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Faculty of Education

教育学部は、教員養成に特化した教育学部に変わりました。

1．現代のニーズに対応、 2．進路のサポートが充実、 3．新しい入試
この３つの魅力で、「魅力的な教員」を養成します。

■ 小学校主免専攻

■ 子ども理解専攻

■ 特別支援教育専攻

■ 中学校主免専攻

主に小学校教育を基盤として、中学校も視野に入れた教育実践力を
育成。

主に中学校教育を基盤として、各教科の専門的知識・技能に基づく教
科指導力と教育実践力を育成。

子どもの生活を支えるカウンセリングマインドと技能、心の問題を予
防し対処する能力を育成。
幼稚園、認定こども園と小学校との連携、家庭との協働を実現するコ
ミュニケーション能力を育成。

障がいのある子どもの実態や教育的ニーズを的確に把握して、指導・
支援できる力を養い、地域の特別支援教育を支える高い専門性を有す
る人材を育成。

学校教育課程 小中一貫教育コース

学校教育課程 発達支援教育コース

学校教育課程 教職実践基礎コース

教育学部長

藤 井 良 宜

　教育学部は、平成28年に教育文化学部から名称を変更し

て、教員養成を中心とした学部にもどりました。現在は、小学校

教育を中心に据えながら、それだけではなく学生の志望に応じ

て中学校教育や特別支援教育などにも対応できる人材の育成

を行っています。本学部の特徴は、さまざまな分野の大学教員

が連携しながら教育を行ってきている点にあります。それぞれ

の教科の専門的な内容を研究している教員も多くおりますし、

教育学、心理学、教科教育法など教員として必要とされる分野

の研究を行っている教員もたくさんおります。教員養成に必要

な学習を進めることはもちろんですが、これらのさまざまな分

野の先生方に触れ合うことは、将来の教員生活に大いに役に

立つことと思います。将来学校の先生になろうと思っている皆

さん、是非教育学部の門をたたいてみてください。心よりお待ち

しております。

教育学部

■教育学部 各コース
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目指そう！
未来のスクールリーダー

　教育学部では、新しい時代を切り拓き、子どもたちの成長を支え続けることのできる小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校
などの先生を養成します。したがって、各コースの教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えるとともに、子どもや地域社会、
教科の指導、人間への理解に関心の高い人を受け入れるために、多様な入学者選抜を行います。

小・中の9年間を視野に入れた教育実践力をもち、児童期・青年期の
発達をふまえた教材・教具、教育方法の工夫ができる高い授業力を備
えた教員を養成。

現代の教育課題に対応するための教育の諸理論と実践力
を兼ね備え、地域に根ざす学校づくりの中心となる教員を
養成。

幼児期から児童・青年期までの発達上の特徴や障がいのある子ども
の特性をふまえた深い子ども理解ができ、一人ひとりの子どもの教育
的ニーズにあわせた支援・指導ができる教員を養成。
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■施設紹介

附属中学校附属教育協働開発センター 特別支援学級附属幼稚園 附属小学校

■入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
　教育学部では、教育に対する強い使命感と教員としての基礎的資質・能力を確実に備え、発達段階を見通した広い視野から初等教育、中学校教育、特別支

援教育、幼稚園教育を実践できる人材を養成します。

　なお、学校教育課程のすべてのコースにおいて、大学入学までに身につけて欲しい教科・科目等の学力や能力は次のとおりです。

　まず、「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」の基礎的な内容を習得していることが望まれます。さらに、教科全般にわたる基礎学力が求められます。

　そして、教職についての関心と意欲、知的好奇心や行動力、他者とのコミュニケーション能力を培っておくことが望まれます。

■卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
　教育学部では、教育に対する強い使命感と教員としての基礎的資質・能力を確実にそなえ、発達段階を見通した広い視野から初等教育、中学校教育、特別

