等）
　　（C）社会の多様性や広がりを知る科目群（生活文化、地域文化、歴史学、社会科学、多文化共生等）
　　（D）世界の様々な事象を科学的に解明する科目群（自然科学、環境、情報）
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る領域で、必修科目の「スポーツ・フィットネス実習」と「ウェルネス概論」
で構成されます。
３　語学領域
　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 A、B」や、初習語学としてドイツ語、
フランス語、中国語、コリア語、イタリア語、スペイン語の語学力の養成を目的とする科目で構成されます。

① 深い教養、豊かな知性を幅広く身に付ける「教養科目」

② 未来を創造するための教育について学ぶ「教育創成科目」

　変化が激しく予測困難な時代において、これからはより良い未来を「創造」していくことが必要不可欠です。「教
育創成科目」では、子供・教師・学校が社会とともにより良い未来を創造していけるような教育の実現を目指し、そ
のために必要な資質能力を養うことを目標としています。
　学校教育教員養成課程、教育支援課程の学生はそれぞれ以下に掲げる必修科目を履修し、自らの課題認識をもとに
その他の選択科目の履修計画を自らデザインします。
【学校教育教員養成課程のみの必修科目】
●「社会に開かれた探究と創造の学びのデザイン」
　　教科横断的な学習や STEAM教育等、教科・領域の枠組みを総合的に活用し、探究するプロセスを通じて学びを深める科目。

●「学びを支えるファシリテーションの技法」
　　ファシリテーションの技法とともに学習するチームづくりの手法について学ぶ科目。

●「チーム学校と多職種協働」
　　貧困や虐待など子供たちの置かれた多様な環境と、それを支援するための学校外も含めた連携のマネジメントについて学ぶ科目。

●「教師のレジリエンスと自己管理能力の育成」
　　教師として安定した職業生活を送るため、ストレスにうまく適応する力とそのプロセス等について学ぶ科目。

【学校教育教員養成課程及び教育支援課程の必修科目】
●「教育のためのデータサイエンス」
　　学校現場におけるデータの活用方法やデータサイエンスの基礎を学ぶ科目。

　  なお、「教育創成科目」は学校教育にフォーカスしたもの（I 群）と学校内外での様々な教育課題に関わるもの（II 群）
から成り、学校教育教員養成課程と教育支援課程の学生が共通に学ぶ横断的な科目になっています。

　東京学芸大学では、「教養科目」、「教育創成科目」、「教育基礎科目」、「専攻科目」という４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？

④
専
攻
科
目

③
教
育
基
礎
科
目

②
教
育
創
成
科
目

①
教
養
科
目

○
自
由
選
択

22 55 911 29
22 58 811 29
22 69 111 33
22 56 811 29
22 76 197

A類
B類
C類
D類
E類

※コース（プログラム）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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　学校教育教員養成課程のみに開設される学校教育にかかる基礎を学ぶ科目です。主に次のような内容について学校
教育に関わる基礎を学び、実際の学校現場で教師の仕事を体験する「教育実習」や、4年間の振り返りと教師として
働くための最後の準備を行う集大成の科目「教職実践演習」に繋げます。
　● 教育の根本的な理念、歴史や、教育を取り巻く社会状況、教育制度、学校経営がどうなっているか等の基本的概
念や基礎的な知識を学ぶ科目

　●教師や教職がどのようなもので、今日求められる教師の役割等について学ぶ科目
　●子どもの心と身体の発育や発達障害等への特別な支援について理解を深める科目
　●学校のカリキュラムの意義や編成方法について学ぶ科目
　●アクティブラーニングなど教育の方法論や、教材及び ICT の活用方法などについて学ぶ科目
　●道徳教育、特別活動、総合的な学習の時間の指導について学ぶ科目
　●いじめ、不登校等への対応を含めた生徒指導や進路指導について学ぶ科目
　●カウンセリングに関する基礎的な内容を含めた教育相談による支援について学ぶ科目

③ 学校教育に関わる基礎を学ぶ「教育基礎科目」

④ 専門分野について学ぶ「専攻科目」

〇 自らの学びをデザインする「自由選択」

　各コースの教科や専門分野にかかる深い知識、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。
　学校教育教員養成課程では、学校教育で扱う各教科（国語、社会、数学、理科等）、人間の発達や国際教育、環境
教育等にかかる現代的な教育課題、特別支援教育や養護教育にかかる学びを深めます。実践力を身に付ける科目とし
て、教育職員免許法で定める「各教科（保育内容）の指導法」や、専門的な学識と指導法との橋渡しをする「教育内
容科目」を含み、学んだ知識や技能を実践に繋げます。
　教育支援課程では、コースの特性に応じたグローバル化や情報化の進展、心の教育の必要性、表現やコミュニケー
ション等の専門的な内容や課程共通科目により、広く教育支援人材に必要とされる内容を学びます。立場を異にする
様々な他者と連携・協働し、諸課題の解決策を導く実践力を身に付けるための科目も含みます。
　また、学校教育教員養成課程、教育支援課程ともに必修科目として初年次向け専門基礎科目の「入門セミナー」と、
学びの集大成となる「卒業研究」を履修します。

　上記、4つの科目区分から自由に科目を履修することができます。自らの課題認識に基づき、例えば「教育創成科
目」から重点的に学びたい科目を選択したり、コースを越えて学びの裾野を広げるような科目を選択したりすること
で、自らの学びを自由にデザインすることが可能です。

教育実習を通した 4 年間の流れ ( 学校教育教員養成課程 )

　教育実習を行うのは 3年次ですが、そのための準備は 1年次から始まります。
　1年次の「教職入門」では、授業や学校参観を通して、様々な教師の姿や教育実践に出会い、教師の仕事、学校にお
ける教育活動のよさや課題について理解を深めていきます。
　2年次の「授業観察演習」では、教育現場における授業映像等を視聴し、グループワークやディスカッションを行い
ます。これにより授業観察の視点を得るとともに、学習指導案の構成や役割についても理解を深め、次年度の教育実
習への問題意識を明確にします。このほか、「自己創造のための教育体験活動」において、学校現場等を体験する機会
を増やし、教育実習に向けて準備を進めていきます。
　3年次の「事前指導」では、指導計画を作成し、実際に模擬授業を行ったうえで、附属学校で行う教育実習「必修教
育実習」に臨みます。また、「事後指導」で振り返りや様々なフォローアップを行います。
　4年次の教育実習「選択教育実習」では、公立学校等の教育現場でさらなる経験を積み、授業実践や学級経営、児童・
生徒理解に対する知見を深めていきます。
　最後に 4年間の総まとめとして「教職実践演習」を受講します。「教職実践演習」ではこれまでの教育実習等での経
験をもとに、「教職観」「教科基礎力」「学習指導力」「子ども理解力」「生活指導力」について、グループディスカッショ
ン等により省察し、自己の到達点と課題を確認します。

1年次 2年次 3年次 4年次

教職入門 授業観察演習 必修教育実習

自己創造のための教育体験活動
（選択）

選択教育実習 教職実践演習

事前指導 事後指導
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初等教育専攻《Ａ類》
国語コース（日本語教育を含む）
社会コース
数学コース
理科コース
音楽コース
美術コース
保健体育コース
家庭コース
英語コース
現代教育実践コース　学校教育プログラム
現代教育実践コース　学校心理プログラム
現代教育実践コース　国際教育プログラム
現代教育実践コース　環境教育プログラム
ものづくり技術コース
幼児教育コース

中等教育専攻《Ｂ類》
国語コース
社会コース
数学コース
理科コース
音楽コース
美術コース
保健体育コース
家庭コース
技術コース
英語コース
書道コース
情報コース

特別支援教育専攻《Ｃ類》
聴覚障害・言語障害系コース
発達障害・学習障害系コース

養護教育専攻《Ｄ類》
養護教育コース

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

45
47

48

学校教育教員養成課程
 専攻・コース・プログラム



　学校教育教員養成課程は、幼稚園・小学校の先生をめざす人のための初等教育専攻（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専攻（B類）、特別支援学校の先生をめざす人のための

特別支援教育専攻（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専攻（D類）の

4つの専攻から成ります。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専攻群です。学校教育教員養成課程では、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。

学校教育教員養成課程の目的

　東京学芸大学の学校教育教員養成課程は、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。

　学校教育教員養成課程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年次に必修教育実習として東

京学芸大学附属学校・園での実習を、4年次には、選択教育実習として、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、上記の教育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、自分の所属するコース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・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

類の幼児教育コースでは、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、自分の所属するコース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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学校教育教員養成課程
学校の先生として働きたいと思っている人のための専攻群

初等教育専攻（A類）
幼稚園・小学校の先生を養成する専攻です。
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。

特別支援教育専攻（C類）
特別支援学校の先生を養成する専攻です。
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。

中等教育専攻（B類）
中学校・高等学校の教科の先生を養成する専攻です。
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。

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

初等教育専攻

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  

国語はすべての学びにつながる「ことば」を学ぶ科目です。
国語コースでは、国語の教え方、文学、日本語、外国人の

子どもへの日本語の教え方など、国語を専門的に学びます。
これらの専門的な学びは、国語という教科を超えた指導へ
とつながっていきます。私は、児童文学を研究しています。
児童文学を通して学んだ、「ことば」の持つ広がりと子ども
の豊かな想像力を生かせるよう、教師として意識していきた
いと思っています。国語コースでは、先生や同級生と学び合
い、専門性を高められることも特徴です。授業に加え、自主
ゼミの活動によって、学年を超えて、国語をより深く学ぶこと
ができます。国語コースで、すべての学びにつながる「ことば」
を考え、学んでみませんか。 （小池櫻子　4年）

特色ある科目  

国語コース入門セミナー、国語科カリキュラム論、国語科教
材論、日本語学概論、日本近代文学概論、日本古典文学概
論、日本古典文学史、中国古典文基礎、中国古典文献概論、
日本語教育概論、日本語音声、日本語文法、児童文学、中
国古典文学概論、第二言語習得論、日本語教育文法

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サブ
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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初等教育専攻

A類

4年間の学び  

1 年次：社会コース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。選択で 6月を中心に公立小学校での教育
実習を受けることができます。
本コースの重要な特色は、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  

我々は社会の中で生きていますが、みなが同じ経験をして
いるわけではありません。暮らす地域、人種、文化、人間
関係などによって多様性があり、その上で社会がなりたっ
ています。これからの未来を生きていく児童には、多様な

社会的事象を理解し、多角的な視点から社会を考察する力
が求められます。この力の基盤は、主に社会の授業を通し
て培われるので、社会科での学びは、たくましい児童の育
成につながる有益なことだと私は考えます。社会コースで
は、4年間で社会科の各 7分野を幅広く学び、2年次より
所属する分野で専門的に探究を行い、社会科を追究できま
す。そして、大学 4年間の学びは、自身がこの先、社会で
生きる上での礎ともなり得ます。
 （岡野真大　2021 年度卒業生）

特色ある科目  

社会コース入門セミナー、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、臨地研究演
習、日本史研究と歴史教育、外国史研究と歴史教育、哲学・
倫理学の諸問題、宗教思想の諸問題、国際関係論、刑法、
経済学基礎論、経済学基礎演習、家族社会学、ジェンダー
の社会学

身近な生活から社会を知ろう。
本コースには歴史学・地理学・哲学倫理学・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。

授業風景（東京都練馬区）：地理学の「地域調査法」巡検で、都市農業地域を調査中

社　会

キャプション：哲学倫理学分野のゼミナールの風景
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類

初等教育専攻

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集合と
論理、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、確率論各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  

高校時代の恩師は「教育に 1つの正解はない」という言
葉とともに私を送り出してくださいました。算数や数学
は「正解が 1つ」であるところに魅力があるとよく言わ
れますが、正解にたどり着くまでの過程は 1つではあり
ません。正解にたどり着く楽しさを味わう過程において、
様々な方法で思考・判断・表現し、ここでは書き切れな
いほどの多くのことを学びうるのです。そして、学びを
広げることができる「良い授業を展開するには？」とい

う問いに対して、ヒントはあっても正解はありません。
同志と意見を交わしながら、その問いに対しての自分な
りの正解を見つけていく場がこのコースです。さあ、あ
なたも、無限大の可能性があふれる算数数学科教育の冒
険へ出発しませんか？
 （常盤夏未　4年）

特色ある科目  

線形数学、微分・積分学、集合と論理、位相数学、位相
空間論、代数学 I, II、幾何学 I, II、解析学 I, II、確率・統
計 I, II、代数学各論、幾何学各論、解析学各論A, B、確
率論特論 I、確率論各論、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科の学生の解答例の発表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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初等教育専攻

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  

1・2年次では主に自然科学と理科教育学の基礎の積み上げ・
演習を行います。授業設計に必要とされる考え方の枠組み
形成だけでなく、3年次からの研究を意識した質の高い学
びができます。学習量は多いですが教授方が親身に質問に

答えて下さるため焦る必要はありません。3年次からは物
理学・化学・生物学・地学・理科教育学のそれぞれの研究
室に分かれて専門的な研究に取り掛かります。私は物理学
科でX線多波回折の研究に挑戦しているのですが、知識
を総動員する毎日です。ここで専門的に学ぶことで教育現
場により良い形で還元できるのではないでしょうか。そし
て個人的には研究室を飛び出した学びも積極的になさるこ
とをお勧めします。近年、理科に携わる教員に求められる
能力は多様化しているため広い視野を持てるようになるで
しょう。先が見えない現代ではありますが、理科コースで
の自由な学びを通して世界に夢を与えられる教員になれる
ことを信じています。 （石井馨悟　4年）

特色ある科目  

理科コース入門セミナー、物理学概論Ⅰ、化学概論Ⅰ、
生物学概論Ⅰ、地学概論Ⅰ、物理学実験、化学実験、生
物学実験、地学実験、理科カリキュラム教材開発基礎、
理科学習評価論

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

化学実験：茶葉からカフェインを抽出・同定する実験
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類A類

4年間の学び  

本コースでは、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コース入門セミナー
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。
本コースの特色は、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  

漠然と、「音楽の先生になりたい」と思い、音楽選修に入学し
ました。4年間の学びを経た今は、漠然とではなく、どんな
先生になりたいか、明確な理想像をもつことができています。

本コースでは、実技
や音楽理論等の専門
的な学びだけでな
く、音楽の教科とし
ての意義や内容、他
教科との関わり等の
教育的側面も学ぶこ
とができます。また、
音楽と教育の道に志
した仲間と出会い、
互いに高めあうこと
ができることも、本
コースの魅力です。
皆さんは、どんな先
生になりたいです
か。あるいは、人生の中で、どのように音楽と関わりたいで
すか。きっと、その答えと、それを叶えるための方法が、本コー
スでの4年間でみつかると思います。
 （小金澤萌花　2021年度卒業生）

特色ある科目  

音楽コース入門セミナー、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。
本コースでは、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。

外部講師を招いて行われた合唱講習会

初等教育専攻

音　楽

入門セミナーでは 4スタンス理論に基づいて
自身の身体の軸を体感しました
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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、図画工作科
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  

「絵が描けても、りんごを知らなければりんごは描けない」
これは大学入学後に教授から聞いた言葉で、今でもよく
覚えています。この時、私の中で何かが切り替わる感覚
がありました。考えてみれば当たり前のことですが、図

画工作・美術という教科はそれ単体ではなく、私たちの
日々を形作る何かがあって成立するものです。では私た
ちが足を踏み出していく美術教育とは、想像以上に射程
範囲が大きく、そして自由自在なものではないでしょう
か。学芸の名を持つこの大学は、学問という面において
その広さを実感させてくれる場です。また学問は必ず社
会と地続きです。自分の興味のままに、どこからでも始
めることができます。表現とは、欲求があってこそです
から！ （井上扇里　2020 年度卒業生、教職大学院 2年）

特色ある科目  

図画工作科教材論、図画工作科カリキュラム論、美術コー
ス入門セミナー、図画工作・美術科基礎、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AⅠ・AⅡ、美術演習 BⅠ・BⅡ、日本
東洋美術史概論

制作の一コマ、美術演習にて

図画工作で教員になる、未来をつくる。
本コースでは、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。

図画工作科系の授業風景

初等教育専攻

美　術
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類

初等教育専攻

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｡

オンラインと対面のハイブリッド授業で、児童が楽しむための指導法を学びます。

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：「野外環境教育学」「体育・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コースのめざす
学習活動を行います。

先輩からのメッセージ  

本コースでは体育を専門的に学ぶことを中心にして、小学校
教員に必要な力を育む授業が行われています。各教科の基
礎的な指導法を学ぶ教育学の授業だけでなく、運動学、生理

学、体育学などの体育に関連する専門分野も学ぶことができ
ます。さらに、多様なスポーツを学ぶ実技型の授業や、長期
休みには仲間と関わり合うことのできる宿泊を伴う実習があ
るなど、豊富な種類の学びを体験できることが本コースの魅
力です。私はこのような多様な学びの過程で、関心のある学
問を発見し、探究することで、将来についてじっくりと考え
ることができました。大きく視野が広がり、実りある4年間が
皆さんを待っています。 （佐藤哲　2021年度卒業生）

特色ある科目  

保健体育コース入門セミナー、保健体育科演習、体育史概論、
衛生 ･ 公衆衛生学、運動生理学概論、スポーツバイオメカニ
クス概論、体つくり運動A、器械運動A、陸上A、水泳A、
表現運動、バスケットボールA、サッカーA、ソフトボール
A、ソフトバレーボール

野外活動で自然や他者との創造的コミュニケーションについて体験的に理解を深めます。
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初等教育専攻

