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（1）教育及び専門領域の内容について、学士課程卒業相当の知識、実技能力及び研究方法を身につけている。（知識・理解，技能）

（2）教育をめぐる現代的諸課題について、専門的な知見をもとに、その対応方策を体系的総合的に考え、その過程や結果を適

切に表現することができる。（思考・判断・表現）

（3）学校等に対する社会のニーズを踏まえ、自己の学習課題・研究課題を明確に意識し、教師として主体的にそれらに取り組

もうとする意欲を有し、自主的に社会に貢献しようとする。（関心・意欲・態度）
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教育学部 教育学研究科

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状を取得
している場合は、所定の単位を修得することによって、特別支援
学校教諭専修免許状（聴覚障害者または知的障害者の領域）を取
得できます。（その他の領域については、ご確認ください。）

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状を取
得している場合は、所定の単位を修得することによって、特別
支援学校教諭専修免許状（知的障害者の領域）を取得できます。

（その他の領域については、ご確認ください。）

●教職大学院の入試について

●教育職員免許状について

●大学院で取得できる資格

●長期履修学生制度について

教育学研究科組織改組計画案

教育学研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）
出願日程 平成 27 年 10 月頃

入試日程 平成 27 年 11 月 21 日（土）予定

選抜方法等

１．出願資格
（１）リーダーシップ開発コース

学校管理職を目指す主任職経験等を有する現職教員
（２）教育実践開発コース

現職教員又は教育職員免許法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭の一種免許状を有
する者（平成 28 年 3 月までに取得見込みの者を含む。）

２．選抜方法
出願時に提出された書類（課題レポート含む。）と口述試験により行う。

教科教育専攻・学校臨床心理専攻

特別支援教育専攻

教育実践高度化専攻（教職大学院）

臨床心理士
（学校臨床心理専攻　臨床心理学コース）

臨床心理士は、臨床心理学に基づいた知識と技術で、相談者の心理的問題の解決を援助する専門職です。臨
床心理学コースの場合、所定の科目を履修することによって臨床心理士の受験資格が得られます。なお、本コー
スは公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による指定校１種の認定を受けていますので、修了した年の
10 月頃から実施される資格審査を受験することが可能です。

特別支援教育士（特別支援教育専攻）
特別支援教育士（一般財団法人特別支援教育士資格認定協会）は、発達障害のアセスメントと指導の専門資格
です。資格取得には、専門機関での講義ポイント取得後に、指導実習を経て筆記試験合格が必要です。特別支
援教育専攻の場合、特別支援教育コーディネーター専修がコース認定をうけており、同専修が開講する予定の
授業を履修すれば、上記の講義ポイントの部分と振り替えることができます。（専修による違いがあります。）

新しい教育学研究科へ　

　愛媛大学大学院教育学研究科は、平成５年に発足して以来、地域の人材を育て、より高度な教育実践力を持つ教員の育成に努めてきま

した。その成果は、一定の評価を得ていると確信しています。

　しかし、教育を取り巻く状況は、それ以降も大きな変化を遂げています。

　学校の中においては、生徒指導・学級経営の実践的な力が落ちているのではないか、モンスターペアレンツとひとくくりでは言えない

保護者や地域との関係性をどう考えていけばよいのか、どのような学力をどのようにつけていけばよいのか、ICT に象徴される技術革新

をどのように学校教育に取り入れ活用していけばよいのか、特別な支援を要する学習者をどのように支援するか、また、子どもの育ちと

して、いじめ・ひきこもりへの対応、携帯・スマホ・パソコンなどの情報機器との関わり方、虐待・ネグレクトなどへの対応、体力・運

動能力の低下など、「現代の教育課題」と言えるものは枚挙にいとまがありません。

　そういった課題に力強く向き合うことのできる教員の育成を目指して、愛媛大学教育学研究科は、平成２８年４月から『教職大学院』

を設置するなど、新しく生まれ変わります。その内容は、このパンフレットに示す通りですが、教育学部の卒業生は無論のこと、現職の

先生、他学部を卒業して教員を目指す人、社会人から教員を志す人など、教職を目指す人を広く受け入れていきます。

　確かで豊かな教育実践力を持つ教員を目指して、新しい教育学研究科の門をくぐっていただければと思います。

愛媛大学  教育学研究科長

三浦 和尚

教育学研究科の改組について
より高度な教育の実現を目指し、

教職大学院が新設されます

　平成 28 年 4 月、本研究科に「教育実践高度化専攻（教職大学院）」が新設予定です。スクールリーダー及びより高度な実
践的指導力を備えた教員の養成を行います。これに伴い、現在の教育学研究科については、学校教育専攻の募集を停止し、
教科教育専攻は、定員を見直し、実践を重視した新しいカリキュラムを採用することで、教科に関し一層の実践力育成を図
ります。

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状（「情報」を除く本学教育学部で取得可能な一種免許状）を取得している場合、所定
の単位を修得することにより、それぞれの校種・教科の専修免許状を取得することができます。

