平成３０年５月１日

千葉大学教育学部における学部改組について
千葉大学では，平成 31 年度に教育学部の学部改組を計画しています。この計画は予定であり，変更する場
合があります。

１．教育学部の学部改組の概略図
改組後【平成 31 年度】
入学定員 390 名
学校教員養成課程

現行【平成 30 年度】
入学定員 405 名
小学校教員養成課程

計 390 名

小学校コース(計 163 名)
国語科選修(25 名)
社会科選修(25 名)
算数科選修(25 名)
理科選修(25 名)
教育学選修(30 名)
教育心理学選修(25 名)
ものづくり選修(8 名)

計 245 名

国語科選修(31 名)
社会科選修(32 名)
算数科選修(26 名)
理科選修(26 名)
教育学選修(32 名)
教育心理学選修(27 名)
ものづくり・技術選修(11 名)
音楽科選修(11 名)
図画工作科選修(11 名)
体育科選修(16 名)
家庭科選修(11 名)

小中専門教科コース(計 70 名)
音楽科教育分野(15 名)
図画工作・美術科教育分野(15 名)
保健体育科教育分野(25 名)
家庭科教育分野(15 名)

小学校英語選修(11 名)

※音楽，図画工作（美術），体育，家庭科に
関する選修及び分野は小中専門教科コー
スに統合します。

中学校教員養成課程

計 85 名

音楽科教育分野(7 名)
美術科教育分野(7 名)
保健体育科教育分野(10 名)
家庭科教育分野(7 名)

中学校コース(計 42 名)
国語科教育分野(8 名)
社会科教育分野(7 名)
数学科教育分野(10 名)
理科教育分野(10 名)
技術科教育分野(7 名)

国語科教育分野(9 名)
社会科教育分野(9 名)
数学科教育分野(10 名)
理科教育分野(10 名)
技術科教育分野(7 名)

英語教育コース(40 名)
※英語に関する選修及び分野は英語
教育コースに統合します。

英語科教育分野(9 名)

特別支援教育コース(30 名)

特別支援教育教員養成課程

乳幼児教育コース(20 名)

幼稚園教員養成課程

養護教諭コース(25 名)

養護教諭養成課程

20 名
35 名

※（ ）内の人数は，おおよその人数であり，志願状況により増減することがありえます。
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20 名

２．課程の再編成とコース制導入
教育学部は，従来の 5 課程を 1 つの課程に統合した上で，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校，幼稚園
などの教員や養護教諭になるための教育に対応した 7 つのコースを設けることを計画しています。
この変更では従来のカリキュラムを大幅に見直し，複数の教員免許状を取得しやすくするとともに，学校イン
ターンシップの必修化，小学校における英語の教科化への対応，並びに現代的な教育課題の 1 つである特別支援
に関する教育の充実などを盛り込み，4 年間で教員としての実践力を十分に高めることができます。

３．各コースの概要
①

小学校コース
このコースでは，幅広い教養，社会的常識，協調性，豊かな表現力を持ち，主体的に問題を解決することの
できる実践力及び意欲の高い小学校教員を養成します。入学後は国語科選修，社会科選修，算数科選修，理科
選修，教育学選修，教育心理学選修，ものづくり選修に分かれて学修し，一つの強みを持った小学校教員を目
指します。

②

中学校コース
このコースでは，国語科教育分野，社会科教育分野，数学科教育分野，理科教育分野，技術科教育分野に分
かれ，高い専門性を持った中学校教員を養成します。また，専門とする教科に関わる科目を学修し，その教科
の中学校教諭１種免許状を取得するほかに，他教科の中学校教諭２種免許状を取得するなど，複数の中学校教
科を受け持つことができる教員を養成することが特徴です。

③

小中専門教科コース
このコースでは，小学校及び中学校で専門性が求められる教科である音楽，美術（図画工作），保健体育，家
庭科に特化して，高い実技力や専門性を有する小学校及び中学校教員を養成します。このコースを卒業すると，
小学校教諭免許と中学校教諭免許（所属する分野の教科）を併有して，いずれの学校教員にもなることが可能
となります。

④

英語教育コース
このコースでは，中学校教諭免許（英語）ならびに小学校教諭免許の両方を取得し，高い専門性と実践力を
持った中学校英語教諭ならびに小学校英語教育を推進できる教員を養成します。さらに，比較的少人数の指導
を行うなどにより，即戦力人材として英語教育・小学校英語教育・国際理解教育でリーダーとなれる教員を養
成することが特徴です。卒業後は，小学校教諭免許と中学校教諭免許（英語）を併有して，いずれの学校教員
にもなることが可能です。

⑤

特別支援教育コース
このコースでは，特別支援学校（知的障害、肢体不自由、病弱）の教育を担える教員を養成します。また，
社会が大きく変化する中，発達障害を含む特別な支援を必要とする児童・生徒が増えていることから，特別支
援学校の教育だけでなく，小・中学校等の特別支援学級，通級指導教室も担えることを視野に入れた専門的知
識，技能を身につけます。

