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１ 入学者に聞いた兵庫教育大学を選んだ理由 BEST４

BEST① いろいろな教員免許・資格が取得できる（98％の人が回答）

BEST② 教育内容や実地教育（教育実習）が充実している（93％の人が回答）

BEST③ 教員就職率が高い（87％の人が回答）

BEST④ 学校教育を学ぶ環境や教育設備が充実している（70％の人が回答）

２ 推薦入試

３ 学費

４ 課外活動（部活動）

５ ボランティア活動

６ 国際交流（グローバル教育センター）
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１ 入学者に聞いた兵庫教育大学を選んだ理由 BEST４

① いろいろな教員免許・資格が取得できる（98％の人が回答）

② 教育内容や実地教育（教育実習）が充実している（93％の人が回答）

③ 教員就職率が高い（87％の人が回答）

④ 学校教育を学ぶ環境や教育設備が充実している（70％の人が回答）
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BEST① いろいろな教員免許・資格が取得できる（98％の人が回答）

皆さんは、将来どの学校（園）の教員になりたいと考えていますか？
どの教科を教えたいと考えていますか？

○教員になるための学修もしていないし、教員として働いた経験もないのに、大学
入学時に決めるのは正直むずかしくないですか？

○得意な教科が複数あって決められないという人もいませんか？

兵庫教育大学では
・入学時に学校種や教科などに対応したグループ分けを行いません。
・１年間大学で学修した後、２年生で所属するグループや取得する免許・資格を

決定します。
・１年生の間に、授業や実習を通して、自分の本当の思いや適性などを見極め、

また進路に関する情報を先輩や大学の教職員などから収集して判断することが
できます。
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② 小学校＋中学校（Ａ教科）＋中学校（Ｂ教科） ※中学の教科は異なる2種類

兵庫教育大学では、複数の教員免許・資格が取れます。

○教科教育系（国語、英語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭の10グループ）

① 小学校＋中学校＋高等学校 ※中学・高校の教科は同じ

③ 小学校＋中学校（Ａ教科）＋高校（Ａ教科）＋中学校（Ｂ教科） ※パターン②＋高校

教科教育系学生の代表的な教員免許取得の３つのパターンを紹介します。

○幼年教育系（幼年教育グループ）

幼年教育系学生の代表的な教員免許・資格取得のパターンを紹介します。

・幼稚園＋小学校＋保育士

※希望者が一番多い
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パターン① 小学校＋中学校（英語）＋高校（英語）
※社会は、高校が地歴・公民に分かれるため、小学校＋中学校（社会）＋高校（地歴）＋高校（公民)

パターン② 小学校＋中学校（国語）＋中学（音楽）

パターン③ 小学校＋中学校（数学）＋高校（数学）＋中学（技術）

※いろいろな教員免許・資格が取得できますが、その種類が多くなるほど単位をたくさん修得する
必要がでてきて、少し学修は大変になります。また、中学校で複数の教科の教員免許を取得する
場合など組み合わせには制限があります。
さらに、幼稚園教員免許も取得することができます。

教科教育系の各グループの教員免許の取得パターンを具体的に紹介します。
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兵庫教育大学で取得可能な教員免許と資格
○教員免許

小学校

中学校

幼稚園

（国語、英語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭）

高 校（国語、英語、地歴、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、家庭）

○資 格
保育士、学校図書館司書教諭

ブレイクタイム： 教員免許状には１種免許状と２種免許状がありますが、その違いって何ですか？

Ａ：1種免許状と2種免許状の違いとして、大学で修得する単位数に違いがあります。1種免許状の方が修得単位
数が多くなります。教員採用においては、1種免許状も2種免許状も有利不利は全くありません。
ただし、2種免許状の校種（教科）で採用になった者は、1種免許状に上申する努力義務があります。
※高校には２種免許状はありません。高校希望者は１種免許状を取得することになります。
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兵庫教育大学は、実践力の高い学び続ける教師を養成することが目的の大学です。
そのためのカリキュラム（授業科目など）を充実することに大変力を入れています。特に、最近の学
校現場では、タブレットやデジタル教科書の活用、教育データの活用やAIの理解、外国人児童・生徒
の増加など新しい教育ニーズが生まれており、それらに対応することが求められています。