（※教科の種類はご確認ください。）

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の一種免許状を取得している場合、所定の単位を修得することにより、それぞれの校種・教科の専
修免許状を取得することができます。（※教科の種類は事前にご確認ください。）
　なお、教育職員免許状は、教職課程認定「申請中」であり、変更もあり得ます。

本研究科では、平成 27 年度から、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程の履
修を認めることができる長期履修学生制度を導入しています。
長期履修学生を希望することができる者は、(1) 現に職業に従事している者 (2) 教育職員免許状を取得するために長期履修が必要と認められる
者 (3) その他やむを得ない事情があると研究科長が特に認めた者 の (1) ～ (3) のいずれかに該当する者を対象としています。長期履修学生制度
の適用を受けた学生の修業年限は、学則に規定された標準修業年限（２年）に１年を加えた年数とします。なお、修業年限の変更はできません。
長期履修学生として認められた期間の授業料の年額は次のとおりです。

［標準修業年限（2年間）の総額 ÷ 長期履修期間（3年）］

※今後内容等について変更されることもあり得ますので、学生募集要項でご確認願います。
　なお、学生募集要項は、教職大学院の設置が決定（早ければ 9 月上旬）した後公表予定です。
特別支援教育専攻、教科教育専攻及び学校臨床専攻の学生募集の入試日程は、上記の教職大学院と同じ日程の予定です。

［平成 27 年 11 月 21 日（土）予定］

専　攻 コース・専修 入学
定員

学校教育 学校教育専修 5

特別支援教育

特別支援
学校教育専修 5

特別支援教育
コーディネーター専修 6

教科教育

国語教育専修

30

社会科教育専修
数学教育専修
理科教育専修
音楽教育専修
美術教育専修
保健体育専修
技術教育専修
家政教育専修
英語教育専修

学校臨床心理
学校臨床学コース

9
臨床心理学コース

計 55

専　攻 コース・専修 入学
定員

授与する
学位

教育実践高度化
（教職大学院）

リーダーシップ
開発コース

15 教職修士
（専門職）教育実践

開発コース

募集停止

特別支援教育

特別支援
学校教育専修 5

修士
（教育学）

特別支援教育
コーディネーター専修 6

教科教育
人文社会科学コース
自然科学コース
生活健康科学コース
芸術コース

20

学校臨床心理
学校臨床学コース

9
臨床心理学コース

計 55

現　行

改 組 後

新 設

入学定員変更

（平成28年 4月変更予定）

改組の計画は、文部科学省に認可申請中であり、変更する場合があります。

平成 28 年 4 月開設予定 設置申請中

➡

➡

➡

➡

愛媛大学
大 学 院



優れた研究者・実践者を非常勤講師や
ゲストティーチャーとして活用
優れた研究者・実践者を非常勤講師や
ゲストティーチャーとして活用
優れた研究者・実践者を非常勤講師や
ゲストティーチャーとして活用

高度な実践的指導力や社会の変化に伴う
新たな課題に柔軟に対応できる広い視野をもった教員の育成

教育委員会 連携協力校大学 の連携協力体制

授業開発過程での
理論と実践の融合

学校内での
理論と実践の融合

巡回訪問指導
共同研究

巡回訪問指導
共同研究

専攻共通基礎科目

理論を通して実践を見る

コース別選択科目・発展科目

実践から理論を生成する

実習科目

生成した理論を実践で活かす

学習過程での
理論と実践の融合

コース別選択科目・課題研究

実践省察による理論の修正

リーダーシップ開発コース 教育実践開発コース

教材開発
共同授業

学校現場
（実践知）

大学教員
（理論知／実践知）

研究者教員
（理論知）

実務家教員
（実践知）

カリキュラムの特色

研究者教員と実務家教員
のティーム・ティーチン
研究者教員と実務家教員
のティーム・ティーチン
研究者教員と実務家教員
のティーム・ティーチング2

1

最新のICT機材、豊富に用
意された教科書・図書を使
最新のICT機材、豊富に用
意された教科書・図書を使
最新のICT機材、豊富に用意
された教科書・図書を使用5

80校を超える松山市内のほぼすべての公
立学校が連携協力校（実習校）
80校を超える松山市内のほぼすべての公
立学校が連携協力校（実習校）
80校を超える松山市内のほぼすべての公
立学校が連携協力校（実習校）3

愛媛県の重点の教育課題を学習テーマ
とする「愛媛の教育改革」など独自の科
愛媛県の重点の教育課題を学習テーマ
とする「愛媛の教育改革」など独自の科
愛媛県の重点教育課題を学習テーマとす
る「愛媛の教育改革」など独自の科目4

教科教育専攻

国語教育領域
　思考や感性の基盤となる言葉の力をつけ
る国語科の教育のために必要な資質・能力
を身につけます。国語科授業の在り方を考
究する国語教育学と、教科を支える内容学
としての日本語学、日本近代文学、日本古
典文学、漢文学、書写・書道教育を専門と
する教員が指導にあたります。

