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〔重要〕令和３年度入学者選抜の実施について 

新型コロナウィルスの感染状況により，令和２年度に本学が実施する令和３年度入試

において，この募集要項に記載されている選抜方法，選抜日程等を変更して実施するこ

とが予想されます。 
その場合は，ホームページを通じて随時情報を発信しますので，確認してください。 
 

福井大学ホームページ（受験生の方へ）：https://www.u-fukui.ac.jp/user_admission/ 
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入試日程の概要（外国人特別選抜） 
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＜注意＞ 

・本入試に関するすべての事項は，志願者本人がこの学生募集要項を熟読することによって，必ず本人の責任で

確認してください。 

・この学生募集要項以外に重要な通知がある場合は，本学ホームページの「受験生の方へ」内でお知らせします。

［福井大学ホームページ https://www.u-fukui.ac.jp/］ 

・電話での照会は，祝日及び年末年始を除く，月～金曜日の 9：00～17：00に，この学生募集要項を手元に置き，

必ず志願者本人が行ってください。 

出願期間 令和２年 10月 30日(金)～11月 6日(金) 

選抜期日 

合格者発表 

入学手続 令和２年 12月 15日(火)～25日（金） 

令和２年 11月 14日(土) 

令和２年 11月 24日(火) 
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アドミッション・ポリシー 

 

教職開発専攻 

概要・特色 

アクティブ・ラーニング，チーム学校，そして学制再編。子どもたち自身が探究し，コミュ

ニケーションし，協働する学習を支える 21 世紀の学校を実現するために，教師の協働の実践

力とそれを支える組織マネジメントが不可欠になっています。福井大学大学院福井大学・奈良

女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教職開発専攻（連合教職大学院）では学校改

革への取り組みへの参画と実践研究を有機的に結ぶ新しいカリキュラムにより，改革を長期的

に展望する力・マネジメント能力・協働実践支援力を培います。 
 
求める学生像 

授業研究・教職専門性開発コース 

・学校での長期の実習を通して，実践的に学び専門性を培っていこうとする人 

・授業づくり・児童生徒の成長発達支援について実践に即して研究し，実践力を培おうとす

る人 

ミドルリーダー養成コース 
・学校での協働研究の運営・推進に取り組んでいる教員 
・授業づくり・授業改革・授業研究を積極的に進めている教員 
・児童生徒の発達支援について実践と研究を進めている教員 

学校改革マネジメントコース 
・将来，学校の組織マネジメントの中心的な担い手として取り組もうとする教員 
・学校での組織運営及びその支援に取り組んでいる教員 
・学校改革の組織過程に実践的な関心を持つ教員 

 
入学者選抜方法の基本方針 

「面接」では，主に入学後の実践と研究の進め方についての面接（口述試験を含む）を行い，

総合的に評価します。 
 

 
「教職開発専攻における特色ある教育」 

 授業は全て複数の教員によるチームティーチングで実施します。また，学校拠点方式であるた

め，授業は，福井・奈良・岐阜の各大学の拠点校である各幼小中高等学校・特別支援学校で行わ

れます。 
 なお，本連合教職大学院は，県域を越えた初めての教職大学院ですが，大学間の連携に関して

は，毎月の合同カンファレンス，拠点校への相互参加，ラウンドテーブルでの相互参加を通じて

頻繁に交流することになります。 
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福井大学大学院 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学 

連合教職開発研究科  

学生募集要項（外国人特別選抜） 
 

 
１．募集人員 

教職開発専攻  

      外国人特別選抜 

（ミドルリーダー養成コース・学校改革マネジメントコース）   若干名 

 

２．出願資格（推薦要件） 

  ミドルリーダー養成コース・学校改革マネジメントコース 

次の（1）～（2）を満たす者で，独立行政法人国際協力機構等が本研究科の学生となるのに

ふさわしい意欲・資質・適性等を備えていることを認め，責任をもって推薦できる者 

（1）学校教育における 16 年の課程を修了した者，若しくは学士の学位又はこれと同等以上の

学位を有する者 

（2）合格した場合は，本学が指定する日までに必要書類を提出し，日本国の在留資格を取得し，

渡日できる者 

 