兵庫教育大学の特色ある授業科目をいくつか紹介
（教養科目）

・クラスセミナー：１年次に毎週、配属されたクラスの学生同士で様々な課題をディスカッションし
たりして、大学で学ぶためのアカデミックなスキルを身に付けます。

・教養ゼミ：２年次に、担当教員が提示する様々なテーマから自分が興味のあるものを選択します。
テーマの例：STEAM教育、ストーリーテリングでインクルーシブ教育 など

・AI・データサイエンス基礎、教育データサイエンス
・ボランティア体験学習
・障害者理解と支援（入門）※障害のある人のボランティアをしたい人はぜひ！

（教職科目）
・外国人児童生徒のための日本語教育
・部活動の指導と運営
・学校課題事例研究
・教師力養成特別演習：教師になるための実践的な力を養成します。学校現場に即した模擬授業など

教員採用試験にも大変役立ちます。

BEST② 教育内容や実地教育（教育実習）が充実している（93％の人が回答）
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実地教育
（教育実習）

兵庫教育大学は、１年次から４年次まで毎年度実地教育（教育実習）を実施しています。

１年次 学校観察実習（幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校で実施）
２年次 フレンドシップ実習（兵庫県立嬉野台生涯教育センターなどの社会教育施設で実施されているサ

マースクールに補助員として参加し、野外活動等を通して子どもたちと
交流し、その理解を深めます）

３年次 幼稚園実習又は小学校実習（附属幼稚園又は附属小学校で実施）
４年次 中学校実習又は高等学校実習（公立学校や附属中学校で実施）

※４年間を通じて９週間（約２か月）の実地教育（教育実習）を実施しています。

この他、選択科目として、年間を通して実施する附属学校等での「学校インターンシップ実習」
ボランティアですが近隣の市町や神戸市教育委員会、地元の教育委員会が実施しているスクールサポー
ター（週１日程度）にも、１年間又半年程度の長期にわたって参加でき、配属された学校で子どもたち
とじっくり関係を築くことができたり、短期の教育実習では体験できない学校の様々な行事にも参加す
る機会があります。
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兵庫教育大学は令和４年３月文部科学大臣から「教員養成フラッグシップ大学」の指定を受け、
Society5.0時代の教育者の養成にチャレンジしていきます。 ※全国で４大学のみ

兵庫教育大学は、学習者（児童・生徒）中心の授業デザインや学習デザイン、教育データサイエンス、STEAM教育、
EdTech（Education + Technology）活用など先端的な教員養成カリキュラムの開発に取り組んでいます。
兵庫教育大学で、皆さんが出会う子どもたちのために「未来の教育」を一緒に創造していきましょう。

STEAM Lab
（STEAM教育のための
専用教室があります）

例えば、ロボット製作の教材は、様々な教科の知識等を活用することが必要になります。例えばデ
ザイン（美術）、制御のためのプログラミング（数学等）、組み立て（技術）や部品である金属等素
材の知識（理科）、そして言語（国語）はチームでものづくりをするための重要なコミュニケーショ
ンツールとして必須です。このように教科で学んだ知識をつなぎ合わせ、また組み合わせて活用する
ことで新たな価値を創造したり、問題を解決する能力を子どもたちは身に付けていくことが可能にな
ります。このような一連の教育活動をSTEAM教育として実施することが求められています。

