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新　宿　　　下高井戸　　　約10 分
新　宿　　　桜 上 水　　　約12 分

8 分

〈京王線〉

吉祥寺　　　（明大前）　　下高井戸　約15 分
渋　谷　　　（明大前）　　下高井戸　約11 分〈JR線他〉
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「ひと」が学び育っていく過程と、

多様で複雑な社会の接点となるもの。

そして次代へと文化を伝え、また発展させるもの。

「教育」 それは、未来を創造する力です。

 教育学科の分野別体系

文理学部の教育学科は
様々な分野を総合的に学び、

「教育」を通して社会で活躍できる人財を
生み出し続けています。

社会教育及び
生涯学習に
関する分野

学校教育に
関する分野

教育学の
中核となる
分野

演習及び
卒業特殊
課題

発達と人間形成に
関する分野

教育と社会・
メディアに
関する分野

教育と国際理解に
関する分野

研究手法に
関する分野
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在校生から受験生のみなさんへ
「教育」に関心をもっているみなさんへ、教育学科で学ぶ在校生からのメッセージ。
一人ひとりが様々な夢をもって日々キャンパスで学んでいます。
そんな在校生たちをすこしだけ紹介します。

------- 今のお仕事について教えて下さい。 -------
私は現在、世田谷区立船橋希望中学校の特別支援教室で勤務しています。特別支援教室とは、通常の学級に所属している発達特性をもつ生徒が、学習や生
活上の困難の改善・克服を図るため、一部の時間、別の教室で指導を受ける制度です。
今年度は主に１年生を担当しています。個別指導においては、生徒に合った学び方を考えたり、気持ちを言語化する練習をしたり、対人関係の築き方
をトレーニングするなど、利用の仕方は生徒によって異なります。以前ある生徒が、クラスでの人間関係が上手くいかず、登校を渋るようになりました。しか
しその後、特別支援教室に来て話を聞く時間を設けたことで段々表情が柔らかくなり、状況が改善されました。生徒にとって安心して過ごせる居場所とな
れたことにやりがいを感じました。
私は、教育学科で中学校・高校の国語科の免許状を取得しました。今後、通常の学級で国語科を指導することも見据え、教育学科で学んだことや、現在特
別支援教育に携わって学んでいる経験を活かしていきたいです。
------- 教育学科で学んだことはどんな場面で活かされていますか？ ---------
生徒指導の多くの場面で活かされていると思います。教育学科では理論に関する授業を多く受け、「教育とは何か？」などといった教育について様々な
見方を通して考えました。その中で、「傾聴することが重要である」という自分が教育に関わる上で大切にしたいことに気づくことができました。教師に
なってからも、常に生徒や保護者の話を「傾聴」することを心がけています。
また、教育について広く深く教えてくださった先生方や、熱く語り合える仲間と出会えたことは大きな財産となりました。
------- 教師を目指している高校生に一言 ---------
私は中学３年生の頃から教師を目指していました。教育学科に進学してから、教師という仕事の現状を知ったときや、教員採用試験に向けた勉強に取り
組んでいるとき、何度も「本当に自分がなれるのか」と悩みました。しかし今では、進路に向けて沢山悩み、考えたことが糧になっていると感じます。人生に
おいて無駄な経験は一つもないと思います。失敗を恐れず、自分がやってみたいと思うことにどんどん挑戦していってください。

教育学科を卒業し活躍している先輩からのメッセージ。
教育の現場とはどのような能力が求められるのか？
あなたの未来のヒントがみつかるかもしれません。

04 05

教育学科では、さまざまな教科の教員免
許を取得することができます。多くの学生
が教職を志しているため、同じ夢に向
かって共に学び、共に考えることで、深い
学びを実現させることができます。答えの
決まらない、多岐に渡る分野から教育に
ついて考える授業はとても魅力的です。
教育学科は、貴重な大学４年間を意味
あるものとし、自分の世界を広げることが
できる場所です。

東京都立東高等学校 卒業
川上 史温（2年生）

私は今中学・高校の社会の教員免許の
取得のために勉強しています。3年生に
なったら小学校の教員の免許の取得も
目指したいです。
同じ夢を志す素敵な友達と出会うことが
できるので、難しい授業や課題も友達と
助け合えばなんだって乗り越えることが
できます。教職サポートも充実しているた
め、教員になりたい人にとってはぴったり
の学部・学科です。