支援教育を実践できる人材を養成します。したがって、本学部の各コース・専攻ではそれぞれ以下のような能力を、卒業要件として考えています。

●小学校・中学校・小中一貫校の教員としての使命感や倫理観を持って教育活動に 
　関与できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎と
　なる「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、小学校・中学校・小中一貫校の教員に必要な教育的愛情を持
　って児童・生徒に接することができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、児童・生徒の実態を把握することができる。
●児童・生徒の実態に即した生徒指導及び学級経営に取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●自他の教育実践を省察して、自己の課題を明確にし、理論と結びつけながら教育
　実践に取り組むことができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、学校現場で生じているさまざまな教育課題に
　ついて論じ、適切な対応を考えることができる。
●各教科等の内容に関する知識及び技能を修得し、それを教育実践に活用すること
　ができる。
●小学校・中学校・小中一貫校の教育課程や指導法に関する知識及び技能を児童生
　徒の実態に応じた授業計画、教材・教具の工夫に活用することができる。

小中一貫教育コース 発達支援教育コース

教職実践基礎コース

●学校教育制度の社会的役割を理解し、学校教員としての使命感や倫理観を持って
　教育活動に関与できるとともに、社会の一員として適切に行動できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎となる
　「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、学校教員に必要な教育的愛情を持って児童・生徒に接する
　ことができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、児童・生徒の実態を把握することができる。
●教育方法及び学習理論、学校・学級経営等に関する専門的知識・技能に基づき、生
　徒指導及び学級経営に取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●授業実践の基礎となる教育方法、学習方法、教育課程編成の原理や歴史的遺産を
　踏まえて自他の教育実践を省察し、理論と結びつけながら教育実践に取り組むこ
　とができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、学校教育の成り立ちや現代の学校が直面して
　いるさまざまな教育課題を明確に理解し、適切な対応を考えることができる。
●各教科等の内容に関する知識及び技能を修得し、それを教育実践に活用すること
　ができる。
●教育課程・学習開発、指導法に関する知識及び技能を、一人一人の幼児・児童・生徒
　の成長や個性に応じた授業計画、教材・教具の工夫に活用することができる。

＜子ども理解専攻＞
●小学校、幼稚園・認定子ども園の教員としての使命感や倫理観を持って教育活動
　に関与できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎となる
　「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、小学校、幼稚園・認定子ども園の教員に必要な教育的愛情を
　持って幼児・児童に接することができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、心理・行動的問題を示す幼児・児童とのコミュ
　ニケーションを図り、幼児・児童の実態を理解することができる。
●幼児・児童のメンタルヘルスの状態に配慮して、問題の予防・対処に必要な生徒指
　導、教育相談及び学級経営に取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●自他の教育実践を省察して、自己の課題を明確にし、理論と結びつけながら教育
　実践に取り組むことができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、学校現場で生じているさまざまな教育課題に
　ついて論じ、適切な対応を考えることができる。
●小学校の各教科等の内容及び幼稚園・認定こども園の保育内容に関する知識及び
　技能を修得し、それを教育実践に活用することができる。
●幼児児童の成長やメンタルヘルスの状態に配慮しながら、小学校・幼稚園・認定こ
　ども園の教育課程や指導法に関する知識及び技能を授業計画、教材・教具の工夫
　に活用することができる。
＜特別支援教育専攻＞
●特別支援教育に携わる教員としての使命感や倫理観を持って教育活動に関与できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎となる
　「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、特別支援教育に携わる教員に必要な教育的愛情を持って子
　どもに接することができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●知的障害、肢体不自由、病弱、重複障害、発達障害等の障害特性を理解し、特別な
　教育的支援を必要とする子どもの実態を把握することができる。
●特別な教育的支援を必要とする子どもの実態に即した生徒指導及び学級経営に
　取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●特別支援学校や小学校における自他の教育実践を省察することで、自己の学習課
　題を明確にし、理論と結びつけながら教育実践に取り組むことができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育及び特別支援教育の基礎的諸理論に基づき、知的障害、肢体不自由、病
　弱、重複障害、発達障害等の子どもが抱えているさまざまな教育課題について論じ、
　適切な対応を考えることができる。
●各教科等の内容に関する知識及び技能を修得し、それを教育実践に活用すること
　ができる。
●特別支援学校の教育課程や知的障害、肢体不自由、病弱、重複障害、発達障害等に
　対する指導法に関する知識及び技能を一人ひとりの子どもの発達や障害特性に応
　じた授業計画、教材・教具の工夫に活用することができる。



