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さあ、一緒に未来の教育作りを
始めよう！
本研究科は、長崎県が直面する地域の縮小化等の今日的課題へ

○子ども理解・特別支援教育実践コース
○学級経営・授業実践開発コース
○教科授業実践コース

教育学研究科 専門職学位課程

教職大学院
アドミッション・ポリシー

上記３つのコースは、入学者に次の資質・素養を求めます。

の対応や計画的人材育成に資するために、研究者教員が持つ高い

■学部教育で培った能力を発揮させ、学校教育への課題意識を持ち、問題解決に立ち向かう意欲を持っている。

専門性と学校・教育行政の経験がある実務家教員による協働した

■子どもを理解する力、授業を実践する力をより高めていく意欲がある。
■児童生徒の発達・教育に関する基礎知識・授業実践の基盤となる教科の基本的知識を持ち、基礎的な倫理性と教師に必要なコ

指導体制の下、３つのコース（子ども理解・特別支援教育実践、

ミュニケーション能力がある。

学級経営・授業実践開発、教科授業実践）を平成20年度に、また

■特に現職教員では、自己の能力向上を目指すとともに、地域の教育界の充実に貢献する意欲がある。

管理職養成コースを平成29年度に立ち上げました。いずれの学
びでも理論と実践の往還が意識され、学校教育の即戦力、或いは

カリキュラム・ポリシー

ミドルリーダーとなる人材育成を目指す３コースと学校や地域教
育界のリーダーとなる人材育成を目指す管理職養成コースの院生
が共に学び合い、実習等を省察する中で、自身の教育観を練り上

上記３つのコースは、次の知識の修得、資質・能力の育成、責任感等を培うためのカリキュラムの編成、学修方法、
学修支援を行います。

げています。特に各院生がテーマを掲げる実践研究では、本研究

■生徒指導・教育相談について：的確な子ども理解力を身につけ、生徒指導・教育相談を実施できる高度な力を育成する。
■学級・学校経営について：教育現場でリーダーシップを発揮し学校の諸機能を向上させ、学校や学級の経営に関するマネジメン

科と教育委員会・教育センター・学校現場での指導のもと、長崎

ト能力について高い知識を修得させる。

県の教育界が培ってきた教育の不易の部分と大学の講義等で学ぶ

■教科等の実践的指導法・ICTの活用について：教科の知識・技能を獲得しICT機器等も活用して授業改善のできる優れた授業実
践力と教科指導力を身につけさせる。

教育の流行を踏まえ、学校や地域といった背景も捉えながら、院

■教育課程の編成と実施について：児童生徒の資質、能力、ニーズや現代的な教育課題を理解して教育課程を編成し実施できる高

生自身の教育的な課題の解決により教員としての力量を高めると

度な力を育成する。

共に、その成果をもって地域教育界に貢献することを目指してい
ます。

■学校教育と教員のあり方について：地域社会との連携や協働に関する学びや教育実習を通して学校教育と教員のあり方について

教育学研究科長

藤本

登

高い知識を修得させ、教育を担う専門職としての使命感と責任感を培う。

教職実践専攻（３コース）
の実習スケジュール
（例）

志願者の履歴と免許資格に応じて用意された四つの教育
プログラムで養成される教員像は次のとおりです︒

入学者別の養成教員像

現職教員の場合
1年プログラム
または

2年プログラム
教員免許を持って
いるが教職経験の
ない学士の場合

2年プログラム
教員免許を持っていない、
あるいは他の校種の免許
を取得したい学士の場合
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3年プログラム

教師としてスクールリーダーを目指して学ぶ人の
プログラム
●強い生徒指導力と高い学習指導力を身につけ、チーム学校
を先導する
●組織論等を生かした確かな学級・学校経営力を身につける

教師としての資質・能力を高めたい人のための
プログラム
●子どもや教職をより深く知る
●授業実践力、指導力をつける
●学校における課題解決に取組む資質・能力を培う

新たに教師の道を目指したい社会人や教員免許を
持たない人のためのプログラム
●２年間で教職の基礎を学ぶ
●３年目は教職経験のない学士の２年プログラムと同じ資
質・能力を身につける

