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第２次学生募集要項 

 
※入学者選抜試験において、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、試験日程

や選抜方法を変更する可能性があります。 

この学生募集要項を公表した後に新たな措置を講じる必要が生じた際には、横浜国立大

学教育支援専攻の入試情報サイト（https://eduss.ynu.ac.jp/exam/）にてお知らせしま

す。 

最新の情報を、上記ウェブサイトで定期的に確認してください。 
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教育学研究科教育支援専攻（第２次）入学者選抜試験日程 

 
 

日  程 備 考 参照頁 

入学資格審査
（該当者のみ） 

書類提出期間 令和４年１１月２日（水） 
～１１月４日（金）【必着】 

簡易書留速達郵便で送付

すること。 
２ 

審査結果通知 令和４年１１月１８日（金） 本人宛に通知します。 

出 願 期 間 令和４年１１月２９日（火） 
～１２月２日（金）【必着】 

簡易書留速達郵便で送付

すること。 ２ 

選 抜 試 験 令和４年１２月１７日（土）  ５ 

合 格 者 発 表 令和４年１２月２７日（火）１２時頃 
教育支援専攻ウェブサイ

トに合格者の受験番号を

掲載します。また、合格者

には郵送でも通知します。 

６ 

入  学  手  続 令和５年１月１２日（木） 
～１月１７日（火）【必着】 

入学手続の詳細な案内は

合格通知と共に本人宛に

発送します。 
６ 
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Ⅰ．教育支援専攻(修士課程)第２次学生募集要項 
令和５年度横浜国立大学大学院教育学研究科教育支援専攻（修士課程）学生を次の要領によって募集します。 

 

１．募集するコース・募集人員 

 教育支援専攻 入学定員 １６名 

コース名 募集人数 

心理支援コース 若干名 

日本語教育コース 若干名 

 

※両コースとも，現職教員の入学者を若干名見込んでいます。 

現職教員は，長期履修学生制度（6 ページ参照）を利用でき，入学後に指導教員及び担当教員と相談の上で，修了までの履

修計画を立てることができます。 

現職教員の範囲は次のとおりです。 

・日本における小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，幼稚園（認定こども園），専

修学校，各種学校,文部科学省に認定された在外教育施設で教職に就いている者（その他の教育行政機関等に出向中の者

を含む），又は教育委員会関係機関に勤務する者を指す。但し，非常勤講師は除く。 

・日本語の学習を主な目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う機関で教員職に就く者を指す。但し，

非常勤職の者は除く。 

 

２．出願資格 

下記にあげる各項の一つに該当する者が出願できます。 

（１）学校教育法第 83条に定める大学を卒業した者及び令和 5年 3月までに卒業見込みの者 

（２）学校教育法第 104条第 7項の規定により学士の学位を授与された者（令和 5年 3月までに授与見込みの者を含みます） 

（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（令和 5年 3月までに修了見込みの者を含みます） 

（４）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（令和 5年 3月までに修了見込みの者を含みます） 

（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 

（５）の２ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の

認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，

修業年限が 3年以上である課程を修了すること（当該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

ることにより当該課程を修了すること及び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前号の指定

を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者（令和 5年 3月ま

でに授与見込みの者を含みます） 

（６）専修学校の専門課程（修業年限が 4年以上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降に修了した者 

（７）文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第 5号）【（注２－１），（注２－２）を参照】 

（８）本研究科において，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られた者で，令和 5

年 3月 31日までに 22歳に達するもの【「（注３）入学資格審査」を参照）】 

（注１）上記以外の出願資格は認めません。 

（注２－１）（７）の文部省（現文部科学省）告示  

・教育職員免許法（昭和 24年法律第 147号）による小学校，中学校，高等学校もしくは幼稚園の教諭もしくは養護教諭の

専修免許状または一種免許状を有する者で 22歳に達したもの 
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・旧国立養護教諭養成所設置法（昭和 40年法律第 16号）による国立養護教諭養成所を卒業した者で，教育職員免許法によ

る中学校教諭もしくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有するもの 

・旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法（昭和 36年法律第 87号）による国立工業教員養成所を卒業した者で，

教育職員免許法による高等学校教諭免許状及び 3 年以上教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を

有するもの 

（注２－２）出願資格（７）によって出願する場合は，後述する「４．出願手続（３）」に加えて，免許状の授与証明または

原本証明を併せて提出してください。 

（注３）入学資格審査 

上記「２．出願資格（５）の２又は（８）」において，個別の入学資格審査の対象となる者は，「短期大学，高等専門学校，

専修学校，各種学校の卒業者やその他の教育施設の修了者等大学卒業資格を有していない者」です。これにより出願しよう

とする場合は，事前に審査を行う必要がありますので，次の書類を教育学系大学院係まで提出してください。 

（１）提出期間   令和４年１１月２日（水）～１１月４日（金）【必着のこと：簡易書留速達郵便に限る】 

（２）提出書類 

以下のうち，①～④は本学所定様式をウェブサイトからダウンロードして作成してください。 

① 入学資格認定申請書（様式⑫） 

② 履歴書（入学試験出願資格認定審査用）（様式⑬） 

③ 入学試験出願資格認定審査調書（様式⑭） 

④ 学歴書（外国人志願者のみ）（様式⑤） 

⑤ 卒業・修了（見込）証明書または在学期間証明書（出身学校長等が作成したもの） 

⑥ 成績証明書（出身学校長等が作成したもの） 

⑦ 返信用封筒１通（市販の長形３号封筒に 354円分切手を貼付し，郵便番号，住所，氏名を明記したもの。） 

（３）結果通知  （２）の提出書類に基づき書類審査を行い，令和４年１１月１８日（金）に審査の結果を通知します。 

 

（注４）出願資格等について不明な点や疑問がある場合は，教育学系大学院係（連絡先は７ページ参照）にお問い合わせく

ださい。 

  

３．受験上及び修学上の配慮を必要とする入学志願者の事前相談 

   心身の障がい等（視覚障がい，聴覚障がい，肢体不自由，病弱，発達障がい，その他）により，受験上及び修学上の配

慮を必要とする場合は，出願前までに必ず教育学系大学院係（連絡先は７ページ参照）へ「受験上及び修学上の配慮を必

要とする入学志願者の事前相談申請用紙」（様式⑮）により申し出てください。また，出願後に不慮の事故等で負傷し，受

験上及び修学上の配慮を必要とすることになった場合も，その事由が発生し次第速やかに申し出てください。 

相談の内容や時期によっては，希望通りに配慮ができない場合や，出願期間終了時までに配慮事項を決定できない場合

があります。可能な限り早い時期に申し出てください。 

 