小中一貫教育コース〔小学校主免専攻〕
教育学部　学校教育課程

学校教育の入り口となる初等教育は、次世代を担う子どもたちを育む意味でたいへん重要です。本コースは小学校教員
としての基本的な資質を高め、同時に１0の専攻（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語）から
なる得意分野を合わせ持つ専門性の高い小学校教員を養成します。

Unified Elementary and Junior High School Education Course   Elementary School Major

学校教育課程  小中一貫教育コース
小学校主免専攻  4年

富　清香  Sayaka Tomi
宮崎県　宮崎西高校出身

藏富幹瑛  Kanei Kuratomi
宮崎県　日南高校出身

　本学科は小、中学校両方の免許が取得でき、実習もどちらも体験してから就職に臨めるのが魅力です。「小
学校の先生を目指していますが、専門の教科を持てることが教える上で自信につながります。調査で地誌学演
習や農業について学び地域の人と交流したことが、今後生かせそうです」と話す富さん。同じく社会科を専門
とする藏富さんは、本学科で良かった点を「少人数での模擬授業は、自分の考え方をチームの中で問われるた
め、鍛えられます。また、授業づくりは実習前と後にあり、実習前後での自分の授業姿勢を比較でき、子どもを
意識した授業とは？をじっくり考えられます」と語ります。小中一貫教育を進める学校が増える未来にも通じ
るような、新しい教育を進めています。

子ども目線の授業ができる、教師を育てるカリキュラムが魅力。
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■卒業後の主な進路
小学校、中学校、高等学校、特別支援
学校、幼稚園教諭、保育園、県職員、
市町村職員、JA職員、社会福祉協議会、
NPO法人、大学院進学　他

■取得可能な免許、資格
●小学校教諭一種普通免許状※1

●中学校教諭一種普通免許状※2

●中学校教諭二種普通免許状※1

●高等学校教諭一種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●幼稚園教諭一種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修得すれば「修了

証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関す

る科目の単位修得証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

※4

アドミッション・ポリシー

小中一貫教育コースでは、児童・生徒の長期にわたる発達過程を
見通す見識、児童・生徒への深い理解力、教員としての使命感、責
任感、教育的愛情を身に付けた教員の養成を目標としています。
そのために、小学校主免では小学校教諭一種、中学校教諭二種
（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語の
10の教科の中から1つ）の免許を取得します。したがって本コー
ス・専攻では、教育に対する関心と意欲があり、教職を目指す次
のような人を求めています。

●小学校・中学校・小中一貫校の教員等を目指す教職へ
　の意欲にあふれ、教職に必要なたしかな知識・技能に
　ついて研鑽を積み、教育課題を解決するために必要
　な思考力と児童・生徒への適確な指導に資する表現
　力と学校現場で生きる協調性をもち、それらをしっか
　りと身に付けるべく一層の努力を怠らない人

４つの実習でたくましく

　小中一貫教育コースには、小学校・中学校の教員
になるためだけでなく、小中一貫校の教員にもなれ

るように、授業科目が数多く用意されています。その1つが4種類
の実習です。
　教育学部には、附属施設として附属学校園（附属幼稚園・附属小
学校・附属中学校）があります。その中の、附属小学校と附属中学
校で実習Ⅰ～Ⅲが行われます。
　実習Ⅰでは実際の学校現場に参加し観察することが主になりま
す。実習Ⅱでは授業に関する基本的なことを学び、実際に子供た
ちの前に立って授業をします。そして、異学校種の実習として実習
Ⅲが始まります。小主免専修の学生は附属中学校に、中主免専攻

の学生は附属小学校に、それぞれ実習生として小中一貫教育の基
本を身につけます。
　4年生になると、それぞれ県内の小・中学校に行き、応用的な教
育実習である実習Ⅳを受けます。
　実際に教壇に立ち、子供たちとふれあい、先生方の姿を見るこ
とによって、教員になる意
志をよりいっそう強くする
学生も数多く出ています。
やりがいから生きがいを
発見できるように、学生た
ちの成長を4つの実習によ
る学びで支えています。

本物の実力を持った教師になるた
めに。

中村周作
Shusaku Nakamura

小中一貫教育コース 小学校主免専攻（社会）教授

入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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　小中一貫教育コース小主免専攻では、おもに小学校

