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「豊かな発想を地域に、新たな知を世界へ」 
  



 

 

宇都宮大学では，地震，風水害等の災害により被害を受けた受験者の皆さんに対し，入学検定 

料を免除する制度があります。詳細は，６ページをご覧ください。また，入学時にも，入学料や 

授業料の免除・徴収猶予などについて，できるだけの配慮を致します。困難な状況が続いている 

と思いますが，ぜひとも夢を失わず，真っ直ぐに前を見ながら歩んでください。応援しています。 

 

 
 
宇都宮大学大学院教育学研究科修士課程では，多くのコース・領域で２つの選抜方式(Ａ方式と
Ｂ方式：ｐ７の選抜方法参照)を採用し，多様な経験・履歴・能力を有する受験生を募集します。 

 

 
☆ 主要日程 

 
第２次募集 
・出願受付期間 
平成 30年２月 15日(木)から２月 19日(月)まで 

（ただし，土曜，日曜は除く） 
受付時間は ９時から 16時まで 

・試験日時 
平成 30年３月６日(火) ９時から 

・合格者発表 
平成 30年３月 13日(火) 16時 

 
 

過去の入学試験問題の開示 
教育学研究科では，過去５年間の入学試験問題を開示しています。 

開示場所 入試課（窓口での閲覧） 
開示時間 ９時～17時（土曜・日曜・祝日は除く） 

 
 
個人情報の取扱いについて 

本学では，出願に際し提出いただいた氏名，生年月日，性別，住所，成績その他及び入学
試験に関する成績の個人情報は，次の範囲内で利用するとともに適正な管理に努めます。 
① 入学者選抜，入学手続など入学までの一連の業務 
② 入学後の修学関係（学生証交付，履修指導，名簿作成等）及び学生生活関連（奨学金，

授業料免除等）の業務 
③ その他，本学の教育･研究，学生支援に必要な業務及び統計･分析のための資料作成等 

 
 
 

お問い合わせ先 
     〒321－8505 宇都宮市峰町 350 

宇都宮大学学務部入試課 
電話 028－649－5405 
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１．教育学研究科修士課程アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

 

【学校教育専攻】 

１．求める学生像 

(1) 学校教育や教職についての基礎理論・知識を修得し，教科と研究に関する基礎的能力を持

つ人 

(2) 教科や発達・教育課程に関する知識・技能を持ち，教育実践を通して児童生徒の実態に合

わせた教材分析・開発力の向上を目指そうとする人 

(3) 教育経験を省察し，より高度な専門的力量を育み，教職についてより深く探求しようとす

る人 

２．入学者選抜の基本方針 

(1) 学校教育についての基礎理論・知識を習得し，教育と研究に関する基礎的能力を備えてい

るか評価します。 

(2) 教育活動に積極的に取り組む熱意と能力があるかどうかも評価の対象とします。 

(3) 入学試験ではＡ方式選抜とＢ方式選抜のどちらかを選択し，領域ごとに選抜を行います。

Ａ方式選抜では各領域の基礎的な専門学力を筆記試験にて評価します。また，口述試験では

研究計画概要等に基づいて主体的に研究に取り組む意欲と能力を備えているかを評価しま

す。Ｂ方式選抜ではあらかじめ提出された「教育実践概要」と「教育計画概要」に基づく小

論文と口述試験により，より高度な専門的力量を育み教職についてより深く追求できるかど

うか評価します。 
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２．募集人員 

【学校教育専攻】 

コース 募集人員 領域 

教育科学コース 若干名 
教育学領域 

教育心理学領域 

特別支援教育コース 若干名 特別支援教育学領域 

教科教育コース 若干名 

国語科教育領域 

社会科教育領域 

数学科教育領域 

理科教育領域 

音楽科教育領域 

美術科教育領域 

保健体育科教育領域 

技術科教育領域 

家庭科教育領域 

英語科教育領域 

 

３．出願資格 

出願できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とします。 

① 大学を卒業した者及び平成 30年３月までに卒業見込みの者 

② 学校教育法第 104条第４項の規定に基づき，大学評価・学位授与機構から学士の学位を授

与された者及び平成 30年３月までに授与される見込みの者 

③ 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者及び平成 30年３月までに修了

見込みの者 

④ 文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第５号） 

⑤ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した

者及び平成 30年３月までに修了見込みの者 

⑥ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 16年の課程を修了した者及び平成 30年３月までに修了見込みの者 

