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【入学試験について】

設置計画が認められた場合の修士課程に進
学したいのですが、どの入試を受験すれば
よいですか。

各選抜の『令和４年４月から「新たな大学院教育学研究科」の設置（大学
院改組）が認められた場合の入学先等について』を参照し、選択できる入
学先欄において「修士課程」に「○」がついている入試区分で受験してく
ださい。

どのような勉強をすればよいですか。

入試区分が専門職学位課程の場合は、これまでの専門職学位課程の試験と
同様です。また、入試区分が修士課程の場合は、これまでの修士課程の試
験と同様です。ついては、これまでの試験内容に応じて勉強をしてくださ
い。
ただし、一部の受験科目が免除される場合がありますので、各選抜の『令
和４年４月から「新たな大学院教育学研究科」の設置（大学院改組）が認
められた場合の入学先等について』をよく読んでください。
なお、過去問（３年分）も入試課の窓口で見ることができます。

設置計画が認められなかった場合、どうな
りますか。

受験した（合格した）課程に入学することになります。

令和４年度大学院教育学研究科入学者選抜における受験生向けＱ＆Ａについて

　令和４年度大学院入学者選抜（令和３年度実施）については、令和３年度大学院入学者選抜と同様の方法で
行う予定です。
　ただし、奈良教育大学では、令和４年４月に「新たな大学院教育学研究科」の設置を計画（設置計画申請
中）しており、当該計画が認められた場合には、皆さんの入学先は、新たな大学院教育学研究科となりますの
で、入学者選抜や設置が認められた場合の入学先について、次のとおり、Ｑ＆Ａを作成しました。
　なお、出願にあたっては、各選抜の『学生募集要項』及び『令和4年4月から「新たな大学院教育学研究科」
の設置（大学院改組）が認められた場合の入学先等について』をよく読んでください。
○大学院教育学研究科入試ＨＰ
　https://www.nara-edu.ac.jp/admissions/postgraduate_admissionsl/
○令和４年４月 大学院改組 特設ページ
　https://www.nara-edu.ac.jp/guide/R4daigakuinkaiso.html

Ｑ Ａ

設置計画が認められた場合の教職大学院に
進学したいのですが、どの入試を受験すれ
ばよいですか。

各選抜の『令和４年４月から「新たな大学院教育学研究科」の設置（大学
院改組）が認められた場合の入学先等について』を参照し、選択できる入
学先欄において「専門職学位課程（教職大学院）」に「○」がついている
入試区分で受験してください。
自分が得意とする出題分野が課されている課程で受ければよいです。
※7月の教職大学院入試に合格した場合は、奈良県教員採用候補者試験に
おいて加点が受けられます（必ず進学しなければなりません）。
※奈良県教員採用候補者試験に合格し、11月の教職大学院を受験する場合
は、個人面接及び小論文のみで受験できます。
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中学校技術の教員を目指しており、新教職
大学院で技術教育を学びたいと思っていま
す。しかし現行の教職大学院には「技術科
教育」がありません。どの区分で受験すれ
ばよいですか。

専門職学位課程の入試を受験してください。

本年度実施の両課程入試は、従前と出題の
傾向は変わりますか。

出題内容については答えられません。募集要項を見ていただければわかる
通り、従前と同様の試験を実施し、従前と同様のアドミッションポリシー
(AP)に即して評価します。
過去問（３年分）も入試課の窓口で見ることができます。
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【奈良県公立学校教員採用候補者選考試験合格者に対する特例措置について】

1 入試

2 入試

新教職大学院で幼年教育について学びたい
が、実技試験では「模擬授業」の代わりに
「プレゼンテーション」を選択できます
か？

プレゼンテーションは教員免許未取得者に限りますので、教員免許　(取
得見込みを含む）をお持ちの方は、「模擬授業」をしていただきます。
ただし、社会人特別選抜にて受験する場合は、教員免許の有無にかかわら
ず実技試験において「プレゼンテーション」又は「模擬授業」のいずれか
を出願時に選択することができます。

