宮城教育大学概要
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目的・教 育 方 針

Loc a tion Ma p

宮城教育大学まで（青葉山地区）

教育学部

Passion in teaching children for the future.

From “Sendai” station, take the Subway bound to “Yagiyama
Zoological Park”. Get off at “Aobayama” station (It takes about
9 minutes). 7-minute walk from “Aobayama” station to the
University.

From “Aobayama” station on the Sendai Subway Tozai Line
bound to “Miyakyodai / Aobadai”. Get off at “Miyakyodaimae” (It
takes about 2 minutes).

仙台駅から5.5km

Miyagi University of Education
(Aobayama-Area)

Hirose River

特別支援学校（青葉山地区）
地下鉄東西線

Sendai Subway Tozai Line

東北大学
青葉山キャンパス
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学内共同教育研究施設など Common Education and Research Facilities on Campus ･･････････ 24

Organization Outline ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

4

課程・講座
教育学部

附属学校
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福利厚生施設など

大学院教育学研究科

Graduate School of Education･････････････････････････････････････････
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■ 専門職学位課程 Specialist Degree Course
■ 修士課程 Master's Course
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■ 入学志願者数及び入学者数 Number of Applicants and Enrolled Students
■ 入学者の地域別人数
（平成29年度）Enrollment Statistics Hometown of Students 2017
■ 奨学生数
（平成28年度）Number of Scholarship Students 2016

国際交流

Employment Situation of Graduates ･･･････････････････････････････････････
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Contributions to Local Community and Society ････････････････････････････

教育委員会等との連携 Cooperations with Various Organizations
平成28年度 連携事業 Academic - Industrial Partnership Activities in FY 2016
平成29年度 公開講座実施計画 2017 Plans for Public Lectures
教育実践・宮城教育大学賞 Education Training - The Miyagi University of Education Prize
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Land, Buildings and Addresses ･ ･･･････････････････････････････････
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施設配置図
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■ 大学・附属学校までの交通機関 Transportation to University & Affiliated Schools
■ 仙台までの交通機関 Transportation to Sendai city

仙台駅

青葉通一番町駅

Aoba-dori Ichibancho
Station

Sendai Station

仙石

Route 4
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	Take the city bus for "Asahigaoka Subway Station" or "Tsurugaya7chome" or "Higashi Sendai Eigyosyo"
at the bus stop 17 or 18 or 19 in front of Sendai Loft store near Sendai Station, and get off at "Fuzoku-

至東京

shogakko mae" (It takes about 20 minutes).

For Tokyo

・JR 仙山線「東照宮」「北仙台」駅から徒歩約 10 分

仙 台までの 交 通 機 関

Tra ns porta ition to Se nda i c ity
札幌

Tohoku (Shinkansen) Line
34

35

東京駅

1時間35分（はやぶさ）

仙台駅

新青森駅

１時間32分（はやぶさ）

仙台駅

空路（仙台空港）

新青森
秋田

36

37

新千歳空港（札幌）

1時間05分

中部国際空港（名古屋）

1時間05分

大阪国際（伊丹）空港

1時間15分

福岡空港

1時間45分

仙台駅

仙台空港アクセス鉄道
17分（快速）

仙台
福島

大阪

仙台空港

盛岡

山形

沖縄

Air Route / Sendai Airport

■ 青葉山地区 Aobayama-Area
■ 上杉地区 Kamisugi-Area

位置図
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Omachi Nishi-koen
Station

東北新幹線

■ 収支決算額
（平成28年度）Closing Accounts : Revenue and Expenditure 2016
■ 科学研究費補助金採択状況
（平成28年度）Grant-in-Aid for Scientific Research 2016
■ 外部資金受入状況
（平成28年度）Funds Raised from Enterprises 2016

土地及び建物、所在地

大町西公園駅

あおば通駅

Aoba-dori Station

Subway 10-minute walk from either "Kita-Yobancho" or "Kita-Sendai" Station on the Sendai Subway Nanboku Line.

講堂 Auditorium
萩朋会館 Student Common Area "Shuho Kaikan"
学生寮 Dormitory Facilities
体育・課外活動施設 Facilities for Athletic and Extracurricular Activities
2016 Budget ････････････････････････････････････････････････････････

Aoba-dori Ave.

10-minute walk from either "Toshogu" or "Kita-Sendai" Station on the JR Senzan Line.

