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１．教職を目指すにあたって

教職を目指すみなさんへ

全学教職センター長 小川 哲哉

茨城大学には，全ての学部に教職課程があります。教職課程とは，学校の先生になるた

めに必要な様々な専門科目を体系的に学ぶカリキュラムのことです。このように書くと難

しいイメージがあるかもしれませんが，学校の先生になるためには，各学部を卒業するた

めに必要な専門科目を修得すると共に，さらに教員になるためのスキルを身に付けるため

の専門科目も学ばなければなりません。それが教職課程の諸科目です。この手引きは，教

職を希望するみなさんにとっては，未知なる領域である教職課程という大海原へと航海す

る時に不可欠な「地図」のような役割を果たすものだと言ってよいでしょう。どうか有効

に使ってください。

さて，みなさんが目指す教職の魅力，教師の魅力とは一体何でしょうか。それは，自分

が教える生徒たちの成長を間近で見られることです。入学から卒業まで教師は，生徒たち

と共に過ごし，様々な出来事を一緒に経験していきます。入学時には，あんなに幼かった

生徒たちが，たくましく，立派になって巣立っていく姿を間近で見られることの喜びは，

教師の醍醐味でしょう。教師としてのみなさんを慕い，卒業してからも，場合によっては

大人になっても教え子としての関係を持てるような職業は，教職の最大の魅力であるかも

しれません。

しかし，昨今の学校や教師を取り巻く環境は，決して楽観できるものではありません。

不登校やいじめをはじめとする教育問題や，学力向上を目指す教育のあり方や，地域との

連携を必要とする社会問題等々。教師が取り組まなければならない問題は山積しています。

そのため，教師に必要な資質・能力は，かなり高度化していますし，実践的指導力の向上

もこれまで以上に強く求められております。

そのため教職課程を希望するみなさんは，教育の専門家としての資質・能力を高めてい

かなければなりません。いわば教育の「プロフェッショナル」としての専門的な力量を培

うことが求められているのです。生徒たちや彼らの親たちから，さらに地域住民の方々か

らも「信頼」され，「期待」される存在として働くことが求められています。教師として

の「誇り（プライド）」をしっかり持って信頼と期待に応えて欲しいと思います。

ただ幸いにも，茨城大学出身で教職に就いている先輩たちは数多くいます。彼らの中に

は，単に学校教育現場だけではなく，教育行政関係の職に就いている方々もいます。みな

さんの自助努力はもちろん大切ですが，様々なネットワークの中で相互連携が可能な関係

性があることが，茨城大学の強みでもあります。

以上述べたような色々な点を生かして，教師という素晴らしい職業を目指すことを願っ

てやみません。



２．免許状取得に向けての４年間の流れ
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３．取得可能な免許状の種類

日本の学校の教員になるためには教員免許状が必要です。教育職員免許法の第２条・第

３条で幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員は、学校の種類・教科ごとの免許状が必

要と定められています（教科は中学校・高等学校のみ）。例えば、小学校の教員になるた

めには小学校の免許状が、中学校の数学の教員になるためには中学校（数学）の免許状が

必要になります。

本学において取得可能な教員免許状は以下のとおりです。

なお、高一種・情報の免許状を取得する場合は、合わせて数学又は理科の免許も取得し

てください。これは、教育実習を行う際、情報の教科で実習を行う事が困難なためです。

学部 学科 免許状の種類 免許教科

人文社会 現代社会学科 中学校教諭一種免許状 社会

科学部 法律経済学科 高等学校教諭一種免許状 公民

人間文化学科 中学校教諭一種免許状 国語、社会、英語

高等学校教諭一種免許状 国語、地理歴史、公民、

英語

理学部 理学科（各コース） 中学校教諭一種免許状 数学、理科

高等学校教諭一種免許状 数学、理科、情報

工学部 機械システム工学科 高等学校教諭一種免許状 工業

機械システム工学科

（夜間主）

電気電子システム工

学科

物質科学工学科

情報工学科

都市システム工学科

農学部 食生命科学科 高等学校教諭一種免許状 理科、農業

地域総合農学科

※本冊子では中学校教諭一種免許状を「中一種」、高等学校教諭一種免許状を「高一種」

と略して記載している箇所もあります。

４．免許状取得に係る基礎資格と単位数

免許状の取得にあたっては次のＡ～Ｅの資格、単位、手続き等が必要になります。
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Ａ．基礎資格

教科にかかわらず、中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状ともに、「学士の

学位を有すること」が免許状取得の基礎資格となっています。これは、本学卒業と同時に、

自動的に満たすことになります。卒業に必要な要件は、免許状取得に必要な要件とは全く

異なりますので、詳しくは各学部の履修要項等で確認してください。

Ｂ．大学において修得することを必要とする最低単位数

大学において修得することが必要な免許状の単位は、「教科及び教職に関する科目」と

して区分されます。法令上は次のとおり定められています。

＜教育職員免許法 第５条 別表第１＞

第一欄 第三欄

免許状の種類 大学において修得することを必要とする最低単位数

中学校教諭 教科及び教職に関する科目 ５９

一種免許状

高等学校教諭 教科及び教職に関する科目 ５９

一種免許状

各科目区分の必要単位数を、本学でどのよう修得すればいいのかは、次ページ以降で示

します。

Ｃ．文部科学省令で定める科目の単位

法令上、次のとおり定められています。

＜教育職員免許法施行規則 第６６条の６＞

区分 単位数

日本国憲法 ２単位

体育 ２単位

外国語コミュニケーション ２単位

情報機器の操作 ２単位

これらをまとめて、「６６条の６科目」と呼んでいます。この単位も大学で修得します。

詳しくは、p.20～p.21で示します。
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Ｄ．介護等体験

