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出願から入学手続までの流れ
センター試験を課さない推薦入試

センター試験を課す推薦入試

↓

↓
出願資格の確認（11～13 頁･29～35 頁）

事前に出願資格（評定平均値など）を満たしているか募集要項で確認してください。
※出願資格に関わる大会名を満たしているか不明な場合は，事前に本学にお問い合わせください。

↓
提出書類の準備（15･17･37･39･40 頁）
本学所定の用紙をウェブページからダウンロードし必要事項を記入してください。
なお，出身学校長が作成する書類（調査書，推薦書など）については，早めに依頼しておいてください。
※公式記録や表彰状など必要な場合がありますので，ご注意ください。

↓
インターネット出願登録・検定料の支払い（14～17 頁・36～38 頁）
登録・検定料支払期間：令和元年１１月１日（金）９時～令和元年１１月６日（水）１２時
パソコン等で本学ウェブページから，「インターネット出願登録ページ」にアクセスし，必要情報を入力・登録して
ください。完了後，画面の指示に従って検定料をお支払いください。

↓
出願に必要な書類の提出
提出期間：令和元年１１月１日（金）～令和元年１１月６日（水）【必着】
提出書類（15･17･37･39 頁参照）を揃え，提出期間中に〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘 4-698-1 大阪教育大学入
試課へ書留速達郵便で郵送してください。（ただし，提出期間後に着いたものは，１１月３日（日）までの発信局
消印がある書留速達郵便に限り受理します。なお，１１月６日（水）のみ９時から１７時まで持参を認めます。）

↓
提出書類確認後，受験票の返送
令和元年１１月８日（金）発送予定

※同封の「受験者注意事項」にも必ず目を通しておいてください。

↓
入学試験（21 頁･46 頁）
令和元年１１月１６日（土）
※ただし，美術・書道教育コース【美術分野】及び音楽表現コースは，１１月１７日（日）にも実施します。
試験場：大阪教育大学柏原キャンパス

↓
センター試験成績請求票の提出（40 頁）
本学所定の様式に「令和２センター試験成績請求票」
（国公立推薦入試用）を貼付して，令和元年１２月２
０日（金）必着で郵送してください。

↓
合格者の発表

合格者の発表

令和元年１１月２２日（金）９：００
柏原キャンパスにて受験番号の掲示
本学ウェブページにおいても同日時に受験番号を掲
載します。（※合格者には合格通知とともに入学手続
関係書類を別途発送します。）

令和２年２月１２日（水）９：００
柏原キャンパスにて受験番号の掲示
本学ウェブページにおいても同日時に受験番号を掲
載します。（※合格者には合格通知とともに入学手続
関係書類を別途発送します。）

↓

↓

入学手続

入学手続

入学料振込期限 令和元年１２月６日（金）
入学手続期限
令和元年１２月１０日（火）必着
（やむを得ない事情による持参の場合は 59 頁を参照
してください。）

入学料振込期限 令和２年２月１７日（月）
入学手続期限
令和２年２月１８日（火）必着
（やむを得ない事情による持参の場合は 59 頁を参照
してください。）
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１

推薦入試について
大阪教育大学では，入学定員の一部について，出身学校長の推薦に基づき，次のとおり推薦入試を実
施します。
なお，国公立大学の推薦入試（大学入試センター試験を課す場合，課さない場合を含めて）への出願
は，一つの大学・学部に限られていますのでご注意ください
ただし，推薦入試に不合格となった場合に備え，本学又は他の国公立大学・学部（※独自日程で入学
者選抜試験を行う公立大学・学部を除く。）の一般入試については，「前期日程」から一つ，「後期日
程」から一つの合計二つの大学・学部に出願できます。また，前期日程グループ及び後期日程グループ
に属さない大学・学部への出願については特に制限がありません。
※公立大学協会ホームページ（http://www.kodaikyo.org/）参照
募集する課程・学科・専攻・コース
◆大学入試センター試験を課さない推薦入試
ｷｬﾝﾊﾟｽ