「ＳＴＥＡＭ教育」の紹介 Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics

兵庫教育大学は挑戦する大学

教員養成フラッグシップ大学は全国で４大学 兵庫教育大学、東京学芸大学、福井大学、大阪教育大学11



BEST③ 教員就職率が高い（87％の人が回答）

○兵庫県で教員になるなら兵庫教育大学

(1)兵庫教育大学の学生は他と比較して圧倒的
に兵庫県では高い合格実績を誇っています。

(2)兵庫県内の学校には卒業生が多数います。
県内の人口の多い市であれば、その市内で300人以上の
卒業生が学校現場やその市の教育委員会に在職してい
ます。校長・教頭など管理職、教育委員会の幹部職員
や指導主事として活躍されている方も多数います。

(3)兵庫県・神戸市から毎年多くの現職の先生方
が兵庫教育大学大学院に派遣されて学んでい
ます。現職の先生と交流でき、いろいろな情
報を得られます。また、卒業後も皆さんの心
強いサポーターになってもらえます。

兵庫教育大学は２０年以上にわたり全国トップクラスの高い教員就職率を保持しています。

【兵庫県・神戸市教員実績 R4年3月卒業者（速報値） 】

※臨時的任用を含みます。

兵庫県（62）、神戸市（5）
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○兵庫県以外の人も安心
兵庫県以外の人も大丈夫、学校教育学部には

兵庫県出身者が確かに多いですが、関西を中心
に全国から学生が来ています。

また、大学院は北海道から沖縄まで全国の大
学から入学者があります。そのため、全国の教
員採用試験の情報を収集して、皆さんをバック
アップしています。

○幼稚園・保育園、認定子ども園

北海道から沖縄まで全国の都道府県・政令市の過去問題集などをコンプリート

兵庫県内の各市町を中心に県外でも多く
の卒業生が幼稚園・保育園、認定子ども園
で活躍しています。

【教員実績（兵庫県・神戸市以外） R4年3月卒業者（速報値） 】
岡山県(8)、岡山市(5)、徳島県(3)、横浜市(2)、広島県・広島市(2)、
愛媛県(2)、愛知県(1)、浜松市(1)、富山県(1)、京都府(1)、大阪府(1)、
大阪市(1)、堺市(1)、和歌山県(1)、山口県(1)、香川県(1)、大分県(1)、
鹿児島県(1)

※臨時的任用を含みます。

【幼稚園教諭・保育士実績 R4年3月卒業者（速報値） 】

保育士(10)、認定こども園(4)、幼稚園(2)
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チーム「兵庫教育大学」だからこそ！！
先輩から後輩へ受け継ぐ教員採用試験対策

先輩が残してくれた受験体験記録を毎年冊子化
受験雑誌ではわからないリアルな体験記録！！

合格した先輩の秘伝の対策ノートを公開 面接＋論作文対策ノート 日々の面接試験対策の記録

兵庫教育大学の先輩ならではのわかりやすいアドバイスや情報
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ー教員就職等に関する心強い味方ー

教職キャリア開発センター（キャリアセンター）

集団討論は回数を重ねるごとにスムーズに行えるようになります。
学校現場や教員採用試験を熟知したキャリア開発指導員（元校長先生等）
から集団・個人面接の的確な指導を受けることができます。

学生数は少ないのに教育大学でトップクラスのスペース・充実度
教員採用試験や就職活動のピーク時の４月～８月は１８時まで利用可能

・教員採用試験の個人指導
や相談ができます。

・公務員や民間企業の相
談・指導もできます。

・進路で悩んだ時もキャリ
アセンターは強い味方で
す。

教員採用試験で必ず課される「模擬授業」
模擬授業では、児童生徒がいないので教育実習の

ようにはいきません。十分な練習が必要です。

学生だけの自主練習指導員の先生と学生両方から
フィードバックをもらう。
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令和4年３月卒業者の就職状況（速報版 令和４年５月１日現在）

近年は、中学校・高校教員をめざす人が少しずつですが増えてきています。 16
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BEST④ 学校教育を学ぶ環境や教育設備が充実している（70％の人が回答）

広大なキャンパスなのに学生数は１学年160人
学生数の多い大学に比べ、圧倒的にいろいろな施設や設備を利用できます。
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附属図書館

全国の教育大学で最も開館時間が長くて利用しやすい図書館（土日も開館）
学生からも高く評価されています。

ナント！ 蔵書している本の1/3
約110,000冊は教育関係の図書

ココに注目!!