⑦  専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者及び平成 30年３月までに修了見込みの者 

⑧ 平成 30年３月までに大学に３年以上在学した者，外国において学校教育における 15年の

課程を修了した者，外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する
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ことにより当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了した者又は我が国において，外

国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で，本学大学院教

育学研究科において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

⑨ 学校教育法第 102条第２項の規定により他の大学の大学院に入学した者で，本学大学院教

育学研究科において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

⑩ 本学大学院教育学研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で，22歳に達した者 

（注１) 出願資格④の「文部科学大臣の指定した者」に該当する者は，「教育職員免許法に

よる小学校，中学校，高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは特別支援学校教諭の専

修免許状又は一種免許状を有する者で，22歳に達した者」です。 

（注２) 出願資格⑦で出願しようとする者は，平成 30 年２月 13 日（火）までに入試課へ

必ず問い合わせてください。 

（注３) 出願資格⑧，⑨，⑩で出願しようとする者は，必ず入試課へ早急に問い合わせ，

出願資格事前審査申請書類を請求し，平成 30年２月 13日（火）までに提出してくだ

さい。 

 

４．出願手続 

(1) 出願受付期間 

平成 30年２月 15日(木)から２月 19日(月)まで（ただし，土曜・日曜は除く） 

郵送の場合は「書留速達」とし，２月 19日(月)16時までに必着のこと。 

（注）出願受付期間（日時）以降に到着したものは，受理しないので注意してください。 

(2) 出願方法 

入学志願者は，次ページ(4)に示す出願書類等を取りまとめ，本学所定の出願用封筒に入

れて郵送又は持参してください。 

(3) 出願書類の郵送先又は持参先 

① 郵送の場合・・・必ず「書留速達」で郵送してください。 

② 持参の場合・・・受付時間は９時から 16時までです。 

 

〒321－8505  宇都宮市峰町 350 

宇都宮大学学務部入試課 

電話 028－649－5405 
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(4) 出願書類等及び入学検定料 

書類等の名称 提出該当者 概要 

① 入学志願票 全員 本学所定の用紙に必要事項を記入してください。 

② 写真票・受験票 全員 

写真は，出願前３か月以内に撮影した上半身・正
面・無帽（縦４cm×横３cm）の２枚同じものを用意
し，「写真票」及び「受験票」にそれぞれ貼付して
ください。 

③ 教育実践概要 
〔注１〕  

Ｂ方式出願者 
本学所定の用紙を使用してください。(2,500字程

度) 

④ 研究計画概要 

Ａ方式出願者 
所定の欄(入学志願票裏面)に簡潔に記入してく

ださい。 

Ｂ方式出願者 

本学所定の用紙を使用してください。(1,000字程
度) 
入学後に取り組む研究課題に関わる研究計画（テ

ーマ，課題，方法等）についてまとめてください。 

⑤ 卒業証明書 
（卒業見込証明書） 

全員 

出身校所定の用紙を用い，出身大学長又は学部長
が作成したもの。 
・本学既卒者は提出する必要はありません。 
・言語によっては訳文の提出を求める場合があり
ます。 

⑥ 成績証明書 全員 

出身校所定の用紙を用い，出身大学長又は学部長
が作成し，「厳封」したもの。 
・本学卒業見込み者は修学支援課の自動発行機に
て交付を受け，厳封せず提出してください。 

・言語によっては訳文の提出を求める場合があり
ます。 

⑦ 
教育職員免許取得
プログラム受講申請書 

申請者 本学所定の用紙を使用してください。 

⑧ 
宛名シール・ 
志願票受付用シール 

全員 
本学所定の用紙に，合格通知等を受ける際の郵便

番号・住所・氏名を詳細に記入してください。 

⑨ 受験票送付用封筒 全員 
本学所定の封筒（長形３号）に，志願者の郵便番

号・住所・氏名を明記し，速達郵送料（362 円）分
の切手を貼付したもの。 

⑩ 住民票 
日本国に在
住している
外国人 

１．現に日本国に在住している外国人は，市区町村
長から交付された在留資格及び在留期間の記載
があり，マイナンバーの記載がないものを提出し
てください。（出願前１か月以内に交付されたも
のに限ります。） 
ただし，本学の在学者(科目等履修生及び研究

生を含む。)は，提出する必要はありません。 
２．出願書類には，全て住民票記載の氏名を使用し
てください。 
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⑪ 入学検定料 
〔注２〕  