中一種を取得する場合、「介護等体験」を行う必要があります。介護等体験への参加に

あたっては、各種の手続き等が必要になりますので、p.27からの説明を参照してください

（高一種のみを取得する場合、介護等体験は不要です）。なお、介護等体験は授業ではな

く、単位の付与等はされません。

Ｅ．免許状授与申請の手続き

免許状の授与を受けるにあたっては、以上のＡ～Ｄの要件を満たすことに加え、免許状

の授与申請手続きを行う必要があります。詳細はp.29以降で説明します。

５．本学における単位の修得方法

前ページで示した「大学において修得することを必要とする最低単位数」は、法令上の

最低修得単位数です。これに基づき、本学では次のとおり免許状取得のためのカリキュラ

ムを設計しています。教育職員免許法施行規則では、「教科及び教科の指導法に関する科

目」「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒

指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」「大学が独自に設定する科目」

として定められています。

（１）教科及び教職に関する科目

「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を

含む。）、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒

指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」は、取得する免許状の校種に応

じ次表のとおり履修してください。

１年次対象科目は水戸キャンパスで開講、２年次以上の科目は水戸キャンパス・阿見キャン

パスで開講となります。人文社会科学部、理学部及び工学部の学生は水戸キャンパスで、農学

部の学生は１年次は水戸キャンパス、２年次以降は阿見キャンパスで履修してください（ただ

し、これらのキャンパス以外での履修を認めないものではありませんので、各自の都合により

他キャンパスで開講された科目の履修も可能です）。なお、阿見キャンパスでは、一部科目が

隔年開講となりますので、指定された履修年次での開講がない場合には翌年開講分を履修する

か、水戸キャンパスで履修してください。

中一種・高一種の両方や、複数の教科の免許状を取得する場合でも、同一の科目の単位を２

回以上修得する必要はありません。

「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」、「教育実習」は免許状の校種・教科

ごとに必要な科目が異なりますので注意してください。
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また、高一種・工業の免許状を取得する場合、「各教科の指導法（情報機器及び教材の

活用を含む。）、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の指導法

及び生徒指導、教育相談等に関する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する

科目」（＊）の全部または一部の単位を、教科に関する専門的事項に関する科目の同数の

単位をもって替えることができます。つまり、上記（＊）に係わる次表の科目の単位を修

得しなくても、必要な単位数を教科に関する専門的事項に関する科目（教員免許に対応す

る工学部の科目）で代替することで教員免許の取得が可能になりますが、教員を目指す場

合は、可能な限り次表の科目も履修するようにしてください。ただし 、教育実習の履修

を希望する場合は、後述する教育実習の単位修得要件を満たす必要があります。

単

法令上の科目区分等 本学での科目名 位 中一種 高一種

（履修年次） 数

教科及び教 ・教科に関する専門的事項 (20)

科の指導法 ・各教科の指導法（情報機器及び 免許教科に応じて修得 中一種：８

に関する科 教材の活用を含む。） *3 高一種：４

目

教育の基礎 ・教育の理念並びに教育に関する 教育原理Ａ ２ 必修

的理解に関 歴史及び思想 （１年次）

する科目 ・教職の意義及び教員の役割・職 教職概論Ａ ２ 必修

務内容（チーム学校運営への対応 （１年次）

を含む。）

・教育に関する社会的、制度的又 教育の制度と経営Ａ ２ 必修

は経営的事項（学校と地域との連 （３年次）

携及び学校安全への対応を含む。）

・幼児、児童及び生徒の心身の発 教育心理学Ａ ２ 必修

達及び学習の過程 （１年次）

・特別の支援を必要とする幼児、 特別な支援を必要とする １ 必修

児童及び生徒に対する理解 子どもの理解と支援Ａ

（1年次）

・教育課程の意義及び編成の方法 教育課程論Ａ ２ 必修

（カリキュラム・マネジメントを （２年次）

含む。）

道徳、総合 ・道徳の理論および指導法 道徳教育の理論と指導法Ａ ２ 必修

的な学習の （３年次） *2

時間等の指 ・総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の時間の指 １ 必修

導法及び生 導法 （３年次）

徒指導、教 ・特別活動の指導法 特別活動論 １ 必修

育相談等に （３年次）
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関する科目 ・教育の方法及び技術（情報機器 教育の方法と技術Ａ ２ 必修