■ 土地及び建物 Land and Building
■ 所在地 Address

■ 国際交流協定機関 Contracted Institutions Overseas
■ 協定校との交流 Exchanges with Contracted Institutions
■ 外国人留学生 Overseas Students

地域貢献・社会貢献
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平成28年度の収支

学生の入学定員及び現員 Number of Students ･････････････････････････････････････････ 13

卒業生の就職状況

■
■
■
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Affiliated Schools ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

青葉通

至盛岡

For Morioka

Nishi-Park

International Center
Station

仙台国際センター

Hirose-dori Station

・地下鉄南北線「北四番丁」「北仙台」駅から徒歩約 10 分

■ 教員キャリア研究機構 Research Institute for Teacher Training and Development
■ 上廣倫理教育アカデミー The Uehiro Academy for Ethics in Education

6

■ 初等教育教員養成課程 Elemently Education Teacher Training Courses
■ 中等教育教員養成課程 Secondary Education Teacher Training Courses
■ 特別支援教育教員養成課程 Special Needs Education Teacher training Courses

23

■ 保健管理センター Medical Center
■ 情報処理センター Information Processing Center
■ キャリアサポートセンター Career Support Center
■ 附属防災教育未来づくり総合研究センター Center for Disaster Education and Future Design

Divisions and Courses / Divisions and Departments ････････････････････････････････････････

Hirose-dori Ave.
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組織図 Chart of Administration
経営協議会委員 Members of Joint Management Council
役職員 Members of Administration
職員数 Number of Staff and Officials

広瀬通

Koutodai-Koen Station

L in

■
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Jozenji-dori Ave.

o

Introduction ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

組織概要

西公園

国際センター駅

Tohoku University (Aobayama Campus)

Miyagi Prefectural Office

勾当台公園駅

・仙台駅前 仙台ロフト前⑰⑱⑲乗り場から
市営バス「旭ケ丘駅」「鶴ケ谷七丁目」「東仙台営業所」行き乗車、
「附属小学校前」下車（所要時間 約 20 分）

附属図書館
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宮城県庁

Aoba Castle

1
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広瀬通駅

Tohoku University (Kawauchi-Campus)

For Affiliated Schools (Kamisugi - Area)

Message from the President · Past Presidents ･･･････････････････････････････

S enz

Toh

革

n

en)
本線 inkans
東北 ku (Sh

沿

tio

Affiliated Schools
(Kamisugi-Area)

北四番丁駅

定禅寺通

東北大学
川内キャンパス

Aobayama Station

For Aobadai

K aw au

附属学校まで（上杉地区）

Contents
University Library ･･･････････････････････････････････････････････････････････････
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附属学校（上杉地区）

Sendai City Holl

川内駅 i S tation

Sendai International Center

学長挨拶・歴代学長

駅
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線

仙台市役所

宮城県美術館
The Miyagi Museum of Art

青葉山駅

While providing scholarly quality education, we aim to deepen students’ knowledge, moral and practical
skills, developing their talents as future teachers.

We at Miyagi University of Education aim to educate future teachers to provide high quality instruction at kindergarten, elementary school, junior high school and special needs education.

台
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仙山

広瀬川

(It's about 5.5km
from Sendai station)

Faculty of Education

宮城教育大学は教員養成に責任を負う大学として、 幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校等における
優れた資質・能力を持った教員を養成することを目的としています。

en

Kita-yobancho Station

（青葉山地区）

至青葉台

仙

-s

Route 48

宮城教育大学

Affiliated School for Special
Needs Education
(Aobayama-Area)

学術の中心として豊かな教養を与えるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、
道徳的及び応用能力を展開させ、もって有為な教育者を養成し、併せて学術の深奥
を究め文化の進展に寄与することを目的とします。

子どもたちの教育の未来を考える皆さんの熱い想い!!

地下鉄東西線「青葉山」駅から「宮教大・青葉
台」行き乗車、「宮教大前」下車（乗車時間約
2 分）

Graduate School of Education

Providing education of the highest quality based on a combination of theory and practice of a wide range of
fields related to education.

求めるのは… Expecting

「仙台」駅から「八木山動物公園」行き乗車、
「青葉山」駅下車（乗車時間約 9 分）
「青葉山」
駅「北 1 出口」から大学正門まで徒歩約 7 分

48

広い視野に立って精深な学識を授け、学校教育の場における理論と実践の研究能力を
高め、教育研究の推進と教育実践の向上に資する高度の能力を養うことを目的とします。

Educators with high scholastic ability, strong leadership and imaginative teaching skills.

＜市営バス＞ City bus

北
ta

地下鉄南北線

Providing further development of specialist teaching skills for those at kindergarten, elementary school,
junior high school, senior high school, junior-senior high school and special needs education.

＜地下鉄東西線＞ Sendai Subway Tozai Line

Send ai Subw ay
Nanboku Line

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の高度の専
門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とします。

教育学研究科

Ki

For Miyagi University of Education (Aobayama - Area)

Specialist Degree Course (Graduate School for Teacher
専門職学位課程 （教職大学院）training) (In-service Teacher Graduate School)

確かな学力と指導力、豊かな実践力を持つ教師!!

至山形

For Yamagata

Tra ns porta ition to Univ e rs ity & Affilia te d Sc hools

Educating children for the future

目指すのは… Aiming for

For Morioka

Dormitory for Females

大 学・附 属 学 校までの交 通 機 関

P u r p o s e a n d E d u cat i o n P o l i cy

教育の未 来と子どもたちの 未 来 のため に

至盛岡

女子寮萩苑寮（水の森地区）

東京
名古屋

福岡

仙台空港
Miyagi University of Education
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