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JR福井駅から文京キャンパスへは

福井へのアクセス

●えちぜん鉄道…………福井駅→福大前西福井駅下車（所要時間約10分）
●バス（10番のりば） ……JR福井駅前→福井大学前下車（所要時間約10分）
●タクシー………………JR福井駅から約10分

大阪・京都方面から

名古屋・静岡方面から

東京方面から

※各方面からの高速バスもあります。

大阪・京都ー湖西線経由ー福井
（特急で、京都から約1時間30分、大阪から約2時間）

大阪・京都〈名神〉ー米原JCTー福井ICまたは福井北JCT・IC〈北陸〉

（京都から約2時間、大阪から約2時間30分）

静岡・名古屋ー米原経由ー福井
（名古屋から新幹線・特急で約1時間40分、特急で約2時間）

名古屋〈名神〉ー米原JCTー福井ICまたは福井北JCT・IC〈北陸〉
（約2時間）

東京羽田ー小松空港（1時間）ー福井（連絡バス1時間）
東京ー米原経由ー福井（新幹線・特急3時間30分）
東京〈東名・名神〉ー米原JCTー福井ICまたは福井北JCT・IC〈北陸〉

（約6時間30分）

JRで

JRで

JRで

自動車で

自動車で

金沢・新潟方面から
金沢・新潟ー福井（金沢から特急で約40分）
金沢ー〈北陸〉ー丸岡・福井IC（約1時間）

JRで

自動車で

自動車で

飛行機で

福井大学大学院
教育学研究科案内

福井北JCT・I.C.八ツ島

日華化学前
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　福井大学教育学研究科は、人間と教育に深い関心を持ち、高度な専門的知識と実践的力量を身につけたいと願う人た

ちに開かれた大学院であり、学校教育専攻と教職開発専攻の２つの専攻から成り立っています。

　学校教育専攻には小学校教育コース、人文社会教育コース、理数・生活教育コース、芸術・スポーツ教育コースの４つの

コースがあります。2年間、専門分野に関する講義と演習、学校現場での協働実践研究プロジェクト等を中心に学修を深め

ながら、自身の設定した課題について研究し、その成果を修士論文にまとめます。小学校教育コースでは、教育学、心理学、

小学校教科教育、インクルーシブ教育等の専門分野を基礎として、小学校教育の諸課題について研究を行います。人文社

会教育コース、理数・生活教育コース、芸術・スポーツ教育コースでは、各教科の指導に必要な教科教育学や教科内容学

について、より高度な専門的知識を修得するとともに、学校現場での実践的な課題解決にも取り組みます。また、学部卒業

後に新たに教員免許状を取得して教員を目指す方のために、大学院での専門的学修と並行して教員免許状取得のための

プログラムも用意しています。

　教職開発専攻(教職大学院)には、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現職教員を対象とした学校改革マネジメントコース、学校での協働研

究の運営・推進に取り組もうとする現職教員を対象としたミドルリーダー養成コース、学部

卒業生を対象とした教職専門性開発コースの3コースがあります。現職教員である院生

は、それぞれの勤務校(拠点校・連携校)を大学院の実習・学修の拠点とし、校内研修と

大学院での学修を組み合わせながら、大学教員と連携・協働して学校現場での課題の

解決に継続的に取り組みます。一方、学部卒の院生は、拠点校や連携校で1年間の長

期インターンシップを行い、定期的・継続的に授業研究や児童生徒の成長発達支援に

ついて学びながら、教師の仕事の全貌を実践的に学修することができます。それぞれの成

果としてまとめられるものが、長期実践報告です。

　教育と人間理解に深い関心のある学部卒業生、現職教員、社会人の方々の入学を

待っています。

教育学研究科長  石井バークマン麻子

教育学研究科
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協働実践研究プロジェクトの具体例　所属するコースを超え、大学院生と教員が附属学

校や地域の小・中・高校の現職教員と協働して、現場

指導に取り組む実践的な活動や研究です。定期的、

継続的な２年間の研究活動で、授業を想定した教科

内容に関する知識を身につけること、授業計画力、授

業実践力、教員としての協働性や課題探求力を身に

つけることを目標としています。このプロジェクトでは、

大学院生は、基本的に自分の専門に近い領域のプ

ロジェクトを履修し、豊富な実践事例を組み込んだ包

括的なカリキュラム提案にまとめ報告します。

協働実践研究プロジェクト

修士課程  学校教育専攻

・ コミュニティ学習支援
・ 数学的リテラシー
・ 問題解決リテラシー
・ 科学的リテラシー
・ 読解リテラシー
・ 21世紀に対応した教科カリ
　キュラムの開発

・ 音楽科教育カリキュラムの開発
・ 鑑賞学習開発
・ 運動・スポーツカリキュラムづくり
・ ものづくり教育
・ 小中高連携による実践的コミュニ
ケーション能力開発研究

　大学院生がチームの中に参加することで、教科専門と教科教育相互の専門的知見のやりとりを通して、質の高い教材分析と学習の

構想に参画することができます。

専門性の高い授業実践力を育成するための連携チーム

　教育現場のニーズに対応した授業力向上のための支援に加わることで、実践的なイメージが形成され、授業実践力を身につけることに

役立っています。

支援事業を生かした修士課程の実践的カリキュラム群

教育実践・教材開発に
関わる研究の開拓

教育実践・教材開発に
関わるフィールドの獲得

【修士課程における協働的授業群】

各教科教材研究（講義）

教育内容に関する専門領域の体系的知識
に関する講義（教科専門担当教員）

学力形成及び発達論に関する講義
（教科教育担当教員）

×

各教科教材開発（演習）

専門的価値の高い教材の発掘及び開発
（教科専門担当教員）

学習効果の高い教材の発掘及び開発
（教科教育担当教員）

×

協働的なチーム
としての参加

教育現場への
授業力向上支援

教科専門
担当教員

教科教育
担当教員

大学院生

授
業
力
向
上
の
た
め
の
支
援
事
業

教
育
現
場
で
の
実
習

教育開発、PTA活動など

学習イベントの企画と実施

「教育内容・教材開発研究会」

による教材分析力向上支援

校内研究授業の高度化

授業カンファレンス

教材開発力の向上と地域を巻き込んだ

学校コミュニティづくりへの参加　　

専門的学問領域の体系性を意識した

教材分析力の育成

現職教職員との授業研究を通して
学校現場に対する理解の深化と
教師としての協働性の獲得

授業観察、授業分析を通した授業

実践力の養成と学習者理解の向上

教育課程の履修例

２年次

１年次

修士論文
課題研究（4単位）

コース別専門科目
（18単位以上）

協働実践研究
プロジェクトⅣ（２単位）
（報告書作成と公表）

協働実践研究
プロジェクトⅢ（２単位）
（実践と省察２）

協働実践研究
プロジェクトⅡ（２単位）
（実践と省察1）

協働実践研究
プロジェクトⅠ（２単位）
（調査・構想）

後期

前期

後期

前期

●福井大学大学院教育学研究科修士課程は、平成

２８年４月、従来の学校教育専攻と教科教育専攻を

一元化し、小学校教育に特化したコースを新設、こ

れまでの教科教育専攻を生かした３つのコースと併

せ、４コースからなる新しい学校教育専攻に再編しま

した。

●21世紀の知識基盤社会における生きる力は、

PISAのリテラシーに象徴されるような実践的・探

究的な学力であると考えられます。新しい学校教育

専攻では、新たな学校教育の課題にかなう教職専

門の資質と能力を身につけることに加え、高い教

科専門性に基づいた実践的な授業づくりの能力と

指導力を身につけ、学校教育における今日的な諸

課題に包括的かつ柔軟に対応できる教員の養成

を目指します。

●４つのコースでは、コース別専門科目と課題研究、

修士論文に加えて、必修科目「協働実践研究プロ

ジェクト」を設けています。

学校教育専攻の特色
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修士課程  学校教育専攻

　２年以上在学して30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すると「修士（教

育学）」の学位が授与されます。

取得できる学位

多様な就学者に対応した柔軟な履修制度

●大学院設置基準第14条特例
　現職教員をはじめとする社会人に再教育の機会を設け、その修学を支援するため設けられた教育方法の特例です。修業年限の全

期間にわたって、勤務終了後の時間帯や土曜日、日曜日および長期休業期間などに授業の単位を修得し、課程を修了することができ

ます。具体的には、指導教員と相談した上で履修計画を立てるため、学生個々で履修方法が異なります。

●長期履修学生制度
　職業を有しているなどの理由により、標準修業年限２年を超えて最長４年間で、柔軟に計画的に教育課程を履修する制度です。長

期履修期間の授業料は、２年分を在学予定年数で分割して納入するため、入学前にあらかじめ申請する必要があります。

教育職員免許取得プログラム

　教職に対して強い意欲を持った人に、新たに小学校、中学校、高等学校または特別支援学校の教育職員免許状取得の道を拓くもの

です。大学院の入学試験に合格した人のうち、このプログラムの履修を許可された人が対象となりますので、出願時に、別途指定の教育

職員免許取得プログラム履修申請書を提出します。入学後の申請はできません。

　このプログラムは、長期履修学生制度を利用して、大学院の教育課程を履修しながら学部の教員養成カリキュラムを履修するもので、

履修期間は最短で３年です。授業料は、長期履修学生制度に基づき２年分を３年間で分割納入します。

　こうして得た教育職員免許状取得の所要資格が一種要件であれば、本研究科修了後に専修免許が取得できます。

小学校教諭一種

取得希望
免許状の種類

既取得（見込を含む）
免許状の種類

免許状なし 小学校教諭一種 中学校教諭一種 高等学校教諭一種

教職 41
教科 8
教職又は教科 10

中学校教諭一種
教職 31
教科 20
教職又は教科 8

高等学校教諭一種
教職 23
教科 20
教職又は教科 16

特別支援学校教諭
一種

教職 0
教科 26

教職 26
教科 8
教職又は教科 10

教職 4
教科 20
教職又は教科 8

教職 9
教科 20
教職又は教科 16

教職 0
教科 26

教職 41
教科 8
教職又は教科 10

教職 16
教科 20
教職又は教科 8

教職 4
教科 20
教職又は教科 8

教職 0
教科 26

教職 16
教科 20
教職又は教科 8

教職 23
教科 20
教職又は教科 16

教職 0
教科 26

小学校教育コース 教授

教授

石井
バークマン
麻子

インクルーシブ教育分野を担当。小中
学校の障害理解教育や交流・共同学
習、大学における障害者雇用に関す
る研究を進めるとともに、アクティブ・
ラーニングを基軸に置いた大学での授
業研究にも取り組んでいます。

ISHII BARKMAN Asako

准教授

大西将史

　幼児期から成人期の発達および病
理のプロセスとメカニズムの解明に関
心があります。特に他者の意図や感情
の理解、恥や罪悪感といった社会的
感情の発達など、ヒトの社会性につい
て研究しています。

OHNISHI Masafumi

大山利夫

　専門分野は細胞生物学です。減数
分裂に関する研究を行ってきましたが、
最近は筋組織をはじめとする動物組織
の観察法および教材化にも興味を
持っています。

教育学、心理学、小学校教科教育、インクルーシブ教育等の専門分野を基礎として、

小学校教育の諸課題について研究を行います。

OHYAMA Toshio

教授

伊達正起

専門は英語科教育で、第二言語習得
理論と実践との融合を念頭に特に、
「気づきを伴ったタスク」について研究
しています。最近は、プランニングが気
づきやタスクに及ぼす影響に興味があ
ります。

DATE Masaki

准教授

遠藤貴広

　教育実践のような意図的な活動に
は必ず何らかの評価行為が埋め込ま
れています。そこで、教育実践に内在し
ている評価の理論について、主に教育
方法学とカリキュラム論の視点から探
究を続けています。

ENDO Takahiro

准教授

岸　俊行

　私の研究対象は教育科学です。主
観的に語られることの多い“教育的営
為”をどのように明らかにしていくのかと
いう点に関心を持っています。現在の
主な関心は、教育場面におけるコミュ
ニケーション活動です。

KISHI Toshiyuki

講師

笹原未来

　専門は特別支援教育で、主にコミュニ
ケーションや探索活動をテーマとした実
践研究を行っています。より良い教育的
係わり合いのあり方、授業づくりについ
て、問い続け学びを深めていきたいと考
えています。

SASAHARA Miku

准教授

竹内惠子

　乳幼児期を中心に、育ちの気になる
子どもの育児や、保育園幼稚園での
保育のありかたについて現場の保育
者や様々な専門職と一緒に研究をして
います。

TAKEUCHI Keiko

教授

松木健一

　学校教育専攻は、「地域と学校をつな
ぐ学び」を実現することを目的に設置され
た専攻です。本研究室では「特別支援教
育と地域生活」「家庭とつながる学校カウ
ンセリング」「地域に開かれた授業研究」を
テーマに教育臨床研究を進めています。

MATSUKI Ken’ichi

准教授

松友一雄

　国語学力の形成に関して、学習論
や評価論と関係づけて研究を進めて
います。また、コミュニケーション能力の
育成や思考力の育成の方法に関する
研究も行っています。

MATSUTOMO Kazuo

教授

水沢利栄

　スポーツリスクマネジメント、特にスキー・
スノーボード、アウトドアスポーツに関する
事故の責任、安全対策について研究を
行っています。また最近では、熱中症防止
対策や災害時の食事、コミュニケーショ
ン・スポーツへの関心を深めています。

MIZUSAWA Toshihide

准教授

大和真希子

　教育行為とは何か？学校、学級とは
どんな場所か？教師とはどのような存在
か？これらの問いに、教育制度・法規・
経営という側面から迫り、教職のやりが
いや魅力を再発見していこうと考えて
います。

YAMATO Makiko

教授

吉村治広

　音楽科教育のあり方について、理論
と実践を統合する教育実践学の立場
から研究しています。特に「子どもの実
態」を言葉どおりに踏まえ、ポピュラー
音楽の教材化を主な研究のテーマとし
ています。

YOSHIMURA Haruhiro

taffSS
教授

塚本　充

インターネットを用いて学習を支援する
コンピュータシステムの構築と検証，い
わゆるe-LearningやICTという研究分
野です。個別学習以外に，グループ学
習・協調学習への運用も試みていま
す。

TSUKAMOTO Mitsuru

教授

寺尾健夫

　子どもが意欲的・主体的に社会を追
究する社会科授業・カリキュラム・指導
法の開発研究をしています。現代的視
点から自律的に社会の理解を深めて
いく小中一貫歴史カリキュラムの単元
開発を進めています。

TERAO Takeo

教授

西村保三

　専門は位相幾何学です。特に位相
的トーリック多様体と組合せ論（多面
体の幾何）との関連について研究して
います。また最近は、数学教育にも興
味を広げているところです。

NISHIMURA Yasuzo

准教授

羽田野慶子

　専門は、生涯学習論、ジェンダー論、
教育社会学です。ジェンダー平等に向
けた生涯学習社会の構築を大きな研
究テーマとし、近年は戦後婦人教育政
策のジェンダー・ポリティクス分析を研
究課題としています。

HATANO Keiko

講師

東村純子

　私の専門は博物館学、考古学です。
地域の文化資源の活用を目指し、発掘
された考古資料や伝承された民俗・民
族資料を研究対象としています。生涯
学習の観点から地域の文化財の保護
と活用の課題にも取り組んでいます。

HIGASHIMURA Junko

教授

濱口由美

　学生や子どもたちが、美術科教育を
通して探究したこと創造したことを、パ
ブリックな場で表現していく授業カリ
キュラムについて、実践的に研究して
います。

HAMAGUCHI Yumi

准教授

廣澤愛子

　専門は臨床心理学です。主な仕事
は、心の傷や心の病を抱えた人が自己
治癒力を働かせて心理的に回復して
いく過程を明らかにし、さらに、その過程
に寄与する多様な心理的支援の在り
方を模索することです。

HIROSAWA Aiko

三橋美典

　障害児心理学、生理心理学。注意
や記憶力などヒトの認知機能を、脳科
学や神経心理学的手法から研究。ま
た、LD、ADHD、自閉症スペクトラム障
害等の発達障害児の相談・支援活動
を行っています。

特命教授

MITSUHASHI Yoshinori

取得する免許状に必要な単位数（学部の教育課程）

※本学の履修指定及び既修得単位によって変動があります
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免許状の種類

既取得（見込を含む）
免許状の種類

免許状なし 小学校教諭一種 中学校教諭一種 高等学校教諭一種

教職 41
教科 8
教職又は教科 10

中学校教諭一種
教職 31
教科 20
教職又は教科 8

高等学校教諭一種
教職 23
教科 20
教職又は教科 16

特別支援学校教諭
一種

教職 0
教科 26

教職 26
教科 8
教職又は教科 10

教職 4
教科 20
教職又は教科 8

教職 9
教科 20
教職又は教科 16

教職 0
教科 26

教職 41
教科 8
教職又は教科 10

教職 16
教科 20
教職又は教科 8

教職 4
教科 20
教職又は教科 8

教職 0
教科 26

教職 16
教科 20
教職又は教科 8

教職 23
教科 20
教職又は教科 16

教職 0
教科 26

小学校教育コース 教授

教授

石井
バークマン
麻子

インクルーシブ教育分野を担当。小中
学校の障害理解教育や交流・共同学
習、大学における障害者雇用に関す
る研究を進めるとともに、アクティブ・
ラーニングを基軸に置いた大学での授
業研究にも取り組んでいます。