卒 業 生
Special interview

千葉県立柏の葉高等学校 卒業
斎藤 胡桃（2年生）
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Time schedule

TUE WED THU FRI SAT

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

政治学概論

教育課程論

考古学特講7

考古学特講8

西洋史特講6

西洋史特講1

教育法規論

宗教学概論

英語７

英語８

日本教育史

教育の文化史

教育経営論

教育行政論

考古学特講5

考古学特講6

地域教育論

教育と社会変動

英語5

英語6

生徒指導・
進路指導論

社会科・地理歴史科
教育法2

社会科・地理歴史科
教育法1

社会科・公民科
教育法2

社会科・公民科
教育法1

道徳教育の
理論と方法

東洋史特講7

東洋史特講8

教育学演習1

教育学演習2

人文地理学概論

地理学概論

西洋史特講4

自然地理学概論

教育心理学

　

1

2

3

4

5

MON

Time schedule

TUE WED THU FRI SAT

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

　

教育課程論

日本語文法論

近代文学史

中古文学講義

教育学特殊講義１

中世文学史

日本語学入門１

日本語学入門２

国語科教育法Ⅰ

英語7

英語8

日本教育史

教育の文化史

教育経営論

教育行政論

現代文学講義

現代文学史

書法2

教育と社会変動

英語5

英語6

中世文学講義

日本語音声学

書道

文章表現法

教育学演習1

教育学演習2

漢文学1

教育心理学

国語科教育法Ⅱ

学校経営と
学校図書館

道徳教育の
理論と方法

読書と豊かな
人間性

情報メディア
の活用

生徒指導論・
進路指導論

特別支援
教育概論

世田谷区立船橋希望中学校　教諭
山内 莉枝さん
2020年度卒業

私は、中学・高校の保健体育科の教員
免許取得を目指しています。教育学科で
は、教育に関しての知識を幅広く身に付
けることができます。また、同じ志を持った
仲間と目標に向かって共に学んでいくこ
とができることが一番の特徴であると思
います。学生を取り巻く環境もとてもよく、
魅力の一つです。

日本大学豊山高等学校 卒業
金盛 徳睦（3年生）

私は中学・高校の英語科の教員免許
取得を目指しています。教育学科の授業
では、教育を様々な視点から学ぶことが
でき、これまでとは違った新たな教育観
を見つけることができます。また、文理学
部は教職サポートも充実しているため、
教員採用（者）数が全国トップクラスとい
う点も魅力の一つです。

日本大学高等学校 卒業
安納 玲香（3年生）
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Time schedule

TUE WED THU FRI SAT

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

教育とメディア

教育の社会学

ジェンダーと教育

高等教育論

英語科教育法Ⅳ

教育経営論

教育プログラム
開発論

Advanced
Communication1
Advanced

Communication2

生徒指導論・
進路指導論

異文化間コミュニ
ケーション概論2

教育社会学と
現代教育

道徳教育の
理論と方法

異文化間コミュニ
ケーション概論1

教育学演習3

教育学演習4

英語科教育法Ⅲ
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Time schedule

TUE WED THU FRI SAT

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

体育・スポーツ制度

教育の社会学

教職特別講義

教育法規論

キャリアデザイン

柔道

教育相談

安全教育

公衆衛生学

保健体育科教育法Ⅳ

保健体育科教育法Ⅳ

教育学演習3

教育学演習4スポーツ方法論
サッカー

教育社会学と
現代教育

特別活動・総合的な
学習の時間の指導法
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魅力的な授業
人間が文化的生活を送り、社会を形成していく上で重要な役割を果たす「教育」。
教育に関する幅広い視野、そして問題関心をもつ多彩な教育人による
カリキュラムが教育学科の特徴です。

2年次の必修科目の一つです。教育学の基礎的な部分
を担う領域として、現代の教育の様々な問題の要因
などを歴史的に紐解きながら理解を深めるような講
義としています。内容としては、義務教育、教育方法・
内容、教科書、学校建築・教育空間、教育病理、学校文
化など扱います。単に過去のことの「お勉強」ではな
く、教育の「今」を考えるためのものです。