全員 

30,000円 
本学所定の銀行振込用紙を用い，本学の取引銀行

（足利銀行・栃木銀行・みずほ銀行）のいずれかの
口座に振り込んでください。ただし，ＡＴＭは使用
しないでください。なお，その際振込銀行から発行
される「振込受付証明書」を受け取り，「入学検定
料振込受付証明書貼付台紙」の所定の欄に貼付して
ください。 
また，地震，風水害等による被災の関係で入学検

定料免除を申請する者は，６ページ(5)「入学検定
料免除について」を参照し，「入学検定料免除申請
書」を提出してください。その場合は，入学検定料
は納付せずに，氏名とふりがなのみ記入し，「免除
申請」を○で囲んだ「振込受付証明書貼付台紙」を
提出してください。 

 

〔注１〕 教育実践概要（2,500字程度） 

「教育実践概要」の内容は，例えば，① 現職教員等，② 現職教員以外で教育

関連の職歴のある者，③ 教育関連の職歴のない者（学部からの志願者を含む。）

のように出願者の履歴により異なります。 

① 現職教員等 

・ どのような教育実践あるいは研究を行ってきたかを具体的に述べ， 

・ その中で何を考えたかについて述べ， 

・ さらに，コース・領域への出願理由を述べてください。 

② 現職教員以外で教育関連の職歴のある者 

・ どのように教育あるいは研究に携わってきたかを具体的に述べ， 

・ その中で何を考えたかについて述べ， 

・ さらに，コース・領域への出願理由を述べてください。 

③ 教育関連の職歴のない者 

・ 大学での学習（卒業論文あるいはその予備的な成果），実習，サークル活動，

社会活動，就業体験等から，出願コース・領域での学習課題・研究課題と関

係のある教育実践活動あるいは研究活動の主なものについて具体的に述べ， 

・ その中で教育について，あるいは出願コース・領域での学習課題・研究課

題等についてどのように考えてきたかを述べ， 

・ さらに，出願コース・領域への出願理由を述べてください。 

〔注２〕 ① 入学検定料は，出願書類を受理した後は，いかなる理由があっても返還しま

せん。 

② 国費外国人留学生奨学金支給期間延長の申請を予定している者は，所定の届

け出により入学検定料を免除するので，出願前に必ず入試課へ問い合わせてく

ださい。 

※ 受理した書類は，いかなる理由があっても返還しません。 

※ 出願手続後の出願書類の内容変更は認めません。なお，現住所，連絡先又は電話番号に

変更が生じた場合は，速やかに入試課へ連絡してください。 

※ 提出した書類の記載事項と事実が相違していることが判明した場合には，入学を取り消

すことがあります。 
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(5) 入学検定料免除について 

本学では，災害等で被災された方の経済的負担を軽減し，受験者の進学機会の確保を図る

ために，入学検定料免除の特別措置を下記のとおり行います。 

① 免除申請の要件 

入学検定料の免除を申請できるのは，東日本大震災及び平成 23 年３月以降に災害救

助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された地域における地震，風水害等の災害（以

下「災害」という。）により，次に該当する者です。 

ア 主たる家計支持者（父母又はこれに代わって家計を支える者のうち，所得金額の

最も多い者。以下「家計支持者」という。）が，災害救助法が適用された地域に居

住している場合又は居住していた場合で，次のいずれかに該当する者 

㋐ 家計支持者の居住する家屋について，市町村から次のいずれかに係る証明書を

交付される者 

(ア) 全壊 

(イ) 大規模半壊 

(ウ) 半壊 

㋑ 家計支持者が，原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）に基づ

き定められた次のいずれかの区域に居住している者又は居住していた者 

(ア) 警戒区域 

(イ) 計画的避難区域 

(ウ) 緊急時避難準備区域 

イ 家計支持者が，災害により死亡又は行方不明となった者 

② 免除申請の手続 

入学検定料の免除を受けようとする者は，出願時に，入学検定料免除申請書（別添書

類）に，次のいずれかの証明書（写し可）を添えて，申請してください。 

ア ①ア㋐並びに㋑に該当する者 

罹災証明書，被災証明書等 

イ ①イに該当する者 

㋐ 家計支持者が死亡した場合 

家計支持者の死亡が確認できる書類 

㋑ 家計支持者が行方不明となった場合 

家計支持者の行方不明の事実が確認できる書類又は行方不明となったことに    

係る申立て（入学検定料免除申請書に記載してください。） 

なお，提出書類について不明な点がある場合は，あらかじめ入試課まで問い合わせてくだ

さい。 

また，免除申請の要件を満たしていなかった場合は，入学検定料の納付について入試課か

ら電話にて連絡します。 

 (6) 受験票の送付 

出願受付期間終了後に受験票を送付しますので，平成 30年２月 26日（月）までに到着し

ない場合は，入試課へ申し出てください。 
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５．選抜方法 

宇都宮大学大学院教育学研究科では，多くのコース・領域で主として筆記試験と口述試験で

選抜する方式（Ａ方式）と，主として受験前の教育実践活動及び入学後の研究計画等の提出文

書と小論文，口述試験で選抜する方式（Ｂ方式）のどちらかを選択することができます。 

２つの方式で出願書類が異なるのは，③教育実践概要，④研究計画概要です。 

Ａ方式は，所定の筆記試験と口述試験が課されます。Ｂ方式は，③「教育実践概要」と④「研

究計画概要」を提出し，筆記試験の代わりに小論文が課され，併せて口述試験が課されます。 