課程・学科
学校教育
教員養成課程

柏原
教育協働学科

専攻
中等教育専攻
芸術表現専攻

コース

募集人員（注１）

技術教育コース

４人

美術・書道教育コース【美術分野】

３人

音楽表現コース

９人

スポーツ科学専攻

２０人

◆大学入試センター試験を課す推薦入試
ｷｬﾝﾊﾟｽ

課程・学科

専攻

コース

幼児教育専攻
天王寺 初等教育
（注２） 教員養成課程

小学校教育専攻

３人
昼間コース
夜間５年コース

特別支援教育専攻

小中教育専攻

学校教育
教員養成課程
柏原

中等教育専攻

教育協働学科

グローバル
教育専攻

募集人員（注１）

１０人
５人
７人

学校教育コース

７人

国語教育コース

７人

英語教育コース

４人

社会科教育コース

７人

理科教育コース

５人

家政教育コース

３人

音楽教育コース

３人

国語教育コース

３人

英語教育コース

４人

社会科教育コース

４人

理科教育コース

３人

家政教育コース

３人

保健体育コース

５人

音楽教育コース

３人

英語コミュニケーションコース

７人

多文化リテラシーコース

１５人

（注１）合格者（入学手続者）が募集人員に満たなかった場合は，一般入試の合格者で補充します。
（注２）初等教育教員養成課程の幼児教育専攻及び小学校教育専攻昼間コースは，１～２年次を柏原キャンパスで修学
予定です。
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２

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
「大阪教育大学アドミッション・ポリシー」
１．基本理念・目標
大阪教育大学は，我が国の先導的な教員養成大学として，教育の充実と文化の発展に貢献し，とりわけ
教育界における有為な人材の育成をとおして，地域と世界の人々の福祉に寄与する大学であることを使
命としています。この使命を達成するため，大阪教育大学では人と真摯に向き合う姿勢を基に，学生一
人ひとりの個性を尊重した教育を推進していきます。
教育学部にあっては，グローバルな視野と豊かな教養を身に付け，専門的知識・技能及び優れた教育
実践力を持った学校教員を養成するとともに，チーム学校を含む学校教育や地域教育活動を取り巻く分
野（教育心理科学，健康安全科学，理数情報，グローバル教育，芸術表現，スポーツ科学）の専門性を
有しつつ，教育的視点から学校，家庭，地域，社会と連携・協働することで，グローバル時代における
多様な教育課題の解決を図ることができる人材の養成をめざします。
大学院教育学研究科にあっては，高度な知識や研究手法の修得をとおし，現代社会の多様な課題に対
応できる探求能力を養い，様々な職業分野で課題解決能力を持って中核的役割を担える人材の育成をめ
ざしています。
大学院連合教職実践研究科にあっては，教育委員会や学校現場との密接な連携の下での教員養成や現
職教員教育を通じて，教員志望学生や現職教員学生に学校現場での課題に即応できる実践的知識・技能
を拡充させるための視点と方法を獲得させ，もって学校における高度の専門的な能力及び優れた資質を
有する専門職としての人材の育成をめざしています。
なお，本学では教育学部及び大学院において外国人留学生の受入れを積極的に進めています。
２．求める学生像
（教育学部）
・子どもの未来への使命感と教職への意欲や強い関心を持つ人
・教員として教育現場を担える十分な基礎学力と旺盛な探求心を持つ人
・幅広く専門分野を学ぶことにより広い視野や柔軟な思考力の修得をめざす人
・現代社会への幅広い関心と自らの課題意識を持って積極的に社会参画をめざす人
（大学院教育学研究科）
・高度な先端知識の修得と複雑かつ多様な課題の解決能力の修得に意欲のある人
・現職経験をもとに自らの職能向上や研究能力の修得に意欲のある社会人
（大学院連合教職実践研究科）
・学校や地域の指導的・中核的な教員として高度で優れた実践力の獲得をめざす現職教員
・新しい学校づくりの担い手として自ら学び続けることで実践的指導力の獲得をめざす人
（外国人留学生）
上記の学部若しくは大学院の求める学生像に加えて，次のような人を求めています。
・一定の日本語能力と大学教育を受けるに必要な基礎学力を持つ人
・日本の文化や社会についての理解や経験を活かして国際的に活躍することをめざす人
３．入学者選抜の基本方針
本学では，各募集区分の基本理念・目標等にふさわしい学生を受け入れるために，次の入学者選抜を
実施します。
教育学部においては，一般入学試験（前期日程・後期日程），学部推薦入学試験，学部私費外国人留
学生入学試験，第３年次編入学試験の多様な入学者選抜を実施します。
大学院においては，大学院入学試験を実施します。
特別支援教育特別専攻科においては，特別支援教育特別専攻科入学試験を実施します。
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３

