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教職力を育む、2 年間

2



2 3

教職大学院とは

「＋
プラス

２年」が教職人生を変える。
日本の教師が置かれる状況は、ますます厳しいものとなっています。「このまま教師になって大丈夫だろうか」とい
う不安。「このまま教師をやっていては子どもたちに応えられない」という不安。その直感は、データ上、間違って
いません。国際的に見ると、日本の教師の仕事は多岐にわたり、長時間となっています。特に、事務業務は国際的な
平均値と比べて約 2 倍、 課外活動は約 4 倍。社会の変化に伴い、教師の仕事に対して、これまで以上に多く、高度
な水準が要求されています。しかし、学校では、そのための研修時間の確保が難しくなっています。新しい社会に求
められる教師の資質・能力を存分に育むために、教職大学院はできました。

「２つの往還」で深く、実践的に学ぶ。
通常の大学院の学修は、大学での授業、修士論文の執筆に向けての研究を主としています。しかし、高度な実践家を
育てるためにできた教職大学院の学修は違います。教職大学院の学びを表すキーワードの一つは「往還」（行ったり
来たりすること）です。一つ目は、現場と大学の往還。大学だけでなく、現場で学ぶ期間を多く確保している点が特
徴です。二つ目は、実践と理論の往還。理論を理解するだけでなく、実践で試し、自分のものにします。

「2 つの往還」型カリキュラムで、教育を深く、実践的に学びます。

2
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4 月当初出会ったときは大変な学級だと思い
ましたが、じっくり取り組めば必ずうまくい
くと信じてやってきました。現在では、子ど
もたちとも関係をつくることができていると
感じています。むしろ子どもたちの反応は素
直で、準備が甘いと「見破られた」と思い授
業準備に励んでいます。初任期一年間を振り
返ると、子どもとの向き合い方など、大学院
での学びがなければ、現在のようにはいられ
ませんでした。教師としての基盤をつくる大
切な 2 年間でした。

（山形県小学校　佐藤 瑞紀さん・学部卒）

教師は、とてもやりがいがある仕事です。同時
に、今の社会、教師は学び続けなければ続け
られない大変な仕事です。子どもと向き合う中
で、もっと学ばなければと思うことがたくさん
あります。しかし、働いてから「学び直そう」
と思っても、校内人事や人事異動、家庭の事情
等あって、なかなかその時間をとることができ
ません。子どもには、自分の時間があるときに
存分に学んだ上で仕事に就いてもらいたいと思
いました。

（佐藤 瑞紀さんのお母様・小学校教諭）

修了生コメント 保護者コメント
4 月当初、子どもたちの指導に苦戦する瑞紀
先生の姿がありました。しかし、1 月になっ
た今、その子どもたちが授業に集中する姿を
見せています。子どもたちの姿から、先生の
がんばりを感じられます。瑞紀先生は、初任
教師とは思えないほど、現場感覚が卓越して
います。大学院というと、どこか現場から離
れる印象がありますが、それが全くありませ
ん。一年目から土俵に上がれている感じがし
て頼もしいです。

（長谷部 薫さん・佐藤 瑞紀さん勤務校校長）

修了生勤務先からのコメント

学部のころはほとんど考えることのなかった
「教師としてどうするか」について。理論に
ついても、実践についても、指導教員の先生
と一緒にじっくり考えたことが、新人の私の
支えになっています。大学院の 2 年間を終え
て、両親から「大人になった」と言われたこ
とも、思わぬ収穫でした。

（山形県小学校　越後 七々美さん・学部卒）

私が教職大学院に入学しての一番の驚きは、生
徒の実際の学びに注目し、教室の中で起きてい
る様々な事実から授業について考察するという
研究のやり方でした。授業改善はもちろん、学
校運営についてもこの視点から主体的に取り組
めるようになりました。

（山形県高等学校　高橋 実さん・現職）

修了生コメント
大学を出てそのまま教師になることに不安が
あったため進学しました。他教科・他校種
の学部卒院生・現職院生と同じ事例について
検討したときの話題や知恵が、現場に出てか
らの授業の工夫につながっています。大学院
で培った知識とつながりが、今の私の財産に
なっています。

