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Faculty of Education

教育学部は、学校の教員を目指す学部です。

1．現代のニーズに対応、 2．進路のサポートが充実、 3．多様な入試
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
る教員を育成。

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、教科教育学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
えた教員を養成します。

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
養成します。

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指導・支援ができる教員を養成します。
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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・認定こ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・認定こ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〕

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。本専攻は小学校教員と
しての基本的な資質を高め、同時に１0の専修（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

瀬戸口彩花  Ayaka Setoguchi
宮崎県　宮崎大宮高校出身

　私は、英語を学ぶ楽しさや魅力を宮崎の子どもたちに伝えたいと
いう思いから、本学へ進学しました。本コースは、学生同士の仲が良
く、互いに協力し合える環境にあります。また、異なる科目を専修す
る学生が集まり、多様な視点から意見交換ができるのに加えて、実
習が多いのも魅力です。実際に、子どもたちを前にするとうまくいか
ないこともたくさんありますが、新たな課題を見つけ、成長につなげ
ることができます。英語科では、英語教育学、英語文学、英語学、英
語コミュニケーションの授業があり、高校までとは違った英語の魅
力が再発見できます。今後は大学院へ進学し、より高い専門性をも
った教員を目指していきたいと考えています。

目標をもって頑張れば、自分らしく
輝ける場所がココにある。
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学校教育課程教育学部



■卒業後の主な進路
小学校教諭、中学校教諭、高等学校
教諭、特別支援学校教諭、幼稚園教
諭、保育士、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

●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。

時間割等の条件が合えば努力次第で取得できる

可能性のある免許。

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
になるためだけではなく、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。小主免専攻の学生は附属中学校に、中主免専攻

の学生は附属小学校で、実習を行い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。

専門教科の指導力を極め、
小中一貫校に対応できる、
小学校教員に。

山元宣宏
Nobuhiro Yamamoto

小中一貫教育コース 小学校主免専攻（国語） 准教授

入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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　本コースでは、10教科のうちの1つに専修として所属し、

教科の学びを体系的に理解しながら、指導力を身に付けて

いきます。小主免専攻であっても、専修教科については中主

免専攻と同じ講義を受講し、教職の進路の選択肢が多いこ

とも魅力の1つです。小主免専攻では小学校の全教科に関

する学習と指導法を学んでいきます。

　私が担当している国語の授業では、宮崎でしかできない

学びとして郷土の偉人である安井息軒の学問を授業で取り

上げることもしています。国語科の授業では、専修での学び

を活かした独創的なものもあり、専門教科で深めた授業づ

くりのノウハウを教科の枠をこえた実践にも生かす取り組

みも行っています。また学生同士が助け合い、教育実習、卒

業論文と一つひとつ階段を踏みしめながら成長していく姿

は感動的です。先生になりたいと考えている方は、ぜひこの

宮崎大学で一緒に学んでいきましょう。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



児童期から青年期にかけての発達過程はたいへん多感な時期にあたり、その人の将来に大きな影響を与えます。本専
攻はこうした発達過程を幅広い視野を持って見通す能力と、10専修（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教科を専修として高い専門性を併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〕
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  3年

黒木ひなた  Hinata Kuroki
宮崎県　聖心ウルスラ学園聡明高等部出身

　子どもと関わることや教えることに興味があり、宮崎で教職を目指
すなら本学が良いと勧められました。このコースの魅力は、小中どちら
の免許も取れるところです。附属小・中学校とのつながりも強いため、
実習の場も豊富です。専門は社会科ですが、一般的に暗記科目というイ
メージがあります。しかし、子どもたちには資料から読み取ることを知
ってもらいたい。事実だけを見るのではなく、背景を知り学ぶことで世
界が広がると知ってほしいです。私自身は不器用で、少しずつ積み重ね
ることで達成する「コツコツは勝つこつ」をモットーにしています。同じ
目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境が、ここにはあります。