及び教材の活用を含む。） （２年次）

・生徒指導の理論及び方法 生徒指導並びに進路指導 ２ 必修

・進路指導及びキャリア教育の理 及びキャリア教育の理論

論及び方法 と方法

（２年次）

・教育相談（カウンセリングに関 教育相談Ａ ２ 必修

する基礎的な知識を含む。）の理論 （３年次）

及び方法

教育実践に 教育実習 教育実習（中学校） ５ 必修

関する科目 （４年次）*1

教育実習（高等学校） ３ 必修

（４年次）*1

教職実践演習 教職実践演習（４年次） ２ 必修

計 中一種：３６単位

高一種：２８単位

*1：教育実習については、「教育実習（中学校）」「教育実習（高等学校）」のいずれか一

方のみ修得可能です。中一種取得者及び中一種・高一種の両方の免許状を取得する場合は

「教育実習（中学校）」を、高一種取得者は「教育実習（高等学校）」を修得してくださ

い。また、教育実習自体は４年次に行いますが、諸手続や事前指導は２～３年次から始ま

りますので注意してください。

*2：「道徳教育の理論と指導法Ａ」は中一種を取得する場合に修得が必要な科目です。高

一種のみを取得する場合には、修得は不要です（高一種の免許単位には使用できません）。

*3：各教科の指導法は、免許状の校種・教科に応じて、必要な科目が異なります。以下の

必修・選択必修の指定に沿って履修してください。

なお、科目により毎年開講のものと隔年開講のものに分かれます。基本的に、履修年次

が「○年次」と指定されている科目は毎年開講で、「○○年次以上」とされている科目は

隔年開講です。隔年開講の科目については、自分が２・３年次の時に開講された科目を履

修することを基本としてください。

毎年：社会科・地歴科（Ⅰ）、社会科・公民科（Ⅰ）、国語・数学・理科・英語

のⅠ～Ⅱ

隔年：国語のⅢ～Ⅳ、社会科・地歴科、社会科・公民科のⅡ、英語のⅢ～Ⅳ、

数学のⅢ～Ⅳ、理科のⅢ、Ⅳ、Ⅴ、農業・工業・情報のⅠ・Ⅱ

単位を修得した科目は、同一教科内であれば、中一種・高一種共通で必要な単位数とし

て数えられます。ただし、高一種・地理歴史と高一種・公民の間では科目が対応しないの
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で注意してください（「社会科・地歴科教育法Ⅰ・Ⅱ」を修得した場合は、中一種・社会

と高一種・地理歴史の免許の単位として共通で使うことができますが、高一種・公民の単

位として使うことはできません）。

＜中一種・高一種 国語＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 中一種・国語 高一種・国語

中等国語科教育法Ⅰ（１年次） ２ 左記２科目

中等国語科教育法Ⅱ（２年次） ２ 左記４科目 （４単位）必修

中等国語科教育法Ⅲ（２年次以上） ２ （８単位）必修
*4

中等国語科教育法Ⅳ（２年次以上） ２

＜中一種 社会＞

本学における科目名 （履修年次） 単位数 中一種・社会

社会科・地歴科教育法Ⅰ（２年次） ２

社会科・公民科教育法Ⅰ（２年次） ２ 左記４科目

社会科・地歴科教育法Ⅱ（２年次以上） ２ （８単位）必修

社会科・公民科教育法Ⅱ（２年次以上） ２

＜高一種 地理歴史＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 高一種・地理歴史

社会科・地歴科教育法Ⅰ（２年次） ２ 左記２科目

社会科・地歴科教育法Ⅱ（２年次以上） ２ （４単位）必修

※高一種・公民には対応しないので注意すること

＜高一種 公民＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 高一種・公民

社会科・公民科教育法Ⅰ（２年次） ２ 左記２科目

社会科・公民科教育法Ⅱ（２年次以上） ２ （４単位）必修

※高一種・地理歴史には対応しないので注意すること

＜中一種・高一種 英語＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 中一種・英語 高一種・英語

英語科教育法Ⅰ（１年次） ２ 左記２科目

英語科教育法Ⅱ（２年次） ２ 左記４科目 （４単位）必修

英語科教育法Ⅲ（２年次以上） ２ （８単位）必修 *4
英語科教育法Ⅳ（２年次以上） ２
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＜中一種・高一種 数学＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 中一種・数学 高一種・数学

数学科教育法Ⅰ（１年次） ２ 左記２科目

数学科教育法Ⅱ（２年次） ２ 左記４科目 （４単位）必修

数学科教育法Ⅲ（２年次以上） ２ （８単位）必修 *4
数学科教育法Ⅳ（２年次以上） ２

＜中一種・高一種 理科＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 中一種・理科 高一種・理科

中等理科教育法Ⅰ（１年次） ２ Ⅰ必修

中等理科教育法Ⅱ（２年次） ２ 左記４科目 Ⅱ必修（理学部学生）

中等理科教育法Ⅲ（２年次以上） ２ （８単位）必修 *4
中等理科教育法Ⅳ（２年次以上） ２ *4
中等理科教育法Ⅴ（２年次以上） ２ Ⅴ必修（農学部学生）

＜高一種 情報＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 高一種・情報

情報科教育法Ⅰ（２年次以上） ２ ２科目

情報科教育法Ⅱ（２年次以上） ２ 必修

＜高一種 工業＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 高一種・工業

工業科教育法Ⅰ（２年次以上） ２ ２科目

工業科教育法Ⅱ（２年次以上） ２ 必修

＜高一種 農業＞

本学における科目名（履修年次） 単位数 高一種・農業

農業科教育法Ⅰ（２年次以上） ２ ２科目

農業科教育法Ⅱ（２年次以上） ２ 必修

*4：高校免許取得者が「*4」の科目を履修した場合には、その教科の高校免許の「大学が

独自に設定する科目」（後述）に充てることができます。また、中一種各教科及び高一種

・工業、高一種・農業についても、それぞれの教科ごとに必要な単位数を超えて修得した

教科に関する専門的事項の単位数は、同様に「「大学が独自に設定する科目」に充てるこ

とができます。詳細はp.20の説明を参照してください。

（２）教科に関する専門的事項

教科に関する専門的事項の単位は、各学部・学科で開講する科目（専門科目等）の修得
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単位をもって充てます。所属学部・学科毎に取得免許に応じて、以下に示す必修科目、選