ISHII BARKMAN Asako

准教授

大西将史

　幼児期から成人期の発達および病
理のプロセスとメカニズムの解明に関
心があります。特に他者の意図や感情
の理解、恥や罪悪感といった社会的
感情の発達など、ヒトの社会性につい
て研究しています。

OHNISHI Masafumi

大山利夫

　専門分野は細胞生物学です。減数
分裂に関する研究を行ってきましたが、
最近は筋組織をはじめとする動物組織
の観察法および教材化にも興味を
持っています。

教育学、心理学、小学校教科教育、インクルーシブ教育等の専門分野を基礎として、

小学校教育の諸課題について研究を行います。

OHYAMA Toshio

教授

伊達正起

専門は英語科教育で、第二言語習得
理論と実践との融合を念頭に特に、
「気づきを伴ったタスク」について研究
しています。最近は、プランニングが気
づきやタスクに及ぼす影響に興味があ
ります。

DATE Masaki

准教授

遠藤貴広

　教育実践のような意図的な活動に
は必ず何らかの評価行為が埋め込ま
れています。そこで、教育実践に内在し
ている評価の理論について、主に教育
方法学とカリキュラム論の視点から探
究を続けています。

ENDO Takahiro

准教授

岸　俊行

　私の研究対象は教育科学です。主
観的に語られることの多い“教育的営
為”をどのように明らかにしていくのかと
いう点に関心を持っています。現在の
主な関心は、教育場面におけるコミュ
ニケーション活動です。

KISHI Toshiyuki

講師

笹原未来

　専門は特別支援教育で、主にコミュニ
ケーションや探索活動をテーマとした実
践研究を行っています。より良い教育的
係わり合いのあり方、授業づくりについ
て、問い続け学びを深めていきたいと考
えています。

SASAHARA Miku

准教授

竹内惠子

　乳幼児期を中心に、育ちの気になる
子どもの育児や、保育園幼稚園での
保育のありかたについて現場の保育
者や様々な専門職と一緒に研究をして
います。

TAKEUCHI Keiko

教授

松木健一

　学校教育専攻は、「地域と学校をつな
ぐ学び」を実現することを目的に設置され
た専攻です。本研究室では「特別支援教
育と地域生活」「家庭とつながる学校カウ
ンセリング」「地域に開かれた授業研究」を
テーマに教育臨床研究を進めています。

MATSUKI Ken’ichi

准教授

松友一雄

　国語学力の形成に関して、学習論
や評価論と関係づけて研究を進めて
います。また、コミュニケーション能力の
育成や思考力の育成の方法に関する
研究も行っています。

MATSUTOMO Kazuo

教授

水沢利栄

　スポーツリスクマネジメント、特にスキー・
スノーボード、アウトドアスポーツに関する
事故の責任、安全対策について研究を
行っています。また最近では、熱中症防止
対策や災害時の食事、コミュニケーショ
ン・スポーツへの関心を深めています。

MIZUSAWA Toshihide

准教授

大和真希子

　教育行為とは何か？学校、学級とは
どんな場所か？教師とはどのような存在
か？これらの問いに、教育制度・法規・
経営という側面から迫り、教職のやりが
いや魅力を再発見していこうと考えて
います。

YAMATO Makiko

教授

吉村治広

　音楽科教育のあり方について、理論
と実践を統合する教育実践学の立場
から研究しています。特に「子どもの実
態」を言葉どおりに踏まえ、ポピュラー
音楽の教材化を主な研究のテーマとし
ています。

YOSHIMURA Haruhiro

taffSS
教授

塚本　充

インターネットを用いて学習を支援する
コンピュータシステムの構築と検証，い
わゆるe-LearningやICTという研究分
野です。個別学習以外に，グループ学
習・協調学習への運用も試みていま
す。

TSUKAMOTO Mitsuru

教授

寺尾健夫

　子どもが意欲的・主体的に社会を追
究する社会科授業・カリキュラム・指導
法の開発研究をしています。現代的視
点から自律的に社会の理解を深めて
いく小中一貫歴史カリキュラムの単元
開発を進めています。

TERAO Takeo

教授

西村保三

　専門は位相幾何学です。特に位相
的トーリック多様体と組合せ論（多面
体の幾何）との関連について研究して
います。また最近は、数学教育にも興
味を広げているところです。

NISHIMURA Yasuzo

准教授

羽田野慶子

　専門は、生涯学習論、ジェンダー論、
教育社会学です。ジェンダー平等に向
けた生涯学習社会の構築を大きな研
究テーマとし、近年は戦後婦人教育政
策のジェンダー・ポリティクス分析を研
究課題としています。

HATANO Keiko

講師

東村純子

　私の専門は博物館学、考古学です。
地域の文化資源の活用を目指し、発掘
された考古資料や伝承された民俗・民
族資料を研究対象としています。生涯
学習の観点から地域の文化財の保護
と活用の課題にも取り組んでいます。

HIGASHIMURA Junko

教授

濱口由美

　学生や子どもたちが、美術科教育を
通して探究したこと創造したことを、パ
ブリックな場で表現していく授業カリ
キュラムについて、実践的に研究して
います。

HAMAGUCHI Yumi

准教授

廣澤愛子

　専門は臨床心理学です。主な仕事
は、心の傷や心の病を抱えた人が自己
治癒力を働かせて心理的に回復して
いく過程を明らかにし、さらに、その過程
に寄与する多様な心理的支援の在り
方を模索することです。

HIROSAWA Aiko

三橋美典

　障害児心理学、生理心理学。注意
や記憶力などヒトの認知機能を、脳科
学や神経心理学的手法から研究。ま
た、LD、ADHD、自閉症スペクトラム障
害等の発達障害児の相談・支援活動
を行っています。

特命教授

MITSUHASHI Yoshinori

取得する免許状に必要な単位数（学部の教育課程）

※本学の履修指定及び既修得単位によって変動があります



修士課程  学校教育専攻

■研究分野
「国語」 　国語科教育、国語学、国文学、漢文学、書道
「社会科」 　社会科教育、歴史学、地理学、社会学、法律学、政治学、経済学、哲学・倫理学
「英語」 　英語科教育、英語学、英米文学

■取得できる資格
いずれの教科においても、修士の課程を修了すると、一種免許状を有する人は当該学校種の
専修免許状が取得できます。
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英語  教授

木原泰紀

　研究分野は英文学、関心領域は19
世紀ヴィクトリア朝小説。特に、ヴィクト
リア朝という時代の社会と文学との連
関に焦点を当てた研究。

KIHARA Yasuki

社会科  教授

坂田　登

　西洋の哲学・倫理思想・哲学的人
間学を専攻しています。哲学・倫理学
の基本はあくまで原典を忠実に読んで
いくことであると考えています。ほかに
王道はありません。

SAKATA Noboru

社会科  教授

木村　亮

　グローバル化の下での地域経済・
産業集積、市民協働や地域福祉など
地域の新しい公共性に関わる諸問
題、福井の繊維産業など近現代の地
域産業や地方政治・行政の歴史な
ど、関心は多岐に亘っています。

KIMURA Ryo

taffSS
国語  教授

高山善行

　私の専門分野は国語学（日本語
学）です。日本語文法の歴史（文法
学）を研究しています。係り結び、条件
表現、モダリティ、名詞句といったテー
マについて、現代語・古典語の両方を
対象に研究を進めています。

TAKAYAMA Yoshiyuki

国語  講師

中川智寛

　日本近現代文学における語りの諸
相、歴史表象などを研究しています。
具体的には、横光利一、桐野夏生など
を対象とし、書かれた時代との関わり
や、読者論的な観点を特に重視して
研究をしています。

NAKAGAWA Tomohiro

土台となる「教科」から専門性を磨いていく

学校教育専攻（平成27年度入学）

岸名孝明

　授業力の向上には授業実践を積むことが重要ですが、そのなかで、本来
的な意味での実践力を高めていくためには、そもそもの基盤となる内容学
や学習科学を背景に授業を分析していくことが必要不可欠です。例えば、
私の専門である国語では、国語学や国文学、漢文学などの深い理解が、そ
のまま授業の深みにもつながり、学習者の理解を見とり、他の学習者との
協同学習を創出するためにも国語科教育学における分析の視点が非常
に有用です。
　本コースでの学びは、現場で活躍しておられる先生方にとっても、教科の
専門性を高め、ご自身の授業観を問い直すことができ、私を含めたストレー
ト・マスターにとっては、経験不足を補う
一般的な学習者理解と「引き出し」の多
様化につながります。また経験値の異な
る院生間の交流の中で、日々新たな発
見があるのも本コースの大きな魅力であ
ると思います。

社会科  教授

岡﨑英一

　研究分野は「企業の業績測定」とい
う意味での会計学である。現在、企業
の発信した情報が企業自身に及ぼす
影響という観点から、より望ましい「業
績測定」について研究を進めている。

OKAZAKI Hideichi

社会科  教授

横井正信

　現代ドイツの政党・議会政治につ
いて，特に1990年のドイツ統一後の
経済的停滞とそこから抜け出すための
政策がどのように展開されてきたかを
中心に、日本との比較も視野に入れて
研究しています。

YOKOI Masanobu

社会科  講師

飯田健志

　専門は経済学です。特に環境経済学と
いう分野で研究をしています。現在は、先
進国から途上国への環境技術移転の問
題に関心があります。環境政策や貿易政
策が環境技術移転に与える影響につい
て、ゲーム理論を用いて分析しています。

IIDA Takeshi

社会科  准教授

生駒俊英

　専門分野は、民法（家族法）です。家族法の特
徴としては、生殖補助医療（代理母等）における
親子関係や、相続に関わる問題等のように、我々
にとって身近な問題が多い分野であります。私
は、その中でもとりわけ離婚時の諸効果（財産分
与、子どもの問題）について、研究しております。

IKOMA Toshihide

英語  准教授

磯崎康太郎

　近現代のドイツ語圏の文学や文化
についての研究を行っています。特に
ドイツ文学と自然環境の関わりや文化
研究としての記憶論に関心を抱いて
います。

ISOZAKI Kotaro

英語  准教授

ディラン
ジョーンズ
Dylan Jones

　Most of my academic research is on English 
Literature of the Late Medieval/Early Modern period. 
In particular, I am interested in the art of parody: in 
poetry (especially Chaucer), drama, and prose. In 
addition, I am interested in the practical use and 
application of English Literature in English Education.

英語  准教授

チャールズ
ジャヌッツイ

　In terms of current publications, my 
research activities are focused on 
phonetics, phonology, ELT methods 
and materials, reform of ELT in 
Japan, and phenomenological 
research in education. 

Charles Jannuzi

社会科  教授

伊藤　勇

　専門は社会学です。①現代日本農
村の持続と変容を調査研究する農村
社会学、②シンボリック相互行為論と
いう潮流の学説研究、③質的調査法
を中心とした社会調査の方法論に取
り組んでいます。

ITO Isamu

国語  准教授

膽吹　覚

　専門は日本近世文学と書誌学で
す。本居宣長の『玉勝間』を中心とす
る近世随筆と、近世・近代の仏教古
典籍を研究しています。

IBUKI Satoru

社会科  教授

門井直哉

　専門は歴史地理学です。地図・文
献・考古資料などを手掛かりに、過去
の景観や地域の実態を把握し、先人
の地表経営意図について考察してい
ます。また、それらと現代との関わりに
ついても研究しています。

KADOI Naoya

国語  准教授

桑原陽子

　専門は外国語としての日本語教
育。WEBを利用した読解教材開発、
読解過程の分析、特に漢字語彙の意
味推測研究を行っています。ボラン
ティア日本語サポートに対する支援も
行っています。

KUWABARA Yoko

国語  教授

澤﨑久和

　中国古典文学のうち、唐詩（とくに
白居易の詩）及び宋詞（詞は韻文の
一種）を主な研究対象としています。
近年は、六朝の志怪小説や唐代の伝
奇小説にも関心を持っています。

SAWAZAKI Hisakazu

社会科  准教授

清水泰幸

　フランス社会保障法を中心に研
究。多民族国家において、社会の周
縁に置かれている人々の社会的保護
に関心がある。

SHIMIZU Yasuyuki

英語  教授

伊達正起

専門は英語科教育で、第二言語習得
理論と実践との融合を念頭に特に、
「気づきを伴ったタスク」について研究
しています。最近は、プランニングが気
づきやタスクに及ぼす影響に興味が
あります。

DATE Masaki

国語  准教授

田村容子

　中国演劇・文学。20世紀以降の演
劇の近代化について、京劇を中心に
研究しています。舞台装置や女形の日
中比較、中華圏の劇文学の翻訳など
に関心を持っています。

TAMURA Yoko

国語  准教授

松友一雄

　国語学力の形成に関して、学習論
や評価論と関係づけて研究を進めて
います。また、コミュニケーション能力の
育成や思考力の育成の方法に関する
研究も行っています。

MATSUTOMO Kazuo

国語  准教授

永井崇弘

　専門は中国語学。主に清代中期以
降の西洋人資料（基督教文献）にお
ける中国語の文体を研究しています。
また中国語非母語話者という意味で、
江戸期における日本人の中国語文法
著作にも興味があります。

NAGAI Takahiro

社会科  教授

月原敏博

　人文地理学の立場からの地域研
究と環境・開発研究。南アジアなどを
対象に文化地理や農業地理を研究し
てきましたが、近年は福井地域の地図
画像アーカイブの構築と地籍学研究
に取り組んでいます。

TSUKIHARA Toshihiro

英語  准教授

中村太一

　専門は英語学です。生成文法理論
を中心とする言語理論に基づき、英語
の統語論と統語論が意味論と接触す
る領域を研究しています。最近は、英
語の省略現象について研究を行って
います。

NAKAMURA Taichi

社会科  教授

橋本康弘

　専門は社会科教育学（主として公
民領域に関するカリキュラム及び授業
研究）。特に、法関連教育の授業（づ
くり）研究に従事。最近は、PISA型学
力に対応した社会科授業研究にも興
味を持っています。

HASHIMOTO Yasuhiro

社会科  准教授

長谷川裕子

　専門は日本中世史です。特に、中世
後期から近世前期における村社会の
構造や人々の生存問題に関心があり
ます。現代における社会問題に目を配
りつつ、地域に眠る史料を掘り起こし
ながら研究しています。

HASEGAWA Yasuko

英語 准教授

本田安都子

研究分野はアメリカ文学です。主に、
20世紀のユダヤ系文学を研究対象と
しています。移民とアメリカ社会との関
係、移民と文学との関係などにも関心
を寄せています。

HONDA Atsuko

英語  教授

皆島　博

　専門は言語学（言語類型論）です。
最近は、英語と日本語との比較に関
心が深いので単語の多義性や意味
拡張を中心テーマに据えて、日英対照
言語学や認知言語学などの枠組みか
らのアプローチを試みています。

MINASHIMA Hiroshi

英語  教授

松田和之

専門はフランス文学です。多才な詩人
ジャン・コクトーと彼が生きた時代の文
学や芸術、映画を主たる研究対象と
しています。近年は特に20世紀のオ
カルト思想に興味を惹かれています。

MATSUDA Kazuyuki

山根清志

　研究分野：中国古代の社会史。
　最近興味を持つ研究：宋天聖令と
唐令の復原。倭（日本）と東アジアの交
通。中国古代の身分制。

社会科  特命教授

YAMANE Kiyoshi

寺尾健夫

　子どもが意欲的・主体的に社会を追
究する社会科授業・カリキュラム・指導
法の開発研究をしています。現代的視
点から自律的に社会の理解を深めてい
く小中一貫歴史カリキュラムの単元開
発を進めています。

社会科  教授

TERAO Takeo

mmmmmmmmmeeeeeeeeeessssssssssssssssssssaaaaaaaaaaagggggggggggeeeeeeeeeee

人文社会教育コース
国語、社会科、英語の各教科に分かれ、各教科の指導に必要な教科教育学や教科内容学について、

高度な専門知識と優れた実践力を修得すべく、教科に係わるテーマについて研究を行います。
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■研究分野
「国語」 　国語科教育、国語学、国文学、漢文学、書道
「社会科」 　社会科教育、歴史学、地理学、社会学、法律学、政治学、経済学、哲学・倫理学
「英語」 　英語科教育、英語学、英米文学

■取得できる資格
いずれの教科においても、修士の課程を修了すると、一種免許状を有する人は当該学校種の
専修免許状が取得できます。
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英語  教授

木原泰紀

　研究分野は英文学、関心領域は19
世紀ヴィクトリア朝小説。特に、ヴィクト
リア朝という時代の社会と文学との連
関に焦点を当てた研究。

KIHARA Yasuki

社会科  教授

坂田　登

　西洋の哲学・倫理思想・哲学的人
間学を専攻しています。哲学・倫理学
の基本はあくまで原典を忠実に読んで
いくことであると考えています。ほかに
王道はありません。

SAKATA Noboru

社会科  教授

木村　亮

　グローバル化の下での地域経済・
産業集積、市民協働や地域福祉など
地域の新しい公共性に関わる諸問
題、福井の繊維産業など近現代の地
域産業や地方政治・行政の歴史な
ど、関心は多岐に亘っています。

KIMURA Ryo

taffSS
国語  教授

高山善行

　私の専門分野は国語学（日本語
学）です。日本語文法の歴史（文法
学）を研究しています。係り結び、条件
表現、モダリティ、名詞句といったテー
マについて、現代語・古典語の両方を
対象に研究を進めています。

TAKAYAMA Yoshiyuki

国語  講師

中川智寛

　日本近現代文学における語りの諸
相、歴史表象などを研究しています。
具体的には、横光利一、桐野夏生など
を対象とし、書かれた時代との関わり
や、読者論的な観点を特に重視して
研究をしています。