の教員養成を視野に、中学校、さらに小中一貫校での教

育も担うことができる本物の実力を持った教師の育成

を行っています。教育に関わる幅広く深い知識や教養

に裏打ちされた子どもたちがわくわくする、興味関心

をそそる授業のやり方を学ぶことができます。何より

子どもたちの先人として範を示すことのできる人間教

育こそが、教育学部の使命であると考えます。本学を巣

立った先輩方の多くが、教壇に立って意欲にあふれた

授業を行い、充実した教員生活を送っています。先生を

夢見る若者たち、本学の扉を叩けば、きっと明るい未来

が君たちを待っているでしょう。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



児童期から青年期にかけての人の発達過程はたいへん多感で、人間性を形成する意味からも、その人の将来に影響
する大切な時期と言えます。本コースは幅広い視野に立ち、こうした発達過程を見通せる能力と10専攻（国語、社会、
数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語）から1教科を専攻して修得した高い専門性を合わせ持った教員を
養成します。

11

小中一貫教育コース〔中学校主免専攻〕
教育学部　学校教育課程

Unified Elementary and Junior High School Education Course   Junior High School Major

学校教育課程  小中一貫教育コース
中学校主免専攻  4年

木場碧海  Aomi Koba
宮崎県　日南高校出身

　本学科の魅力は、中学免許を基にしていますが小学校の免許も取得
でき実習にも行けることです。実習が多いのはきつい部分もあります
が、子どもとの触れ合いで先生になりたい気持ちを強められます。模擬
授業では、パワーポイントでの資料作成や、どんな人でも読みやすいよ
うなユニバーサルデザイン、視線の配り方などを学び、どうすれば発達
や理解が異なる子どもたちに話を聞いてもらえるかなど、実践的な指
導もあります。中学生から英語が好きで、将来英語教師になりたくて志
望しました。アメリカ留学などを通して海外への興味が深まった経験も
あり、英語が苦手な子にも楽しさを伝えて、広い視野を持てる指導をす
るのが夢。人と関わる仕事だからこそ、ボランティアなどを通じて、人と
出会う機会もつくっています。

英語が苦手でも好きになるよう指導して
視野を広げられる教師に。
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■卒業後の主な進路
中学校、高等学校、小学校、特別支援
学校、幼稚園教諭、青少年自然の家、
県職員、市町村職員、JA職員、大学院
進学　他

■取得可能な免許、資格
●中学校教諭一種普通免許状（専修教科）※1

●中学校教諭二種普通免許状（専修以外の教科）※2”

●小学校教諭二種普通免許状※1

●小学校教諭一種普通免許状※2

●高等学校教諭一種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

履修モデルにより卒業時に取得で

きる免許。

大学で開催の講習単位を修得す

れば「修了証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば

「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

※1

※2

※2”

※3

※4

中学校主免専攻では小学校教諭二種、中学校教諭一種
（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家
庭、英語の10の教科の中から1つ）の免許を取得します。
したがって本コース・専攻では、教育に対する関心と意欲
があり、教職を目指す次のような人を求めています。

●小学校・中学校・小中一貫校の教員等を目指す教職への意欲
　にあふれ、教職に必要なたしかな知識・技能について研鑽を
　積み、教育課題を解決するために必要な思考力と児童・生徒
　への適確な指導に資する表現力と学校現場で生きる協調性
　をもち、それらをしっかりと身に付けるべく一層の努力を怠
　らない人