社会科教育領域
　社会科教育領域では、社会科の基礎とな
る地理学、歴史学、経済学、法学、政治学、
社会学、倫理学・哲学の専門的研究と社会
科教育の理論的研究を行い、社会科教員と
して必要な研究能力と教育実践力の向上を
図ります。複数教員による懇切な指導を
行っています。

数学教育領域
　教科内容を講じる専門分野としての代数
学、幾何学、解析学の３分野及び教科教育
の専門分野である数学科教育の４分野から
構成されています。各分野における研究を
基礎としながら、附属学校等との共同研究
などを通して、数学科教育の理論的探究と
実践的能力の育成とを図っています。

理科教育領域
　自然に対する好奇心・探究心をもち、自
然科学諸分野の教育・研究に関する基本的
な専門知識及び技能を有する人を求めま
す。専門書や論文の輪読、演習や実習、授
業に関する多面的な構想や分析を通して、
理科教育に関する理論的・実践的・開発的
な研究能力と実践力を養います。

遼寧師範大学の留学生とともに
『竹取物語』を読む大学院生

学部で学んだ内容を発展させ、考察する
大学院生（教材の開発と実践の一コマ）

音楽創作表現の探究小学校体育の授業実践

地域の河川調査を
学部生に教えながら学ぶ

技術教育院生研究室

大学院生合同研究室

家庭科の実験授業を高校で行う
大学院生

保健体育領域
　体育、スポーツ、健康に関わる諸問題に
ついて、保健体育科教育、体育学、運動学、
学校保健の各専門分野から多角的に学修し
ます。高度な専門的知識を有し、科学的思
考ができる実践的指導者を養成することを
目的としています。

家政教育領域
　人間の発達・成長と家族、福祉、衣食住
などの「資源」「環境」と「人」との相互
作用について、家庭科教育、食物学、被服学、
住居学、保育学の 5 つの専門分野から多面
的に研究します。講義、演習、実験、実習、
教育現場でのフィールド活動などを通し、
家庭科教員として必要な専門的知識と教育
実践力を高めます。

技術教育領域
　技術科教育とその関連分野に関する専門
的知識を基礎として、技術教育の教育内容
を幅広く捉え、教材の開発、授業の設計・
実践及び評価方法などの研究を行い、教育
実践力と教材開発能力を備えた人材の育成
を目指します。

英語教育領域
　講義では、英語教育学・英語学・英米文学の分野において専門書や論文を
講読し、基本的な知識を習得します。少人数精鋭のクラスなので、常に活発
な質疑があり、それに対して詳細な解説が与えられます。在籍する中学校・
高等学校の現職教員は、自らの教育的技能を向上させるために、理論から実
践への応用の可能性について議論を展開します。修士論文では、興味・関心
に基づいてテーマを設定し、多角的に研究を行います。

美術教育領域
　美術及び美術教育に関して、美術科教育、
絵画、デザイン、 彫刻、工芸、美術理論・
美術史の専門的研究と理論的実践的研究を
行い、美術全般にわたる教育的能力の深化
を図り、教育の質的向上と芸術・文化の進
展に貢献出来る人材の育成を目指します。

音楽教育領域
　音楽及び音楽科教育に関して、高度な専
門的技能と知識をもった人材の養成を目的
としており、音楽科教育・声楽・器楽（ピ
アノ／管楽器）・音楽デザインの専門分野
の研究とともに、大学院生の研究に各分野
からも援助を行い、幅広い視点から研究が
進展できるようにしています。

人文社会科学コース

生活健康科学コース

自然科学コース

芸術コース

修士論文構想発表

特別支援学校教育専修（２年課程）
　特別支援教育・医療・福祉の諸問題に適切に対応できる高度な専門
性と豊かな人間性・社会性を備えた力量ある教員の養成を目的にして
います。特別支援のための教育・心理・医学の専門的知識を積み上げ
るとともに、実践研究や実習を通して総合的な特別支援教育の対象児
の理解と教育支援の方法を深めます。聴覚言語障害を中心とした科目
群と、知的障害を中心とした科目群を設けており、インクルーシブ教
育システムの構築に寄与する高度専門的職業人を養成します。

特別支援教育コーディネーター専修（１年課程）
　幼稚園、小・中学校、高等学校において、特別支援教育コーディネー
ターとして活動するために必要な実践的な指導力・展開力を備え、特
別な支援が必要な幼児・児童・生徒が安心して学べる新しい学校づく
りの有力な一員となり得る人材の養成を行っています。学校現場での
実習や小グループでの演習を通じて確かな指導理論と優れた実践力・
応用力を備えたスクールリーダーを育てます。現職教員等については、
入学試験で筆記試験を課さない特別選抜を実施しています。

　特別支援教育専攻には、２年課程の特別支援学校教育専修と１年課程の特別支援教育コーディネーター専修があります。特
別支援学校教育専修は、特別支援学校や特別支援学級で学ぶ幼児・児童・生徒に対応できる高度職業人の養成を行っています。
特別支援教育コーディネーター専修は通常の学校で学ぶ特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対応できる特別支援教育
コーディネーターの養成に特化した専修です。

