
小学校教育プログラム

学費・授業料

奨学金

児童教育コース

確かな学習指導・生徒指導の力を基盤として、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、地域や家庭などと協力して、地

域ぐるみで子どもの育ちを支える「チーム学校の一員としての教員」を養成します。

●小学校教諭一種免許状（必須）
●中学校教諭一種免許状（国・社・数・理・英）
●高等学校教諭一種免許状（国・地歴・数・理・英）
●幼稚園教諭一種免許状

●特別支援学校教諭一種免許状
●社会教育主事（基礎資格）
●学芸員
●学校図書館司書教諭

卒業要件として小学校教諭一種免許状を取得します。さらに

卒業要件とはしませんが、中学校教諭一種免許状（国・社・数・

理・英）、高等学校教諭一種免許状（国・地歴・数・理・英）、

幼稚園教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免許状のい

ずれかを取得できるプログラムです。

教育実践研究科に進学することを前提に、6年一貫教育を行

い、より実践的な指導力・展開力を備えた教員を養成するプロ

グラムです。取得する一種免許状に応じて各校種の専修免許

状を取得できます。

学業・人物ともに優秀であって、経済的理由により修学が困難な場合、願い出により選考の上、学資を給付または貸与するための日本学生支援機構、

地方公共団体等の奨学金制度があります。ただし、学業成績や家計収入の基準があったり、奨学生の割当数に限度があるなどし、必ず採用されると

は限りません。

● 給付型奨学金

住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯で意欲がある学生に対し

て、大学等への進学や進学後の経済状況を後押しするための、返還が

不要な給付型の奨学金です。別途、大学に申請を行うことで、授業料

等の免除も同時に受けることができます。

● 貸与型奨学金

学業・人物ともに優秀で、経済的理由により修学が困難な学生に対す

る返還が必要な貸与型の奨学金です。奨学生が返還するお金は、次

の世代の奨学金として使われ、先輩から後輩へとリレーされていくもの

です。これらを理解し有効かつ計画的な利用が求められます。

取得できる資格は、各コース・各プログラムにより異なります。また、社会教育主事（基礎資格）、
学芸員、学校図書館司書教諭は、取得に必要な授業科目の単位を修得することにより資格を得
ることが可能です（ただし、学校図書館司書教諭は教員免許状が必要です）。

履修上限等により、4年間での複数の免許・資格取得に必要な科目の履修を保証するものでは
ありません。ただし、児童教育コースに在籍し、小学校教諭一種免許状に加えて当該コースで
取得可能な他の教員免許状・資格を1種類取得することは可能です。

※公認心理師試験の受験資格を得るためには、大学での
学習の他に大学院での学習あるいは一定期間の実務経験
が必要です。詳細は、学部WEBサイトをご確認ください。

文化創生コース

地域の健康を「こころ」と「からだ（栄養

と運動）」の側面から科学的に分析し、

支援できる人材を養成するプログラム

です。

芸術的スキルを身に付け活用すること

を通して、地域住民が文化的に豊かな

生活を構築することに貢献できる人材

を養成するプログラムです。

【音楽芸術・造形芸術・スポーツ科学】

社会文化創造研究科に進学することを

前提に、6年一貫教育を行い、スキル

向上のみならず、豊かな地域の創生に

貢献するための専門的知識を養い、地

域全体の発展向上をリードする人材を

養成するプログラムです。

取得できる
主な資格

教育原論／特別支援教育総論／教職論／各教科の基礎／教育課程編成論／教材開発演習／各教科教育法／

各教科の教材分析／各教科実践演習／障害児教育総論／知的障害児の病理／肢体不自由児の心理／病虚弱児

の教育／発達障害児の教育／幼児の理解／幼児教育指導法／保育内容（人間関係・表現・言葉・環境・健康）

／学習開発フィールドワーク／学習開発デザインセミナー など

主な
授業科目

取得できる
主な資格

主な
授業科目

●中学校教諭一種免許状（音・美・保体）
●高等学校教諭一種免許状（音・美・保体）
●公認心理師受験資格※

●認定心理士申請資格
●社会教育主事（基礎資格）
●学芸員

●学校図書館司書教諭

フィールドプロジェクト／地域芸術文化実践論／心身健康支援実践論／ライフステージと食／ライフステージとス

ポーツ／心理学概論／福祉心理学／スポーツ科学基礎論／スポーツ生理学／食と健康／学校・地域における食

育／芸術アウトリーチ基礎／デザインと文化／ソルフェージュ基礎／音楽文化論／造形文化論／デザイン基礎／

文化創造への招待／文化創造フィールドワーク／地域文化デザインセミナー など

※金額は年額です。

※カッコ内は生活保護世帯等の金額

※詳細は、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

学部…………………………………………

養護教諭特別別科……………………………

入学料

授業料

282,000円
58,400円

学部………………………………

養護教諭特別別科………………

535,800円（予定額） 
273,900円（予定額） 

1.

2.

3.

4.