選抜方式 摘要 

Ａ方式選抜 
筆記試験及び口述試験の結果と，出身大学の学長等が作成した成績証明書

等の出願書類の総合審査により行います。 

Ｂ方式選抜 

試験｛「あらかじめ提出する文書」２点（｢教育実践概要｣，｢研究計画概要｣）

に基づく小論文と口述試験｝の結果と，出身大学の学長等が作成した成績

証明書等の出願書類の総合審査により行います。 

※教育科学コースについては，Ｂ方式選抜のみとなります。 

 

 (1) 試験科目 

Ａ方式選抜 

【特別支援教育コース】 

領域 外国語科目 専門科目 口述試験 

特別支援教育学 

領域 

◎英語 

※日本語 
特別支援教育学 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

 

【教科教育コース】 

領域 外国語科目 専門科目 口述試験 

国語科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

国語科教育   

国語学  

国文学 

 
全ての領域か

ら出題する 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

社会科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

◎社会科教育Ⅰ 

○社会科教育Ⅱ 

○歴史学 

○地理学 

○法学 

○経済学 

○社会学 

○哲学・倫理学 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

数学科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

◎数学科教育Ⅰ 

○数学科教育Ⅱ 

○数 学 

  代数学 

  幾何学 

  解析学 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 
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領域 外国語科目 専門科目 口述試験 

理科教育領域 
◎英語 

※日本語 

◎理科教育Ⅰ 

○理科教育Ⅱ 

○物理学 

○化学 

○生物学 

○地学 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

音楽科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

音楽科教育 

（音楽理論・音楽史の基礎的教養を 

含む。） 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

美術科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

◎美術科教育Ⅰ 

○美術科教育Ⅱ 

○絵画 

○デザイン 

○工芸 

○美術理論・美術史 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

保健体育科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

◎保健体育科教育Ⅰ 

○保健体育科教育Ⅱ 

○体育学 

○運動学 

○学校保健学 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

技術科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

◎技術科教育Ⅰ 

○技術科教育Ⅱ 

○機械 

○電気 

 

 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

家庭科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

◎家庭科教育Ⅰ 

○家庭科教育Ⅱ 

○食物学 

○被服学 

○住居学 

○生活経営学 

○保育学 

○生活環境学 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

英語科教育 

領域 

◎英語 

※日本語 

◎英語科教育Ⅰ 

○英語科教育Ⅱ 

○英語学 

○英米文学 

 

 

 

 

 

うち１科目 

選択 

研究計画概要等

に基づいて行い

ます。 

（注） ① 外国語科目，専門科目試験及び口述試験は，コース・領域ごとに行います。 

② 表中の◎は必修科目，○は選択科目を示します。 

③ 出題資格③及び外国人留学生又はそれに準ずる者は，コース・領域によって外国

語科目を※日本語と代替することができます。なお，外国人留学生とは，日本の大

学に留学する目的をもって入国した者をいいます。 

④ 外国語科目の試験に，辞書（電子辞書・翻訳機等は除きます。）の使用を認めま

す。（英語科教育領域を含む。） 
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⑤ 領域別専門科目における各教科教育Ⅰは教科教育の基礎を，各教科教育Ⅱは教科

教育の専門を示します。 

⑥ 美術科教育領域の受験者には，口述試験に際して，全員に以下の提出物を課しま

す。（ア）～（ウ）のうち，いずれか一つを試験当日持参してください。 

（ア）作品…最近２年以内に本人が制作したもので，次のうちいずれか１点以上 

絵画 ：20号以上 

彫刻 ：サイズは全身 1/4像以上又は首像程度 

版画・デザイン・工芸 ：自由 

（イ）論文…卒業論文等とその概要（概要は，400字詰原稿用紙５枚程度とします。） 

（ウ）資料…自己の美術教育の実践にかかわる指導案と児童生徒の作品 

 

