教 職 大 学 院 の 概要
Outline

目的 ｜ Aim of Graduate School
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・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を養成することを目的としています。
The graduate school aims to train in-service teachers and graduate students with
advanced teaching and management skills which are necessary for kindergarten,
primary school, junior and senior high school, and special needs education.

In-Service
Teachers

学校教育現場において直面している複雑・多様な諸問題に
対して深い関心と明確な課題意識を有し、その実践的解決に
必要な資質と強い意欲を有する者を求めます。
In-service teachers who have developed teaching skills based

本学教職大学院では､実務家教員と研究者教員からなる専任教員を配置して

knowledge of various kinds of theoretical and practical issues

います｡さらに教科･領域専門バックグランド科目群担当教員を含め研究テーマ

on their teaching experiences and are eager to deepen their
and tasks at school.

学部
卒業生等
Graduating
Students

スタッフ等

にふさわしい指導教員ユニットを構成します｡

学校教育現場における教育実践を強く志向し、ますます複
雑化・多様化する教育的諸問題に対して深い関心を有すると
ともに、課題を明確化し、それを実践的に解決しうる資質を備
えた者を求めます。
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Graduating students who have developed basic teaching skills
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and are eager to deepen their knowledge of various kinds of
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教師自身が学び続ける姿は、子どもたちの成長を促すものと思います。知
識基盤型社会といわれる現代、教育現場では子どもたちの学習意欲の低下
や自立心の低下、社会性の不足など多様化した困難な課題や新たな教育上
の課題が生じており、教師にとってもたいへんな時代です。
また、教育上の不
易である
「学問」の奥深さに限りはありません。宮城教育大学は東北におけ

る教育の中核大学として、学び続けようとするみなさまの期待に必ずやお
応えします。
宮城教育大学の教職大学院では、
「 教育経営コース」、
「 授業力向上コー

theoretical and practical issues and tasks at school.

ス」の設定の下、より実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの

履修コース制の導入

有力な一員となり得る新人教員 の養成（学部より進学するストレートマ
スター）
と、現職教員を対象に確かな指導理論と優れた実践力・応用力

平成27年度から
「教育経営コース」
と
「授業力向上コース」を設定しています。

教育経営コース

授業力向上コース

Educational Management Course

Teaching and Learning Course

を備えたミドルリーダー（中核的中堅教員）の養成が行われています。
現代の教師に求められる能力は多様です。高度な専門性、子どもたちへの
責任感や思いやり、教職に対する情熱と誇りを持って学び続けようとする持

体系的な学級・学校経営に関する科目と防災教育

授業に関する理論と実践を中心に学

や地域協働等の現代的課題を中心に学び、
また、学

び、学部新卒者は授業力を高める、現

校における実践研究においても、教育経営力（マネ

職教員は授業改善のための提案力を

度、コミュニケーション能力など・・・。これら教師としての資質能力の育成

ジメント）
を高める現職教員対象のコースです。

高めるコースです。

は、学部の四年で修了するものではなく、絶えず磨き続けられなければなり

続力、授業力、人間力などに加えて、グローバルな視点、総合的に考える態

大学院教育学研究科

※１ 宮城県教員採用試験合格者は、大学院で学ぶ二年間、採用が猶予されます。
（願書出願時に登録が必要
です。）教育職員免許を一種免許状から専修免許状に上申できます。
※２ 本学の大学院教育学研究科専門職学位課程高度教職実践専攻は、平成２８年度から、厚生労働省による
専門実践教育訓練給付金の対象となる講座に指定されました。
（ 詳細については、厚生労働省ホーム
ページにてご確認ください。）

Graduate School of Education

専門職学位課程高度教職実践専攻

教職大学院
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ません。宮城教育大学の教職大学院の二年はこのことをより確かなものにし
てくれるでしょう。
また、ストレートマスターに対しては、附属学校に「 キャリア育成オフィ

ス」を設置し、専門スタッフの支援とともに、実践的指導力を高めるプログラ
ムを準備しています。宮城教育大学は広域拠点型大学として、教職大学院を
中心に、教職のナショナルモデルを提案し、みなさまの期待に応えてまいり
ます。共に復興と発展に向かって、力強く歩みを進めましょう。
宮城教育大学長

見上 一幸

Diploma Policy

Curriculum

高度教職実践専攻科目

高度教職実践専攻では、所定の単位を修得し、スクールリーダーおよびその候補者としてふさわしい
「総合的な教師力」を身につけた者に学位を授与します。
院生がもつ研究課題に対応させた指導体制、教師力育成を図る専攻科目を取り入れた
教育課程を整備するとともに、課題解決に向けた研究・研修の場を提供します。