教職実践専攻（３コース）の教育実習は、学校教育実践実習１〜５の５つの実習から構成されます。これらの実習をいつ行うかは、下図のように履修
プログラムによって異なります。各実習では、主たる取組内容が異なっています。また、自らが実習の目的を設定し、附属学校園およびその他の実際の
学校現場で実践を行います。これらの実践を、学校教育実践研究１〜４に繋げ、最終的には実践研究報告書にまとめます。

プログラム

1年プログラム

現職教員

2年プログラム

現職教員

2年プログラム

学部卒

3年プログラム

学部卒

学年 曜日

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

火

実践実習4

実践実習5

1

火

実践実習1

実践実習2

実践実習3

2

火

1

火

実践実習1

実践実習2

実践実習3

2

火

実践実習4

実践実習5

1月

2月

3月

実践実習4

実践実習5

1・2
3

月・火

実践実習1

実践実習2

実践実習3

実践実習4

実践実習5

1年プログラムは実習1〜3までを免除

ディプロマ・ポリシー
上記３つのコースは、所定のカリキュラムによる教育プログラムに定められた単位を取得し、次の資質・能力を備えた
者であると認められ、実践研究報告書（最終レポート）の審査および最終試験に合格した者に対し、教職修士（専門職）
を授与します。
■一人ひとりの児童生徒のニーズを理解し、的確に対応できる能力

■学級・学校の機能をより向上させるマネジメント能力

■高い実践力を持ったスクールリーダーとなれる資質

■優れた授業実践力と適切な教科指導力
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子ども理解・特別支援教育実践コース