　教科教育専攻は、人文社会科学コース、自然科学コース、生活健康科学コース、芸術コースの４つのコースからなります。
実践的内容のカリキュラムと少人数授業によって各自の問題意識を深めることで、教育現場における教育研究の推進者となり
うる実践力のある指導者を養成することを目的としています。専門分野への理解と関心をもち、教育実践の場で活躍したいと
いう意欲を持っている人、教育現場での問題を解決するための実践的研究能力を高めたい人を求めています。

教育実践高度化専攻（教職大学院） 設置申請中

　教育実践高度化専攻（教職大学院）では、学校の組織力向上と信頼構築に貢献できる管理職人材、授業力・学級経営力・問
題解決力等の高度な実践的指導力を備えた若手人材を養成します。設置するコースは、主として現職教員を対象とする「リーダー
シップ開発コース（定員 5 名）」、学卒者や現職教員及び臨時的任用教員を対象とする「教育実践開発コース（定員 10 名）」の 2 コー
スです。
　愛媛大学教職大学院では、研究者教員・実務家教員・連携協力校が三位一体となった指導を展開することで、受講者の職能
成長を促進し、各自のキャリア・アップを全面的に支援します。
　教職大学院修了者には、教職修士（専門職）の学位が授与されます。修士論文ではなく、実践研究報告書の作成が修了要件
に含まれます。また、幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の一種免許状の取得者は、所定の単位を修得することによりそ
れぞれの校種・教科の専修免許状を取得することができます。

特別支援教育専攻

学校臨床心理専攻

教育相談等を想定した問題解決的ロールプレイ

東京都立特別支援学校における
医療的ケア、支援機器活用の見学

発達検査・知能検査の演習

臨床心理学コース
　臨床心理学コースは、家庭、学校、職場など様々な領域で増大し
ているコミュニティ・人間関係・個人の諸問題について、臨床心理
学の立場から、その要因やメカニズムを理論的に明らかにし、支援
実践力を培うことを目的としています。援助を必要とする人々の心
の世界とそれを取り巻く社会的状況に関与し、将来、｢こころ｣ の専
門家である臨床心理士になることを目指して学ぼうとする人を求め
ています。

学校臨床学コース
　学校臨床学コースは、学校等における教育の臨床的な諸問題に対
し、教育における人間性育成の観点から、教育や心理発達に関する
高度な知識を身につけ、現実の諸課題に対する課題解決能力を養う
ことを目的としています。学部卒業者で教育についての知見を深め
同時に教師としての実践力の向上を図ろうとする人、現職教員を含
む社会人で教育や心理発達について学び直しを行おうとする人を求
めています。

　本専攻は、学校臨床学コースと臨床心理学コースからなります。それぞれ学士課程で培った資質能力を基礎とし、修士課程
では学校臨床及び臨床心理をめぐる現代的諸課題への対応方策を思索して実践する力を培います。より専門的な知識や技術を
習得する中で、自律的に社会に貢献する専門的職業人を養成します。

心理療法の箱庭演習のひとコマ
地域子育て支援センター参観で
の乳幼児とのふれあい

特別支援教育コーディネータ－専修特別支援学校教育専修

教育学研究科案内
2016

（1）教育及び専門領域の内容について、学士課程卒業相当の知識、実技能力及び研究方法を身につけている。（知識・理解，技能）

（2）教育をめぐる現代的諸課題について、専門的な知見をもとに、その対応方策を体系的総合的に考え、その過程や結果を適

切に表現することができる。（思考・判断・表現）

（3）学校等に対する社会のニーズを踏まえ、自己の学習課題・研究課題を明確に意識し、教師として主体的にそれらに取り組

もうとする意欲を有し、自主的に社会に貢献しようとする。（関心・意欲・態度）

Adm is s ion po l i c y

教育実践高度化専攻

特 別 支 援 教 育 専 攻
（教 職 大 学 院 ）

教 科 教 育 専 攻

学 校 臨 床 心 理 専 攻

国立大学法人 愛媛大学
〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 番  TEL:089-927-9377
http://www.ed.ehime-u.ac.jp

教育学部 教育学研究科

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状を取得
している場合は、所定の単位を修得することによって、特別支援
学校教諭専修免許状（聴覚障害者または知的障害者の領域）を取
得できます。（その他の領域については、ご確認ください。）

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状を取
得している場合は、所定の単位を修得することによって、特別
支援学校教諭専修免許状（知的障害者の領域）を取得できます。

（その他の領域については、ご確認ください。）

●教職大学院の入試について

●教育職員免許状について

●大学院で取得できる資格

●長期履修学生制度について

教育学研究科組織改組計画案

教育学研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）
出願日程 平成 27 年 10 月頃

入試日程 平成 27 年 11 月 21 日（土）予定

選抜方法等

１．出願資格
（１）リーダーシップ開発コース

学校管理職を目指す主任職経験等を有する現職教員
（２）教育実践開発コース

現職教員又は教育職員免許法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭の一種免許状を有
する者（平成 28 年 3 月までに取得見込みの者を含む。）