年1回払い（1年間分の授業料を4月に口座振替）

年2回払い（前期 4月、後期10月に口座振替）

年10回均等払い（4～8月、10～2月に口座振替）

年10回ボーナス併用払い（年10回払いで、前期8月、
後期1月にボーナス分を加算して口座振替）

授業料は以下の 4つのパターンから納付回数を選択できます。

地域社会における文化的な豊かさの保持と健やかで安心な生活の維持に寄与する「地域課題解決のスペシャリスト」を養成します。

両コース共通の注意事項

心身健康支援プログラム 芸術文化創生プログラム チャレンジプログラム

チャレンジプログラム

教職大学院進学者を対象とした 6年一貫教育

大学院進学者を対象とした6年一貫教育

2つのプログラムを横断的に履修することも可能です。

山形駅から東方約2.5キロ　徒歩約30分
山形駅から宝沢・関沢行きバスで約10分
小白川一丁目下車　徒歩約3分
山形駅から県庁行きバスで約6分
南高前下車　徒歩約7分
山形駅からベニちゃんバス
「東くるりん東原町先回りコース」で約9分
山大前下車

●
・

・

・

仙台駅前から山形行き高速バスで約55分
南高前下車　徒歩約7分

●

山形駅̶山形大学小白川キャンパス間
専用シャトルバスで約 12分
（土・日曜日、祝日、学生休業期間を除く。）

●

文翔館

山形市役所

山
形
新
幹
線
・
奥
羽
本
線

山形南高

山形県庁

R13

至天童

至上山

R112

R286

スーパー

山形大学
山形
蔵王 IC

山形自動車道

山
形
駅

J
R

山形大学地域教育文化学部　〒990-8560 山形市小白川町1-4-12
入試に関すること ─────── 小白川キャンパス事務部入試課　023-628-4310
教務（授業や履修）に関すること ─ 小白川キャンパス事務部学務課　023-628-4711
その他 ──────────── 小白川キャンパス事務部総務課　023-628-4304
https://www.e.yamagata-u.ac.jp
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日本学生支援機構の場合

地域教育文化学部
学部案内2022

地域の教育・文化の担い手を育て、地域の活性化に貢献する。児
童
教
育

文
化
創
生



小学校教育プログラム

心身健康支援プログラム※

チャレンジプログラム

芸術文化創生プログラム※

チャレンジプログラム

地域教育文化学部は、地域における教育及び健康文

化・芸術文化を構成する諸科学の教育・研究を通じて

幅広い視野と探究力を教授して、豊かな人間性に基づ

いた責任感と倫理観を持ち、地域課題の解決に独創性

と柔軟性を発揮して取り組み、地域社会の自律的な発

展に寄与する実践的な人材の育成を目的としています。

大学院

令和 4年度入試情報

学生生活&サポート

地域教育文化学部

山形大学の教育目標を踏まえ、地域教育文化学部では、

地域における教育と文化創生に関わる幅広い知識・技

能を分野横断的に教授して、「地域とつながる子どもの

育成」「安全かつ安心な生活」「文化的に豊かな人生」

を支え、地域の人々とともに、多様な地域課題の解決

に取り組む実践的な人材の育成を目的としています。

勉学に関すること、日常生活のこと、その他の悩みごとなんで
も相談することができます。
TEL.023-628-4132　
Mail：yu-nandemo@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形大学では4年間の修学をサポートするため次の3つを柱と

する「YUサポーティングシステム」を全学的に導入しています。

学年暦

吹奏楽団、フィルハーモニーオーケストラ、混声合唱

団、写真部、軽音楽研究会、障害児教育研究会、

美術部、文芸部、劇団めざましどけい など

サッカ一部（男・女）、陸上競技部、硬式庭球部、バスケットボー

ル部（男・女）、剣道部、ラグビー部、フットサル同好会 など

中華人民共和国

中華民国（台湾）

大韓民国
ルーマニア
ラトビア共和国

●北華大学
●東北電力大学
●北京師範大学
●銘傳大学応用語文学院
●台湾師範大学スポーツとレジャー学院
●文藻外語大学
●仁済大学校 ●済州大学校 ●世宗大学
●ブカレスト大学
●ラトビア大学現代言語学部 など

成績をポイント化して、その値に基づいて

学生の指導を行うためのものです。

学部の教員でもあるアドバイザーが修学

面・生活面に関わらず様々な相談にのり、

指導・助言を行う制度です。
学生は各コースに所属し、入学後、目標に合わせたプログラムを選択することになります。

地域の教育・文化の担い手を育て、地域の活性化に貢献する。

日本・台湾師範大学の学生によるスポーツ交流プログラム（山形市蔵王）

本学部の就職支援専門委員会と小白川キャンパス事務部学務課就職担当が連携し、

様々な就職支援事業を行っています。

過去 3年間の主な進路先

地域教育文化学部

学部の目的

サークル活動

YUサポーティングシステム

就職支援

国際交流

学生の相談窓口（なんでも相談コーナー）教育目標

地域教育文化学部のある小白川キャンパスには文化系、体育会系の様々なサークルがあり、活発に活動しています。

文
化
系

体
育
会
系

アドバイザー

制度

学習サポート

制度

GPA制度1
2

3 「学習サポートルーム」にて、学習サポート

教員が主に学習についての相談に応じる

ものです。

地域教育文化学科

児童教育コース

文化創生コース

※2つのプログラムを横断的に履修することも可能です。

学習の分野

養護教諭特別別科

大学キャンパス内にある山形大学生活協同組合でも大学周辺
のアパートを仲介しています。料金はアパート（6畳、バス・ト
イレ付き）で 20,000円～50,000円程度です。