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・住、家庭経営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、基礎的縫製技術（含む被服製作）、食
品の調理性（含む実習）、住居の役割や機能と住生活の変化、
人生をデザインするための意思決定論の基礎を学びます。2 
年次には、教職に関する科目が始まり、小学校家庭科の内容
や指導法（初等家庭科教育法）、教材づくりの工夫（家庭科
教材論）について学びます。専門科目としては、保育に関す
る科目も開講され、乳幼児の発達や生活、子育て支援につい
ても学びます。衣・食・住については、1年生での学びを基
に、被服管理や洗剤の特性（含む実験）、ライフステージと
被服構成（含む被服製作）、栄養学（含む実習）、室内環境
調整（含む演習）を学びます。3年次には、教育実習に向け
て、事前指導での授業参観などを通してより具体的に実習に
臨む準備をします。2年から 3年にかけて、小学校で学ぶ各
教科の指導法や教科の内容に関する科目も学んでいきます。
4年次には、卒業研究に取り組みます。各々のテーマに沿っ
て、４年間の学びの集大成として論文を仕上げます。

先輩からのメッセージ  

「家庭科」という言葉を聞くと、皆さんはまず第一に調理や裁
縫などというイメージを思い浮かべませんか？しかし、家庭
科には衣食住分野の他にも、家族・家庭生活、家庭経営、保
育などの様々な分野があり、このA類家庭コースでは小学校
教員を目指しながら、それらの分野を講義だけでなく、食物
実験、被服製作、保育実習といった形で実践を通して学ぶこ

とができます。特にコロナ禍でおうち時間も増えてきたこの
ご時世では、家庭科という教科が注目を集め、小学校教員に
必要な生活面や社会面での指導にも役立ちます。本コースは
他と比べて人数が少なく、皆が仲良く協力し、助け合ってい
ることが特徴の 1つです。また、近年はそのニーズもあって
男子学生も増えてきています。是非、この魅力的な環境で共
に教師を目指してみませんか？ （中吉一樹　4年）

特色ある科目  

家庭科教材論、家庭科カリキュラム論、家庭コース入門セミ
ナー、家庭経営学概論、被服学概論、栄養学概論、住居学概
論、児童学概論

生活の自立を支援できる教員になろう。
本コースでは、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。

「被服構成学」では被服製作・指導のポイントを理解します。

家　庭

ミシン縫いの様子
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類

初等教育専攻

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  

本コースでは専門の先生方のご指導のもと小学校英語教
育について学習でき、私たちは講義を通して言語習得の
プロセスや指導法を、そして授業観察や模擬授業を通し
て児童の言語活動をより充実させる方法を実践的に学習
しています。小学校英語教育が大きな変革期に にある今、
様々な課題に向き合っていかなければなりませんが、同
じ志を持つ学生や先生方と、教材や授業内容について議

論を重ね、新しい観点に出会える環境がここにはありま
す。また小学校英語教育に加え、本コースでは中等英語
教育、英語学、英米文学・文化について学習する機会が
設けられているのも特色です。教育だけに留まらず、英
語に関する幅広い知識・能力を身に付けられるのが本コー
スの魅力です。将来小学校英語教育に携わりたいと考え
ている人に最適な学習環境がここには整っています。
 （佐藤稔子　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。

教材としての英語の絵本の使い方を考えます。

英　語

模擬授業の一場面。わかりやすく英語を話します。
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初等教育専攻

A類

4年間の学び  

1 年次は、学校教育プログラム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「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  

「学校とは何か」「教育とは何か」「良い授業とは何か」「な

ぜ学校が必要なのか」「なぜ勉強するのか」…子どもも大
人も一度は持つようなこれらの問いについて、広く深く考
えることができるのが、学校教育プログラムの魅力です。
各教科に加え、その土台となる教育学の基礎を学び、学校
教育そのものの意義や在り方といった一朝一夕に答えの
出ない問いと向き合い、先生方や同志と共に意見を交わす
毎日は、刺激と新たな発見に溢れています。
そのような学校教育プログラムでの大学生活で、私は、
自分自身も成長し続けたい、そして誰かの成長を助ける
存在になりたい、そう思える学びにたくさん出会いまし
た。皆さんも学校教育プログラムで、共に奥深い教育を
探究してみませんか。 （小渕和香子 4 年）

特色ある科目  

学校教育入門セミナー、教育実践概論Ⅰ、教育実践研究法、
教育学基礎論、教育学文献研究法、合科的学習教材論、
カリキュラム論、教育技術論、学級経営の理論と実践、
教育調査法

子どもと学ぶ、子どもに学ぶ。
学校教育プログラムでは､ 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。

感染症対策万全の模擬授業

現代教育実践

学校教育

表現運動（小 6体育）の模擬授業とその観察
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類

初等教育専攻

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）

4年間の学び  

学校心理プログラムでは、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年次で「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年次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  

子どもの心を理解し，子どもに寄り添うことができる教師。入学した
時はぼんやりとそういう小学校の先生になりたいと思い描いていま
した。しかし，学校心理選修で4年間過ごし，子どもが抱える“心”
の問題は不登校やいじめなどの多様な問題に深く関わること，また，
子どもの“心”の発達を理解することが，子どもや教師の人間関係，

学級運営などの問題に広く対応できることを学び，改めて，子どもの
“心”を理解することがいかに重要なのかを思い知りました。学
校心理プログラムではこのようなインプットのみに留まらず，生徒指
導・教育相談，学習指導などに関して，「自分だったらどうするか」
を考えて発信する機会が多く設けられています。そして，自分以
外の人の考えにも触れることで新たな知見が広がり，様々な可能
性や選択肢を増やすことができます。これは多様な子ども達に関
わるからこそ大事なことだと思っています。そのチャンスも開けてい
る学校心理プログラムで，子どもの“心”に本気で寄り添ってみま
せんか？ここでの学びは必ず，将来の糧となります。
 （高梨裕菜　2021 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。
学校心理プログラムでは、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）

現代教育実践

学校心理
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初等教育専攻

A類

4年間の学び  

1 年次、「国際教育プログラム入門セミナー」「国際教育基
本文献講読」「教育実践概論Ⅲ」などで、教育学・心理学
の学問的基礎を身につけ、選択により「比較教育学研究」
で比較研究の基礎を学び、教育のさまざまなテーマについ
て資料を比較し議論します。2年次は、「国際教育交流史」「国
際教育のカリキュラム」「教育開発と教育協力」「海外・帰
国児童生徒教育論」「異文化間心理学」「国際教育臨床」な
どの専門科目を学びます。3・4年次は、「国際教育演習A
～D」において専門的な議論を深めるとともに研究法を学
び、「国際教育フィールド研究Ⅰ・Ⅱ」で各自の研究テー
マにそれぞれの方法からアプローチします。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
を身につけていきます。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、
このプログラムに来てもらいたいと思います。

先輩からのメッセージ  

皆さんは、「国際教育」と聞いて、どのような学びを思い
浮かべますか。国際教育プログラムでは、外国人児童生
徒への教育、国ごとの教育の形の違い、国の歴史が教育
に及ぼす影響、コミュニケーションによる相互理解を促
す教育など様々な角度から教育を見つめることができま
す。そして、これらの学びは多様性を知るということに
も繋がります。少人数学科だからこそ、ときに仲間の熱

意と価値観に触れ、自身を高め合い、成長できるところ
も魅力の一つです。自分の視野を広げ、多様性を受け入
れる、そんな素敵な教員を目指しませんか？
 （国際教育選修　2年一同）

特色ある科目  

「国際教育プログラム入門セミナー」「国際教育基本文献
講読」「国際教育フィールド研究」「国際教育のカリキュ
ラム」「異文化間心理学」「比較教育学研究」「帰国・外国
人児童生徒のための日本語教育」「国際教育交流史」「国
際教育演習Ａ～Ｄ」「海外・帰国児童生徒教育論」「教育
実践概論Ⅲ」「国際教育臨床」

世界的視野にたって日本の教育にとりくむ教師
本プログラムでは、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

いざという時は、一致団結。子どもを守る、地球を守る！

現代教育実践

国際教育
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類A類

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、環境教育プログラムにおける
学びの集大成として卒業研究に取り組みます。
環境教育プログラム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
境教育プログラムは、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  

高校生の皆さん、「環境教育」を知っていますか。初めて
聞く方や内容がピンと来ない方が多いと思います。環境
教育プログラムでは文理問わず幅広い分野を扱い、「環境」

そのものや「環境教育」についての知識や態度を養います。
地球環境論や環境保全生態学といった専門的な学びを得
ることができるほかに、環境教育概論やエコスクール論
といった教育の視点から環境を学ぶ授業が展開されてい
ます。また、なんと言っても特徴的なのはフィールドワー
クの多様さです。学内の農園で農業体験をしたり、時に
は所沢や八王子での研修、山梨県で山村生活ができたり
します。肌で感じることができる学習はかけがえのない
ものです。大学生活を環境教育プログラムとして過ごし
てみませんか。 （大竹唯斗　4年）

特色ある科目  

自然環境調査法、地域の環境観察とその実践、地球環境論、
河川環境論、学校教育における SDGs、植物進化生態学、
環境教育概論、自然体験学習論、環境教育教材論、環境教
育カリキュラム論、エコスクール論、環境と教育実践、環
境教育野外実習、自然環境解析実験、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。

教材植物園での環境学習プログラムの実践／環境と教育実践

都市農地でのフィールドワーク／地域の環境学と農的体験 I

現代教育実践

環境教育
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初等教育専攻

A類

ものづくり
技術

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  

教科担任制も導入されようとしている中、「〝ものづくり技
術〟って何の教科？」と思われる方がいるかもしれません。
小学校において、ものづくりは、国語科、算数科、理科、

生活科、図工科、総合的な学習の時間など、様々な教科等
で取り入れられており、「生きる力」の育成に大いに寄与し
ます。本コースの授業では、木材や金属、プログラミング、
栽培など、幅広い分野のものづくり技術を学び、それを踏
まえた問題解決型・探究型の学習を体験することができる
ため、授業に積極的に参加でき、学んだことを製作品とし
て残すことができるのが魅力です。また、少人数のコース
であるため、コースのメンバーとの繋がりも深く、専門教
育では 1人 1 人に充実した学びの場が整えられています。
 （吉積宏太　 4 年）

特色ある科目  

ものづくり技術コース入門セミナー、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。

「電気とものづくり」グループディスカッション風景

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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類

初等教育専攻

A類

幼児教育

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、音楽や造形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。1年次の秋学期からは、
保育内容の領域に関する専門的事項（幼児と言葉、幼児と
健康など）の科目が始まり、2年次には、保育内容の指導
法に関する科目の履修が増えていきます。これらの科目か
ら、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。また入学時より大学の講義と関連させながら、附属幼
稚園（小金井園舎と竹早園舎）を訪問します。直接幼児と
かかわる体験や保育者の姿を見て学び、実践的力量を高め
ていきます。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。秋には3週
間の教育実習が附属幼稚園であり、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。3年次からは幼児教育演習の科目履修が始
まり、自らの研究関心を高めていきます。そして、4年次
には卒業研究に取り組みます。幼児や保育に関わるテーマ
を設定し、1年かけてじっくり探求し、卒業論文にまとめ
ます。4年間を通して、幼児の世界や保育の営みの豊かさ
を深く知り、他者と経験を交流して協同的に学んでいく保
育者になってほしいと思います。

先輩からのメッセージ  

子どもは、遊びを中心に心や体を動かして学び、生きる
力を身に付けていきます。１人ひとりの子どもと向き合っ
て環境構成や言葉掛けといった援助にこだわり、その確
かな育ちを支えていくことが私の感じてきた幼児教育の
魅力です。保育への学びが深まったとき、実習で子ども
たちと心を通わせたとき、私の夢への思いが強まりまし

た。充実した講義を展開してくださる先生方、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、保育
者を目指して進む私たちをいつも支えてくれます。また
感性豊かで保育への熱い思いを持った仲間の存在は私に
刺激を与えてくれて、気の許せる友達であると同時に心
から尊敬しています。少人数のため縦の繋がりも強くい
つも笑いが絶えません！この素敵な環境で共に保育を学
び、夢を叶えませんか？ （大野萌々果　4年）

特色ある科目  

幼児教育学、保育者論、幼児教育コースセミナー、乳幼児
心理学、幼児の健康指導研究、乳児保育Ⅰ、保育原理、子
ども家庭支援の心理学、保育内容総論、幼児と健康 /人間
関係 /環境 /言葉 /表現A/表現 B、保育内容「健康 /人
間関係 /環境 /言葉 /表現A/表現 B」、幼児教育演習
詳しくは「東京学芸大学　幼児教育」でウェブサイトを検
索して下さい。

幼児教育の未来を創る保育者になろう。
幼児教育コースでは、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。

実習では、 自ら保育を立案し、 実践して学んでいきます (3 年次教育実地研究Ⅰ : 附属幼稚園実習の様子 )。

大学の授業では、 学生同士でかかわりあいながら、 学びを深めていきます ( 教
材研究の様子 )。
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中等教育専攻

B類

国　語

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  

B 類国語コースの特色は、多くの演習授業を通して専門
性を高めることができる点です。演習ではテーマに沿っ
て、資料の調査収集、発表、議論を行います。様々な領

域の学術書や論文に触れる機会があることで、自然と学
びを深め、思考力を養うことができるはずです。また、
自主ゼミでは学年を越えて高いレベルの議論ができます。
そうして培った専門性や思考力は、よりよい授業を形成
するための土台となり、教員を目指す人にとってかけが
えのない財産となるものだと思います。人数の少ないコー
スですが、その分交流や議論の機会も多く、互いを知る
ことができます。同じ志を持つ仲間は人生の貴重な縁と
なり、学びの機会は大学生活を有意義なものにしてくれ
ると思います。 （佐藤大暉　4年）

特色ある科目  

国語コース入門セミナー、国語科カリキュラム論、国語科教
材論、日本語学概論、日本近代文学概論、日本古典文学概
論、日本古典文学史、中国古典文基礎、中国古典文献概論、
日本語教育概論、日本語音声、日本語文法、児童文学、中
国古典文学概論、第二言語習得論、日本語教育文法

ことばの森を探索し、真の国語力を培う。
本コースは、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。

■■■■■■■■■■■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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中等教育専攻

B類

社　会

4年間の学び  

1 年次：社会コース入門セミナーで、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。選択で公立中学校・高等学校等での教育
実習を受けることができます。
本コースのカリキュラムの重要な特色は、演習を中心とす
る少人数教育です。教員や仲間とともに行う社会や社会科
に関する議論を通じて学問の楽しさを実感できるでしょう。

先輩からのメッセージ  

私は、中学校の頃に出会った恩師のような教員を目指す
ためこの学科に入学しました。教員になるための専門性
や教養は授業を通じて学ぶことが出来ます。その学んだ
ことを授業や教育実習を通じて実践力に還元することが

出来るのがこの大学の 1つの魅力だと思います。また、B
類社会科の仲間は社会科に対して強い興味関心を持つ者
が多く、お互いに助け合いながらも切磋琢磨し合える環
境に身を置くことが出来ます。そして何より、4年間大学
生活で苦楽を共にした B類社会科の友人は教員生涯・人
生を通してかけがえのないものになると思います。教員
になる者が大半ですが、大学院への進学、公務員・企業
へ就職など進路は様々です。
 （坂元隼樹　2021 年度卒業生）

特色ある科目  

社会コース入門セミナー、社会科カリキュラム論、社会
科教材論、地域調査法、臨地研究演習、日本史研究と歴
史教育、外国史研究と歴史教育、哲学・倫理学の諸問題、
宗教思想の諸問題、国際関係論、刑法、経済学基礎論、
経済学基礎演習、家族社会学、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。
本コースには歴史学・地理学・哲学倫理学・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。

■■■■■■■■■■■教職実践演習の授業風景

歴史学分野のゼミナールの風景
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中等教育専攻

B類

数　学

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
る集合と論理、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, B, C、幾何学特論AI, AII, 
BI, BII、解析学特論AI, AII, BI, BII, C, D, E、確率論特論
I, II、確率論各論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  

良い数学の教員になるために必要なこととは何でしょう
か。その答えの一端は、数学教育を学ぶことで見えてく
るのだと思います。B類数学コースでは、より発展的な
数学の様々な分野を学ぶことで自らの専門性を高めるこ
とができるのはもちろんのこと、 教育の歴史や指導法、教
材研究といった数学教育に関する内容も深く学ぶことが
できます。そうして学んだことは、附属学校における教

育実習などの実践的な経験を伴うことで、さらに深い学
びへとつながっていきます。また、本コースには中・高
の数学科教員を志望する学生が多く集まるため、数学の
みならず数学教育の課題も同じ熱量で考え、議論するこ
とができます。仲間との交流は、さらに自分を高めてく
れることでしょう。あなたも友に学び、共に高め合いま
しょう。 （稲垣晋　4年）

特色ある科目  

線形数学、微分・積分学、集合と論理、位相数学、位相
空間論、代数学 I, II、幾何学 I, II、解析学 I, II、確率・統
計 I, II、代数学特論AI, AII, B, C、幾何学特論AI, AII, 
BI, BII、解析学特論AI, AII, BI, BII, C, D, E、確率論特論 I, 
II、確率論各論、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。

４年次の卒業研究では、互いに発表しながら数学や数学教育について研究します。
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中等教育専攻

B類

理　科

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  

B類理科では教職や理科の各科目に関する知識を幅広く学ぶ
ことができます。教職に関しては、授業の組み立て方や教材

の開発、そして教育実習をはじめとした実践的な学びの機会
が充実しています。目標を共にする仲間と互いに助け合いな
がら学ぶことで、教職に対する意識もより高まりました。理
科については、高校の学びを基礎として、より専門的な内容
を段階的に学習できるようカリキュラムが組み立てられていま
す。先生方からのサポートも手厚いので、安心して日々の講
義や実験に取り組むことができました。卒業研究では、課題
を見出し、どのように解決するか、科学的に探究する力が養
われたと思います。このように、教育と理科の専門性を両立
して学ぶことができる点が本コースの特徴です。
 （山本祥矢　2021年度卒業生）