修士課程、専門職学位課程の入試のいずれ
の場合も、出願時の希望調書において、第
１希望の履修コース等を申出ることになっ
ていますが、入学後に履修コース等を変え
ることはできますか。

出願時から希望が変わることはあると思います。そのため、出願時の希望
は尊重しつつ、履修コース等は、入学後に改めて選択していただく予定で
す。なお、課程をまたぐ変更は原則不可です。つまり、修士課程に入学後
に専門職学位課程に変更したり、専門職学位課程に入学後に修士課程に変
更することは原則できないと考えておいてください。

修士課程及び専門職学位課程の入試とも旧
入試で実施されますが、合格者数は、新組
織の定員に左右されますか。

合格者数は、修士課程及び専門職学位課程各々の旧アドミッションポリ
シー（AP)に基づくそれぞれの旧入試選抜により決定します。
今回の大学院改組により新旧の課程毎の定員数は変更されますが、大学院
で見れば入学定員の変更はありません。そのため、総定員のなかで希望調
書などを参考に学生の希望を尊重する形で各課程における学修の場を提供
していければと考えています。

奈良教育大学の大学院に是非とも入学した
い。修士課程と専門職学位課程の入試を併
願しても良いですか。（9月募集で両方受け
るなど）

修士課程と専門職学位課程の併願は可能です。本学は目的意識を持った学
修意欲のある志願者を歓迎します。本学のアドミッションポリシー（AP)
や『令和４年４月から「新たな大学院教育学研究科」の設置（大学院改
組）が認められた場合の入学先等について』などを熟読のうえ、併願も視
野に出願をご検討ください。

新教職大学院に入学したいのですが、7月募
集で不合格になった場合、9月募集や2月募
集で修士課程の入試を受けることはできま
すか。

可能です。

奈良県教員採用候補者試験を受験予定で
す。合格した場合に、教職大学院に進学し
たいと考えています。どの入試を受験すれ
ばよいですか。

教採試験1次試験に合格し、かつ、７月の専門職学位課程入試を受験し合
格すれば、教採試験2次試験における加点が受けられます。
また、教採試験に合格し、11月の専門職学位課程入試を受験した場合は、
個人面接及び小論文のみで受験できます。
ただし、どの試験区分で受験したとしても、教採試験に合格し、奈良県教
育委員会において採用留保の手続きを行わなければなりません。

Ｑ Ａ

入学試験における、奈良県教員採用候補者
試験合格者特例措置とは何ですか。

□本学教職大学院の7月募集を受験し合格し、かつ、奈良県教員採用試験
（以下「教採試験」）一次試験に合格すれば、教採試験二次試験において
加点が受けられます。
□教採試験に合格した後、この特例措置を受けるべく、本学教職大学院の
11月募集を受験する場合は、個人面接及び小論文のみで受験できます。
□必ず教採試験合格後に、奈良県教員委員会において採用留保の手続きを
行う必要があります（12月頃まで※２）。
※１　期日については「令和４年度 奈良県・大和高田市・県立大附属高
公立学校教員採用候補者選考試験受験案内」を確認してください。
※２　小学校、特別支援学校のみに適用されます。中学校や高等学校は適
用されません。
※３　1年目の授業料は2年目に採用されてから納入でき、2年目の授業料
は免除される特典があります。
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3 入試
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7 全般

【カリキュラムについて】

教職大学院の9月募集に合格し、その後、奈
良県教員採用候補者試験に合格した場合
は、特例措置（教育方法の特例）や授業料
の免除は受けられるのでしょうか。あるい
は、11月募集の入試を再度受けなければな
らないのでしょうか。

特例措置（教育方法の特例）や授業料の免除を受けられます。11月募集の
入試を再受験する必要はありません。これは現行通りで、募集要項にも記
載しています。
なお、特例措置（教育方法の特例）を受けるには、奈良県教育委員会にお
いて、採用留保の手続きを行う必要があります。