２．選抜方法
出願時に提出された書類（課題レポート含む。）と口述試験により行う。

教科教育専攻・学校臨床心理専攻

特別支援教育専攻

教育実践高度化専攻（教職大学院）

臨床心理士
（学校臨床心理専攻　臨床心理学コース）

臨床心理士は、臨床心理学に基づいた知識と技術で、相談者の心理的問題の解決を援助する専門職です。臨
床心理学コースの場合、所定の科目を履修することによって臨床心理士の受験資格が得られます。なお、本コー
スは公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による指定校１種の認定を受けていますので、修了した年の
10 月頃から実施される資格審査を受験することが可能です。

特別支援教育士（特別支援教育専攻）
特別支援教育士（一般財団法人特別支援教育士資格認定協会）は、発達障害のアセスメントと指導の専門資格
です。資格取得には、専門機関での講義ポイント取得後に、指導実習を経て筆記試験合格が必要です。特別支
援教育専攻の場合、特別支援教育コーディネーター専修がコース認定をうけており、同専修が開講する予定の
授業を履修すれば、上記の講義ポイントの部分と振り替えることができます。（専修による違いがあります。）

新しい教育学研究科へ　

　愛媛大学大学院教育学研究科は、平成５年に発足して以来、地域の人材を育て、より高度な教育実践力を持つ教員の育成に努めてきま

した。その成果は、一定の評価を得ていると確信しています。

　しかし、教育を取り巻く状況は、それ以降も大きな変化を遂げています。

　学校の中においては、生徒指導・学級経営の実践的な力が落ちているのではないか、モンスターペアレンツとひとくくりでは言えない

保護者や地域との関係性をどう考えていけばよいのか、どのような学力をどのようにつけていけばよいのか、ICT に象徴される技術革新

をどのように学校教育に取り入れ活用していけばよいのか、特別な支援を要する学習者をどのように支援するか、また、子どもの育ちと

して、いじめ・ひきこもりへの対応、携帯・スマホ・パソコンなどの情報機器との関わり方、虐待・ネグレクトなどへの対応、体力・運

動能力の低下など、「現代の教育課題」と言えるものは枚挙にいとまがありません。

　そういった課題に力強く向き合うことのできる教員の育成を目指して、愛媛大学教育学研究科は、平成２８年４月から『教職大学院』

を設置するなど、新しく生まれ変わります。その内容は、このパンフレットに示す通りですが、教育学部の卒業生は無論のこと、現職の

先生、他学部を卒業して教員を目指す人、社会人から教員を志す人など、教職を目指す人を広く受け入れていきます。

　確かで豊かな教育実践力を持つ教員を目指して、新しい教育学研究科の門をくぐっていただければと思います。

愛媛大学  教育学研究科長

三浦 和尚

教育学研究科の改組について
より高度な教育の実現を目指し、

教職大学院が新設されます

　平成 28 年 4 月、本研究科に「教育実践高度化専攻（教職大学院）」が新設予定です。スクールリーダー及びより高度な実
践的指導力を備えた教員の養成を行います。これに伴い、現在の教育学研究科については、学校教育専攻の募集を停止し、
教科教育専攻は、定員を見直し、実践を重視した新しいカリキュラムを採用することで、教科に関し一層の実践力育成を図
ります。

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状（「情報」を除く本学教育学部で取得可能な一種免許状）を取得している場合、所定
の単位を修得することにより、それぞれの校種・教科の専修免許状を取得することができます。

（※教科の種類はご確認ください。）

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の一種免許状を取得している場合、所定の単位を修得することにより、それぞれの校種・教科の専
修免許状を取得することができます。（※教科の種類は事前にご確認ください。）
　なお、教育職員免許状は、教職課程認定「申請中」であり、変更もあり得ます。

本研究科では、平成 27 年度から、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程の履
修を認めることができる長期履修学生制度を導入しています。
長期履修学生を希望することができる者は、(1) 現に職業に従事している者 (2) 教育職員免許状を取得するために長期履修が必要と認められる
者 (3) その他やむを得ない事情があると研究科長が特に認めた者 の (1) ～ (3) のいずれかに該当する者を対象としています。長期履修学生制度
の適用を受けた学生の修業年限は、学則に規定された標準修業年限（２年）に１年を加えた年数とします。なお、修業年限の変更はできません。
長期履修学生として認められた期間の授業料の年額は次のとおりです。

［標準修業年限（2年間）の総額 ÷ 長期履修期間（3年）］

※今後内容等について変更されることもあり得ますので、学生募集要項でご確認願います。
　なお、学生募集要項は、教職大学院の設置が決定（早ければ 9 月上旬）した後公表予定です。
特別支援教育専攻、教科教育専攻及び学校臨床専攻の学生募集の入試日程は、上記の教職大学院と同じ日程の予定です。