択必修科目を含んだ上で、取得する免許種・教科に対応する科目を合計２０単位以上修得

する必要があります。

ここで示した必修科目、選択必修以外の科目について、どの科目が免許に対応している

かは、各学部の履修要項・科目一覧を参照してください。

（ここで示しているのは、教員免許取得上の必修・選択必修科目です。各学部・学科の卒

業要件上のものとは必ずしも一致しませんので注意してください。）

人文社会科学部 現代社会学科 中一種・社会

免許法上の科目区分 科目名 単位数 備考

日本史・外国史 日本史概論 １ 左記８科目１３

世界史概論 １ 単位必修

地理学（地誌を含む。） 人文地理学概論 ２

自然地理学Ⅰ ２

地誌学概論 ２

「法律学、政治学」 政治学概論Ⅰ ２

「社会学、経済学」 社会学概論 ２

「哲学、倫理学、宗教学」 哲学概論Ⅰ １

上記必修科目を含み、中一種・社会の対応科目を２０単位以上修得すること。

人文社会科学部 現代社会学科 高一種・公民

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

「法律学（国際法を含む。）、政治学 政治学概論Ⅰ ２ 左記３科目５単

（国際政治を含む。）」 位必修

「社会学、経済学（国際経済を含む。）」 社会学概論 ２

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 哲学概論Ⅰ １

上記必修科目を含み、高一種・公民の対応科目を２０単位以上修得すること。

人文社会科学部 法律経済学科 中一種・社会

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

日本史・外国史 日本史概論 １ 左記９科目１４

世界史概論 １ 単位必修

地理学（地誌を含む。） 人文地理学概論 ２

自然地理学Ⅰ ２

地誌学概論 ２

「法律学、政治学」 法学概論 １

「社会学、経済学」 経済学概論Ⅰ ２

経済学概論Ⅱ ２

「哲学、倫理学、宗教学」 哲学概説Ⅰ １

上記必修科目を含み、中一種・社会の対応科目を２０単位以上修得すること。
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人文社会科学部 法律経済学科 高一種・公民

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

「法律学（国際法を含む。）、政治学 法学概論 １ 左記４科目６

（国際政治を含む。）」 単位必修

「社会学、経済学（国際経済を含む。）」 経済学概論Ⅰ ２

経済学概論Ⅱ ２

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 哲学概説Ⅰ １

上記必修科目を含み、高一種・公民の対応科目を２０単位以上修得すること。

人文社会科学部 人間文化学科 中一種・国語

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

国語学（音声言語及び文章表現に関 国語学概論 ２ 左記７科目

するものを含む。） １１単位必修

国文学（国文学史を含む。） 日本古典文学史 ２

日本古典文学概論 １

日本近代文学史 ２

日本近代文学概論 １

漢文学 中国文学概論 １

書道（書写を中心とする。） 書道Ⅰ ２

上記必修科目を含み、中一種・国語の対応科目を２０単位以上修得すること。

人文社会科学部 人間文化学科 高一種・国語

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

国語学（音声言語及び文章表現に関 国語学概論 ２ 左記６科目９

するものを含む。） 単位必修

国文学（国文学史を含む。） 日本古典文学史 ２

日本古典文学概論 １

日本近代文学史 ２

日本近代文学概論 １

漢文学 中国文学概論 １

上記必修科目を含み、高一種・国語の対応科目を２０単位以上修得すること。
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人文社会科学部 人間文化学科 中一種・社会

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

日本史・外国史 日本史概論 １ 必修

世界史概論 １ 必修

日本考古学Ⅰ ２

日本古代中世史Ⅰ ２ １科目

日本近世史Ⅰ ２ 選択必修

日本近現代史Ⅰ ２

中国考古学Ⅰ ２

東アジア史 ２
１科目

南アジア史 ２
選択必修

ヨーロッパ政治史 ２

ヨーロッパ社会史Ⅰ ２

地理学（地誌を含む。） 人文地理学概論 ２ 必修

自然地理学Ⅰ ２ 必修

地誌学概論 ２ 必修

「法律学、政治学」 入門法律学Ⅰ（法学概論） ２ 必修

「社会学、経済学」 社会学基礎論 １ 必修

「哲学、倫理学、宗教学」 哲学概論Ⅰ １ 必修

上記必修科目と選択必修科目を含み、中一種・社会の対応科目を２０単位以上修得

すること。

人文社会科学部 人間文化学科 高一種・地理歴史

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

日本史 日本史概論 １ 必修

日本考古学Ⅰ ２

日本古代中世史Ⅰ ２ １科目

日本近世史Ⅰ ２ 選択必修

日本近現代史Ⅰ ２

外国史 世界史概論 １ 必修

中国考古学Ⅰ ２

東アジア史 ２
１科目

南アジア史 ２
選択必修

ヨーロッパ政治史 ２

ヨーロッパ社会史Ⅰ ２

人文地理学・自然地理学 人文地理学概論 ２ 必修

自然地理学Ⅰ ２ 必修

地誌 地誌学概論 ２ 必修

上記必修科目・選択必修科目を含み、

高一種・地理歴史の対応科目を２０単位以上修得すること。
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人文社会科学部 人間文化学科 高一種・公民

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

「法律学（国際法を含む。）、政 入門法律学Ⅰ（法学概論） ２ 左記３科

治学（国際政治を含む。）」 目４単位

「社会学、経済学（国際経済を 社会学基礎論 １ 必修

含む。）」

「哲学、倫理学、宗教学、心理 哲学概論Ⅰ １

学」

上記必修科目を含み、高一種・公民の対応科目を２０単位以上修得すること。

人文社会科学部 人間文化学科 中一種・英語

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

英語学 英語学概論 ２ 左記８科目１４

英語文学 英米文学概論 ２ 単位必修

英語コミュニケーション 英語音声コミュニケーション １

技法

英語コミュニケーション入門 １

Advanced Reading ２

Advanced Writing ２

Advanced Speaking ２

異文化理解 英米文化入門 ２

上記必修科目を含み、中一種・英語の対応科目を２０単位以上修得すること。

人文社会科学部 人間文化学科 高一種・英語

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

英語学 英語学概論 ２ 左記８科目１４

英語文学 英米文学概論 ２ 単位必修

英語コミュニケーション 英語音声コミュニケーション １

技法

英語コミュニケーション入門 １

Advanced Reading ２

Advanced Writing ２

Advanced Speaking ２

異文化理解 英米文化入門 ２

上記必修科目を含み、高一種・英語の対応科目を２０単位以上修得すること。
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理学部理学科 中一種・数学