４．出願手続 

（１）出願期間 

    令和４年１１月２９日（火）～１２月２日（金）【必着】 
 

ただし,令和４年１２月１日（木）までの発信局消印のある簡易書留速達に限り,期限後に到着した場合でも受理します。 

（２）出願書類提出先 

〒２４０－８５０１ 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台７９番２号 

横浜国立大学 教育学系大学院係 

（３）出願方法及び入学検定料 

   入学志願者は，次の書類等を簡易書留速達で送付してください。受付は郵送に限ります。 

出願書類はいずれもＡ４サイズで印刷し，必要事項を記入してください。郵送方法は，角形２号封筒〔240mm×332mm〕

封筒の表面に，「出願書類送付用ラベル（「簡易書留速達」）」をウェブサイトからダウンロードのうえ貼り付け，出願書

類一式を入れ簡易書留速達で郵送してください。なお，出願書類は折り曲げないようにしてください。 
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※本学所定様式①～⑪はウェブサイトからダウンロードして作成してください。 

なお，記入する際は，パソコン又は手書きで記入して下さい。（本学での誤読を防ぐため，パソコンでの作成を推奨しま

す。手書きで記入する際は黒インクのボールペン（消せるボールペンは不可）で記入して下さい。 

書 類 等 様式 対象 摘   要 

・入学願書 

・受験票 

様式① 

様式② 
全 員 

・「署名（自筆）」欄は，本人が手書きで署名してください。 

・受験票はなるべく厚口白紙〔紙厚0.15㎜程度（はがき程度の厚さ）〕）

を使用してください。 

・同一の写真（カラー・白黒可）を２枚用意し，入学願書及び受験

票の写真貼付欄に糊付してください。 

大学院における研究計

画書 
様式③ 全 員 本学所定の様式に 2000字程度で記入してください。 

心理・教育支援に関する

活動報告・業務実績書 
様式④ 

心理支援コース 

の志願者で該当 

者のみ 

心理支援コースの志願者のうち，該当者は本学所定の様式に記入し

てください。（様式④注２を参照のこと） 

学歴書 様式⑤ 外国人志願者のみ 本学所定の様式に記入してください。 

卒業（見込）証明書 ― 全 員 複数の大学を卒業・修了した者は，各大学の証明書をそれぞれ提出

してください。大学院修了者は，学部の証明書も提出してください。 成績証明書 ― 全 員 

入学検定料支払（払込）

受付証明書貼付用紙 
様式⑥ 全 員 

下記【出願書類についての注意】エ．入学検定料，オ．入学検定料

免除特別措置を参照してください。 

受験票返信用封筒１通 様式⑦ 全 員 

長形３号封筒〔120 mm×235 mm〕をご用意していただき，本学所定

の受験票返信用封筒（ラベル）をダウンロードし，封筒の表面に貼

り付け，354円分の切手を貼付して，郵便番号，住所，氏名を記入（住

所は日本国内とする）してください。 

宛名票 様式⑧ 全 員 郵便番号・住所・氏名を記入してください。（住所は日本国内とする） 

在留資格に関する証明

書 
― 外国人志願者のみ 

出願時に日本に在住している外国人志願者は，在留カードのコピー

（両面）を提出してください。日本に在住していない場合は，パス

ポートのコピーを提出してください。                                                                 

教育支援専攻入試推薦

書 
様式⑨ 

日本語教育コース

の志願者で現職 

教員のみ 

日本語教育コースの志願者で筆記試験免除制度を申請する者は,勤

務先所属長からの推薦書（様式⑨）を提出してください。 

受験承諾書 様式⑩ 必要とする者のみ 
勤務先等の規定上，所属長等の承諾が必要である場合は，受験承諾

書（本学所定の様式）を提出してください。 

私費外国人留学生授業

料免除申請書・経費支

弁計画書 

― 
外国人志願者で 

必要とする者のみ 

入学後，私費外国人留学生授業料免除制度を利用する者は，本学ウ

ェブサイト(下記 URL)を参照のうえ，提出してください。 

https://www.ynu.ac.jp/campus/expense/foreign_exempt.html 

出願書類提出確認表 様式⑪ 全 員 本学所定の様式に記入してください。 

【出願書類についての注意】 

ア．「２．出願資格（注３）」の「入学資格審査」を受けた者は，審査時の書類を用いますので，卒業証明書，成績証明書の

提出の必要はありません。 

イ．各種証明書と現在の姓が異なっている場合は,戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）を提出してください。 

ウ．提出書類のうち，日本語または英語以外で書かれているものには日本語訳を添付してください。 

また，出身大学の都合により証明書類の原本が提出できない場合は，出願前に証明書類原本を教育学系大学院係窓口へ

持参し，「原本証明済みのコピー」の発行を受け，それを原本の代わりとして提出してください。 

[窓口対応時間]８：３０～１２：４５，１３：４５～１７：００（土日祝日を除く） 
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エ．入学検定料 
    １）払込金額 ３０，０００円 