学級経営・授業実践開発コー
ス
学級経営・授業実践開発コース

本コースでは、子ども理解や特別支援教育の視点

本コースは、活力ある学級を作り、効果的な授業を

から、一人ひとりのこどもを大切にしたい、子ども

実践できるとともに、適切な教育課程を編成する力、

たちの可能性を伸ばしたいという思いを持ち、教育

授業を改善する力等を備えた、高い実践力を持つ教員
を養成します。また、地域社会との連携、同僚との協

相談や障害もしくは障害の可能性のある児童生徒

働など、学校内外をとりまく様々な関係者とのコミュニ

の教育について関心のある人を求めています。

ケーション構築を積極的に推進し、学校教育を総合的

「特別支援アセスメント事例研究」「発達と学習の

にマネージメントできる力を持った、スクールリーダー

心理学」「学級集団づくり・ソーシャルスキル教育

を段階的に育成していきます。

の指導法」などのコース独自のカリキュラムによっ

このような人材育成を目指して、専攻共通の授業科

て、子どもたち一人ひとりの実態と教育的ニーズを

目や学級経営、生徒指導、各自の研究課題に即した実

的確に把握し、適切な指導と支援を行うことのでき

習科目、また、当コースの独自科目として「学級経営

る高い専門知識と実践力を持つ教員を養成します。

における人間関係の形成」、「教科経営の実際と授業分

子どもたちの発達の実態や特性は、一人ひとり異

析・評価」、「道徳教育の理論と実際」、「ふるさと教育

なります。しかしながら、集団での関わりの中では

と総合的な学習」等の授業が開設されています。さらに、

つい「させなければいけないこと」
「させてはいけな

本コース院生が主体的に取組んでいるワークショップ型

いこと」などに目が向かいがちになることも多いの

のセミナー「クロスセッション」もあります。このセッショ

ではないでしょうか。教師が子どもたちの特性を適

ンでは、現職教員学生と学部卒学生が共修・協働し、
研究者教員、実務家教員も一緒に参加して、学生が自

確に把握する力や指導の技量を伸ばすことにより、

らの教育実践研究について途中経過を報告したり、報

声掛けや接し方を変えることができます。そのこと

告について他者と議論したりすることで、より高い実践

は、集団の中にあっても、一人ひとりの子どもたち

的力量の形成に努めています。

が「自分」の良さを意識し、その力を活かしながら、

そうした座学で学ぶ理論と実習科目を通じた実践を

自分の所属する集団をより良くしていきたいという

往還しながら、(1) 児童や生徒の学びの実態を十分踏

意欲にもつながることでしょう。

まえて教育実践を省察し、(2) 児童・生徒の学びに合

本コースでは、子どもの持つ可能性を引き出す教

わせて学問的理論や知識を再構築し、(3) 教育内容や

師の力や、不登校や生徒指導上の諸課題、障害の

教育方法を改善・開発するという手順を踏んで、自ら

あるもしくは障害の可能性のある子どもの障害実態

の研究課題に即した実践研究を行います。理論と実践

や発達に関連した諸課題などそれぞれのニーズや課

を積み重ねた研究は、修了時に「実践研究報告書」と

題にあった教師の対応力を養います。

専攻共通科目

コース科目

してまとめます。

専攻共通科目

コース科目

●学習指導要領と教育課程（初等、中等） ●学級経営と学校経営の理論と

●生徒指導・キャリア教育の方法

●肢体不自由児の理解と支援

●学習指導要領と教育課程（初等、中等） ●学級経営と学校経営の理論と

●学級経営における人間関係の形成

●人権教育の理論と実際

●授業研究の理論と実践

●学校カウンセリングの実践法

●病弱児の理解と支援

●授業研究の理論と実践

●教科経営の実際と授業分析・評価

●福祉教育の理論と実際

実践

実践

●特別支援教育の授業・教育課程論

●教職実践協働運営演習

●発達と学習の心理学

●重度重複障害児の理解と支援

●特別支援教育の授業・教育課程論

●教職実践協働運営演習

●教育の情報化の研究と実際

●教員の資質と職務

●特別支援教育のシステム論

●特別支援学校・学級経営論

●教育の情報化の研究と実際

●教員の資質と職務

●教材論と学習指導の実際

●複式学級の教育と実際

●児童生徒の理解と方法

●特別支援教育の基礎理論

●特別支援アセスメント事例研究

●学級集団づくり・ソーシャル

●児童生徒の理解と方法

●特別支援教育の基礎理論

●カリキュラムの理論と実践

●学校の危機管理

●教育相談の理論と実際

●教職実践の省察と事例研究

●発達障害児の理解と支援

●教育相談の理論と実際

●教職実践の省察と事例研究

●道徳教育の理論と実際

●特別支援教育の心理学

●学校教育実践研究

●特別支援教育の生理・病理学

●特別支援教育の心理学

●学校教育実践研究

●ふるさと教育と総合的な学習

スキル教育の指導法
●学校の危機管理

（初等、
中等）

実践研究報告書（最終報告書）
のテーマ例

実践研究報告書（最終報告書）
のテーマ例

●美術の相互鑑賞におけるカウンセリング手法を基とした自尊感情向上に関する考察

●教師の授業省察におけるふりかえりシート活用の効果についての一考察

●クラスの実態に応じた良好な人間関係形成を促すための手立て

●居心地の良い学級づくりに関する研究―教師の手立てに着目して―

●特別支援学校におけるプロアクティブな支援の在り方―事後的な対応に混乱を示すことが多い自閉スペクトラム症児を対象に―

●勇気づけを用いた授業デザインに関する考察

●特別な支援を要する児童への仲間との良好なコミュニケーションを促す指導・支援

●多面的・多角的な思考を促す教師の手立てに関する実践研究

●子どもが“つながり”成長を実感できる学級づくり〜継続した学級単位 SST を通しての実践研究〜

●互いの良さに気づき共有できる授業実践〜自他を大切にする態度を育むことをねらいとして〜

●インクルーシブ教育の視点を活用した小学校道徳科の授業づくり

●小学校外国語科における児童の学びにつながる振り返りカードの検討

●一人一人の自己実現を支え、
心の居場所となる学級づくり〜通常学級に在籍する配慮を要する児童と他児童とのかかわりを通して〜

●学びの必然性を意図した単元の展開に関する実践研究〜児童の学習意欲に着目して〜
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●国際理解ワークショップ
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学級経営・授業実践開発コー
教科授業実践コース ス