アパート

大学の学生寮は山形市内に3つあり、すべて個室で寄宿料は
4,300円～18,000円となっています。

学生寮

教育

※各選抜の出願資格、出願手続き、選抜方法等は、必ず入学者選抜要項及び学生募集要項で確認してください。

以下の大学と学術教育交流協定を締結し、

学術や教育の交流（交換留学を含む）を行っています。

教員採用試験面接セミナーの様子

心理 食 スポーツ

音楽 美術 スポーツ

音楽 美術

●教員採用試験面接セミナー

教員採用試験対策に特化した

セミナーによって、教職への道

をサポートします。

●教員採用試験対策講座
●進路・就職ガイダンス
●就職相談
●グループディスカッション

　講座

主な就職支援

●教員採用試験論作文対策
●合同企業説明会
●地域就職応援セミナー
●内定塾本別科は、1年課程の養護教諭養成機関です。看護師の免許を有する人が、学校保健関連、教育学、心理学等の単

位を修得し、養護教諭一種免許状を取得します。学生定員は 40人です。

大学院社会文化創造研究科

今までの学問領域の垣根を低くして、人文科学、社会科

学、臨床心理学及び芸術・スポーツ科学を核にしながら、

人間社会を「社会」と「文化」の関係から捉え直し、地

域的な展開を新たに創造・実践できる人材を育成します。

大学院教育実践研究科

教育実践研究科は、高度な専門性を有する教員の養

成に特化した専門職大学院です。大学での研究と学校

現場での実習を通して、深い学問的知識や技能と広い

視野を育成し、これらを基盤として作り出した新たな教

育実践を行います。

月8

●夏季休業
●オープンキャンパス

月10

●後期授業開始
●八峰祭（大学祭）
●開学記念日（10/15）

月2

●後期試験
●卒論発表会
●春季休業

4月
●入学式
●前期授業開始
●新入生等セミナー

月7
●前期試験

月9
●教育実習
　（2年～4年）

月12
●冬季休業

月3
●学位記授与式
　（卒業式）



小学校教育プログラム

学費・授業料

奨学金

児童教育コース

確かな学習指導・生徒指導の力を基盤として、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、地域や家庭などと協力して、地

域ぐるみで子どもの育ちを支える「チーム学校の一員としての教員」を養成します。

●小学校教諭一種免許状（必須）
●中学校教諭一種免許状（国・社・数・理・英）
●高等学校教諭一種免許状（国・地歴・数・理・英）
●幼稚園教諭一種免許状

●特別支援学校教諭一種免許状
●社会教育主事（基礎資格）
●学芸員
●学校図書館司書教諭

卒業要件として小学校教諭一種免許状を取得します。さらに

卒業要件とはしませんが、中学校教諭一種免許状（国・社・数・

理・英）、高等学校教諭一種免許状（国・地歴・数・理・英）、

幼稚園教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免許状のい

ずれかを取得できるプログラムです。

教育実践研究科に進学することを前提に、6年一貫教育を行

い、より実践的な指導力・展開力を備えた教員を養成するプロ

グラムです。取得する一種免許状に応じて各校種の専修免許

状を取得できます。

学業・人物ともに優秀であって、経済的理由により修学が困難な場合、願い出により選考の上、学資を給付または貸与するための日本学生支援機構、

地方公共団体等の奨学金制度があります。ただし、学業成績や家計収入の基準があったり、奨学生の割当数に限度があるなどし、必ず採用されると

は限りません。

● 給付型奨学金

住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯で意欲がある学生に対し

て、大学等への進学や進学後の経済状況を後押しするための、返還が

不要な給付型の奨学金です。別途、大学に申請を行うことで、授業料

等の免除も同時に受けることができます。

● 貸与型奨学金

学業・人物ともに優秀で、経済的理由により修学が困難な学生に対す

る返還が必要な貸与型の奨学金です。奨学生が返還するお金は、次

の世代の奨学金として使われ、先輩から後輩へとリレーされていくもの

です。これらを理解し有効かつ計画的な利用が求められます。

取得できる資格は、各コース・各プログラムにより異なります。また、社会教育主事（基礎資格）、
学芸員、学校図書館司書教諭は、取得に必要な授業科目の単位を修得することにより資格を得
ることが可能です（ただし、学校図書館司書教諭は教員免許状が必要です）。

履修上限等により、4年間での複数の免許・資格取得に必要な科目の履修を保証するものでは
ありません。ただし、児童教育コースに在籍し、小学校教諭一種免許状に加えて当該コースで
取得可能な他の教員免許状・資格を1種類取得することは可能です。