特色ある科目  

理科コース入門セミナー、物理学概論Ⅰ・Ⅱ、化学概論
Ⅰ・Ⅱ、生物学概論Ⅰ・Ⅱ、地学概論Ⅰ・Ⅱ、物理学実験、
化学実験、生物学実験、地学実験、理科カリキュラム教
材開発基礎、理科学習評価論

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「化学変化とイオン」を題材にした模擬授業

物理学実験：光学に関する実験
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中等教育専攻

B類

音　楽

4年間の学び  

本コースでは、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コース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。本コースの特色は、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  

「私にとって音楽とは。」本コースは、このような問いへ
の答えを探しながら学ぶ場所です。私たちは、音楽との
向き合い方にとことんこだわります。仲間が集まると、
たくさんの語り合いが生まれます。専門性の高い各講義

での音楽実践・ディスカッションや自主ゼミでの研究で、
恥じることなく自分の音楽への想い、教育への願いを表
現し、語ります。そして仲間はそれを認め、たとえ意見
が異なる場合であっても恐れずにぶつけてくれます。
学ぶ準備は整っています。学びを後押ししてくれる仲間
もいます。自分の音楽と人生の在り方を模索するはじめ
の一歩を踏み出してみませんか。
 （伊藤双葉　2021 年度卒業生）

特色ある科目  

音楽コース入門セミナー、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。
本コースでは、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。

入門セミナーではピアノの構造や、楽器の扱いの基本を学びます

新型コロナ感染症に留意しながら対面での実技授業を行っています。
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中等教育専攻

B類

美　術

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

卒業制作「一部分」を大学内のウッドデッキに展示し、撮影している風景

4年間の学び  

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

先輩からのメッセージ  

B類美術コースには、美術や教育に対する考え方や価値観
の違う人が全国から集まります。そのような人たちと一緒
に授業を受けたり、制作したりする中で自分とは違う考え
方に触れ合うことができます。そのような環境で学生生活
を過ごすことは、美術や教育について深く考えることので
きるかけがえのない経験になると思います。また、3年生

から必修授業が減るため、自由な時間が増え、自分が興味
を持ったことに時間を費やすことができます。集大成であ
る卒業制作展/論文発表会では、改めて友人の考えに触れ、
美術や教育についてさらに考えを深める良い機会となりま
す。B類美術コースで正解のないといわれる美術の自分な
りのこたえを探してみませんか。
 （田中萌　2021年度卒業生）

特色ある科目  

図画工作科教材論、図画工作科カリキュラム論、美術コー
ス入門セミナー、図画工作・美術科基礎、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AⅠ・AⅡ、美術演習BⅠ・BⅡ、日本東洋美術
史概論

卒業制作「一部分」素材：段ボール、接着剤、人感セ
ンサーライト
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中等教育専攻

B類

保健体育

時代を切り拓く保健体育教師をめざす。
本コースは､ 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｡

中学校の体育授業を想定して学生が指導案を作成し、模擬授業を行います。

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  

本コースでは、「学び合い」を実感することができます。多
くの学生が部活動等で専門的に競技に取り組んでいるこ
ともあり、実技の授業では各々が得意な種目を教え合うこ
とによる「学び合い」が自然と生まれます。こういった過

程を多く経験していく中で自然と、他者の変容への気付き
や指導する際のポイント等、教員に欠かせない視点を獲得
していくことができることも本コースの特徴の 1つです。
また、3年次から本格的に始まるゼミ活動では、自分の興
味や関心に合う分野から改めて「保健体育」を見つめなお
すことができ、それまでの学習で得た視点からさらに自身
の進路に向けて考えを深めていくことができます。
大学生活の 4年間、体育・スポーツの奥深さに浸り思う
存分学んでみてください。 （遠藤幹康　2021 年度卒業生）

特色ある科目  

保健体育コース入門セミナー、保健体育科演習、人体解剖
生理学、体育原理概論、学校保健学概論、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

スキーの技能向上だけでなく、指導者に求められる指導法や実習運営法も学び
ます。
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中等教育専攻

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、衣・
食・住、家庭経営の基礎を学ぶ科目を履修し、被服学、被
服文化（含む浴衣の着装）、基礎的縫製技術（含む被服製作）、
食品の調理性や科学的な知識（含む実習）、住居の役割や
機能と変化、意思決定論、家計などを学びます。2年次に
は、教職に関する科目（中等家庭科教育法、家庭科教材論）
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、カリキュラムについて
学びます。保育に関する授業も始まり、乳幼児の発達や生
活、子育て支援（含む保育園実習）について学びます。さ
らに、被服の洗浄や染色、ライフステージと被服構成（含
む被服製作）、栄養素の特性、各ライフステージにおける
栄養摂取や生理的変化、安全・快適な住環境について実習
を交えて学んだり、より詳細な家計の仕組みを学び、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、各領域の現代的な課題、家庭生活に関わる電
気・機械や情報処理等について学び、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年次の卒業研究では、家庭科教育学、
保育、衣、食、住、生活経営の各領域を選び、４年間の学
びの集大成として論文を仕上げます。

先輩からのメッセージ  

このコースでは、家族・家庭生活、保育、食生活、衣生活、
住生活、消費生活といった多岐にわたる分野の授業を通し
て、家庭科教員に必要な幅広い知識を得ることができます。

また、調理や被服製作の実習では、実践的な力を身につけ
ることができます。少人数のコースなので、アットホーム
な雰囲気のなか、活発なディスカッションを通して視野を
広げることができることも、このコースの魅力です。親身
にご指導くださる先生方と、高め合える仲間が集まってお
り、私も自分の成長を実感しています。身近な生活に対し、
科学的に見る視点をもつことで、変化が激しい社会におい
ても主体的に生活を営むことができるようになるのではな
いかと思います。一緒に学ぶ仲間を待っています！
 （小原つむぎ　4年）

特色ある科目  

家庭コース入門セミナー、家庭経営学概論、家族関係学、
被服学概論、被服構成学、栄養学概論、調理学概論、住居
学概論、児童学概論、乳幼児と生活Ⅰ、家庭電気・機械・
情報処理、家庭科教材論、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。
本コースは、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。

「家庭科演習」：卒論作成に向けて研究の報告・討議をします

「被服学実験・実習 B」 ： 染色溶液の酸性度の違いによる染色効果を調べています。
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中等教育専攻

B類

技　術

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  

技術コースの「よさ」とは何でしょうか。授業では実験
や実習が多くあり、実際に手や体を動かして試行錯誤す
ることで、自分自身や目の前の課題と向き合うことがで
きます。そこでは、机上の学びだけでは得ることのでき

ない達成感や学びが多く生まれます。また、少人数のコー
スであるからこそ、アットホームな雰囲気で仲間と高め
合うことができたり、一人ひとりに対する先生方の丁寧
な指導をいただくことができたりと学びの環境が整って
います。そして、技術コースでは問題解決型の授業づく
りを大切にしています。ものづくりを中心とした問題解
決を通して、どのように生徒を成長させることができる
のか、技術コースの「よさ」についてみなさんも考えて
みませんか。
 （永澤真衣　4年）

特色ある科目  

技術コース入門セミナー、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

「木材加工」の授業における旋盤による加工
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中等教育専攻

B類

英　語

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  

私は中高の英語教師になりたいと思って本コースに入学
し、今も教職を目指して勉強しています。英語科はとて
も恵まれた環境だと感じています。英語教育に関する授
業はもちろん、英語学や言語習得に関するより専門的な

授業を通して、先生方の手厚いご指導の下、学びを深め
ることができます。加えて、小学校の英語教育について
学ぶ機会もあり、昨今の教育現場の様子を知ることがで
きます。本コースでは、自身の英語力や英語指導力が向
上することももちろんですが、様々な考えを持った仲間
と教育について話し合うことで、教員に必要な資質・能
力を身につけることができます。本コースは同じ夢を持っ
た仲間と切磋琢磨しながら自分を高めていける場所です。
 （大野橘平 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。

ディスカッションや模擬授業を通して英語教育について深く考え，知識や技術を学びます。

ディスカッションはいつも真剣そのもの。
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中等教育専攻

B類

書　道

卒業研究における作品講評会

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行われます。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
の生徒を前にして行います。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行います。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  

本コースでは、高等学校書道の教員になるために必要な理論
や技能を学ぶことができます。幅広い視点から書道を学ぶこ
とで、書道の魅力を再発見することができます。仮名研究では、
実際の装丁で作品制作をすることで、現代に残る作品形式と
の違いを改めて実感することができました。また、国語の各

分野の学習では、文学的な側面から書道を考えることもでき、
作品制作にも活かされます。さらに、書写・書道教育の理論
と方法の学習や模擬授業を通して、生徒に書道のよさや楽し
さを伝える授業について仲間と共に深く考えることができます。
教育実習では、実際に授業を行うことで、多くの課題を見い
だすことができます。また、コロナ禍だからこそ、社会の変化
に対応する書写書道教育について考えることもできました。授
業以外では、学生主催の展覧会や勉強会を行います。互いに
作品を批評、鑑賞することによって様々な表現方法を学習す
ることができます。大学での様々な経験を糧に素敵な教員を
目指しませんか。 （久保彩織　2021年度卒業生）

特色ある科目  

漢字研究A/B/C、仮名研究A/B、漢字仮名交じり研究
A/B、書道科カリキュラム論、書道史研究A/B、書論・
鑑賞研究Ⅰ /Ⅱ /Ⅲ、書学Ⅰ /Ⅱ、書学・書作品制作演習、
日本古典文学史、日本近代文学史、中国古典文基礎、中
国古典文学概論

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

漢字研究Ⅰの授業
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中等教育専攻

B類

情　報

4年間の学び  

情報コースでは、教育支援専攻（E類）情報教育コースの学
生と共に、1年次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、情報数学などの情報科学・情報工学の基
礎を学んだ後、2 年次以降でオペレーティングシステム、情
報システム、ネットワークシステム、計算機ハードウェア、コ
ンパイラ、HCI、情報メディアなどの専門的な内容を学んで
いきます。
加えて、情報社会や情報倫理、情報科教育に関する教材論
やカリキュラム論、そして情報科教育法を学び、また、授業
観察と教育実習、教職実践演習を通して、高校情報科教員
としての力をつけていきます。
これらに合わせて、1年次に情報科学・情報工学の土台にも
なる解析学、代数学、数理・データサイエンスを、2 年次以
降で幾何学、数学科教育法、さらにデータ分析や知識処理
を学んで、“データの活用”と“コンピュータの活用”が重視
された新しい中高数学科教育に対応できる力を習得します。
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における研究手法を学ん
で、4 年次には卒業研究に取り組みます。卒業研究としては、
授業や学習を支援するソフトウェア・ハードウェアの開発研究、
情報教育とICT活用に関する実践研究やカリキュラム開発な
ど様々なテーマに取り組んでいます。

先輩からのメッセージ  

情報化が急速に進む現代では、教科「情報」の重要性は年々
増してきています。学校の規模にもよりますが、情報の教員
は１人で担当していることが多いため、自分のやりたい授業
プランを実践しやすいです。 私の授業を受けて情報系に興
味を持ち、「プログラミングが学べる大学に進学したい」とい
う生徒の声を聞くことがあります。生徒の人生に大きく関わっ

てくる責任とやりがいを実感する瞬間です。昨今、教員の業
務においても校務の情報化が進んでいます。情報の教員は
その場面で中心的な役割を担当することも多く、特に自分で
考え、作ったシステムが学校の中で使われていくと嬉しいも
のです。学芸大の先生方は親身になって指導してくださいま
す。ぜひ学芸大で情報科の教員を目指しましょう。
（関圭太　2017年度情報教育課程情報教育専攻（本コース
の前々身）卒業生）

特色ある科目  

情報科教育教材論、情報科教育カリキュラム論、コン
ピュータシステム概論、計算機ハードウェア、オペレー
ティングシステム、ネットワークシステム、マルチメディ
ア情報解析、情報メディア、情報社会と情報倫理、数理・
データサイエンス、データ分析とコンピュータ、知識処
理と人工知能

集まれ！情報科教員を目指すすべての高校生
情報技術が急激な進展を遂げ、情報通信機器やサービス、情報を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会が
到来してきています。その社会で活躍することになる生徒たちに、科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力とデー
タ活用力を育む情報科と数学科の教員に必要な知識・技能を学ぶことができます。

本学卒業生による高校情報科の授業風景

コンピュータを用いた授業の様子
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C類

特別支援教育専攻

特別支援
教育

子どもたちを支える強くて優しい人になる
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、温かくも厳しい雰囲気の中で理論と実践を学ぶことができ、卒業生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。

ゼミの一環として行っている臨床活動の準備。アセスメント方法についても学びます。

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
降は聴覚コミュニケーション障害系、知的・発達障害系の
各コースに分かれて、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。さらに春学期では附属小学校における教育実習、
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。また、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  

C類特別支援教育専攻では、様々な障害の心理・生理・病
理に関する基本的な知識から、特別支援教育や教員として
の支援の理論や方法まで、幅広く学ぶことができます。専
門性の高い授業、先生方のご経験からの学びが大変充実し
ていることは、この大学の専攻ならではと感じています。

また現職の先生方からお話をいただく機会や、ボランティ
ア、研究室での臨床活動など、障害のある子どもとかかわ
る機会が多くあり、特別支援学校の教員を目指す上で実践
的に、体験を積みながら学ぶことができます。C類の学生
は比較的少人数で、先輩や先生からの指導を丁寧に受けら
れることや、あたたかな雰囲気のなかで学生同士が協同し、
楽しく学びを深めていけることも大きな魅力です。ぜひ仲
間と共に学び、素敵な 4年間を作っていきましょう。
 （根岸梨野　4年）

特色ある科目  

特別支援教育概論、各障害（聴覚・コミュニケーション障害、
知的障害、肢体不自由、病弱）の心理・生理・病理および
指導法、重複障害教育総論、言語・情緒・発達障害教育総論、
特別支援教育支援方法論、特別支援教育演習など

聴力検査の実習。
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養護教育専攻

D類

養護教育

附属幼稚園での保健教育の様子

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、養護教諭として必要とされる専門的
な知識技能をはじめ、教員の1人として学校の組織の中でどの
ように専門性を発揮していくのか、などといった幅広いことを学
ぶことができます。

また、「養護教諭になりたい」という同じ目標を持った仲間と共に、
自らの考えを深めていくことができる学科です。どのような養護
教諭になりたいのか、子供たちにどのように成長して欲しいのか、
という理念や子供観などを仲間との学び合いや、少人数制の利
点を活かした先生方の丁寧なご指導を通して、養うことができま
す。さらに、養護実習や病院実習などといった、実際に現場で
学ぶ機会も多く設けられています。そのため、授業で得た知識
や自分の考えに基づく活動を実践することができます。
この専攻での4年間の学びの中で、自らの養護教諭像を考え
ながら、一緒に養護教諭を目指しましょう。 （村田莉菜　4年）

特色ある科目  

養護教育専攻入門セミナー、養護概論、学校安全と危機管理、
健康と栄養、精神保健、救急処置の理論と演習、学校看護
学理論と演習Ⅰ～Ⅳ、健康教育教材論、養護活動カリキュ
ラム論、小児科学、歯科保健、養護実践学、健康相談活動
の理論と方法

子供の健康な未来をつくる養護教諭になろう。
子供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。

「救急処置の理論と演習」の授業風景
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教育支援専攻《Ｅ類》
生涯学習・文化遺産教育コース
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

52
54
56
58
60
62
64

教育支援課程
 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・文化遺産教育、
カウンセリング、ソーシャルワーク、多文化共生教育、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

　課程共通科目（「教育支援概論」など各コースの学生が協働で学ぶ科目）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、学校教育にフォーカスした内容や学校内外での様々な教育課題に関する内容
を、学校教育教員養成課程と教育支援課程の学生が共通に学ぶ横断的な科目として「教育創成科目」が
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・文化遺産教育コース

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

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

教育支援課程
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E類

教育支援専攻

生涯学習・
文化遺産教育

4年間の学び  

1 年次には、生涯学習や文化遺産教育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年次以降はより専門的な力量を形
成するために、履修モデルをもとに領域や分野を定めて
学習を進めていきます。
生涯学習領域に関心のある学生は、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。
文化遺産教育領域に関心のある学生は、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に
ついて学び、文化財の調査・研究法、保存・修復法につ
いて専門性を培っていきます。
3年次からは、「社会教育」「図書館」「博物館」「文化財科学」
「考古学」「保存科学」の分野から主専攻を選択し、演習
を通してより専門的に学びを深め、4年次には卒業研究に
取り組みます。
授業では、現場や現物に実際に触れ、自分たちでも実践
する主体的・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  

生涯学習コースでは、学校や家庭といった場所にとらわれ
ず、学びを通して社会や人々の生活をどうよりよくしてい
くのかについて学びます。教育支援職の方のお話を伺うこ
とも多く、自分のキャリアをじっくりと考えられます。他
学科や専攻分野以外の授業も受けられるため、視野を広げ
ることもできます。このコースでの学びは、机の上だけに

とどまりません。アイデアを講座といった形にできるのも
楽しく、ラボに参加するなど、興味のあることに挑戦でき
る環境も整っています。そして一番の魅力は、公民館での
社会教育実習や、ゼミでの実践的な活動を通して、地域の
人々と関われることです。人とのつながりを大切にしなが
ら、一緒に学びを深めてみませんか。 （堀切七海　4年）

特色ある科目  

生涯学習支援論、社会教育経営論、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目指して、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。社会教育学、図書館学、博物館学、文化財科学、
考古学、保存科学といった分野から、生涯学習・文化遺産教育の専門性を培います。

「社会教育演習」市民と協働して企画・運営した公民館講座

伝統的な藍染め技術の学習用に大学農園で栽培した
蓼藍（たであい）の刈り取り風景
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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

熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係

山川愛希子 さん（2018 年度卒業）
私は現在、熊谷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。大学では、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、
様々な分野の博物館に行き、実際の
業務を体験させていただくなど文化財保存実務に直結す
る貴重な経験をつむことができました。
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、絵画などの有形文化財、無形文化財、史跡、
天然記念物など非常に多岐にわたります。学芸大学での
幅広い学びと体験が、今の仕事につながっているのでは
ないかと感じています。身近な地域の文化財を守り、そ
の魅力を多くの方に発信できるよう、日々勉強に励み精
進していきたいです。

株式会社図書館流通センター

中村佳菜子 さん（2020 年度卒業）
私は現在、株式会社図書館流通セン
ターの図書館スタッフとして、港区
立麻布図書館で働いています。図書
館という施設は、使っている利用者
や所蔵している資料がそれぞれ違い、
そこには多様な学びが存在していま
す。そのため、大学で生涯学習につ
いて学んだ知識を、利用者の学びの
支援に生かせていると考えています。そして、図書館学
で座学として得た知識を、実践を通してより豊かにして
いきたいと考え、働くからこそ得られる学びを存分に吸
収しながら学びたいと思っています。また、図書館流通
センターは、図書館のシステムを作成している会社でも
あるため、図書館を支える人だけでなく仕組みを現場で
学び、さらに図書館学で得た知識を深めていけると考え
ています。

国立国会図書館

加山菜穂子 さん（2018 年度卒業）
私は現在、国立国会図書館で資料保
存専門職員として働いています。破
損した所蔵資料の補修を中心に、書
庫内の環境管理や資料のデジタル化
など多岐にわたる業務に携わってい
ます。中でも補修作業は、資料その
ものの物理的・化学的性質に加えて、
図書館資料としての利用などの要因
を考慮して補修材料・方法を決定していくので、その奥
深さを日頃から感じています。
大学では保存科学を中心に、博物館学、図書館学の分野を
学びました。これらを並行して学習できたことが、文化財
の保存とは異なる、図書館における資料保存に興味をもつ
きっかけとなり、現在の仕事につながっていると思います。
常に目の前の資料に真摯に向き合い、更なる知識と技術
の深化に努めたいと思います。

八王子市教育委員会生涯学習スポーツ部学習支援課

池上尚輝 さん（2019 年度卒業）
私は現在、八王子市生涯学習センター
（クリエイトホール）で事業担当とし
て働いています。生涯学習センター
は部屋の貸出と、主催講座の運営を
主に行っています。その中で私は講
座やイベントの企画・運営に携わっ
ています。
大学で生涯学習について学んだこと
や、実際に学生と公民館との協働によって事業を企画運
営をした経験が日々の業務に直接関わっています。自分
が企画した講座で、受講者のきっかけ作りを行うことが
できたときなどには、達成感を感じることができます。
令和 3年度からは社会教育主事に任命されたので、今後
もより一層多くの方が参加し、多くの方が生涯学習への
関心を持てるような講座やイベントを企画するとともに、
生涯学習の課題を解決していけるように努力をしていき
たいと思います。

生涯学習・文化遺産教育コース

考
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教育支援専攻

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  

カウンセリングコースでは、人の心について学ぶための授業が
開かれています。様々な人に寄り添うために、心理学の知識
はもちろんのこと、対人援助において重要な姿勢や態度を4

年間かけて学びます。また、事例検討や面接のロールプレイ
などを通して、実践的な学びを得ることもできます。このよう
な充実した授業を少人数で行うことも、大きな魅力です。
そして、名前に「カウンセリング」と付く本コースには、人の
心をわかりたい、悩みや苦しみを抱える方の力になりたい、
という同じ思いを持つ仲間が集まっています。そうした仲間
と共に考え、学び合う4 年間は、人生においてかけがえのな
い時間になることと思います。皆さんのご入学を、心よりお
待ちしております。 （本間日菜子　2021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。

令和 4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

心理アセスメントの授業風景
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めざす仕事  

カウンセリングコースの学生は、専門家になるために公
認心理師（国家資格）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。 心理演習の授業風景

私は、区の教育相談所で相談員として働いており、保護
者や子どもとの面談、プレイセラピーを行っています。
また、区から学校に派遣されスクールカウンセラーとし
ても働いています。友人・家族との関係や学習について
困っている子どもや、保護者・教員からの相談を受けた
り、学校での子どもの様子を観察しアセスメントに役立
てたりしています。相談所や学校では、より良い支援を
行うために様々な機関や職種の方と連携をとることが多
くあります。大学・大学院にて「多職種連携」について
学んだことや、教員やその他の職種について知ることが
できたこと、実際に学校にて実習を行い学校の雰囲気を
体験できたことが現在の仕事に活かされていると感じま
す。困っている人の心に寄り添い少しでも良い方向に進
んだとき、やりがいを感じられます。
 （2018 年度卒業・2020 年度修士課程修了）

教育相談所相談員・
スクールカウンセラー 佐野渚月 さん

※職務の関係でイニシャル表記

私は、少年院で法務教官という仕事をしています。少年
院は、非行に陥ってしまった少年に対し、矯正教育を施
すことで、その立ち直りを支援する場所です。法務教官は、
心理学や教育学等の専門的知識を生かし、少年が抱える
問題をその少年と一緒に解決していきます。入院当初は
心を閉ざし、行動問題が多かった少年が、徐々に心を開き、
成長していく姿を見るとき、この仕事をしていて良かっ
たと感じます。法務教官として働く上では、大学時代に
学んだ心理学の知識のほか、「教育」に関連する様々な専
門的知識に触れることができた経験が役に立っていると
感じています。また、悩み、苦しむ人を支えたいという
志を持った仲間と出会えたことも、日々の心の支えになっ
ています。
 （2019 年度卒業）

少年院法務教官 Ｔ さん

私は、児童相談所の心理司として勤務しています。児童
相談所では、虐待、非行、障害などの子どもに関する様々
な相談を受けており、福祉や医療分野の職員と連携して
対応しています。心理司は子どもとの面接の中で、遊び
や知能検査、心理検査を通して子どもの状態を把握した
り、気持ちを受けとめたりしながら、今後の生活に必要
な支援を見立てていきます。そして時には子どもの抱え
る「生きづらさ」を代弁することで、様々な援助者を繋
ぐ役割も担っています。このような仕事をする中で私の
基盤となっているのは、大学・大学院時代の授業や実習
で得た発見を仲間と共有し学んだ日々です。立場の異な
る人々と協働する中で、心理職に求められる姿勢や役割
について丁寧に学べたことが、現場に出て大きな財産に
なっています。
 （2018 年度卒業・2020 年度修士課程修了）

児童相談所心理司 久保田琴美 さん

小中学校に実習に行っていた期間に、カウンセリングコー
スの先生から「今のうちに多様な子どもたちの姿を知っ
ておくことが大切」という言葉を頂いたことがありまし
た。現在私は、単科精神科病院の公認心理師として勤務
しているのですが、発達障害など様々な不適応を抱える
お子さんに会うと「こういう特性がある子どもが学校で
安心して過ごせるためにはどうしたらいいんだろう」と、
在学中に関わった子どもたちの姿を思い出して考えるこ
とが多くあります。教育領域の職場ではありませんが、
在学中に得た学びを活かせるのはとても面白いところで
す。受験生のみなさんも、希望する進路は様々にあると
思いますが、学芸大での学びはどのような仕事にも結び
ついてくると思います。頑張って下さい！
 （2018 年度卒業・2020 年度修士課程修了）

精神科病院心理職 牛島あやの さん
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E類

教育支援専攻

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 2箇所以上の現場実習を行い、実践力を養います。また、
5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  

ソーシャルワークコースではすべての人がよりよく生活
するためにどうしたらよいのかを社会福祉の視点から考
えています。授業では、ソーシャルワークの歴史や社会
学などの基礎知識、授業内でのロールプレイや社会福祉
施設での実習などから専門的な技術を学んでいます。ま
た、このコースは 20 人前後と比較的少人数のためコース
内での意見交換や先生との交流が活発な部分が特徴です。
ソーシャルワークの専門性だけではなく、他者との関わ
り方や自己理解など生きていく上で大切な部分も学ぶこ
とができるコースです。 （恩田瑞花　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キャリア形成、ソーシャルワーク論、スクー
ルソーシャルワーク論、社会理論と社会システム、子どもの権
利と現代社会、学校教育とスクールソーシャルワーク

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）

至誠学舎立川　至誠大地の家　チャイルドケアワーカー

妙智広大 さん（2019 年度卒業）
私の仕事  

私は、立川市にある児童養護施設の
グループホームにてチャイルドケア
ワーカーとして働いています。様々
な事情から家族と暮らしていくこと
ができない子どもたちと生活をとも
にし、主に生活家事全般、子どもた
ちの養育、各関係者との連携を担っ
ており、学習指導や宿直等の業務も
行っています。また、その他にも子
どもひとりひとりに合わせた自立支援計画の作成を含む
自立支援、家族再統合に向けた取り組みや退所児のアフ
ターケア等も行い、子どもたちやその家族の生活を様々
な面から支え、支援していく仕事です。

仕事のやりがい  

起床から就寝まで子どもたちの日々の生活を支えていく
仕事なので、子どもたちの成長を目の前で実感できるこ
とが大きなやりがいだと感じています。もちろん子ども
たちの年齢や性別、特性等もひとりひとり異なり、時に
は大きくぶつかることもあるので大変なことも多いです
が、その分数多くの成長を見守ることができ、子どもた
ちが目の前の壁を乗り越えていく姿に力をもらっていま
す。また、季節の行事やお祝い事を大切にしていること
もあり、子どもたちに楽しんでもらえるよう職員が一丸
となってイベントを企画することも多く、そこで数多く
の子どもたちの笑顔が見られるととても嬉しく感じます。

大学の学びとのつながり  

大学では講義にてソーシャルワークについて基礎から学
び、演習では自分たちで考え抜く力、その考えを伝えて
いく力を学ぶことができました。実習では福祉の現場で
働くということについて考える機会を得ることができ、
教授ごとに開かれるゼミにてさらに考えを深めていくこ
とができたと感じています。当時の学びや考えは現在福
祉の現場で働く上でも自分自身の基礎となっており、大
学 4年間で得たものは非常に大きいものだったと思いま
す。

東京都立川児童相談所／児童福祉司

髙栁海音 さん（2020 年度卒業）
私の仕事  

私は現在、児童相談所で地区担当の
児童福祉司として働いています。地区
担当の児童福祉司の仕事は、原則 18
歳未満の子どもに関する様々な相談に
対し、助言や指導、情報提供等の方
法を用いて子どもの権利を守るために
必要な支援をすることです。また、虐
待や保護者の病気等の理由から家庭
で生活することが困難になった子ども
たちの生活を施設や養育家庭と連携しながら支援をしていま
す。児童相談所だけで子どもと家族を支援できるわけではな
いため、地域の子ども家庭支援センターや学校、保育園等
と連携しながら日々働いています。

仕事のやりがい  

私がかかわる子どもや保護者の中には、児童相談所のかか
わりを望んでいない方も少なくなく、時には児童相談所に対
して攻撃的だったり拒否的な子どもや保護者に出会うことも
あります。また、子どもや保護者の意識はすぐに変えられる
ものではなく、状況が良くなったり悪くなったりを繰り返し、
先が見えないこともあります。しかし、日々諦めずに誠実に
対応することを心掛けてケースワークを進め、少しずつでも
状況が改善し子どもの安心、安全に繋がったときや子どもと
保護者に「相談してよかった」と言ってもらえたときに仕事の
やりがいを感じます。

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、
実習を通して福祉の生の現場を肌で感じ、将来ソーシャ
ルワーカーとして働くために自分に何が必要かを学ぶこ
とができました。また教授ごとに行われるゼミで、自分
の関心のある分野についての学びや自分自身の考えを深
められたことは今の仕事に繋がっています。特に、スクー
ルソーシャルワーク実習で、福祉と教育の連携の実際や
教育現場が大切にしている考え方について学ぶことがで
きた経験は、現在、関係機関と連携して子どもたちの支
援を考えていく際にと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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教育支援専攻

E類

多文化
共生教育

4年間の学び  

①多彩な教員たちが幅広く、丁寧に学びを提供することの
できる少人数指導体制
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文化・歴史・
地理・言語・文学・思想・人権教育・マイノリティ問題（移民・
難民・ジェンダー・少数言語 etc.）、グローバル課題（環境・開発・
貧困etc.）と、とても多岐にわたっています。希望者は 1 年
次から多彩なゼミ活動に参加でき、教員が推進している国内
外の研究プロジェクトで活躍することができます。
②生きた言語を学ぶことができる充実した語学教育
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
のような環境から、１年次から海外に語学研修に行ったり、
２年次からは、交換留学制度を活用して海外に留学する学
生も多く、大学では最も留学率の高いコースとなります。
③体験を通じて学ぶための多様な実践活動（フィールドワー
ク）を提供・奨励
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、国内外でのボランティア活動にも参加
し、経験や知見を蓄えることができます。

先輩からのメッセージ  

多文化共生教育コースの特色は、個性豊かな仲間たちや幅
広い専門を持つ先生方と、近い距離感で学べることだと思い
ます。１年次からゼミに所属できることで上級生や先生方の
存在が近く、学びの幅を広げやすいです。また、留学への道
も大きく開かれています。

私は、他学科を含む３つのゼミに所属し、目の前の世界を見
るための枠組みを絶えずアップデートしつつ、３年次には途
上国の教育について学ぶためにフィリピンへ留学し、現場で
「外国人」として過ごしながら学びを深めることができました。
このコースでは、自分が学びたいことから、留学するか否か、
そして卒業後の進路まで、自分の興味をもとに個性を持った
選択をしていくことができます。こうした開かれた環境で、皆
さんもぜひ共に学んでみませんか？
 （山本涼　2021年度卒業生）

特色ある科目  

●グローバル世界の理解：「グローバル社会論」「グローバル
ヒストリー」など　●次世代の持続可能で包摂的な社会に向
けた学術領域：「地域開発とサステナビリティ」「包摂／排除の
社会論」「現代文化人類学」「多文化共生と性の多様性」など　
●新たな言語文化の構築：「越境する言葉と翻訳」「世界文学
論」「言語と多文化社会」など　●フィールド実践：「フィール
ドワーク方法論」「異文化間協働へのアプローチ」など

世界とともに生き、遊び、学ぶ。
ボーダーレス化が進み、不安定で見通しの立たないグローバル時代。こうした時代に対応し、国の内外を越えて積
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間力あふれる人材を育てます。社会や価
値観の急激な変化を乗りこなすことのできる基礎体力と発想力・創造力をともに鍛えていきましょう。

世界は驚きと感動にあふれている

フィリピンでの ASEANウィーク。東南アジア各国の強い結び付きを感じました。
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めざす仕事  

多文化共生教育コースの多様な学び

私は途上国での教育に興味があり、途上国の教育や子ども
たちに関係するインターンをしたいと考えました。私が現
在インターンとして活動している「かものはしプロジェク
ト」では、子どもが学校に通えなくなる原因の一つでもあ
る「子どもが売られる問題」（児童買春）の解決を主に目指
しています。私はこの問題を解決することによって「学校
に通いたいのに通えない」子どもが減り、教育を受けた彼ら・
彼女ら自身でより良い社会を作っていけるのではないかと
考えています。私が担当している業務は、団体が運営して
いるSNSやWEBページの更新や寄付金のデータ管理、イ
ベントなどです。日々の決まった業務をこなすだけではな
く、自分から様々な企画を提案しスタッフの方々と練り上
げることができるので、とても楽しくのびのびと、そして
大学の授業だけでは得られない学びを感じながら活動して
います。 （阿部智咲　3年）

私は在日コリアン 4世です。中学まで地元の朝鮮学校に通
い、自分のルーツについて学んできました。私は大学 1年

の頃からSNSを通して、在日コリアンについて発信する活
動をしています。発信を始めたのは、日本の高校に行った
ときに、在日コリアンや朝鮮学校について全く知らない友
人たちに出会ったことがきっかけでした。歴史的な背景の
うえで在日コリアンは日本に住んでいますが、日本社会で
はこれがしっかり知られていないという、「見えない壁」が
あると感じました。それ以来、「知らない」「出会わない」
という理由で、無意識の差別や偏見が生まれてしまう社会
に問題意識を感じて、それぞれを繋ぐような架け橋になり
たいと思い、活動しています。現在ではSNS発信だけでな
く、オンラインイベントや講演会なども企画し、より多く
の人に発信できる場を作っています。ひとつの発信が、周
りの人の共感を呼び、それが大きな社会のうねりになって、
分断の無い社会を作っていけるように、これからも人々の
架け橋になっていきたいです。 （金美玲　4年）

「異文化」ってなんでしょ
う？東京を離れ、広島で新
聞記者として働き始めた２
カ月後、「団地」という言
葉に地域差があるとは知ら
ず、誤報を出しそうになり
ました。広島の「団地」は
私にとっては「住宅地」で
した。異文化が意外と身近
にあることを知りました。
また、飲食店など 26 軒が
燃えた火災の取材をした時
には、同じ街に住む人達の
中で意見が大きく分かれるのを見ました。再建などの計画につ
いて、被災した人達と周辺の住民とで主張が割れました。ど
ちらかが間違っているということではなく、ただ置かれた状況
が違うことで近くに住む人同士でもわかり合うのが難しいので
しょう。
新米記者として難解な取材対象に直面する度、大学で出会っ
た友人・留学生のことや授業で触れた教育学・国際政治学・
語学などの学問を思い出します。世界には人の数だけ異なる考
えと価値観、様々な文化があり、それを理解するために多様
な学問があります。「異文化」を恐れず学び続ける心意気のよ
うなものを、このコースで学びました。
 （小林旦地　2020 年度卒業生　中国新聞社・報道センター社
会部記者）

阿部さん（左端）「かものはしプロジェクトのメンバーとともに」

金さん「在日コリアンに関して、高校生たちとオンラインで対話しています」

取材中の小林記者

☞国際的な活躍の場を目指す！　　　　　　　　　　　           
　 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、日
本の在外公館職員、世界各国の在日公館職員など