“コツコツが勝つこつ”
一対一で子どもの成長を見守りたい。

学校教育課程教育学部
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■卒業後の主な進路
中学校教諭、小学校教諭、高等学校
教諭、特別支援学校教諭、幼稚園教
諭、県職員、市町村職員、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。

時間割等の条件が合えば努力次第

で取得できる可能性のある免許。

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）、小学
校教諭二種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

ためだけではなく、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「教育法」、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。

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

　中学校主免専攻では、10教科から1つを専修し、その

教科の専門性を高めながら、指導力を磨いていきます。

本専攻の魅力は、同じ専修に所属する小主免専攻の学生

とともに学び合う機会に加えて、異学校種の教育実習

等、小中一貫校の教員養成を視野に入れた学修機会が

整備されている点です。

　英語科の場合、英語教育学、英語学、英語文学、英語コ

ミュニケーション学を専門とする教員の指導の下、学生

同士が学び合いながら教科の専門性を深め、小中連携

を意識した新たな授業づくりを探求しています。その成

果が教育実習、卒業論文研究で実を結ぶ瞬間は、充実し

た教員生活に向けての貴重な一歩となります。あなた

も、宮崎大学で教員を目指す仲間とともに学んでみませ

んか。

新たな授業づくりへの
探求心を備えた教員に。

本多正敏
Masatoshi Honda

小中一貫教育コース 中学校主免専攻（英語） 准教授



教職実践基礎コース
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

学校教育課程教育学部

学校教育課程  教職実践基礎コース  3年

福原陸斗  Rikuto Fukuhara
宮崎県　日向学院高校出身

　本コースでは教育学をベースに学校教育について理論的・実践的
に学びます。県の教育委員会とのつながりも持てるし、学生時代に教
師としての資質や能力をやしなっていきたいと志望しました。本コー
スは1学年に約10人。県内と県外の学生がちょうど半分ずつぐらい
で、すごく仲が良いです。同じ志を持ちながらも、それぞれ違う教育観
があるため、議論することで自分自身も新たな発見や気づきを持てま
す。自分の固定観念も結構覆されました。学外ではさまざまな子ども
の支援を行うNPOに入り、学習支援をしています。子どもを取り巻く
環境を考慮し、支援の仕方を工夫することが求められています。社会
で生きる力となるようなサポートをする教師になりたいです。

仲間とお互いの教育観を議論しながら、
教職についてしっかり学べる。
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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。

時間割等の条件が合えば努力次第

で取得できる可能性のある免許。

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。

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

　本コースでは、現代の子どもや学校を取り巻く課題に

対応できる実践力の高い小学校教員を養成します。そ

のため、教育の歴史や教育制度、学級づくりや情報メデ

ィア活用など、教育学をベースに幅広い視点を育む授

業を用意しています。また、宮崎県・市町村教育委員会

との連携のもと、学校や子ども支援の現場でのフィール

ドワークを多く取り入れ、より具体的・実践的に学びま

す。例えば私の場合、中山間地域や小規模校を学生と一

緒に訪問し、宮崎県の課題でもある人口減少地域にお

ける学校や授業のあり方を探っています。

　教職大学院への進学を前提にした6年間を見通した

カリキュラムを通じ、学年を超えて活動や議論が活発な

教職実践基礎コースで、一緒に学んでみませんか？

教育学をベースに、
現代の教育課題に向き合う
教員を目指して。

遠藤宏美
Hiromi Endo

学校教育課程教職実践基礎コース 准教授
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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

　本専攻は子どもの心理学を学べるのが最大の特徴。子どもが自発的に学校
に通いたくなる環境をつくるために、心理学を学べる本専攻を志望した奥村さ
ん。「ほめて伸ばす教育に魅力を感じます。行動には意図があるなど理論的に
学べるのが良いです」と語ります。また大越さんは、同級生それぞれが自身の
教育論を持っており、多様な意見を受け入れることの大切さを学んでいるそ
う。「コロナ禍でオンラインでの授業が増えました。しかし、学生同士コミュニ
ケーションが取りやすいように、さまざまな工夫が図られ、より充実した学生
生活になりました」と大越さん。小学校と幼稚園の教員免許の取得ができるの
も魅力と教えてくれました。