（山形県高等学校　佃 悠帆さん・学部卒）

他校種の方々の教育観に触れ、教師として常識
と思っていたことを、生徒の学びを中心に見つ
めなおす機会になりました。また、学部卒院生
とチームを組むことにより、若い教師をどのよ
うに支えられるのかなど同僚性について考える
機会でした。高校教育での学習者中心の授業づ
くりにエネルギーを注いでいます。

（山形県高等学校　小林 英治さん・現職）　

修了生コメント

最高の「職員室」で成長する。
山形大学教職大学院のコンセプトは、最高の「職員室」。教員は、現場経験豊かな実務家と、確かな理論をつくりだ
す研究者により構成され、現場の経験と大学の理論を融合した指導を実現しています。院生は、学部卒院生と現職院
生で構成されています。学部卒院生は、大学卒業後、教職に就く前に入学する院生です。採用試験合格後も、もっと
学びたいという強い意欲を持った院生や、教職に就きたいという強い意志を持った院生が集まります。現職院生は、
教職に就いた後、入学する院生です。日々の実践に満足することなく学び続ける強い意欲をもった院生が集まります。
大学院では日々、精鋭たちが実践についてとことん追究しています。
あなたの教職人生の新しい一歩を、最高のメンバーと踏み出しませんか？
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カリキュラム・コンセプト

本研究科の基本理念は、大学と学校現場、理論と実践を往還することを通して、実践的な知識や理論に裏付けられた
技能と広い視野を育むこと、そして、新たな教育実践を創造する実践研究のプロセスを保障することにあります。地
域社会のニーズと実態を踏まえ、地域との関わりの中で学校教育を活性化することのできる、教職に係る高度な専門
性を身につけた教員を育成します。

本研究科では、大学と学校現場、２つの場における実践的探究を通して、高度な専門性の発展・向上を図ります。

キャリア・パスに応じて学びを深めるために、入学後に選択できる 4 つの分野を開設しています。

共通科目 20単位 10単位

必修科目

選択科目

実習科目 教職実践
プレゼンテーションⅠ・Ⅱ

学習開発分野 学校力開発分野 特別支援教育分野 教科教育高度化分野

本研究科における学修のおよ
そ半分が「共通科目」です。
高度な専門性を支える実践的
理論を学びます。

全ての子どもに質の高い学びをどのように保障できるか。
学習科学を基盤として、学習者の視点からよりよい授業づ
くりについて探究する分野です。教育実践について、学習
や発達など、より広い視野に立って学びたい人を対象とし
ています。

確かな授業力 課題を把握し、刷新する 多様なニーズを理解し、支援する 高度な教科指導力

●認知学習過程と評価
●特色あるカリキュラムの開発
●カリキュラム開発事例研究

校内研修の刷新、学校間・校種間の連携、地域との連携等
を通じて学校改革を推進したい。そんな思いをもった現職
院生を対象とした分野です。これからの学校づくりについ
て、共通した課題意識を有する教員同士が相互に研鑽し合
うことが、学びの特徴です。

●学校研究推進の実際と課題
●学校改善プラン開発実習
●地域教育計画の事例研究

特別支援学校に在籍する障害児の重度・重複化や多様化へ
の対応、および通常学級に在籍する発達障害児への対応に
ついて、より高度で専門的に学びたい人を対象とした分野
です。

●知的障害児の理解と支援
●障害児のコミュニケーション支援
●発達障害児の事例分析

教科内容に関する深い理解や、教科内容の教材化に関する
探究を通して、質の高い授業を目指すための分野です。国語・
社会・数学・理科・英語について開講しています。

●国語科授業構成の実際と課題
●教材開発プロジェクトの課題と方法
●教材開発のための先進研究

学校現場での学修の充実も本研究科
のカリキュラムの特色の一つです。
合計で約 2 か月半、学校現場で学び
ます。教職専門実習の目的は、実践
的な課題を明確にすること、その課
題について探究すること、そして、
その答えを実践として表現すること
です。（現職教員の 2 年目は、勤務校
を離れて実習を行います）

●協同的な実践研究
学部卒院生と現職院生によるチーム構成、協
力校教員と大学院教員による連携指導の 2 つ
の協同により、対話的で深い実践研究を実現
します。 大学院での学習成果を教育現場に