☞次世代教育の現場で活躍する！　　　　　　　　　　     
　 異文化理解とコミュニケーション能力を発揮する教育支援職、
多様な教育ビジネス、日本人学校などの在外教育施設など

☞グローバルなセンスと語学能力を活かす！　　　　　　　
　 国際的な旅行・観光関連サービス、出版社、ジャーナリスト、
メディア関連業、教育ライターなど

☞持続可能で包摂的社会に向けて才能を政策やビジネスで発揮！
　 国家・地方公務員（文部科学省、都庁など）、ソーシャルビ
ジネス、ソーシャルデザイン、地域開発事業、社会福祉事業・
介護事業など
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教育支援専攻

E類

情報教育

4年間の学び  

情報教育コースでは、B類の情報コースの学生と共に、1年次
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
報科学の基礎、これからの学びの土台となる数学を学んだ後、2
年次以降ではオペレーティングシステム、情報システム、ネットワー
クシステム、計算機ハードウェア、コンパイラ、HCI、情報メ
ディアなど情報科学・情報工学の専門的な内容を学んでいき
ます。3年次では，データ分析や知識処理など，今注目され
ているAI・データサイエンスについても学びます。
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沿って、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、初等中等教育における情報教育と ICT活用について
体系的に理論と技能を学び、教育現場におけるフィールドワー
クを通して、教育情報化支援の実践的な力を磨いていきます。
3年次からはB類情報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における研究手法を学んで、4年
次には卒業研究に取り組みます。卒業研究としては、授業や
学習を支援するソフトウェア・ハードウェアの開発研究、情
報教育と ICT活用に関する実践研究やカリキュラム開発な
ど様々なテーマに取り組んでいます。

先輩からのメッセージ  

社会の情報化が進む中、教育の現場やその支援においても
ICTの重要度が増しています。情報教育コースでは教育と
情報の両方を学び、ICTを用いて教育をどのように支援で
きるかを探究します。講義では教育系と情報系両方の科目
を学んでいきます。情報系科目は工学部にも引けを取らな

い内容だと思います。また授業の中には ICTを用いた問題
解決や、教育を支援するソフトウェアのチーム開発など実
践的な活動もあり、ソフトウェア開発のスキルだけでなく、
協調性や主体性など社会に出てから必要とされる能力を養
うことができました。完成までには様々な壁が立ちふさが
りましたが、メンバーで協力して乗り越え、一つのソフト
ウェアを作り上げた達成感はとても大きかったです。情報
教育コースには皆さんが学びたいことを学ぶための環境が
整っていると思います。この環境を活用し、みなさんの可
能性を広げてみませんか。 （山口秀敏　4年）

特色ある科目  

ソフトウェアシステムと教育支援、教育情報化論、教育情報
化支援論、教育情報化支援教材論、教育情報化支援フィール
ドワーク実習、コンピュータシステム概論、オペレーティン
グシステム論、情報システム、HCI、情報デザイン論、デー
タ分析とコンピュータ論、知識処理と人工知能論

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。これらを学校の外から支える人を育てます。

コンピュータを用いながら講義を受けている様子

学習者用コンピュータを活用した授業の支援風景
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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（Yahoo、電通国際情報サービス、ソニー、
サイバーエージェント、KDDI 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、ICTインストラクター等）

● 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

ログラムが主な学内進学先となります。

凸版印刷（株）DXデザイン事業部

藤田結依 さん（2020 年度卒業）
私は現在システムエンジニアと
してアプリの設計・開発を行っ
ています。同期は大学院修了生
が多く、自分は実力不足ではな
いかと初めは不安でした。しか
し働き始めてみると大学の授業
で学んだ知識や経験を仕事に活
かす機会があるだけでなく上長
から評価していただける素養として自分の力になっ
ていると感じています。
E類情報教育コースはシステム開発の技術だけでな
く、どのように教育していくかといった二つの側面
を学習することができる点が最大の魅力です。C言
語や javaといったプログラミングスキルはエンジニ
アの仕事の基礎となり、臆せず仕事に取り組むこと
ができる自信につながりました。また、新人研修で
プログラミングを学習する企業は多いですが、イン
フラについて十分に研修している企業は多くありま
せん。ネットワーク／システム基盤に関する講義は、
現場でシステム構成を理解することができるだけの
ハイレベルな内容であったと感じています。そして
大学3年次以降，「発表」する機会が多く設けられ
ており、上司から褒めていただけるような「プレゼ
ンテーション力」を身に着けることができました。
本コースで培ったスキルは、新入社員として仕事に
取り組むための基礎力として多方面で活かすことが
できていると感じています。

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

古川貴一 さん
私は2016年にE類情報教育コースに入学、2020
年に大学院の修士課程（教育支援協働実践開発
専攻 教育AI研究プログラム）に進学しました。
大学入学当初は自分自身が何になりたいのかが
明確ではありませんでした。その中で、「この大
学で学べることは何か」を考え、「教育」と「情
報技術」について理解を深めようと考えました。
教育の分野では、本大学でしか学べない教育感
を、情報技術の分野では基礎から応用までを幅広く学ぶことができ
ました。また教育支援の観点で、さまざまなコースの人と協働し教
育を支える術について考える機会が多く、自分自身の成長につな
がったと考えます。大学院修了後、教育とは関係のない分野に就労
する予定ですが、本大学で学んだ教育感や、協働するためにチーム
で物事に向かう能力はこれからの糧になると確信しています。
情報技術の分野では、他大学の工学等で学ぶものと同等のレベルを
学べたと思いとても満足しています。情報技術の分野は基礎がとて
も重要になり、自分自身は今まで情報技術に多くは触れてきません
でした。その中でも本大学のカリキュラムを通して、自分自身が成
長したといえると思います。情報教育コースでは学部3年次の春か
ら研究室に配属され、それまで学んだ基礎を通して応用する場があ
り、より成長できる環境だと思います。この研究室の活動も、問題
解決能力、技術力等の成長を感じることができました。大学院での
活動のそのほとんどが研究活動で、教授や先輩、後輩などと自分自
身の研究を進めることは、この後にはもうない貴重な経験になった
と感じています。また大学院では、人工知能と教育の関係から，こ
れからの世の中で人工知能との関わり方をどのようにするべきかを
深く理解することができたと感じます。

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。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、情報教育はますます重要になってきています。
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、教科等の学びを効果的・効率的にするた
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います。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、これらの職種の人材、
そしてそれらの分野を支える研究者の卵を育てることを目
標としています。

（2019 年度卒業・2021 年
度大学院修士課程修了）
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教育支援専攻

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  

芸術表現というと、限られた人達のものだと思われがちで
す。しかし、芸術表現には広く教育や社会の中で発揮され
る価値があるはずです。それを追究するため、私はこのコー
スへやってきました。芸術表現という正解のないものに向
き合うことは時に果てしなく感じますが、好きなものに対
してとことん追究する時間は、とても充実しています。探

究活動を助けてくださる先生方にも恵まれ、自分次第で如
何様にも学びを深めながら挑戦できる環境がここにはあり
ます。また、ここに集まる仲間達はとても個性的で、常に
面白いアクションを起こしています。本コースは、そんな
個性溢れる仲間と刺激し合いながら、幅広い芸術分野や教
育支援について学ぶことで、自分の視野を広げられる貴重
な場所です。大学生活という大切な学びの時間を本コース
で過ごすことは、何物にも代えがたい価値があると感じて
います。 （竹原早映　4年）

特色ある科目  

演劇と社会、演劇と教育、音楽表現概説、ビジュアルデザ
イン表現概説、批評理論研究、戯曲翻訳研究、インプロ研
究、音楽表現研究、ビジュアルデザイン表現基礎、演劇表
現分析演習、舞台表現分析演習、舞台表現指導演習、ビジュ
アルデザイン実践演習、アート・マネージメント論、芸術
家と教育支援

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

演劇、文学、音楽、美術など様々な芸術領域を複合的に学びます。

理論と実践の学びを通して、社会との関わりについて考えます。
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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。

サントリー美術館教育普及担当 関香澄 さん

現在、美術館で教育普及の仕事をし
ています。教育普及とは、誰もがアー
トや美術館に親しみ、楽しむための
サポートをする活動です。講演会や
ワークショップを企画運営したり、子
どもたちが使うワークシートを作成し
たり。学校向けのプログラムや出張
授業を実施することもあります。近年
は、動画などを作ってオンラインプロ
グラムとして提供する機会も増えてきました。
美術館で展覧会を企画する学芸員の多くは美術史を研究して
きた専門家です。一方、教育普及活動では、学芸員と連携し
ながら、美術の知識のみならず幅広い視点からアートと人と
を繋ぐ手段を考え、伝えていくことも必要になります。大学で
は、美術、音楽、映像や写真、舞台芸術、文学など、分野
を超えてさまざまな芸術表現に触れることができました。枠
にとらわれることなく創作と鑑賞両面から表現とコミュニケー
ションについて考え、ユニークな先生や友人たちと一緒に実
践した経験は、今の仕事をするうえで大きな原動力であると
ともに、自分の強みにもなっている気がします。
子どもから大人まで、たくさんの人と関わるこの仕事では、自
分自身もいつも多くの気づきをもらっています。表現すること、
受け取ること、そこからまた何かが生まれる場に立ち会える
ことを楽しみに、これからもアートと学びに携わっていきたい
と思っています。

hanauta 主宰 石川真由子 さん

hanautaという屋号
で、演奏活動、音楽
イベントやアートプロ
ジェクトの企画、多
目的スタジオの運営
をしております。ホー
ルやライブハウスの
みならず、田んぼや
森の中、列車、廃校などを活動の場として、自然の営みとし
ての音楽を大切にした空間づくりを続けています。それはと

ても実験的で繊細さを要することです。しかし、そのような
現場だからこそ、老若男女問わず、自治体や大学など様々な
人々を巻き込んで共に学び、かたちづくってゆく過程は音楽
の根元的な部分を再発見する機会でもあります。 在学中は、
演劇・ダンス・映像などにあかるい友人たちと共に実際にアー
トイベント自主企画したり、短期留学したニューヨークで多目
的スペースの持つエネルギーに圧倒され、様々な分野の人が
集まることでできたグルーヴが新たな表現活動につながるこ
とを実感したり、刺激的な日々を過ごしました。様々な芸術
分野の領域を横断したこの学科での学びや試みが、バランス
感覚や瞬時の状況把握能力が必要とされるあらゆる場面でと
ても生かされています。学生時代からの延長のような一続き
の日々を送っておりますが、まだまだ挑戦しながら新たなもの
が生み出される瞬間に立ち会っていきたいと思います。

Spiber 株式会社運営・
やまのこ保育園長 長尾朋子 さん

私は今、バイオスタートアップ企業
が運営する保育園の施設長として暮
らしの場・学びの場を日々つくって
います。大学ではダンスやパフォー
マンス、ワークショップなどを研究
し、「身体」をテーマに研究を進め
ようと大学院に進学。在学中には英
国協定校への留学や、美術館での
インターンシップも経験しました。大学院修了後は公共文化施
設における文化事業の企画制作や、アートを介したコミュニティ
形成事業の立ち上げなどを経て、今、保育の仕事をしています。
2030 年頃に既存職業の半分はAIによって代替可能になると
言われている今、既存の職種に自分を当てはめて最短距離で
大学での学びと職を直結させる思考ではなく、「新しいアイデア
は、新しい組み合わせから生まれる」という言葉があるように、
既にある様 な々表現や学問に対する感度を高めて貪欲に学び、
これまでなかった組み合わせや既存の枠からはみ出す様 な々
コラボレーションや実験を通して、自身の社会貢献の方法を見
つけようとすることこそ未来的だと考えます。枠からはみ出る勇
気、異なる分野／異なる価値観との出会いや協働を楽しむた
めの力、論破するのではなくフラットに対話する力。表現教育
コースは、珍しい組み合わせが生まれる可能性を秘めた学び
の場であり、これから肩書に囚われず、1人の表現者として社
会に貢献する人を育てようとするコースだと思います。

発案や実践の当事者となり、探究を深めていきます。
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E類

教育支援専攻

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。

先輩からのメッセージ  

生涯スポーツコースでは、スポーツを「する」ことはも
ちろん、「みる」こと「ささえる」ことなど、多方面から
捉えて考えることでスポーツの楽しさを学ぶことができ
ます。私はこのコースで、スポーツを「する」こと以外
の様々な考え方に触れています。さらに、スポーツバイ
オメカニクスやスポーツ心理学など、自分の競技生活に
直結する授業もあり、学習したことの実践や振り返りも
しっかりとできます。また、このコースの多くの学生は
運動部に所属しており、各競技のトップレベルで活躍し

ています。他競技の人との関わりの中で学ぶことや考え
ることが多く、それらが良い刺激となっています。自分
の競技以外のところで競技力向上のヒントを得られるの
も生涯スポーツコースの魅力の一つです。
 （小野翔平 2021 年度卒業生）

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）

株式会社 読売巨人軍 ジャイアンツ アカデミー（コーチ）

岩瀬仁美 さん

トレーニングコーチ（部活身体塾・代表）

塩多雅矢 さん

現在、幼児・小学生に野球を教える
という野球のスクール活動や、小学
校や幼稚園に訪問をするなど野球振
興事業に携わる仕事をしています。
大学では、授業の中で実際に自分た
ちが「子ども×教育支援×スポーツ」
をテーマに附属の小学生と学校外で
交流するという実習がありました。
子どもの目線になりどうしたら楽しく遊んでくれるか仲
間と話し合いながら遊びを考えました。授業を通して、
子どもたちと遊びフィードバックをし、遊びを工夫して
また子どもと遊ぶという過程にやりがいを感じ「子ども
×教育支援×スポーツ」といった仕事がしたいと感じる
ようになりました。
今の仕事は「野球×幼児・小学生」という野球振興事業
の仕事ですが、子どものことを考えて様々な工夫すると
いうことは大学で学んだことが活かされていると実感し
ています。
また学芸大の学生は全国各地から学びにきているので、
自分の知らないことを学ぶ機会が多いです。そういった
機会も大学生ならではのことだと思うので、様々な人と
関わる場を自分から積極的につくってほしいと思います。

仕事内容と大学の学びとの接点  

私の仕事は中学・高校の部活動でのト
レーニング指導です。東京学芸大学で
も、2 つの部活動サポートと、非常
勤講師として授業を担当しています。
トレーニングの知識は、大学時代に
インターンで通った施設で学びまし
た。その礎は、大学の授業で得た知
識でした。卒業論文は、私にとって実践と研究の結びつ
きを経験する最良の場でした。

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
仕事と大学での学びのつながり  

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 1
から総合型地域スポーツクラブを作
り始めました。
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、経営をしていく上では大学で学んだパソコ
ンスキルやスポーツ心理学に基づいたコミュニケーショ
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。

やりがいと大学の学びとの接点  

ある年、サポートする高校野球部の敗戦から、学校教育
の一環としての部活動の価値を学びました。それ以降の
私のやりがいは、勝利や技術の上達だけでなく、返事や
挨拶などの社会的な面も含まれるようになりました。重
ねて、大学での教育面の学びが、私の喜びと接点がある
ことに気が付きました。

最後に  

大学で学んだ 2つの柱は「体」と「教育」でした。当時
は気が付かなかった教育までも、今の私の仕事の礎になっ
ています。無駄な学びなど 1つもありません。
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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。

学校教育系
初等教育教員養成課程（A類）

進路先

専  攻

教員（非常勤含む）
日本人学校 保育園等

企業
・
団体

公務員 進学 その他 計
幼稚園 小学校・義

務教育学校
中学校・中
等教育学校 高等学校

特別支援
学校

国語 0 33 7 7 0 2 0 19 3 7 6 84

社会 0 27 5 5 1 2 0 11 4 7 9 71

数学 0 25 19 5 0 1 0 10 2 3 5 70

理科 0 36 11 5 0 1 0 25 1 11 2 92

音楽 0 8 1 1 0 1 0 6 0 3 4 24

◎2021年3月卒業生就職・進学状況【2021年9月30日現在】
※留学生及び前年9月卒業生は除く

就 職
77.3%

進 学
14.0%

その他
8.6%

  学校教育系・旧教育系（869名）

教 員
64.0%

保
育
園
等

日本人学校
2.1％

企業・団体
27.7%

公務員
4.9%

1.3％

就職者内訳
（676名）

就 職
73.2%

進 学
10.6%

その他
16.2%

  教育支援系・旧教養系（198名）

就職者内訳
（140名）

企業・団体
76.6%

公務員
19.3%

教 員
4.1%

※ 2021年３月卒業生のデータです。

卒業後の進路
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進路先

専  攻

教員（非常勤含む）
日本人学校 保育園等

企業
・
団体

公務員 進学 その他 計
幼稚園 小学校・義

務教育学校
中学校・中
等教育学校 高等学校

特別支援
学校

美術 0 11 1 0 0 0 0 5 0 3 2 22

保健体育 0 13 1 2 0 0 0 9 2 10 2 39

家庭 0 7 0 0 0 0 0 6 0 2 1 16

英語 0 8 1 0 0 1 0 0 0 3 1 14

学校教育 0 13 2 0 2 0 0 5 0 0 1 23

学校心理 0 8 0 0 1 0 0 7 1 4 0 21

国際教育 1 11 0 0 0 1 0 6 0 3 0 22

情報教育 0 11 0 1 0 1 0 2 0 5 2 22

環境教育 0 5 1 1 0 1 0 4 2 5 0 19

ものづくり技術 0 3 2 0 0 1 0 5 0 1 1 13

幼児教育 7 0 0 0 0 0 9 1 2 1 1 21

計 8 219 51 27 4 12 9 121 17 68 37 573

中等教育教員養成課程（B類）

進路先

専  攻

教員（非常勤含む）
日本人学校 保育園等

企業
・
団体

公務員 進学 その他 計
幼稚園 小学校・義

務教育学校
中学校・中
等教育学校 高等学校

特別支援
学校

国語 0 1 6 3 0 0 0 4 0 5 1 20

社会 0 2 2 4 0 0 0 9 2 6 5 30

数学 0 0 9 6 0 0 0 4 0 3 4 26

理科 0 0 10 4 0 0 0 7 4 15 4 44

音楽 0 3 7 2 0 0 0 2 0 5 2 21

美術 0 1 3 0 0 0 0 5 0 7 3 19

保健体育 0 3 3 0 0 0 0 6 3 5 4 24

家庭 0 0 1 3 0 0 0 3 0 1 1 9

技術 0 1 0 2 0 2 0 4 1 0 1 11

英語 0 1 5 3 0 0 0 1 2 4 1 17

書道 0 2 5 3 0 0 0 5 2 1 1 19

計 0 14 51 30 0 2 0 50 14 52 27 240

特別支援教育教員養成課程（C類）

進路先

専  攻

教員（非常勤含む）

日本人学校 保育園等
企業
・
団体

公務員 進学 その他 計
幼稚園 小学校・義

務教育学校
中学校・中
等教育学校 高等学校

特別支援
学校

聴覚障害教育

0 10 0 0 12 0 0 12 1 1 9 45
言語障害教育

発達障害教育

学習障害教育

計 0 10 0 0 12 0 0 12 1 1 9 45

養護教育教員養成課程（D類）

進路先

専  攻

教員（非常勤含む）
日本人学校 保育園等

企業
・
団体

公務員 進学 その他 計
幼稚園 小学校・義

務教育学校
中学校・中
等教育学校 高等学校

特別支援
学校

養護教育 0 1 0 1 2 0 0 3 1 1 2 11

計 0 1 0 1 2 0 0 3 1 1 2 11
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〔北海道・東北地方〕
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、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〕
新新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県
〔近畿地方〕
三重県、大阪府