他の教育大にはない「教材文化資料館」を併設

企業とのコラボ展示・自学自習のためのパーソナルラボ
・共同研究ができるグループラボも

あります

大学教員が選んだ
学生時代に読んで
ほしい100冊の本

地下には学術雑誌等の
バックナンバーが製本さ
れて所蔵されています

SDGｓの取組
「BLUE CLASS」

平日は８時３０分～２２時 土日は１０時～１７時
１階はラーニングコモンズ（声を出してグループでの学修も可能）

１階のラーニングコモンズ
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○マイクロティーチング・アクティブラーニングスタジオ等での模擬授業

○トレーニング室・ダンスレッスン室・ピアノレッスン室 トレーニング室やピアノ練習室は自由に使えます。

教員採用試験ミニ情報
兵庫県の小学校教員採用試験では、実技試験にピアノはありません。器楽は①キーボード、②鍵盤ハーモニカ又は③ソプラノリコーダーから選択

します。事前に課題曲（楽譜）が発表されるので、リコーダー等の演奏が得意でない人でも練習期間がたっぷりあるので、大丈夫です。

小学校の教室を大学で再現しています。ここで臨場感たっぷりな模擬授業が体験できます。
また、自分自身の模擬授業をビデオ撮影して、学生同士で振り返ったり、また大学教員やキャリアセンターの
指導員等からアドバイスしてもらうこともできます。

ピアノ練習室
41室（個室）もあります。空き時間等に自由に練習で
きます。

トレーニング室 ダンスレッスン室
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２ 推薦入試

国立大学は、大学入学共通テストで５教科７～８科目必要と思い込んでいませんか？
確かに兵庫教育大学も一般入試（前期日程、後期日程）ではそうです。

しかし、兵庫教育大学の推薦入試（学校推薦型選抜）は３教科で受験することができます。

今年度入試から、推薦入試の定員を３０人増やし、８０人にしました。
また、推薦入試の定員を増やしたことに伴い、１つの高校から５人までとしていた人数制限
をなくし、１校から何人でも推薦可能にしました。
今年度の推薦入試の概要は次のとおりです。 ※赤字は昨年からの変更点です。

募集人員 80人（各出身学校長が推薦できる人数の制限はありません）

推薦要件 学習成績の全体の評定平均値が3.5以上の者　等の要件に該当する者

　配点内訳は以下のとおり

大学入学共通テストの成績によるグループ分けを行わず，大学入学共通テスト及び面接の成績を合計し，
得点の高い者から順に合格者を決定します。

学校推薦型選抜

選抜方法等
国語

外国語
(英語)

数学
地理
歴史

公民 理科 小計

200 200 500 300 800

大学入学共通テスト

面接 合計

100

21
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３ 学 費

兵庫教育大学 私立A大学 私立B大学

４年間学費総額 2,425,200 5,212,000 5,692,000
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４年間学費比較

大学生活を送るうえで、どれくらいのお金がかかるのかを事
前に調べておくことはとても大切です。
国立大学である兵庫教育大学と私立大学（教育学部）の
学費を比べると
４年間の総額で約330万円～240万円程度の差があります。

兵庫教育大学初年度納入金は

817,800円（入学料282,000円 授業料535,800円）です。
卒業までの４年間で総額2,425,200円になります。

※私立大学では教育実習費を別途徴収されることがありますが、兵庫教育

大学では徴収していません。

右のグラフは兵庫県内の私立大学（教育学部）と４年間にかかる学費を比較してい
ます。兵庫教育大学と比べてA大学は279万円、B大学は327万円多く学費が必要
になります。
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４ 課外活動（部活動）