奈良県教員採用候補者試験合格者に対する
特例措置は、中学校や高等学校受験者、あ
るいは合格者にも適用されるのでしょう
か。

適用されません。適用があるのは、小学校、特別支援学校の合格者のみで
す。

奈良県教員採用候補者試験に合格して特例
措置の適用を受けた場合の学びはどうなり
ますか。

奈良県教員採用候補者試験合格者特例措置は、教採試験合格者が、希望を
すれば、1年目は奈良教育大学の教職大学院で学び、2年目には正式に教員
として採用される新たな制度です。（2年目も院生としての学びがありま
す。）
大学院の2年目の授業料は免除されます。また、1年目の授業料を2年目に
支払うこともできます。

□1年目は、奈良県内の教育を深く知り、初任者としての自信をつけるこ
とができます。
□2年間を通じ、初任者として必要な力量を身につけることができます。
□奈良県の喫緊の課題に対応できる力量形成のため、特別なプログラムを
履修できます。それにより、採用後の初任者研修が一部免除されます。

新しい修士課程で学べることは何ですか。
新たな修士課程は、書道を含む伝統文化の継承と発展、国際理解教育に基
づく多文化共生社会の創造、日本人学生と留学生の共修を特徴としていま
す。具体的にはリーフレットを参照してください。

設置計画が認められた場合、新たな専門職
学位課程を担当する教員は誰ですか。ま
た、どのような研究ができますか。

『専門職学位課程担当教員研究分野一覧表（令和４年４月から「新たな大
学院教育学研究科」の設置（大学院改組）が認められた場合）』を参照し
てください。
また、受験前には、指導を希望する教員に必ず連絡してください。

奈良県教員採用候補者試験に合格し、特例
措置で新教職大学院に入学した場合、2年目
の実習はどうなりますか。

通常の勤務日に、勤務と区分けして行うこととなります。柔軟に対応する
ので、安心して受験してください。

奈良県教員採用候補者試験に合格し、特例
措置で新教職大学院に入学した場合、2年目
の大学院履修が不安です。勤務に支障が出
たり多忙化が進んだりしないでしょうか。

基本的に、2年目は職務日に通学することはありません。実習指導や課題
研究指導は、テレビ会議システム等を用いて行うことができます。なお、
夏季休業中や放課後にも指導を受けることができるなど、負担がかからな
いように柔軟に対応します。もちろん、勤務のない日に大学に来てもかま
いません。

特別支援教育や幼年教育を学びたいと考え
ています。現行の修士課程の教育発達専修
は、「夜間主」となっていますが、設置計
画が認められた場合も、教職大学院におけ
る学びは「夜間」のみとなりますか。

入学試験区分として、修士課程の人間発達専攻を選択し、共通専門科目で
「発達教育臨床に関する小論文」、専門科目で「発達教育臨床に関する基
礎的事項」を選択した場合であっても、設置計画が認められた場合の入学
先として「専門職学位課程」を選択された場合、昼間の授業及び指導を受
けることになります。
ただし、現職教員の方で、所定の手続きを行った場合は、夜間の授業及び
指導を受けることができます。

Ｑ Ａ

新しい専門職学位課程（教職大学院）で学
べることは何ですか。

新たな教職大学院では、『持続可能な社会づくりの担い手』を育成できる
高度な専門性と実践力を兼ね備えた教員を養成します。
これまでの学びに加え、教科教育領域や幼年教育領域を新たに取り入れ、
また、ＩＣＴの活用能力やＥＳＤの推進等最新の課題に対応できるカリ
キュラムになります。具体的には、リーフレットを参照してください。
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【教員免許について】

【現職教員について】

新教職大学院で幼年教育について学びたい
が、幼稚園教諭の免許は持っていません
（保育士の免許はもっています）。入学で
きますか。

入学していただくことは可能ですが、教員免許を一切持っていない場合
は、小学校教員免許取得プログラム（4年コース）の受講が必要です。

現職教員です。14条特例を使って新修士課
程に派遣されたいと考えていますが、可能
でしょうか。

派遣元の教育委員会に相談してください。

Ｑ Ａ

Ｑ Ａ

教員免許状を有していない場合、教職大学
院へ進学できますか。

教員免許状を有していない場合は、「小学校教員免許取得プログラム」の
受講が必要となります。
修学期間は、小学校教諭一種免許状の取得に必要な単位数に応じて、３年
或いは４年となります（目安としては、幼中高の教諭の普通免許状を取得
済みの場合は３年、それ以外は４年となります。）。ただし、修学期間に
応じた授業料が必要です。
教員免許状の有無により、合否判定に影響が出ることはありません。それ
は今までと同様です。