NAKAGAWA Tomohiro

土台となる「教科」から専門性を磨いていく

学校教育専攻（平成27年度入学）

岸名孝明

　授業力の向上には授業実践を積むことが重要ですが、そのなかで、本来
的な意味での実践力を高めていくためには、そもそもの基盤となる内容学
や学習科学を背景に授業を分析していくことが必要不可欠です。例えば、
私の専門である国語では、国語学や国文学、漢文学などの深い理解が、そ
のまま授業の深みにもつながり、学習者の理解を見とり、他の学習者との
協同学習を創出するためにも国語科教育学における分析の視点が非常
に有用です。
　本コースでの学びは、現場で活躍しておられる先生方にとっても、教科の
専門性を高め、ご自身の授業観を問い直すことができ、私を含めたストレー
ト・マスターにとっては、経験不足を補う
一般的な学習者理解と「引き出し」の多
様化につながります。また経験値の異な
る院生間の交流の中で、日々新たな発
見があるのも本コースの大きな魅力であ
ると思います。

社会科  教授

岡﨑英一

　研究分野は「企業の業績測定」とい
う意味での会計学である。現在、企業
の発信した情報が企業自身に及ぼす
影響という観点から、より望ましい「業
績測定」について研究を進めている。

OKAZAKI Hideichi

社会科  教授

横井正信

　現代ドイツの政党・議会政治につ
いて，特に1990年のドイツ統一後の
経済的停滞とそこから抜け出すための
政策がどのように展開されてきたかを
中心に、日本との比較も視野に入れて
研究しています。

YOKOI Masanobu

社会科  講師

飯田健志

　専門は経済学です。特に環境経済学と
いう分野で研究をしています。現在は、先
進国から途上国への環境技術移転の問
題に関心があります。環境政策や貿易政
策が環境技術移転に与える影響につい
て、ゲーム理論を用いて分析しています。

IIDA Takeshi

社会科  准教授

生駒俊英

　専門分野は、民法（家族法）です。家族法の特
徴としては、生殖補助医療（代理母等）における
親子関係や、相続に関わる問題等のように、我々
にとって身近な問題が多い分野であります。私
は、その中でもとりわけ離婚時の諸効果（財産分
与、子どもの問題）について、研究しております。

IKOMA Toshihide

英語  准教授

磯崎康太郎

　近現代のドイツ語圏の文学や文化
についての研究を行っています。特に
ドイツ文学と自然環境の関わりや文化
研究としての記憶論に関心を抱いて
います。

ISOZAKI Kotaro

英語  准教授

ディラン
ジョーンズ
Dylan Jones

　Most of my academic research is on English 
Literature of the Late Medieval/Early Modern period. 
In particular, I am interested in the art of parody: in 
poetry (especially Chaucer), drama, and prose. In 
addition, I am interested in the practical use and 
application of English Literature in English Education.

英語  准教授

チャールズ
ジャヌッツイ

　In terms of current publications, my 
research activities are focused on 
phonetics, phonology, ELT methods 
and materials, reform of ELT in 
Japan, and phenomenological 
research in education. 

Charles Jannuzi

社会科  教授

伊藤　勇

　専門は社会学です。①現代日本農
村の持続と変容を調査研究する農村
社会学、②シンボリック相互行為論と
いう潮流の学説研究、③質的調査法
を中心とした社会調査の方法論に取
り組んでいます。

ITO Isamu

国語  准教授

膽吹　覚

　専門は日本近世文学と書誌学で
す。本居宣長の『玉勝間』を中心とす
る近世随筆と、近世・近代の仏教古
典籍を研究しています。

IBUKI Satoru

社会科  教授

門井直哉

　専門は歴史地理学です。地図・文
献・考古資料などを手掛かりに、過去
の景観や地域の実態を把握し、先人
の地表経営意図について考察してい
ます。また、それらと現代との関わりに
ついても研究しています。

KADOI Naoya

国語  准教授

桑原陽子

　専門は外国語としての日本語教
育。WEBを利用した読解教材開発、
読解過程の分析、特に漢字語彙の意
味推測研究を行っています。ボラン
ティア日本語サポートに対する支援も
行っています。

KUWABARA Yoko

国語  教授

澤﨑久和

　中国古典文学のうち、唐詩（とくに
白居易の詩）及び宋詞（詞は韻文の
一種）を主な研究対象としています。
近年は、六朝の志怪小説や唐代の伝
奇小説にも関心を持っています。

SAWAZAKI Hisakazu

社会科  准教授

清水泰幸

　フランス社会保障法を中心に研
究。多民族国家において、社会の周
縁に置かれている人々の社会的保護
に関心がある。

SHIMIZU Yasuyuki

英語  教授

伊達正起

専門は英語科教育で、第二言語習得
理論と実践との融合を念頭に特に、
「気づきを伴ったタスク」について研究
しています。最近は、プランニングが気
づきやタスクに及ぼす影響に興味が
あります。

DATE Masaki

国語  准教授

田村容子

　中国演劇・文学。20世紀以降の演
劇の近代化について、京劇を中心に
研究しています。舞台装置や女形の日
中比較、中華圏の劇文学の翻訳など
に関心を持っています。

TAMURA Yoko

国語  准教授

松友一雄

　国語学力の形成に関して、学習論
や評価論と関係づけて研究を進めて
います。また、コミュニケーション能力の
育成や思考力の育成の方法に関する
研究も行っています。

MATSUTOMO Kazuo

国語  准教授

永井崇弘

　専門は中国語学。主に清代中期以
降の西洋人資料（基督教文献）にお
ける中国語の文体を研究しています。
また中国語非母語話者という意味で、
江戸期における日本人の中国語文法
著作にも興味があります。

NAGAI Takahiro

社会科  教授

月原敏博

　人文地理学の立場からの地域研
究と環境・開発研究。南アジアなどを
対象に文化地理や農業地理を研究し
てきましたが、近年は福井地域の地図
画像アーカイブの構築と地籍学研究
に取り組んでいます。

TSUKIHARA Toshihiro

英語  准教授

中村太一

　専門は英語学です。生成文法理論
を中心とする言語理論に基づき、英語
の統語論と統語論が意味論と接触す
る領域を研究しています。最近は、英
語の省略現象について研究を行って
います。

NAKAMURA Taichi

社会科  教授

橋本康弘

　専門は社会科教育学（主として公
民領域に関するカリキュラム及び授業
研究）。特に、法関連教育の授業（づ
くり）研究に従事。最近は、PISA型学
力に対応した社会科授業研究にも興
味を持っています。

HASHIMOTO Yasuhiro

社会科  准教授

長谷川裕子

　専門は日本中世史です。特に、中世
後期から近世前期における村社会の
構造や人々の生存問題に関心があり
ます。現代における社会問題に目を配
りつつ、地域に眠る史料を掘り起こし
ながら研究しています。

HASEGAWA Yasuko

英語 准教授

本田安都子

研究分野はアメリカ文学です。主に、
20世紀のユダヤ系文学を研究対象と
しています。移民とアメリカ社会との関
係、移民と文学との関係などにも関心
を寄せています。

HONDA Atsuko

英語  教授

皆島　博

　専門は言語学（言語類型論）です。
最近は、英語と日本語との比較に関
心が深いので単語の多義性や意味
拡張を中心テーマに据えて、日英対照
言語学や認知言語学などの枠組みか
らのアプローチを試みています。

MINASHIMA Hiroshi

英語  教授

松田和之

専門はフランス文学です。多才な詩人
ジャン・コクトーと彼が生きた時代の文
学や芸術、映画を主たる研究対象と
しています。近年は特に20世紀のオ
カルト思想に興味を惹かれています。

MATSUDA Kazuyuki

山根清志

　研究分野：中国古代の社会史。
　最近興味を持つ研究：宋天聖令と
唐令の復原。倭（日本）と東アジアの交
通。中国古代の身分制。

社会科  特命教授

YAMANE Kiyoshi

寺尾健夫

　子どもが意欲的・主体的に社会を追
究する社会科授業・カリキュラム・指導
法の開発研究をしています。現代的視
点から自律的に社会の理解を深めてい
く小中一貫歴史カリキュラムの単元開
発を進めています。

社会科  教授

TERAO Takeo

mmmmmmmmmeeeeeeeeeessssssssssssssssssssaaaaaaaaaaagggggggggggeeeeeeeeeee

人文社会教育コース
国語、社会科、英語の各教科に分かれ、各教科の指導に必要な教科教育学や教科内容学について、

高度な専門知識と優れた実践力を修得すべく、教科に係わるテーマについて研究を行います。
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理想の理科授業を目指して

学校教育専攻（平成27年度入学）

西行大志

　理科教育領域では教科の専門的な知識だけではなく、何のために理科を教えるのか、教育にお
ける理科の役割についても深く考えることができます。
　私は、子どもたちの科学的思考力、未知の問題に立ち向かっていく力を育てることができる教員を
目標にしています。そのため、子どもたちが目の前の現象に対して仮説を立て、仮説を検証する実験
を計画、実行し、実験結果から結論を下すことができる理科授業を行いたいと考えています。
　このような科学的思考力を育てる理科授業を行なうた
めに、子どもたちの素朴概念や誤概念、思考を深める発
問や教材、さまざまな教授法などを大学院の講義や、仲
間との議論を通して日々学んでいます。大学院は学校現
場に出たとき、すぐに通用す
る力を身につける場ではなく、
長い教員生活の間で理想の
教員として成長していくため
の基盤を整える場だと考えて
います。

taffSS
生活科学（技術） 
教授数学  教授 数学  教授 数学  准教授

塚本　充

　インターネットを用いて学習を支援するコン
ピュータシステムの構築と検証、いわゆる
e-LearningやICTという研究分野です。個別
学習以外に、グループ学習・協調学習への運
用も試みています。

TSUKAMOTO Mitsuru

櫻本篤司

　専門分野は関数解析学、特に作用素環論
について研究しています。最近は、解析的数論
やパズルゲームにおける数学などにも興味を広
げています。

SAKURAMOTO Atsushi

西村保三

　専門は位相幾何学です。特に位相的トーリッ
ク多様体と組合せ論（多面体の幾何）との関
連について研究しています。また最近は、数学
教育にも興味を広げているところです。

NISHIMURA Yasuzo

風間寛司

　数学教育を担当しています。また、専門職として
の数学科教師の力量形成と成長の様相、それを
支える教師教育教員との協同の在り方について
研究しています。実践的な研究を進めていきます。

KAZAMA Hiroshi

数学  准教授 生活科学（家庭） 
教授

理科  教授

松本智恵子

　研究分野は「数理統計学」、特に漸近展開
を利用した近似の改良等についての研究を
行っています。また、最近は、統計教育などにも
興味を伸ばしているところです。

MATSUMOTO Chieko

服部由美子

　ファッションの多様化に対し、素材物性と衣
服寸法が着用感や外観に及ぼす影響を数量
的に明らかにする一方、衣生活の現状を把握
するために子どもから高齢者を対象に服装に関
する調査を行っています。

HATTORI Yumiko

淺原雅浩

　化学分野の担当で、専門は有機化学です。
元素の特徴を生かした機能性有機色素と新し
い化学教材の開発は面白いです。また、専門的
な研究を生かした小中高校生への科学啓発に
も積極的に取り組んでいます。

ASAHARA Masahiro OHYAMA Toshio

理科  教授 理科  教授

理科  教授

栗原一嘉

　レーザー物理学が専門です。金属を利用した
光の局在化に興味を持って研究を進めていま
す。この研究分野はプラズモニクスと呼ばれて
おり、今世紀になって誕生したばかりです。

KURIHARA Kazuyoshi

中田隆二

　主たる研究分野は電気分析化学。化学物
質の酸化還元を扱う電気化学はエネルギー問
題、定性・定量を扱う分析化学は環境問題と、
関連が深い。物質を調べ、知ることはエネル
ギーや環境の理解にも繋がる。

NAKATA Ryuji

山本博文

　活断層や活断層地形、福井平野の構造等
について調査・研究を行っている。福井豪雨災
害や津波等の自然災害の調査も行っている。
また風化に関する研究も進めている。

YAMAMOTO Hirofumi

生活科学（技術） 
准教授

井上博行

　ソフトコンピューティングに基づいた知能情
報処理が専門分野です。この分野をベースとし
て、人間の感性を重視した支援システムや、地
域や環境データの知的解析等への応用に関
する研究をしています。

INOUE Hiroyuki

taffS

理科  准教授 理科  准教授

西沢　徹

　フィールドワークから遺伝子解析までのさまざま
な手法を用いて、植物の生き様についてアプロー
チしています。専門は植物系統分類学・分子生態
学ですが、身近な素材を用いた生物教材や理科
授業の在り方についても関心があります。

NISHIZAWA Toru

保科英人

　土壌性甲虫類の分類と、希少種保全の研究。

HOSHINA Hideto

理科 　教授

大山利夫

　専門分野は細胞生物学です。減数分裂に関
する研究を行ってきましたが、最近は筋組織を
はじめとする動物組織の観察法および教材化
にも興味を持っています。

生活科学（技術） 
准教授

石川和彦

　技術科の材料加工領域における技能習熟
度の計測に取り組んでいます。また、本質的な
地球環境保護とは何かという観点から、技術の
進歩と環境保護の両立について考えています。

ISHIKAWA Kazuhiko

生活科学（家庭） 
准教授

村上亜由美

　食生活学、食品栄養学を専門とし、食生活と
体や心の健康との関連性や、家庭科を中心に
学校における食育の調査分析を行っています。
誰と、どのように、どんな気持ちで食べるのかも
重要だと考えています。

MURAKAMI Ayumi

生活科学（家庭） 
講師

粟原知子

　専門は建築計画学、こども環境学です。特に
子どもの遊び環境や高齢者、障がい者等の福
祉施設について研究しています。現場での実
践指導も行い、子どもにやさしい（＝皆にやさし
い）まちづくりを目指しています。

AWAHARA Tomoko

理科  准教授

小林和雄

　専門は理科教育学です。深い理解を生み出
すディープ・アクティブラーニングの在り方を研
究しています。

KOBAYASHI Kazuo

理科  准教授

三浦　麻

　分野は水環境保全と気象環境学です。流域
の水環境の修復技術についての研究を行って
います。水環境、気象環境を含む環境科学研
究の教育への活用に関心があります。

MIURA Asa

理科 准教授 生活科学（技術） 
教授

山田吉英

　PER（Physics Education Research）に
基づくアクティブラーニング教育に取り組んで
います。

YAMADA Yoshihide

奥野信一

　①木工技能習熟過程（現在は糸鋸盤による
鋸断技能）の実証的研究、②無菌ビン内で生
長・開花するラン科植物の抽出とその条件、③環
境理解教育としての学校植林の歴史的評価と
今日的課題の3つについて取り組んでいます。

OKUNO Shin’ichi

理科  准教授

三好雅也

　火山・岩石の研究を行っています。マグマが
固化した岩石を調べることにより、地球内部の
進化や物質循環メカニズムを探りたいと考えて
います。また、地学の教材開発にも取り組んで
います。

MIYOSHI Masaya

竹内惠子

　乳幼児期を中心に、育ちの気になる子どもの
育児や、保育園幼稚園での保育のありかたに
ついて現場の保育者や様々な専門職と一緒に
研究をしています。

生活科学（家庭） 
准教授

TAKEUCHI Keiko

mmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeessssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaggggggggggggeeeeeeeeee

■研究分野
「数学」 数学科教育、代数学、幾何学、解析学、応用数学（統計学）
「理科」 理科教育、物理学、化学、生物学、地学
「生活科学（技術）」　技術科教育、電気、機械、情報技術
「生活科学（家政）」　家庭科教育、食物学、被服学、保育学、住居学

■取得できる資格
いずれの教科においても、修士の課程を修了すると、一種免許状を有する人は当該学校種の
専修免許状が取得できます。

taffSS

理数・生活教育コース
数学、理科、生活科学（技術）、生活科学（家政）の各教科に分かれ、各教科の指導に必要な教

科教育学や教科内容学について、高度な専門知識と優れた実践力を修得すべく、教科に係わる

テーマについて研究を行います。



修士課程  学校教育専攻

08 09

理想の理科授業を目指して

学校教育専攻（平成27年度入学）

西行大志

　理科教育領域では教科の専門的な知識だけではなく、何のために理科を教えるのか、教育にお
ける理科の役割についても深く考えることができます。
　私は、子どもたちの科学的思考力、未知の問題に立ち向かっていく力を育てることができる教員を
目標にしています。そのため、子どもたちが目の前の現象に対して仮説を立て、仮説を検証する実験
を計画、実行し、実験結果から結論を下すことができる理科授業を行いたいと考えています。
　このような科学的思考力を育てる理科授業を行なうた
めに、子どもたちの素朴概念や誤概念、思考を深める発
問や教材、さまざまな教授法などを大学院の講義や、仲
間との議論を通して日々学んでいます。大学院は学校現
場に出たとき、すぐに通用す
る力を身につける場ではなく、
長い教員生活の間で理想の
教員として成長していくため
の基盤を整える場だと考えて
います。

taffSS
生活科学（技術） 
教授数学  教授 数学  教授 数学  准教授

塚本　充

　インターネットを用いて学習を支援するコン
ピュータシステムの構築と検証、いわゆる
e-LearningやICTという研究分野です。個別
学習以外に、グループ学習・協調学習への運
用も試みています。

