
筑波大学大学院説明会
博士前期課程（教育基礎科学SP）
博士後期課程教育学学位プログラム
2021年6月19日（土）

＜オンライン参加者へのお願い＞
本日はお忙しいなかご参加くださり、

誠にありがとうございます！

マイクはミュートに、カメラはオフに設定し

てくださいますようお願いいたします。



はじめに…

＜オンライン参加者へのお願い・おことわり＞

・マイクはミュートに、カメラはオフに設定してください。

・説明は日本語で行われます。

・説明会の様子は記録用に録音・録画いたします。公開はいた
しません。

・全体会のスライドは、後日学位プログラムのウェブサイトに
て公開予定です。



タイムスケジュール

【13:20～14:05 全体会】
13:20～13:30    教育基礎科学ＳＰリーダー挨拶
13:30～13:40 博士後期課程教育学学位Ｐの説明
13:40～13:50 教育基礎科学ＳＰの説明
13:50～14:00 令和３年度入学10月実施試験に関する説明
14:00～14:05 おわりに

【14:10～15:00 分科会】
14:10～15:00 各プログラムのブレイクアウトルームに分かれて、

大学院生によるプログラムの紹介ならびに質疑応答



分科会

教育基礎科学SPリーダー挨拶（藤田晃之先生）

後期課程教育学学位プログラムの説明（藤田晃之先生）

前期課程教育基礎科学プログラムの説明（藤田晃之先生）

10月実施入試の説明（遠藤優介先生）

おわりに



教育基礎科学サブプログラムリーダー

挨拶
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教育基礎科学SPリーダー挨拶（藤田晃之先生）

後期課程教育学学位プログラムの説明（藤田晃之先生）

前期課程教育基礎科学プログラムの説明（藤田晃之先生）

10月実施入試の説明（遠藤優介先生）

おわりに



教育学学位プログラム

博士前期課程 博士後期課程

国際教育
サブプログラム

次世代学校教育創成
サブプログラム

教育基礎科学
サブプログラム

学校教育
領域

国語教育
領域

社会科教育
領域

数学教育
領域

理科教育
領域

スクールリーダーシップ
開発分野

英語教育分野 芸術科教育分野 保健体育教育分野



博士後期課程教育学学位プログラム

人材養成目的

社会の急激な変化のもと対応を迫られる教育の具体
的課題と、地球的視野をもって解決されるべき教育の
本質的課題のそれぞれについて、教育学の幅広い学問
的知見を基盤として的確な研究方法をもって追究し、
独創的な研究成果を国内外に向けて発信し、政策と実
践の改革を国際的に先導することのできる教育学研究
者ならびに高度専門職業人を養成することを目的とし
ます。



博士後期課程教育学学位プログラム

教育哲学
日本
教育史

生涯学習・
社会教育学

教育
社会学

教育
制度学

教育
計画論

比較・国
際教育学

学校
経営学

高等
教育論

教育
方法学

道徳
教育学

キャリア
教育学

社会科
教育学

人文科
教育学

数学
教育学

理科
教育学



近年の主な学位論文

博士後期課程教育学学位
・旧制中学校国語科における文法と作文との関連（人文科教育学、2020）

・海軍飛行予科練習生の教育史的研究－軍関係教育機関としての制度的位
置とその戦後的問題－（日本教育史、2019）

・1970年代以降のドイツにおける改革教育的な学校改革と授業実践－学校
と生活の接続問題をめぐる授業の構成理論－（教育方法学、2019）

・ゴーチエにおける芸術教育思想の特質－人間形成論的側面に着

目して－（道徳教育学、2019）

・現代アメリカの貧困地域における市民性教育改革の研究－教室・学校・
地域の連関構造の重要性に着目して－（学校経営学、2018）

・学校数学における証明活動の方法に関する研究―argumentationを視点
として―（数学科教育学、2018）
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学位申請予定論文の主要
部分が審査付き学術雑誌
に論文として1編以上掲
載済み、または掲載決定
済みであること。

学位申請予定論文の主
要部分が審査付き学術
雑誌に論文として2 編
以上掲載済み、または
掲載決定済みであるこ
と。ただし、（中略）
そのうち1編以上は、全
国学会誌・国際学術雑
誌の論文でなければな
らない。
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教育基礎科学サブプログラム