教科教育、教科内容および児童・生徒に対する理解に基づき、各教科の

教育学研究科 専門職学位課程

教職大学院

○管理職養成コース

授業で高い実践力をもつ教員を養成します。そのため、理論と実践の往還を

アドミッション・ポリシー

図る授業を拡充し、一人の学生に複数の指導教員を配置して５つの実践実習

管理職養成コースは、入学者に次の資質・素養を求めます。

を実施します。実習では児童・生徒に関わる知見を深めたうえで、教科の授

■スクールリーダーを目指す現職教員で、自己の能力開発と学校教育の充実・振興に貢献する意欲を持っている。

業を数多く実践します。そして、課題を見つけてその解決にむけて検討し、

■児童生徒の発達や教育に関する知識を持ち、学校教育の現代的課題解決への意欲がある。
■学校教育に関する経験と実践力を有し、高度な倫理性とコミュニケーション能力がある。

確かな授業実践力を身につけていきます。

カリキュラム・ポリシー
専攻共通科目

管理職養成コースは、「長崎県 校長等としての資質の向上に関する指標」を踏まえ、以下の資質・能力を育成する
カリキュラムの編成、学修方法、学修支援を行います。

コース科目

●学習指導要領と教育課程（初等、中等） ●学級経営と学校経営の理論と

●教科の指導と評価

●情操を育む音楽活動実践研究

■学校教育のミッションと教育をめぐる国内外の動向を深く理解するとともに、確固たる教育理念を培う。

●授業研究の理論と実践

●教科指導におけるカリキュラム・マネ

●美術における心象表現

■学校教育の諸課題と子ども・保護者・地域の実態を把握したうえで、自校のビジョンを形成し、実践・検証・改善する資質・能

実践

●特別支援教育の授業・教育課程論

●教職実践協働運営演習

ジメントと情報活用能力の育成

●教育の情報化の研究と実際

●教員の資質と職務

●国語教育の理論と方法

●環境とエネルギーの教育展開

●児童生徒の理解と方法

●特別支援教育の基礎理論

●社会科・地理歴史科教育の理論と

●家庭科授業の研究と開発

●教育相談の理論と実際

●教職実践の省察と事例研究

●特別支援教育の心理学

●学校教育実践研究

方法

●身体運動の理論と実際

●授業のための英語文化理解

●理科授業設計

力を育成する。
■保護者・地域・関係機関等と連携し、学校内外の資源を有効に活用しながら「社会に開かれた教育課程」を実現する資質・能力
を育成する。
■学校安全の確保へ向けた安全管理・危機管理を組織的に展開する資質・能力を育成する。
■教職員を適正に評価し、その能力や課題に応じて指導することを通して、一人ひとりの力量形成を図る資質・能力を育成する。
■特別支援教育の理念を理解するとともに、すべての児童生徒の発達を支援する学校教育を組織的に展開する資質・能力を育成する。

実践研究報告書（最終報告書）
のテーマ例
●振り返りで追究する小学校国語科授業
●思考力を育む高校日本史授業の開発と実践

●国語科における読むことと書くことの関連を通した
「思考力、
判断力、表現力等」
の育成

●地理的思考力育成をめざす中等地理教育の実践研究

●古典における生徒の興味関心を引き出す授業に関する考察

●中学校外国語科における生徒の語彙力を高めるための指導

●ICT を活用した高等学校理科の化学における実践研究

●高等学校英語科における話す領域の効果的な言語活動について

●中学校技術・家庭（家庭分野）における学習内容の的確な

●高等学校外国語（英語）
で身につけるべき資質・能力を育成する
ための授業づくりを目指して
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理解を促す手立て

ディプロマ・ポリシー
管理職養成コースは、所定のカリキュラムによる教育プログラムに定められた単位を取得し、次の資質・能力を備えた
者であると認められ、実践研究報告書（最終レポート）の審査および最終試験に合格した者に対し、教職修士（専門職）
を授与します。
■高い実践力を持ったスクールリーダーとしての資質