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

代数学 線形代数Ⅰ ２ 左記６科目

幾何学 位相空間 ２ １２単位必修

解析学 微積分Ⅰ ２

「確率論、統計学」 統計入門 ２

コンピュータ 集合入門 ２

離散数学 ２

上記必修科目を含み、中一種・数学の対応科目を２０単位以上修得すること。

理学部理学科 高一種・数学

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

代数学 線形代数Ⅰ ２ 左記６科目

幾何学 位相空間 ２ １２単位必修

解析学 微積分Ⅰ ２

「確率論、統計学」 統計入門 ２

コンピュータ 集合入門 ２

離散数学 ２

上記必修科目を含み、高一種・数学の対応科目を２０単位以上修得すること。

理学部理学科 高一種・情報

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

情報社会・情報倫理 情報社会と倫理 ２ 左記９科目

コンピュータ・情報処理（実習を含 情報基礎 ２ １８単位必修

む。）

情報システム（実習を含む。） 情報システム入門 ２

情報システム演習 ２

情報通信ネットワーク（実習を含 ネットワーク概論 ２

む。） ネットワーク演習 ２

マルチメディア表現・マルチメディ 情報解析入門 ２

ア技術（実習を含む。） 情報解析演習 ２

情報と職業 情報と職業 ２

上記必修科目を含み、高一種・情報の対応科目を２０単位以上修得すること。
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理学部理学科 中一種・理科

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

物理学 基礎物理学Ⅰ ２ １科目

物理学Ⅰ ２ 選択必修

基礎物理学Ⅱ ２ １科目

電磁気学Ⅰ ２ 選択必修

物理学実験（コンピュータ 一般物理実験 １ １科目

活用を含む。） 物理学実験 ２ 選択必修

化学 基礎化学Ⅰ ２ １科目

化学Ⅰ ２ 選択必修

基礎化学Ⅱ ２ １科目

化学Ⅱ ２ 選択必修

化学実験（コンピュータ活 一般化学実験 １ １科目

用を含む。） 基礎化学実験Ⅱ １ 選択必修

生物学 基礎生物学Ⅰ ２ 「基礎生物学Ⅰと基礎

基礎生物学Ⅱ ２ 生物学Ⅱのセット」、

または「生物学通論Ⅰ

生物学通論Ⅰ ２ と生物学通論Ⅱのセッ

生物学通論Ⅱ ２ ト」のいずれかで計４

単位修得

生物学実験（コンピュータ 一般生物実験 １ １科目

活用を含む。） 生物学基礎実験Ⅰ ２ 選択必修

地学 基礎地球惑星科学Ⅰ ２ 必修

基礎地球惑星科学Ⅱ ２ 必修

地学実験（コンピュータ活 一般地学実験 １ １科目

用を含む。） 岩石鉱物学実験 ２ 選択必修

上記必修科目・選択必修科目を含み、中一種・理科の対応科目を２０単位以上修得

すること。
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理学部理学科 高一種・理科

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

物理学 基礎物理学Ⅰ ２ １科目

物理学Ⅰ ２ 選択必修

基礎物理学Ⅱ ２ １科目

電磁気学Ⅰ ２ 選択必修

化学 基礎化学Ⅰ ２ １科目

化学Ⅰ ２ 選択必修

基礎化学Ⅱ ２ １科目

化学Ⅱ ２ 選択必修

生物学 基礎生物学Ⅰ ２ 「基礎生物学Ⅰと

基礎生物学Ⅱ ２ 基礎生物学Ⅱのセ

ット」、または「生

生物学通論Ⅰ ２ 物学通論Ⅰと生物

生物学通論Ⅱ ２ 学通論Ⅱのセッ

ト」のいずれかで

計４単位修得

地学 基礎地球惑星科学Ⅰ ２ 必修

基礎地球惑星科学Ⅱ ２ 必修

「物理学実験（コンピュータ活 一般物理実験 １

用を含む。）、化学実験（コンピ 物理学実験 ２

ュータ活用を含む。）、生物学実 一般化学実験 １

験（コンピュータ活用を含む。）、 基礎化学実験Ⅱ １ １科目

地学実験（コンピュータ活用を 一般生物実験 １ 選択必修

含む。）」 生物学基礎実験Ⅰ ２

一般地学実験 １

岩石鉱物学実験 ２

上記必修科目及び選択必修科目を含み、高一種・理科の対応科目を２０単位以上修得

すること。

工学部機械システム工学科 高一種・工業

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

工業の関係科目 工学概論 ２ 左記４科目６単

化学概論 １ 位必修

電磁気学概論 １

職業指導 職業指導 ２

上記必修科目を含み、高一種・工業の対応科目を２０単位以上修得すること。
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工学部機械システム工学科（夜間主） 高一種・工業