〔中国地方〕
鳥取県、島根県、岡山県、広島県
〔四国地方〕
徳島県、高知県
〔九州・沖縄地方〕
福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

◎ 大学院進学状況【2021年 3月卒業生】
東京学芸大学、東京大学、お茶の水大学、筑波大学、京都大学、一橋大学、横浜国立大学、東京工業大学、東京藝術大学、
東京都立大学、大阪大学、名古屋大学、愛媛大学、早稲田大学、上智大学、国際基督教大学等

◎ 地域別教員就職状況（2021年3月卒業生　学校教育系）

北海道・
東北地方
　7% 

中部地方
11%

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　3%

埼玉県
13%

千葉県　4%

東京都　69%

神奈川県　7%

関東地方　77%

北海道・東北地方 中部地方 近畿地方
中国地方 四国地方 九州・沖縄地方

茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

教育支援系
教育支援課程（E類）

進路先
専  攻 教員 企業・団体 公務員 進学 その他 計

生涯学習 0 18 7 0 9 34

カウンセリング 0 8 2 11 1 22

ソーシャルワーク 0 11 9 0 1 21

多文化共生教育 1 26 4 3 7 41

情報教育 0 11 1 2 2 16

表現教育 0 18 1 1 4 24

生涯スポーツ 5 19 4 4 7 39

環境総合科学課程 0 0 0 0 1 1

計 6 111 28 21 32 198
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業　種 企 業 名 等

教育・学習支援業

一般財団法人調布市武者小路実篤記念館、学校法人川崎学園、学校法人慶應義塾、学校法人駒澤大学、
学校法人駿河台学園、学校法人渡辺学園ゆうゆうのもり幼保園、株式会社アルファコーポレーショ
ン、株式会社イーオン、株式会社ヴィリング、株式会社栄光、株式会社学研教育みらい、株式会社
河合楽器製作所、株式会社向学館、株式会社さなる、株式会社ステップ、株式会社成学社、株式会
社総合資格、株式会社図書館流通センター、株式会社トライグループ、株式会社日能研、株式会社
日本入試センター、株式会社バイリンガ、株式会社リソー教育、株式会社臨海、株式会社れんせい、
株式会社早稲田アカデミー、株式会社 LITALICO、株式会社SAMURAI、キラメックス株式会社、
国立研究開発法人科学技術振興機構（日本科学未来館）、国立大学法人岡山大学、国立大学法人東
京工業大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人鳴門教育大学、さいたま市 ( 小・中学校 )、新
宿区立あいじつ子ども園、杉並区立済美教育センター、株式会社スタディーネットワーク、スマー
トキッズ株式会社、東京ガイダンス株式会社、長野県立大学、東大和市立第八小学校、ヒューマン
アカデミー株式会社、めぐろ学校サポートセンター、SWIFT SWIMMING TEAM、TAC株式会
社　他

官公庁

荒川区役所、上田市役所、宇都宮市役所、青梅市役所、神奈川県庁、川口市役所、川崎市役所、京
丹後市（地域おこし協力隊）、宮内庁、群馬県庁、警視庁、厚生労働省、江東区役所、国税庁、国
分寺市役所、小平市役所、埼玉県庁、さいたま市役所、坂戸市役所、品川区役所、白岡市役所、新
宿区役所、杉並区役所、世田谷区役所、立川市役所、田辺市役所、中央区役所、東京国税局、東京
消防庁、東京都庁、豊島区役所、栃木県庁、鳥取県庁、長野県庁、長野市役所、新潟県警察、新潟
県庁、新潟市役所、浜松市役所、東村山市役所、日野市役所、兵庫県庁、福島県庁、文京区役所、
法務省、町田市役所、松本市役所、三鷹市役所、港区役所、三原市役所、山梨県警察本部、横浜市
役所　他

医療・福祉

アース・キッズ株式会社、大田区子ども家庭支援センター、学校法人井之頭学園ｆｕｊｉｍｕｒａ
ナーサリー、学校法人子どもの森／発達支援SmileOn、株式会社桐塾、株式会社グローバルキッ
ズ、株式会社ココルポート、株式会社こどもの森、株式会社日本保育サービス、株式会社ベネッセ
スタイルケア、社会福祉法人いたるセンター、社会福祉法人雲柱社、社会福祉法人けいわ会、社会
福祉法人県央福祉会、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会、社会福祉法人至誠学舎立川、社会福
祉法人昇栄会 児童養護施設ケヤキホーム、社会福祉法人翔の会、社会福祉法人全国社会福祉協議会、
社会福祉法人全国盲ろう者協会、社会福祉法人同愛会、社会福祉法人東京サレジオ学園、社会福祉
法人日本水上学園、社会福祉法人福祉楽団、社会福祉法人三篠会、社会福祉法人ムクドリ福祉会幼
保連携型認定こども園むくどり風の森こども園、社会福祉法人わかば みなみまごめ保育園、社会
福祉法人わらしこの会、東京都社会福祉協議会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、
認定特定非営利活動法人カタリバ、ライフサポート株式会社　他

情報通信

伊藤忠インタラクティブ株式会社、エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社、株式
会社朝日新聞社、株式会社イープラス、株式会社イマジカデジタルスケープ、株式会社大塚商会、
株式会社オービック、株式会社キュービック、株式会社ジャストシステム、株式会社新興出版社啓
林館、株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント、株式会社セールスフォース・ドットコム、
株式会社中国新聞社、株式会社中国放送、株式会社電通国際情報サービス、株式会社日本データリ
ンク、株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング、株式会社ブシロード、株式会社ベ
ネッセインフォシェル、株式会社有斐閣、株式会社読売新聞東京本社、株式会社 JALインフォテッ
ク、株式会社NHKエデュケーショナル、キヤノン ITソリューションズ株式会社、凸版印刷株式会社、
日興通信株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本総合システム株式会社、日本放送協会、
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社、KDDI 株式会社　他

学術研究、専門・技術
サービス業

株式会社野村総合研究所、共同エンジニアリング株式会社、国立研究開発法人科学技術振興機構、
国立研究開発法人国立国際医療研究センター、ニュートン・コンサルティング株式会社　他

宿泊業・飲食
サービス業

株式会社あきんどスシロー、株式会社サイゼリヤ、株式会社ＪＲ東日本サービスクリエーション、
日本マクドナルド株式会社　他

生活関連
サービス業

株式会社オリエンタルランド、株式会社鹿島アントラーズ FC、株式会社きものブレイン、株式会
社埼玉武蔵ヒートベアーズ、株式会社ザスパ、株式会社俳優座劇場、株式会社ブラウブリッツ秋田、
株式会社ラウンドワン、株式会社 JTB　他

その他の
サービス業

エン・ジャパン株式会社、株式会社日立 ICTビジネスサービス、公益財団法人日本スポーツ協会、
公立学校共済組合北海道支部、公立学校共済組合本部、セコム株式会社、全国市町村職員共済組合
連合会、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、日本年金機構、パー
ソルホールディングス株式会社、パルシステム生活協同組合連合会、東日本高速道路株式会社　他

◎ 教員以外の主な就職先　【2021年 3月卒業生】
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◎ 特別支援教育特別専攻科（特別専攻科）
　特別専攻科は、大学を卒業した後に特別支援教育を1年間で学ぶコースです。
　特別支援について多様な知識を身につけた教員になることを目指します。
　入学時にすでに取得している教員免許状の種類により、特別支援学校教諭一種免許状もしくは専修免許状を取得す
ることができます。

本研究科は、東京学芸大学・埼玉
大学・千葉大学・横浜国立大学の４
大学による連合大学院であり、東京
学芸大学に設置している博士後期課
程（３年間）のみの独立研究科です。
「広域科学としての教科教育学」の
専門研究者を養成することに加え
て、教員養成系大学における教科
専門諸科学や教育諸科学の実践的
研究者の養成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
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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/
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 後藤 彰吾さん

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？

私は学芸大出身なのですが、学部のときの教育実習や、
「子どもの貧困」に関わるNPO法人でのボランティア活
動を経験したことから、さらに一歩踏み込んで教育学を
専門的に学びたいと考えたからです。幅広い視野を持
ち実践的指導力を高めてから現場に出たいと思い、教
職大学院に進学をする決意をしました。

大学院修了後は、海外の日本人学
校や東京都の公立校で小学校教
員になろうと思っています。子ども
たちが一人ひとりの「らしさ」を発揮
していけるように、教員になってか
らも初心を忘れず、日々努力を続け
ていきたいです。

Q4 高校生への
メッセージ

自分が一人の教員として、人として
どうありたいのかを考えながら、自分
自身が心から“ワクワク”する道を選
択してほしいです。現場に出る前に、
教職大学院という場所で「有意義
な寄り道」をすることは、学部4年間
で得る学び以上に皆さんの世界を
広げてくれるものだと思います。

学校現場を含む様々なフィールドに足を運び、現場を取り
巻く現代的課題に向き合い、理論と実践を行き来する形で
学んでいます。例えば、クラスメートたちと、既存の枠組みを
超えた「学校の在り方」に根差した教育実践に取り組んで
いる学校を訪れ、少人数でのディスカッションなどを通して、
お互いの意見を共有し教育に対する考えを深めていきま
す。また、実際に現場で活躍されている現職教員の方とも
一緒に学べるため、沢山の刺激を受けながら研究活動等
に取り組むことの出来る恵まれた環境になっています。

Q1 なぜ、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 大学院ではどのような勉強をしていますか？
そして、大学院の魅力は？

学部時代より、公認心理師・臨床心理士の資格を取得したう
えで、心理職として教育現場に携わりたいと考えていました。
学部ではE類カウンセリングコースで臨床心理学の基礎を学
べますが、心理職が他職種との連携をどう行っているのか、
どのようにクライエントを見立て、具体的な支援を行っている
のかをさらに深く学びたいと思いました。そして、より実践に近
い状況を想定し、連携の仕方や見立てと支援の方法を現場
に即した形で学ぶために、大学院進学を決めました。

教育相談センターなどの教育相談機関を
経て、小・中学校のスクールカウンセラーとし
て学校における児童生徒や保護者、教員
の支援に携わりたいと考えています。教室
の中で生きづらさを抱えている子どもたち
に寄り添い、「その子にとって最も望ましい
サポートは何か？」ということを、大学院での
学びを活かしながら考えていきたいです。

Q4 高校生への
メッセージ

「心理職を目指す」ということは、他者との
関係や自分自身とじっくり向き合う必要が
あり、大学院で学ぶことによって、その難し
さに日々 直面しています。それでも、授業を
通じて「あの時、こんな気持ちを抱えてい
たのか」と過去の体験を振り返って当時の
自分の本心に気づくことができる、そして
それを実際の支援で活かすことのできる
関わり方を学べるということは、臨床心理
学ならではだと思います。「どんな経験も
糧にすることができる」臨床心理学を、み
なさんも学んでみませんか。

学校現場における不登校や発達障害、いじめなどの仮想事
例をもとに、「心理職の立場であったらどのような支援ができる
か？」という視点からグループで議論を行うことや、クライエント
との面接場面を想定して傾聴（相手の話に耳を傾け、肯定的
な態度で受け止める）の技法を学ぶといった勉強をしていま
す。大学院は講義中心ではなく、これまで学んできた知識をも
とにペアやグループでの話し合いを行い、事例への対応を考
える機会が増えていきます。そのため、話し合う度に子どもた
ちや保護者の方への支援には「正解」がないのだということ、
だからこそそれぞれの専門職がもつ考え方に対して敬意をも
つことが大切なのだと実感しました。「心理職」と向き合うこと
の楽しさ、難しさを肌で感じられることが大学院の魅力です。

教職大学院生へのインタビュー

教育実践専門職高度化専攻
教育プロジェクトプログラム
環境教育サブプログラム　２年

 田辺ゆきのさん

教育支援協働実践開発専攻
臨床心理学プログラム ２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
　学校教育教員養成課程の学生は、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コースで取得可能な教員免許もあります。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。
　※2023年度入学生から教育支援課程では教員免許は取得できません。

国語コース

社会コース

数学コース

理科コース

音楽コース

美術コース

保健体育コース

家庭コース

英語コース

現代教育実践コース
　学校教育プログラム
　学校心理プログラム
　国際教育プログラム
　環境教育プログラム

ものづくり技術コース

小学校教諭一種免許状

幼児教育コース

幼稚園教諭一種免許状

初等教育専攻

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

特別支援教育専攻

養護教諭一種免許状

養護教育専攻

国語コース 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 （地理歴史又は公民）

数学コース 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）

理科コース 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）

音楽コース 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）

美術コース 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）

家庭コース 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）

技術コース 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）

書道コース 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）

情報コース 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）（情報）

中等教育専攻

学校教育
教育養成
課程

学
教
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　養護教育専攻の学生は、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。

　初等教育専攻・中等教育専攻・特別支援教育専攻の学生は、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、全ての免許が取得でき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・情報

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

○学校教育教員養成課程、教育支援課程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：幼児教育コースのみ対象。
　▶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・資格ともに各コース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
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　東京学芸大学は、19の国・地域の64大学と交流協定を結び、学術交流や学生交流をしています。

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

おいて、学生交流が盛んに行われています。

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

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

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

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

ムに参加することができます。

国際交流と留学

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 西シドニー大学
短期海外語学研修

（オーストラリア、シドニー）
30日間

全てホームステイ、附属語学学校での英語でのレポー
トの書き方、プレゼンテーションの方法等の集中講座

・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≫｠
学生の短期派遣及び外国人留学生の受入によるグローバルキャンパス構築とグローバル教育人材育成

―　International Student Step Up Program　（ISSUP）　―

《派遣プログラム実施内容》
　長期休暇中の10日間程度、現地校の訪問や、授業実践の見学、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。

●これまでの派遣プログラム実施例
● 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

《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。

●これまでの受入プログラム実施例
●学芸フロンティア科目 C
　日米学生交流プログラム（米国・ミシガン州立大学）は、2020 年度から
授業化され、単位取得が可能になりました。教育における公平性と多様性な
どをキーワードに、日本に加えて様々な国や地域の教育を比較しながら学び
ます。2021 年度は海外で 5年以上の教育経験がある教員研修留学生との共
修にも取り組みました。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑みて、2020 年度以降はオンラインでの講習会・ワークショップ企画や日本国

内での国際共修プログラムを拡充しています。

《海外の教員や研究者らによる講演会・ワークショップ企画》
　海外大学等の研究者や学校教員の方々を迎えて、本学の学生・教職員を主な対象とした講演会・ワークショッ
プ企画を実施しています。

●2021年度講演会・ワークショップ企画例 
●   Refl ections on Internationalisation and Decolonisation in Language Education（英国／エディンバラ大学 
Dr Farah Akbar, Dr Kenneth Fordyce） 

● 「交渉シラバス」とその可能性：イギリスにおける日本語教育を例に（英国／ロンドン大学アジア・アフリカ
　研究学院 古川彰子准教授） 
●   Migration and Interculturality in Belgium（ベルギー／フランス語共同体政府国際交流振興庁 Dr Céline Mariage） 

他 計 9 回（2022 年 1 月現在） 
●オンライン学生交流会
●   Japan Year Abroad Programme: Inter-University Support Programme（英国の大学にて日本語や日本学のコースに所
属しコロナ禍のため渡日が叶っていない学生を支援するための公的事業）と 3回にわたり実施予定

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

　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等、質保証を伴った
学生交流や教育連携プログラムを実施する事業です。日本では文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」と
して行われています。 
　東京学芸大学は、2016年度からの第２モードにおいて日本の教員養成系大学として唯一採択され、2020
年度まで、北京師範大学（中国）・ソウル教育大学校（韓国）と共に「東アジア教員養成国際大学院プログラム」
を実施してきました。
　文部科学省の事業としての活動は終了しましたが、東南アジアへの拡大を視野に広く東アジア・東南アジア
の大学と連携して、引き続きプログラムを運営していきます。

《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］夏季の長期休暇期間中に、短期（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。