小野　雅章 先生
日本教育史

3年生の必修科目です。現代の教育のさまざまな問
題・課題をとりあげ、社会学的な視点で整理し、わか
りやすく説明しています。歴史的アプローチあり、理
論的アプローチあり、国際比較の視点や実証データ
を丹念に読み込むアプローチもあり、知的刺激にあ
ふれた講義です（ただし、笑えないギャグもたまに混
じるらしい）。

広田　照幸 先生
教育の社会学

教育学演習では、教育学科の教員が各自の専門性を活か
したテーマを設定し、少人数での授業を展開しています。
教育学演習3・4は、3年次の必修科目です。私が担当する
演習では、教育や学校に対する「常識」を問い直し、教育
学についての理解を深めることを目指しています。具体的な
課題について調べ、複眼的な視点で考察し、他の学生や
大学院生と意見交換をしながら、4年次の卒業論文の執筆
へと繋げていきます。

望月　由起 先生
教育学演習3・4

社会教育主事（社会教育士称号）の資格を取得する
コースの科目です。社会教育とは、学校以外の青少年
の教育や成人・高齢者の教育などのことで、生涯学
習の一環に位置づけられます。そうした教育に関す
る専門的職員が社会教育主事（社会教育士称号）です。
この演習では、PCを使って社会教育に関するアン
ケートの取り方やデータの分析方法を学びます。

佐藤　晴雄 先生
社会教育演習1・2

カリキュラム
教育学科では、多様なカリキュラムから個人のニーズに合った授業を自由に選択し、
教育について原理的かつ総合的に学習します。それによって、教職はもちろん
多様な分野において活躍しうる人財の育成を目指しています。

研究手法に関する分野

◆ 取得可能な免許・資格

●教員免許：
　中学校1種「社会」・高等学校1種「公民」　
※他学科の授業を聴講して必要な単位を取得することで、地理歴史、国語、書道、外国語（英語・ドイツ語・
中国語）、理科、数学、保健体育、宗教、情報の各教科の免許状も取得することができます。
※小学校教諭二種：玉川大学通信教育部の「小学校教員養成特別プログラム」を受講することで取得するこ
とができます。ただし、受講には別に定める条件を満たす必要があります。

　特別支援学校教諭第一種免許状（知・肢・病）　
※現在、課程開設のため文部科学省へ申請中です。ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教
職課程の開設時期等が変更になる可能性があります。

●司書教諭　　●司書　　●学芸員　　●社会教育主事　　●社会教育士（称号）

教育学基礎論１
教育学基礎論２
教育学研究法１
教育学研究法２

演習及び卒業特殊課題

教育学演習１
教育学演習２
教育学演習３
教育学演習４
卒業論文

教育学の中核となる分野

外国教育史
教育の理念と歴史
日本教育史
教育の文化史
教育心理学
教育と社会変動
教育の社会学
教育社会学と現代教育
教育思想論
教育課程論 
教育制度論
教育行政論
教育経営論
教育法規論

学校教育に関する分野

教授学習論
現代教職論
道徳教育の理論と方法
特別活動・総合的な学習の時間の指導法
中等教育論
高等教育論
生徒指導・進路指導論

発達と人間形成に
関する分野

教育人間学
幼児教育論
障害児教育論
発達と認知
教育相談

教育と社会・メディアに
関する分野

教育と産業社会
教育と開発
環境教育論
ジェンダーと教育
授業開発論

比較教育論
国際理解教育論
ヨーロッパの教育思想
ヨーロッパの教育制度
アジアの教育
アメリカの教育

教育と国際理解に
関する分野

社会教育論
生涯学習論
青少年教育論
地域教育論
社会教育経営論１
社会教育経営論２
野外教育論（含実習）１
野外教育論（含実習）２

社会教育及び生涯学習に
関する分野

教育学特殊講義１
教育学特殊講義２
教育学特殊講義３
教育学特殊講義４

特殊講義

※一部の科目については開講しない場合があります。
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鈴木　優人

癸生川　大喜

サークル紹介
授業だけではなく、サークル活動も大学生活を充実したものにしてくれます。
サークル活動ならではの経験が、視野を広げるきっかけになるかもしれません。
教育学科の学生が中心となって立ち上げ、活動している3つのサークルを紹介します。