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

工業の関係科目 工学概論 ２ 左記４科目６単

化学概論 １ 位必修

電磁気学概論 １

職業指導 職業指導 ２

上記必修科目を含み、高一種・工業の対応科目を２０単位以上修得すること。

工学部電気電子システム工学科 高一種・工業

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

工業の関係科目 工学概論 ２ 左記４科目６単

化学概論 １ 位必修

電気磁気学Ⅰ １

職業指導 職業指導 ２

上記必修科目を含み、高一種・工業の対応科目を２０単位以上修得すること。

工学部物質科学工学科 高一種・工業

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

工業の関係科目 工学概論 ２ 左記４科目６単

電磁気学概論 １ 位必修

基礎化学Ⅰ １

職業指導 職業指導 ２

上記必修科目を含み、高一種・工業の対応科目を２０単位以上修得すること。

工学部情報工学科 高一種・工業

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

工業の関係科目 工学概論 ２ 左記４科目６単

化学概論 １ 位必修

電磁気学概論 １

職業指導 職業指導 ２

上記必修科目を含み、高一種・工業の対応科目を２０単位以上修得すること。

工学部都市システム工学科 高一種・工業

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

工業の関係科目 工学概論 ２ 左記４科目６単

化学概論 １ 位必修

電磁気学概論 １

職業指導 職業指導 ２

上記必修科目を含み、高一種・工業の対応科目を２０単位以上修得すること。
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農学部食生命科学科 高一種・理科

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

物理学 物理学入門 ２ 左記７科目

化学 化学Ⅰ ２ １２単位必

生物学 生物学Ⅰ ２ 修

生物学Ⅱ ２

地学 地学入門 ２

「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）、 化学実験 １

化学実験（コンピュータ活用を含む。）、生 生物学実験 １

物学実験（コンピュータ活用を含む。）、地

学実験（コンピュータ活用を含む。）」

上記必修科目及び選択必修科目を含み、

高一種・理科の対応科目を２０単位以上修得すること。

農学部地域総合農学科 高一種・理科

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

物理学 物理学Ⅰ ２ 左記７科目

物理学Ⅱ ２ １３単位必

化学 化学Ⅰ ２ 修

生物学 生物学Ⅰ ２

生物学Ⅱ ２

地学 地学 ２

「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）、 生物学実験 １

化学実験（コンピュータ活用を含む。）、生

物学実験（コンピュータ活用を含む。）、地

学実験（コンピュータ活用を含む。）」

上記必修科目含み、高一種・理科の対応科目を２０単位以上修得すること。

農学部食生命科学科・地域総合農学科 高一種・農業

免許法上の科目区分 本学での科目名 単位数 備考

農業の関係科目 地域総合農学入門 ２ 左記５科目１０

農業と水と土 ２ 単位必修

栽培学 ２

農業経済学一般 ２

職業指導 キャリア開発論 ２

上記必修科目を含み、高一種・農業の対応科目を２０単位以上修得すること。
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（３）大学が独自に設定する科目

「大学が独自に設定する科目」は、中一種で４単位、高一種で１２単位が必要です。

この科目の区分には、最低単位数を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」

又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒

指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」単位数を充てることができま

す。

＜中一種＞

以下の超過単位数の合計が４単位以上になるように修得する。

・教科に関する専門的事項に関する科目を２０＋α単位修得した場合 → α単位超過

＜高一種＞

以下の超過単位数の合計が１２単位以上になるように修得する。

・教科の指導法を４＋α単位修得した場合 → α単位超過（前述の*4）

・教育実習（中学校）（５単位）を修得した場合 → ２単位超過

・教科に関する専門的事項に関する科目を２０＋α単位修得した場合 → α単位超過

※「大学が独自に設定する科目」に充てられるのは、その免許に対応する科目の超過単

位数のみとなります。

次のような場合は、「大学が独自に設定する科目」の単位に充てることはできませんの

で注意してください。

× 「中等国語科教育法Ⅰ」の単位を高一種・英語に

× 高一種・数学の教科に関する専門的事項に関する科目の超過単位を高一種・理科に

× 「社会科・公民科教育法Ⅱ」の単位を高一種・地理歴史に

× 「道徳教育の理論と指導法Ａ」の単位を高一種・各教科に

（４）６６条の６科目

６６条の６科目は、免許状の校種・教科にかかわらず次表の４区分計８単位を修得する

必要があります。基盤教育科目、学科専門科目の履修方法については、それぞれの履修要

項等で確認してください。
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区分 修得方法

日本国憲法 ・人文社会科学部法律経済学科：

学科専門科目「日本国憲法概論」（２単位）

・その他の学部・学科：基盤教育科目「日本国憲法」（１＋１単位）

体育 基盤教育科目「身体活動」の必修１単位に加え、もう１単位修得する

（１＋１単位）

外国語コミュ 基盤教育科目「Integrated EnglishⅠ～Ⅲ」の内、クラス分けにより

ニケーション 指定された科目（２単位）

情報機器の操 基盤教育科目「情報リテラシー」（２単位）

作

※基盤教育科目の「日本国憲法」は、各授業担当教員が１単位の授業を２クォーター連続、

もしくは連続する集中授業として、それぞれ「２本セット」で開講しています。教員免許

を取得する場合は、同一教員の２本の「日本国憲法」（１単位＋１単位）をセットで修得

してください。

６．教育実習

教育実習は，大学における教職課程のさまざまな授業を通して学んできた教育・授業

の理論や方法，各教科に関わる専門的な知識や技能，また学校教育の場と機会に関わる

さまざまな体験などをふまえ，現場（学校）で教育の実践に取り組みながら，上述の学

びと経験を一層深めていく機会です。

今は「学生」であり，実習期間中は「教育実習生」であるけれども，教育の現場に立

つ以上，その時点で「先生」の一人です（実際に学校では「先生」と呼ばれることにな

ります）。指導をしてくださる先生に学び，生徒の姿からも学ぶ姿勢をもちながら，一方

で「教育者」としての自覚と責任，熱意をもって取り組んで欲しいと思います。

今，教師には「学び続ける」姿勢が求められています。学校は，生徒にとって楽しく

充実した生活と学習を提供する場でなくてはなりません。そうした場を保証するために，

教師はその生涯を通じて，教育の在り方・授業の在り方について問題意識や課題をもち，

その克服・解決に取り組んでいかなければなりません。この教育実習は，そうした問題

意識や課題を自らのうちに発見する，その第一歩となります。

まずは，学校に勤務する一員として，学校や地域の特性を把握し，校務分掌など一人

ひとりの教師が担う役割を理解しましょう。そして，教師の仕事の大変さ，責任の重さ，

それゆえの仕事のすばらしさとやりがい，教師としての使命感を自覚しましょう。教師

としての熱意を高めましょう。

学校・学級における生徒の実態を知り，さらに一人ひとりの生徒にしっかり目を向け，
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耳を傾け，何に関心をもち何を求めているかを把握しましょう。