３．出願期間・方法 

令和２年10月30日（金）～11月6日（金） 

（1）必要書類を記入したうえで，EMS（国際スピード郵便）又は国際宅配便等の配達記録が残さ

れる方法で送付してください。出願期間最終日の17時（日本時間）までに到着しなかった

ものは受け付けできません。 

（2）出願期間終了後に受験番号を「入学志願票」のメールアドレス宛に送付します。選抜期日

の２日前までにメールの受信確認ができない時は，福井大学学務部入試課

（E-mail:g-nyusi@ad.u-fukui.ac.jp）に問い合わせてください。 

 

４．障がいのある入学志願者等の事前相談 

本研究科入学志願者で，病気・負傷や障がい等のために，受験上及び修学上の配慮を希望する

者は，以下のとおり，福井大学学務部入試課（E-mail:g-nyusi@ad.u-fukui.ac.jp）に事前相談の

申請をしてください。 

また，期限後にやむを得ない事情等により申請が必要となった場合には，速やかに相談してく

ださい。 

（1）相談申請の期限 

出願開始日の２週間前までに申請してください。 

（2）事前相談の申請方法や受験上の配慮の一例等 

福井大学ホームページ（https://www.u-fukui.ac.jp/）「トップページ」→「受験生の

方へ」内の障がいのある入学志願者等の事前相談から確認してください。 

 

５．出願等に係る事前相談 

連合教職開発研究科への出願にあたって，事前に相談がある場合は，10 月 30 日（金）までに

福井大学学務部入試課（g-nyusi@ad.u-fukui.ac.jp）へ問い合わせてください。相談内容を下記

の窓口教員等から回答します。 
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６．出願手続 

（1）出願書類の提出先 

   〒910‐8507 福井市文京３－９－１  福井大学学務部入試課 

（2）出願書類等 

書 類 等 摘         要 

入 学 志 願 票 
本研究科所定の用紙 

写真票・受験票 

卒業（修了） 
証明書等 

大学の卒業見込証明書又は卒業証明書等で，大学長又は学部長等発行のもの。 

成 績 証 明 書 大学の成績証明書で，大学長又は学部長等発行のもの（コピー不可）。 

推  薦  書 本研究科所定の用紙により独立行政法人国際協力機構等が作成し，厳封した

もの。 

教育実践報告書 
「教育実践（研究）

の現状と課題」 

連合教職大学院では，学校が直面する課題に教師が協働して取り組む長期協

働実践研究を中心に据えています。この長期協働実践研究にかかわって次の

内容を含むものを本研究科所定の用紙（課題①②合わせて A4１枚～２枚を目

安とする）に日本語又は英語で作成してください。 

※所定の用紙に準じたものをワープロ等で作成しても構いません。 

  

課題 

①今後，学校での長期インターンシップにおいて取り組んでいきたいこと 

②大学等でこれまで取り組んできた教育実践および教育実践研究について 

 

既に行ってきた研究・調査・教育実践等に関する論文・報告・要旨等の資

料がある場合には，参考資料として添付することができます。 

なお，教育実践報告書「教育実践（研究）の現状と課題」は，面接の資料

として用います。 

入学検定料 

本研究科指定の検定料振込先の銀行へ，検定料30,000円に受け取り手数料と
経由する銀行の手数料を加算した金額（円建て）を，2020年11月6日（金）ま
でに届くよう期間を考慮の上払い込んでください。 
＜振込先銀行＞ 

福井銀行 本店 
〒910-0023 福井県福井市順化1-3-3 国立大学法人福井大学 
普通預金 6008273 

BICコード 0147 FKUIJPJT 

志願コース 窓口教員 

 

○ミドルリーダー養成コース 

〇学校改革マネジメントコース 

 

福井大学大学院教授 

牧田 菊子 

（メールアドレス：ki-ma535@u-fukui.ac.jp） 
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該 