《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。

〈交換留学 in北京〉

〈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。

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。
教員を志望する方には、「教師の魅力」を知るための各種ガイダンスの他、教員採用試験1次対策として学内模試、
Web講座の開催、2次対策として論文指導、面接指導、集団討論指導などを実施しています。
企業・公務員を志望する方には、自己分析、企業研究、企業・官公庁学内説明会、エントリーシート指導、（Web）面
接指導、公務員対策支援などを、各方面の専門家により行っています。
教員や企業等への就職を希望する学生や卒業生・修了生が、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
の専門家を招いて、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る体制
をとっています。

進路相談
◎キャリア支援課窓口
キャリア支援の各種講座、ガイダンス、教員採用試験、企業・公務員就職活動等について分からないことがあったら、
キャリア支援課窓口にご相談ください。あなたの進路にあったご案内をさせていただきます。

◎指導教員
日頃、皆さんの相談相手として一番身近な存在は誰でしょうか。大学においては所属教室の指導教員がその役割を担い
ます。指導教員は一般的な就職情報のみならず、皆さんの人となりをよく理解した上での相談相手として、また専門の
学問領域に関連した相談に対処できる存在でもあります。指導教員との意思疎通をよくしておくことが大切です。

◎専門の相談員
皆さんの進路、就職に関する悩み事ついて専門の相談員が相談に乗ります。教員就職、企業・公務員就職にそれぞれ経
験の深い先生方が対応にあたります。3年生からの就活本番における相談が多いですが１、２年生のうちから進路相談
で来られる方もいます。（予約制です）

◎教師力養成特別講座（万ゼミ）（１１月～翌6月）
教師力養成特別講座（通称：万ゼミ）は、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月まで論文・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。有料ですが受講すれば教員採用試験の合格率が確実にアップします。例年、教職を
狙う多くの学生が受講しています。

◎教員採用試験対策講座（７月～8月）
教員採用試験に向けて、論文添削・個人面接・場面指導・模擬授業など、練習したい試験内容のみを選択し、指導が受
けられる講座です。また単元指導計画・学習指導案の添削指導も行います。教師力養成特別講座（万ゼミ）と併せての
受講をお勧めします。

◎教採１次対策学内模試（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。３年生の早い時期に自分の実力を確かめ１次試験対
策のきっかけにしてください。早めに自分の実力を知るという点から12月に受験される場合に限り大学が受験料の一
部補助しています。（通常2500円のところ1000円のみで受験可）。大学と大学生協がタイアップして実施しています。

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

キャリア（教職・教育支援職）支援
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◎教員採用試験説明会（11月～翌5月）
全国各地の教育委員会の採用担当者による、教員採用試験についての説明
会を開催します。教員採用試験の詳細、その自治体が求める教師像、地域
の特色や教育への取組み、教員の実情などについて直接お話を聞くことが
できます。学年問わず参加できます。

◎東京教師養成塾（養成塾関係（埼玉、千葉、神奈川）
将来、東京都公立学校の中核となる人材（校長、指導主事）を養成する
ために、東京都と各大学が連携して行っている塾です。養成塾が行う年
間を通じての特別教育実習や教科等指導力養成講座などにより、豊かな
人間性と実践的な指導力を学びます。

今年で19年目を迎えこれまで本学からは220名余が卒塾し東京都の教員となっています。
その他、「埼玉教員養成セミナー」「ちば！教職たまごプロジェクト」「スクールライフサポーター」（神奈川県）の募集
もしています。

◎（先輩の勤める）近県学校訪問（9月～10月）
先輩の授業を見に行こう！活躍している先輩に会って、教育現場を肌で感じ、直接声を聞く企画。訪問先学校では、授
業参観・学校見学、生徒と一緒に給食を食べたり、休み時間に遊んだり、校長先生や先生たちのお話を伺います。普段
できない体験です。（辟雍会（東京学芸大学同窓会）との共催事業）

◎教員採用候補者の大学推薦（4月～5月）
学業成績及び人物が特に優秀で教職に就く意志が強固な学生を、公立学校教員採用試験の大学推薦者として推薦しま
す。例年、東京都を中心に50名程度を推薦しています。

◎教員採用一次試験対策WEB講座（随時）
本学の学生ならばだれでも視聴できます。
教職教養講座（各講座90分）  面接講座（各10～ 20分）
・教育原理①～④   ・面接試験の基礎知識 ①～③
・学習指導要領①②   ・個人面接 ①～④
・教育史①②    ・集団面接 ①～③
・教育心理①～④   ・集団討論 ①～③
・教育法規①～⑥   ・場面指導 ①～④
・教育時事①②    ・模擬授業 ①～④

◎教員採用試験の流れ（2021年度実施例）

教員就職担当相談員により添削された論文

２０２１年３月２６日から

～５月１０日消印有効
４月１日～５月７日

１１

21

6

９月１２日　実技（音楽・美術・保健体育・英語など）
８月２０・21・22日　集団面接・個人面接

10月22日付けで通知

６月中旬

４月上旬～
要　項　発　表

４月上旬～５月下旬
出　願　受　付

６月～７月
受 験 票 交 付

７月上旬～７月中旬
第 １ 次 試 験

７月下旬～８月下旬
第１次試験合否通知

８月～１０月
第 ２ 次 試 験

１０月～１１月
合否通知（名簿登録）

２月頃～教育委員会からの電話連絡と学校長（採用校）の面接
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第30回教師力養成特別講座
〈通称：万ゼミ〉

論文・面接対策（講義，添削・面接対面指導等）
（全１２回）

第31回教師力養成特別講座
〈通称：万ゼミ〉

論文・面接対策（講義，添削・面接
対面指導等）（～６月まで）

人
物
試
験

対
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講
座
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対
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学
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模
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教
採
対
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生
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年
生
キ
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支
援
セ
ミ
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論
作
文
の

書
き
方
講
座

幼保模試（全３回）

自治体からの推薦依頼

各自治体の教員採用試験説明会 各自治体の教員採用試験説明会
（～５月まで）

学内選考

一次試験対策（教職教養）・面接対策WEB講座

東京教師養成塾（１１月～９月）

埼玉教員養成セミナー（１月～９月）

教
員
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試
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面
接
・
集
団
面
接
・
模
擬

授
業
・
論
作
文
・
単
元
指
導
計

画
の
添
削
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）

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 310

※新型コロナウィルス感染症の影響に伴い，オンラインで実施する講座・行事等もあります。
※上記予定は変更となる場合があります。

本学非常勤講師等
希望者名簿登録

教
員
採
用
試
験
対
策
講
座
・
模
試

大
学
推
薦

説
明
会
等

養
成
塾

2021年 2022年
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 310月

教員就職関係講座・行事等スケジュール

就職相談（教員就職相談員による個別相談※）　〈３０分/回〉
※教員採用試験の論文添削・面接指導や進路選択の相談等

説明会：7月
申込：8月

説明会：4月
申込：5月

申込時期：10月
費用：あり（１万円）

申込時期：１１月
費用：あり

申込時期：２月
費用：あり
　　（１千円）

申込時期：1～４月
費用：あり

申込時期：10月
費用：あり（１万円）

申込時期
Ⅰ期：６月上旬
Ⅱ期：６月下旬
Ⅲ期：７月上旬
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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

◎ 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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2/1
（水）

特別区人事委員会
特別区職員採用試験説明会

1/18
（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）

2022

対象：学年不問
　　　大学院生を含め
　　　学部１、２年生も

大歓迎です！

対象：学年不問
　　　大学院生を含め
　　　学部１、２年生も

大歓迎です！

（大学院含む）

6/1
（水）

企業・公務員就職対策講座
「就職活動準備講座」S203教室

6/15
（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」S203教室

5/18
（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教室

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」

6/22
（水） S203教室

企業・公務員就職対策講座
「就活本番スタートアップ講座」

10/19
（水） S203教室

企業・公務員就職対策講座
「自己分析ステップアップ講座」

11/2
（水） S203教室

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!!～」

10/26
（水） S203教室

企業・公務員就職対策講座
「業界研究ステップアップ講座」

11/9
（水） S203教室

就職支援会社（学情）

企業・公務員就職対策講座
「エントリーシート対策」

11/30
（水） S203教室

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）～」

11/16
（水） S203教室

企業・公務員就職対策講座
「面接対策～基礎編～」

12/7
（水） S203教室

企業・公務員就職対策講座
「面接対策～実践編～」

1/11
（水） S203教室

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」

12/14
（水） S101教室

S203教室

12/21
（水）

人事院関東事務局
国家公務員採用試験説明会S203教室

S203教室

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」

1/25
（水） S203教室

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」

7/6
（水） S203教室
就職支援会社（リクルート）

企業・公務員就職対策講座
「公務員試験対策勉強法」

6/29
（水） S203教室
公務員試験予備校（大原学園専門学校）

「企業・官公庁」
合同学内説明会（仮名）調整中

面接特別指導複数回
実施

キャリア支援課　企業就職係（Ｓ棟２階）
TEL:042-329-7197　E-mail:shushoku@u-gakugei.ac.jp

企業・公務員就職相談員（大塚英雄相談員）

就職支援会社（マイナビ）

企業・公務員就職相談員（坪田まり子相談員）

企業・公務員就職相談員（坪田まり子相談員）

就職支援会社（大学生協 withnavi）

企業・公務員就職相談員

※いずれの回も新型コロナウィルスの影響によりオンラインへ変更する場合があります

春
学
期

秋
学
期

公 務 員 関 係 説 明 会

就職支援会社（アクセスネクステージ）

１～２月

１～3月
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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
〔2021年度八王子市立第四小学校でのインターンシップ（2021.7.13～2021.10.7）体験者の声〕
　私が最も学んだ事は、子どもたちとの接し方である。子どもたちとの距離や授業中の補助の仕方など、
大学の授業だけでは学べないことが多く、子どもたちと接することのできる時間がとても貴重だった。さ
らに、先生の仕事として、授業はもちろん休み時間や給食時間、掃除の時間、放課後の時間を含めた一日
中を間近で観察できて、改めてその忙しさや難しさを実感した。また、観察できた時間以外にも、会議や
他の学校との共同勉強会などのお話も先生方からお聞きすることができた。今回は教育実習とは異なり、
授業を自分で行うことはなかったが、その前段階として学校の様子を知ることができ、様々な学校での日
常の場面にも出くわすことができ、先生方の対応から学ぶことが非常に多く、この経験を来年度の実習に
も活かしていきたい。 （初等教育教員養成課程学校教育選修2年）

☆総合インターンシップ
〔2021年度日野市役所インターンシップ（2021.8.4 ～ 2021.8.6）体験者の声〕
　市役所の業務理解を深めたいと思い、大学のキャリア支援課を通して、インターンシップに参加した。
実際の職場体験においては、福祉の総合相談窓口としての役割を担うセーフティネットコールセンターに
て、河川敷でのホームレス調査に同行したり、生活保護申請や行政サービス利用に関する生活相談の場に
同席させていただいたりした。市民の方々から挙がった声を行政施策やサービス利用に繋げること・相談
面接における丁寧なヒアリング等、市役所における職員の方々の働きを具体的に知る貴重な機会となった。
机上の勉強では得られない、リアルな現場の一端を体験することができたと感じている。インターンシッ
プを通して得たことを大学での学びに活かしていきたい。

（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。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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 　小さい頃からの夢だった教師
になって早10年。現在は日本を離
れ、シンガポールの日本人学校で
担任として働いています。海外に
住む子供たちと学びながら、シン
ガポールの文化や風土にも触れら
れる生活はとても刺激的で、毎日
をとても楽しく過ごしています。

　そんな私の教師生活の原点となっているのが、学芸大学で
過ごした日々です。同じ夢を志す素敵な仲間たちと、たくさん
の魅力的な授業を受け、教育について学ぶ毎日は、私にとっ
て本当に楽しくかけがえのないものでした。一番のめり込ん
だのは英語合宿（一週間の泊まり込みで、日本語での会話は一
切禁止！英語のみで生活をする）を主催する自主ゼミの活動
です。参加してくれる人に少しでも楽しく英語を学んでもら

おうと必死に活動する中で、教材を一から作り上げたり、人
にものを教えたりすることのおもしろさと難しさを学ばせて
もらいました。
　学芸大学の英語科での学
びは、私の教育や海外に対す
る興味関心を大きく高めて
くれました。それが海外で教
師として働きながら、より成
長していこうとする今の自
分につながっていると思い
ます。学芸大学で学んだこと
を忘れずに、一人一人の子供
を大切に育てていける魅力
的な教師になれるよう、今後
も努力を続けていきます。

東京学芸大学で学んだこと
森 和哲

大峽広樹

森田千尋

　教員になりたい。その一心で学
芸大を受験しました。学芸大では、
教育に関する勉強だけでなく、研
究に打ち込んだり、オーケストラ
サークルで代表者を務めたり、充
実した日々を送っていました。教
員となった今、振り返ってみると、
在学中に取り組んでいたことが、

今の自分の力に繋がっていることを実感しています。
　大学・大学院では、同じテーマを継続して研究し、何を目
的として実験をするのかを自分で考え、実行する日々が続き
ました。今の教育現場は、生徒が自ら課題を発見し、探究的
に学習することを重視しています。自身が研究に打ち込んだ
経験があることで、生徒が探究をする道筋がイメージでき、

指導に役立っています。
　在学中に、所属してい
た研究室の先生の紹介で、
公立中学校で観察・実験
アシスタントというアル
バイトをしていました。
これは、授業の補助に加えて、準備・片付けも補助をするも
のです。理科の授業は準備・片付けが大変で、時間がかかり
ます。準備→授業→片付けの流れが在学中に一通り経験でき
たことで、現場に出てからもスムーズに仕事ができています。
　現在、教員に求められる能力は、多岐に渡っています。学
芸大ではその多くを学ぶことができました。今後も学んだこ
とを更にパワーアップして、より良い教員になっていきたい
です。

　わたしは高校生の進路を決めな
ければならない時期に、小学生の
ころから漠然と教員になりたいと
思っていたのをきっかけに東京学
芸大学を目指しました。
　私が在学していた C類は特別支
援教育を専門的に学べるコースで
した。はじめはあまり興味を持て

なかった私でも、先生方の面白い講義や専門的な知識や考え
方を学んでいくうちにあっという間に将来は特別支援教育に
携わりたい、とのめり込むようになりました。研究室や先輩
との繋がりの強い C類では色々なことを学べます。また、さ
まざまな障害種を学ぶことができたので、働き始めた今では
多様な子供たちに出会っても学んできたことを糧に柔軟に対
応できるようになりました。

　また、学芸大学
は教員養成大学で
はありますが、教
員を目指す人ばか
りが集まっている、
というわけではあ
りません。多様な
学科編成になっているので、さまざまな目標を持っている人
や、個性あふれる人たちがいて、こういった人たちに出会え
たことは、私の何よりの財産になっています。特にサークル
活動ではかけがえのない仲間たちと出会い、自分を成長させ
てくれました。卒業した今でも時々連絡を取ったりあったり
することもあります。
　学芸大で過ごした毎日はとても濃く、充実したものでした。
教員になった今もこれからも私にとって大切な宝物です。

〔 2010 年度 A類英語選修卒業／現在、シンガポール日本人学校小学部チャンギ校 教諭  〕

〔 2016 年度 B類理科専攻卒業、2018 年度大学院教育学研究科理科教育専攻修了／
現在、日野市立平山中学校 教諭〕

〔 2019 年度 C類言語障害教育専攻卒業／現在、東京都立立川学園特別支援学校聴覚
障害部門 教諭〕
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　高校３年生の春、職業図鑑のよう
な冊子を見ていて、「養護教諭」と
いう文字が目に留まりました。どう
すればなれるのか、すぐに高校の養
護教諭に聞き、学芸大を教えてもら
いました。念願の大学に入学し、授
業や実習、学校ボランティアを通し
て、現実を見つめながら学ぶ日々で

した。本当に養護教諭になれるのかと葛藤した時期もありました
が、同期の仲間や親身に教えてくださる先生方のおかげで、養
護教諭の道に進むことができました。
　卒業後、学校現場に出ると、様々な課題に直面しました。今
実践していることを、理論的に見つめたいと思い、教員を続けな
がら学芸大の大学院に入りました。働きながら勉強することは大

変でしたが、目の前で起こる出来事を新たな視点で捉えられるよ
うになりました。
　近頃の子供の健康課題から、養護教諭の存在は更に重要視さ
れています。様々な判断が求められますが、一人で抱えこまず、子
供をケアすることを第一に考えられる養護教諭でありたいです。
　そして、この学科は同窓会などを通して、在校生と卒業生のつ
ながりを大切にしていることも魅力です。大学生活の中で、ゆっ
くりと自分を見つめ、「養護」や「教育」とは何かを考えることが
大切だと思っています。

　高校生の頃、子どもの貧困や格
差について学び、ソーシャルワー
クという観点から子どもに関わり
たいと思い、学芸大学ソーシャル
ワークコースを志望しました。い
ざ入学してみると、社会福祉の分
野は多岐にわたっていることに驚
きました。高齢や障害、子ども、

医療、司法など、様々な分野について専門的に学びを得ると
同時に、それぞれの分野や生じている課題が密接に繋がって
いることを学びました。
　大学での学びは、座学形式での講義に加えて、グループワー
クや演習、実習が多く取り入れられており、能動的に学ぶ環
境が整えられていました。特に実習は、現場での実践や葛藤
に触れることの出来る貴重な機会でした。自分自身の経験か

ら学ぶだけでなく、仲間と学びを共有することで、新たな発
見があり、学びをより深めることが出来ました。
　今、私は生活困窮者の方々への支援に携わっています。相
談者の方々は、お金や仕事に困っているばかりではなく、何
かしらの生きづらさを抱えていることが多く、困りごとを私
1人で簡単に解決することはできません。他機関や地域の方々
と協働しながら支援をしており、学芸大で培った他者と協働
する力が活きている
と実感しています。
これからも、1人 1
人の人生に寄り添
い、共に悩み、考え
ながら、日々精進し
ていきたいです。