中学校（あるいは高校）の免許状を持って
いるが、小学校免許状は持っておらず（取
得見込みもなく）、中学校（あるいは高
校）教員を目指しています。また、小学校
免許を取得しようとは思っていません。そ
の上で新教職大学院に入学しようと思って
います。その場合、新教職大学院の小学校
教員免許取得プログラム（3年コース）で小
学校免許を取得しなければならないので
しょうか。

その必要はありません。新教職大学院の教育実習も中学校（あるいは高等
学校）で行うことになります。

教員免許を一切持っていません。その上
で、新教職大学院に入学し、中学校の教員
になろうと思っています。中学校の教員免
許を取得することはできますか。

教員免許状を一切持っていない場合、新教職大学院に入学しても、中学校
の教員免許状は取得できません。
なお、教員免許を一切持っていない場合は、小学校教員免許取得プログラ
ム（4年コース）の受講が必要です。最初の2年間に学部授業を受けて小学
校免許を取得することになります。

設置計画が認められた場合、新たな修士課
程を担当する教員は誰ですか。また、どの
ような研究ができますか。

『修士課程担当教員研究分野一覧表（令和４年４月から「新たな大学院教
育学研究科」の設置（大学院改組）が認められた場合）』を参照してくだ
さい。
また、受験前には、指導を希望する教員に必ず連絡してください。

大学院で書道を学びたいです。新修士課程
でも、新教職大学院でも書道を学べるよう
ですが、違いは何ですか。

新教職大学院では、大学院を修了した者に与えられる教員専修免許状が取
得できます（一種免許をすでに持っている場合）。一方、新修士課程は、
一種免許をすでに持っていたとしても専修免許を得ることはできません。
そこが一番大きな違いです。なお、相互に書道に関する科目は制限内で履
修することはできます。詳細は、書道教員に問い合わせてください。

出願時に希望調書の提出があるが、配属さ
れるコースは希望通りになりますか。

希望は尊重したいと思いますが、コース等の配属については、希望調書に
おける希望も参酌しつつ、入学後に改めて決定します。
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【就職について】

【留学生について】

教員を目指しているが、新修士課程の内容
に魅力を感じるので新修士課程に進学した
いと考えています。教員就職のための支援
を受けることはできますか。また、授業力
などを新修士課程でも身に付くのでしょう
か。

基本的に、新修士課程の教育課程は、学校教員の養成を行うものではあり
ません。また、専修免許状も得られません。それを理解した上で、新修士
課程に進学し教員を目指すことを拒むものではありません。就職支援も大
学で行う各種プログラムを受けることができます。伝統文化教育や国際理
解教育を専門的に学んで、教員として活躍していただきたいです。

留学生です。修士課程の留学生特別選抜試
験を受験しようと思います。設置計画が認
められた場合、合格すれば、教職大学院に
進学できますか。教科の研究をしたいので
すが。

残念ながら、教職大学院には進学することはできません。

留学生です。設置計画が認められた場合、
修士課程に進学できる受験科目は何です
か。

各選抜の『令和４年４月から「新たな大学院教育学研究科」の設置（大学
院改組）が認められた場合の入学先等について』を参照し、選択できる入
学先欄において「修士課程」に「○」がついている入試区分で受験してく
ださい。
受験科目についても、『令和４年４月から「新たな大学院教育学研究科」
の設置（大学院改組）が認められた場合の入学先等について』に記載のと
おりです。

Ｑ Ａ

現職教員です。新教職大学院の夜間で学び
たいと考えています。その場合、実習はど
うなるのでしょうか。夜間は学校はやって
いないと思うのですが。

昼間に、担当教員が定期的に勤務校に出向く等により指導を行います。

Ｑ Ａ
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