児童文化研究会
こんにちは、私たちは児童文化研究
会です。私たちは児童館を中心に活
動をしていて、子どもたちと遊びな
がら、サークル員同士の交流を深め
ていきます。キャンプや季節の行事
に参加し、やりがいのあるレクリ
エーションを毎月おこなっています。
子どもが好きな方、教職コースを志
望している方におすすめのサークル
です！

教育学研究会

SSG （School Support Group）
私たちSSGは、「『遊び』と『学び』の融合」の活動理念に基づき、
学生自身が企画し、運営する主体的に児童と関わっていくボラン
ティアサークルです。実際に小学校を訪れ、児童と一緒にレクリ
エーションや工作、防災教育などを行っています！これからも
児童と共に成長していける、素晴らしいサークルを作っていき
ます！

児童文化研究会 教育学研究会
教育学研究会（通称読書会）は、テーマ
になった本を読み、議論をするサーク
ルです。「教育学って実際どうなの？」
と週一で談笑してみませんか？他の
サークルでは得られない経験がここ
にはある！兼サー可！

同じ志を持った仲間と一緒に活動をするのは非常
にやりがいがあります。実際に小学校で児童と関
わるので、責任はありますがその分たくさんの経
験をすることができます。教職を目指している方
や、子どもが好きな方にお勧めです！

楽しいサークル活動！！

堀　愛美

固そうな名前に反して、個性的なメン
バーで和やかに活動しています。時に
は大学院の先輩や教授と議論を交わし
たり、レポートでも役立つ事間違いな
い実践的な議論を行っています！

楽しいサークル活動！！
子どもが好きな方におすすめ！普段の子ど
もの様子や、様々なことに取り組む姿を見
ることができます。あらゆる活動にやりが
いがあります！

充実したサークル活動!!

教育学科には、人間の「善さ」と成長とを信じる温かいまなざし、受容の雰囲気があります。
また、問題を議論と分析とによって乗りこえようとする誠実さと厳しさとがあります。
私たちは、全国・全世界から集まった意欲の高い学生たちが切磋琢磨していく姿を、心から応援しサポートしていきます。

①図書館情報学
②「図書館はどのような性質の
資料を所蔵しているのか」
「なぜ図書館に公費を投入す
るのか」「図書館への投資は
ペイしているのか」「読書は
何に対してどの程度の効果
を持つのか」などについて研
究しています。大場 博幸 教授

①教育史
②日本の教育を歴史的側面か
ら研究しています。授業で
は、「日本教育史」などを担当
しています。全国の図書館・
公文書館めぐりが「趣味」で
す。

小野 雅章 教授

①アメリカの教育
②現代の日本とアメリカにお
ける教育改革の動向を理念
的、制度的に研究していま
す。とりわけ、現代の日米の
学力テスト、学力問題につい
ても調査し、比較研究を行っ
ています。北野 秋男 特任教授

①社会教育学
②学校と地域社会の関係性に
ついて研究しています。また、
社会教育の専門職である社
会教育主事（社会教育士称号）
のコースを担当しています。
教員志望者もそうでない人も
社会教育主事資格の取得を目
指してください。佐藤 晴雄 特任教授

①教育行政学、教育財政学
②教育行政、教育財政を主な
テーマにしています。学力向
上と教育投資、高校無償化、
子どもの貧困、学習支援、大
学奨学金など、現代社会にお
ける教育政策の在り方につ
いて実証的に研究していま
す。末冨　芳 教授

①教師教育論、教員養成史
②教師教育の課題と展望につ
いて、教育史の観点から研究
しています。戦前・戦後にお
ける中等教員養成システム
の連続・非連続性に着目し
ながら、現在の大学における
教員養成カリキュラムの課
題を考えています。杉森 知也 教授

①教育社会学
②近現代の教育を広く社会科
学的な視点から考察してい
ます。世にあふれる教育論
は、ゆがんだ現状認識や偏っ
た価値評価に基づいたもの
がとても多い。冷静な社会科
学的見方から教育の今後を
考えたいと思っています。広田 照幸 教授