　高校生の頃まで「将来は英語の
先生になる」と心に決め、学芸大
に進学しました。そんな私がなぜ、
今記者として働いているのか。そ
れは、学芸大で過ごした４年間で、
「もっと広い世界が見たい」と強
く思うようになったからです。
　私が在籍した多文化共生教育

コースでは、教育はもちろん、国際的なテーマや、ジェンダー、
文学など、個性豊かな先生方から多種多様な授業を受けるこ
とができ、自分の好奇心をあまねく満たすことができました。
中でも被差別部落でのフィールドワークや、研究のために共
同生活をしたシングルマザーのシェアハウスなどでは、実際
に足を運ぶことで社会問題をより身近に捉えるようになりま

した。
　学業以外では、貧乏学生として色々と苦労はありましたが、
児童養護施設やレコード屋でアルバイトに明け暮れたり、国
内の大学で 2番目に長いとされ
る夏休みを利用して海外に一人旅
に出たりと、振り返ると豊かな学
生生活であったかなと思います。
　高校生のみなさんにとって大学
受験は人生のビッグイベントの一
つかもしれませんが、進学先が
どこになるかということよりも、
行った先で自分が何をするのかが
一番大切だと思います。

新田由佳

岡倉美涼

里村和奏

〔 2014 年度 D類養護教育専攻卒業、2020 年度大学院教育学研究科養護教育専攻修
了／現在、相模原市立上鶴間小学校 養護教諭〕

〔 2020 年度 E類教育支援専攻ソーシャルワークコース卒業／現在、国分寺市社会
福祉協議会〕

〔 2019 年度 E類教育支援専攻多文化共生教育コース卒業／現在、NHK神戸放送局 
放送部記者〕
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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。日本学生支援機構
の奨学金には、原則返還不要の給
付型奨学金と卒業後に返還が必要
な貸与型奨学金があります。

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
　日本学生支援機構の給付奨学生
に採用されると、採用の区分に応
じた入学料・授業料の免除が受け
られます。1年次春学期分の申請
は、入学手続き時にしなければな
りません。秋学期以降は各学期ご
とに申請を受け付けます。詳しく
は本学ホームページ＞「学生生活
について」＞「入学科・授業料の
免除・徴収猶予制度」をご覧下さ
い。

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。書籍購買部で
は、教科書やパソコンなどの学習
用品の販売や教習所の受付、毎日
利用する食品の販売などを行って
います。食堂では定食・丼・麺類
など様々なメニューを提供してい
ます。

◎ ノートカフェ
　図書館の１階にあるおしゃれな
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。本格的なコーヒー
と焼きたてのパンをお楽しみいた
だける、くつろぎの空間です。ま
た、コーヒー豆の販売も行ってお
ります。

◎ 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）、移動支援、そのほか相談
に応じて様々な支援方をおこなっ
ております。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）
　情報保障や移動支援などの支援
活動は、学生サポーターが担って
います。学生サポーターは、随時
募集しておりますので関心のある
方は障がい学生支援室までご連絡
ください。学生サポーターの活動
としては、支援方法に関わる情報
共有、特別支援教育に関する研修
やワークショップなどへの参加
（任意）などもあり、互いに学び
合う機会を得ることも可能です。

障がい学生支援室
西 2号館 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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ゼミ名「ことばの教育ゼミ」
Lab名「防災教育ラボ」

自主ゼミ＆EXPLAYGROUND

東京学芸大学の特色の一つに、「自主ゼミ」があります。こ
れは、学生がみずからの興味・関心をもとに、主体的に参
加・活動する授業外の教育研究活動です。確かな記録はあ
りませんが、学芸大では昭和20年代から「自主ゼミ」が存
在していたようです。自分の専門分野をさらに掘り下げたり、
より幅広い教養や知識を身に付けたりすることを目指し、
現在でも多くの自主ゼミが活動を続けています。

東京学芸大学のもう一つのユニークな取り組みが、
「Explayground」です。教職員や学生だけでなく、附属の
先生、企業人、NPO、行政など、学内外の多様な参加者
が主体的に自分の「好き」「面白い」「課題」を持ち込み、 
共感者と「ラボ」と呼ばれるプロジェクトを形成します。こ
のラボ活動はそれぞれが創造的な研究開発やその後の社会
実装につながる営みであると同時に、ラボ活動が集まった
Explayground自体が新しい公教育のモデルになっていく
ことを目指します。（2022年4月現在43のラボが活動中）

学芸大の
自主ゼミ

■「ことばの教育ゼミ」では、「多様性を豊かさにするために、
ことばと文化の教育をあらゆる場で実践できる人をめざして」と
いう目標のもと、「ことば」や「文化」などに関連する色々なテー
マを探求しています。このゼミは2016年に発足し、2021年度
は専門を異にする学生30名ほどと教員3名で活動しました。毎
週1回、2時間のゼミを行い、ACジャパンの広告学生賞への応
募を目指し、「公共とは何か」という問いを探求し、CMや新聞
広告の作成を行い、その過程やそこでの学びをオンライン雑誌
の形にまとめて発信しました。

■ゼミ参加学生からのコメント　
学年や専門を超えて様々な人と対話をしたり、活動を通して考
えたことを言葉や作品にして社会に発信したり、人や社会と繋が
りながら活動することができるのが「ことばの教育ゼミ」の魅力
だと思っています。ゼミでの活動を通して自分だけでは気づけな
い視点との出会いや、実践や発信の機会に多く恵まれました。
多様な人との関わりの中で、自分の視野が広がっていくことを実
感できました。

■「防災教育ラボ」では、年々増加する自然災害に対応するた
め、子どもや、日本語の十分でない外国人、高齢者を含め「誰
ひとり取り残さない防災教育」をめざしたプログラムの実践と開
発を行っています。さらに、企業・学校・行政と連携協働するこ
とにより、地域のネットワークを構築し、「災害に強い町づくり」
のモデル作りをし、発信にも取り組んでいます。このラボは
2021年度に発足し、リーダーの学生をはじめ、学生と教員8名
が中心となって活動を行っています。自治体と連携した親子向け
の防災講座の実施や防災カフェの企画等に加え、地域の公民館
等と連携した取り組みも進めています。

■主催学生からのコメント　
「防災」という言葉から想起される固さや重さ、義務感などのイ
メージをできるだけ払拭し、「誰でも気軽に楽しく持続できる」
をモットーにして、子ども、大人、高齢者、日本語がわからな
い外国人、みんなが効果的に命を守れるように、人をつなげる
というところを活動の中心に据えたいと考えています。ラボ活動
により、学内外の多様な方との出会いや関わり、実践を通じた
学びと経験の機
会がありますの
で、より多くの
学生にも参加し
てもらいたいと
思います。
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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
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
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

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

2022 年 3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
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
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
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
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
新奇表現文化
ユーレイサークル
学芸大クイズ同好会NIWAKA
カフェ巡りサークルさくらんぼ
東京学芸大学新聞編集部
学芸大入試研究会

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
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（コラソン）

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 ンンン）））

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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東京学芸大学附属図書館の使命と目標
～デジタル社会の教育を支える「知の循環」の再構築～

附属図書館

図書館公式キャラクター
まなぶんぶん

東京学芸大学の正門を入ってすぐ、ウッドデッキの隣に見える建物が図書館です。
蔵書は約91万冊あり、教育の専門書を中心に収集しています。
授業期間中の平日は8：30から21：30まで開館しているため、空きコマや放課後の時間を学
習や研究に有効活用することができます。

　附属図書館は、質の高い学術情報を収集し、学芸大生の学習を支援する拠点の一つとして機能しています。
　現在、附属図書館では、図書や電子コンテンツなど、さまざまな情報に触れることができます。紙やデジタルという枠組
みにとらわれず、それらを整理・保存・提供していきます。
　また、附属図書館には所蔵資料だけではなく、色々なスタイルで学習・研究ができるエリアがあり、新たな知を紡ぐ場と
しても機能します。
　それらの紡がれた新たな知・研究成果を、世界に向けて発信していきます。附属図書館は、知の創造・発信拠点として「知
の循環」を促します。

  ラーニングコモンズ  
図書館の１階には、声を出すことができる学習スペースを備えています。
グループワーク用のテーブルで仲間と議論を深めながら学習したり、電
子黒板を使った模擬授業やプロジェクターを使ったプレゼンの練習をし
たりできます。また、個人ブースが設置されておりますので、図書館で
オンライン授業に出席していただくこともできます。このように、さま
ざまな学習スタイルに対応した設備を提供しています。
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  開架エリア  
教育関係の専門書の他に、デジタル教科書、児童図書や絵本など、子どもや教育にまつわるさまざまな資料を所蔵して
います。資料を利用して、静かな閲覧席で学習することができます。休憩に利用できる、ソファのあるスペースもご用
意しています。

  インフォメーションコモンズ  
図書館所蔵の映像資料を見たり、コンセントの
ある席で電子機器を利用することができます。

  note cafe  
併設のカフェでは、パンや
コーヒーを楽しめます。

  書  庫  
貴重書のほか、江戸期の往来物、戦後
の歴代教科書などが収められています。

  東京学芸大学大学史資料室  
大学史資料室では、本学の運営や教育研究、師範学校時代からの本学の歴
史に関する資料を収集、整理、保存しています。
閲覧スペースがあり、資料室所蔵の貴重な歴史資料を閲覧することができ
ます。また、4～12月の期間は、師範学校や大学の歴史に関する常設展示
を行っています。

Data　開館時間　平日授業期：8:30-21:30　平日休業期：8:30-17:00　土日祝：11:00-18:00
HP: https://lib.u-gakugei.ac.jp/

2020年度統計
蔵書冊数：914,645冊　和書：691,117冊　洋書：223,528冊
年間貸出冊数：19,359冊（新型コロナウイルスの影響により前年の約3分の1）
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学芸大の学食

学芸大には、学内に２つの学食（学生食堂）があります。

昼休みは多くの学生で賑わっています。その他の時間は学生がのんびりのくつろげる場所となっています。

第 1食堂（通称：大生） 第２食堂（通称コパン）

人気＆おすすめメニュー

「学芸大丼」

473円（税込）

「定食セット」

572円（税込）
※小鉢の組合わせは自由！

「汁なし担々麺」

462円（税込）

「ハッシュドビーフ
オムライス」

484円（税込）
※上記の他、多数メニューを取りそろえています。

※新型コロナウイルス感染防止のため、消毒やパネル設置などの対策を実施しています。学芸大の学食は「東京学芸大学生活協同組合」が運営しています。

附属図書館１階の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。

焼きたてのパンとコーヒーが好評で、学生、教

職員に人気のスポットです！

  学
芸大生

人気No.1！

カレー
コーナ

ーおすすめ

麺類人
気No.1！

 栄養
とバラ

ンス重視！

note cafe
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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

23

23

14 14

1717

20

1612

29

22

23

36

38

36
9

8

12

0

29

19

5418

4

54

0

9

0

3

1

4

3

18

8

0

3

1

7

7

5

5

2

2

15

15

1

1

5

3
3

海　外 2

その他 4

4

香　川

徳　島

愛　媛

高　知

5

3

4

3

4

7
2

7

鹿児島 10

10

11

11

12

4

佐　賀 1

福　岡 12

1

2

4

4 9
2

3

137

306

77

20

19

石　川 12

富　山 9

福　井 2

17

17

16

12

22

23

36

36

137

38

306

77

学芸大学には、全国から学生が集まってきます。
　　 （2022年度入学生出身高校所在都道府県）

※ その他は、高等学校卒業程度認定試験，国際バカロレア資格等による入学者

東京学芸大学概要    97



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

2023

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

令5

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

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

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

教育支援
課程設置

課程、専攻、コース
の再編成（予定）
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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5500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1400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

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 112

学術
Arts / Philosophy / Science 0

教職修士（専門職）
Master of Education in Teaching 180

博士
Doctor

教育学
Philosophy in Education 20

学術
Philosophy 4

(2021年度卒業生 )
(Academic year 2021 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 566 554 545 410 475 111 19 － 1,560 103 45 274 115 17

B類 247 237 33 245 301 5 3 － 587 0 150 63 22 2

C類 47 47 47 22 24 26 47 － 166 0 10 15 10 12

D類 10 10 0 3 3 0 0 10 16 7 0 3 0 0
学校教育系・教育系・計
School Education Course. total 870 848 625 680 803 142 69 10 2,329 110 205 355 147 31

E類 193 66 － 43 63 － － － 106 26 40 0 0 0

N類 0 0 － 0 0 － － － 0 0 0 0 0 0 

K 類 － － － － － － － － － － － － － －

F類 0 0 － 0 0 － － － 0 0 0 0 0 0 

J 類 － － － － － － － － － － － － － －

G類 － － － － － － － － － － － － － －
教育支援系・教養系・計
Educational Specialist Course. total 193 66 － 43 63 － － － 106 26 40 0 0 0

総計
Total 1,063 914 625 723 866 142 69 10 2,435 136 245 355 147 31

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 112 22

課題研究の成果
Research Report 0

専門学術論文
Academic papers 69

（2021年度修了生（論文博士を含めず。）
(Academic year 2021 graduates (not including graduates of “dissertation 
only” doctoral programs))

(2021年度修了生 )
(Academic year 2021 graduates)

2021年度の内訳
Academic year 2021 2021年度

Academic year 
2021 total学校教育系・教育系・計

School Education Course.
教育支援系・教養系
Educational Specialist Course.

司書教諭
Librarian teacher

163 5 168

司書
Librarian

17 20 37

社会教育主事
Social education director

0 23 23

学芸員
Curator

12 15 27

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 3 3

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

19 19

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（旧課程）
Master's Course

10 6

教職大学院
Professional Degree Program

180 172

(2021年度修了生 )
(Academic year 2021 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

20 19 1

(2021年度修了生 )
(Academic year 2021 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.

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)

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

諸資格取得者数　Qualifi cations Obtained教員免許状取得状況（大学院）　Teacher's Licenses Obtained (Graduate School)

教員免許状取得状況（特別専攻科）　Teacher's Licenses Obtained (Postgraduate Cource in Special Needs Education)
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JR総武本線等

京浜急行電鉄

京成電鉄

池袋

大泉学園 茗荷谷

新宿

高田馬場

渋谷

御茶ノ水

東京

上野

日暮里

浜松町

吉祥寺武蔵小金井国分寺

小平 東久留米

西武池袋線

西武新宿線

JR山手線

東京モノレール

JR中央線

東急東横線

東京メトロ丸ノ内線

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

学芸大学

自由が丘 東京国際空港（羽田空港）

成田国際空港

品川

竹早地区

世田谷地区

大泉地区

東久留米地区

小金井地区
東京学芸大学

大学までのアクセス

北門・東門は、日曜・祝日には閉鎖
されますのでご注意ください。（ ）

● 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
〔５番バス停〕「国分寺駅北口」行に乗車、約
10分「学芸大正門」下車
本数が少ないためご注意ください。
〔6番バス停〕「中大循環」に乗車、約10分
「学芸大東門」下車

【徒歩】約25分

● JR 国分寺駅北口より
【銀河鉄道バス】
〔2番バス停〕「小平駅南口」行に乗車、
約10分「学芸大学」下車
※このバス停に一番近い大学の門は
「北門」です。

【京王バス】
〔５番バス停〕「武蔵小金井駅北口」行に
乗車、約10分「学芸大正門」下車
本数が少ないためご注意ください。

【徒歩】約20分

● 西武新宿線小平駅南口より
【銀河鉄道バス】
「国分寺駅北口」行に乗車、約15分
「学芸大学」下車
※このバス停に一番近い大学の門は
「北門」です。
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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。

2022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。
〇 資料は発送日のおおむね3～5日後にお届けできます。ただし、
土曜・日曜・祝日の配達はありません。また、資料を請求する曜日
やお届け先地域、郵便事情によってはお届けに1週間以上要す
る場合があります。あらかじめご了承ください。
〇 料金の後ろに★印のある資料は、追加料金200円で「1～2日後
に届く発送サービス」をご利用になれます（予約受付中を除く）。
本サービスをご利用の場合は、発送日のおおむね1～2日後にお
届けできます（土曜・日曜・祝日も配達あり）。ただし、お届け先地
域や郵便事情によっては3日以上かかる場合があります。
〇 資料の料金は、お届けする資料に同封の支払い方法をご確認の
上、資料到着後２週間以内に表示料金をお支払いください。
〇 一般選抜募集要項の通常受付期間は2023年1月26日（木）正
午までです。2023年1月26日（木）正午～1月29日（日）正午
の期間は、レターパックプラスで発送する「テレメール速達対応」
での請求受付となり、一部の地域を除いて翌日・翌々日にお届け
できます（ポスト投函でなく手渡し）。ただし、料金は左記②と異
なります。

【テレメール速達対応の料金（送料・手数料含む）】
一般選抜募集要項600円、一般選抜募集要項・大学案内650円

① テレメールのサイトにアクセスしてください
　  https://telemail.jp

② 資料請求番号（6桁）を入力してください。
　  QRコードをご利用の場合は、入力不要です。

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

株式会社フロムページが運営するテレメールによるお届けとなります。
＊国際バカロレア選抜学生募集要項は「学部入試情報サイト」内のみで公開し、冊子はありません。

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。2022©TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY
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●学部入試情報サイト（トップページ＞「入試について」＞「入試情報」）

●入試に関するお問い合わせフォーム

●電話042-329-7204
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）

www.u-gakugei.ac.jp
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障がい学生支援室

西２号館１階

● ＴＥＬ・ＦＡＸ

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



有機無機混合抗菌剤
印刷・印刷面

JP0122956X0002I

SIAA マークは ISO22196 法
により評価された結果に基づ
き、抗菌製品技術協議会ガイド
ラインで品質管理・情報公開さ
れた製品に表示されています。

大
学
案
内
２
０
２
３