※公認心理師試験の受験資格を得るためには、大学での
学習の他に大学院での学習あるいは一定期間の実務経験
が必要です。詳細は、学部WEBサイトをご確認ください。

文化創生コース

地域の健康を「こころ」と「からだ（栄養

と運動）」の側面から科学的に分析し、

支援できる人材を養成するプログラム

です。

芸術的スキルを身に付け活用すること

を通して、地域住民が文化的に豊かな

生活を構築することに貢献できる人材

を養成するプログラムです。

【音楽芸術・造形芸術・スポーツ科学】

社会文化創造研究科に進学することを

前提に、6年一貫教育を行い、スキル

向上のみならず、豊かな地域の創生に

貢献するための専門的知識を養い、地

域全体の発展向上をリードする人材を

養成するプログラムです。

取得できる
主な資格

教育原論／特別支援教育総論／教職論／各教科の基礎／教育課程編成論／教材開発演習／各教科教育法／

各教科の教材分析／各教科実践演習／障害児教育総論／知的障害児の病理／肢体不自由児の心理／病虚弱児

の教育／発達障害児の教育／幼児の理解／幼児教育指導法／保育内容（人間関係・表現・言葉・環境・健康）

／学習開発フィールドワーク／学習開発デザインセミナー など

主な
授業科目

取得できる
主な資格

主な
授業科目

●中学校教諭一種免許状（音・美・保体）
●高等学校教諭一種免許状（音・美・保体）
●公認心理師受験資格※

●認定心理士申請資格
●社会教育主事（基礎資格）
●学芸員

●学校図書館司書教諭

フィールドプロジェクト／地域芸術文化実践論／心身健康支援実践論／ライフステージと食／ライフステージとス

ポーツ／心理学概論／福祉心理学／スポーツ科学基礎論／スポーツ生理学／食と健康／学校・地域における食

育／芸術アウトリーチ基礎／デザインと文化／ソルフェージュ基礎／音楽文化論／造形文化論／デザイン基礎／

文化創造への招待／文化創造フィールドワーク／地域文化デザインセミナー など

※金額は年額です。

※カッコ内は生活保護世帯等の金額

※詳細は、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

学部…………………………………………

養護教諭特別別科……………………………

入学料

授業料

282,000円
58,400円

学部………………………………

養護教諭特別別科………………

535,800円（予定額） 
273,900円（予定額） 

1.

2.

3.

4.

年1回払い（1年間分の授業料を4月に口座振替）

年2回払い（前期 4月、後期10月に口座振替）

年10回均等払い（4～8月、10～2月に口座振替）

年10回ボーナス併用払い（年10回払いで、前期8月、
後期1月にボーナス分を加算して口座振替）

授業料は以下の 4つのパターンから納付回数を選択できます。

地域社会における文化的な豊かさの保持と健やかで安心な生活の維持に寄与する「地域課題解決のスペシャリスト」を養成します。

両コース共通の注意事項

心身健康支援プログラム 芸術文化創生プログラム チャレンジプログラム

チャレンジプログラム

教職大学院進学者を対象とした 6年一貫教育

大学院進学者を対象とした6年一貫教育

2つのプログラムを横断的に履修することも可能です。

山形駅から東方約2.5キロ　徒歩約30分
山形駅から宝沢・関沢行きバスで約10分
小白川一丁目下車　徒歩約3分
山形駅から県庁行きバスで約6分
南高前下車　徒歩約7分
山形駅からベニちゃんバス
「東くるりん東原町先回りコース」で約9分
山大前下車

●
・

・

・

仙台駅前から山形行き高速バスで約55分
南高前下車　徒歩約7分

●

山形駅̶山形大学小白川キャンパス間
専用シャトルバスで約 12分
（土・日曜日、祝日、学生休業期間を除く。）

●

文翔館

山形市役所

山
形
新
幹
線
・
奥
羽
本
線

山形南高

山形県庁

R13

至天童

至上山

R112

R286

スーパー

山形大学
山形
蔵王 IC

山形自動車道

山
形
駅

J
R

山形大学地域教育文化学部　〒990-8560 山形市小白川町1-4-12
入試に関すること ─────── 小白川キャンパス事務部入試課　023-628-4310
教務（授業や履修）に関すること ─ 小白川キャンパス事務部学務課　023-628-4711
その他 ──────────── 小白川キャンパス事務部総務課　023-628-4304
https://www.e.yamagata-u.ac.jp

庄内空港

N

山形空港

南陽高畠IC

米沢

山形

新庄

酒田
みなとIC

余目

鶴岡

湯殿山 IC

月山 ICR112
東根北 IC

山形JCT

山形上山 IC

山形自動車道

山
形
新
幹
線

東北中央
自動車道

日本学生支援機構の場合

地域教育文化学部
学部案内2022

地域の教育・文化の担い手を育て、地域の活性化に貢献する。児
童
教
育

文
化
創
生



小学校教育プログラム

心身健康支援プログラム※

チャレンジプログラム

芸術文化創生プログラム※

チャレンジプログラム

地域教育文化学部は、地域における教育及び健康文

化・芸術文化を構成する諸科学の教育・研究を通じて

幅広い視野と探究力を教授して、豊かな人間性に基づ

いた責任感と倫理観を持ち、地域課題の解決に独創性

と柔軟性を発揮して取り組み、地域社会の自律的な発

展に寄与する実践的な人材の育成を目的としています。

大学院

令和 4年度入試情報

学生生活&サポート

地域教育文化学部

山形大学の教育目標を踏まえ、地域教育文化学部では、

地域における教育と文化創生に関わる幅広い知識・技

能を分野横断的に教授して、「地域とつながる子どもの

育成」「安全かつ安心な生活」「文化的に豊かな人生」

を支え、地域の人々とともに、多様な地域課題の解決

に取り組む実践的な人材の育成を目的としています。

勉学に関すること、日常生活のこと、その他の悩みごとなんで
も相談することができます。
TEL.023-628-4132　
Mail：yu-nandemo@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形大学では4年間の修学をサポートするため次の3つを柱と