「初等教育教員養成課程アドミッション・ポリシー」
１．基本理念・目標
初等教育教員養成課程では，グローバルな視野と豊かな教養を身に付け，幼稚園と小学校との連携を
ふまえた専門的知識・技能及び優れた実践力・応用力を有する教員を養成します。そのために，教養科
目及び基礎的科目を修得しながら，教職に関わる科目を幅広く学ぶとともに，一人ひとりの子どもの人
権や安全を守る教育についての知識や能力を養い，幼児教育と小学校教育の双方の専門分野について学
修を深めます。
本課程に置く「幼児教育専攻」では，幼児を理解する力や豊かな表現力を身に付け，小学校教育との
接続を踏まえた幼児教育について総合的な視点をもつ実践力のある幼稚園教員の養成を目的としていま
す。
「小学校教育専攻」の昼間コースでは，児童を理解する力や基礎的な指導力を身に付け，幼児教育と
の接続を踏まえた小学校教育について総合的な視点をもつ実践力のある小学校教員の養成を目的として
います。
「小学校教育専攻」の夜間コースでは，昼間の勤労経験や教育現場でのインターンシップ活動など豊
富な経験をもとに，豊かな人間性と社会性を備え，かつ，幼小連携に関心を持ち，優れた実践的能力を
備えた小学校教員の養成を目的としています。なお，夜間コースの編入生に対しては，学生一人ひとり
の学歴や専門性を活かして優れた実践的能力を備えた小学校教員の養成を目的としています。また，現
職教員についても，個性や経歴を尊重した教育を行います。
２．求める学生像
・教職に就くことを強く希望し，その意思を持ち続けることのできる人
・教育や子どもの発達について，強い興味･関心と問題意識を持っている人
・明朗で協調性に富み，多様な人とのコミュニケーションが図れる人
・学校現場での豊富な体験や子どもとのふれあいなどを通して，確かな教育実践力を身に付けようとす
る人
・高等学校等で履修した教科・科目全般にわたる基礎学力を十分に身に付け，ＩＣＴの活用に積極性の
ある人

「学校教育教員養成課程アドミッション・ポリシー」
１．基本理念・目標
学校教育教員養成課程では，広い視野と豊かな教養を身に付け，専門的知識・技能及び優れた教育実
践力を持った学校教員を養成します。そのために，教養科目及び基礎的科目を修得した上で，教職に関
わる科目を学ぶとともに，学校安全や危機対応についての知識や能力を養い，さらに，自らが所属する｢専
攻｣において，専門分野の学修を深めます。本課程に置く「特別支援教育専攻」では，特別支援教育に関
する知識や優れた技能を持ち，特別支援学校及び通常の学校で特別支援教育に携わる教員の養成を目的
としています。「小中教育専攻」では，小・中学校の教育に関する知識や技能を持ち，専門の教科など
に優れ，小・中学校の連携を踏まえた指導ができる小学校教員の養成を主目的としています。「中等教
育専攻」では，専門の教科を中心にした優れた教育実践力を持ち，中学校と高等学校の接続や一貫教育
を踏まえた指導ができる中学校教員・高等学校教員の養成を目的としています。
２．求める学生像
・高等学校で履修した教科・科目の基礎学力を十分に身に付けた人
・教職に就くことを強く希望し，その意志を持ち続けることのできる人
・子どもたちの成長に関わることにやりがいと使命を感じることができる人
・多様な年齢の人々とコミュニケーションを図る能力を身に付けようとしている人
・学校生活の経験をとおして，学校や教育への親しみや関心を抱いている人
・特別支援教育専攻では，特別支援学校及び通常の学校で特別支援教育に携わる教員をめざすために十
分な教育実践力を身に付けようとする意欲あふれる人
・小中教育専攻では，得意分野を中心に，小学校教員や中学校教員をめざすために十分な教育実践力を
身に付けようとする意欲あふれる人
・中等教育専攻では，得意分野があり，その分野に関し中学校教員や高等学校教員としての十分な教育
実践力を身に付けようとする意欲あふれる人
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４