卒業とともに２種類の免許状取得

小中一貫コースでは、小学校・中学校の教員になるた

めだけでなく、小中一貫校の教員にもなれるように、

授業科目が数多く用意されています。教育学部には、高校までに

習った国語や数学などの「教科専門」の授業科目の他にも、教育学

や教育心理学、そして各教科の指導法について学ぶ「教職専門」とい

う授業科目もあります。その中で、「小中一貫教育の理論と実践」や

初等・中等別に各教科の「教育研究」、さらには今後小学校教員に必

要な外国語活動の指導力を育成する特色ある科目が設けられてい

ます。

　小主免では、小学校教諭一種免許とあわせて専修とした１教科の

中学校教諭二種免許を取得します。中主免では、専修とした1教科

の中学校教諭一種免許とあわせて、小学校教諭二種免許を取得し

ます。

　こうしたカリキュラムによって、教科に関する強みを持った教員、

さらに9年間の見通しの中で児童・生徒の成長を支えられる教員が

養成されます。卒業要件単位内で2種類の免許が取得できるので、

今後、需要が期待される小中一貫校の教員としても対応でき、進路

の幅が広がります。

大野　匠

美術を通して、考える力や発想力
を身につけて欲しい。

　私は美術を担当しており、中でも彫刻が専門です。美
術教育講座では教育の専門性に加え、作品制作にも力
を入れています。造形の本質に触れながら、モノづくり
を通して、物事の幅広い見方や考え方を身につけられ
るような教育を行っています。カリキュラムは初心者
にも対応しつつ、1・２年次に基礎的な学習を行った
後、3年次から美術教育・美術理論・平面造形・立体造形
の4分野に分かれます。私が担当する立体造形では、作
品制作が授業の主となります。モノづくりの中では、一
つの作品を作る際に色々な問題に直面します。はじめ
に想定した答えとは違うものが出てくることもあるた
め、考える力や自分で面白いと思うものを見つける力
が試されます。単なる技術の習得に終わることなく、素
材とのやり取りの中で、机の上だけでは分からないこ
とを試行錯誤し、自分で学ぶことの大切さを知っても
らいたいです。

Takumi Ohno

小中一貫教育コース 中学校主免専攻　准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



教職実践基礎コース
教育学部　学校教育課程

グローバル化や少子高齢化、情報化などを背景に、現代社会はめまぐるしい変化の中にあります。そのような社会を生
き抜く力を次世代の子どもたちに身につけさせるため、学校教員に求められる資質・能力も多様化・高度化していま
す。本コースでは、小学校教員としての基本的な資質・能力とともに、今後の社会で必要とされる問題解決能力や批判
的思考力、他者と協働する力などを兼ね備えた教育実践力の高い教員を養成します。

13

Teaching Profession Practice Basic Course

学校教育課程  教職実践基礎コース  3年

岩切香楠子  Kanako Iwakiri
宮崎県　宮崎北高校出身

　宮崎が好きだからこそ地元で小学校の先生になりたいと思いまし
た。進学先を考えていたときに先生から勧められたこともあります
が、教育学を学べて、現場に行く機会も多いと聞いたことも決め手に
なりました。コース全員でも10数人程度のため、実際に小中学校に
行く機会が多く、実践的に学べます。また、本学には地域デザイン棟
という場で、月に1回ほど、宮崎の企業人による講座があり、自分の
専門に関わらず宮崎の現状に触れられます。総合大学だからか、留
学生や県外から来る学生も多く、さまざまな人から話を聞くことで
宮崎の良さを再発見できます。3年生からは小規模校・へき地の学校
の研究をしたいです。小規模校にどういう課題があるかなどを知っ
て、将来自分が教師になったときに生かしたいと思っています。

実習や座学を通して“教えること”を
突き詰められる。
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■卒業後の主な進路
小学校教諭、中学校教諭、大学院進学
他

■取得可能な免許、資格
●小学校教諭一種普通免許状※1

●中学校教諭一種普通免許状※2

●中学校教諭二種普通免許状※2

●高等学校教諭一種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●幼稚園教諭一種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修得

すれば「修了証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば

「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

※4

教職実践基礎コースは、幼児期から青年期にわたる長期
の発達過程を見通した上で、幼稚園・小学校・中学校・小
中一貫校に共通する教職に関する高い専門性を持ち、現
代の教育課題に対応できる教員の養成を目指していま
す。そのため、教育の基礎理論、教育課程及び指導法につ
いて、教職大学院までの6年間を見通した学修を進めま
す。本コースでは卒業要件として小学校教諭の一種免許
を取得します。また、努力次第で他の学校種（幼稚園もし
くは中学校）の免許も取得できます。したがって本コース
では、教育に対する高い関心があり、教職を目指す次のよ
うな人を求めています。