する「YUサポーティングシステム」を全学的に導入しています。

学年暦

吹奏楽団、フィルハーモニーオーケストラ、混声合唱

団、写真部、軽音楽研究会、障害児教育研究会、

美術部、文芸部、劇団めざましどけい など

サッカ一部（男・女）、陸上競技部、硬式庭球部、バスケットボー

ル部（男・女）、剣道部、ラグビー部、フットサル同好会 など

中華人民共和国

中華民国（台湾）

大韓民国
ルーマニア
ラトビア共和国

●北華大学
●東北電力大学
●北京師範大学
●銘傳大学応用語文学院
●台湾師範大学スポーツとレジャー学院
●文藻外語大学
●仁済大学校 ●済州大学校 ●世宗大学
●ブカレスト大学
●ラトビア大学現代言語学部 など

成績をポイント化して、その値に基づいて

学生の指導を行うためのものです。

学部の教員でもあるアドバイザーが修学

面・生活面に関わらず様々な相談にのり、

指導・助言を行う制度です。
学生は各コースに所属し、入学後、目標に合わせたプログラムを選択することになります。

地域の教育・文化の担い手を育て、地域の活性化に貢献する。

日本・台湾師範大学の学生によるスポーツ交流プログラム（山形市蔵王）

本学部の就職支援専門委員会と小白川キャンパス事務部学務課就職担当が連携し、

様々な就職支援事業を行っています。

過去 3年間の主な進路先

地域教育文化学部

学部の目的

サークル活動

YUサポーティングシステム

就職支援

国際交流

学生の相談窓口（なんでも相談コーナー）教育目標

地域教育文化学部のある小白川キャンパスには文化系、体育会系の様々なサークルがあり、活発に活動しています。

文
化
系

体
育
会
系

アドバイザー

制度

学習サポート

制度

GPA制度1
2

3 「学習サポートルーム」にて、学習サポート

教員が主に学習についての相談に応じる

ものです。

地域教育文化学科

児童教育コース

文化創生コース

※2つのプログラムを横断的に履修することも可能です。

学習の分野

養護教諭特別別科

大学キャンパス内にある山形大学生活協同組合でも大学周辺
のアパートを仲介しています。料金はアパート（6畳、バス・ト
イレ付き）で 20,000円～50,000円程度です。

アパート

大学の学生寮は山形市内に3つあり、すべて個室で寄宿料は
4,300円～18,000円となっています。

学生寮

教育

※各選抜の出願資格、出願手続き、選抜方法等は、必ず入学者選抜要項及び学生募集要項で確認してください。

以下の大学と学術教育交流協定を締結し、

学術や教育の交流（交換留学を含む）を行っています。

教員採用試験面接セミナーの様子

心理 食 スポーツ

音楽 美術 スポーツ

音楽 美術

●教員採用試験面接セミナー

教員採用試験対策に特化した

セミナーによって、教職への道

をサポートします。

●教員採用試験対策講座
●進路・就職ガイダンス
●就職相談
●グループディスカッション

　講座

主な就職支援

●教員採用試験論作文対策
●合同企業説明会
●地域就職応援セミナー
●内定塾本別科は、1年課程の養護教諭養成機関です。看護師の免許を有する人が、学校保健関連、教育学、心理学等の単

