Introduction of Institution:
University of Jyväskylä, Department of Teacher Education

The University of Jyväskylä is a nationally and internationally signiﬁcant research university and

an expert on education that focuses on human and natural sciences. The University is Finlandʼ s
leading expert in teacher education and adult education, as well as the major exporter of
education.

The University combines high-level competence in education, natural sciences, humanities and

social sciences, and sport and health sciences, as well as in economics and business administration,
into a multidisciplinary entity. This proﬁle is strengthened through the following core ﬁelds:

• learning, teaching and the learning and growth environments that support development
• basic natural phenomena and mathematical thinking

• languages, culture and communities in global change processes
• physical activity, health and wellbeing

• information technology and the human in the knowledge society

There are 7 faculties in the university; Faculty of Education, Faculty of Humanitites, Faculty of

Information Technology, Jyväskylä School of Business and Economics, Faculty of Sport Sciences,
Faculty of Mathematics and Science and Faculty of Social Sciences.

Faculty of Education consist of two departments, Department of Teacher Education and

Department of Education, and a Teacher Training School.

The Department of Teacher Education educates professionals who are able to respond to the

changing needs of school and teaching profession and the challenges of lifelong continuing
education. The goal is to facilitate the studentsʼ growth into autonomous, self-reﬂective, ethically

responsible educators with a strong research foundation and ability to participate in the teacher
and research community.

The Department of Teacher Education educates professionals for teaching and counselling (from

preschool to vocational institutions and adult education) through the following programmes:

• a degree programme in primary school teacher education (MEd after the completion of BEd)
• a Master's programme in school counselling

• Teachersʼ pedagogical studies for subject teachers: basic studies and intermediate studies
• Qualiﬁcation studies for school counsellors

The goal is to produce and provide an eﬀective environment for high quality research with

international and national visibility and high scientiﬁc and societal relevance and impact. The core
ﬁelds of study include the following:

1. Teacher education and professional development of teachers
2. Learning and teaching

3. Educational impact within and beyond the school context
4. Counselling in school and work contexts

The department has a total staﬀ of about 90. The professorships (9) cover the following ﬁelds: 1)

Education: School pedagogy, 2) Education: Teacher Education, 3) Special Education, 4) Educational
Psychology, 5) Educational Psychology, Counselling, 6) Early Childhood and Pre-primary Education,

7) Pedagogy of Mathematics and Sciences, 8) Pedagogy of Foreign Languages, 9) Pedagogy of
Finnish Language and Literature.

In addition to Education and Early Years pedagogy, the teaching staﬀ represent all ﬁelds of

subject areas taught in both comprehensive and general upper secondary schools: Visual Arts,

Crafts & Technology Education, Music, Drama, Physical Education, Mother Tongue and Literature,

Swedish, foreign languages, Environmental Studies, Biology and Geography, Mathematics, Physics
and Chemistry, Health Education, Religion & Ethics, History and Social Sciences, and Psychology.
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大学紹介：ユヴァスキュラ大学

ユヴァスキュラ大学は、フィンランド国内および国際的にも重要な研究大学であり、人文科学お

よび自然科学に焦点を当てた教育のエキスパートです。当大学は教員教育および成人教育の分野に
おいてフィンランド随一の専門教育機関であるとともに、教育の輸出においても主要な役割を果た
しています。

ユヴァスキュラ大学は教育、自然科学、人文科学、社会科学、スポーツヘルスサイエンスおよび

経済・企業経営における高度な能力を結集した、学際的な教育機関です。当大学のこうした特色は、
次のコアとなる分野を通じて強化されています。
•

学習、指導、および能力開発を支える学習と成長のための環境

•

世界的な変化が進む中での言語、文化およびコミュニティ

•
•
•

基本的な自然現象と数理学的な思考
身体活動、健康とウェルビーイング
情報技術と知識社会の中の人間

当大学には、教育学部、人文学部、インフォメーションテクノロジー学部、ユヴァスキュラ大学

スクールオブビジネス＆エコノミクス、スポーツサイエンス学部、数学・科学学部、社会科学学部
の 7 学部があります。

教育学部は教員養成学科、教育学科の 2 学科で構成されています。また、同学部には教員トレー

ニングスクールも併設されています。

教員養成学科では、絶えず変化する学校のニーズや教員職のニーズならびに生涯にわたる教育の

継続というチャレンジに対応できる能力を持った教育の専門家を育成します。当学科は、強固な研

究基盤と各自の分野の教員コミュニティや研究コミュニティに参加する能力を備えた、自己認識力
と倫理的責任感を持つ自律的な教育者へと学生が成長するよう支援することを目指しています。こ

の目標は、学びの場や研究プロジェクトにおいて学生と教員が共同で作業を進めることができる、
対話形式の学習環境を作り出すことによって達成することができます。そしてコミュニティや社会
の発展に積極的に参加できるように、学生の成長が促されます。

教員教養成科は次のプログラムを通じて、教育指導ならびにカウンセリング（プレ・スクールか

ら職業訓練機関、成人教育まで）の専門家を育成します。
•

初等学校教員養成の学位プログラム（BEd 修了後の MEd）

•

教科担当教員向けの教授法学習：基本コースおよび中級コース

•
•

スクールカウンセリング修士課程プログラム
スクールカウンセラー資格取得コース

国際的にも国内においても注目度が高く、科学や社会との関連性と影響力を持つ、質の高い研究

を推進するための効果的な環境をつくり、提供することを目指しています。中核となる研究分野と
して次のものが挙げられます。
1.

教員養成および現職教員の専門能力の開発

3.

学校内および学校の枠を超えて教育が及ぼす影響

2.
4.

学ぶことと教えること

学校および職場でのカウンセリング

当学科は総勢約 90 人のスタッフを擁しています。9 名の教授は次の分野を担当しています。1)
教育：学校教育学

リング

2) 教育：教員養成

6) 幼児期および初等前教育

ド語および文学教授法

3) 特殊教育

4) 教育心理学

7) 数学および科学教授法

5) 教育心理学、カウンセ

8) 外国語教授法

9) フィンラン

教育および幼児期教育学に加え、教員スタッフは総合学校および一般的後期中等学校で教えられ

る以下の教科のすべての分野をカバーしています。

視覚芸術、技能・技術教育、音楽、演劇、体育、母国語および文学、スウェーデン語、外国語、環境学習、

生物および地理、数学、物理および化学、健康教育、宗教・倫理、歴史および社会科学、心理学
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