TSUKAMOTO Mitsuru

櫻本篤司

　専門分野は関数解析学、特に作用素環論
について研究しています。最近は、解析的数論
やパズルゲームにおける数学などにも興味を広
げています。

SAKURAMOTO Atsushi

西村保三

　専門は位相幾何学です。特に位相的トーリッ
ク多様体と組合せ論（多面体の幾何）との関
連について研究しています。また最近は、数学
教育にも興味を広げているところです。

NISHIMURA Yasuzo

風間寛司

　数学教育を担当しています。また、専門職として
の数学科教師の力量形成と成長の様相、それを
支える教師教育教員との協同の在り方について
研究しています。実践的な研究を進めていきます。

KAZAMA Hiroshi

数学  准教授 生活科学（家庭） 
教授

理科  教授

松本智恵子

　研究分野は「数理統計学」、特に漸近展開
を利用した近似の改良等についての研究を
行っています。また、最近は、統計教育などにも
興味を伸ばしているところです。

MATSUMOTO Chieko

服部由美子

　ファッションの多様化に対し、素材物性と衣
服寸法が着用感や外観に及ぼす影響を数量
的に明らかにする一方、衣生活の現状を把握
するために子どもから高齢者を対象に服装に関
する調査を行っています。

HATTORI Yumiko

淺原雅浩

　化学分野の担当で、専門は有機化学です。
元素の特徴を生かした機能性有機色素と新し
い化学教材の開発は面白いです。また、専門的
な研究を生かした小中高校生への科学啓発に
も積極的に取り組んでいます。

ASAHARA Masahiro OHYAMA Toshio

理科  教授 理科  教授

理科  教授

栗原一嘉

　レーザー物理学が専門です。金属を利用した
光の局在化に興味を持って研究を進めていま
す。この研究分野はプラズモニクスと呼ばれて
おり、今世紀になって誕生したばかりです。

KURIHARA Kazuyoshi

中田隆二

　主たる研究分野は電気分析化学。化学物
質の酸化還元を扱う電気化学はエネルギー問
題、定性・定量を扱う分析化学は環境問題と、
関連が深い。物質を調べ、知ることはエネル
ギーや環境の理解にも繋がる。

NAKATA Ryuji

山本博文

　活断層や活断層地形、福井平野の構造等
について調査・研究を行っている。福井豪雨災
害や津波等の自然災害の調査も行っている。
また風化に関する研究も進めている。

YAMAMOTO Hirofumi

生活科学（技術） 
准教授

井上博行

　ソフトコンピューティングに基づいた知能情
報処理が専門分野です。この分野をベースとし
て、人間の感性を重視した支援システムや、地
域や環境データの知的解析等への応用に関
する研究をしています。

INOUE Hiroyuki

taffS

理科  准教授 理科  准教授

西沢　徹

　フィールドワークから遺伝子解析までのさまざま
な手法を用いて、植物の生き様についてアプロー
チしています。専門は植物系統分類学・分子生態
学ですが、身近な素材を用いた生物教材や理科
授業の在り方についても関心があります。

NISHIZAWA Toru

保科英人

　土壌性甲虫類の分類と、希少種保全の研究。

HOSHINA Hideto

理科 　教授

大山利夫

　専門分野は細胞生物学です。減数分裂に関
する研究を行ってきましたが、最近は筋組織を
はじめとする動物組織の観察法および教材化
にも興味を持っています。

生活科学（技術） 
准教授

石川和彦

　技術科の材料加工領域における技能習熟
度の計測に取り組んでいます。また、本質的な
地球環境保護とは何かという観点から、技術の
進歩と環境保護の両立について考えています。

ISHIKAWA Kazuhiko

生活科学（家庭） 
准教授

村上亜由美

　食生活学、食品栄養学を専門とし、食生活と
体や心の健康との関連性や、家庭科を中心に
学校における食育の調査分析を行っています。
誰と、どのように、どんな気持ちで食べるのかも
重要だと考えています。

MURAKAMI Ayumi

生活科学（家庭） 
講師

粟原知子

　専門は建築計画学、こども環境学です。特に
子どもの遊び環境や高齢者、障がい者等の福
祉施設について研究しています。現場での実
践指導も行い、子どもにやさしい（＝皆にやさし
い）まちづくりを目指しています。

AWAHARA Tomoko

理科  准教授

小林和雄

　専門は理科教育学です。深い理解を生み出
すディープ・アクティブラーニングの在り方を研
究しています。

KOBAYASHI Kazuo

理科  准教授

三浦　麻

　分野は水環境保全と気象環境学です。流域
の水環境の修復技術についての研究を行って
います。水環境、気象環境を含む環境科学研
究の教育への活用に関心があります。

MIURA Asa

理科 准教授 生活科学（技術） 
教授

山田吉英

　PER（Physics Education Research）に
基づくアクティブラーニング教育に取り組んで
います。

YAMADA Yoshihide

奥野信一

　①木工技能習熟過程（現在は糸鋸盤による
鋸断技能）の実証的研究、②無菌ビン内で生
長・開花するラン科植物の抽出とその条件、③環
境理解教育としての学校植林の歴史的評価と
今日的課題の3つについて取り組んでいます。

OKUNO Shin’ichi

理科  准教授

三好雅也

　火山・岩石の研究を行っています。マグマが
固化した岩石を調べることにより、地球内部の
進化や物質循環メカニズムを探りたいと考えて
います。また、地学の教材開発にも取り組んで
います。

MIYOSHI Masaya

竹内惠子

　乳幼児期を中心に、育ちの気になる子どもの
育児や、保育園幼稚園での保育のありかたに
ついて現場の保育者や様々な専門職と一緒に
研究をしています。

生活科学（家庭） 
准教授

TAKEUCHI Keiko
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■研究分野
「数学」 数学科教育、代数学、幾何学、解析学、応用数学（統計学）
「理科」 理科教育、物理学、化学、生物学、地学
「生活科学（技術）」　技術科教育、電気、機械、情報技術
「生活科学（家政）」　家庭科教育、食物学、被服学、保育学、住居学

■取得できる資格
いずれの教科においても、修士の課程を修了すると、一種免許状を有する人は当該学校種の
専修免許状が取得できます。

taffSS

理数・生活教育コース
数学、理科、生活科学（技術）、生活科学（家政）の各教科に分かれ、各教科の指導に必要な教

科教育学や教科内容学について、高度な専門知識と優れた実践力を修得すべく、教科に係わる

テーマについて研究を行います。



修士課程  学校教育専攻

10 11

身になることを学ぶ環境

学校教育専攻（平成27年度入学）

安本晃央

　私は本学の教育地域科学部から本大学院に進学しました。大学院の授業はゼミ形式で開かれ
るので、より専門性の高い知識・実技を学ぶことができています。また学部の講義ではTA（ティー
チング・アシスタント）として先生方の補佐に入りながら、学部の後輩たちを支援したり、相談に乗っ
たり、一緒に学んだりして交流することもできます。
　作品を制作する場所「アトリエ」を各自でもらっているため、作品を制作する時は自分のペースや
リズムを大切にできるので、集中して作品と向き合うことができています。
　講義の一環で学校現場に出向くこともあります。
実践を持ち帰り、子どもたちにとってより良い経験・学
習環境を提供できるように教授や他の院生と話し合
い、次の実践につな
げていきます。このよう
に勉学や制作ができ
ることが大学院の魅
力だと考えています。

大学院での学びと仕事との両立

学校教育専攻（平成27年度入学）

大田美紀

　私は、理学療法士として、病院でリハビリテーションの仕事に携わっています。理学療法士は
「体を動かす」ことをメインに、身体に悩みを抱えた患者様やスポーツ選手のサポートをしたり、運動
のアドバイスをしたりする仕事です。働くうちに、より専門的な知識や技術を身につけたいと考える
ようになり、保健体育・スポーツ分野について学べる本大学院へ入学しました。
　大学院の授業は、先生方とディスカッションをしたり、テーマについて文献抄読をしたりするなど、
自分に必要なものを吸収することができる内容です。また、興味のある分野について研究できる機
材や設備が十分に整っており、先生方や他の院生にすぐに相談できる環境も魅力的です。空き
時間には図書館を利用したり、研究室の院生や学部
生とコミュニケーションをとったり、とても充実した学生
生活を送ることが出来て
います。仕事との両立は
大変ですが、ここで学ん
だことを仕事に活かせる
ように頑張りたいと考え
ています。

taffSS
音楽  教授

高木裕美

　ピアノ作品の演奏法について研究していま
す。楽譜から多くのことを読みとってピアノで多
彩な表現をすること、そのために必要なテクニッ
クを追求すること、演奏を通して人々に作品を
伝え続けることが課題です。

TAKAGI Yumi

音楽  准教授

星谷丈生

　作曲及び作品創作に関する教育法につい
ての研究。作曲は、主に20世紀以降の作曲技
法について研究しています。音楽理論を中心と
した授業を担当しています。

HOSHIYA Takeo

音楽  准教授

梅村憲子

専門分野は声楽、ベルカント唱法です。表現者と
しての自負を持って聞く人の心に響く演奏を目指
しています。身体を楽器として使う喜びと困難、言
葉に音楽で命を吹き込むことの素晴らしさを追及
します。

UMEMURA Noriko

音楽  教授

澁谷政子

　専門分野は音楽学。欧米の前衛音楽におけ
る作曲・演奏・聴取のクロスオーバーと、それを
支える芸術観について研究しています。音楽体
験における「私」と「他者」の出会いについての
美学的考察が大きなテーマです。

SHIBUYA Masako

保健体育  准教授

稲垣良介

　保健体育科教育学を担当。教育現場に密
着した研究を進める。現在の研究テーマの一つ
が学校教育現場における水辺活動プログラム
の作成。

INAGAKI Ryosuke

保健体育  教授

宗倉　啓

　保健体育科教育における、教科目標、教科
内容、教授ー学習過程の組織化、学習者のつ
まずき、教材づくり、教授スキル、評価、カリキュ
ラム等の研究、並びに比較教育学（特にドイツ
と日本）研究を行っている。

SOKURA Kei

保健体育  准教授

山田孝禎

　ヒトの動きの発現・変動要因について、多面的に紐解くこ
とを大きな研究テーマとしている。具体的には、トレーニングあ
るいはサプリメント摂取による運動パフォーマンスの改善や、
外傷あるいは障害に伴う運動機能の低下等々、アスリートを
はじめ一般対象あるいは高齢者まで幅広く検討している。

YAMADA Takayoshi

美術  准教授

坂本太郎

　研究内容は、彫刻を主とする空間表現。素
材と造形物の関係性、造形物と空間が作り出
す新たな空間性から「モノをツクル」という行為
を掘り下げて見つめ直している。

SAKAMOTO Taro

美術  教授

宮崎光二

　主に青銅という素材の抵抗の中から、世界
が持つ複雑な意味の重なりを感じ取りたいと
願っている。金属の持つ表現の可能性をいか
に拡げることが出来るか、それが作品にどうつな
がってくるかが制作の中心である。

MIYAZAKI Kouji

美術  准教授

今井祐子

　研究分野は、近代美術史および日仏文化交
流史。とくに、19世紀後半のフランスにおける
陶磁器のジャポニスムについて研究していま
す。印象派を含む近代絵画にも関心を持ってい
ます。

IMAI Yuko

美術  准教授

湊　七雄

　現代絵画・現代版画。有害な画材の使用を
控えた非毒性版画技法とその表現方法につい
て研究しています。豊かな表現の可能性をもっ
たこの分野の研究を深めつつ、美術教育の新
しい方向性を探っています。

MINATO Shichio

美術  教授

濱口由美

　学生や子どもたちが、美術科教育を通して探
究したこと創造したことを、パブリックな場で表
現していく授業カリキュラムについて、実践的に
研究しています。

HAMAGUCHI Yumi

保健体育  教授

水沢利栄

　スポーツリスクマネジメント、特にスキー・スノー
ボード、アウトドアスポーツに関する事故の責任、安
全対策について研究を行っています。また最近で
は、熱中症防止対策や災害時の食事、コミュニケー
ション・スポーツへの関心を深めています。

MIZUSAWA Toshihide

音楽  教授

吉村治広

　音楽科教育のあり方について、理論と実践
を統合する教育実践学の立場から研究してい
ます。特に「子どもの実態」を言葉どおりに踏ま
え、ポピュラー音楽の教材化を主な研究のテー
マとしています。

YOSHIMURA Haruhiro

田中秀一

　エネルギー需要量や心拍数を指標として、
経済性に優れた歩と走の習得法。加齢に伴う
走速度低下とその性差。

保健体育  特命教授

TANAKA Shuichi
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■研究分野
「音楽」　　　音楽科教育、声楽、器楽、作曲、音楽学
「美術」　　　美術科教育、絵画、彫刻、デザイン、工芸、美術理論・美術史
「保健体育」　保健体育科教育、体育学、運動学、学校保健

■取得できる資格
いずれの教科においても、修士の課程を修了すると、一種免許状を有する人は当該学校種の
専修免許状が取得できます。

芸術・スポーツ教育コース
音楽、美術、保健体育の各教科に分かれ、各教科の指導に必要な教科教育学や教科内容学について、

高度な専門知識と優れた実践力を修得すべく、教科に係わるテーマについて研究を行います。
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身になることを学ぶ環境

学校教育専攻（平成27年度入学）

安本晃央
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リズムを大切にできるので、集中して作品と向き合うことができています。
　講義の一環で学校現場に出向くこともあります。
実践を持ち帰り、子どもたちにとってより良い経験・学
習環境を提供できるように教授や他の院生と話し合
い、次の実践につな
げていきます。このよう
に勉学や制作ができ
ることが大学院の魅
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大学院での学びと仕事との両立

学校教育専攻（平成27年度入学）

大田美紀

　私は、理学療法士として、病院でリハビリテーションの仕事に携わっています。理学療法士は
「体を動かす」ことをメインに、身体に悩みを抱えた患者様やスポーツ選手のサポートをしたり、運動
のアドバイスをしたりする仕事です。働くうちに、より専門的な知識や技術を身につけたいと考える
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　大学院の授業は、先生方とディスカッションをしたり、テーマについて文献抄読をしたりするなど、
自分に必要なものを吸収することができる内容です。また、興味のある分野について研究できる機
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taffSS
音楽  教授

高木裕美

　ピアノ作品の演奏法について研究していま
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音楽  准教授

星谷丈生

　作曲及び作品創作に関する教育法につい
ての研究。作曲は、主に20世紀以降の作曲技
法について研究しています。音楽理論を中心と
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音楽  准教授

梅村憲子
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　専門分野は音楽学。欧米の前衛音楽におけ
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と日本）研究を行っている。
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え、ポピュラー音楽の教材化を主な研究のテー
マとしています。

YOSHIMURA Haruhiro

田中秀一

　エネルギー需要量や心拍数を指標として、
経済性に優れた歩と走の習得法。加齢に伴う
走速度低下とその性差。

保健体育  特命教授

TANAKA Shuichi
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■研究分野
「音楽」　　　音楽科教育、声楽、器楽、作曲、音楽学
「美術」　　　美術科教育、絵画、彫刻、デザイン、工芸、美術理論・美術史
「保健体育」　保健体育科教育、体育学、運動学、学校保健

■取得できる資格
いずれの教科においても、修士の課程を修了すると、一種免許状を有する人は当該学校種の
専修免許状が取得できます。

芸術・スポーツ教育コース
音楽、美術、保健体育の各教科に分かれ、各教科の指導に必要な教科教育学や教科内容学について、

高度な専門知識と優れた実践力を修得すべく、教科に係わるテーマについて研究を行います。



　私の専門分野は火山学です。溶岩等の火山噴出物の
化学成分を詳しく調べて、その火山の成り立ちやマグマの
でき方について研究しています。お医者さんが採血等をし
て、その分析データから患者さんの病状を診断するのと似
ています。野外で採取した火山噴出物を実験室に持ち
帰って分析し、そのデータから過去の火山活動や地球内
部の様子を明らかにするプロセスは、実にエキサイティン
グです。その他に、火山の災害・恩恵を伝えるための教育
手法開発にも力を入れています。
　さて大学院の魅力についてですが、やはり自身の研究
についてじっくり向き合う時間がある、ということでしょう。こ
の時間は、大学院生の時にしか持てないとても貴重なも
のです。私が本格的に火山研究に熱中し始めたのも大
学院生の時でした。研究を進める中で悩むことも多々あり
ましたが、試行錯誤の末に新発見をすることがとても楽し
いと実感できたのです。大学院生だからこそ得られた充実
感です。教員を志す学生諸氏には、大学院での研究を通
じてサイエンスにどっぷり浸かり、是非新発見の喜びを味
わってほしいと思っています。科学研究の楽しさを知る人
にこそ、学校で授業をしてほしいと思うからです。大学院で
はきっと学部の卒論研究までとはひと味もふた味も違った
充実感が得られることでしょう。専門性を高めたい！というマ
グマのような熱い志を持つ“仲間”を待っています。大学院
で一緒にサイエンスを楽しみましょう。