位を修得し、養護教諭一種免許状を取得します。学生定員は 40人です。

大学院社会文化創造研究科

今までの学問領域の垣根を低くして、人文科学、社会科

学、臨床心理学及び芸術・スポーツ科学を核にしながら、

人間社会を「社会」と「文化」の関係から捉え直し、地

域的な展開を新たに創造・実践できる人材を育成します。

大学院教育実践研究科

教育実践研究科は、高度な専門性を有する教員の養

成に特化した専門職大学院です。大学での研究と学校

現場での実習を通して、深い学問的知識や技能と広い

視野を育成し、これらを基盤として作り出した新たな教

育実践を行います。

月8

●夏季休業
●オープンキャンパス

月10

●後期授業開始
●八峰祭（大学祭）
●開学記念日（10/15）

月2

●後期試験
●卒論発表会
●春季休業

4月
●入学式
●前期授業開始
●新入生等セミナー

月7
●前期試験

月9
●教育実習
　（2年～4年）

月12
●冬季休業

月3
●学位記授与式
　（卒業式）

学科 選抜の種類 募集人員 出願受付期間 試験日 合格発表

児
童
教
育
コ
ー
ス

一般選抜
前期 48

令和4年1月24日～2月4日
令和4年2月25日 令和4年3月7日

後期 12 令和4年3月12日 令和4年3月20日

総合型選抜 － － － －

学校推薦型選抜 20 令和3年11月1日～11月5日 令和3年11月18日 令和3年12月1日

私費外国人 若干人 令和4年1月17日～1月20日 令和4年2月25日 令和4年3月7日

コース計 80 － － －

文
化
創
生
コ
ー
ス

一般選抜
前期 45

令和4年1月24日～2月4日
令和4年2月25日 令和4年3月7日

後期 10 令和4年3月12日 令和4年3月20日

総合型選抜 30 令和3年9月1日～9月6日

書類選考（1次選抜） 令和3年9月17日

令和3年10月15日～10月16日
（2次選抜）

令和3年11月1日

学校推薦型選抜 10 令和3年11月1日～11月5日 令和3年11月18日 令和3年12月1日

私費外国人 若干人 令和4年1月17日～1月20日 令和4年2月25日 令和4年3月7日

コース計 95 － － －

学部計 175 － － －



小学校教育プログラム

心身健康支援プログラム※

チャレンジプログラム

芸術文化創生プログラム※

チャレンジプログラム

地域教育文化学部は、地域における教育及び健康文

化・芸術文化を構成する諸科学の教育・研究を通じて

幅広い視野と探究力を教授して、豊かな人間性に基づ

いた責任感と倫理観を持ち、地域課題の解決に独創性

と柔軟性を発揮して取り組み、地域社会の自律的な発

展に寄与する実践的な人材の育成を目的としています。

大学院

令和 4年度入試情報

学生生活&サポート

地域教育文化学部

山形大学の教育目標を踏まえ、地域教育文化学部では、

地域における教育と文化創生に関わる幅広い知識・技

能を分野横断的に教授して、「地域とつながる子どもの

育成」「安全かつ安心な生活」「文化的に豊かな人生」

を支え、地域の人々とともに、多様な地域課題の解決

に取り組む実践的な人材の育成を目的としています。

勉学に関すること、日常生活のこと、その他の悩みごとなんで
も相談することができます。
TEL.023-628-4132　
Mail：yu-nandemo@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形大学では4年間の修学をサポートするため次の3つを柱と

する「YUサポーティングシステム」を全学的に導入しています。

学年暦

吹奏楽団、フィルハーモニーオーケストラ、混声合唱

団、写真部、軽音楽研究会、障害児教育研究会、

美術部、文芸部、劇団めざましどけい など

サッカ一部（男・女）、陸上競技部、硬式庭球部、バスケットボー

ル部（男・女）、剣道部、ラグビー部、フットサル同好会 など

中華人民共和国

中華民国（台湾）

大韓民国
ルーマニア
ラトビア共和国

●北華大学
●東北電力大学
●北京師範大学
●銘傳大学応用語文学院
●台湾師範大学スポーツとレジャー学院
●文藻外語大学
●仁済大学校 ●済州大学校 ●世宗大学
●ブカレスト大学
●ラトビア大学現代言語学部 など

成績をポイント化して、その値に基づいて

学生の指導を行うためのものです。

学部の教員でもあるアドバイザーが修学

面・生活面に関わらず様々な相談にのり、

指導・助言を行う制度です。
学生は各コースに所属し、入学後、目標に合わせたプログラムを選択することになります。

地域の教育・文化の担い手を育て、地域の活性化に貢献する。

日本・台湾師範大学の学生によるスポーツ交流プログラム（山形市蔵王）

本学部の就職支援専門委員会と小白川キャンパス事務部学務課就職担当が連携し、

様々な就職支援事業を行っています。

過去 3年間の主な進路先

地域教育文化学部

学部の目的

サークル活動

YUサポーティングシステム

就職支援

国際交流

学生の相談窓口（なんでも相談コーナー）教育目標

地域教育文化学部のある小白川キャンパスには文化系、体育会系の様々なサークルがあり、活発に活動しています。

文
化
系

体
育
会
系

アドバイザー

制度

学習サポート

制度

GPA制度1
2

3 「学習サポートルーム」にて、学習サポート

教員が主に学習についての相談に応じる

ものです。

地域教育文化学科

児童教育コース

文化創生コース

※2つのプログラムを横断的に履修することも可能です。

学習の分野

養護教諭特別別科

大学キャンパス内にある山形大学生活協同組合でも大学周辺
のアパートを仲介しています。料金はアパート（6畳、バス・ト
イレ付き）で 20,000円～50,000円程度です。

アパート

大学の学生寮は山形市内に3つあり、すべて個室で寄宿料は
4,300円～18,000円となっています。

学生寮

教育

※各選抜の出願資格、出願手続き、選抜方法等は、必ず入学者選抜要項及び学生募集要項で確認してください。

以下の大学と学術教育交流協定を締結し、

学術や教育の交流（交換留学を含む）を行っています。

教員採用試験面接セミナーの様子

心理 食 スポーツ

音楽 美術 スポーツ

音楽 美術

●教員採用試験面接セミナー

教員採用試験対策に特化した

セミナーによって、教職への道

をサポートします。

●教員採用試験対策講座
●進路・就職ガイダンス
●就職相談
●グループディスカッション

　講座

主な就職支援

●教員採用試験論作文対策
●合同企業説明会
●地域就職応援セミナー
●内定塾本別科は、1年課程の養護教諭養成機関です。看護師の免許を有する人が、学校保健関連、教育学、心理学等の単