●幼稚園・小学校・中学校・小中一貫校における教育に対して

　熱意を持って取り組み、教科全般に関わる基礎学力、また、得

　意とする分野の学力や技能を有し、これらを教育実践に活用

　しようとする意欲を持っている人

●幅広い学問や文化を意欲的に学び、広い視野を身につけ、そ

　れを幼児教育・初等教育・中学校教育・小中一貫教育に生か

　す意欲のある人、また、学び続ける喜びを幼児・児童・生徒と

　共有したいと考え、宮崎県をはじめとする地域に根ざす学校

　づくりの有力な一員となる意欲を持っている人

教職大学院とのつよい連携

本コースでは、高い教育実践力と専門的知識を

もった教員を養成するために、大学院での2年間

を合わせた6年間を見通したカリキュラムが作られています。学

部の4年間では、教員免許状取得に関わる教科教育に関する科

目、教育学や心理学、教育実習などの教職科目を履修します。こ

れに加え、本コースでは、教育の歴史や学校制度など、幅広い視

点から学校教育を学ぶ授業が用意されています。また、教育方法

に関しても、情報メディアの活用やクラスの人間関係づくり、新

しくなった「特別の教科　道徳」など、実践的に、より詳しく学べ

るようになっています。これらの内容のほとんどは、教職大学院

で授業を担当する教員によって行われ、教職大学院での専門性の

高い学習につながっています。教育現場でのフィールド・ワーク

や様々なアクティブ・ラーニングを通した学習も行い、教員とし

ての資質を多面的に高めていきます。

教育理論と実践力を兼備し、現代
の教育課題と向き合う。

小林博典
Hironori Kobayashi

教職実践基礎コース 講師

　本コースは、現代の教育課題に対応するための教育
の諸理論と実践力を兼ね備え、宮崎県をはじめとする
地域に根差す学校づくりの中心となる小学校教員を養
成するコースです。小学校教員になるために必要な教
職に関する科目や教科教育に関する科目、教育実習の
ほかに、教育の歴史や教育制度、教育方法など、学校教
育や教育問題について学ぶ授業が用意されています。
例えば、私の専門である教育工学に関する授業では、教
育における情報メディアを活用した取組について、教
員として求められる授業構想力を磨いていきます。ま
た、理論だけでなく、宮崎県教育委員会や県内市町村教
育委員会との連携のもと、教育現場や地域の子ども支
援の現場などでのフィールドワークも多く取り入れ、
より具体的・実践的に学ぶことができるのも本コース
の特長です。教職大学院と強い連携をとっており、卒業
後は教職大学院への進学を前提に、6年間を見通した
カリキュラム編成になっています。宮崎県の小学校教
員として学校の中心的存在となって活躍したいという
意欲がある方、ぜひ一緒に学んでいきましょう。

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
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KOKOCHUKOKOCHU



教育学部　学校教育課程
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発達支援教育コース〔子ども理解専攻〕
Developmental Disorder Support Education Course   Understanding Children Major

心理学の理論と知識を活用して、子どもの学校生活を支える教員を育成します。科学的・実証的な心理学のアイデア
を使って、子どものメンタルヘルス、学業の向上を図ります。

学校教育課程  発達支援教育コース  子ども理解専攻  3年

金丸愛海  Narumi Kanemaru（右）
宮崎県　宮崎南高校出身

西賀陽菜  Haruna Saiga（左）
宮崎県　宮崎西高校出身

　専門の教科を持たず子どもの心理学を主に学ぶのが本専攻の一番の特長。幼児教
育や小学校など幅広い学校現場において、本専攻で学んだ知識を活かせます。金丸
さんは「不安症など誰にも起こりうる障がいを持つ子どもが、どんな行動を取りがち
かなど学べ、広い見解で子どもを見守れるようになれます」と語ります。また保育園
で働くことを考えているという西賀さんは「保育園などには、まだ障がいが確立して
いない子どももいます。学んだことを生かして、早い段階での関わり方で改善するこ
とができるよう、子どもたちの力になりたい」と話します。１クラス10人と少人数制。
学生たちは保育園や幼稚園教諭という同じ夢を目指す人が多く、支え合って学べる
場所です。

子どもの心理と行動を学ぶことが
多様な学校現場で力に。
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心理学の知識と技術を使って、
子どもの学校生活を支える。

　子どもの心と体の健康，学業を支えていく教師には、
心理学の知識と技術が非常に役に立ちます。学校現場
では、何らかの問題を抱える子どもだけでなく、全ての
子どもが発達過程に応じた心理的な支えを必要として
います。その全ての子どもに必要な支えについて、科学
的・実証的に有効性が証明されたな知見を学び、実践で
きることを目指します。