        ２）払込期間  出願期間に間に合うように払込をしてください。 

        ３）払込方法 

【日本国内居住の日本人及び外国人志願者】 

①コンビニエンスストア（セブンイレブン，ローソン，ミニストップ，ファミリーマート）にて払込が可能です。 

店内にある情報端末機を利用して払込を行ってください。（情報端末機で発券後，必ずレジで払い込んでくださ 

い。）操作の手順は 18ページ「入学検定料コンビニ支払方法のご案内」を参照してください。 

          ②インターネット決済 e-apply 「学び・教育」出願・申込サービスを利用した，クレジットカード（VISA・MasterCard・

JCB・American Express・MUFG・DC・UFJ・NICOS）・中国銀聯ネット決済により払込みが可能です。 

詳細は本学ウェブサイト・入試情報（https://www.ynu.ac.jp/exam/index.html）より「大学院入学検定料のク 

レジットカードによる払込」をご覧ください。 

      【海外在住の日本人及び外国人志願者】 

③海外から支払いをする者は，下記 URL より，教育機関向けの国際的な送金サービス「Flywire」を利用し，クレ

ジットカードもしくは銀行振込により払うことが可能です。 

利用に際しては，Flywire のホームページを確認し，不明な点があればサポートデスクまでお問い合わせくださ

い。 

Flywire横浜国立大学決済ページ： https://www.flywire.com/pay/ynuni/ 

Flywireホームページ： https://www.flywire.com 

Flywireサポートデスク： https://www.flywire.com/support 

※払込時に別途必要な払込手数料は，入学者の本人負担となります。 

ａ．入学検定料の払込済みを証明する下記証明を，所定の貼付用紙（様式⑥入学検定料支払（払込）受付証明書貼

付用紙）の「検定料収納証明書」貼付欄に貼り付け，出願書類に同封してください。 

入学検定料が払い込まれていない場合やそれらが貼り付けられていない場合は出願を受理しません。 

①による払込の場合，セブンイレブン，ローソン，ミニストップで払込の場合は「収納証明書」，ファミリーマ

ートで払込の場合は「レシート（受領書）のコピー」 

②③による払込の場合は「支払い完了通知のメール画面を印刷した物」 

ｂ．払込時に別途必要な払込手数料は志願者本人の負担となります。 

ｃ．入学検定料は二重に払い込まないでください。 

ｄ．日本政府（文部科学省）国費外国人留学生は入学検定料は不要です。（出願の際，必ず国費外国人留学生証明

書を同封してください。） 

オ．入学検定料免除特別措置 

  本学では，災害等で被災した受験者の進学の機会を確保する観点から，出願に際し入学検定料免除の特別措置を行ない 

ます。 詳細は https://www.ynu.ac.jp/exam/index.htmlをご確認ください。 

カ．入学検定料の返還について 

１）払込済みの入学検定料は，次の場合を除き，いかなる理由があっても返還しません。 

  ①入学検定料を払い込んだが横浜国立大学教育学研究科教育支援専攻に出願しなかった（出願書類等を提出しなか

った又は出願が受理されなかった）場合 

      ②入学検定料を誤って二重に払い込んだ場合 

      ③新型コロナウイルスの感染拡大防止措置のため，本学への来学が不可能となった場合       

    ２）入学検定料の返還請求の方法 

      以下①～⑤の項目を明記した入学検定料返還請求願（様式は問わない）を作成し，必ず，「検定料支払（払込）受付

証明書」を添付して，速やかに郵送してください。「入学検定料返還請求願」が到着した後，本学から別途返還に必

要な書類を郵送します。 

①返還請求の理由，②氏名（ふりがな），③現住所，④連絡先電話番号，⑤試験の種類   

３）その他 

  ①入学検定料の返還（払戻し）には相当の日数がかかりますのでご了承願います。 

  ②出願が受理されなかった場合については，本学から別途返還に必要な書類を郵送します。 

  ③返還額は，返還の際に要する手数料が差し引かれた額となりますのでご了承願います。 

   送付先：〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台 79番 2号 

               横浜国立大学教育学系大学院係 宛 

キ．出願書類等について，虚偽の申請，不正等の事実が判明した場合は，入学許可を取り消すことがあります。 
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５．選抜方法 

入学者の選抜は，学力検査及び提出書類（研究計画書，成績証明書等）により，総合的に判断して行います。 

（１）選抜試験日 

令和４年１２月１７日（土） 

 

（２）選抜試験場 

横浜国立大学教育学部講義棟（横浜市保土ケ谷区常盤台 79 番 2 号） 

 

（３）選抜試験の内容及び実施時間 

    学力検査は，筆記試験と口述試験です。 

    筆記試験は専門科目試験を課します。 

 

《実施時間》   

１２月１７日（土）  

専門科目試験  口述試験 

９：００ ～ １１：００ 
心理支援コース  １２：００～ 

日本語教育コース １２：３０～ 

   

《コースごとの筆記試験の内容》（「Ⅱ．教育学研究科教育支援専攻案内」も参照してください。） 

コース名 筆記試験の概要 

心 理 支 援 コ ー ス 専門科目試験［120分］ 

【必須問題】 

問１：英語の文章読解力を問う問題  

問２：基本的な用語の知識を問う問題。教育心理学（教授学習，認知，社会，発達），臨床心理学

（心理査定，心理療法），心理学研究法（実験，面接，観察，調査，心理統計法）の領域に関する

語句説明問題に解答する。 

【選択問題】 

問３：基本的な知識を問う問題。教育心理学（教授学習，認知，社会，発達），臨床心理学（心理

査定，心理療法），心理学研究法（実験，面接，観察，調査，心理統計法）の領域に関する問題の

中から２問を選択して解答する。 

日本語教育コース 
専門科目試験［120分］ 

英語問題を含む，日本語教育に関する記述問題（辞書持ち込み不可）。 

（注１）心理支援コース専門科目試験における辞書の持ち込みについて 

    ①学術用語辞典等の専門領域に関する辞書及び電子辞書等の電子機器の持ち込みは認めません。 

    ②持ち込める辞書の種類は，外国語辞書（大きさは中辞典程度までのもの）１冊に限ります。ただし，外国人志願者 

は２冊まで持ち込めます。 

    ③辞書に書き込み（マーカー等を含む）のあるものは持ち込みできません。 

 

６．現職教員に対する筆記試験免除制度 

  教育支援専攻日本語教育コースを志願する現職教員（現職教員の範囲は 1ページ参照）は，出願時に本学指定の教育支援専

攻入試推薦書（様式⑨勤務先の所属長が推薦したもの）を提出することにより，入試における筆記試験の免除を受けることが

できます。 筆記試験免除者には受験票とともに筆記試験が免除された旨の通知を発送します。 
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７．合格者発表 

  令和４年１２月２７日（火）１２時頃 教育支援専攻のウェブサイトニュース（https://eduss.ynu.ac.jp/）及び，教育支

援専攻のウェブサイト入試の概要(https://eduss.ynu.ac.jp/exam/information/)に合格者の受験番号を掲載するとともに合

格者本人宛に合格通知書を発送します。 

   ※掲載期間は，合格者発表日から概ね４日間程度とします。 

 

８．入学手続 

  入学手続き期間：令和５年１月１２日（木）～１月１７日（火） 

手続きの詳細な案内は，合格通知書とともに合格者本人宛に発送します。 

入学時に必要な経費：  

（１）入学料     ２８２，０００円 【現行】 

（２）授業料（半期） ２６７，９００円 【現行】 

（年額） ５３５，８００円 【現行】 

【注意】１ 入学料及び授業料は変更する場合があります。 

２ 入学料・授業料の改定が行われた場合には，改定後の金額を徴収します。 

３ 令和５年度春学期分の授業料は指定された銀行又はゆうちょ銀行（郵便局）の口座より５月頃に引き落とします。

指定口座の登録方法は令和５年２月頃にウェブサイト及び eメールでお知らせします。 

 

９．注意事項 

（１）入学試験・入学手続に関する事務は，横浜国立大学教育学系大学院係（横浜市保土ケ谷区常盤台79番2号）で行います。 

（２）試験当日は，必ず受験票を持参してください。 

 

１０．長期履修学生制度 

この制度は，「職業を有している等のために一般の学生に比べて年間に修得できる単位数が限られ，標準の修業年限で修了

することが困難な学生」を対象としています。本制度を適用することによって，事情に応じて標準の修業年限を超えて計画

的に教育課程を履修し修了することにより，学位を取得することができます。 

長期履修学生として認められた場合に納付する年間授業料は，「定められた授業料の年額」に「標準修業年数」を乗じて得

た額を「許可された修業年数」で除して得られた額となります。 

長期履修学生の年間授業料算出方法は下記により算出されます。 

年間授業料 ＝ 定められた授業料の年額（535,800円【現行】※） × 標準修業年数（2年） ÷ 許可された修業年数 

                                               ※在学中に授業料の改定が行われた場合には，新授業料を適用します。 

（１）申請手続き    長期履修学生制度の適用を希望する者は入学後に以下の書類を提出してください。 

① 長期履修学生申請書（本学所定の用紙（５）申請書類の請求を参照） 

② 在職証明書又は在職が確認できる書類（様式自由） 

（２）可否の認定   申請書類に基づき審査の上，認定の可否を決定し通知します。 

（３）在学期間    長期履修学生の在学期間については指導教員とよく相談の上決定してください。 

（４）在学期間の変更 長期履修学生として認定された在学期間は，原則として変更できません。 

（５）申請書類    申請書類は入学手続書類に同封します。 

（６）申請期間    令和５年４月初旬～中旬を予定しています。 

 