Ｂ方式選抜 

コース 領域 小論文 口述試験 

教育科学コース 
教育学領域 ○ 

「あらかじめ提出する文

書」と「小論文」を基に各

コース・領域に関する基礎

知識並びに研究課題につい

て口述試験＊２を行います。 

教育心理学領域 ○ 

特別支援教育コース 特別支援教育学領域 ○ 

教科教育コース 

国語科教育領域 ○ 

社会科教育領域 ○ 

数学科教育領域 ○ 

理科教育領域 ○ 

音楽科教育領域 ○ 

美術科教育領域 ○ 

保健体育科教育領域 ○ 

技術科教育領域 ○ 

家庭科教育領域 ○ 

英語科教育領域 ○＊１ 

（注） 小論文の課題は，「あらかじめ提出する文書」を基に，コース・領域において，それぞ

れ入学志願者別に設定します。 

＊１ 英語で記述してください。 

＊２ ① 教育科学コースの受験者には，口述試験に際して，全員に以下の提出物を課しま

すので，試験当日必ず持参してください。 

提出物：自己の学校教育の実践（教育実習を含む。）にかかわる学習指導案とそ

の実践記録 

② 音楽科教育領域の受験者には，口述試験に際して，全員に以下の提出物を課しま

すので，試験当日必ず持参してください。 

提出物：自己の音楽科教育の実践（教育実習を除く。）にかかわる学習指導案と

その実践記録 

③ 美術科教育領域の受験者には，口述試験に際して，全員に以下の提出物を課しま

す。（ア）～（ウ）のうち，いずれか一つを試験当日持参してください。 

（ア）作品…最近２年以内に本人が制作したもので，次のうちいずれか１点以上 

絵画 ：20号以上 

彫刻 ：サイズは全身 1/4像以上又は首像程度 

版画・デザイン・工芸 ：自由 

（イ）論文…卒業論文等とその概要（概要は，400字詰原稿用紙５枚程度とします。） 

（ウ）資料…自己の美術教育の実践にかかわる指導案と児童生徒の作品  
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(2) 試験日程 

① 試験日 

平成 30年３月６日（火） 

② 試験場 

宇都宮大学峰キャンパス（宇都宮市峰町 350） 

集合時間：８時 30分 

集合場所：峰町８号館Ａ棟（教育学部）玄関ホール 

③ 試験時間 

Ａ方式選抜 

試験区分 

 

コース 

筆記試験 
口述試験 

専門科目 外国語科目 

特別支援教育コース ９：00～10：30 11：00～12：00 14：00～ 

教科教育コース ９：00～10：30 11：00～12：00 14：00～ 

 

Ｂ方式選抜 

試験区分 

 

コース 

小論文 口述試験 

教育科学コース ９：00～10：30 14：00～ 

特別支援教育コース ９：00～10：30 14：00～ 

教科教育コース ９：00～10：30 14：00～ 

 

 

６．試験等配点 

Ａ方式選抜 

試験区分 

 

コース 

筆記試験 
口述試験 合計 

専門科目 外国語科目 

特別支援教育コース 100 50 100 250 

教科教育コース 100 50 100 250 

 

Ｂ方式選抜 

試験区分 

 

コース 

提出文書 小論文 口述試験 合計 

教育科学コース 50 100 100 250 

特別支援教育コース 50 100 100 250 

教科教育コース 50 100 100 250 
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７．受験上の注意事項 

(1) 試験当日は，本学が交付した「受験票」を必ず持参してください。 

(2) 試験当日は，集合時間（試験開始 30分前）には試験場に到着し，集合場所（宇都宮大学峰

キャンパス峰町８号館Ａ棟）へ集合してください。指定時刻に集合できない場合，試験開始

後 30分までは受験を許可しますが，試験時間の延長は認めません。 

 