位を修得し、養護教諭一種免許状を取得します。学生定員は 40人です。

大学院社会文化創造研究科

今までの学問領域の垣根を低くして、人文科学、社会科

学、臨床心理学及び芸術・スポーツ科学を核にしながら、

人間社会を「社会」と「文化」の関係から捉え直し、地

域的な展開を新たに創造・実践できる人材を育成します。

大学院教育実践研究科

教育実践研究科は、高度な専門性を有する教員の養

成に特化した専門職大学院です。大学での研究と学校

現場での実習を通して、深い学問的知識や技能と広い

視野を育成し、これらを基盤として作り出した新たな教

育実践を行います。

月8

●夏季休業
●オープンキャンパス

月10

●後期授業開始
●八峰祭（大学祭）
●開学記念日（10/15）

月2

●後期試験
●卒論発表会
●春季休業

4月
●入学式
●前期授業開始
●新入生等セミナー

月7
●前期試験

月9
●教育実習
　（2年～4年）

月12
●冬季休業

月3
●学位記授与式
　（卒業式）

教　員
北海道教員、青森県教員、岩手県教員、秋田県教員、宮城県教員、山形県教員、福島県教員、栃木県教員、茨城
県教員、群馬県教員、埼玉県教員、千葉県教員、神奈川県教員、新潟県教員、仙台市教員、横浜市教員　他

国・自治体
最高裁判所、東北厚生局、東北財務局、山形労働局、岩手県、宮城県、山形県、酒田市、仙台市、鶴岡市、天童
市、東根市、山形市、山形県警察、独立行政法人国際協力機構（JICA）　他

企　業

JR東日本（株）、（株）JTB、（株）NTT東日本-東北、（株）YCC情報システム、アイリスオーヤマ（株）、赤城乳業（株）、
（株）ウンノハウス、遠藤商事（株）、カメイ（株）、（株）カワチ薬品、（株）清川屋、（株）きらやか銀行、（株）七十七銀行、
（株）荘内銀行、全国農業協同組合連合会山形県本部、東北電力（株）、東北電化工業（株）、（株）ニチレイフーズ、
日新製薬（株）、日東ベスト（株）、（株）ニトリ、日本食研ホールディングス（株）、日本生命保険相互会社、日本トイ
ザらス（株）、（株）山形銀行、（株）山形テレビ、山崎製パン（株）、（株）山野楽器、（株）楽天野球団　他

進　学
筑波大学大学院、東京大学大学院、桐朋学園大学大学院、東北大学大学院、名古屋大学大学院、北陸先端科学技
術大学院大学、山形大学大学院、横浜国立大学大学院、横浜市立大学大学院　他



小学校教育プログラム

学費・授業料

奨学金

児童教育コース

確かな学習指導・生徒指導の力を基盤として、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、地域や家庭などと協力して、地

域ぐるみで子どもの育ちを支える「チーム学校の一員としての教員」を養成します。

●小学校教諭一種免許状（必須）
●中学校教諭一種免許状（国・社・数・理・英）
●高等学校教諭一種免許状（国・地歴・数・理・英）
●幼稚園教諭一種免許状

●特別支援学校教諭一種免許状
●社会教育主事（基礎資格）
●学芸員
●学校図書館司書教諭

卒業要件として小学校教諭一種免許状を取得します。さらに

卒業要件とはしませんが、中学校教諭一種免許状（国・社・数・

理・英）、高等学校教諭一種免許状（国・地歴・数・理・英）、

幼稚園教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免許状のい

ずれかを取得できるプログラムです。

教育実践研究科に進学することを前提に、6年一貫教育を行

い、より実践的な指導力・展開力を備えた教員を養成するプロ

グラムです。取得する一種免許状に応じて各校種の専修免許

状を取得できます。

学業・人物ともに優秀であって、経済的理由により修学が困難な場合、願い出により選考の上、学資を給付または貸与するための日本学生支援機構、

地方公共団体等の奨学金制度があります。ただし、学業成績や家計収入の基準があったり、奨学生の割当数に限度があるなどし、必ず採用されると

は限りません。

● 給付型奨学金

住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯で意欲がある学生に対し

て、大学等への進学や進学後の経済状況を後押しするための、返還が

不要な給付型の奨学金です。別途、大学に申請を行うことで、授業料

等の免除も同時に受けることができます。

● 貸与型奨学金

学業・人物ともに優秀で、経済的理由により修学が困難な学生に対す

る返還が必要な貸与型の奨学金です。奨学生が返還するお金は、次

の世代の奨学金として使われ、先輩から後輩へとリレーされていくもの

です。これらを理解し有効かつ計画的な利用が求められます。

取得できる資格は、各コース・各プログラムにより異なります。また、社会教育主事（基礎資格）、
学芸員、学校図書館司書教諭は、取得に必要な授業科目の単位を修得することにより資格を得
ることが可能です（ただし、学校図書館司書教諭は教員免許状が必要です）。