１１．入学者に対する麻疹（はしか）等感染症に関する対応 

本研究科教育支援専攻入学者は，対外的な研究活動を伴う授業科目を実施するに当たり，麻疹（はしか）の「抗体」を有し

ていることの証明書を提出していただきます。 

「抗体」を有しているか否かについては，医療機関で麻疹（はしか）の抗体検査を受け，検査の結果，抗体陽性であった場
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合は，その証明書を提出していただきます。抗体検査の結果，抗体陰性もしくは低抗体価であった場合は，麻疹ワクチンの接

種を受けていただき，その証明書を提出していただきます。ただし，平成 31年 4月以降に抗体検査を受け，陽性が証明された

証明書を提出できる場合，または過去に麻疹ワクチンの接種を２回以上行っていることを証明する書類を提出できる場合には，

新たに抗体検査，麻疹ワクチンの接種を受ける必要はありません。上記の証明書が提出されない場合は，対外的な研究活動を

制限せざるを得ない場合があり，修了要件単位の修得に支障をきたすことがあります。 

 

１２．奨学金，入学料・授業料免除関係及び学生寮についての問い合わせ先 

（１）問い合わせ受付時間    平日（月～金曜日） ８時３０分～１２時４５分，１３時４５分～１７時００分 

（２）問 い 合 わ せ 先 

  ○入学料・授業料免除関係（日本人） 学務・国際戦略部学生支援課経済支援係   TEL ０４５（３３９）３１１３ 

  ○授業料免除関係（留学生）  学務・国際戦略部グローバル推進課留学生係 TEL ０４５（３３９）３１３１ 

○奨学金関係（日本人）    学務・国際戦略部学生支援課経済支援係   TEL ０４５（３３９）３１１２，３１１５ 

 奨学金関係（留学生）    学務・国際戦略部グローバル推進課留学生係 TEL ０４５（３３９）３１３１ 

○学生寮関係         学務・国際戦略部学生支援課学生支援係   TEL ０４５（３３９）３１９０ 

 

１３．個人情報の取扱い 

 個人情報については，「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則」に基

づいて取り扱います。 

（１）志願者の入学試験成績及び出願書類等に記載された個人情報については，本学入学者選抜に係る用途の他，合格者への連

絡業務（奨学金や保険等に係る福利厚生関係資料や入学後の行事等に関する資料の送付），本人の申請に伴う入学料免除（留

学生を除く）・授業料免除等の福利厚生関係の資料，本学における諸調査・研究にも利用することがあります。 

調査・研究結果を発表する場合は個人が特定できないように処理します。 

それ以外の目的に個人情報が利用又は提供されることはありません。 

（２）上記（１）の各種業務での利用に当たっては，一部の業務を本学より当該業務の委託を受けた業者（以下「受託業者」と

いう。）において行うことがあります。 

   受託業者には，委託した業務を遂行するために必要となる限度で，知り得た個人情報の全部または一部を提供します。 

 

１４．安全保障輸出管理 

横浜国立大学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づいて「国立大学法人横浜国立大学 安全保障輸出管理規則」を定めて，

物品の輸出，技術の提供，人材の交流の観点から外国人留学生の受入れについては厳格な審査を実施しています。規制されて

いる事項に該当する場合は，希望する研究活動に制限がかかる場合や，教育が受けられない場合がありますので，出願にあた

っては注意してください。 

なお，詳細は本学ウェブサイトに掲載している『安全保障輸出管理に基づく外国人留学生の取扱について』

〔 https://www.ripo.ynu.ac.jp/researcher/start/security/ 〕をご確認ください。 

 

１５．問い合わせ先 

 

横浜国立大学 教育学系大学院係 

〒２４０－８５０１ 横浜市保土ケ谷区常盤台７９番２号 

電話 ０４５（３３９）３２６０    E-mail  edu.daigakuin@ynu.ac.jp 

＜問い合わせ受付時間＞ 

月～金（祝日及び以下休業期間を除く）８時３０分～１２時４５分，１３時４５分～１７時００分 

≪休業期間≫ 年末年始:１２月２８日（水）～１月３日（火） 

※問い合わせは，志願者本人が行うこと 
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Ⅱ．教育学研究科教育支援専攻案内 
 

１．教育学研究科教育支援専攻の目的 

横浜国立大学大学院教育学研究科は，これまで幾度かの改革を重ねて様々な社会の要請に応えつつ，教育の現在的諸課題

に取り組んできている。しかし，少子高齢化や都市化・過疎化の進行，家族形態の変容，地域社会等の繋がりの希薄化，情

報技術の発展，子どもの貧困率の上昇などの社会や経済の変化に伴い，自己肯定感や学習意欲の低い児童生徒，特別な支援

を必要とする児童生徒，帰国・外国人児童生徒等の増加や，いじめや不登校などの深刻で複雑な子どもの問題など，昨今，

学校の役割は拡大し，複雑化・多様化した課題への対応が求められている。特に，マイノリティで見えにくい存在であった，

心理的な支援が必要な児童生徒や外国につながる児童生徒及びその保護者等が，現代社会の情勢の変化や調査や研究が進む

中で，その存在が表面化，顕在化し，より一層複雑化してきている。このような状況をふまえ，日本の教育において取りこ

ぼしなく根底から支え充実化を図るために不可欠な，心理と日本語教育の「支援」に光を当て，「心理支援コース」と「日本

語教育コース」を要する教育支援専攻を新たに設置した。 

この教育支援専攻では，多様なニーズをもつ子どもへの適切な対応や，保護者・地域の問題解決を図るために，教育現場

における理論とそれに基づいた実践を通して心理学または日本語教育の高度な専門性を有し，学校教育における子どもや保

護者が必要としている多種多様な支援をする人材を育成するという共通理念のもとで，専攻共通科目「教育支援デザイン」

を設置し，近未来社会の諸問題と深く関わった具体的な教育支援のあり方について理解を深めることを目指すものである。 

心理支援コースにおいては，「心理学・臨床心理学の専門性を基盤として教育現場における心理的支援を担う人材である心

の専門家」と「心のケア等が必要な児童生徒に心理的支援や心の専門家との連携の中核を担える心理学の知識・専門性を備

えた教員」を，日本語教育コースにおいては，日本語教育の専門的知識，高度な学術的知見をもち，マイノリティの立場に

ある子どもと保護者，成人を支援し教育のできる日本語教師や地域社会全体を俯瞰し，多文化共生，共生社会への前向きな

意識をもった日本語教育に精通する人材を養成することが，本教育学研究科教育支援専攻の目的である。 
 

２．入学定員 

教育学研究科 教育支援専攻 入学定員１６名 

コース名 入学定員 

心理支援コース ８ 

日本語教育コース ８ 

 