「教育協働学科アドミッション・ポリシー」
１．基本理念・目標
多様化し，複雑化する現代社会においては，学校の教師だけで子どもの教育を支え，学校の教育だけ
で社会の教育を支えることは不可能になってきています。教育協働学科は，学校現場や社会で絶え間な
く発生する教育課題を解決するために，チーム学校を含む学校教育や地域教育活動を取り巻く分野（教
育心理科学，健康安全科学，理数情報，グローバル教育，芸術表現，スポーツ科学）の専門性を有しつ
つ，教育的視点から学校，家庭，地域，社会と連携・協働することで，グローバル時代における多様な
教育課題の解決を図ることができる人材の養成を目的とします。
そのため，学校と連携・協働して学校や地域における諸課題に対して教育的視点から解決を図ろうと
する意欲を有する人材，また，学校教育のみならず家庭教育や社会教育においても，他者と協働しつつ
高度な指導や支援，マネジメントができる人材，さらに，グローバル時代の多様な教育課題の解決を図
ることができる人材を養成します。
２．求める学生像
・自ら専門性を有しつつ教育理解をもって多様な専門家や市民と協働し，生涯教育社会における学校と
地域社会と共に多様な教育課題の解決を図ることができる人
・自らの専門分野で高度な知識や高い技能を修得し，それらを活用して学校，家庭，地域，社会におい
て教育理解を持って連携・協働することに意欲のある人
・確かな学力と旺盛な知的好奇心，人間への深い愛情を持って，教育協働に資する分野で活躍したいと
考えている人

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
「教育学部ディプロマ・ポリシー」
所定の単位を修得することによって，豊かな教養と知性とともに優れた教職能力をもって教育現場を
担える教諭または養護教諭と認められる者，又教育的視点から学校・家庭・地域・社会と連携・協働す
ることによって，グローバル時代における多様な教育課題の解決を図る人材と認められる者に学士（教
育学）の学位を授与します。

「初等教育教員養成課程ディプロマ・ポリシー」
豊かな教養と知性とともに，優れた教職能力をもって教育現場を担える教諭と認められる者として共
通に必要とされる資質・能力について，次のとおり設定しています。
（１）豊かな教養と広い視野
・人文，社会，自然，芸術，スポーツ等の学術的・実践的な基本知識・理解に加え，キャリア形成に向
けた，ＩＣＴスキル，言語運用能力，コミュニケーション力，および論理的・批判的思考力からなる
汎用基礎力を身に付けている。
・世界の多様性を理解し，異文化・多文化を受容できる寛容な態度を身に付けている。
（２）学校教育の基礎的理解
・教育の理念や教育に関する歴史及び思想，並びに教職の意義，教員の職務内容についての基礎的な理
解ができている。
・子どもの心身の発達と学習の過程についての基礎的な理解ができている。
・学校教育に関する制度や経営的事項，並びに学校安全，特別なニーズのある子どもの教育に関する基
礎的な知識や技能を身に付けている。
・教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。），教育の方法や技術（情報
機器及び教材の活用を含む。）についての理解をしている。
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５