各教科指導の目標を確認し，生徒の実態に即して創意工夫を試みながら，授業を実践

しましょう。その中で，自分にはどのような学習や研究がさらに必要なのか，さらなる

自己の研鑽に向けて課題を発見しましょう。

初めて教室の扉を開くとき，生徒たちは実習生であるあなたにどんな目を向けてくれ

ているでしょうか。そして，教育実習が終わるとき，生徒たちはあなたの後ろ姿をどん

な思いで見つめてくれるでしょうか。教育実習が，あなたにとって充実した時間であっ

たとき，それはきっと，生徒にとっても充実した，かけがえのない学校生活の一コマに

なるはずです。

たくさんの生徒たちが，教室であなたとの出会いを待っています。

（１）教育実習ガイダンス

教育実習への参加にあたっては、いろいろな手続きが必要になります。例えば、教育実

習は基本的に各学生の母校を実習校として行いますが、実習を行うには、実習校へ受入の

依頼を行い、内諾を得る必要があります。この内諾を得る手続きをはじめ、教育実習全体

に係るガイダンスを２年次の１～２月頃に行います。12月に周知するので、確認のうえ、

教育実習参加者は必ず出席してください。出席しない場合、教育実習には参加できません。

詳細は掲示にて周知しますので、見落とさないよう注意してください。

（２）事前指導

教育実習への参加にあたっては、必要な技能等を修得するため、次のとおり事前指導を

受ける必要があります。事前指導を受けない場合、教育実習に参加することはできません。

具体的な日時等については、掲示にて周知します。

【事前指導Ⅰ】

・実施時期：３年次４月 ・時数：２コマ（集中）

・場所：水戸キャンパス，阿見キャンパス

・担当：全学教職センター教員

・内容：

(1) 教育実習の目的・内容，履修にあたっての心構え

(2) 教育実習の意義

(3) 夏休みの課題（恩師にインタビュー）について

【事前指導Ⅱ】

・実施時期：３年次12月 ・時数：３コマ（集中）
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・場所：水戸キャンパス，阿見キャンパス

・担当：全学教職センター教員＋外部講師

・内容：

(1) 夏休みの課題（恩師にインタビュー）成果報告・発表

(2) 学校現場の理解

(3) ４年次の教育実習体験報告を聞く

(4) ４年次との懇談（相談）会

【事前指導Ⅲ】

・実施時期：３年次１月 ・時数：３コマ（集中）

・場所：水戸キャンパス，阿見キャンパス

・担当：全学教職センター教員＋外部講師

・内容：

(1) 授業参観（ＶＴＲ）

(2) 基礎的な授業技術（発問・指示・板書等）の理解と習得（演習）

(3) 授業構想の仕方についての理解（指導案の内容・様式と作成の仕方）

【事前指導Ⅳ】

・実施時期：３年次２月 ・時数：３コマ（集中）

・場所：水戸キャンパス，阿見キャンパス

・担当：全学教職センター教員＋外部講師

・内容：

(1) 教材研究と模擬指導案作成（演習）

(2) 模擬授業と研究協議（演習）

【事前指導Ⅴ】

・実施時期：４年次４月（５・６月実習向け），７月（９・10月実習向け）

・時数：２コマ（集中）

・場所：水戸キャンパス，阿見キャンパス

・担当：全学教職センター教員

・内容：

(1) 教育実習履修簿等の配付と説明

(2) 実習に臨む直前の心構え

(3) 学校・先生への挨拶，生徒への自己紹介などの準備（演習）

（３）教育実習履修のための単位修得要件

教育実習に参加するにあたっては、上記の事前指導を全て受ける他、教育実習を受ける

校種の次に示す科目の単位を修得している必要があります。
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３年次４月時点の要件 ４年次４月時点の要件