３．各コースの概要 

本研究科教育支援専攻は，教育現場における理論とそれに基づいた実践を通して，多種多様な支援をする人材を育成する

という共通の理念のもとで，近未来社会の諸問題と深く関わった具体的な教育支援のあり方について理解を深めることを目

指す。各コースにおいて，心理的支援と日本語教育に関する専門的知識と技能を習得するための教育課程を編成する。 

 

心理支援コース 

心理支援コースでは，多様なニーズをもつ子どもへの適切な対応や，保護者・地域の問題解決を図るために，高度な実践

性と専門性を備えた人材を養成する。具体的には，心理学・臨床心理学の専門性を基盤とし，公認心理師資格を有した，教

育現場における心理的支援を担う人材，学校心理士や公認心理師等の諸資格を有し，学校教育における教員としての知識・

技能を兼ね備えた心の専門家に加えて，子どもの心の発達や問題について深く学び，学校における子どもや保護者に対する
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支援の中核となり得る教員の養成を目指す。 

心理支援コースのカリキュラムは，大学院における公認心理師となるための科目として公認心理師法施行規則で定めるも

の及び, 学校心理士認定運営機構による学校心理士資格取得のための大学院における関連科目に対応している。そのため，

公認心理師については,自身が卒業した学部において公認心理師法で規定される所定条件を満たし，かつ，本コースにおける

所定条件を充足した修了生は，修了後に公認心理師試験の受験資格を得ることができる。学校心理士については, 指定の科

目を履修し，単位を取得して修了した修了生（含修了見込み者）は，学校心理士認定運営機構が実施している学校心理士の

資格申請を行うことができる。実際に資格を取得するためには，学校心理士認定運営機構が実施する審査に合格する必要が

ある。 

 

日本語教育コース 

  日本語教育コースでは，日本語教育の専門的知識，学術的知見，理論を学びつつ，自身の研究課題を継続的に追究し，かつ

その成果を踏まえ，国内外の教育機関において高度な実践力を発揮できる能力，実践的な日本語教育能力に必要な広い知識・

能力を獲得し，日本語教師の質の向上に貢献できる教師教育のできる能力，異文化間教育，多文化共生に関する理論的知識

を獲得し，グローバルに活躍できる能力を身に付けさせる。具体的には，地域日本語教育コーディネーター，国内日本語学校

教員，国内小中学校日本語指導員，国内大学教員，国際交流基金等の海外派遣，海外日本語教育機関教員，海外大学教員の輩

出を目指す。 

 

４．カリキュラム 

専攻共通科目の「教育支援デザイン」に加えて，各コースにおいて,心理的支援と日本語教育に関する専門的知識と技能を

習得するための選択必修科目（専門科目）を，教員の支援を受けつつ，学生自身のデザインに即して履修し，最終的に修士

論文へと結実させる。学校教育の課題のみならず，広く保護者や地域をも視野に入れた研究課題に取り組み，これらの成果

は学内で開かれる教育支援デザインフォーラムなどでの報告や，学会発表・学術論文として公表するなど，広く社会的な検

証を受けることとする。 

 

（１）専攻共通科目「教育支援デザイン」 

 専攻共通科目「教育支援デザイン」は，専攻所属の教員全員が担当する科目であるが，実際には，各学生の専攻共通科目

担当教員が他の教員と自由に連携協力して指導するゼミ形式あるいはワークショップ形式の授業形態をとる。各教員が，「研

究計画書」及び入学後の面談をもとに，学生の取り組みが，教育現場における,理論とそれに基づいた実践を通して,言語支

援や学習支援,心理支援などの多種多様な支援をするために必要な専門性を体得し,教育支援のデザイン力形成を実現するよ

う指導する。教員自身もまた，自らの教育・研究内容を教育支援現場の課題と照合し，自らの学問を新たな「学」へと練り

上げていく。 

 学生は，教員と協働し，教育インターン,実習，実地検証などを経て，教育現場における言語支援や学習支援，心理支援と

いった教育支援のプランとプロセスを設計していく。アウトプットを明確にするために，各自の研究目的と方法，専門分野

に応じて，学生は自分の「教育支援デザイン」の担当教員の指導を受けつつ研究を進める。 

 

（２）コース専門科目 

 心理支援コースの専門科目群 

①臨床研究に関する科目群 

学校教育と心理学に関する学術研究の科目である。この科目群では，学校教育と心理学，特に教育心理学，臨床心理学の基礎

理論を学び，現象やデータを心理学的視点から捉え，分析し，解釈する力を養うことで，研究や実践の諸課題を見出し，さらに
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は，教育現場における心理的支援の実践力の基礎を身に付け，「課題研究Ⅰ」「課題研究Ⅱ」を履修する中で修士論文を完成させ

る。また「課題研究Ⅰ」「課題研究Ⅱ」では，研究課題を学会や研究会等で発表するための指導も行う。 

 

②臨床実践の基礎に関する科目群 

心理支援の理論に関する科目である。この科目群では，心理支援の実践に関する基礎理論とさまざまな現場における支援の実

践を具体的に学び，「臨床実践科目群」における実習と連動しながら，心理的支援の実践について学ぶ。 

 

③臨床実践科目群 

心理的支援の実習科目である。この科目群では，教育，福祉，医療の分野における心理的支援の実習を通して，心理支援の専

門家としての技能を身に付ける。 

 

 日本語教育コースの専門科目群 

 ①日本語教育の実践と研究の統合科目群 

 実践を通して研究内容を深化することを目的とした科目である。この科目群では，現場と密着し，追究可能な研究課題を見出

し，着実に進める。当該科目群は，「日本語教育インターン I」「日本語教育インターン II」から成る。 

 

 ②総合研究科目群 

 専門性の高い知識・理論と実践との往還の中で修士論文へと結実させることを目的とした科目である。この科目群は，「課題

研究」から成る。学生は，「教育支援デザイン」→「日本語教育インターン I」→「日本語教育インターン II」・「課題研究」と

いった段階的プロセスの中で，実践者としての高度な知識とスキルを獲得しつつ，研究の高度化，深化，精緻化を図る。また，

研究成果を社会的に公表し，外部のまなざしによって検証を受けるために，学会や研究会等での発表の指導も行う。 

  

 ③日本語教育の内容と開発科目群 

 日本語教育に関連する諸理論と知識および実践上の原理などの学的基盤を築くことを目的とした科目である。この科目群で

は，「日本語教授法講義Ⅰ，II」「日本語教授法演習 I，II」，「日本語教育学研究講義 I，II」「日本語教育学研究演習 I，II」，

「日本語教育学講義Ⅰ，II」「日本語教育学演習 I，II」「日本語教育特論」を提供し，多角的に問題を考え柔軟に対応のできる

教師の育成を行う。 

 

 ④教育支援に関する科目群 

 教育支援を受ける側の心理について学ぶことを目的とした科目である。この科目群では，「臨床心理学特論Ⅰ」，「心理支援に

関する理論と実践」，「社会心理学特論」，「教育心理学特論」，「教育分野に関する理論と支援の展開 I」，「心理統計法特論」を提

供し，支援や教育について心理を重視しつつ高度な実践展開のできる人材育成に繋げる。 

 