学校教育課程教育学部

子どもの心理学を学んで、
不登校やいじめの背景を理解したい。

大越海侑  Miyu Ogoshi
広島県　広島なぎさ高校出身

奥村優音 Yune Okumura
宮崎県　都城西高校出身
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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。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、認定こど
も園職員、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。

時間割等の条件が合えば努力次第

で取得できる可能性のある免許。

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

心理学の知識を学校で活用できる
小学校、幼稚園教諭を目指そう。

境  泉洋
Motohiro Sakai

発達支援教育コース 子ども理解専攻 教授

　義務教育はすべての子どもたちが受ける教育です。義

務教育の中で、心理学を活かした教育を実践することは、

すべての子どもたちの将来とって心の財産になります。

本専攻では、子どもたちの心を育てる専門的な知識を持

った小学校、幼稚園教諭を養成しています。

【研究内容】

　幼稚園、小学校から始まる心理的不適応に関する研究

を行っています。幼稚園、小学校での心理的不適応は、将

来の社会適応にも大きな影響を与えます。幼児、児童の心

理的要因をはじめ、幼稚園、学校の教職員がどのように関

わるのが有効なのか、さらには家庭での接し方について

臨床心理学の観点から研究を行っています。幼稚園、小学

校での予防教育も重視した実践研究を行っています。
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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指導や支援促し、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

伊達成美  Narumi Date
宮崎県　宮崎大宮高校出身

　将来は地元宮崎で特別な支援が必要な子どもと共に学びたい
と思いました。本専攻は、宮崎で暮らす障がいがある人と、ボラン
ティアなどで関わる場が用意されていることが強み。そこで、障が
いの有無や年齢を問わず学外の人と交流する機会も持てます。講
義で得た知識とボランティアでの経験を絡めて、学びを深めてい
くことができます。知見を広げるため課外活動として、自主的に地
域の活動に参加しています。本専攻は一学年10人と少人数です。
同級生はもちろん先輩・後輩とのつながりが強く、学生同士で意
見を交わしたり教えあったりして、高め合うことができるのも良い
です。先生方も私たちの将来まで見据えて、熱い指導をする方ば
かり。頑張った分だけ得られることが多い本専攻にぜひ！

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

学校教育課程教育学部

ボランティアを通して
学んだことを実践できる環境が充実
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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
特別支援学校教諭、小学校
教諭、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。

時間割等の条件が合えば努力次第で取得できる可能性のある免許。

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。

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。

若林上総
Kazusa Wakabayashi

発達支援教育コース 特別支援教育専攻 准教授

　特別支援学校は、障がいのある子どもが学ぶ場です。子

どもの障がいの状態は、一人ひとり異なります。その子ど

もたちの学びや生活の充実には、障がいの状態を考えて

指導する先生、障がいによる困難に寄り添い支援する先

生が必要です。

　特別支援教育専攻の４年間では、そのような特別支援

学校の先生に必要な「専門性」と「人間性」を身に付けま

す。カリキュラムは、特別支援教育の歴史、概念から、障が

いのある子どもの心理、生理、病理、指導法、教育課程、学

級・学校経営まで詳しく取り上げます。学修の過程は実際

的で、講義内容をもとにしたディスカッション、知識を活

用して参加する演習・実習、体験から得た学びの省察、と

いったものが取り入れられています。

　加えて、本学は、宮崎県で唯一、大学院にも特別支援学

校教員の養成課程があります。学部での学びを一層深め

るには、十分な環境です。特別支援学校の先生を本気で目

指す皆さんの入学をお待ちしています。

特別支援学校の先生を
本気で目指す

先輩から後輩へ 「みんなで学び合う」
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