８．合格者発表 

(1) 合格者発表 

① 発表日時 

平成 30年３月 13日（火）16時 

② 掲示及び通知 

合格者の受験番号を本学大学院教育学研究科掲示板（峰キャンパス峰町８号館Ａ棟前）

に掲示するとともに，合格者には「合格通知書」を郵送します。 

③ ホームページでの掲載 

ホームページ「http://nyushi.utsunomiya-u.ac.jp/goukaku.html」においても合格

者の受験番号を掲載する予定です。（システム障害等がない場合，大学院教育学研究科

掲示板に掲示してから 30分以降に掲載する予定です。)これは情報提供サービスの一環

で行うものですので，必ず合格通知書又は学内の掲示により確認してください。 

（注） 電話等による合否の問い合わせには，一切応じません。 

 

９．入学手続 

(1) 入学手続（平成 30年３月 20日（火）～３月 22日（木））等については，合格者へ『入学

手続きに関する手引』を送付し，そこでお知らせします。 

(2) 提出書類は，『入学手続きに関する手引』でお知らせしますが，受験票が必要となりますの

で，紛失しないよう大切に保管してください。 

 

10．入学料及び授業料等 

(1) 入学料及び授業料 

入学料 282,000円 

授業料 535,800円（年額） 

※ 入学料及び授業料は予定額ですので，改定されることがあります。 

※ 在学中に授業料が改定された場合には，改定時から新授業料が適用されます。 

※ 授業料は，半期分（267,900 円）をそれぞれ指定期日(入学後)までに納付してくだ

さい。 

(2) 学生教育研究災害傷害保険及び賠償責任保険料(２年間分)〔平成 29年 4月現在〕 

2,430円 
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11．栃木県教育委員会派遣研究生以外の現職教員等の教育方法の特例措置 

栃木県教育委員会派遣研究生以外の現職教員（大学院修学休業制度適用，附属学校内地研修

員）及び社会人に対しては，希望により大学院設置基準第 14条に定める教育方法の特例措置を

適用し，現職教員等が高等教育を受ける機会を拡大するための措置を行います。 

［この措置を受ける場合は，事前に所属長に相談してください。］ 

 

教育方法の特例措置の実施方法は，原則として，次のとおりです。 

(1) 修士課程の第１年次は，職場を離れて大学院での学業・研究に専念し，課程修了に必要な

30単位のうち 22単位以上を通常の時間帯に履修することになります。 

(2) 修士課程の第２年次は，職場に復帰し，勤務しながら研究科の指定した時間帯に履修する

ことになります。 

なお，この特例による履修単位数は，特別研究を含め８単位以内としています。 

(3) 特例による第２年次の授業は，勤務の態様を勘案し，夜間及び長期休業期間等も含め行う

こともあります。 

 

12．長期履修学生制度 

この制度は，職業を有していること等による修学の困難さに対して，標準修業年限（２年）

を超えて一定期間（最長４年）にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することができ

るものです。教育課程表や履修すべき総単位数は２年で修了するものと同じですから，単年度

の時間的負担は相当軽減されることになります。 

長期履修学生として認められますと，通常２年の大学院修了年限のところを，例えば３年間

で修了することができます。この間の授業料は，２年度分を３年度に分割して納入することに

なります。すなわち２年間（４学期）の授業料を３年間（６学期）に分割して納めていただく

ために，年当たりの負担額は少なくなります。但し，授業料が改定された場合は，改定後の金

額を基に再計算されます。 

長期履修学生として認められるためには，宇都宮大学長に必要書類を添付の上，申請して許

可を得ることが必要となります。 

なお，状況の変化により長期履修期間で修了できない場合には，その長期履修期間を含めて

６年まで在学できます。このうち長期履修期間を超えた期間については留年扱いとなって，通

常の授業料が適用されることになります。 

また，在学中に新規申請したり，許可された長期履修期間を１回に限り延長又は短縮するこ

ともできます。これらの変更の申請は，延長を希望する場合は，許可された長期履修期間の終

了する月の前月末日までに，短縮を希望する場合は，修了を予定する月の前月末日までに宇都

宮大学長に申請して許可を得る必要があります。 

本制度に関する問い合わせは，学務部修学支援課（電話）028－649－5084までお願いします。 

※ 問い合わせ時間は，平日９：30～16：30です。 
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13．教育職員免許取得プログラム 