（３）修士論文 

１年次に取り組んだ教育支援デザインにおける研究テーマを，２年次においてより高度化，深化，発展させる形で，各自

「課題研究」に取り組み，修士論文の研究を完成させる。研究の成果については公表をするものとし，修了にあたっては，

修士論文の研究に関して審査を受け，最終試験に合格することを要件とする。 
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５．履修基準・履修方法等 

（１）履修基準 

授業科目は，研究科専攻共通科目・コース専門科目に区分される。 

修了要件を満たすためには，次の表の最低単位数を満たし，合計３０単位以上修得する必要がある。 

授業科目 最低単位数 

専攻共通科目 「教育支援デザイン」 ４単位必修（通年） 

コ
ー
ス
専
門
科
目 

心理支援コース 

臨床研究に関する科目群 

臨床実践の基礎に関する科目群  

臨床実践科目群 

必修科目４単位 

２２単位選択履修【注※】 

日本語教育コース 

日本語教育の実践と研究の統合科目群 

総合研究科目群 

日本語教育の内容と開発科目群 

教育支援に関する心理科目群 

必修科目８単位 

１８単位選択履修 

合  計 ３０単位 

  【注※】心理支援コースに関しては，資格取得に関する定められた科目から選択必修 

       

（２）履修方法 

学生は原則として，所属するコースの授業科目を履修すること。 

授業は月～金曜日の１～７時限，及び土曜日あるいは長期休業期間には集中講義として開講される。専攻共通科目「教育

支援デザイン」は，科目の性質上，必ずしも大学における固定的な授業形態を取らない。 

 

時限 月～金曜日 土曜日・休業期間等 

１ 8 時 50 分～10 時 20 分 

集中講義 

２ 10 時 30 分～12 時 00 分 

３ 13 時 00 分～14 時 30 分 

４ 14 時 40 分～16 時 10 分 

５ 16 時 15 分～17 時 45 分 

６ 17 時 50 分～19 時 20 分 

７ 19 時 25 分～20 時 55 分 

 

（３）学部授業の受講について 

教育学部の授業科目の履修を必要とする場合は，指導教員及び学部授業科目担当教員の承諾を得なければならない。こ

の場合，履修する授業科目と修得目的に応じて次のような区分を設ける。 

ａ．修得した単位を大学院修了に必要な単位とする場合……教育学研究科の教員（非常勤講師は不可）が担当する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

教育学

部の授業科目を履修し，教育支援専攻運営委員会の承認を得れば，単位数を学部の 2 分の 1 として計算し，６単位まで

修了に必要な選択科目の単位とすることができる。ただし，その場合は，教員免許状取得の単位とすることはできない。 

ｂ．修得した単位を大学院修了に必要な単位としない場合……1 年間に２０単位を限度として，教育学部の授業科目（教

育学研究科担当以外の教員を含む）を履修することができる。修得した単位は「増加単位」となり，教員免許状取得の

ための単位とすることができる。 
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６．諸資格 

（１）心理支援コースで取得できる資格 

心理支援コースのカリキュラムは,大学院における公認心理師となるための科目として公認心理師法施行規則で定めるも

のに対応している。そのため，自身が卒業した学部において公認心理師法で規定される所定条件を満たし，かつ，本コース

における所定条件を充足した修了生は，修了後に公認心理師試験の受験資格を得ることができる。所定条件等詳細は当該コ

ースに確認すること。さらに, 学校心理士認定運営機構による学校心理士の資格申請を満たす科目となっており，指定の科

目を履修し，単位を取得して修了した修了生（含修了見込み者）は，学校心理士認定運営機構が実施する審査に申請を行う

ことができる。実際に資格を取得するためには，学校心理士認定運営機構が実施する審査に合格する必要がある。 

 

（２）その他 

「５．履修基準・履修方法等」（３）ｂの基準に沿って学部授業を履修し，教育職員免許状（一種免許状，二種免許状）取

得のための単位に充てることができる。ただし，指導教員と相談の上，大学院の授業・研究に支障をきたさない範囲で履修

すること。 

なお，一種免許状，二種免許状の取得は正規課程として位置づけられているものではなく，本研究科教育支援専攻として

取得を保証するものではない。大学院と学部授業の時間割の重複，学部授業の履修には指導教員と当該授業担当教員の承諾

が必要なこと，履修制限，一種免許状，二種免許状取得に係る不足単位数が本研究科教育支援専攻で履修できる学部授業の

単位数を超えている，取得希望の免許・教科の科目が学部で開講されていないなどにより，希望の一種免許状，二種免許状

を取得できない場合がある。十分注意し，個人の責任において履修すること。 
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７．教員紹介 
 
教員紹介には，指導教員として直接学生指導にあたる予定の

教員を掲載しています。 

 
目次 

教育支援専攻 
心理支援コース・・・・・・・・13 
日本語教育コース・・・・・・・14 

 
※   これらの情報は令和 4 年 6月現在のものであり，令和 5 年度に

ついては変更される場合があります。 

心理支援コース 

教員氏名 有元 典文  Arimoto Norifumi 
担当科目 教育支援デザイン, 教育分野に関する理論と支援の展開Ⅰ, 

課題研究Ⅰ, 課題研究Ⅱ, 教育臨床実践研究 

専  門 教育心理学，学習環境のデザイン，チーム・ビルディング 

私の教育デザイン 
① 発達環境デザイン：学校の先生方・児童生徒たちと，また，さまざま

な学習場面の参加者・指導者と共同で，皆がたがいの発達を支え合う
学習環境のデザインに取り組む。 
活動実績：校内授業研究講師，指導案検討会講師，児童生徒向けコミ
ュニケーション活動ファシリテータ，看護実習指導者講習講師，生涯
学習市民講座ファシリテータ 

② 教育実習における省察ツール開発と指導（実習手伝います！） 
教育実習指導の支援 
看護実習指導者の支援 
［成果物：教育実践力を形成するための「実践の省察ツール」開発の
萌芽的研究」，2010］ 

③ 状況的学習論の視点からの授業記録と分析・助言（授業分析します！） 
公立中学校における研究開発グループと共同での授業デザイン 

 

教員氏名 堀井 俊章  Horii Toshiaki 
担当科目 教育支援デザイン, 

家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践, 

課題研究Ⅰ, 課題研究Ⅱ, 心理教育的アセスメント基礎実習, 

心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅰ, 教育臨床実践研究 

専  門 学生相談，教育臨床心理学 

私の教育デザイン 
① 学生相談 
 ・大学生の心理的課題の理解と支援 
 ・大学生の人間的成長の促進要因及び阻害要因の検討 
② グループアプローチ 

・グループアプローチのプログラム開発 
・構成的グループエンカウンターの実践 

③ 不登校対応 
・不登校の児童・生徒・学生の理解と支援 
・不登校及びその傾向の要因分析 

教員氏名 鈴木 朋子   Suzuki Tomoko 
担当科目 教育支援デザイン, 心理学研究法特論, 課題研究Ⅰ, 

課題研究Ⅱ, 心理支援に関する理論と実践, 

心理教育的アセスメント基礎実習, 

心理実践実習ａ(短期医療分野),心理実践実習b(長期医療分野) 