［平成 27 年 11 月 21 日（土）予定］

専　攻 コース・専修 入学
定員

学校教育 学校教育専修 5

特別支援教育

特別支援
学校教育専修 5

特別支援教育
コーディネーター専修 6

教科教育

国語教育専修

30

社会科教育専修
数学教育専修
理科教育専修
音楽教育専修
美術教育専修
保健体育専修
技術教育専修
家政教育専修
英語教育専修

学校臨床心理
学校臨床学コース

9
臨床心理学コース

計 55

専　攻 コース・専修 入学
定員

授与する
学位

教育実践高度化
（教職大学院）

リーダーシップ
開発コース

15 教職修士
（専門職）教育実践

開発コース

募集停止

特別支援教育

特別支援
学校教育専修 5

修士
（教育学）

特別支援教育
コーディネーター専修 6

教科教育
人文社会科学コース
自然科学コース
生活健康科学コース
芸術コース

20

学校臨床心理
学校臨床学コース

9
臨床心理学コース

計 55

現　行

改 組 後

新 設

入学定員変更

（平成28年 4月変更予定）

改組の計画は、文部科学省に認可申請中であり、変更する場合があります。

平成 28 年 4 月開設予定 設置申請中

➡

➡

➡

➡

愛媛大学
大 学 院



優れた研究者・実践者を非常勤講師や
ゲストティーチャーとして活用
優れた研究者・実践者を非常勤講師や
ゲストティーチャーとして活用
優れた研究者・実践者を非常勤講師や
ゲストティーチャーとして活用

高度な実践的指導力や社会の変化に伴う
新たな課題に柔軟に対応できる広い視野をもった教員の育成

教育委員会 連携協力校大学 の連携協力体制

授業開発過程での
理論と実践の融合

学校内での
理論と実践の融合

巡回訪問指導
共同研究

巡回訪問指導
共同研究

専攻共通基礎科目

理論を通して実践を見る

コース別選択科目・発展科目

実践から理論を生成する

実習科目

生成した理論を実践で活かす

学習過程での
理論と実践の融合

コース別選択科目・課題研究

実践省察による理論の修正

リーダーシップ開発コース 教育実践開発コース

教材開発
共同授業

学校現場
（実践知）

大学教員
（理論知／実践知）

研究者教員
（理論知）

実務家教員
（実践知）

カリキュラムの特色

研究者教員と実務家教員
のティーム・ティーチン
研究者教員と実務家教員
のティーム・ティーチン
研究者教員と実務家教員
のティーム・ティーチング2

1

最新のICT機材、豊富に用
意された教科書・図書を使
最新のICT機材、豊富に用
意された教科書・図書を使
最新のICT機材、豊富に用意
された教科書・図書を使用5

80校を超える松山市内のほぼすべての公
立学校が連携協力校（実習校）
80校を超える松山市内のほぼすべての公
立学校が連携協力校（実習校）
80校を超える松山市内のほぼすべての公
立学校が連携協力校（実習校）3

愛媛県の重点の教育課題を学習テーマ
とする「愛媛の教育改革」など独自の科
愛媛県の重点の教育課題を学習テーマ
とする「愛媛の教育改革」など独自の科
愛媛県の重点教育課題を学習テーマとす
る「愛媛の教育改革」など独自の科目4

教科教育専攻

国語教育領域
　思考や感性の基盤となる言葉の力をつけ
る国語科の教育のために必要な資質・能力
を身につけます。国語科授業の在り方を考
究する国語教育学と、教科を支える内容学
としての日本語学、日本近代文学、日本古
典文学、漢文学、書写・書道教育を専門と
する教員が指導にあたります。

社会科教育領域
　社会科教育領域では、社会科の基礎とな
る地理学、歴史学、経済学、法学、政治学、
社会学、倫理学・哲学の専門的研究と社会
科教育の理論的研究を行い、社会科教員と
して必要な研究能力と教育実践力の向上を
図ります。複数教員による懇切な指導を
行っています。

数学教育領域
　教科内容を講じる専門分野としての代数
学、幾何学、解析学の３分野及び教科教育
の専門分野である数学科教育の４分野から
構成されています。各分野における研究を
基礎としながら、附属学校等との共同研究
などを通して、数学科教育の理論的探究と
実践的能力の育成とを図っています。

理科教育領域
　自然に対する好奇心・探究心をもち、自
然科学諸分野の教育・研究に関する基本的
な専門知識及び技能を有する人を求めま
す。専門書や論文の輪読、演習や実習、授
業に関する多面的な構想や分析を通して、
理科教育に関する理論的・実践的・開発的
な研究能力と実践力を養います。

遼寧師範大学の留学生とともに
『竹取物語』を読む大学院生

学部で学んだ内容を発展させ、考察する
大学院生（教材の開発と実践の一コマ）

音楽創作表現の探究小学校体育の授業実践

地域の河川調査を
学部生に教えながら学ぶ

技術教育院生研究室

大学院生合同研究室

家庭科の実験授業を高校で行う
大学院生

保健体育領域
　体育、スポーツ、健康に関わる諸問題に
ついて、保健体育科教育、体育学、運動学、
学校保健の各専門分野から多角的に学修し
ます。高度な専門的知識を有し、科学的思
考ができる実践的指導者を養成することを
目的としています。