実践的
指導力

指導体制
院生の研究テーマに沿って、院生１名に対して、専任教員（研究者教
なる指導組織（「教員ユニット」
と呼びます）を編成します。この教員ユ
ニットは、チーム・ティーティングとして大学院での２年間、院生の指導

教育課程
研究テーマに応じた学問的専門性を深化させ、理論と実践の往還を
通して、教職に関する諸課題を実践的に追求できるよう科目が構成さ
れています。

児童・生徒
理解力

総合的な

カリキュラム
開発力

修を進めます。大学の講義以外に、連携協力校等での実践研究、学外
の研修会・研究会への参加等、課題解決に向けた様々な取り組みを行
います。
２年目は、1年目の学修と研究結果をもとに、学校現場における
実践的研究を進め、最終的にリサーチペーパーを教員ユニットの指導
のもとでまとめることができます。

教育課程の編成・実施に関する領域 Curriculum Organization and Practice
「子どもの学習指導」教育課程・指導支援法開発論
「子どもの生活と行動」教育課程・指導支援法開発論
教育課程・指導支援法開発論
教科の実践的指導に関する領域 Practice of Subject Instruction
「子どもの学習指導」実態把握論Ａ 「子どもの学習指導」実態分析論Ａ
「子どもの学習指導」実態把握論Ｂ 「子どもの学習指導」実態分析論Ｂ

教師力

高校数学における高大接続を意識した補助教材の作成

授業設計・評価
小学校国語科における伝え合う力の育成

〜小規模・少人数学級（複式学級）における文学教材の指導を通して〜

学ぶ意欲を育む数学の授業と評価

小学校外国語活動における
「英語絵本の読み聞かせ」
に基づく実践的指導

学級・学校経営研究Ａ
（学校マネジメント基礎）
学級・学校経営研究Ｂ
（学校マネジメント習熟）
学級・学校経営研究Ｃ
（学校マネジメント発展）
学級・学校経営研究Ｄ
（初歩）
学校教育と教員のあり方に関する領域 School Education and Teacher Profession
学校教育・教職研究Ｄ
（初歩）
学校教育・教職研究Ｅ
（初歩）
学校教育・教職研究Ｆ
（問題解決と組織）

小学校道徳教育における道徳的実践力を高める指導の工夫

特別支援教育
通常の学級に在籍する発達障害等のある児童への指導のあり方

〜ユニバーサルデザインを目指した国語科「読むこと」の授業改善〜

通級指導教室（LD等）における効果的な支援の在り方について

〜学習支援と自立活動について〜

高等学校に求められる特別なニーズのある生徒への支援

〜個別の指導計画の作成を通して〜
臨床教育総合研究Ａ
臨床教育総合研究Ｂ

学校における実践研究

人間力

博物館と連携を進めるための学習プログラム開発

学級経営・学校経営に関する領域 Classroom and School Management

実践適応と評価・分析論Ａ
実践適応と評価・分析論Ｂ

マネジメント力

小学校社会科における地域教材の開発とその指導の在り方
〜地域の歴史を生かした授業づくりを通して〜

〜見出す力、説明し伝え合う力の育成を目指した数学的活動を通して〜

実践的指導に関する科目

学級・学校経営

教材開発

「子どもの生活と行動」実態把握論 「子どもの生活と行動」実態分析論

学校教育・教職研究Ａ
（防災教育）
学校教育・教職研究Ｂ
（地域協働）
学校教育・教職研究Ｃ
（リーガルマインド）

研究・研修
教職大学院では、本学と連携協力校等の学校現場において研究・学

共通５領域（科目） Five Major Research Fields

生徒指導・教育相談に関する領域 Student Guidance and Educational Counseling

員、実務家教員）および教科・領域バックグランド科目担当教員等から

にあたります。

リサーチペーパーの
テーマ（例）

カリキュラム

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）

教育経営実践研究Ａ
（教育行政機関）
基礎実践研究Ⅰ
（附属学校園）
教育経営実践研究Ｂ
（附属学校園他）
基礎実践研究Ⅱ
（連携協力校）
応用実践研究Ⅰ
（連携協力校、現任校等）
※現職教員については、
「基礎実践研究Ⅰ、
Ⅱ」
応用実践研究Ⅱ
（連携協力校、現任校等） の履修を免除することがあります。
応用実践研究Ⅲ
（附属学校園、現任校等）
教科・領域専門バックグランド科目群

学級・学校マネジメント
認め合う集団づくり〜カリキュラムマネジメントの視点から〜

自治的な学級・学年集団を育てる生徒指導のあり方

〜話合い活動の活発化を中心に〜

主体的に活動ができる集団の育成〜体育科でのかかわりを通して〜

防災教育
中学校区を軸とした防災教育の確立

中学校理科における放射線教育の課題と対応