還元することを目指します。院生
は、研究したい課題に即して指導
教員を決定し、２年間かけて研究
成果をまとめます。年度末の発表
会には、大学の教員はもちろん、
学校の教員や教育委員会関係者な
ど様々な人が参加します。研究し
てきたことを多様な立場の人と共
有できる貴重な機会です。

カリキュラム・コンセプトカリキュラム・コンセプトカリキュラム・コンセプト

 教育課程の
編成と実施

カリキュラム開発の実践と課題

学力とカリキュラムの評価

教科等の実践的
指導方法

授業実践の記録・分析と校内研修

教材開発と児童生徒理解
（言語系・数理系・特別支援教育系）

教育相談・
生徒指導

児童生徒理解と支援

学校カウンセリングの実践と課題

学級経営・
学校経営

障害のある子どもの学校学級経営

組織管理の実践と学校

学校教育と
教員のあり方

社会と教員のあり方

学校の安全と防災教育

各2単位

●共通科目／どんな授業があるの？ ●教職専門実習／学部の実習とどう違うの？
授業実践の記録・分析と校内研修
授業担当教員　江間 史明
ビデオを再生しながら、作成した
授業記録を検討します。授業から
取り出す事実と各自の解釈の違い
から、授業を見る力を磨きます。

実習担当教員　大澤 弘典
学部の実習では何とか一つの授業をつくることで精一
杯。大学院では、単元レベルで構想できる力を養いま
す。教室の日常をつくる上で欠かせない力です。
現職院生にとっては、なんとかやりくりする中で身に
ついてきた勘を、確かな技に変えていく場です。
学部卒院生や協力校教員に伝わるかどうか。対話し
ながら確かな実践を追究します。

学部卒
院生

現職
院生

協力校
の教員

大学院
の教員
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現職院生のみ

学部の実習と大きく異なり、現職の方と一緒に、
現場での経験を積めます。共に働く仲間として考
えてくれることがありがたいです。また、実習校
の先生方が一人前として多くのことを任せてくれ
ます。教室の日常は、私の手には負えないことば
かりであることがわかりました。現職院生と指導
の先生の支えがある中で経験できてよかったです。

（山形県小学校   芦野 ひよりさん・学部卒） 

勤務校を離れることで、普段、無意識にして
きたことの中に、子どもの学びにつながること
や、それを磨くことの大切さに気付くことがで
きました。実習校の先生方との研究課題に関
する議論を通して、教師同士対話することの
重要性にも気づく貴重な機会となりました。

（山形県　指導主事　荒川 弘子さん・現職）

修了生コメント

授業は、現職院生と共にグループ活動を中心
として学びました。現職院生の経験を聞きな
がら理論を学ぶことで、学部生のころには感
じることのできなかった、理論と実践とのつ
ながりを実感することができました。

（山形県小学校　黒田 輝さん・学部卒）

修了生コメント

Pick Up! 2

開講科目例 開講科目例 開講科目例 開講科目例
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キャリア・パス

学部卒院生のキャリア・パス

入学者の出身大学・学部は、本学地域教育文化
学部を中心に、人文社会科学部、理学部、工学
部、また、他大学など多様です。修了生のほぼ
100％が教壇に立っています。そのうち 90％
は教諭として採用されています。教諭採用者の
校種別内訳が示すように、小学校が半数以上で
すが、中学校・高等学校も４割弱となっており、
高い合格実績を残しています。

学部卒院生出身大学一覧

山形大学、東北福祉大学、東北文教大学、岩手大学、
宮城学院女子大学、宮城教育大学、新潟医療福祉大学、
都留文科大学、東海大学、福島大学、東北芸術工科大学、
仙台白百合女子大学、東北学院大学、北海道教育大学、
秋田大学、東京学芸大学、上越教育大学、横浜国立大学、
群馬大学、流通経済大学、東洋大学、帝京大学、日本大学