心理実践実習ｃ(教育分野),心理実践実習d(福祉分野) 

専  門 臨床心理学，心理学史 

私の教育デザイン 
① 心理検査による児童の心理特性の査定と支援 

知能検査による知的能力の評価法 
心理検査による発達障害や情緒障害の査定 
心理検査結果の効果的な伝え方 
知能検査史からみた児童評価問題 

② 子どもの発達を支える環境への支援 
保護者を対象とした相談の実際 
他職種を対象とした相談の実際 

③ 感情のコミュニケーションとよりよい人間関係づくり 
音声による感情表現を用いたコミュニケーション 
相手に伝わりやすい感情表現 

 

教員氏名 鈴木 雅之  Suzuki  Masayuki 
担当科目 教育支援デザイン, 教育臨床実践研究, 課題研究Ⅰ, 課題研究Ⅱ, 

教育心理学特論, 心理統計法特論 

専  門 教育心理学 

私の教育デザイン 
① 教育実践との関わりを通して，基礎研究を行う          

動機づけを規定する要因，効果的な学習方略，テストの影響，他者比
較・競争の機能の検討など 

② 教育心理学研究の知見を基に，実践の提案・改善を行う      
自律的な動機づけを向上させる指導法，適切な学習方略の使用を促す
指導法，効果的なテスト運用法の提案など 

③ 学力評価                                                    
学習者の特徴・つまずきを診断する方法，高次スキルを評価する方法
の検討など 

 

教員氏名 髙本 真寛   Takamoto  Masahiro 
担当科目 教育支援デザイン, 社会心理学特論, 課題研究Ⅰ,課題研究Ⅱ, 

産業・労働分野に関する理論と支援の展開, 

心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅰ, 

心理教育的アセスメント基礎実習, 教育臨床実践研究 

専  門 臨床社会心理学，労働衛生，公衆衛生 

 

私の教育デザイン 
① 日常ストレスの経験とストレスへの対処の適応的効果 

日常ストレスと精神的健康 
対処の適応的効果を規定する個人的・状況的要因の特定 
ストレスへの対処と他者からのサポートの相互作用 

② 教育現場における精神衛生 
教職員と児童・生徒のメンタルヘルスの問題 
教職員の過重労働と健康問題 

③ 青年期における睡眠問題と健康との関連 
青年および若年労働者における睡眠負債に伴う健康問題，生活習慣の 
改善に関する介入方法の検討など 

 

教員氏名 宮戸 美樹   Miyato Miki 
担当科目 教育支援デザイン, 教育分野に関する理論と支援の展開Ⅱ, 

課題研究Ⅰ, 課題研究Ⅱ, 心理教育的アセスメント基礎実習, 

心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅱ, 投影法特論, 

心理実践実習ａ(短期医療分野),心理実践実習b(長期医療分野) 

心理実践実習ｃ(教育分野),心理実践実習d(福祉分野) 

専  門 臨床心理学，社会心理学 

私の教育デザイン 
① 児童思春期の心理発達と社会適応支援のあり方         

子どもが抱える問題の本質的理解と環境調整の実践。クラス運営にお
ける子どもの理解と対応 

② 臨床心理士と他職種との連携モデルの検討 
③ 心理発達及び健康への効用としてのユーモアへの態度      

ストレス耐性としてのユーモア感覚の利用。対人コミュニケーション
におけるユーモア利用。 
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日本語教育コース  

教員氏名 小川 誉子美   Ogawa Yoshimi 
担当科目 教育支援デザイン, 日本語教育インターンⅠ, 

日本語教育インターンⅡ, 課題研究, 日本語教育学講義I, 

日本語教育学講義II, 日本語教育学演習I, 日本語教育学演習II 

専  門 日本語学，日本語教育史，国際理解 

私の教育デザイン 
① 日本語教育における文法指導 

日本語学の知見をもとに，第二言語としての文法教育の方法について
考える。教材の中の文法記述を分析し，教材開発に求められる視点を
養う。 

② 日本語教育における待遇表現の指導 
日本語の待遇表現の使用実態，語用論，言語行動に関する最新の調査
報告を読み，各教育現場で必要とされる教材やクラス活動をデザイン
する。 

③ 日本語教育史・日欧言語交流史・日本語教育の現代史 
日本語学習・日本語研究を通時的に俯瞰し，推進目的や学習者・教材・
教授法などの側面から各地域・各時代の特徴を探る。日本語教育の現
代史の中で，各地域の言語政策を踏まえ，日本語の学習環境について
知識を深める。 

 
以上，海外の視点，学習者の視点を交え，日本語教師の役割について考
える。 
 

教員氏名 河野 俊之   Kawano Toshiyuki 
担当科目 教育支援デザイン, 日本語教育インターンⅠ, 

日本語教育インターンⅡ, 課題研究, 日本語教授法講義I, 

日本語教授法講義II, 日本語教授法演習I, 日本語教授法演習II 

専  門 日本語教育 

私の教育デザイン 
① 日本語教育方法論 

日本語教育の現状を正確に見て，より適切な指導法を検討する。また，
教材のあるべき姿やその活用の仕方について考える。 
日本語教育方法の改善に必要とされる日本語教育学の現状を見て，よ
りよい研究が行えるようになる。音声教育方法については特に詳細に
扱う。 

② 日本語教師養成 
プレサービス及びインサービス日本語教師の成長の過程やその方法
について検討する。 

③ 音声学 
日本語音声のうち，特にプロソディーについて扱う。 
 
 

教員氏名 橋本 ゆかり   Hashimoto Yukari 
担当科目 教育支援デザイン, 日本語教育インターンⅠ,  

日本語教育インターンⅡ, 課題研究, 日本語教育学研究講義I,  

日本語教育学研究講義II, 日本語教育学研究演習I,  

日本語教育学研究演習II 

専  門 日本語教育，第二言語習得，認知言語学，年少者教育 

私の教育デザイン 
① 第二言語習得と日本語教育 

・第二言語習得の理論を学ぶ。学習者の内外要因を考慮しつつ発話を
駆動するメカニズムを探る。 
・第一言語習得との比較を通して，第二言語習得の特徴を明らかにす
る。 
・日本語学の知見を踏まえ言語類型論や異文化の観点も採り入れなが
ら，文法・語用論・語彙，技能別等の習得と教育方法を考える。 

② 認知言語学 
・認知言語学の用法基盤モデルを学び，習得メカニズム解明の手がか
りとする。 
・認知言語学から日本語の特性を追究し，日本語教育への応用を考え
る。 