■学校教育の現代的課題を解決する実践力

■よりよい学校組織を構築するマネジメント能力

■一人ひとりの児童生徒の実態に応じて的確に対応できる教員を育成する能力

Graduate School of Education, Nagasaki University
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講義

実習

管理職に必要な資質・能力を高めることができるプログラム

学校組織マネジメント演習（通年）

附属・公立 校の管理職から直接学ぶことができるプログラム※３

学校教育実践実習５（附属学校・園及び公立学校での実習）

※２
リーダーの役割と資質（前期）

組織開発についての文献の理解をベース

リーダーの役割と資質の理解に向けて、国内

に、学校現場の問題や管理職としての対応

外の教育をめぐる動向を多角的に学び、それを

策等を、ディスカッションをとおして明らか

これまでの経験に照らして考察することで、自ら

にしていきます。実態（問題）把握のため

の教育理念を問い直し、鍛えていくための授業

のデータ収集と分析法も学びます。

です。「学び続ける」管理職としての在り方につ

●期間

・日常的に教員育成を図る校内組織の構築に関する研究

各校の実態に応じ、以下のような内容の実習を行います。

各３日

・管理職による登下校指導、授業参観、会議・研修への参加

公立学校（校種毎）

・学校経営案や講話の作成、授業参観後の指導助言の方法の

・管理職の参与観察及び講話

各３日
（計90時間以上）

いても学ぶことができる貴重な機会となります。

・
「活力ある学校」づくりへ向けての組織マネジメントに関する研究

●内容

教育学部附属学校・園

検討

詳細はhttps://www.gedu.nagasaki-u.ac.jp/wp-content/
uploads/2021/04/houkoku-2020.pdf

前期

学校教育実践実習４※（県教育センターでの実習）
●参画講座
・新任校長研、新任教頭研、ミドルリーダー研、中堅研等から３・４講座（計90時間以上）
●研修内容
・各講座の企画段階から参画し、県の施策や指標を踏まえた学校経営、職員研修の重要
性を理解できます。併せて、県の施策、学校教育目標を具現化するための視点、手立
てを学ぶことができます。

長崎県教育センターでの 実習

・学校経営方針の共有を図る管理職の具体的方策に関する研究
・持続可能な組織力を培う学校組織マネジメントの在り方に関する研究
・初任・若手教師の育成を中核にした育ち合う組織作りに関する研究

10月

11月

12月

1月

2月

3月

実践研究報告書の作成に向け、ゼミ 形式で個人研究を深めるプログラム
“学校教育実践研究” は、大学院に おけるゼミにあたります。ここでは、
組織開発や人材育成など、学校経営 において自分が詳しく研究したい課題
について、１年をかけて追究していき ます。これまでにどのような研究が行
われてきたのかを研究論文や書籍を通 して学んだり、附属学校等での実習の
中で管理職にインタビューをしたり、
目的に応じた方法で調査研究を進め
ていきます。
研究を進めるにあたっては、大学教
員も院生も複数で協働的に進めていく

テーターとしての心構えやスキルだけでなく、職位や世代別の視点や認識の違いを俯瞰

ので、安心して充実した研究に取り組

的に考えることができます。

むことができます。

教育実践研究成果報告会
年間を通して、各自が取り組んだ研究を発表し
ます。（発表・質疑20分）
参加者

教育委員会及び教育センター職員、
実習先教員、大学教員、院生、
一般参加者他

講義外での学び
●院生室における学び
管理職養成コースの院生が、
「子ども理解・特
別支援教育実践コース」
、
「学級経営・授業実践
開発コース」
、
「教科授業実践コース」の３コース
の部屋に分かれて入り、講義内容について議論を
深め、また、
実習での授業
づくりのアド
バイスを行い
ました。

個人研究

・各講座において、指導助言や協議のファシリテーター役を担う経験を通して、ファシリ
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月

附属学校・園、公立学 校での実習

※２：「リーダーの役割と資質」「学校経営総論」「学校危機管理の理論と実践」は、
長崎県教育センター管理職研修選択講座として、長崎県内公立学校管理職
等へ公開しています。