（３）指導内容の理解と実践力
・保育の各領域や小学校の各教科を指導するために必要な内容の理解を深め，それらについての情報機
器や教材の活用を含めた指導方法の基本を身に付けている。
・保育環境や学習環境の整備，アクティブ・ラーニングを取り入れた指導計画の立案や授業づくりを行
うことできる。
・保育や授業を分析する基本を身に付け，教材研究を行いながら，保育や授業を構想することができる。
（４）子どもへの対応の理解
・子ども理解に基づいて，幼児・児童の指導，キャリア教育及び教育相談に関するの理論と実践的な方
法について修得している。
・特別な教育的ニーズや，いじめ，不登校などの指導上の課題への対応方法を理解している。
・道徳教育の理論及び指導法，特別活動の指導法及び総合的な学習の時間の指導法について理解してい
る。
（５）教職力量を自らひらく力
・実践的な教育活動に参画し，幼児・児童と積極的にコミュニケーションをとることができる。
・自らの学修を記録などに基づいて分析・省察し，将来への見通しや計画を立てることができる。
・チーム学校の構成員として，他者と協働して課題の解決に取り組むことができる。

「学校教育教員養成課程ディプロマ・ポリシー」
豊かな教養と知性とともに，優れた教職能力をもって教育現場を担える教諭と認められる者として共
通に必要とされる資質・能力について，次のとおり設定しています。
（１）豊かな教養と広い視野
・人文，社会，自然，芸術，スポーツ等の学術的・実践的な基本知識・理解に加え，キャリア形成に向
けた，ＩＣＴスキル，言語運用能力，コミュニケーション力，および論理的・批判的思考力からなる
汎用基礎力を身に付けている。
・世界の多様性を理解し，異文化・多文化を受容できる寛容な態度を身に付けている。
（２）学校教育の基礎的理解
・教育の理念や教育に関する歴史及び思想，並びに教職の意義，教員の職務内容についての基礎的な理
解ができている。
・子どもの心身の発達と学習の過程についての基礎的な理解ができている。
・学校教育に関する制度や経営的事項，並びに学校安全，特別なニーズのある子どもの教育及び英語教
育に関する基礎的な知識や技能を身に付けている。
・教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。），教育の方法や技術（情報
機器及び教材の活用を含む。）についての理解をしている。
（３）指導内容の理解と実践力
・小学校・中学校・高等学校の各教科，特別支援教育の各領域を指導するために必要な内容についての
理解を深め，情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本を身に付けている。
・学習環境の整備やアクティブ・ラーニングを取り入れた指導計画の立案や授業づくりを行うことがで
きる。
・授業分析の基本を身に付け，教材研究を行いながら，学習指導や授業を構想することができる。
（４）子どもへの対応の理解
・子ども理解に基づいて，児童・生徒の指導，キャリア教育及び教育相談に関する理論と実践的な方法
について修得している。
・特別な教育的ニーズや，いじめ，不登校などの生徒指導上の課題への対応方法を理解している。
・道徳教育の理論及び指導法，特別活動の指導法及び総合的な学習の時間の指導法について理解してい
る。
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６

（５）教職力量を自らひらく力
・実践的な教育活動に参画し，児童・生徒と積極的にコミュニケーションをとることができる。
・自らの学修を記録などに基づいて分析・省察し，将来への見通しや計画を立てることができる。
・チーム学校の構成員として，他者と協働して課題の解決に取り組むことができる。