教員採用状況

キャリア・パス
2

教育実践研究科

教育実践研究科の2年間教育実践研究科の2年間
１年次 2年次

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

共通科目（6科目・12単位）

分野別選択科目（2科目・4単位） 分野別選択科目（2科目・4単位） 分野別選択科目（2科目・4単位）分野別選択科目（1科目・2単位）

教職専門実習Ⅰ
（附属学校）3週間

教職実践プレゼンテーションⅠ（2単位）

応用実習
（選択科目）2週間

教職専門実習Ⅱ
（連携協力校）3週間

教職専門実習Ⅲ
（附属学校あるいは連携協力校）4週間

共通科目（4科目・8単位）

教職実践プレゼンテーションⅡ（2単位）

Q1　大学院に入学してから、他の校
種の教員免許を取得できますか？

大学院のカリキュラムとして、他の校
種の教員免許を取得することはできま
せんが、大学院での履修単位とは別に
学部開講の教員免許関係の授業を科目
等履修生として履修することによって、
他校種の免許に必要な単位を修得する
ことは可能です。ただし、別の校種の
教員免許（一種免許状）取得に必要な
全ての単位を、大学院在籍の 2 年間だ
けで修得することは時間的に不可能で
す。したがって、大学院修了までに他
校種の教員免許取得を希望する場合に

は、学部在籍時から、計画的に、希望
校種の免許取得に必要な単位を出来る
だけ多く修得しておくとよいでしょう。
なお、科目等履修生の申請書類の提出
は、前年度末が締め切りとなっている
ため、大学院入学前に手続きをしてお
く必要があります。科目等履修には、
入学金のほか、1 単位 14,800 円かか
ります（令和 3 年現在）。詳しく知り
たい場合は、お問い合わせください。

Q2　専修免許状は取得できますか？

所有する一種免許状に応じて、専修免
許状（幼、小、中、高、特支）を取得
することができます。なお、特別支援
学校の専修免許状の取得にあたっては、
一種免許状を取得し、かつ、特別支援

教育分野に所属することが必要です。

Q3　学部４年生で教員採用試験を受
けて合格しましたが、教職大学院で学
ぶことにも興味があり、迷っています。

学部４年生や教職大学院１年次在学中
に教員採用試験に合格した場合の採用
延期措置があります。多くの県や政令
指定都市ごとに、採用候補者名簿登載
期間の延長や採用の延期、次年度採用
試験における特別選考の実施等の対応
をとっています。山形県の場合は、教
員採用試験合格後、採用延期措置を願
い出ることができます。詳細は各都道
府県または政令指定都市の教育委員会
にお問い合わせください。

平成22年度～令和2年度修了生
（第1～11期生）のデータ

教諭（正規）

64％

講師等

34％

その他 2％

●充実した学習環境
院生専用の学習室では、PC で作業したり、ミーティングスペースで議論したりすることができます。
学習室のすぐ近くに、研究科の専任教員の研究室があり、いつでもサポートが得られます。

授業外の時間は院生室で共に過ごしまし
た。様々なことを議論し、学び合うことが
実践研究の進展に大きな意義を持ちまし
た。研究用の PC や大型プリンタ等、 ICT
機器も充実していました。学生の要望に応
じてもらえたこともありがたかったです。

（東京都高等学校　小林 大介さん・学部卒）

就職して 1 か月。わからないことがあれ
ば、先輩に遠慮なく聞ける私がいました。
忙しそうな職員室では質問もなかなかし
づらいもの。現職の方と日々過ごすこと
で職員室での過ごし方がいつの間にか身
についていました。

（山形県小学校　坂野 梨紗子さん・学部卒）

指導教員の先生がゼミを通してとことん付き合ってくれます。2
年間、存分に理論と実践を行き来することができました。教師が
用意した答えに子どもたちを効率的に導くのではなく、子どもた
ちの試行錯誤に向き合うという姿勢に変わってきました。学び手
側に立った授業づくりを本気で考えた 2 年間でした。

（山形県朝日町　指導主事　田中 靖士さん・現職 )

修了生コメント
修了生コメント

数学が好きという思いから数学教員を目指した
私は、教職に関する知識のなさに不安を感じて
いたため、教職大学院進学を決めました。大学
院では、知識はもちろん、教員生活を支える教
育観をつくることができました。より一層数学
が好きになり、授業で数学を教える喜びと生徒
目線の数学の世界の奥深さを感じています。

（埼玉県高等学校　佐藤 智さん・学部卒）

教員採用試験合格後、特別支援教育についてより
深く学びたいと思い、教職大学院に進学しました。
学校へのフィールドワーク、学会への参加など、 2
年間じっくりと教師としての土台作りに没頭しま
した。大学院で身につけた知識、同級生や先生
方とのつながりが、勤務校での特別支援コーディ
ネーターとしての仕事を支えてくれています。