科学の面白さを味わえる

貴重な時間

　私の専門分野は教育経営学です。少し堅苦しいイメー
ジがあるかもしれませんが、私の研究関心のベースには
「学校とはどんな場所か」「教師とはどんな人たちなのか」と
いった極めて素朴な問いがあります。ですから、大学院で
の講義や演習では必ず学校に存在する人や物・文化・風
土を丁寧に再考する時間を大切にしてきました。学校がど
んなルーツ・紆余曲折を経て「いま」に至るのか。わずか６
歳の子どもが“毎日、学校に通う意味”とは何か。こうした
視点を持つことで私たちは、学校教育への過度な期待や
批判に阿ることなく、「学校にしかできないこと」を再発見
できると考えるのではないでしょうか。
　同時に、私の研究関心の根幹には教師という“人”の
「身体性」があります。授業をつくるとき教師は教材分析を
しつつ発問、課題設定、時間配分などを思考・計画するで
しょう。しかし一方で、表情や声のトーン、身体の向き、視
線、沈黙といった教師自身も意識できない要素が授業の
雰囲気や学習効果を左右するのもまた現実です。こうした
言葉ならざる「ことば」をもちながらも教師たちは、学習者
の状況に応じた効果的な介入（インターベンション）をい
かに行うのだろうか…。小学校を主なフィールドとして、院
生のみなさんと一緒に私は、その実相に迫り続けたいと考
えています。

言葉ならざる「ことば」を

追究していきたい
学校教育専攻　理数・生活教育コース

三好雅也
准教授

　「スポーツ」は、ヒトの体・心にたくさんの好影響をもたらしてくれます。そのための効
果的な手段や、もたらされるまでのメカニズムを紐解くことが私の研究です。
　みなさんは「スポーツ」と聞くと、より高く・速く・強く・巧くといったことを常に要求さ
れるイメージを連想される方も多いと思いますし、2018年に福井県は福井しあわせ
元気国体を、2020年に東京オリンピックを控え、選手の育成やサポートといった観
点からの研究も必要不可欠です。しかし、それだけではなく、「スポーツ」は根本的なヒ

トの健康を司る大切な要因でもあります。
　例えば幼児・児童期の運動遊びや運動の経験は、成人になってからの冠動脈疾
患リスクを抑えることが示されていますし、高齢期の定期的な運動実施により、脳の
萎縮が抑制され認知機能が維持・改善されることも明らかにされてきています。いろ
いろなことが自動化され便利になっている時代だからこそ、スポーツを通して、自らの
健康を維持することがどの世代にも求められる時代になってきていますし、これからさ
らにその流れは加速していくでしょう。
　私の研究室では、学生らと一緒に、スポーツ選手のパフォーマンスにかかわる研
究はもちろんですが、ヒトの健康に関係したスポーツの効果やそれがもたらされるまで
のプロセスを紐解く研究も精力的に取り組んでいます。興味のある方は是非私たち
と一緒に研究しましょう。

ヒトの心と体をスポーツで紐解く

学校教育専攻　芸術・スポーツ教育コース

山田孝禎准教授

学校教育専攻　小学校教育コース

大和真希子
准教授

若手教員に聞く 大学院の魅力
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と一緒に研究しましょう。

ヒトの心と体をスポーツで紐解く

学校教育専攻　芸術・スポーツ教育コース

山田孝禎准教授

学校教育専攻　小学校教育コース

大和真希子
准教授

若手教員に聞く 大学院の魅力

修士課程 学校教育専攻
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大学院生の生活

修士課程　学校教育専攻

14 15

生協（BOOK　SHOP　明日輪）
　休憩時間や授業の空き時間に利用しているの
が、生協の本屋さんです。授業で使う教科書や文庫
本、雑誌などがおいてあり、興味のある雑誌を見に
いったり、話題の文庫本を買いにいったりして、リフ
レッシュしています。また、教員採用試験などの参考
書や問題集も多くそろっており、試験対策や就職活
動などにも役に立ちます。組合員は定価より安く購
入でき、定期購読を利用するとさらにお得です。

ＴＡ（ティーチング・アシスタント）
　学部の授業で先生方のアシスタントとしてサポー
トを行います。授業プリントや教材を配布したり、班に
アドバイスして回ったりしています。TAを行うことで、
学部生との関わりを持つことができ、また、先生方の
授業を受講生ではない立場で見ることによって、新
たな気付きも生まれます。さらに、授業の組み立て方
について、先生と話し合いをする機会もあり、実際に
自分が授業を作るときの参考になります。

講義
　学部生の時と比べて、より専門的な内容を学習
します。授業は、分からない点があればその場で質問
出来る雰囲気であり、少し難しい内容でも取り組む
ことが出来ます。また、あらかじめ使用するテキストを
予習していき、発表する方法をとっている授業もあ
り、将来、教員を目指している自分たちにとっては、貴
重な経験となっています。さらに、数学だけに限らず、
他の分野との関わりを学ぶことによって、幅広く知
識や経験を得ることが出来ます。

図書館
　研究や学習を進めていく上で、必要不可欠である
のが図書館の利用です。研究に必要な専門的な文
献を収集したり、自習スペースで講義やゼミの予習
やテスト勉強をすることも出来ます。また、話題の本
や雑誌があり、時期によって特集なども行われてい
ます。飲食も出来るラウンジも用意されているので、
気分転換にも最適です。もちろん、本を借りて家で
の学習にも使用することができ、自分のニーズに
あった使い方ができます。

ゼミ
　週に1回、先生とマンツーマンで行います。ここで
は、自分の研究についての報告を行います。どのくら
い進んでいるかの確認を行ったり、これまでに学んだ
ことと、どう結びついているかについても考えたりしま
す。先生に、研究について報告することで、自分の研
究を改めて見直すことができ、しっかりと理解すること
につながっています。研究のテーマは自分が興味を
持っていることから選ぶことが出来るので、楽しく積
極的に研究を進められます。

土田恵里   教科教育専攻　数学教育領域（平成27年度入学）

銅 麻衣   教科教育専攻　社会科教育領域（平成27年度入学）

講義
　社会科教育領域では、社会科教育、政治、経済、
地理、日本史…などさまざまな分野の授業があるの
で、どの授業を選択するか迷ってしまいます。私は、自
分の持っている教員免許や、修論の事を考えつつ、
自分の興味がある分野のものを選びました。学部の
授業よりも、さらに専門的知識を見に付けることがで
きます。

研究室
　院生それぞれにスペースが確保されているので、
落ち着いて学習に取り組むことができます。またクッ
ションやブランケット、ブックスタンドなどを置いてより
過ごしやすい空間をつくることができます。

協働実践研究プログラム
　NIEという新聞を活用した教育や法教育に関する
カリキュラム・授業を考えたり、実際に現場で授業を
行なったりもします。過去の実践例の分析や、授業見
学や研究会などに参加した経験を参考に、授業を考
えています。現場で活躍する先生方や、税理士、新
聞記者といった方 と々も意見交換ができるので、とて
も貴重な経験をさせてもらっています。

研究
　自分の好きな分野について追究していくことはと
ても楽しいです。進めていく上で、どんどん疑問が湧
いてくるのでなかなか進まない時はありますが、疑問
の数だけ自分の新しい発見になります。社会科院生
の仲間と意見交換をして、新たな視点に気づくこと
もあります。

図書館
　書庫で文献を探す機会が増えてきました。書庫に
は膨大な文献、資料があるので、よく研究や授業の
課題を進めていく上で利用しています。たまに書庫の
中を探索して、研究や課題以外で、おもしろそうな本
がないか探します。
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教職開発専攻の特色

教職大学院　教職開発専攻

16 17

学　　　　位：教職修士（専門職）　
修 業 年 限：原則として2年（1年を許可する場合もある）
必要修得単位：学校における実習（10単位）、共通科目（20単位）、コース別選択科目（15単位）　計45単位以上

1. 学習と成長を支えるファシリテーター・コーディネーターとしての実践力

2. 学習の協働組織とその改革のマネジメント力

3. 実践の質を不断に高め発展させていく省察・研究能力

4. 公教育としての学校を担う専門職としての教員の理念と責任

教職専門性開発コース ミドルリーダー養成コース

　授業づくり・児童生徒の成長発
達支援をはじめ、学校における活動
の総体について協働して取り組むこ
とのできる、21世紀の学校を担う中
核となる若い世代の教員を養成する
コース。

　知識基盤社会に生きる力を培う授
業をどう実現するか。多様な子どもたち
の成長をどう支えていくか。学校におけ
る教師の協働の実践と研究が求めら
れています。学校での核となるミドル
リーダーのためのコースです。

学校改革マネジメントコース

　アクティブラーニング、チーム学校、
コミュニティスクール、入試改革、そして
学校の組織制度改革。山積する課題
の中で、どのように改革の舵取りをして
いくか、組織マネジメントの力が求めら
れています。改革期の学校を支える管
理職のためのコースです。
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大学
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研究者

長期インターンシップ
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開発

●長期にわたる学校拠点の協働実践研究の展開

　学校の必要に即した課題を中心に、学校と大学院が長期に
わたって実践的な協働研究を進めます。（学校改革マネジメント
コースでは、学校拠点の改革の組織的実践のマネジメント、ミド
ルリーダー養成コースでは、学校拠点の協働研究の運営、教職
専門性開発コースでは拠点校や連携校での1年間の長期イン
ターンシップ）

●集中的な実践の省察と理論研究の積み重ね（集中講座）

　学校での実践・研究に関わって、夏期・冬期休業を中心に、
集中的に省察と研究を重ね、実践の理論化を進めます。

●世代間の学び合いと交流の組織化（合同カンファレンス）

　若い世代と中核となる世代、そしてマネジメントに当たる世代
が、カンファレンスを通じてそれぞれの課題についての追究を交
流し、支え合いながら学びます。

●学校を超え、地域を超えた、実践と研究の交流と共有

　（実践研究福井ラウンドテーブル）

　それぞれの学校での実践と研究を、学校を超え、地域を超え
て、交流し共有するための公開実践研究集会（実践研究福井
ラウンドテーブル）を年2回開催します。

　ネットワークを通じて世界的な規模で知識・技術の交流と共有が進み、政治・経済・文化をはじめとするあらゆる領域で、質の高い知的
な協働活動がより多くの人々に求められる社会が現実のものとなりつつあります。そうした21世紀の知識基盤社会に生きる力を培うため
に、子どもたち自身が探究し、コミュニケーションし、協働する力を培う学校教育の実現が求められています。そして、その実現は学校を担う
教員の専門的力量と協働の努力に懸かっています。
　福井大学大学院教育学研究科は、21世紀の学校教育を担う中核的な教員の専門的力量の開発を目的として、教職開発専攻（教職
大学院）を開設しました。

3つのコース

　教職開発専攻では、長期インターンシップを主軸とするカリキュラムを生かし、専修免許状とあわせて小学校教諭一種免許
状を取得することができる教育職員免許取得プログラムを平成27年度より開始しました。複数年にわたる実地経験、実地研究
を軸に実践研究を重ね、小学校教員としての総合的な実践力を培うための新しいプログラムです。出願時に本プログラムの履
修を申請し、許可された人が対象となります。また、長期履修学生制度を適用して、通常よりも１年長い３年間で大学院を修了し
ます。ただし、このプログラムは、学部段階において中学校等の教育職員免許を取得していることを前提としています。

教育職員免許取得プログラム
５つの特徴

教員に求められる
4つの専門的力量

1. 今日的課題に焦点を当てた協働研究を支援します。
2. 大学教員がチームでバックアップします。
3. 大学教員は幼・小・中・高・特別支援の学校現場と県の教育研究機関へ出向きます。
4. 学校行事等に配慮した集中的な講座を開設します。
5. 全国の教職大学院や優れた実践とつながります。

理論と実践を融合する新しいカリキュラムのデザイン（学校拠点の協働実践研究）
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1. 学習と成長を支えるファシリテーター・コーディネーターとしての実践力

2. 学習の協働組織とその改革のマネジメント力

3. 実践の質を不断に高め発展させていく省察・研究能力

4. 公教育としての学校を担う専門職としての教員の理念と責任

教職専門性開発コース ミドルリーダー養成コース

　授業づくり・児童生徒の成長発
達支援をはじめ、学校における活動
の総体について協働して取り組むこ
とのできる、21世紀の学校を担う中
核となる若い世代の教員を養成する
コース。

　知識基盤社会に生きる力を培う授
業をどう実現するか。多様な子どもたち
の成長をどう支えていくか。学校におけ
る教師の協働の実践と研究が求めら
れています。学校での核となるミドル
リーダーのためのコースです。

学校改革マネジメントコース

　アクティブラーニング、チーム学校、
コミュニティスクール、入試改革、そして
学校の組織制度改革。山積する課題
の中で、どのように改革の舵取りをして
いくか、組織マネジメントの力が求めら
れています。改革期の学校を支える管
理職のためのコースです。
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●長期にわたる学校拠点の協働実践研究の展開

　学校の必要に即した課題を中心に、学校と大学院が長期に
わたって実践的な協働研究を進めます。（学校改革マネジメント
コースでは、学校拠点の改革の組織的実践のマネジメント、ミド
ルリーダー養成コースでは、学校拠点の協働研究の運営、教職
専門性開発コースでは拠点校や連携校での1年間の長期イン
ターンシップ）

●集中的な実践の省察と理論研究の積み重ね（集中講座）

　学校での実践・研究に関わって、夏期・冬期休業を中心に、
集中的に省察と研究を重ね、実践の理論化を進めます。

●世代間の学び合いと交流の組織化（合同カンファレンス）

　若い世代と中核となる世代、そしてマネジメントに当たる世代
が、カンファレンスを通じてそれぞれの課題についての追究を交
流し、支え合いながら学びます。

●学校を超え、地域を超えた、実践と研究の交流と共有

　（実践研究福井ラウンドテーブル）

　それぞれの学校での実践と研究を、学校を超え、地域を超え
て、交流し共有するための公開実践研究集会（実践研究福井
ラウンドテーブル）を年2回開催します。

　ネットワークを通じて世界的な規模で知識・技術の交流と共有が進み、政治・経済・文化をはじめとするあらゆる領域で、質の高い知的
な協働活動がより多くの人々に求められる社会が現実のものとなりつつあります。そうした21世紀の知識基盤社会に生きる力を培うため
に、子どもたち自身が探究し、コミュニケーションし、協働する力を培う学校教育の実現が求められています。そして、その実現は学校を担う
教員の専門的力量と協働の努力に懸かっています。
　福井大学大学院教育学研究科は、21世紀の学校教育を担う中核的な教員の専門的力量の開発を目的として、教職開発専攻（教職
大学院）を開設しました。

3つのコース

　教職開発専攻では、長期インターンシップを主軸とするカリキュラムを生かし、専修免許状とあわせて小学校教諭一種免許
状を取得することができる教育職員免許取得プログラムを平成27年度より開始しました。複数年にわたる実地経験、実地研究
を軸に実践研究を重ね、小学校教員としての総合的な実践力を培うための新しいプログラムです。出願時に本プログラムの履
修を申請し、許可された人が対象となります。また、長期履修学生制度を適用して、通常よりも１年長い３年間で大学院を修了し
ます。ただし、このプログラムは、学部段階において中学校等の教育職員免許を取得していることを前提としています。

教育職員免許取得プログラム
５つの特徴

教員に求められる
4つの専門的力量

1. 今日的課題に焦点を当てた協働研究を支援します。
2. 大学教員がチームでバックアップします。
3. 大学教員は幼・小・中・高・特別支援の学校現場と県の教育研究機関へ出向きます。
4. 学校行事等に配慮した集中的な講座を開設します。
5. 全国の教職大学院や優れた実践とつながります。

理論と実践を融合する新しいカリキュラムのデザイン（学校拠点の協働実践研究）



文部科学省が指定した地域活性化の中核的拠点の実践事例

三位一体教育改革
教職大学院の学びの世界

教職大学院　教職開発専攻

18 19

　人が育つ

●教員養成に携わる大学教員の質的転換
実践のできる、もしくは、実践に寄り添うことのできる教
員の採用、附属学校兼担教員の採用

●大学教員の協働を実現するFDの実施

●教職大学院担当教員の育成
教職大学院の担当や管理職のためのEd.D.設置を目
指す

●教師教育改革コラボレーションの国内外ネット
ワーク化

●生涯にわたる職能成長を支える仕組みの構築
教員研修と大学院教育の機能統合を実施し、学校改
革マネジメントコースの設置を目指す

●学部と教職大学院の一貫した教育の実現

　環境が変わる

●教職大学院を附属学校キャンパスに一部移設
日々の学習活動の中で理論と実践を架橋できる環境
整備を実施

●附属学校園を改修し、4校園が一体化した環境を創造

●協働が実現する教員研究室の開発

　学びが変わる

●学制改革及び免許法の改正に対応する12年間一貫
した学校を構築
●小１プロブレム・中1ギャップに対応
●小学校高学年の教科担任制導入
●専科教員の配置
●グローバル教育の実施
●インクルーシブ教育の実施