教育学研究科（５年一貫制博士課程）

人間総合科学研究科

教育学専攻
（博士前期課程）

人間総合科学研究科

教育基礎学専攻
学校教育学専攻

ヒューマン・ケア科学専攻共生教育学分野
（博士後期課程）

教育基礎科学
サブプログラム
（博士前期課程）

教育学学位プログラム
（博士後期課程）

2001年度

2020年度



教育基礎科学サブプログラム
本サブプログラムの
アピールポイント

国際的な視野をもつ
研究者の育成

東北師範大学（中国）、
華東師範大学（中国）、
北京師範大学（中国）、
モスクワ市立教育大学
（ロシア）の各大学院と
は継続的な交流の実績が
あり、国際交流の対象と
なる大学院は今後増えて
いくことが予定されてい
る。さらに、東北師範大
学と前身の教育学専攻が
2016年にダブルディグ
リー・プログラムの協定
を締結し、2017年度から
運用を開始している。







教育基礎科学サブプログラム
本サブプログラムの
アピールポイント

国際的な視野をもつ
研究者の育成

東北師範大学（中国）、
華東師範大学（中国）、
北京師範大学（中国）、
モスクワ市立教育大学
（ロシア）の各大学院と
は継続的な交流の実績が
あり、国際交流の対象と
なる大学院は今後増えて
いくことが予定されてい
る。さらに、東北師範大
学と前身の教育学専攻が
2016年にダブルディグ
リー・プログラムの協定
を締結し、2017年度から
運用を開始している。
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日本
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特別
活動学



研究テーマ例

教育基礎科学サブプログラム
・イギリスのインクルーシブ教育における通常学校の条件整備に係る立法過程の分析

・多文化共生社会における外国人労働者の教育に関する研究

・新型コロナウイルス感染症を契機にした高齢者教育の展開に関する研究

・卒業生の母校支援活動が大学にもたらす影響

・中日の中学校の古典学習における意欲の向上についての比較研究

・韓国中学校におけるキャリア教育の推進体制

・サービス・ラーニングにおけるパートナーシップに関する研究

・韓国の初等学校における歴史学習と歴史系博物館の関係に関する研究

・地域住民の学校参加に関する研究
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取得できる資格

小学校教諭専修免許状、中学校教諭専修免許状（全教科）、
高等学校教諭専修免許状（全教科）、養護教諭専修免許状、
栄養教諭専修免許状など

資格取得に際しては、既に取得している免許状や既定の単位
修得、試験合格等の条件が課されている場合があります。

教員免許（専修免許）の取得については、「教育職員免許状
の取得について（2020年度以降入学者用）」をご参照くださ
い。https://www.tsukuba.ac.jp/education/g-courses-

handbook/2021/pdf/02-tsukuba.pdf



長期履修制度

学位プログラム（前期・後期）では、職業等に従事しながら学習
を希望する人々（職業を有する者のほか、育児をする者、介護を
する者を含みます）に対して、長期履修制度を導入しています。

長期履修制度を希望する者は、入学手続き書類に同封されている
内容をよく確認し、学位プログラムの責任者等と必ず事前に相談
の上、申請様式を記入し、締切日までに提出します。個別審査の
上、その計画的な履修を認めることとなります。

長期履修制度の概要や必要な書類は以下を確認してください。

https://www.chs.tsukuba.ac.jp/714/
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課程・サブプログラム 出願期間 入試日程