「教育協働学科ディプロマ・ポリシー」
豊かな教養と知性とともに，教育的視点から学校・家庭・地域・社会と連携・協働することによっ
て，グローバル時代における多様な課題の解決を図る人材と認められる者として共通に必要とされる
資質・能力について，次のとおり設定しています。
（１）豊かな教養と広い視野
・人文，社会，自然，芸術，スポーツ等の学術的・実践的な基本知識・理解力に加え，キャリア形成に
向けた，ＩＣＴスキル，言語運用能力，コミュニケーション力，および論理的・批判的思考力からな
る汎用基礎力を身に付けている。
・世界の多様性を理解し，異文化・多文化を受容できる寛容な態度を身に付けている。
（２）教育理解
・社会や教育現場のグローバル化に対応し，学校や地域等と連携・協働しながら課題解決にあたる教育
協働人材としての意欲や態度を身に付けている。
・教育の理念や歴史及び思想，子どもの発達と心理の理解，教育制度全般や学校の組織と役割の理解等
の教育の基礎理論，及び学校安全に関する理解を含む教育についての基礎的知識を身に付けている。
（３）協働力
・他者と協働して問題を分析し，その課題を整理することができる。
・他者と協働して課題解決に向けてのプランを策定することができる。
・課題解決プランを他者と協働して実行するための実践力を身に付けている。
（４）専門的知識・技能
・所属する専攻・コースの分野に係る専門的知識・技能を備えている。
・専門的知識・技能を用いて，専門分野に関わる内容やその意義を社会に向けて的確に伝達，表現する
ことができる。
・専門的知識・技能を主体的に活用し，行動することができる。
（５）教育協働実践力
教育的視点から学校・家庭・地域・社会と連携・協働することで，グローバル時代における多様な
教育課題を解決するために実践的に行動できる。

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
「教育学部カリキュラム・ポリシー」
教育学部のカリキュラムは，卒業認定・学位授与の方針を踏まえ，教育学部各課程・学科において定
める卒業時に必要とされる資質・能力を育成することを目的として，体系的に編成し，実施するものと
します。

「初等教育教員養成課程カリキュラム・ポリシー」
豊かな教養と知性とともに，優れた教職能力をもって教育現場を担える教諭と認められる者として共
通に必要とされる資質・能力を育成することを目的として，カリキュラムは以下のとおり編成し，実施
するものとします。
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７

（１）豊かな教養と広い視野
教養教育では，人文，社会，自然，芸術，スポーツ等の学術的・実践的な基本知識・理解や，キャリ
ア形成に向けた，ＩＣＴスキル，言語運用能力，コミュニケーション力，および論理的・批判的思考力
からなる汎用基礎力を育成するとともに，世界の多様性を理解し，異文化・多文化を受容できる寛容な
態度を身に付けることを目的として，「基盤教養科目」と「多様性理解科目」から構成する総合科目と
７つの領域にわたる分野別科目とともに外国語科目，体育科目，ＩＣＴ科目を体系的に編成します。
（２）学校教育の基礎的理解
教育の理念や歴史，思想および学校教育を取り巻く文化や社会と歴史，学校安全並びに人権尊重，地
域との連携を含む学校教育の制度や経営について理解するとともに，教職の意義や教員の職務，学級担
任の役割や子どもについて基礎的な理解（幼児，児童及び生徒の発達を含む。）及び教育課程の意義及
び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。），教育の方法や技術（情報機器及び教材の活用
を含む。）についての理解を深めることができるよう，「教育総論」や「発達と学習の心理学」，「学
校の役割と経営」や「教育課程・方法論」などの教職専門科目を体系的に編成します。
（３）指導内容の理解と実践力
保育における各領域や小学校の各教科を指導するために必要なそれらの内容についての理解を深め，
それらについての情報機器や教材の活用を含めた指導方法の基本を修得し，保育環境や学習環境の整備，
アクティブ・ラーニングを取り入れた指導計画の立案や授業づくりができる能力や，保育や授業を分析
する基本を身に付け，教材研究を行いながら，保育や授業を構想することができる能力を育成するため，
保育内容指導法科目，小学校の各教科に係る教科専門科目及び指導法科目，専門教育としての幼稚園教
育専門科目，教職や教育実践，教科教育からなる系列専門科目などの科目を体系的に編成します。
（４）子どもへの対応の理解
子ども理解に基づく幼児・児童の指導，キャリア教育及び教育相談に関する理論と実践的な方法を修
得し，特別な教育的ニーズや，いじめ，不登校などの指導上の課題への対応方法や，道徳教育の理論及
び指導法，特別活動の指導法及び総合的な学習の指導法について理解することができるよう，「教育相
談の心理学」や「幼児理解と教育相談」，「特別活動論（総合的な学習の時間や指導法を含む。）」や
「道徳教育論」などの教職専門科目，「インクルーシブ教育システム論」などの教職基礎科目を体系的
に編成します。
（５）教職力量を自らひらく力
実践的な教育活動に参加し，幼児・児童と積極的にコミュニケーションをとることができる能力や，
自らの学修を記録などに基づいて分析・省察し，将来への見通しや計画を立てることができる能力，チ
ーム学校の構成員の視点から他者と協働して課題の解決に取り組むことができる能力を育成するため，
学校インターンシップ科目や「教育実習」などの教職関連科目，「教職実践演習」などの教職専門科目
を体系的に編成します。
（６）その他
・各授業は，講義・演習・実験・実習などの方法により展開します。
・成績評価は，プレゼンテーション，レポート，試験など，多様な方法により行うものとするとともに，
どのように成績に反映されるか，シラバスに明記するものとします。
・指導技術を向上させるための研修や教員同士での授業参観などを定期的に開催し，授業改善に取り組
むものとします。