福井に附属/学部/大学院を融合し教師の生涯にわたる
職能成長を支える研究実践型教師教育システムを構築する

概　　要

実践のできる大学
教員・実践に寄り添
うことのできる大学
教員の採用

コンパートメント化した
大学教育を打破する
教育課程とFDのシス
テム構築

教職大学院担当
教 員 を 育 て る
Ed.D.の設置

理論と実践の往還
を実現すべく大学
院を附属学校へ移
設

大学教員の協働
探究を進めるため
の教員研修
（質の改革）

教育改革の指向
性を持った管理職
養成コースの設置

教員研修と大学院
教育の接続による
一貫的な教員研修
の実現

学制の見直しに
対応できる12年
間の子どもの成
長を見取る教員
の育成

学校拠点方式によ
る教員の組織学習
（学習するコミュニ
ティの形成）

学校拠点方式によ
る教員の教員養成
の全国ネットワーク
の構築

優秀な教員が大学
院で学べるスカ
ラーシップの充実

一貫教育による中
1ギャップの克服や
小1プロブレムの
解決

一貫教育による小
学校高学年の教
科担任制専科教
員導入

一貫教育による
インクルーシブ教
育の実現

一貫教育によるグ
ローバル社会対応能
力（語学力と合意形
成能力）の育成

知識基盤社会
グローバル社会に
生きる子どもの
学力形成

12年間一貫教育

教師の生涯にわたる
職能成長を支える
システム構築

学校拠点方式の充実

教員養成に携わる
大学教員の質的

転換

理論と実践の往還を
具現化する大学教員

専門職として学び合う
コミュニティとしての学校

［　  教職専門性開発コース  　］ ［ ミドルリーダー養成コース ］

インターンシップ
　週3回1年間、インターン生として学校で学びます。学級担
任や同じ教科の先生の授業を参観し、学級づくりや授業づく
りについて具体的に学びます。4月から3月まで1年間続けるこ
とで、子どもの学びや学級の成長、教師としての自らの成長を
実感します。TTとしての授業への参加、授業実践も行ってい
きます。インターンシップでは、校務分掌や部活など学校行事
や生徒指導にも教員の一人として参加し、教師の仕事の総
体を学びます。

学校拠点の長期実践協働研究
　日々の実践と省察の積み重ねと協働をふまえて、学校で
の学習をさらに発展させ21世紀の学校を実現するための
協働研究を進めます。
　教職大学院における実践研究は、学校でのこうした協働
研究の実際の展開に即して進められます。
　学校の同僚とともにより良い授業づくりを進め、児童生
徒の姿を丁寧にみて理解を深め、成長・発達を支援します。
　校内研究の中核となって、学校全体の授業改革やコ
ミュニティとしての学校づくりに取り組んでいきます。定期的
に訪れる大学教員や同僚とともに、実践と省察を重ね、展
望をひらいていきます。

［ 学校改革マネジメントコース ］
　アクティブ・ラーニング、チーム学校、入試制度改革。父
母・地域・行政との協力。そして学校を担う次世代の教師の
協働の力量形成。学校の組織的な取り組みなしには解決し
得ない課題に、チームとしてどのように取り組んでいくのか。
学校改革マネジメントの力が不可欠になってきています。
　マネジメントの力は、多くの事例に学びながら、実際に取
り組みを進めつつ、その展開を省察し、再構成していく積み
重ねを通して培われていきます。本コースでは、学校での協
働のマネジメントの実践とその省察、交流を軸に、多様な事
例研究の積み重ねを通して、マネジメントの力を培っていき
ます。

● 授業実践
　授業実践では、参観だけで
は気付くことができなかった新
たな課題を実感します。実践
後にその課題をとらえ直してい
くことで、次に行う実践をより
良いものにしていきます。

現職と若い世代が学び合う

● インターンカンファレンス
　週1回は、インターン生全員
が大学に集まり、大学教員と
ともにカンファレンスを行いま
す。一人一人が「語り」と「傾
聴」を大切にしながら、日々の
学びを振り返る場です。

● 学校でのカンファレンス
　放課後など、インターン生とスクールリーダー院生がともに授業を振り返ります。クラスの子どもた
ちのことや支援の仕方、授業の教材などについてじっくり話し合います。
　1日を振り返る時間を持つことで、充実したインターンシップを送ることができています。リーダー院
生にとっては、若手教員を育てていく実践力の形成の場となっています。

教科、学校、世代を超えて  共に学びあう
　月に一度の合同カンファレンスや、集中講座、拠点校等の公開研究会、実践研究
福井ラウンドテーブルなどを通して、さまざまな教科や校種、地域の実践にふれ、学び
を深めていきます。
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「語り」と「傾聴」に欠かせない温かな学びの空間

スクールリーダー養成コース
（平成27年度入学）

堀　紘

　教職大学院での学びの空間には、「語り」と「傾聴」に欠かせない温かな雰囲気が漂っています。「本気で
語れば、本気で返してくれる」こんな空間は、他では経験できない貴重なものだと、大変感謝しています。最初
の頃はとても緊張し、肩肘張って参加していた合同カンファレンスやラウンドテーブルも回を重ねるごとにリラッ
クスした時間となり、過去の実践の省察や、現場での新たな実践に活かされていると日々実感しています。そし
て、少しずつ自分自身の変容につながっていることも確かです。
　また、教職大学院に来ていなければ決して出逢うことのない先
生方との貴重な出逢いは、自分自身の視野を広げ、新たな世界へ
と誘ってくれます。このような経験を自分の職場に持ち帰り、生徒の
ため、学校のために貢献していくこと
ができるよう努力していきたいと強く感
じさせてくれるのが、この教職大学院
での学びだと思います。

「同じ」仲間と「違う」仲間を行き来しながら

スクールリーダー養成コース
（平成27年度入学）

觀　寿子

　教職大学院で、職場、立場、課題が「違う」院生が集まって、実践を語り合うこと。これまでの教員生活では、
同じ教科、同じ学年、同じ学校というような「同じ」仲間での研究が中心だった私ですが、教職大学院での学び
を重ねる毎に、「違う」仲間との実践の語り合いの良さがどんどん見えてきました。他者の話を聴きながらも自分を
振り返っている感覚、その他者が「違う」仲間であることで、自分を振り返る視点が数段多面的多角的になると
いうことを実感しています。そのことが、「同じ」職場の方 と々協働し
て行う次の仕事を考え進めていく中で、課題への見方を広げ取組
みの中味を深めていくことに生かされています。毎月のカンファレン
スだけでなく日々の職場での実践についても、「学び」の視点から指
導助言くださる教職大学院の先生方
に感謝しつつ、さまざまな分野で真摯
に取り組まれている方がこんなにい
らっしゃることに刺激を受け、学び続け
ていく自分でありたいと思います。

准教授

大西将史

　幼児期から成人期の発達および病
理のプロセスとメカニズムの解明に関
心があります。特に他者の意図や感情
の理解、恥や罪悪感といった社会的
感情の発達など、ヒトの社会性につい
て研究しています。

OHNISHI Masafumi

准教授

遠藤貴広

　教育実践のような意図的な活動に
は必ず何らかの評価行為が埋め込ま
れています。そこで、教育実践に内在し
ている評価の理論について、主に教育
方法学とカリキュラム論の視点から探
究を続けています。

ENDO Takahiro

准教授

廣澤愛子

　専門は臨床心理学です。主な仕事
は、心の傷や心の病を抱えた人が自己
治癒力を働かせて心理的に回復して
いく過程を明らかにし、さらに、その過程
に寄与する多様な心理的支援の在り
方を模索することです。

HIROSAWA Aiko

准教授

天方和也

　実践と理論の往還を旨とする研究実
践者教員として、特別支援学校での実践
研究をベースに、インクルーシブ教育及び
その内容的基礎となるESD(Education 
for Sustaninable Development)を探
究、推進していきたいと考えています。

AMAKATA Kazuya

taffSS
教授

倉見昇一

　これまで主に文部科学省で仕事をしてきま
した。第２期教育振興基本計画にもあるよう
に、「自立」「協働」「創造」の理念の実現に向
けて、学校や教員の在り方、教職大学院が果
たすべき役割などを考え、経験を理論と融合
させながら尽力していきたいと考えています。

KURAMI Shouichi

客員教授

松田通彦

　実践と省察の往還をキーコンセプトに、
学校を拠点とした協働実践研究を進める
とともに、21世紀の知識基盤社会におい
て、子どもたちのたくましく生き抜く力を培
うべく、幅広い実践力と高い専門性を備
えたスクールリーダーの育成に努めます。

MATSUDA Michihiko

教授

柳澤昌一

　新しい世代がともに学びながら、自
分たち自身の共同社会のあり方を自
分たち自身で考え、支え発展させる力
を培う。公教育の課題を、実践を通し
て問い進めたいと思います。

YANAGISAWA Shoichi

准教授

渡邉淳子

　研究実践者教員として、実践と理
論の往還を附属小学校における担任
として学級経営や学びを深める授業
づくりをもとに研究しています。教師の
力量形成についても考えていきたいと
思っています。

WATANABE Junko

教授

三田村　彰

　学校の様々な課題を解決するため
に必要な情報を的確に分析し、問題
を解決するための具体的な方策を自
分の言葉で語ることができるスクール
リーダーを育てたいと考えています。 

MITAMURA Akira

客員教授

小嵐恵子

　特別支援教育に、永年携わってき
ました。学校で子どもたちと活動する時
は、いつもワクワクしていました。皆さん
の教育実践に触れながら、ワクワク・ド
キドキを体感していきたいと思っていま
す。

KOARASHI Keiko

准教授

青木美恵

　研究実践者教員として、実践―省察―
理論化のサイクルを展開しながら実践研
究を進めます。担任としての学級経営や授
業づくり、研究主任としての協働研究のデ
ザインを皆さんに公開し、そのあり方につい
て一緒に考えていきたいと思います。

AOKI Mie

客員教授

鈴木　寛

　教育を取り巻く様 な々状況の変化を踏
まえつつ、課題に立ち向かい、乗り越える
ための知恵と実行力を生み出していくため
には、様 な々立場の方による「熟議」に基
づく教育政策形成を促進することが求め
られています。一緒に熟議していきましょう。

SUZUKI Hiroshi

客員教授

荒瀬克己

　これからを生きる若者を、いまどのように
育てるのか。そこにつながる組織経営や危
機管理に興味があります。アクティブラーニ
ングを進め、言語力を向上させ、「面白い学
校」をつくっていくためのリーダーシップとデ
ザイン力について考えたいと思っています。

ARASE Katsumi

客員教授

玉木　洋

　価値創造とこれを支える協働組織づ
くりは、企業経営も学校経営も共通の
課題です。「顧客本位・社員(教職員)重
視・独自能力・社会との調和」の考えの
もと、理論と実践の両面から学校づくり
と教育人材づくりを追求してまいります。

TAMAKI Yo

教授

松木健一

　21世紀の新学校づくりを福井から
全国に発信しましょう。専門は教育臨
床心理学です。不登校児のサポート
や、発達障害児と一緒に学ぶ授業づ
くりを構築しましょう。

MATSUKI Ken'ichi

客員教授

西川　満

　一人一人の子どもたちが豊かに成
長しそれぞれの夢を実現するために教
師はどう関わるべきでしょうか。これまで
の教育実践を省察し、これからの学校
教育の在り方について協働して探し
ていきましょう。

NISHIKAWA Mitsuru

特命助教

綾城初穂

 専門は臨床心理学です。子どもへの心理援助につ
いて、ディスコース分析を用いた研究を進めています。
特にポジショニング理論の観点から、子どもと援助者
の間に構築される「文脈」を研究しています。今後は、
広く教育現場でどのような「文脈」が作り出されていく
のかについても検討していきたいと思っています。

AYASHIRO Hatsuho

特命助教

稲井智義

　専門は教育思想史です。教育実践とそれを支えた思
想の歩みを、親のいない子どもや貧困状態にあった子
どもの現実との関係から理解し直す研究を進めていま
す。思想史という回り道を歩みながら教育に対する常
識を吟味して、よりよい教育実践と教育学のあり方に
ついてみなさんとともに探究できることを願っています。

INAI Tomoyoshi

特命助教

半原芳子

　専門は言語教育学です。日本人と
外国人が共に生きるための相互学習
や外国人児童・生徒の学習のあり方
を探究しています。教職大学院の院生
とスタッフのみなさんとの協働実践・協
働研究を日々楽しんでいます。

HANBARA Yoshiko

山崎智子

　専門は教育行政学、高等教育論で
す。「大学とは何か」について、歴史的
な視点から研究しています。最近は教
師教育における大学の役割に関心を
持っています。

講師

YAMAZAKI Tomoko

准教授

風間寛司

　担当は教師教育学（数学教育及び
教員研修の組織化）です。特に、専門
職としての数学教師の力量形成と成
長の様相、それを支える教師教育教
員について研究しています。

KAZAMA Hiroshi

准教授

岸野麻衣

　発達臨床心理学を専門にしていま
す。幼児期から青年期にかけての子ど
もの発達を視野に入れた授業・学校
づくりを一緒に考えて行けたらと思って
います。

KISHINO Mai

木村　優

　専門は教育方法学・教育心理学で
す。教職専門性について、授業実践に
もとづいた探究を進めています。特に、
教師が授業中に経験し表出する情動に
着目し、“情動的実践家”という新たな教
職の専門家像の構築を目指しています。

准教授

KIMURA Yuu

准教授

小林和雄

　専門は理科教育学です。学習内容
の深い理解につながる探究的な学習
の指導法について研究しています。正
解を見つけることより、考えを出し合う
ことが大切にされる教室文化を創りた
いです。

KOBAYASHI Kazuo

宮下　哲

　「既存の知識の注入でなく、自分が『教え
たい』と願うことを見定めて子どもの姿の中
に見出し位置づける」…そんな主体性や優
しさをもつ教師になりたい…そう思って行っ
て来た実践研究を「今から此処から子どもの
事実から」皆さんと協働して深めて参ります。

准教授

MIYASHITA Satoshi

准教授

森田史生

　大学と附属学校園の連携を深め、実践を
もとにした省察から大学院教育を展開して
いく研究実践者教員として附属中学校と兼
任しています。授業改革と教師の協働研究
に取り組んでいます。現場の実践を生かす
大学院教育を求めていきたいと思います。

MORITA Fumio

講師

笹原未来

　専門は特別支援教育で、主にコ
ミュニケーションや探索活動をテーマ
とした実践研究を行っています。より良
い教育的係わり合いのあり方、授業づ
くりについて、問い続け学びを深めて
いきたいと考えています。

SASAHARA Miku

講師

隼瀬悠里

　専門は教師教育学と比較教育学
です。これからの時代における教育や
それを支える教員組織の在り方につい
て、協働探究しながら共に学んでいき
たいと思っております。

HAYASE Yuri
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「語り」と「傾聴」に欠かせない温かな学びの空間

スクールリーダー養成コース
（平成27年度入学）

堀　紘

　教職大学院での学びの空間には、「語り」と「傾聴」に欠かせない温かな雰囲気が漂っています。「本気で
語れば、本気で返してくれる」こんな空間は、他では経験できない貴重なものだと、大変感謝しています。最初
の頃はとても緊張し、肩肘張って参加していた合同カンファレンスやラウンドテーブルも回を重ねるごとにリラッ
クスした時間となり、過去の実践の省察や、現場での新たな実践に活かされていると日々実感しています。そし
て、少しずつ自分自身の変容につながっていることも確かです。
　また、教職大学院に来ていなければ決して出逢うことのない先
生方との貴重な出逢いは、自分自身の視野を広げ、新たな世界へ
と誘ってくれます。このような経験を自分の職場に持ち帰り、生徒の
ため、学校のために貢献していくこと
ができるよう努力していきたいと強く感
じさせてくれるのが、この教職大学院
での学びだと思います。

「同じ」仲間と「違う」仲間を行き来しながら

スクールリーダー養成コース
（平成27年度入学）

觀　寿子

　教職大学院で、職場、立場、課題が「違う」院生が集まって、実践を語り合うこと。これまでの教員生活では、
同じ教科、同じ学年、同じ学校というような「同じ」仲間での研究が中心だった私ですが、教職大学院での学び
を重ねる毎に、「違う」仲間との実践の語り合いの良さがどんどん見えてきました。他者の話を聴きながらも自分を
振り返っている感覚、その他者が「違う」仲間であることで、自分を振り返る視点が数段多面的多角的になると
いうことを実感しています。そのことが、「同じ」職場の方 と々協働し
て行う次の仕事を考え進めていく中で、課題への見方を広げ取組
みの中味を深めていくことに生かされています。毎月のカンファレン
スだけでなく日々の職場での実践についても、「学び」の視点から指
導助言くださる教職大学院の先生方
に感謝しつつ、さまざまな分野で真摯
に取り組まれている方がこんなにい
らっしゃることに刺激を受け、学び続け
ていく自分でありたいと思います。

准教授

大西将史

　幼児期から成人期の発達および病
理のプロセスとメカニズムの解明に関
心があります。特に他者の意図や感情
の理解、恥や罪悪感といった社会的
感情の発達など、ヒトの社会性につい
て研究しています。

OHNISHI Masafumi

准教授

遠藤貴広

　教育実践のような意図的な活動に
は必ず何らかの評価行為が埋め込ま
れています。そこで、教育実践に内在し
ている評価の理論について、主に教育
方法学とカリキュラム論の視点から探
究を続けています。

ENDO Takahiro

准教授

廣澤愛子

　専門は臨床心理学です。主な仕事
は、心の傷や心の病を抱えた人が自己
治癒力を働かせて心理的に回復して
いく過程を明らかにし、さらに、その過程
に寄与する多様な心理的支援の在り
方を模索することです。

HIROSAWA Aiko

准教授

天方和也

　実践と理論の往還を旨とする研究実
践者教員として、特別支援学校での実践
研究をベースに、インクルーシブ教育及び
その内容的基礎となるESD(Education 
for Sustaninable Development)を探
究、推進していきたいと考えています。

AMAKATA Kazuya

taffSS
教授

倉見昇一

　これまで主に文部科学省で仕事をしてきま
した。第２期教育振興基本計画にもあるよう
に、「自立」「協働」「創造」の理念の実現に向
けて、学校や教員の在り方、教職大学院が果
たすべき役割などを考え、経験を理論と融合
させながら尽力していきたいと考えています。