本学大学院教育学研究科において，教育職員免許取得プログラムを実施しています。 

(1) 教育職員免許取得プログラムの概要 

本学教育学研究科学校教育専攻の入学者で，教職に強い意欲と関心を持つ方を対象に，大

学院の教育課程の履修のかたわら，学部の教員養成カリキュラムを併せて履修し，教育職員

免許を取得できるようにするものです。皆さんが学部で身につけた能力を基礎に，高度な教

育実践能力と専門性をもった教員を養成することを目指しています。 

なお，このプログラムは大学院の教育課程と学部の教員養成カリキュラムを同時に受講す

る必要があり，強固な勉学意欲と教職に対する意志が求められます。 

また，在学期間中での，取得希望免許状に必要な単位の修得を保証するものではありませ

ん。 

(2) 教育職員免許取得プログラムの申請資格 

本学教育学研究科学校教育専攻の全コースへの出願者を対象とします。 

ただし，特別支援学校免許状は，特別支援教育コースの入学者のうち小学校，中学校，高

等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を持っている方（取得見込を含む。）のみが対象とな

ります。 

なお，次のいずれかに該当する方は申請できません。 

① 昼間に学部の教職課程を履修できない方 

② 学士課程において教育職員免許法施行規則第 66 条の６に定める「外国語コミュニ

ケーション」の２単位を修得済でない方 

 (3) 取得可能な免許 

 

区分 

 

このプログラムで取得希望の免許 

高等学校 

１種 

中学校 

１種 

小学校 

１種 

幼稚園 

１種 

特別支援 

１種 

すでに取得済

又は入学まで

に取得見込み

の免許 

 

なし ● ▲ × × × 

高等学校１種 － △1 △2 ○3 ◎ 

中学校１種 ○1 － ○2 ○3 ◎ 

小学校１種 ● ○1 － ○3 ◎ 

幼稚園１種 ● △1 △2 － ◎ 

● 全コースで可能，高等学校実習（母校実習）２週間を要する。 

○1 全コースで可能，高等学校実習（母校実習）２週間又は中学校実習（母校実習）２

週間を要する。 

○2 全コースで可能，小学校実習（母校実習）２週間を要する。 

○3 全コースで可能，小学校実習（母校実習）又は幼稚園実習（附属幼稚園）２週間を

要する。 

△1 全コースで可能，高等学校実習（母校実習）２週間又は中学校実習（母校実習）２

週間を要する。ただし，別に介護等体験を実施していなければ取得できない。 

△2 全コースで可能，小学校実習（母校実習）２週間を要する。ただし，別に介護等体

験を実施していなければ取得できない。 

▲  全コースで可能，高等学校実習（母校実習）２週間及び中学校実習（母校実習）２

週間を要する。ただし，別に介護等体験を実施していなければ取得できない。 

◎  特別支援教育コース入学者のみ取得可能，特別支援学校実習３週間を要する。 

×  取得できない。 

※ 卒業した大学（学部）において修得した単位の種類によっては，上記表とは異

なる場合があります。 
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取得できる免許状は，原則として１種類とします。ただし，同一教科の中学校・高等学校

の免許の場合は１つと見なします。 

この表に示した以外に２種免許所持者の１種免許取得，高等学校あるいは中学校の他教科

の免許取得もこのプログラムの中で可能です。取得可能な免許の詳細は問い合わせてくださ

い。 

(4) 在学期間 

免許取得に必要な学部の教員養成カリキュラムの総単位数が，32単位までは２年間の通常

の在学期間，32単位を超える場合は３年の在学期間となります。また，既に取得済み又は入

学までに取得見込みの免許がない場合及び高等学校「工業」の免許のみ取得済み（取得見込

みを含む）で高等学校以外の校種の免許取得を希望する場合は，総単位数が 32 単位未満で

あっても３年の在学期間が必要となります。これらの場合は長期履修学生制度を利用するこ

とができます。希望により４年間の在学も可能です。 

(5) 受講方法 

教育職員免許取得のための受講と大学院の学習及び研究を両立させるために，本プログラ

ムの受講計画（総取得単位数，年間の受講単位数，受講学年等）については制限があります。 

また，教育実習先の確保は，申請者に行っていただきます。 

(6) 授業料 

本プログラムによる学部の授業科目の履修にかかる授業料等は徴収しません。 

したがって，一般の入学者と同様に前述の「10．入学料及び授業料等」に掲げた費用のみ

で受講が可能です。 

(7) 申請方法 

「教育職員免許取得プログラム受講申請書」に必要事項を記入し，入学者選抜試験願書に

同封し，提出してください。 

(8) 受講できる人数 

このプログラムを受講できる方は，各コースで若干名です。 

(9) 受講者の選考 

大学院の入学者選抜試験と別に実施する面接および申請書により，教職への強い関心と意

欲を持ち学習をすすめることができるかという観点で評価を行い，受講の可否を決定します。 

受講者の選考日程等については別途通知します。 

なお，本プログラムの受講が不許可となっても，本研究科の入学者選抜試験合格者の合格

は取り消されません。 

(10)免許の申請 

大学院修了後に，各自で教育委員会へ申請することとなります。プログラム受講申請前に，

在籍大学及び申請予定の教育委員会に相談し，指導を受けて必要単位数を確認することをお

勧めします。 

(11)教育職員免許取得プログラムについての問い合わせ先 

学務部修学支援課  （電話）028－649－5249 

※ 問い合わせ時間は，平日９：30～16：30 です。 

 