実習

・地域や家庭との連携・協働によるカリキュラム・マネジメントに関する考察

学位授与式
一年間の振り返り

9

教育実践研究成果発表会
実践研究報告書の口述試験

8月

※１：令和元年度「学校経営総論」及び「学校教育実践実習４」は、
教職員支援機構の助成を受け実施しました。
詳細は https://www.gedu.nagasaki-u.ac.jp/wp-content/
uploads/2020/03/k-2019.pdf

長崎県教育センターにおける職員研修について
実践的に学ぶプログラム

・創造的な学校をつくる授業研究の在り方

１年間の学びの集大成を
仲間と共有するプログラム

実践研究報告書提出

講義タイトル
・「長崎県の教育行政施策」(県教育庁義務教育課 課長)
・「PTAと学校経営」(前日本PTA全国協議会会長)
・「最新の学校危機管理事案」(県教育庁 児童生徒支援課係長)
・「リーガルマインドからみた学校教育」(長崎県弁護士会 弁護士)
など

7月

教育実践研究フォーラム ︵実践研究の中間報告︶

を向上させてくれます。

・学校の教育力を高める人材育成に関する考察

後期
集中講義

の言葉に起こしていく作業は、管理職として学校現場
で何ができるかを、具体的に考えることができ、資質

6月

学校教育実践実習５
公開講座

えることができます。また、学んだことを咀嚼し、自分

年間スケジュール

とができ、「育成指標」の観点から学校経営について考

学校教育実践実習４

長崎県の様々な分野をリードする方々のお話を聞くこ

中間発表会
オリエンテーション
入学式

学校経営総論（前期）
※２
／学校危機管理の理論と実践（後期）
※１

5月

・地域と共にある学校を実現する管理職の働きかけ

・
「チーム学校」づくりのための組織マネジメントに関する研究

※３：令和２年度「学校教育実践実習５」は、教職員支援機構の助成を受け実施しました。

4月

実践研究報告書（最終報告書）
のテーマ例

管理職養成コースへの期待
管理職養成コースの受講生のレポートに記された言葉です。
「自分の覚悟を問い直している」、「人材育成は小手先のテク
ニックではない」、「管理職であるために学び続けたい」、「自
身の言葉を研ぎ澄ましていきたい」、「私の描く学校像からす
べては始まる」。それぞれに価値ある学びを重ねておられるこ
とが伝わります。県教育委員会では、管理職として、本県の
教育を担おうとする志をもった方々の学びを支援するために、
本コースへ教職員を派遣しています。また、教育長をはじめ、
関係課の課長、人事管理監も講師として参加しています。さら
に、ここで学んだ経験は、その後の人事管理の実績として活用
しています。ぜひ、多くの方々の志願をお待ちしています。

加藤 盛彦氏

（県教育庁義務教育課長）

Graduate School of Education, Nagasaki University
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在学生・修了生からのメッセージ
新たな自分との出会い
岩永

晋 先生

片山 桂維 先生
学級経営・授業実践開発コース

2年プログラム

2年プログラム

現職教員在学生（令和２年度入学）

令和２年度修了生（現 小学校教諭）

私は「幅の広い人間になりたい。」という強い思いから、教職
大学院への進学を決めました。教職大学院では教育実習や講義
のほかにも、自身の研究や新たなコミュニティへの参画、院生室
での教育に関する何気ない話をたくさんしました。私は大学院で
の２年間で、大きく成長できたと自負しています。現在、故郷愛
媛県に戻り、長崎での学びをいかにして還元できるか、日々試行
錯誤しながら子どもと向き合っています。初めての赴任校は全学
年複式学級であり、私自身、体育主任や情報主任などの校務も
任されています。わからないことだらけの日々においても、子ど
もを中心に授業や学校生活を考えられているのは、教職大学院
での自己省察が習慣化されているからだと自信を持って言えます。
大学院の２年間は、どんどんチャレンジして、失敗や挫折を繰り
返しましょう。偉大な仲間や素敵な先生と共に、何度も何度も考
えた先にあなたの輝く未来がきっと待っています。