⑥

乳幼児教育コース
このコースでは，幼稚園教育に加えて，保育（乳幼児教育）に関する専門的な理論・知識及び高度な実践力
を有する教員を養成します。入学後は，保育，幼児教育および小学校教育との円滑な接続を意識しつつ，新た
な教育的課題に積極的に取り組む姿勢と問題解決能力を有し，生涯にわたる人格形成及び学校教育の基礎とし
ての乳幼児教育の充実を図る教員を目指します。

⑦

養護教諭コース
このコースでは，発育・発達段階に応じた児童・生徒の健康と成長を支援できる専門性の高い養護教諭を養
成します。特に，養護教諭は児童生徒とのかかわりや教職員との連携が重要であることから，さまざまな活動
や体験を通して，豊かな感性と柔軟なものの見方，コミュニケーション能力を身に付けた養護教諭を目指しま
す。
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４．各コースで取得できる教員免許状
改組後の学校教員養成課程においては，次のとおり教員免許状が取得可能となるよう文部科学省に申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。
（平成 31 年 2 月頃に確定予定）
コース・分野等
小学校コース
国語科選修
社会科選修
算数科選修
理科選修
教育学選修
教育心理学選修
ものづくり選修
中学校コース
国語科教育分野
社会科教育分野
数学科教育分野
理科教育分野
技術科教育分野
小中専門教科コース
音楽科教育分野
図画工作・美術科教育分野
保健体育科教育分野
家庭科教育分野
英語教育コース

卒業と同時に取得できる
教員免許状
小学校教諭１種免許状

小学校教諭１種免許状・２種免許状
中学校教諭１種免許状・２種免許状
（国語，社会，数学，理科，音楽，
美術，保健体育，保健，技術，家庭，
英語）
所属分野における教科の中学校教諭
１種免許状
及び
所属以外の教科の中学校教諭２種免
許状（保健を除く）又は特別支援学校
教諭２種免許状（※２）
「Ａ選択」，
「Ｂ選択」のいずれか
（※１）
・「Ａ選択」
小学校教諭１種免許状と所属分野
の教科の中学校教諭２種免許状
・「Ｂ選択」
小学校教諭２種免許状と所属分野
の教科の中学校教諭１種免許状

特別支援教育コース

特別支援学校教諭１種免許状（※２）
及び
小学校教諭，中学校教諭（１教科）い
ずれかの１種免許状

乳幼児教育コース
（※３）

幼稚園教諭１種免許状
及び
小学校教諭２種免許状
養護教諭１種免許状

養護教諭コース

所定の単位を修得することで
取得可能な教員免許状（※４・５）
幼稚園教諭１種免許状・２種免許状

高等学校教諭１種免許状
（国語，地理歴史，公民，数学，理科，
音楽，美術，保健体育，保健，家庭，
工業，英語）
特別支援学校教諭１種免許状・２種免
許状（知的障害・肢体不自由・病弱）
養護教諭１種免許状・２種免許状

※１ 小中専門教科コース及び英語教育コースに設けている「Ａ選択」，
「Ｂ選択」は，入学後に教員免許状を
取得する履修要件を分けるための区分になります。これらのコースでは，卒業時に小学校教諭免許状及び
所属する分野の教科の中学校教諭免許状の取得ができます。
なお，
「Ａ選択」
「Ｂ選択」どちらに所属となった場合でも，希望をすれば４年間を通したカリキュラム
で，いずれの校種免許でも１種免許状を取得できるように編成されています。
（ただし,音楽科教育分野で
Ａ選択となった者が，中学校教諭１種免許状（音楽）の取得を希望する場合に限り，入学後に実技試験を
行います。
）
２ 特別支援学校教諭１種免許状・２種免許状は５領域のうち，３領域（知的障害，肢体不自由，病弱）の
免許状になります。
３ 乳幼児教育コースの学生は，所定の単位の修得と児童福祉施設等での実習をすることで保育士資格も取
得可能です。
４ 教員免許以外の取得可能な資格として，学芸員，図書館司書があります。
５ 改組前には取得可能であった，高等学校教諭１種免許状（書道，工芸）及び社会教育主事は，平成 31
年度（平成 31 年 4 月入学）以降の入学者は取得できなくなります。
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５．平成 31 年度及び平成 32 年度以降の入学者選抜方法について
（１）平成 31 年度入学者選抜（平成 31 年 4 月入学）
① 改組に伴う移行措置として，平成 31 年度入学者選抜（平成 31 年 4 月入学）における一般入試並びにＡＯ
入試，推薦入試等で指定する大学入試センター試験の指定教科・科目，個別学力検査の出題教科・科目など
の入試科目については，現行（改組前）の各課程等で予定している入試科目で実施します。なお、ＡＯ入試
の日程等については，6 月下旬頃に教育学部ホームページにてお知らせします。
② 一般入試の選抜方法及び小学校コースの入学後の選修決定方法については，決まり次第，教育学部ホーム
ページにて公表します。

（２）平成 32 年度以降の入学者選抜
改組後の新しい課程・コース等に対応した入学者選抜方法により学生募集を行います。
その詳細については現在検討中であり，決まり次第，教育学部ホームページにて公表いたします。
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