当 

者 

学位授与 

（取得見込）

証明書 

大学改革支援・学位授与機構により，学士の学位を授与された者は提出して

ください。学位を授与される見込みの者は，学士の学位授与を申請予定であ

る旨の短期大学長又は高等専門学校長の証明書を提出してください。 

教育職員 
免許状写 

教育職員免許状の表裏ともに写し（Ａ４サイズ）を提出してください。免許

状取得見込みの者は，取得見込証明書を提出してください。 

住民票の写し（又

は住民票記載事項

証明書） 

本邦在留の外国人は，市区町村長発行の住民票の写し（又は住民票記載事項

証明書）を提出してください（コピー不可）。海外居住者は，住民票の写しの

代わりにパスポートのコピー（姓名，国籍及び在留資格が記載されたページ）

を提出してください。 

（3）出願に当たっての留意事項 

  ① 出願書類は黒のインクまたはボールペンを使用し（消せるボールペンは使用不可），文

字はかい書で正確に記入してください。 

② 受理した出願書類等は，どのような理由があっても返還しません。 

③ 納入済の検定料は，次の場合を除き，どのような理由があっても返還しません。 

１）検定料を振り込んだが，本研究科に出願しなかった場合 

２）検定料を誤って重複して振り込んだ場合 

  なお，返還方法については福井大学学務部入試課に問い合わせてください。 

④ 出願書類等の記載事項が事実と相違していることが判明した場合には，入学後でも入

学許可を取り消すことがあります。 

 
７．選抜方法等 

（1）選抜方法 

    面接（ZOOM等利用）及び提出された書類を総合して選抜します。 

 （2）選抜期日等 

① 日  時 ：令和２年１１月１４日（土） 

        ※開始時間は，後日調整 

② 学力検査科目 

ミドルリーダー養成コース・学校改革マネジメントコース 

面 接 

（日本語又は英語で実施します。） 

 

８．合格者発表 

令和２年１１月２４日（火） 

日本時間の 10時に本学ホームページ（https://www.u-fukui.ac.jp/）にて合格者受験番号

を発表し，合格者あてに合格通知書を送付します。 

なお，電話等による照会には一切応じません。 

 

9．入学手続等 

合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」等を送付するので，その内容をよく確認し

て手続を行ってください。 

なお，入学手続期間内に所定の入学手続を行わなかった者は，本学への入学を辞退したもの

として取り扱います。 

 



 ６ 

(1) 入学時期：令和３年４月１日 

  修業年限：２年 

(2) 入学手続期間と方法 

令和２年 12 月 15日（火）～ 25日（金）１７時（日本時間）までに必着 

 入学手続書類等は，本学所定の封筒に同封のうえ，福井大学学務部入試課へ EMS（国際ス

ピード郵便）又は国際宅配便等の配達記録が残される方法で送付し，入学手続期間内に必着

とします。入学手続後に到着したものは，いかなる理由があっても一切受理しないので〒事

情等を考えて早めに送付してください（期間前到着は可）。 

(3) 入学手続時に要する経費 

① 入学料 282,000円（予定額） 

② 授業料 前期分 267,900円（年額 535,800円)（予定額） 

   上記①②の納付金額は予定額であり，入学時及び在学中に改定された場合は，改定時から 

新たな納付金額が適用されます。 

(4) 入学料免除・徴収猶予と授業料免除 

入学料・授業料の納入が著しく困難な者には，入学料免除・徴収猶予，授業料免除制度が

あります。希望者は，「入学手続要項」の入学料免除・徴収猶予，授業料免除に関する欄を熟

読して入学手続時に願い出てください。 

なお，現職教員や，企業等に勤務している社会人にあっては，本研究科入学時の成績が優 

秀な者について，入学後１年間（前期及び後期）の授業料を半額免除する制度があります。 

 

10．個人情報の利用 

出願書類等に記載された個人情報（成績判定に関する情報を含む）は，①入学試験の実施，②

入学手続，奨学金等の制度の運用，③入学者の受入準備，④入試の改善や志願動向等の調査，⑤

入学後の履修指導や教務関係事務に使用する目的をもって福井大学が管理します。この目的の範

囲内で福井大学の教職員が利用する場合及び本人の同意を得た場合の他は，次に掲げる場合を除

き，原則として，他の目的で利用又は福井大学の教職員以外に提供することはありません。 

１）捜査機関が捜査上必要とした場合等，行政機関等が法令に定める業務等を行うに必要な限度

で利用することについて相当の理由がある時に，当該行政機関に個人情報を提供する場合 

２）提出された出願書類等の個人情報を電算処理する場合で，当該電算処理に係る業務を外部の

業者等に行わせるために当該業者に対する個人情報の提供が必要となった場合（なお，この場

合には，当該業者に対して個人情報保護法の趣旨に則った保護管理の業務を，契約により課す

ことになります。） 

３）提出された出願書類等の個人情報を，当該本人の権利利益を不当に侵害する恐れがない場合

で，学術研究の目的のために提供する場合 

                        （問い合わせ先） 福井大学学務部入試課 

 
 
 
11．学生募集要項等の請求方法 

以下の福井大学ホームページからダウンロードしてください。 
https://www.u-fukui.ac.jp/user_admission/examination/essential_point/info_grad/ 