自信を得られた実践研究

「私の問い」
を見付ける

山口 真優 先生

長郷 志保 先生

教科授業実践コース

管理職養成コース

2年プログラム

1年プログラム

令和２年度修了生（現 高等学校教諭）

現職教員在学生（令和３年度入学）

教科授業実践コース令和3年卒業生の山口真優です。今は長
崎県立高校で教諭をしています。私は学部生のころ教師としての
自分にあまり自信がなく、もっと生徒の前に自信を持って立てる
ようになりたいという想いから進学を決意しました。私が大学院
で特に力がついたと感じることは実践研究です。私は高校を希望
していたため県立高校の母校にて実践研究を行いました。実践
研究は学部時代の教育実習と比べてかなり大変でした。既に教
員免許を取得した教員として見られるため学部生以上のレベルを
求められますし、最終的には研究成果として発表しなければなら
ないため先を見据えて実践を行う必要があります。うまくいかず
心が折れそうになることもありましたが、あの時厳しくしていただ
いたおかげで今の自分があるのだと思います。大学院の良さは周
りの学びに対する意欲が高く、自然と自分の意識も高まっていく
ことです。教育への意識を高めたい方はぜひ教職大学院へ。

教職大学院とは、
「私の問い」を見付けることができる場所です。
空理空論ではなく、これから求められる学校のありようを具体的
に学ぶことができます。たとえば、これまでの当然を、学校や地域、
担任や管理職などのように視点を変えて、ディスカッションしな

詳しくは、教育学研究科のホームページの
「入試情報」を
ご覧ください。
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Q

現在、教員免許を持っていませんが、教職大学院へ進学できますか。

A

本教職大学院では、教員免許を取得していない人が取得を目指す、３年履修プログラムを設けています。3年間で一種
免許状と専修免許状が取得できます。ただし、子ども理解・特別支援教育実践コースへ進学し、特別支援学校教諭
免許状の取得を目指す人は、基礎となる小学校あるいは中学校教諭の一種免許状を取得済みであることが必要です。

Q

現在、小学校の教員免許を持っていますが、英語教育に興味があり、中学校・高等学校の
英語の教員免許を取得したいと考えています。どのコースに進学したらよいでしょうか。

A

中学校・高等学校の英語の教員免許を取得したい場合は、教科授業実践コースへ進学してください。他のコース
より英語教育に関連した授業科目が揃っています。また、実習も中学校あるいは高等学校で行うことができ、充実
した指導が受けられます。

Q

この大学院教育学研究科を修了し、教員になろうとするとき何か優遇措置がありますか。

A

はい。自治体によっては、教職大学院の修了者に教員採用試験の一次試験の免除などの措置をとっているところが
あります。詳しくは、採用試験を受けようとする自治体にお問合せください。

Q

教員採用試験に合格し、大学院教育学研究科の入試にも合格しました。
この場合、大学院入学は断念し、教員になった方がよいのでしょうか。

A

多くの自治体では、本研究科のような教職大学院に合格した場合、修了まで採用を待つ措置をとっています。
九州内の自治体では、長崎県をはじめほとんどの自治体が、教員採用候補者名簿の搭載期間を延長しています。
詳しくは、採用を希望する自治体にお問い合わせください。

Q

教職大学院への進学を考えていますが、学費や生活費の面で不安があります。
授業料免除や奨学金制度は、どのようになっているでしょうか。

A

日本学生支援機構の奨学金制度には、修了後、成績優秀者は奨学金の一部返還免除になる制度があります。
また、長崎大学では授業料免除制度を設けています。詳しくは、教育学研究科の大学院担当にお尋ねください。

Q

現職の教員です。現職教員の院生数は何人ですか。給与はどうなりますか。

A

年度によって変わりますが、令和３年度は１年生11名（小学校籍６名、中学校籍５名）、２年生５名（中学校籍３名、
高校籍２名）です。募集は６月から始まる予定です。なお、給与は研修扱いであれば、学校に所属している場合と
同じように支給されます。