KURAMI Shouichi

客員教授

松田通彦

　実践と省察の往還をキーコンセプトに、
学校を拠点とした協働実践研究を進める
とともに、21世紀の知識基盤社会におい
て、子どもたちのたくましく生き抜く力を培
うべく、幅広い実践力と高い専門性を備
えたスクールリーダーの育成に努めます。

MATSUDA Michihiko

教授

柳澤昌一

　新しい世代がともに学びながら、自
分たち自身の共同社会のあり方を自
分たち自身で考え、支え発展させる力
を培う。公教育の課題を、実践を通し
て問い進めたいと思います。

YANAGISAWA Shoichi

准教授

渡邉淳子

　研究実践者教員として、実践と理
論の往還を附属小学校における担任
として学級経営や学びを深める授業
づくりをもとに研究しています。教師の
力量形成についても考えていきたいと
思っています。

WATANABE Junko

教授

三田村　彰

　学校の様々な課題を解決するため
に必要な情報を的確に分析し、問題
を解決するための具体的な方策を自
分の言葉で語ることができるスクール
リーダーを育てたいと考えています。 

MITAMURA Akira

客員教授

小嵐恵子

　特別支援教育に、永年携わってき
ました。学校で子どもたちと活動する時
は、いつもワクワクしていました。皆さん
の教育実践に触れながら、ワクワク・ド
キドキを体感していきたいと思っていま
す。

KOARASHI Keiko

准教授

青木美恵

　研究実践者教員として、実践―省察―
理論化のサイクルを展開しながら実践研
究を進めます。担任としての学級経営や授
業づくり、研究主任としての協働研究のデ
ザインを皆さんに公開し、そのあり方につい
て一緒に考えていきたいと思います。

AOKI Mie

客員教授

鈴木　寛

　教育を取り巻く様 な々状況の変化を踏
まえつつ、課題に立ち向かい、乗り越える
ための知恵と実行力を生み出していくため
には、様 な々立場の方による「熟議」に基
づく教育政策形成を促進することが求め
られています。一緒に熟議していきましょう。

SUZUKI Hiroshi

客員教授

荒瀬克己

　これからを生きる若者を、いまどのように
育てるのか。そこにつながる組織経営や危
機管理に興味があります。アクティブラーニ
ングを進め、言語力を向上させ、「面白い学
校」をつくっていくためのリーダーシップとデ
ザイン力について考えたいと思っています。

ARASE Katsumi

客員教授

玉木　洋

　価値創造とこれを支える協働組織づ
くりは、企業経営も学校経営も共通の
課題です。「顧客本位・社員(教職員)重
視・独自能力・社会との調和」の考えの
もと、理論と実践の両面から学校づくり
と教育人材づくりを追求してまいります。

TAMAKI Yo

教授

松木健一

　21世紀の新学校づくりを福井から
全国に発信しましょう。専門は教育臨
床心理学です。不登校児のサポート
や、発達障害児と一緒に学ぶ授業づ
くりを構築しましょう。

MATSUKI Ken'ichi

客員教授

西川　満

　一人一人の子どもたちが豊かに成
長しそれぞれの夢を実現するために教
師はどう関わるべきでしょうか。これまで
の教育実践を省察し、これからの学校
教育の在り方について協働して探し
ていきましょう。

NISHIKAWA Mitsuru

特命助教

綾城初穂

 専門は臨床心理学です。子どもへの心理援助につ
いて、ディスコース分析を用いた研究を進めています。
特にポジショニング理論の観点から、子どもと援助者
の間に構築される「文脈」を研究しています。今後は、
広く教育現場でどのような「文脈」が作り出されていく
のかについても検討していきたいと思っています。

AYASHIRO Hatsuho

特命助教

稲井智義

　専門は教育思想史です。教育実践とそれを支えた思
想の歩みを、親のいない子どもや貧困状態にあった子
どもの現実との関係から理解し直す研究を進めていま
す。思想史という回り道を歩みながら教育に対する常
識を吟味して、よりよい教育実践と教育学のあり方に
ついてみなさんとともに探究できることを願っています。

INAI Tomoyoshi

特命助教

半原芳子

　専門は言語教育学です。日本人と
外国人が共に生きるための相互学習
や外国人児童・生徒の学習のあり方
を探究しています。教職大学院の院生
とスタッフのみなさんとの協働実践・協
働研究を日々楽しんでいます。

HANBARA Yoshiko

山崎智子

　専門は教育行政学、高等教育論で
す。「大学とは何か」について、歴史的
な視点から研究しています。最近は教
師教育における大学の役割に関心を
持っています。

講師

YAMAZAKI Tomoko

准教授

風間寛司

　担当は教師教育学（数学教育及び
教員研修の組織化）です。特に、専門
職としての数学教師の力量形成と成
長の様相、それを支える教師教育教
員について研究しています。
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小学校での学び

小学校教員免許取得プログラム

中学校での学び
　「数学の面白さを伝える」をテーマに坂
井市立丸岡南中学校で実践を積んでい
ます。ここでの活動で、生徒達のために、
大学で学んだ専門的知識をどのように生
かしていけばよいのかについて、じっくりと
考えていくことができています。例えば授業
参観や掲示物の作成といった活動から
は、生徒がどのようなものに興味を持ち、ど
のように成長していくのかについて知るこ
とができます。また授業実践や部活動指
導への参加といった活動では、自分なりの指導の仕方について考えていくことがで
きます。このように、生徒の反応を間近で見ることで学んでいける点がインターンシッ
プの魅力です。
　また、丸岡南中学校での自主研究に参加することで、ICTを活用した授業の仕方
も学ぶことができています。このように、インターンシップを通して現場の学校の研究
に参加することもできます。（山田晃大）

大学院の活動を語る上でのキーワードは、「実践」と「理論」の往還です。拠点校でのインターンシップの経験を、大
学院で振り返り、価値付け、それに関連した理論を学ぶことで質の高い実践を積み上げていくことができます。

他県や外国での活動
　時には、仲間たちと、普段は行けない場所に行って心も頭もリフレッシュさせることができます。平成

２７年度は東京・奈良・静岡・長崎・上海に行く機会があり、学びを拡げることができました。

実践

理論

藤田芳幸

増谷　淳

山田芳裕

　長期インターンシップでは日々の授業実践や参観、学校行事等を通して小学校1
年間の生活サイクルを肌で感じることが出来ます。教育実習に比べ、1年間という
長期スパンでのカリキュラムであるため、児童とより深いつながりを築いていきます。
また、日頃から児童の成長を記録することで、個々の児童の成長の様子を感じ取る
ことが出来ます。授業実践を行う際には、院生や大学院の先生方に授業を公開す
ることで、より質の高い授業力を養い、参観する力を付ける機会を頂いています。
　他学年の交流も多いため、配属クラスやそれ以外の児童との関わりも深められま
す。多くの子どもと直接かかわることができるため、児童理解や生徒指導についても
学んでいます。インターンシップでは現場の先生方が「1人の教師」として扱ってくれ
ます。一教師という立場のもと、幅広い世代の先生方とのコミュニケーションを通し
て、教師としての姿を直接学ぶことができています。
　授業補助や生徒指導などは慣れないうちは大変でしたが、１人の教師として充実
した日 を々送りながら、実践的指導力
を身に付けているところです。また、
複数の院生が同じ配属校でお世話
になるため、悩みや思いを共有しや
すく、仲間とともに学ぶ環境が整って
います。
（藤田芳幸、増谷　淳、山田芳裕）

■週間カンファレンス
　教職大学院では、日々の実践について語り合う機会が多くあります。週間カン
ファレンスでは先生方や院生とともに日 を々振り返り、自分の実践を客観的に考え
たり自分だけでは気づかなかった視点が見えたりします。また、他の人の実践につ
いても一緒に考えられるため、多くの視点で教育について考えることができます。
実践の振り返りだけでなく、日々のインターンにおける素直な悩みも打ち明けられ、
課題解決に向けて助言をもらえます。普段の実践を改めて考察することで、次から
のインターンシップにつなげられます。
　院生同士が仲間として一緒に頑張
る雰囲気や、長期実践に向けての強
いバックアップ体制があるおかげで、
日々の実践がより深いものとなってい
ます。

■月間カンファレンス
　月間カンファレンスでは現職の先生
方と実践について語り合うことができま
す。院生、大学の先生、そして現在活躍
されている現職の先生方にも支えられ
ながら、教育者としてより深い視点で学
び続けることができます。

山田晃大

北川優佳

在学生に聞く大学院の魅力～教職専門性開発コース～

大学院での学び

中藤小学校

（平成27年度入学）

丸岡南中学校

（平成27年度入学）

（平成26年度入学）

　小学校教員免許取得プログラムとは、3年間をかけて小学校専修免許を取得することを目的とした制度です。1年目は小学校

現場を経験するための実地実習を行います。行う内容は他の教職専門性開発コースの院生と変わりませんが、各教科の授業

づくりを意識的に行い、専門教科以外の教科観も深めることが可能です。また、長期スパンでの子どもの見取りを行うことで、教

科ごとの学びの変容を見ることができます。2年目には一種免許取得見込みとなるため、在学中から教員採用試験に臨めます。
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　これを見てください。修了した先生方の長期実践報告と
ほぼ毎月発刊されるニュースレターの数々です。私たちは
発信し続けています。それは、教育が公のことだからです。
教育を共有し合い、意見を述べ合うことが、私たちの営む
民主主義の根幹だからです。実践を書き残し、読み合い、
自らの実践を振り返ってそれに重ね、そしてまた蓄積してい
きます。
　一方、本学は学校拠点方式の教職大学院です。です
から、学校の日常の教育実践がターゲットです。入学され
た皆さんは、学校が抱える教育課題を同僚の先生方と
協働して実践し、省察し、再構成するサイクルに身を置き
ます。
　この2つのサイクルを結ぶのが実践を語り合い、傾聴し
合うサイクルです。同僚同士、院生同士、他学校種や他
県の教師、全国の研究者が時に応じて集い、大きさやメン
バーを替えながら語り合いを積み重ねていきます。
　これが21世紀の知識基盤社会を支える教育の原動力
となる教師の成長の仕組みなのです。

3つのサイクルを重ねて、

教師としての成長を

目指しましょう

　教職大学院では、拠点校で１年間、週３日のインターン
シップに取り組みます。生徒たち先生たちと生活と学びを
ともにし、授業・生活指導・クラスづくりをはじめとする学校
の仕事の総体をじっくり学びます。同じ院生でもある拠点
校の現職の先生に、学校でメンターとして相談に乗っても
らえることも、教職大学院の大きな特長です。
　毎週１日、学校で経験していること、学んでいることを語
り合うカンファレンスが大学院で行われます。仲間同士、そ
して大学院のスタッフと語りあい、学校での経験・実践の
意味を共有していきます。
　月１回の合同カンファレンスには、現職・学部卒のすべ
ての院生とスタッフが集まります。それぞれの取組みを語り
聴き、実践の展開を確かめこれからの学校のあり方を探っ
ていきます。現職の先生・長い教職経験を持つスタッフ、
そして研究者も交えたセッションで、実践を語ることを通し
て、院生は実践の意味をつかみ、表現する力を確実に
培っていきます。
　新しい時代に求められる教師としての実践力は、一朝
一夕に培われるものではありません。実践と省察・研究の
サイクルの積み重ねが不可欠です。明日の教師のための
まったく新しい大学院。教職大学院に、ぜひ参画してくださ
い。お待ちしています。

教職への扉をひらく

長期インターンシップ 教職開発専攻

松木健一
教授

　教職大学院の院生の皆さんは、学校における実習に従事しながら大学院で実習
経験を丁寧に振り返ることで、教師としての実践的指導力と専門性を培っていきま
す。私たち大学院教員は、学校における実習のサポートや大学院での実践省察カ
ンファレンスを通して、院生の皆さんが新しい時代を担う教師として成長していくのを
支えています。
　ところで、教師の専門性は知識や思考といった知的側面から説明されてきました。

しかし、知的というだけでは教師の専門性を説明することはできません。教師は仕事
の様々な局面で多種多様な情動を経験します。子どもたちへの愛情や授業中の楽
しさは仕事へのやりがいを生み出し、自らの教科指導上の能力に対する不安の連
鎖は早期退職やバーンアウトの引き金にもなります。また、情動にフォーカスした実
践の振り返りは教師の授業改善や信念形成・変容にポジティブな効力を発揮しま
す。
　私はこれまで教師の情動研究を推進し、以上に示した「情動的実践」という新た
な教師の専門性を見いだしてきました。教師が自らの専門性を培っていく上で、情動
にアプローチすることはとても重要なのです。私の研究成果も踏まえて、院生の皆さ
んが省察的で情動的な実践に取り組み、教師としての実践的指導力と専門性を
培っていくお手伝いができればと思います。

情動的実践としての教師の専門性

教職開発専攻

木村  優准教授

教職開発専攻

柳澤昌一
教職開発専攻長

教員に聞く 大学院の魅力

教職大学院　教職開発専攻
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教職への扉をひらく

長期インターンシップ 教職開発専攻

松木健一
教授
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教職開発専攻
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教員に聞く 大学院の魅力

教職大学院　教職開発専攻
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大学院の学びは、学校を拠点に行われます。大学で行われる集中講座やカンファレンスを通して、
日々の実践を省察し、理論研究を深め、よりよい実践のために、ともに学び合います。

学位記授与式
　長期にわたる実践研究は、長期実践報
告書の完成、ラウンドテーブルでの報告を
終えて一区切りとなりますが、ともに学んだ
仲間たちと、さらなる実践研究に向けて話
は尽きません。

長期実践報告会
　長期にわたる協働実践研究の歩みを、一人ひとりの院生が書きつづ
り、ともに読み合って練り合います。２月末には「長期実践報告」として
冊子にします。

合同カンファレンス
　大学で月1回、両コースの院生が一堂に会します。
小グループに分かれて互いに実践の報告や、課題を
話し合います。過去の実践者の報告書や書籍を読む
こともでき、刺激が多い場です。

ラウンドテーブル
　年に2回（6月、3月）行われる公開実践研究集会（実践研究福井ラ
ウンドテーブル）では、長期実践を語り合い、他県、他大学の院生や研
究者等とともに、研究を深めていきます。

集中講座
　夏休み・冬休みに行う3日間の集中講座は、過去の実践記録や理
論書を読んで個々の学びを深めるほか、他の院生との交流を通して切
磋琢磨する機会です。

授業実践
　インターン生と現職院生が、授業実践を通して学
び合います。授業のあとに、ともに授業について語り
合い、振り返ることで、よりよい授業を目指していきま
す。

学校を超えた協働研究
　院生の勤務校で行う授業研究会に、他の学校に
勤務するミドルリーダー養成コース、学校改革マネジ
メントコース院生、大学教員やインターン生も参加し、
ともに学び合います。

開講式
　勤務校のスケジュールを配慮し、開講式は土曜日
に行われます。その後、早速小グループに分かれ、そ
れぞれの実践研究がスタートします。

ラウンドテーブル
　ラウンドテーブルとともに行われるシンポジウムで
は、国内外の研究者、教育関係者などとともに、教師
のあり方について多角的に学びます。

国際フォーラム
　海外の研究者を招いて、お互いの国で
の授業改革、学校改革について学び合い
ます。学力向上や授業改善について、国
際的な視野を広げる機会となります。
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　教職開発専攻（教職大学院）の院生の学びや生

活は、コースや立場によって異なります。

●ミドルリーダー養成コース、学校改革マネジ

メントコースの院生にとっては、勤務校（拠

点校または連携校）がそのまま院生としての

学びや生活の場であり、教員としての仕事そ

のものが学びや生活の中心となります。

●多くの教職専門性開発コース（M1)の院生に

とっては、週3日間の拠点校でのインターン

シップと、週1日の大学でのカンファレンス

が学びや生活の中心となります。

　どちらのコースの院生も、おもに福井大学

で実施される休日開催の合同カンファレンス

や、夏休み・冬休みに実施される集中講座＊に

参加します。これらは、個々人の学びを深める

重要な場であると同時に、他の院生たちとの

交流を通して切磋琢磨するチャンスでもあり

ます。

＊集中講座：夏期は3サイクル、冬期は1サイクルが基本。

　1サイクルは一日5コマを3日間実施。
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た場合には、貸与期間終了時に奨学金の
全部または一部の返還が免除される制度
があります。
　このほか、公益法人の奨学金なども含
め、奨学金関係の情報は大学掲示板で学
生の皆さんに案内します。

　大学院の授業料は学部と同額の年額
535,800円（平成28年4月1日現在）で、
この金額を4月と10月に半期分ずつ納める
ことになっています。
授業料免除制度は、経済的理由により授
業料の納入が困難であり、かつ学業優秀
と認められる学生について、本人の申請に
基づき審査機関で選考のうえ、授業料の
全額又は半額が免除されるものです。
　また、授業料の納期前6カ月以内におい
て、学資負担者が死亡した場合、又は学生
若しくは学資負担者が風水害等の災害を
受けたことにより、授業料の納入が困難に
なった場合にも、本人の申請に基づき審査
機関で選考のうえ、授業料免除が適用され
ます。

　教員の指導を受けて、学部学生の教育
の補助業務（学生実験の指導など）を行う
大学院生をティーチング・アシスタント
（Teaching Assistant,以下「TA」と略しま
す）といいます。TAを務める学生にとって
は、教えることを通して学び、指導者として

のトレーニングを積むという教育的意味が
あります。教員指導のもと、学部学生をサ
ポートしつつ、主体的に学ぶ経験ができま
す。また、従事時間に応じて手当も支払わ
れます。