履修上限等により、4年間での複数の免許・資格取得に必要な科目の履修を保証するものでは
ありません。ただし、児童教育コースに在籍し、小学校教諭一種免許状に加えて当該コースで
取得可能な他の教員免許状・資格を1種類取得することは可能です。

※公認心理師試験の受験資格を得るためには、大学での
学習の他に大学院での学習あるいは一定期間の実務経験
が必要です。詳細は、学部WEBサイトをご確認ください。

文化創生コース

地域の健康を「こころ」と「からだ（栄養

と運動）」の側面から科学的に分析し、

支援できる人材を養成するプログラム

です。

芸術的スキルを身に付け活用すること

を通して、地域住民が文化的に豊かな

生活を構築することに貢献できる人材

を養成するプログラムです。

【音楽芸術・造形芸術・スポーツ科学】

社会文化創造研究科に進学することを

前提に、6年一貫教育を行い、スキル

向上のみならず、豊かな地域の創生に

貢献するための専門的知識を養い、地

域全体の発展向上をリードする人材を

養成するプログラムです。

取得できる
主な資格

教育原論／特別支援教育総論／教職論／各教科の基礎／教育課程編成論／教材開発演習／各教科教育法／

各教科の教材分析／各教科実践演習／障害児教育総論／知的障害児の病理／肢体不自由児の心理／病虚弱児

の教育／発達障害児の教育／幼児の理解／幼児教育指導法／保育内容（人間関係・表現・言葉・環境・健康）

／学習開発フィールドワーク／学習開発デザインセミナー など

主な
授業科目

取得できる
主な資格

主な
授業科目

●中学校教諭一種免許状（音・美・保体）
●高等学校教諭一種免許状（音・美・保体）
●公認心理師受験資格※

●認定心理士申請資格
●社会教育主事（基礎資格）
●学芸員

●学校図書館司書教諭

フィールドプロジェクト／地域芸術文化実践論／心身健康支援実践論／ライフステージと食／ライフステージとス

ポーツ／心理学概論／福祉心理学／スポーツ科学基礎論／スポーツ生理学／食と健康／学校・地域における食

育／芸術アウトリーチ基礎／デザインと文化／ソルフェージュ基礎／音楽文化論／造形文化論／デザイン基礎／

文化創造への招待／文化創造フィールドワーク／地域文化デザインセミナー など

※金額は年額です。

※カッコ内は生活保護世帯等の金額

※詳細は、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

学部…………………………………………

養護教諭特別別科……………………………

入学料

授業料

282,000円
58,400円

学部………………………………

養護教諭特別別科………………

535,800円（予定額） 
273,900円（予定額） 

1.

2.

3.

4.

年1回払い（1年間分の授業料を4月に口座振替）

年2回払い（前期 4月、後期10月に口座振替）

年10回均等払い（4～8月、10～2月に口座振替）

年10回ボーナス併用払い（年10回払いで、前期8月、
後期1月にボーナス分を加算して口座振替）

授業料は以下の 4つのパターンから納付回数を選択できます。

地域社会における文化的な豊かさの保持と健やかで安心な生活の維持に寄与する「地域課題解決のスペシャリスト」を養成します。

両コース共通の注意事項

心身健康支援プログラム 芸術文化創生プログラム チャレンジプログラム

チャレンジプログラム

教職大学院進学者を対象とした 6年一貫教育

大学院進学者を対象とした6年一貫教育

2つのプログラムを横断的に履修することも可能です。

山形駅から東方約2.5キロ　徒歩約30分
山形駅から宝沢・関沢行きバスで約10分
小白川一丁目下車　徒歩約3分
山形駅から県庁行きバスで約6分
南高前下車　徒歩約7分
山形駅からベニちゃんバス
「東くるりん東原町先回りコース」で約9分
山大前下車

●
・

・

・

仙台駅前から山形行き高速バスで約55分
南高前下車　徒歩約7分

●

山形駅̶山形大学小白川キャンパス間
専用シャトルバスで約 12分
（土・日曜日、祝日、学生休業期間を除く。）

●
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山形大学
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山形大学地域教育文化学部　〒990-8560 山形市小白川町1-4-12
入試に関すること ─────── 小白川キャンパス事務部入試課　023-628-4310
教務（授業や履修）に関すること ─ 小白川キャンパス事務部学務課　023-628-4711
その他 ──────────── 小白川キャンパス事務部総務課　023-628-4304
https://www.e.yamagata-u.ac.jp
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日本学生支援機構の場合

地域教育文化学部
学部案内2022

地域の教育・文化の担い手を育て、地域の活性化に貢献する。児
童
教
育

文
化
創
生

区分
　給付金額（月額）

自宅通学 自宅外通学

第Ⅰ区分 29,200円
（33,300円）

66,700円

第Ⅱ区分 19,500円
（22,200円）

44,500円

第Ⅲ区分 9,800円
（11,100円）

22,300円

種類 貸与金額（月額）

第一種奨学金
（無利子）

自宅
通学

20,000円・30,000円・45,000円
から選択

自宅外
通学

20,000円・30,000円・40,000円・
51,000円から選択

第二種奨学金
（有利子）

20,000円～ 120,000円までの
1万円単位で選択