Q

修了後の就職状況は、どうでしょうか？

A

右のグラフは、令和２年度修了生（現職教員を除く）
の就職状況で、臨時採用教員も含めると教員就職率
は100%でした。14人のうち12人が正規教員として
教職に就いています。14人の校種別は、小学校６人、
高等学校７人、特別支援学校１人です。
ここ５年間では、約９割の人が教職に就いています。

がら学んでいきます。学校で実践を重ねることはとてもすばらし
いことです。ですが、少し離れるだけなのに、見え方が変わって
きます。それを可能にするのが、教育施策、特別支援教育、男女
共同参画…これらについて、さまざまな分野で活躍される方々
から直接お話を伺えることや、尊敬する実務家の先生方・研究
者の先生方との対話です。そして、その中で「問い」が生まれて
きます。それは「意志」でもあります。ここは、きっとこれから
の私を支えてくれる「私の問い」と「人とのつながり」とを手に
することができるかけがえのない場所だと感じています。

◆ 入試情報（日程）
大学院入試は9月下旬になります。

専門職学位課程

教職大学院 Q＆A

教職大学院での自己省察

子ども理解・特別支援教育実践コース

大学院に入学したきっかけは、多くの生徒に出会う中で自分の
力量の無さを痛感する機会が増えてきたことにあります。いつし
か、学ぶ姿勢が薄れ、経験に頼る指導になってきたと感じること
が増えました。大学院での、新しい学び方の体験、純粋で感性
豊かな若い世代と一緒に取り組む講義課題、根拠ある内容を指
導してくださる教授陣の熱い思いなどを通して、新たな自分との
対峙を体験しています。また、教職大学院でのメリットの一つに
異校種を知る機会にもなるという事があげられます。特別支援教
育やキャリア教育の充実が求められる教育現場では、それぞれ
の校種での様子、指導のあり方などの現状を知る絶好の機会に
なっています。「研究」は「研究のための研究」でなく、「実践の
ための研究」である事を知ると同時に、「学び方」までも教えて
くれるものであると実感しています。大学院生活は、仲間との出
会いだけでなく、新たな自分との出会いに繋がるはずです。

教育学研究科

教育学研究科（教職大学院）入試情報アドレス
http://www.gedu.nagasaki-u.ac.jp/examination/

2人
6人
6人

令和２年度大学院修了生
（現職教員除く）進路状況
教員
（正規）既合格
教員
（正規）
教員
（臨時採用）
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東門

教育学
研究科

音楽棟
おもやい
広場
美術技術
教室

本館

教育実践総合研究棟
・平和・多文化センター
・教育臨床センター

正門

至長崎バイパス

医学部

長大東門前バス停

大学病院
歯学部
←長

教育学研究科

長崎大学
文教キャンパス

崎バ

長崎大学電停

大学病院電停
平和公園電停

ス

長崎大学 文教キャンパス
長崎西洋館
●

至長崎駅

JR浦上駅

ながさき
出島道路

イパ

浦上駅前電停

長崎大学前バス停
至佐世保

文教キャンパス

坂本キャンパス

附属学校

（幼・小・中）

キャンパスマップ

至佐世保

JR浦上駅

崎駅

JR長

●県庁

長崎港

附属特別支援学校

JR長崎駅から
・路面電車 「長崎駅前」→（赤迫行き）→「長崎大学」下車
・長崎バス 「長崎駅前」→（１番系統）→「長崎大学前」下車

交
通
アクセス

JR浦上駅から
・路面電車 「浦上駅前」→（赤迫行き）→「長崎大学」下車
・長崎バス 「浦上駅前」→（１番系統）→「長崎大学前」下車
長崎空港から
・県営バス「長崎空港４番のりば」→（昭和町・住吉経由長崎駅前行き）→「長大東門前」または「長崎大学前」下車

長崎大学大学院教育学研究科
〒852-8521 長崎市文教町1-14
研究科サイト

TEL.095-819-2266

http://www.gedu.nagasaki-u.ac.jp/
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