兵庫教育大学には、現在、体育系、文化系、芸術系の課外活動団体があり、多くの学生が参加しています。
学生の中には２～３の部活動をかけ持ちする人もいます。

①男子サッカー部
⑤女子バスケットボール部
⑨男子ソフトボール部
⑬陸上競技部
⑰チアリーディング部

㉓ストリートダンス部
㉕吹奏楽部 ㉖オーケストラ部
㉙演劇部

Twitterやインスタグラムなどで情報を発信している団体も多いので、「兵庫教育大学 ○○部」で検索し
てみてください。約７割の学生がいずれかの課外活動団体に加入していますが、地元や大学近辺のボラン
ティア活動をメインにしている学生も多くいます。

(体育会)

(文化会)

学生生活にアルバイトは欠かせなくなっています。学生の９割がなんらかのアルバイトをしており、部活と両
立させています。（アルバイト先は、加東市周辺の飲食店、家庭教師、塾講師、自然学校補助員などが多いようです。）
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②男子バレーボール部 ③女子バレーボール部 ④男子バスケットボール部
⑥硬式テニス部 ⑦ソフトテニス部 ⑧剣道部
⑩女子ソフトボール部 ⑪バドミントン部 ⑫ラグビー・フットボール部
⑭準硬式野球部 ⑮男子・女子ハンドボール部 ⑯弓道部
⑱卓球部 ⑲女子フットボール部 ⑳バイオメカニクス研究会

㉑よさこい部（チーム鬼灯） ㉒茶道部
㉔兵教スチューデントファームサークル
㉗美術部 ㉘軽音楽部



５ ボランティア活動

兵庫教育大学の学生は、スクールサポーターなど学校関係を中心に、適応指導教室やフリースクールなどで
の不登校児童生徒支援、まちづくりや福祉関係、災害支援などさまざまな活動を行っています。年間延べ
1,000人を超える学生がボランティア活動に参加しています。
大学周辺の市町だけでなく、実家の近くで活動している学生も多くいます。
課外活動団体には所属せず、ボランティア活動を課外活動のメインにする学生もいます。

学生のボランティア活動を支える
○「ボランティアステーション」（通称：ボラステ）を設置しています。

ボラステには，教育・不登校児童生徒支援・まちづくり・福祉・ 子育て・災害支援・自
然体験など，様々な分野のボランティア情報があります。自分の興味や関心にあわせて，
ボランティアに参加することができます。ボランティア活動が，大切な仲間との出会いの
場になったり，将来の進路につながるきかっけになったりすることもあります。

○不登校の子どもたちと大学で交流するイベント「子どもフェスタ」
２００６年から１５年以上続く一大行事 ※すべて学生が企画・運営

○その他の学生スタッフが企画運営する行事を紹介
スクールサポーター事前説明会、子どもフェスタ（不登校児童生徒支

援）、不登校支援ボランティア説明会、やまびこの郷「やまびこフェス
タ」、ネットワーク交流会、ボランティアステーション主催講演会、ボ
ランティアステーション主催学習会、学生スタッフ会議、災害支援ボラ
ンティア「Convey a Smile」、アドベンチャーinやしろの森（親子向け野
外プログラム）年4回、適応教室の子どもが遊べる環境作りinやしろの森
「きの子」月1回程度 など

ボラステスタッフと学生
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ボランティア活動をほんの一部ですが紹介します。①

海外ボランティア：カンボジア笑縁団体
momojiro「スタディツアー」

不登校の子どもたちとの交流イベント
「子どもフェスタin兵教」スタッフ集合写真

※学生が企画・運営

北条鉄道サンタ列車
サンタやトナカイになって乗客と交流

NPO法人ペイフォワード
「子ども食堂」で子どもたちと一緒に勉強

どろんこサッカー

地元や大学の近くの公立学校での
スクールサポーター25



ボランティアや教師に必須の
ファシリテーション力を磨く

「ファシリーテーター講習会」
兵庫県立嬉野台生涯教育センター「春フェス」

やしろの森公園「遊ぼう！ぼうけんの森」

ボランティア活動をほんの一部ですが紹介します。②
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６ 国際交流（グローバル教育センター）