「学校教育教員養成課程カリキュラム・ポリシー」
豊かな教養と知性とともに，優れた教職能力をもって教育現場を担える教諭と認められる者として共
通に必要とされる資質・能力を育成することを目的として，カリキュラムは以下のとおり編成し，実施
するものとします。
（１）豊かな教養と広い視野
教養教育では，人文，社会，自然，芸術，スポーツ等の学術的・実践的な基本知識・理解や，キャリ
ア形成に向けた，ＩＣＴスキル，言語運用能力，コミュニケーション力，および論理的・批判的思考力
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８

からなる汎用基礎力を育成するとともに，世界の多様性を理解し，異文化・多文化を受容できる寛容な
態度を身に付けることを目的として，「基盤教養科目」と「多様性理解科目」から構成する総合科目と
７つの領域にわたる分野別科目とともに外国語科目，体育科目，ＩＣＴ科目を体系的に編成します。
（２）学校教育の基礎的理解
教育の理念や歴史，思想および学校教育を取り巻く文化や社会と歴史，学校安全並びに人権尊重，地
域との連携を含む学校教育の制度や経営について理解するとともに，教職の意義や教員の職務，学級担
任の役割や子どもについて基礎的な理解（幼児，児童及び生徒の発達を含む。）及び教育課程の意義及
び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。），教育の方法や技術（情報機器及び教材の活用
を含む。）についての理解を深めることができるよう，「教育総論」や「発達と学習の心理学」，「学
校の役割と経営」や「教育課程・方法論」などの教職専門科目を体系的に編成します。
（３）指導内容の理解と実践力
小学校・中学校・高等学校の各教科及び特別支援教育の各領域を指導するために必要なそれらの内容
についての理解を深め，情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本を修得し，学習環境の整備，
アクティブ・ラーニングを取り入れた指導計画の立案や授業づくりができる能力や，授業分析の基本を
身に付け，教材研究を行いながら，学習指導や授業を構想することができる能力を育成するため，小学
校の各教科に係る教科専門科目及び指導法科目，専門教育としての教育科学（教育学・心理学・道徳教
育学）や，中・高等学校の各教科内容に係る高度な理解に資するコース専門科目，特別支援教育専門科
目を体系的に編成します。
（４）子どもへの対応の理解
子ども理解に基づく児童・生徒の指導，キャリア教育及び教育相談に関するの理論と実践的な方法を
修得し，特別な教育的ニーズや，いじめ，不登校などの生徒指導上の課題への対応方法や，道徳教育の
理論及び指導法，特別活動の指導法及び総合的な学習の指導法について理解することができるよう，「生
徒指導・進路指導論」や「教育相談の心理学」，「特別活動論（総合的な学習の時間の指導法を含む。）」
や「道徳教育論」などの教職専門科目，「インクルーシブ教育システム論」などの教職基礎科目を体系
的に編成します。
（５）教職力量を自らひらく力
実践的な教育活動に参加し，児童・生徒と積極的にコミュニケーションをとることができる能力や，
自らの学修を記録などに基づいて分析・省察し，将来への見通しや計画を立てることができる能力，チ
ーム学校の構成員の視点から他者と協働して課題の解決に取り組むことができる能力を育成するため，
学校インターンシップ科目や「教育実習」などの教職関連科目，「教職実践演習」などの教職専門科目
を体系的に編成します。
（６）その他
・各授業は，講義・演習・実験・実習などの方法により展開します。
・成績評価は，プレゼンテーション，レポート，試験など，多様な方法により行うものとするとともに，
どのように成績に反映されるか，シラバスに明記するものとします。
・指導技術を向上させるための研修や教員同士での授業参観などを定期的に開催し，授業改善に取り組
むものとします。

