
※詳しくは大学院募集要項をご確認ください
未 来 の 教 育 が 、 こ こ か ら 生 ま れ る 。

神戸キャンパス
夜間クラスのご案内

各コース紹介 入試情報 大学院説明会 兵庫教育大学 神戸ハーバーランド キャンパス
兵庫教育大学大学院入学相談室
T E L : 0795-44-2359
E-mail : guidance-info@ml.hyogo-u.ac.jp

神戸ハーバーランドキャンパス事務室
T E L : 078-361-5023
E-mail : office-khlc@ml.hyogo-u.ac.jp

さらに詳しい情報はこちらから
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働きながら「学び続ける教員」や「臨床心理士受験資格取得※」
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JR大阪駅 JR新長田駅 34分（新快速・普通）

JR姫路駅 JR新長田駅 51分（新快速・普通）

JR・地下鉄新長田駅 徒歩7分

詳しくは本学ウェブサイトでお知らせします。

令和6 年10月に神戸ハーバーランドキャンパスを
神戸市長田区（ JR 新長田駅前）に移転する予定です。
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2 ほとんどの授業が少人数で教員との距離が近い

3 ハイブリッド型授業を推進しているので,通学時間がかからず,
時間を有効活用できます

4 修了時には修士（学校教育学）または教職修士の学位
とともに専修免許状を取得できます

5 現職教員学生に対して特別支援学校教諭免許状や
小学校教諭 2種免許状を取得できる授業科目を開設しています

1 長期履修学生制度があるので,働きながら3年かけて
ゆったり計画的に教育課程を履修することができます

Hyogo Un�ersi� of Teacher Educati� Kobe Campus

神戸ハーバーランド
キャンパスへのアクセス

神戸新キャンパスへの
アクセス

つの魅力5

令和5年度入試日程
選抜区分

8 月選抜

11月選抜

3 月選抜

令和４年８月20日(土)，８月21日 (日)

令和４年11月19日(土)
※志願者数により，一部受験者の試験を11月20日（日）に行う場合あり

令和５年３月４日(土)

令和４年７月６日(水)
　　～令和 4年７月13日 (水)【必着】

令和４年10月５日 (水)
　　～令和4年10月13日(木)【必着】

令和５年１月18日 (水)
　　～令和 4年１月23日 (月)【必着】

出願期間 試験日

兵庫教育大学
大学院夜間クラス



夜間クラスの授業時間

第6時限／18時30分～20時00分
第7時限／20時10分～21時40分

神戸キャンパスでの令和5年度授業開講コース（夜間クラス）

修士課程

専門職
学位課程

教育実践
高度化専攻

人間発達
教育専攻

教育コミュニケーションコース

幼年教育・発達支援コース

学校心理・学校健康教育・発達支援コース

臨床心理学コース

芸術表現系教育コース（音楽・美術）

生活・健康・情報系教育コース

学校経営コース ※オンライン授業中心のフレックスクラス

教育方法・生徒指導マネジメントコース

言語系教科マネジメントコース（国語・英語）

社会系教科マネジメントコース

理数系教科マネジメントコース（数学・理科）

グローバル化推進教育リーダーコース

学校教育コース

課程 専攻 コース

・各専攻・コースにおける入学者の状況等により変更する場合
　があります。

・修士課程の課題研究と研究指導は、指導教員等と学生が
　相談のうえ、曜日・時限を設定することになります。

・修士課程の共通科目（選択必修）及び神戸キャンパス特別
　支援教育プログラムの一部の科目は、土・日曜や休業期間中に
　集中講義として開講します。

・各専攻・コースの専門科目のうち集中講義で行う授業科目は、
　神戸キャンパス又は加東キャンパスで開講します。

・演習科目の一部と実習・実技科目は、土・日曜や集中講義
　形式等により加東キャンパスで開講することがあります。

注）

教育文化の歴史（専門科目）後期 6

7

集中 学校における防災教育と心のケア（共通科目），教師ー子ども関係の思想（専門科目），課題研究※

前期 6 教育の歴史と教育理論の展開（共通科目）

教育コミュニケーション論（専門科目）

教育コミュニケーション実践論（専門科目）

7

集中

後期 6

7

集中 教えと学びの社会学（専門科目），課題研究※

課題研究※

月 火 水 木 金
1年目（令和3年度時間割による）

教えと学びの心理学（専門科目）

多文化共生の社会学（専門科目）

2年目（令和4年度時間割による）

※夜間クラスに所属する学生は、担当教員と曜日等を相談のうえ設定することになるため、集中講義で実施するとは限りません。

前期 6

7

集中 課題研究※

月 火 水 木 金
子どもの発達と学校の関わり（共通科目） かかわりの発達心理学（専門科目）

教えと学びの哲学（専門科目）
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夜間クラス学生の居住地（令和3年5月1日現在）