【研究内容】
　学校現場において心理学の知見を活用したメンタル
ヘルス研究を行なっています。とくに認知行動的な技
法を活用したメンタルヘルスの問題を予防するための
実践研究を行なっています。この研究では、何らかのメ
ンタルヘルスの問題がある子ども（たとえば、ストレス
が強い）にはその改善効果があり、現在メンタルヘルス
の問題がない子どもには将来的に心の健康を保つため
の予防効果が期待できます。また、幼児とその保護者を
対象にして児童思春期・青年期のメンタルヘルスの問
題を予防するための実践研究も行なっています。

髙橋高人
Takahito Takahashi

発達支援教育コース 子ども理解専攻 准教授

子ども理解専攻では、幼児期から児童思春期にわたる子

どもの心理、発達過程を見通す深い見識と理解力、教員

としての使命感、責任感、教育的愛情を身に付けた教員

の養成を目的としています。したがって、本専攻では、教

育に対する関心と意欲があり、教職を目指す次のような

人を求めています。

●幼児期から児童思春期の子どもの教育に対する意欲にあふ

　れ、教職に必要なたしかな知識・技能について研鑽を積み、

　目標に向けて強い意志と行動を貫くことができる思考力・主

　体性、さらに学校現場で子どもと保護者と信頼関係を築き、

　同僚と協力して問題に取り組んでいける対人関係能力を身

　に付けるための努力を怠らない人

国内でも希少な教育現場における
心理学研究が盛ん

　本専攻では、心理学を学び、それを応用した教

育・研究が行われています。テーマは幼児・児童・生徒のメンタル

ヘルスの向上です。本専攻の教員は、このテーマのもとで、幼稚

園・小学校・中学校の先生方と豊富な共同研究の実績をもってい

ます。たとえば、子どもが主体的に学ぶ授業を作る、子どものス

トレスを改善予防するストレスマネジメント教育、幼児・児童・

生徒の対人関係を育てるソーシャルスキル教育、子どもの不安

や抑うつに対する予防プログラムなどがすでに幼稚園・小学校・

中学校などの教育現場で実践されています。こうした実践活動

には学生も積極的に参加し、授業で学んだ子ども理解に関する

専門的内容を実践の場で生かすことができるようになっていま

す。学生の時から現職教員と共同研究を通して身近に交流でき

る機会が用意されていること、これは教員をめざす学生にとっ

て大きな魅力になるはずです。

■卒業後の主な進路
小学校教諭、幼稚園教諭、児童指導
員、県職員、市町村職員、大学院進学
他

■取得可能な免許、資格
●小学校教諭一種普通免許状※1

●幼稚園教諭一種普通免許状※1

●中学校教諭二種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修

得すれば「修了証書」が交付され

ます。

所定の単位を修得し、申請すれば

「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

※4

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
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知的障がいや肢体不自由、病弱、発達障がいのある児童・生徒が抱えている課題や困難に対する支援や指導をするた
めに必要な知識や技能などの専門性を身につける学修を通して、障がいのある児童・生徒の心身の発達を促し、将来
の自立や社会参加を実現することのできる特別支援学校の教員を養成します。

Developmental Support Education Course   Special Needs Education Major

津曲菜美  Nami Tsumagari
宮崎県　宮崎学園高校出身

中山由基  Yuki Nakayama
宮崎県　宮崎大宮高校出身

　児童・生徒を指導する立場にあるすべての先生が特別支援教育を正しく理解し
てこそ、あらゆる児童・生徒の発達を支援することができると思います。そんな先
生になるために、宮崎大学で特別支援教育を学び、理解を深めています。宮崎大学
を選んだのは、将来、宮崎県の特別支援学校教員として働くことを目指しているの
で、大学生のときから宮崎県の教育現場の実際を知っておきたかったからです。
　特別支援教育専攻の授業では、教育実習とは別に、実際に学校で児童・生徒に
授業をするといった実践的な学びの場があり、一人ひとりに合った対応をするこ
との大切さを実感することができます。また、１年生からボランティア活動に積極
的に参加することができ、子どもだけではなく、さまざまな年齢の障がいのある人
と関わりながら、学びを深めることができます。