家政教育領域
　人間の発達・成長と家族、福祉、衣食住
などの「資源」「環境」と「人」との相互
作用について、家庭科教育、食物学、被服学、
住居学、保育学の 5 つの専門分野から多面
的に研究します。講義、演習、実験、実習、
教育現場でのフィールド活動などを通し、
家庭科教員として必要な専門的知識と教育
実践力を高めます。

技術教育領域
　技術科教育とその関連分野に関する専門
的知識を基礎として、技術教育の教育内容
を幅広く捉え、教材の開発、授業の設計・
実践及び評価方法などの研究を行い、教育
実践力と教材開発能力を備えた人材の育成
を目指します。

英語教育領域
　講義では、英語教育学・英語学・英米文学の分野において専門書や論文を
講読し、基本的な知識を習得します。少人数精鋭のクラスなので、常に活発
な質疑があり、それに対して詳細な解説が与えられます。在籍する中学校・
高等学校の現職教員は、自らの教育的技能を向上させるために、理論から実
践への応用の可能性について議論を展開します。修士論文では、興味・関心
に基づいてテーマを設定し、多角的に研究を行います。

美術教育領域
　美術及び美術教育に関して、美術科教育、
絵画、デザイン、 彫刻、工芸、美術理論・
美術史の専門的研究と理論的実践的研究を
行い、美術全般にわたる教育的能力の深化
を図り、教育の質的向上と芸術・文化の進
展に貢献出来る人材の育成を目指します。

音楽教育領域
　音楽及び音楽科教育に関して、高度な専
門的技能と知識をもった人材の養成を目的
としており、音楽科教育・声楽・器楽（ピ
アノ／管楽器）・音楽デザインの専門分野
の研究とともに、大学院生の研究に各分野
からも援助を行い、幅広い視点から研究が
進展できるようにしています。

人文社会科学コース

生活健康科学コース

自然科学コース

芸術コース

修士論文構想発表

特別支援学校教育専修（２年課程）
　特別支援教育・医療・福祉の諸問題に適切に対応できる高度な専門
性と豊かな人間性・社会性を備えた力量ある教員の養成を目的にして
います。特別支援のための教育・心理・医学の専門的知識を積み上げ
るとともに、実践研究や実習を通して総合的な特別支援教育の対象児
の理解と教育支援の方法を深めます。聴覚言語障害を中心とした科目
群と、知的障害を中心とした科目群を設けており、インクルーシブ教
育システムの構築に寄与する高度専門的職業人を養成します。

特別支援教育コーディネーター専修（１年課程）
　幼稚園、小・中学校、高等学校において、特別支援教育コーディネー
ターとして活動するために必要な実践的な指導力・展開力を備え、特
別な支援が必要な幼児・児童・生徒が安心して学べる新しい学校づく
りの有力な一員となり得る人材の養成を行っています。学校現場での
実習や小グループでの演習を通じて確かな指導理論と優れた実践力・
応用力を備えたスクールリーダーを育てます。現職教員等については、
入学試験で筆記試験を課さない特別選抜を実施しています。

　特別支援教育専攻には、２年課程の特別支援学校教育専修と１年課程の特別支援教育コーディネーター専修があります。特
別支援学校教育専修は、特別支援学校や特別支援学級で学ぶ幼児・児童・生徒に対応できる高度職業人の養成を行っています。
特別支援教育コーディネーター専修は通常の学校で学ぶ特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対応できる特別支援教育
コーディネーターの養成に特化した専修です。

　教科教育専攻は、人文社会科学コース、自然科学コース、生活健康科学コース、芸術コースの４つのコースからなります。
実践的内容のカリキュラムと少人数授業によって各自の問題意識を深めることで、教育現場における教育研究の推進者となり
うる実践力のある指導者を養成することを目的としています。専門分野への理解と関心をもち、教育実践の場で活躍したいと
いう意欲を持っている人、教育現場での問題を解決するための実践的研究能力を高めたい人を求めています。

教育実践高度化専攻（教職大学院） 設置申請中

　教育実践高度化専攻（教職大学院）では、学校の組織力向上と信頼構築に貢献できる管理職人材、授業力・学級経営力・問
題解決力等の高度な実践的指導力を備えた若手人材を養成します。設置するコースは、主として現職教員を対象とする「リーダー
シップ開発コース（定員 5 名）」、学卒者や現職教員及び臨時的任用教員を対象とする「教育実践開発コース（定員 10 名）」の 2 コー
スです。
　愛媛大学教職大学院では、研究者教員・実務家教員・連携協力校が三位一体となった指導を展開することで、受講者の職能
成長を促進し、各自のキャリア・アップを全面的に支援します。
　教職大学院修了者には、教職修士（専門職）の学位が授与されます。修士論文ではなく、実践研究報告書の作成が修了要件
に含まれます。また、幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の一種免許状の取得者は、所定の単位を修得することによりそ
れぞれの校種・教科の専修免許状を取得することができます。