上記内訳
現職教員 ： 70 人
社会人等（現職教員以外） ： 93 人

教育コミュニケーションコース（２年修了モデル）（令和3年度入学者）

大学院夜間クラスで学ぶ学生

夜間クラスの学び

夜間クラスの履修モデル

夜間クラスでの学びを支えるサポート体制
正面玄関 演習室

兵教ホール 図書室

臨床心理学コースは昼間・夜間クラスともに神戸キャンパス
で開講しています。

詳しくはこちら

　大学院学校教育研究科夜間クラスでは，職業を有している等の理由により修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的な教育
課程での履修を認める「長期履修学生制度」があります。
　この制度を利用すれば，通常２年の修業年限を３年かけて教育課程を履修し，学位を取得できます。個人の事情にも柔軟
に対応し，ゆったりとしたペースで授業を受けられるので，仕事との両立に不安を感じる方も修学しやすくなります。
※長期履修学生として入学した後，１年次で想定よりも多く単位を修得でき，２年での修了を希望される方は，１年次の２月に長期履修の変更申請
手続きを行い，差額の授業料を納付することにより，修業年限を２年に変更できます。

※授業料は，総額（２年分）を３年に分割して納入します。

※令和 4 年度の授業料による

2年

1年次 2年次 3 年次

長期履修学生（3年）

535,800円 535,800円

357,200円 357,200円 357,200円

1.仕事と学業の両立を応援する「長期履修学生制度」

　令和３年度から，小学校を中心に、学校現場での学習指導力や生徒指導力といった教員に必要な資質・能力を、
高度で幅広い知識獲得、学校で起こる具体的課題の協働的解決を通して身に付けることをめざす夜間クラス専用
のコースを開設しました。このコースでは、「①日頃の学校現場での教育実践を検証・改善するゼミナール形式に
よるリフレクション科目の開設」「②各教科の教材研究、授業づくりなどを中心に、幅広いニーズに応えるカリキュ
ラムの編成」が大きな特徴です。

5.幅広い学びを実現する「学校教育コース」（夜間クラスのみの開講）

　特別支援教育領域（知的障害者，肢体不自由者，病弱者）の各領域の授業科目を開講し，特別支援教育に対する十分な知識・
技能を修得できるよう支援します。３年以上の教職経験がある人は，授業科目の履修状況に応じて，特別支援学校教諭（知
的障害者，肢体不自由者，病弱者）の各領域の１種または２種の教員免許状を取得することが可能です。

6.神戸キャンパス特別支援教育プログラム（現職教員向け）

　神戸キャンパス内に臨床心理相談室を併設しています。電話受付など臨床心理
学コースの大学院学生・大学教員が中心となって運営しており，学生の貴重な学
びと学内実習の場となっています。
　また，子どもの不登校や発達障害から大人のストレスまで幅広い相談を行って
おり，地域の方々への支援活動の場にもなっています。

8.臨床心理相談室を併設

※演習科目の一部と実習・実技科目は，加東キャンパスで開講することがあります。

　平日授業は18時30分から始まるため，仕事終わりにも通学しやすい時間です。また，土日等に開講する集中講義もあるため，
効率的に学修できます。また，神戸キャンパス事務室は平日22 時まで開室しています。

2.授業は第６・７時限と集中講義

　学生の多様な学びのニーズとスタイルに応えるため，積極的にオンライン（オンデマンド又は同時双方向、若しくは両者の
併用）を活用しますので，通学時間がかからないため，時間を有効活用できます。
　教職大学院の共通基礎科目は，原則オンライン（オンデマンド又は同時双方向、もしくは両者の併用）になります。

3.ハイブリッド型授業を推進

　ほとんどの授業が少人数で開講するため，教員との距離が近く，学生一人ひとりの個性に応じ，丁寧な指導を受けることが
できます。

4.ほとんどの授業が少人数

　中学校の現職教員の方向けに , 小学校教論 2 種免許状の取得を促進するため ,「小中連携教育プログラム」を開設しました。
現職教員ユニット学開講科目は原則オンライン（オンデマンド）になり , 大学院の授業履修と並行して取得しやすい学習環境
を整えます。
　修士課程では , 幼稚園教論免許状を取得済みの幼稚園教諭や保育教諭の方も本プログラムの対象となります。詳しくは , 大
学院案内 P.3をご参照ください。

7.小中連携教育プログラム（現職教員向け） 令和 4 年度入学生から