海外の１３の国と地域、３２の大学と交流協定を締結し、
学生や教員との交流、共同研究・シンポジウムなどの活動を行っています。
海外の学校訪問や語学研修などの海外派遣プログラムも実施しています。
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７ 通 学

○大阪・神戸（三宮）からは中国高速バスが速くて便利です。
「高速社」で下車⇒兵教シャトル便（無料）で約5分で大学

○姫路・加古川・明石からはJR加古川線が便利です。
JR社町駅下車⇒神姫バスで約20分で兵庫教育大学
※神姫バスのニコパカードを使うと１回100円で利用可能

○宝塚・尼崎・西宮・伊丹・三田等JR福知山線利用の場合
JR新三田駅下車⇒新三田シャトル便（無料）で約40分で大学

（公共交通機関の利用）

新三田シャトル便 １日往復３便運行

カレッジバス

（自動車やバイクでの通学）

登録すれば、自動車やバイクで通学することができます。
※自動車教習所が大学から徒歩圏内にあります。

大学周辺は交通量が少ないので、運転はしやすいですが、安全運
転に努めてください。
学校の教員はマイカー通勤になることが多いので、大学在学中に
運転免許を取得して、自動車の運転に慣れておくと安心です。
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８ 学生寄宿舎等

民間アパート・下宿

３つのメリット
①経済的 １か月約15,000円で暮らせる。

（内訳：寄宿料4,300円、共益費4,500円、光熱水料6,200円）
②大学のキャンパスに隣接

・空き時間ができても寄宿舎ならすぐに戻って休めます。自炊している人は昼食を作りに帰ることもできます。
・定期試験、レポートや卒論作成の時など22時まで開いている図書館を最大限に使えます。

③同級生や先輩と交流しやすい。部活も参加しやすい。

個室で面積は約10㎡（約６畳程度のスペース）
エアコン・ベッド・収納棚（クローゼットとしても使えます）、靴箱（１人６足）
駐車場有、談話室有
※風呂、トイレ、キッチン（IHクッキングヒーター、電子レンジ完備）、

ランドリー（コイン式）は共用になります。

入居した新入生の声
・自分のコミュニティーが大きく広がるので、学生寄宿舎は気に入っています。
・バス・トイレ等が共同なのがいやな人には向かない。でも民間のワンルームに入った同級生の中には、やっぱり

寄宿舎の方がメリットが大きいと言っている人もいます。

大学から徒歩圏内や加東市内には学生向けマンションやアパートがあります。1か月約20,000円～45,000円程度
※家賃は、築年数や間取り、風呂トイレの別等により異なります。

単身用 全560室
世帯用 全 60室
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廊下 談話室 居室（窓側） 居室（廊下側）

ランドリー（共同） キッチン（共同）
（IH、電子レンジ有）

シューズボックス
（1人６足まで収納できます）

バス（共同）

男子トイレ（共同）

学生寄宿舎 Photo gallery
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PBL（Project  Based Learning）によるアクティブな授業

HUTE Photo Gallery

クラスのみんなで記念撮影
（２年生になって）

入学式後の記念撮影タブレット・PCは必須

全ての人が障壁を感じないオシャレな制服を作る
「ミライの制服プロジェクト」
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幼稚園の子どもたちが遊びに来るキャンパス
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Extracurricular  Activities
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Photo Contest 
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Blue  Class 
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Spring Summer

Autumn Winter

Four   Seasons
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Graduation
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Message
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未来の教育がここから生まれる

Hyogo  University   of   Teacher  Education

For the children you will meet in the future
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