③ 年少者教育と教員養成 
・外国人児童の問題（学習言語・生活言語，アイデンティティ，異文
化理解など）を明らかにし，理論と照らし合わせながら，支援方法や
教員のあり方を考える。 
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※本学までの経路の詳細は，本学ウェブサイトの「アクセス案内」を参照してください。 

https://www.ynu.ac.jp/access/index.html 

※相鉄･JR 直通線の羽沢横浜国大駅から本学までの経路には、歩道が非常に狭い箇所がありますの

で、通行には十分注意してください。 

※バスは、運行本数や乗車人員に限りがあるほか、渋滞や悪天候の影響を受けやすく、予測した時

間どおりに本学へ到着できないことがあるため、試験当日はバスの利用を推奨していません。 

 

① 横浜市営地下鉄線 【三ツ沢上町駅】（改札を出て右側 2番出口）から正門へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相模鉄道線 【和田町駅】から南門または南通用門へ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通案内 
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③ 相鉄・JR直通線 【羽沢横浜国大駅】から西門または北門へ 

 

 

④ バス 【横浜駅西口】から正門または大学構内（平日のみ）バス停留所へ 
 

 
 

バス会社 乗り場 行き先 【下車停留所】 

横浜市営バス 11 番 202 系統「（和田町経由）横浜駅西口行」 

208 系統「（市民病院経由）横浜駅西口行」 
岡沢町 

14 番 循環内回り 201 系統「横浜駅西口行」 岡沢町または大学構内（注 1） 

14 番 急行 329 系統「横浜駅西口行」 岡沢町または大学構内（注 1） 

相鉄バス 10 番 浜 10 系統「横浜駅西口行」 岡沢町または大学構内（注 1） 

10 番 浜 5 系統「交通裁判所経由横浜駅西口行」 岡沢町 

神奈中バス 13 番 01 系統「中山駅行」 岡沢町 

 

注１ 大学構内のバス停留所（横浜国立大学正門前、国大中央、国大北、国大西、大学会館前、

国大南門）は、平日のみ利用可能です。土日祝日は岡沢町で下車してください。 

注２ 上記のバス案内には、運行本数が少ない路線や土曜休日は運行しない路線も含みます。 

バスの発車時刻等は、各バス会社のウェブサイト等で確認してください。 
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理工学部 

講義棟 

C 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

第１食堂 小運動場 

南門 中央広場 

守衛所 

南通用門 

学生センター 

 

美術棟 

第２食

堂 

 

理工学部 

講義棟 

A 

理工学部 

講義棟 

  B 

 

 

建築学棟 

電子情報 

工学棟 

機械工学・ 

材料棟 

化工・ 

安工棟 化学棟 

環境情報 1号棟 

土木工学棟 

船舶海洋工学棟 

経済学部 1号館  

経営学部 1号館 

教育文化ホ－ル 

国際教育センター 

理工学系 

研究図書館 

  総合研究棟 

S棟 E棟 

Ｗ棟 

理学 
研究棟 

音楽棟 

正門 

北門 

西門 

大学院 

工学 

研究棟 

情報基盤 

センター 

中央図書館 

教育学部 

  講義棟 

   6号館 教育学部 

第 1研究棟 

教育学部 

第 2研究棟 

教育学部 

第 3研究棟 

 

教育学部 

講義棟 

7号館 

都市 

科学部 

講義棟 

教育デザイン 

センター 

大学会館 

国際社会科学研究棟 

経営学研究棟 

体育館 

経営学部講義棟

2号館 

経営学部 

講義棟 

1号館 

経済学部 

講義棟 

1号館 

経済学部 

講義棟 

2号館 

機器分析 

評価センター 

相鉄 
「和田町」駅 

市営地下鉄 
「三ツ沢上町」駅 

Ｓガーデン 

国大西 

本部棟 

本部西棟 

 

本部東棟 

（入試課） 

教育学系 

 事務棟 

理工学系 

事務棟 

相鉄・JR 直通線 
「羽沢横浜国大」
 

国大北 

国大中央 

国大南門 

大学会館前 

横浜国立大学 

正門前 

 

岡沢町 

相鉄・JR 直通線 
「羽沢横浜国大」
 

キャンパス案内図 

【大学構内のバス停について】 
路線バスは，以下の 1～7 の順序で 

停車します。（※平日のみの運行） 
   
横浜国立大学正門前 

 １↓ 

国大中央 →→ 大学会館前  

２↓↑５   ６    ↓７ 

国 大 北     国大南門 

 ３↓↑４        
国 大 西【折り返し】 

※大学構内のバス停は，平日のみ利用可能です。土日祝日
のバス亭は岡沢町を利用して下さい 

※構内の見学について 

 構内は 9 時～17 時までの間に見学できますが，講義棟， 

研究棟内には入れません。 

また、令和 5 年 1 月 14 日～15 日は大学入学共通テスト 

試験日のため見学できません。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として，キャンパス

への入構を制限することがあります。 

最新の情報を，本学ウェブサイトで確認してください。 

工学基礎 

研究棟 

試験会場入口 

教育学部講義棟７号館 

 

教育学系 
大学院係 



横浜国立大学大学院  入学検定料支払方法のご案内
横浜国立大学大学院の入学検定料をコンビニエンスストアにて払い込む場合は、下記のコンビニ端末を操作の上、

レジにてお支払いください（出願期間１ヶ月前よりお支払いいただけます。）。

【入試に関するお問合わせ先】 横浜国立大学大学院 教育学研究科  TEL 045-339-3260

【操作などのお問合わせ先】 学び･教育サポートセンター   https://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合があります。

▼
　　　　　　　　　   をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券」を発券ください。

http://www.sej.co.jp

横浜国立大学大学院

入学検定料等支払

学び・教育

TOP画面の「学び・教育」より
お申込みください。

最寄りの「セブン-イレブン」にある
「マルチコピー機」へ。

端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi、Famiポート）が出力されますので、
30分以内にレジにてお支払いください。

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

①コンビニのレジでお支払いください。

「取扱明細書」（マルチコピー機）または
「取扱明細書兼領収書」（Loppi）。

②お支払い後チケットとレシートの2種類を
お受け取りください。

②お支払い後
レシート（受領書）を
お受け取りください。

1

2

3

お
申
込
み

お
支
払
い

出
願

受領書レシート
取扱明細書兼領収書

チケット形式

http://www.family.co.jp

TOP画面の「申込・保険・請求・募金（7）」より
お申込みください。

最寄りの「ファミリーマート」にある
「Famiポート」へ。

http://www.ministop.co.jp
http://www.lawson.co.jp

TOP画面の「各種サービスメニュー」より
お申込みください。

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」にある
「Loppi」へ。

学び・教育

申込・保険・請求・募金（7）

各種（入学検定料等）お支払いサービス

学び･教育･各種検定試験

「各種申込（学び）」を含むボタン

大学・短大、専門、小・中・高校等お支払い

（セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ） （ファミリーマート）

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の場合、
「収納証明書」部分を切り取り、
「レシート」の場合、レシートをコピーして本体を
入試要項などの指示に従って郵送してください。

受領書

セブン-イレブン
ローソン
ミニストップ

ファミリーマート貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある糊は
使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

払込手数料 入学検定料（5万円未満）1件につき 税込 495円

マルチコピー機
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