①教育臨床社会学、キャリア形成論
②社会・学校・家庭の要請に
応じた調査分析を行い、実践
的な方策の提示や、事象理解
の問い直しを試みています。
主なテーマは「青年期のキャ
リア形成と教育支援」「女性
のライフキャリア」「ペアレ
ントクラシー」です。望月 由起 教授

①教育方法学、教育工学、
　メディア・リテラシー論
②「メディアを活用して学ぶ教育方
法（教育におけるICTの活用）」と
「メディアについて学ぶ教育方法
（メディア・リテラシーの育成）」
に関する研究をしています。初
等・中等教育の実践者と共同
で実践研究に取り組んでいます。中橋　雄 教授

①特別ニーズ教育・特別支援教育
②特別ニーズ教育の歴史、北欧
福祉国家との比較、障害当事
者のニーズ調査、小中学校の
巡回相談や少年院・児童発
達支援センター等の発達相
談臨床等の視点から研究を
行っています。髙橋　智 教授

①幼児教育学、児童福祉
②就学前の子どもの生活につ
いて、特別なニーズのある子
どもを主対象に研究してい
ます。子どもたちのキャリア
の基礎を培う就学前期を豊
かにするための社会システ
ムのあり方を考えています。田中　謙 准教授

①高等教育論
②アメリカ高等教育の歴史や思
想を研究しています。自分たち
が経験している高等教育や大
学を外側から見つめることで、
知らず知らずのうちに前提とし
ている考え方の枠組みを問い
直し、そこから自由になれるか
もしれません。間篠 剛留 准教授

①教育思想史・比較教育学
②海外、とくに東アジアの教育
の歴史・思想、制度・政策に
ついて研究しています。海外
の教育を知ることで、日本の
教育を相対的に捉え、そのあ
り方を問うきっかけになる
かもしれません。海外の教育
に視野を広げてみましょう。日暮 トモ子 教授

①教育行政学・教育政策
②学習塾などと教育委員会や
学校の連携を研究テーマに
しています。主に公営塾など
自治体主導型学習支援事業
を取り上げ、フィールドワー
クを通じて事業の政策的背
景や効果検証に取り組んで
います。佐久間 邦友 助教

①教育社会学・比較教育
②中国農村中学校の中退問題
及び教師の指導文化の比較研
究を主なテーマにしています。
学校内部の事象が外側の社会
構造とどのように結びついてい
るのかに注目しながら、フィール
ドワークの手法を用いて研究し
ています。劉 麗鳳 助手

①教育思想・哲学
②後期ミシェル・フーコーの
思想を手がかりに、これまで
の教育思想・哲学において
対立させて語られてきた「主
体化／社会化」という概念
を、自己と他者の「統治」とい
う観点から問い直す研究を
行なっています。堤 優貴 助手

①デパ地下巡り、ヨガ(趣味にす
る予定)
②2007年度に、教育学科を卒業
しました。少しでも困ったこと、
相談がある場合は教育学科事
務室でお待ちしてます。一緒に
問題解決していきましょう。充実
した学生生活 が送れるように
サポート致します。小林 円香 職員

①読書（マンガも新書も何でも
好きです。）

②2021年度に教育学科を卒業
しました。教育学科は先生方
や同級生、先輩、後輩たちと
の繋がりを強く感じられる
温かい学科です。自身の学生
の頃の経験も基に、最大限サ
ポートをしていきます！永瀬 敦也 職員

①買い物（服が大好きです）
②2017年度に教育学科を卒業
しました。温かい雰囲気がある
のが教育学科の特徴です。何
かあった時には「教育学科事
務室に行こう」と思ってもらえる
ような環境作りを目指します。
楽しい学生生活が送れるよう
全力でサポートしていきます！吉田 知世 職員
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進路･卒業生のメッセージ
教育学科はこれまで6,000名を超える卒業生を輩出してきました。
小・中・高等学校の教員、大学教員、教育委員会など教育関係職への就職が多くなっています。
もちろん民間企業や官公庁に就職する卒業生もいます。