14．疾病・負傷や身体障害等による受験上及び修学上の特別措置に関する事前相談 

疾病・負傷や身体障害等のために，受験上及び修学上で特別な措置を必要とする場合は，

下記期限までのできるだけ早い時期に入試課との相談を開始してください。 

また，事前相談の期限後であっても，受験上及び修学上で特別な措置が必要となった場合

は，その時点で速やかに申し出てください。 

(1) 事前相談の期限  平成 30年２月 13日（火）まで 
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(2) 事前相談申請書の提出 

事前相談申請書（様式任意）に次の内容を記載し，医師の診断書を添えて入試課へ提出し

てください。 

①氏名，住所，連絡先電話番号，連絡可能な時間帯 

②志願予定の選抜の種類（教育学研究科修士課程入試），コース・領域等 

③疾病・負傷や身体障害等の内容・程度 

④受験上特別の措置を希望する事項 

⑤修学上特別の措置を希望する事項 

⑥出身学校等で受けていた特別の措置 

⑦日常生活の状況 

 

15．その他 

(1) 出願書類等を郵便で請求する場合は，大学あての封筒に「大学院教育学研究科修士課程学

生募集要項(第２次募集)請求」と朱書きし，郵便番号・住所・氏名を明記した返信用封筒（角

形２号。380円分の切手を貼付したもの。速達の場合は 760円分の切手を貼付したもの。）を

同封して，入試課へ申し込んでください。 

(2) 出願者に対する受験のための宿泊施設等のあっせんは行いません。 

(3) その他，学生募集に関して不明な点は，入試課へ照会してください。なお，郵便で照会す

る場合は，照会する事項を文書にしてまとめたものと，返信用封筒（長形３号。郵便番号・

住所・氏名を明記し，82円分の切手を貼付したもの。）を同封してください。 

 

〒321－8505  宇都宮市峰町 350 

宇都宮大学学務部入試課 

電話 028－649－5405 
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17．試験場案内図

東京都内からの所要時間
　○ＪＲ東京駅から　　東北新幹線利用　約50分
　　　　　　　　　　　上野東京ライン・宇都宮線利用　　約１時間50分
　○ＪＲ新宿駅から　　湘南新宿ライン・東北新幹線利用　約１時間（ＪＲ大宮駅乗換）
　　　　　　　　　　　湘南新宿ライン・宇都宮線利用　　約１時間50分
　○羽田空港から　　　東京空港交通・関東自動車・東野交通　バス利用　約２時間30分

仙台からの所要時間
　○ＪＲ仙台駅から　　東北新幹線利用　　約１時間30分

◎宇都宮大学峰キャンパス大学院教育学研究科試験場（ＪＲ宇都宮駅から約2.2㎞）

　●ＪＲバス（芳
は

賀
が

町
まち

役
やく

場
ば

，芳
は

賀
が

バスターミナル，茂
もてぎ

木行など）
…………ＪＲ宇都宮駅西口バス乗場③から乗車約15分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「宇大前」下車

　●東
とう

野
や

交通（真
も

岡
おか

，益
まし

子
こ

，東
ひがし

峰
みね

町
まち

循環，平
ひら

松
まつ

本
ほん

町
ちょう

循環，海
かい

星
せい

女
じょ

子
し

学
がく

院
いん

，清
きよ

原
はら

球
きゅう

場
じょう

，
　　　　　　　清

せい

陵
りょう

高
こう

校
こう

，ベルモール前行など） …………ＪＲ宇都宮駅西口バス乗場⑭から乗車約15分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「宇大前」下車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東武宇都宮駅バス乗場から乗車約25分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「宇大前」下車

〔参考〕 バス時刻表検索「うつのみや.guide」
ＪＲバス関東㈱宇都宮支店
東 野 交 通 ㈱ 本 社 営 業 所

https://utsunomiya.guide/
☎028（687）0671
☎028（661）2251

宇 都 宮 大 学
峰 キ ャ ン パ ス
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