博士前期課程
教育基礎科学
サブプログラム

9月1日(水)12時～
9月17日(金)15時

2021年
10月14日（木）
10月15日（金）

博士後期課程
教育学

学位プログラム
9月1日(水)12時～
9月17日(金)15時

2021年
10月15日（金）

※最新の情報は、必ず募集要項サイトをご確認ください。

2022（令和4）年度入学大学院入試日程（10月実施）



入試区分

課程・サブプログラム 入試区分 定員

博士前期課程
教育基礎科学
サブプログラム

一般入試 12名

博士後期課程
教育学

学位プログラム

一般入試 12名

社会人特別選抜 4名

※最新の情報は、必ず募集要項サイトをご確認ください。



試験科目等（教育基礎科学サブプログラム）
10月実施【一般入学試験】

10月実施 10月14日（木） 10月15日（金）

科目（配点） 外国語（200点）
専門科目（200

点）
口述試験（200

点）

学位プログラム 時間 10：00～12：00 13：30～15：30 10：00～

教育学学位プログラム
教育基礎科学
サブプログラム

英語
ただし、外国人留学生は英語
及び日本語を時間内で同時に
実施する。（英語・日本語と
もに、辞書の使用は不可）

教育学に関する小
論文

出願時に提出した
研究計画書をもと
に行う。
試験は個別に実施
する。
（注１参照）

※最新の情報は、必ず募集要項サイトをご確認ください。

（注）
1.口述試験はすべて日本語で実施し、各自5分以内の発表後、質疑応答を行います。
2.出願書類提出に先立ち、指導を希望する教員と事前に必ず連絡をとってください。
3.研究分野に関してのお問い合わせ先は、029-853-6745です。



試験科目等（博士後期課程）
10月実施【一般入学試験】

10月実施 10月１5日（金）

科目（配点） 口述試験（100点）

教育学学位プログラム
博士後期課程

個別面接
教育学に関する専門的事項および出願時に提出した論文（修士論文
等）・研究計画書について、口頭試問を行う。（注4参照）

※最新の情報は、必ず募集要項サイトをご確認ください。

（注）
１．口述試験は、日本語または英語で行います。
２．出願にあたって志願者は必ず志望する専門研究領域の教員と事前に連絡を取ってください。
３．教育学学位プログラムは以下のような専門研究領域から構成されます。

教育哲学、日本教育史、生涯学習・社会教育学、教育社会学、教育制度学、教育計画論、比較・国際教育学、学校経営
学、高等教育論、教育方法学、道徳教育学、キャリア教育学、社会科教育学、人文科教育学、数学教育学、理科教育学

４．配点は、提出された「論文（修士論文等）」（100点）を加え、計200点満点とします。

５．研究計画書（日本語2000字以内 又は 英語900words以内、Ａ4判（縦置き、横書き、片面印刷）2枚以内）には、
①研究題目、志望する専門研究領域、志望する指導教員、②研究目的、③研究内容、④研究方法および計画（3カ年）、
⑤先行研究から見た研究の特色および意義、⑥文献リストの各項目について、「論文（修士論文等）」の成果と関連づ
けて記述し提出してください。なお、⑥文献リストは日本語2000字以内 又は 英語900words以内に含みませんが
本文に挙げた文献のみとし、①～⑥を含む研究計画書全体で２枚以内に収めてください。

https://www.ap-graduate.tsukuba.ac.jp/wp-content/pdf/chs/hum_latter/research_ed.pdf


出願資格審査

次のいずれかに該当する場合は、出願資格審査が必要

・短期大学又は高等学校を卒業した者

・専門学校又は各種学校を卒業した者

・16年に満たない学校教育制度の外国の大学

を卒業した者

・その他

※最新の情報は、必ず募集要項サイトをご確認ください。



過去の入試問題の公開について

 過去3年分の入試問題を学位プログラムウェブサイトに掲載し
ています。

 教育基礎科学サブプログラムの過去の入試問題については、
前組織の人間総合科学研究科教育学専攻の過去問題をダウン
ロードできます。



その他（下記の点にご留意ください）

◎ 教員とのコンタクト

出願前に指導を志望する教員に連絡を取ることが求めら

れていますので、教育基礎科学SP・博士後期課程を希望
する方は、必ず、事前に連絡を取ってください。

◎ 研究室訪問

研究室訪問については、大学のコロナウィルス対応の方針を
踏まえ、各教員の指示に従ってください。



ご注意ください

◎ web上で公開している募集要項をよく読ん
で、日程や出願書類にミスのないようにしてく
ださい。
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おわりに…
 パンフレットの請求について

パンフレットは、学位プログラムのウェブサイトにて公開しています。
（https://www.education.tsukuba.ac.jp/edu-mp/adinfo_edump/）

郵送による送付をご希望の方は、封筒に「資料請求申込書在中」と明記の上、以下の二
点をお送りください。

１．資料請求申込書（学位プログラムウェブサイトよりダウンロードできます）

または郵便番号、住所、氏名、電話番号と請求する資料の部数を記載したメモ

２．返信用の角形2号封筒（宛先明記の上、215円切手を貼付）

宛先➡

 入試説明会後、アンケートにご協力お願いいたします。

〒305-8572

茨城県つくば市天王台1-1-1

筑波大学教育学学位プログラム広報担当（人間系・教育学域内）