特別支援教育専攻

学校臨床心理専攻

教育相談等を想定した問題解決的ロールプレイ

東京都立特別支援学校における
医療的ケア、支援機器活用の見学

発達検査・知能検査の演習

臨床心理学コース
　臨床心理学コースは、家庭、学校、職場など様々な領域で増大し
ているコミュニティ・人間関係・個人の諸問題について、臨床心理
学の立場から、その要因やメカニズムを理論的に明らかにし、支援
実践力を培うことを目的としています。援助を必要とする人々の心
の世界とそれを取り巻く社会的状況に関与し、将来、｢こころ｣ の専
門家である臨床心理士になることを目指して学ぼうとする人を求め
ています。

学校臨床学コース
　学校臨床学コースは、学校等における教育の臨床的な諸問題に対
し、教育における人間性育成の観点から、教育や心理発達に関する
高度な知識を身につけ、現実の諸課題に対する課題解決能力を養う
ことを目的としています。学部卒業者で教育についての知見を深め
同時に教師としての実践力の向上を図ろうとする人、現職教員を含
む社会人で教育や心理発達について学び直しを行おうとする人を求
めています。

　本専攻は、学校臨床学コースと臨床心理学コースからなります。それぞれ学士課程で培った資質能力を基礎とし、修士課程
では学校臨床及び臨床心理をめぐる現代的諸課題への対応方策を思索して実践する力を培います。より専門的な知識や技術を
習得する中で、自律的に社会に貢献する専門的職業人を養成します。

心理療法の箱庭演習のひとコマ
地域子育て支援センター参観で
の乳幼児とのふれあい
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教育学部 教育学研究科

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状を取得
している場合は、所定の単位を修得することによって、特別支援
学校教諭専修免許状（聴覚障害者または知的障害者の領域）を取
得できます。（その他の領域については、ご確認ください。）

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状を取
得している場合は、所定の単位を修得することによって、特別
支援学校教諭専修免許状（知的障害者の領域）を取得できます。
（その他の領域については、ご確認ください。）

●教職大学院の入試について

●教育職員免許状について

●大学院で取得できる資格

●長期履修学生制度について

教育学研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）
出願日程 平成 27 年 10 月頃

入試日程 平成 27 年 11 月 21 日（土）予定

選抜方法等

１．出願資格
（１）リーダーシップ開発コース

学校管理職を目指す主任職経験等を有する現職教員
（２）教育実践開発コース

現職教員又は教育職員免許法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭のいずれかの一種
免許状を有する者（平成 28 年 3月までに取得見込みの者を含む。）

２．選抜方法
出願時に提出された書類（課題レポート含む。）と口述試験により行う。

教科教育専攻・学校臨床心理専攻

特別支援教育専攻

教育実践高度化専攻（教職大学院）

臨床心理士
（学校臨床心理専攻　臨床心理学コース）

臨床心理士は、臨床心理学に基づいた知識と技術で、相談者の心理的問題の解決を援助する専門職です。臨
床心理学コースの場合、所定の科目を履修することによって臨床心理士の受験資格が得られます。なお、本コー
スは公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による指定校１種の認定を受けていますので、修了した年の
10 月頃から実施される資格審査を受験することが可能です。

特別支援教育士（特別支援教育専攻）
特別支援教育士（一般財団法人特別支援教育士資格認定協会）は、発達障害のアセスメントと指導の専門資格
です。資格取得には、専門機関での講義ポイント取得後に、指導実習を経て筆記試験合格が必要です。特別支
援教育専攻の場合、特別支援教育コーディネーター専修がコース認定をうけており、同専修が開講する予定の
授業を履修すれば、上記の講義ポイントの部分と振り替えることができます。（専修による違いがあります。）

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の各基礎免許状（「情報」を除く本学教育学部で取得可能な一種免許状）を取得している場合、所定
の単位を修得することにより、それぞれの校種・教科の専修免許状を取得することができます。
（※教科の種類はご確認ください。）

　幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭の一種免許状を取得している場合、所定の単位を修得することにより、それぞれの校種・教科の専
修免許状を取得することができます。（※教科の種類は事前にご確認ください。）
　なお、教育職員免許状は、教職課程認定「申請中」であり、変更もあり得ます。

本研究科では、平成 27 年度から、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程の履
修を認めることができる長期履修学生制度を導入しています。
長期履修学生を希望することができる者は、(1) 現に職業に従事している者 (2) 教育職員免許状を取得するために長期履修が必要と認められる
者 (3) その他やむを得ない事情があると研究科長が特に認めた者  の (1) ～ (3) のいずれかに該当する者を対象としています。長期履修学生制度
の適用を受けた学生の修業年限は、学則に規定された標準修業年限（２年）に１年を加えた年数とします。なお、修業年限の変更はできません。
長期履修学生として認められた期間の授業料の年額は次のとおりです。

※今後内容等について変更されることもあり得ますので、学生募集要項でご確認願います。
　なお、学生募集要項は、教職大学院の設置が決定（早ければ 9月上旬）した後公表予定です。
特別支援教育専攻、教科教育専攻及び学校臨床専攻の学生募集の入試日程は、上記の教職大学院と同じ日程の予定です。
［平成 27 年 11 月 21 日（土）予定］