学習支援制度
（照会先：学生サービス課）

奨学金制度

授業料免除

TA（ティーチング・アシスタント）

正門

北門
通用門 東門

学生支援センター
教務課・学生サービス課（2F）

アドミッションセンター
入試課（2F）

大学会館
就職支援室（1F）
国際課（1F）

　人物・学業ともに優秀かつ健康であり、
経済的理由により修学が困難と認められ
る者に対して、独立行政法人日本学生支
援機構および公益法人の奨学金などの奨
学制度があります。
　（独）日本学生支援機構奨学金の貸与
を受ける場合には、学生本人からの申請が
必要です。選考等については、学生本人の
収入（定職、アルバイト、父母などからの給
付、その他奨学金など）および学業成績を
基に学内選考がなされ、（独）日本学生支
援機構へ推薦された後、機構の審査により
採用が決定します。
　（独）日本学生支援機構奨学金のうち、
修士課程学生が貸与を受けられる金額は、
無利子の第一種奨学金の場合、月額で5
万円または8万8千円です。また、有利子の
第二種奨学金は、月額5万円、8万円、10
万円、13万円、15万円の中から選択する
ことが可能で、選考の基準をクリアすれば、
第一種奨学金と第二種奨学金の併用貸
与を受けることもできます。
　（独）日本学生支援機構奨学金の申請
は、大学院へ進学する前に行う予約採用と
4月に募集される在学採用があります。予
約採用は、4月から大学院への入学を希望
している学生を対象に前年の秋頃に募集
を行い、在学採用は入学後の4月に募集を
行います。
　（独）日本学生支援機構奨学
金は、大学院を卒業してから返
還していただく貸与奨学金です。
返還については、例えば、月額5
万円を2年間借りた場合、返還
年数を12年として利息を含めても、月々1
万円程度の金額で返還が可能です。また、
大学院において第一種奨学金（無利子）
の貸与を受け、返還免除の申請をした結
果、在学中に「特に優れた業績」をあげた
者として、日本学生支援機構から認定され

就職支援
（照会先：就職支援室）

教職ガイダンス

教員採用試験対策模擬面接・
論作文勉強会・場面指導勉強会

　教員志望の学生に対して、教員採用試
験にかかる講演会、説明会を行っていま
す。また、先輩方の体験報告もあり、貴重な
情報が得られます。

　就職委員会主催で行うものと、附属教
育実践総合センターで行うものがあります。
両者並びに就職支援室とが協力して多く
の学生が参加できるようにしています。
　教員採用試験対策として、「教職ガイダ
ンス」「志願書添削」「模擬面接」「場面指
導勉強会」「論作文勉強会」「教職教養勉
強会」等を開催し、教員を目指す学生の支
援を行っています。

■附属幼稚園　
　教育目標「夢をもち、未来を拓く子の育成」に
基づき、一人一人の思いを大切に、幼児の主
体的な学びを重視して保育活動を展開してい
ます。平成22年度の園舎改修によって、保育
室のオープンスペース化、遊戯室の拡充、年少
用園庭の増設等が実現しました。3歳、4歳、5歳各2学級、計約110名の園
児が、それらの園庭や園舎いっぱいに広がって好きな遊びに取り組み、いろ
いろな体験をすることで友達とのかかわりを深めています。「人」や「物・自然」
に対して心や体を柔らかく伸びやかに開き、それらと積極的にかかわることで、
「生きる力」の基礎を育むことを目指しています。
　また、研究集会などを通して園の取り組みを広く発信するとともに、未就園
児やその保護者対象の子育て広場を開催するなど、幼児教育や子育て支
援における地域の中核としての役割も担っています。

附属学園・関連教育研究施設の紹介

■附属小学校　
　明治18年12月に福井師範学校の創立とと
もに開校し、昭和39年4月に現在地に独立開
校、その後、平成5年9月に、県内最初のオープ
ンスペースのある教室を備えた校舎となりまし
た。
　現在、各学年2学級約400名の児童が在籍しています。特色としては、2
学年が1つになって活動する学団活動・集会活動・学校行事等をとおして、
相手を思いやる心を培い、自主的で自立的な児童の育成に努めています。ま
た、教育の理論と実践に関する研究にも、大学教員と連携しながら取り組ん
でいます。意欲に満ちた子どもたちが、友達と、教材と教師とつながり合いな
がら学んでいく姿を追いながら実践を積み重ねています。

■附属中学校　
　校訓「自主・協同」が、授業や行事、部活動
等、様々な活動の場面で生徒たちに浸透して
いる中学校です。伝統ある3年生の演劇や合
唱祭をはじめとする文化祭、毎年趣向を凝らし
て行き先や活動内容を生徒たちが決めていく
修学旅行など、附属中学校ならではの活動がたくさん行われています。学習
面においても主題探究型の授業が全教科で展開され、幅広い学力を培おう
としています。これらは伝統となり多くの先輩から大事に受け継がれていると
同時に、生徒も教師も先輩を超えていこうという校風が学校文化として築か
れています。教育実習生にとってもこのような生徒と創造的な活動を共にす
る中で、毎年多くのことを学び、人間としても大きく成長する場となっていま
す。

■附属特別支援学校　
　本校は、知的障害児を対象とした県下で最
初の特別支援学校です。伝統と経験に根ざ
し、知的障害児が、生活上の困難を改善・克
服し、可能な限り社会参加できるような基本的
な生活態度と能力の育成を目指して、小学1年
生から高校3年生までの12カ年を通して「生活教育」(生活の営みを教材とし
て、生活していく力を高める教育)を推進しています。
　小学部では、基本的生活習慣の確立を目指すと共に、仲間と楽しく活動し
ようとする意欲や態度を養います。近隣小学校との交流活動も盛んです。中
学部では、様々な体験を通して、身の回りのことや家庭生活など、身近な暮ら
しに必要な力を育て、自ら活動に取り組もうとする態度を養います。高等部で
は、卒業後の進路を意識し、はたらくことを軸に、自分らしく、たくましく生きる力
を培います。また、学部や学年の枠を解き、６つのグループで様々な活動を行
うカリキュラム(レインボータイム)も本校ならではの教育課程です。

■附属教育実践総合センター　
　教育地域科学部附属の教育実践総合セ
ンターは、教育実践や教育臨床に関する研究
と指導を目的とする附属施設で、全国の教員
養成系学部や教育大学に設置されています。
教育開発研究だけでなく、学生・小中学校等
の現職教員への教育的な支援も行っています。
●センター研究紀要「福井大学教育実践研究」の刊行

●テクニカルレポートの刊行

●研究会、公開講座の開催

●教育実践研究に関する資料の収集

●教職なんでも支援相談室の開設

●心理・教育相談室

●子どもの悩み110番の開設

●学生に対するキャリア支援（教員採用試験に向けたサポートなど）

■総合自然教育センター　
　当センターは、自然に関する多岐にわたる活
動とその支援を行っています。管理棟では講義
や少人数体験学習が行え、田畑やハウス内そ
の他屋外は自然観察や体験活動など自然教
育の場として利用されています。
●学部教員の基礎研究施設として、使用します。
●学部授業（栽培学、栽培学実習、生活教材研究等）で使用します。
●附属学校園の野外体験学習や自然教育の場として（幼稚園：ジャガイモ
植え、小学校：田植え体験、特別支援学校：体験学習）使用します。
　当センターでは自然に囲まれ、誰もが穏やかになれる雰囲気の中で、自然
関連の実践が積み重ねられています。
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た場合には、貸与期間終了時に奨学金の
全部または一部の返還が免除される制度
があります。
　このほか、公益法人の奨学金なども含
め、奨学金関係の情報は大学掲示板で学
生の皆さんに案内します。

　大学院の授業料は学部と同額の年額
535,800円（平成28年4月1日現在）で、
この金額を4月と10月に半期分ずつ納める
ことになっています。
授業料免除制度は、経済的理由により授
業料の納入が困難であり、かつ学業優秀
と認められる学生について、本人の申請に
基づき審査機関で選考のうえ、授業料の
全額又は半額が免除されるものです。
　また、授業料の納期前6カ月以内におい
て、学資負担者が死亡した場合、又は学生
若しくは学資負担者が風水害等の災害を
受けたことにより、授業料の納入が困難に
なった場合にも、本人の申請に基づき審査
機関で選考のうえ、授業料免除が適用され
ます。

　教員の指導を受けて、学部学生の教育
の補助業務（学生実験の指導など）を行う
大学院生をティーチング・アシスタント
（Teaching Assistant,以下「TA」と略しま
す）といいます。TAを務める学生にとって
は、教えることを通して学び、指導者として

のトレーニングを積むという教育的意味が
あります。教員指導のもと、学部学生をサ
ポートしつつ、主体的に学ぶ経験ができま
す。また、従事時間に応じて手当も支払わ
れます。

学習支援制度
（照会先：学生サービス課）

奨学金制度

授業料免除

TA（ティーチング・アシスタント）

正門

北門
通用門 東門

学生支援センター
教務課・学生サービス課（2F）

アドミッションセンター
入試課（2F）

大学会館
就職支援室（1F）
国際課（1F）

　人物・学業ともに優秀かつ健康であり、
経済的理由により修学が困難と認められ
る者に対して、独立行政法人日本学生支
援機構および公益法人の奨学金などの奨
学制度があります。
　（独）日本学生支援機構奨学金の貸与
を受ける場合には、学生本人からの申請が
必要です。選考等については、学生本人の
収入（定職、アルバイト、父母などからの給
付、その他奨学金など）および学業成績を
基に学内選考がなされ、（独）日本学生支
援機構へ推薦された後、機構の審査により
採用が決定します。
　（独）日本学生支援機構奨学金のうち、
修士課程学生が貸与を受けられる金額は、
無利子の第一種奨学金の場合、月額で5
万円または8万8千円です。また、有利子の
第二種奨学金は、月額5万円、8万円、10
万円、13万円、15万円の中から選択する
ことが可能で、選考の基準をクリアすれば、
第一種奨学金と第二種奨学金の併用貸
与を受けることもできます。
　（独）日本学生支援機構奨学金の申請
は、大学院へ進学する前に行う予約採用と
4月に募集される在学採用があります。予
約採用は、4月から大学院への入学を希望
している学生を対象に前年の秋頃に募集
を行い、在学採用は入学後の4月に募集を
行います。
　（独）日本学生支援機構奨学
金は、大学院を卒業してから返
還していただく貸与奨学金です。
返還については、例えば、月額5
万円を2年間借りた場合、返還
年数を12年として利息を含めても、月々1
万円程度の金額で返還が可能です。また、
大学院において第一種奨学金（無利子）
の貸与を受け、返還免除の申請をした結
果、在学中に「特に優れた業績」をあげた
者として、日本学生支援機構から認定され

就職支援
（照会先：就職支援室）

教職ガイダンス

教員採用試験対策模擬面接・
論作文勉強会・場面指導勉強会

　教員志望の学生に対して、教員採用試
験にかかる講演会、説明会を行っていま
す。また、先輩方の体験報告もあり、貴重な
情報が得られます。

　就職委員会主催で行うものと、附属教
育実践総合センターで行うものがあります。
両者並びに就職支援室とが協力して多く
の学生が参加できるようにしています。
　教員採用試験対策として、「教職ガイダ
ンス」「志願書添削」「模擬面接」「場面指
導勉強会」「論作文勉強会」「教職教養勉
強会」等を開催し、教員を目指す学生の支
援を行っています。

■附属幼稚園　
　教育目標「夢をもち、未来を拓く子の育成」に
基づき、一人一人の思いを大切に、幼児の主
体的な学びを重視して保育活動を展開してい
ます。平成22年度の園舎改修によって、保育
室のオープンスペース化、遊戯室の拡充、年少
用園庭の増設等が実現しました。3歳、4歳、5歳各2学級、計約110名の園
児が、それらの園庭や園舎いっぱいに広がって好きな遊びに取り組み、いろ
いろな体験をすることで友達とのかかわりを深めています。「人」や「物・自然」
に対して心や体を柔らかく伸びやかに開き、それらと積極的にかかわることで、
「生きる力」の基礎を育むことを目指しています。
　また、研究集会などを通して園の取り組みを広く発信するとともに、未就園
児やその保護者対象の子育て広場を開催するなど、幼児教育や子育て支
援における地域の中核としての役割も担っています。

附属学園・関連教育研究施設の紹介

■附属小学校　
　明治18年12月に福井師範学校の創立とと
もに開校し、昭和39年4月に現在地に独立開
校、その後、平成5年9月に、県内最初のオープ
ンスペースのある教室を備えた校舎となりまし
た。
　現在、各学年2学級約400名の児童が在籍しています。特色としては、2
学年が1つになって活動する学団活動・集会活動・学校行事等をとおして、
相手を思いやる心を培い、自主的で自立的な児童の育成に努めています。ま
た、教育の理論と実践に関する研究にも、大学教員と連携しながら取り組ん
でいます。意欲に満ちた子どもたちが、友達と、教材と教師とつながり合いな
がら学んでいく姿を追いながら実践を積み重ねています。

■附属中学校　
　校訓「自主・協同」が、授業や行事、部活動
等、様々な活動の場面で生徒たちに浸透して
いる中学校です。伝統ある3年生の演劇や合
唱祭をはじめとする文化祭、毎年趣向を凝らし
て行き先や活動内容を生徒たちが決めていく
修学旅行など、附属中学校ならではの活動がたくさん行われています。学習
面においても主題探究型の授業が全教科で展開され、幅広い学力を培おう
としています。これらは伝統となり多くの先輩から大事に受け継がれていると
同時に、生徒も教師も先輩を超えていこうという校風が学校文化として築か
れています。教育実習生にとってもこのような生徒と創造的な活動を共にす
る中で、毎年多くのことを学び、人間としても大きく成長する場となっていま
す。

■附属特別支援学校　
　本校は、知的障害児を対象とした県下で最
初の特別支援学校です。伝統と経験に根ざ
し、知的障害児が、生活上の困難を改善・克
服し、可能な限り社会参加できるような基本的
な生活態度と能力の育成を目指して、小学1年
生から高校3年生までの12カ年を通して「生活教育」(生活の営みを教材とし
て、生活していく力を高める教育)を推進しています。
　小学部では、基本的生活習慣の確立を目指すと共に、仲間と楽しく活動し
ようとする意欲や態度を養います。近隣小学校との交流活動も盛んです。中
学部では、様々な体験を通して、身の回りのことや家庭生活など、身近な暮ら
しに必要な力を育て、自ら活動に取り組もうとする態度を養います。高等部で
は、卒業後の進路を意識し、はたらくことを軸に、自分らしく、たくましく生きる力
を培います。また、学部や学年の枠を解き、６つのグループで様々な活動を行
うカリキュラム(レインボータイム)も本校ならではの教育課程です。

■附属教育実践総合センター　
　教育地域科学部附属の教育実践総合セ
ンターは、教育実践や教育臨床に関する研究
と指導を目的とする附属施設で、全国の教員
養成系学部や教育大学に設置されています。
教育開発研究だけでなく、学生・小中学校等
の現職教員への教育的な支援も行っています。
●センター研究紀要「福井大学教育実践研究」の刊行

●テクニカルレポートの刊行

●研究会、公開講座の開催

●教育実践研究に関する資料の収集

●教職なんでも支援相談室の開設

●心理・教育相談室

●子どもの悩み110番の開設

●学生に対するキャリア支援（教員採用試験に向けたサポートなど）

■総合自然教育センター　
　当センターは、自然に関する多岐にわたる活
動とその支援を行っています。管理棟では講義
や少人数体験学習が行え、田畑やハウス内そ
の他屋外は自然観察や体験活動など自然教
育の場として利用されています。
●学部教員の基礎研究施設として、使用します。
●学部授業（栽培学、栽培学実習、生活教材研究等）で使用します。
●附属学校園の野外体験学習や自然教育の場として（幼稚園：ジャガイモ
植え、小学校：田植え体験、特別支援学校：体験学習）使用します。
　当センターでは自然に囲まれ、誰もが穏やかになれる雰囲気の中で、自然
関連の実践が積み重ねられています。
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JR福井駅から文京キャンパスへは

福井へのアクセス

●えちぜん鉄道…………福井駅→福大前西福井駅下車（所要時間約10分）
●バス（10番のりば） ……JR福井駅前→福井大学前下車（所要時間約10分）
●タクシー………………JR福井駅から約10分

大阪・京都方面から

名古屋・静岡方面から

東京方面から

※各方面からの高速バスもあります。

大阪・京都ー湖西線経由ー福井
（特急で、京都から約1時間30分、大阪から約2時間）

大阪・京都〈名神〉ー米原JCTー福井ICまたは福井北JCT・IC〈北陸〉

（京都から約2時間、大阪から約2時間30分）

静岡・名古屋ー米原経由ー福井
（名古屋から新幹線・特急で約1時間40分、特急で約2時間）

名古屋〈名神〉ー米原JCTー福井ICまたは福井北JCT・IC〈北陸〉
（約2時間）

東京羽田ー小松空港（1時間）ー福井（連絡バス1時間）
東京ー米原経由ー福井（新幹線・特急3時間30分）
東京〈東名・名神〉ー米原JCTー福井ICまたは福井北JCT・IC〈北陸〉

（約6時間30分）

JRで

JRで

JRで

自動車で

自動車で

金沢・新潟方面から
金沢・新潟ー福井（金沢から特急で約40分）
金沢ー〈北陸〉ー丸岡・福井IC（約1時間）

JRで

自動車で

自動車で

飛行機で

福井大学大学院
教育学研究科案内

福井北JCT・I.C.八ツ島

日華化学前