大学での学びを実践できる場が
たくさんあります。

学校教育課程  発達支援教育コース
特別支援教育専攻  4年
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特別支援教育専攻では、障がいのある児童・生徒それぞれ
の発達や特徴を捉える見識と深い児童理解力を持って初
等教育を施すことができ、その上で障がいに基づく種々の
課題や困難を改善または克服するのに必要な知識、技能、
態度および習慣を養うための指導ができる特別支援学校
教員の養成を目的としています。したがって、本専攻では
特別支援教育への関心と意欲があり、教職を目指す次の
ような人を求めています。

●特別支援教育に対して熱意を持って取り組み、特別支援教
　育に関する学修に十分対応できる基礎学力や基礎技能を
　有し、目標達成に向けて強い意志と行動を貫くことができ
　る思考力・表現力、愛情豊かに他者を思いやることができ
　る協調性を持つ人
●学習を通して獲得した知識・技能・行動力を教育現場に還
　元するための粘り強く創意工夫する力や向上心を有して
　いる人

■卒業後の主な進路
特別支援学校、小学校、
大学院進学

■取得可能な免許、資格
●特別支援学校教諭一種普通免許状※1※2

●小学校教諭一種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※3

●幼稚園教諭一種普通免許状※3

●中学校教諭二種普通免許状※3

●学校図書館司書教諭※4

●学芸員※5

※1

※2

※3

※4

※5

取得可能な領域は知的障害、肢体不自由、病弱の3領域です。

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修得すれば「修了証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

　特別支援教育専攻では、「専門性」と「人間性」の両方
を育成することを重視しています。特別支援学校教員
は、児童・生徒一人ひとりに対して誠実に向き合い、た
だ寄り添うだけではなく、教育的に関わります。そのた
めには、児童・生徒の実態を適切に理解すること、将来
を見据えて今どのような教育的関わりが必要かを見出
すこと、そして自分の教育的関わりを省察して次につ
なげることが求められます。
　大学生の4年間で、「特別支援学校教員として活躍す
る自分」になるために必要な学びをしましょう。特別支
援学校とは？障がいとは？そもそも教育とは？…身に
つける知識はたくさんありますが、用語を覚えるだけ
では「専門性」は身につきません。多様な知識に基づい
て自分の考えを深め、その深めたものを目の前の児童・
生徒との関わりに活用することが「専門性」といえま
す。また、人を教え育てる職業であるからこそ、あなた
自身の「人間性」が問われます。たくさんの夢を思い描
ける人であってください。
　宮崎大学は、宮崎県で唯一、学部と大学院の両方に特
別支援学校教員の養成課程がある大学なので、大学院
で学ぶ先輩や現職の先生と一緒に学ぶ機会もありま
す。このような学びの環境の下、あなたらしい特別支援
学校教員を目指しましょう。

「特別支援学校教員として活躍
する自分」を本気で思い描こう！

中井　靖
Yasushi Nakai

発達支援教育コース特別支援教育専攻　准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
「アクティブ・ラーニング」で
学びの本質に迫る

特別支援教育専攻では、特別支援教育の知識をしっか
りと身につけることで基礎力を固め、その基礎力を土台にしたアクティ
ブ・ラーニングの積み重ねによって実践力を磨く「学びの環境」があり
ます。例えば、「障がいのある当事者やその支援者」と共に、宮崎の特
別支援教育に関する現状と課題を考え、課題解決に向けて取り組む授
業を展開しています。また、発達障がいのある子どもとその保護者を対
象とする教育プログラム「チャレンジ教室」には、学生もプログラムの
計画や実践に参加しています。初めは子どもとの関わりに戸惑っていた
学生も、経験を重ねるごとに自然な関わりを身につけていきます。

特別支援教育専攻の学生たちに聞くと必ず返ってくるのが「先輩、後
輩の関係がいい」、「先生方との距離が近く、話しやすい」という答
え。先生方は専攻の学生一人ひとりに対してきめ細かく指導を行って
います。また、授業や研究活動、課外活動においても上級生と下級生
が協働する機会が多く、先輩学生が後輩に対し積極的にアドバイス
し、相談に乗っています。互いに意見を出し合い、助け合い、学び合う
伝統があります。県内外で多くの先輩も活躍しているので、卒業して
社会に出ても宮大OB、OGとのつながりを持つことができます。

先輩から後輩へ 「みんなで学び合う」
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