「教育協働学科カリキュラム・ポリシー」
豊かな教養と知性とともに，教育的視点から学校・家庭・地域・社会と連携・協働することによって，
グローバル時代における多様な課題の解決を図る人材と認められる者として共通に必要とされる資質・
能力を育成することを目的として，カリキュラムは以下のとおり編成し，実施するものとします。
（１）豊かな教養と広い視野
教養教育では，人文，社会，自然，芸術，スポーツ等の学術的・実践的な基本知識・理解や，キャリ
ア形成に向けた，ＩＣＴスキル，言語運用能力，コミュニケーション力，および論理的・批判的思考力
からなる汎用基礎力を育成するとともに，世界の多様性を理解し，異文化・多文化を受容できる寛容な
態度を身に付けることを目的として，「基盤教養科目」と「多様性理解科目」から構成する総合科目と
−9−

９

７つの領域にわたる分野別科目とともに外国語科目，体育科目，ＩＣＴ科目を体系的に編成します。
（２）教育理解
社会のグローバル化に対応し，学校や地域等と連携の上，協働して課題解決にあたる教育協働人材と
しての基礎である教育の理念や教育の歴史及び思想，子どもの発達と心理の理解，教育制度全般や学校
の組織と役割の理解などの教育の基礎理論や，学校安全の学修を通して，学校や地域における諸課題に
対して教育的視点から解決を図ろうとする意欲や態度を醸成するため，教育基礎科目における「教育基
礎セミナー」や「教育総論」，「学校の役割と経営」，「学校安全」などにより体系的に編成します。
（３）協働力
他者と協働して問題を分析のうえ整理し，課題解決に向けてのプランを策定することができる能力や
課題解決プランを他者と協働して実行するための実践力を育成するため，専門教育科目に教育協働科目
を開設し，「教育協働概論」，「教育協働デザイン演習」などの協働共通科目，各自が所属する専攻に
対応する専攻共通科目を体系的に編成します。
（４）専門的知識・技能
所属する専攻・コースの分野に係る専門的知識・技能を備え，専門分野に関する内容やその意義を社
会に向けて的確に伝達，表現することができる能力や，主体的に物事を考え，行動することに専門的知
識・技能を活用できる能力を育成するため，専門教育科目において各自が所属する専攻に対応する専攻
分野科目を体系的に編成します。
（５）教育協働実践力
教育的視点から学校・家庭・地域・社会と連携・協働することで，グローバル時代における多様な課
題を解決するために実践的に行動できる能力を育成するため，専門教育科目における教育協働科目「教
育コラボレーション演習」，「外国語実践演習」，課題解決型学習（ＰＢＬ）科目であるプロジェクト
演習科目などにより体系的に編成します。
（６）その他
・各授業は，講義・演習・実験・実習などの方法により展開します。
・成績評価は，プレゼンテーション，レポート，試験など，多様な方法により行うものとするとともに，
どのように成績に反映されるか，シラバスに明記するものとします。
・指導技術を向上させるための研修や教員同士での授業参観などを定期的に開催し，授業改善に取り組
むものとします。
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