（山形県小学校　須藤 美沙姫さん・学部卒）

修了生コメント

現職院生のキャリア・パス
小中高、特支、すべての校種から入
学してきています。修了後は、スクー
ルリーダーとして、または、行政職
として、大学院での学びを生かして
学校改革の推進を支える役割を担っ
ています。

これまでの自身の実践を振り返り、改めて教育
や学びについて考えることができました。大学
院での学びが、教頭として働く現在の仕事の基
盤となっています。大学院で共に学んだ仲間と
は今もつながっており、いい励みになっています。

（山形県中学校教頭　奥津 秀昭さん・現職）

「学び続けること」の楽しさや奥深さを実感で
きた２年間。先生方や仲間との出会いが、私の
視野をぐっと広げてくれました。この学びを生
かして、多くの学校の先生方と対話しながら、
教育実践を支えていきたいと思っています。

（山形県新庄市　指導主事　月野 聡さん・現職）

修了生コメント

●教採試験サポート／
　教採支援担当　中井 義時
大学院では、学部卒院生全員が教
員採用試験に合格するようサポー
トしています。教採担当実務家教
員 3 名で、教職教養、論文、個
人面接、集団討論などの指導や一
人一人の相談にも応じています。

Pick Up!

小学校

56％中学校

24％

特別　
支援学校
   10％高等学校

  10％

修了時正規採用者校種別内訳

出身大学・学部

山形大学地域教育文化学部
小学校系以外

49％ 13％ 11％ 27％
他大学山形大学地域教育文化学部小学校系

山形大学他学部

●教職実践プレゼンテーション
研究題目例　
　「探索的会話」を中心とした探究的な学びづくり
　高校総合学科の魅力の再構築：学習者の視点に基づいた
　カリキュラムの再考

Pick Up! 2



山形大学 小白川キャンパス
●山形駅より東方約2.5km（徒歩約30分）
●ベニちゃんバス「東くるりん　東原町先回りコース」で「山大前」下車（所要時間約9分）
●市内路線バス「県庁前・県庁北口」行きで「南高前・山大入口」下車（所要時間約6分）、
　そこから徒歩約7分
●仙台駅前より山形行き高速バスで約55分 南高前下車 徒歩約 7分

山形大学大学院 教育実践研究科

教職の魅力創造プロジェクト、展開しています。
https://www.e.yamagata-u.ac.jp/forum.html

学費・修学支援

公益財団法人やまがた教育振興財団

282,000円（予定）です。

年額535,800円（予定）です。納付
方法は、「年1回払い」「年2回払い」
「年10回均等払い」「年10回ボーナ
ス併用払い」から選択できます。

該当する学生は選考により、次の制
度の適用が可能です。
① 入学料の全額または半額が免除され
る制度、及び徴収が猶予される制度
② 授業料の全額または半額が免除さ
れる制度、及び分納及び徴収が猶
予される制度

本研究科に修学見込みで山形県内の公立学校の教員を目指している人は、本財団の奨学制度に申し込むことが出来ま
す。入学料と2年間の授業料相当額が無利子で貸与されます。修了後5年以内に山形県の教員に正規採用され、
10年間勤務すると、返還額の半額が免除になります。

公益財団法人やまがた教育振興財団事務局　tel.023-625-6411
https://www.gakushubunka.jp/scholarship/

入学料

授業料

学費の免除

● 日本学生支援機構の奨学制度を利
用できます。
● 本研究科修了後に山形県内の公立
学校の教員になる意志のある人は、
公益財団法人やまがた教育振興財
団奨学金の奨学制度を利用できま
す。（現職教員を除く。）

山形市内に清明寮（男女混住型の寮）、
北辰寮（男子寮）、紫苑寮（女子寮）
があります。

奨学制度

学生寮

文翔館

山形市役所

Ｊ
Ｒ
山
形
駅
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

コンビニ

山形蔵王IC

山形自動車道
〒990-8560　山形市小白川町1-4-12
TEL.023-628-4304　FAX.023-628-4125
E-mail　yu-kyosoumu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
URL　https://www.e.yamagata-u.ac.jp/gstt/
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