　私は現在、横浜地方裁判所で民事の事件
を担当しています。小さい時から教員になり
たくて、浪人して教育学科に入りました。た
だ、教育実習や教育を学んでいく中で、学校
で授業を受けることもできない子供、家庭環
境が悪く家族と暮らせない子供がいることを
知り、そのような環境にいる子供たちと関わる
仕事がしたいと思い、裁判所を受けました。
　今は子供たちと関わる部署にはいません
が、将来的にはそのような部署にいきたいと
思っています。
　小さい時から教員一筋だった私は、最初
教員以外の職に就きたいということをなかな
か言い出せませんでしたが、勇気を出してよ
かったと思っています。
　今、やりたいことがある人もない人も、自分
がやりたいと思うことを信じて、頑張ってくだ
さい。

新しいみち

〈卒業生のメッセージ〉

（株）日本航空、全日本空輸（株）、（株）りそなホールディングス、（株）リクルート、（株）ベネッセスタイルケア、（株）臨海（旧：臨海
セミナー）、アイリスオーヤマ（株）、（株）日本旅行、富士フイルムビジネスイノベーション（株）、（株）東日本銀行、さわやか信用金
庫、いるま野農業協同組合、東京高等裁判所、東京消防庁、茨城県警本部、江戸川区役所、青梅市役所、川崎市役所、学校職員（東京福
祉専門学校）公立小学校（神奈川県、さいたま市）、公立中学校（東京都、神奈川県、横浜市、埼玉県、千葉県）、公立高校（神奈川県、千
葉県）特別支援学校（山梨県立かえで支援学校）、私立高等学校（日本大学明誠高等学校）、日本大学大学院、東京工業大学大学院、東
京都立大学大学院、東京学芸大学大学院

〈主な就職先・進路〉

大学院
日本大学大学院文学研究科教育学専攻（教育学コース）

博士前期課程（修業年限2年）と博士後期課程（修業年限3年）から構成されています。高度な専門知識

をもった職業人および優れた研究能力を備えた研究者の育成を目指した教育を行い、すでに数多く

の人材を社会の諸分野に送り出しています。また、中学校（社会）・高等学校（公民）の専修免許状取

得の道も開かれていて、高い専門性と資格をもつ、優れた教員を教育界へ送り出しています。

日本大学教育学会は、教員・大学院生・学部生やそのOB・

OGが中心となって研究を行っており、春・秋に学術研究発表

会を開催しています。学術活動の他にも、教育学科と卒業生を

つなぐ同窓会の開催、教育学科公認サークルへの研究補助、充

実した学生生活が送れるようなさまざまな支援活動などを展

開しています。また、『会報』を春と秋の年2回、紀要『教育学雑

誌』を年1回発行しています。

【一般入試（C方式）】
募集人数　7名 試験日　1月14日（土）・15日（日）〔大学入学共通テスト〕
合格発表　2月14日（火）

【一般入試（N方式）】
第1期　　募集人数 3名 試験日　2月1日（水） 合格発表　2月14日（火）
第2期　　募集人数 3名 試験日　3月4日（土） 合格発表　3月13日（月）

【一般入試（A方式）】
第1期　　募集人数 47名 試験日　2月3日（金） 合格発表　2月14日（火）
第2期　　募集人数 3名 試験日　2月28日（火） 合格発表　3月6日（月）

※詳細は文理学部の「入試要項」をご覧ください。

日本大学教育学会

入試情報 ◆令和5年度入試情報

　私は現在、地方公務員として地域コ
ミュニティの促進やNPO等市民団体の
支援などを行っています。行政だけでは
なく、その地域に住む人々や、学校・福
祉施設・民間企業など様々な人と協力
してより良いまちづくりを目指す、やりがい
のある仕事です。
　教育学科では「教育」という面から社
会を眺めます。私は教員ではない道へ進
みましたが、教育学科で初めて学び、興
味を持った事柄が現在の職に直結して
います。皆さんの可能性を広げ、新たな
「好き」を見つけることができるこの学科
で、有意義な大学生活を送ってください！

教育から社会を学ぶ

日野市役所
企画部地域協働課

2019年度 卒業

熊島　秀樹さん
横浜地方裁判所

2020年度 卒業

柳下　夏花さん
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公務 14%
製造 2%

卸・小売業 9%医療・福祉 3%

建設業 1%
不動産業 5%

サービス業 21%

教育 32%
金融業 3%

情報通信業 10%