中 ・「教育の基礎的理解に関する科目」 ・「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総

学 「道徳、総合的な学習の時間等の指 合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

校 導法及び生徒指導、教育相談等に関 育相談等に関する科目」「各教科の指導法」の

する科目」「各教科の指導法」の内、 内、「教育実習」「教職実践演習」以外の科目を

人 １～２年次履修指定科目を修得済で 修得済であること。

・ あること。 ・「各教科の指導法」を、必修分を８単位修得

理 済であること。

学 ・３年次履修指定科目を履修中・履 ・「教科に関する専門的事項」を24単位以上修

部 修予定であること。 得済であること。

・免許取得に必要な残りの科目について、履修

中・履修予定であること。

高 ・「教育の基礎的理解に関する科目」 ・「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総

等 「道徳、総合的な学習の時間等の指 合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

学 導法及び生徒指導、教育相談等に関 育相談等に関する科目」の内、「教育実習」「教

校 する科目」「各教科の指導法」の内、 職実践演習」以外の科目を修得済であること。

１～２年次履修指定科目を修得済で 「○○科教育法Ⅰ・Ⅱ」を修得済であること。

人 あること。 ・「教科及び教科の指導法に関する科目」を32単

・ ・（工業以外）「○○科教育法Ⅰ」を 位以上修得済であること。

理 修得済であること。 ・免許取得に必要な残りの科目について、履修

・ ・（工業）「工業科教育法Ⅰ・Ⅱ」の 中・履修予定であること。

工 いずれか一方を修得済であること。

学 ・３年次履修指定科目を履修中・履

部 修予定であること。

高 ・「教育の基礎的理解に関する科目」 ・「教育の基礎的理解に関する科目」を全て修

等 の内、「教職概論Ａ」「教育原理Ａ」「教 得済であること

学 育心理学Ａ」を修得済であること。 ・「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び

校 ・「道徳、総合的な学習の時間等の 生徒指導、教育相談等に関する科目」を全て修

農 指導法及び生徒指導、教育相談等に 得済みであること。

学 関する科目」の内、「教育の方法と ・（理科）「中等理科教育法Ⅰ・Ⅴ」を修得済で

部 技術Ａ」を修得済みであること。 あること。

・「教育課程論Ａ」または「生徒指 ・（農業）「農業科教育法Ⅰ・Ⅱ」を修得済で

導並びに進路指導及びキャリア教育 あること。

の理論と方法」のいずれか一方を修 ・上記の教科教育法の科目を含めて、「教科及

得済であること。 び教科の指導法に関する科目」を32単位以上修

・（理科）「中等理科教育法Ⅰ」を修 得済であること。
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得済であること。 ・免許取得に必要な残りの科目について、履修

・（農業）「農業科教育法Ⅰ」または 中・履修予定であること。

「農業科教育法Ⅱ」のいずれか一方

を修得済であること。

・「教育の基礎的理解に関する科目」

「道徳、総合的な学習の時間等の指

導法及び生徒指導、教育相談等に関

する科目」の３年次開講科目につい

て履修中・履修予定であること。

教育実習参加希望者で、この要件を満たさない場合には、窓口に申し出てください。詳

細は教育実習ガイダンス等で説明します。

（４）教育実習

教育実習は４年次５～６月、９～１０月を中心に行われます。

中一種取得者、中一種・高一種両方の免許取得者は、「教育実習（中学校）」の履修が

必要で、実習期間は３週間程度です。

高一種取得者は「教育実習（高等学校）」の履修が必要で、実習期間は２週間程度です。

なお、実習にあたっては、実習校で使用する消耗品等の費用負担が必要になります。詳

細については、ガイダンスや事前指導の中で周知します。

（５）事後指導

以上に示してきた事前指導、教育実習本番を経て、最終的に事後指導を受けることによ

って教育実習は完結します。具体的な時期などについては、掲示にて周知します。

・実施時期：４年次12月

・時数：２コマ（集中）

・場所：水戸キャンパス，阿見キャンパス

・担当：全学教職センター教員

・内容：

(1) レポート記述

(2) まとめの講話

(3) 実習体験報告（３年次に向けての報告）



- 26 -

７．教職実践演習

2006（平成18）年7月の中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方につ

いて」では、大学の教職課程の科目として「教職実践演習」の新設が示されました。この

科目は、教職課程の総まとめの科目として位置づけられており、教職課程の科目の履修や

教職課程外でのさまざまな活動を通じて皆さんが身に付けた資質能力が教員として最小限

必要な資質能力として有機的に統合され、形成されたかについて、到達目標等に照らしな

がら最終的に確認するものです。このため教育実習後の4年必修科目として開講されます。

この科目の履修を通じて、教員として必要な資質能力の確実な確認が行われるように、

教員として求められる以下の①から④の4つの事項に示された12の到達目標の達成度合を

意識しながら学修することが大切です。

① 使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項

・ 教育に対する使命感や情熱を持ち、常に子どもから学び、共に成長しようとする

姿勢が身に付いている。

・ 高い倫理観と規範意識、困難に立ち向かう強い意志を持ち、自己の職責を果たす

ことができる。

・ 子どもの成長や安全、健康を第一に考え、適切に行動することができる。

② 社会性や対人関係能力に関する事項

・ 教員としての職責や義務の自覚に基づき、目的や状況に応じた適切な言動をとる

ことができる。

・ 組織の一員としての自覚を持ち、他の教職員と協力して職務を遂行することがで

きる。

・ 保護者や地域の関係者と良好な人間関係を築くことができる。

③ 幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項

・ 子どもに対して公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行うことがで

きる。

・ 子どもの発達や心身の状況に応じて、抱える課題を理解し、適切な指導を行うこ

とができる。

・ 子どもとの間に信頼関係を築き、学級集団を把握して、規律ある学級経営を行う

ことができる。

④ 教科・保育内容等の指導力に関する事項

・ 教科書の内容を理解しているなど、学習指導の基本的事項(教科等の知識や技能

など)を身に付けている。

・ 板書、話し方、表情など授業を行う上での基本的な表現力を身に付けている。

・ 子どもの反応や学習の定着状況に応じて、授業計画や学習形態等を工夫すること

ができる。

また、4年間の履修を記録する「学びのあしあと」は、皆さん自身の履修履歴の記録で

す。教職実践演習では、そこに記載された自己評価等を学修に活用するので、1年次から

各自しっかりと作成することが大切です。具体的には、教職実践演習では先にあげた4つ
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の事項、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、②社会性や対人関係能力に関す

る事項、③幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項、④教科・保育内容等の指導力に

関する事項の各々の到達目標をもとに教員としての資質能力が身に付いているかどうかを

自己評価を行うことで明確にします。「学びのあしあと」は、その時に重要な資料となる

ものです。

「教職実践演習」は多くの皆さんにとって最後に履修する教職科目なので、将来教職を

めざす者にとって、充実した学びとすることが大切です。

本学では、４年次に集中授業として開講しますので、開講日程等の掲示に注意してくだ

さい。

８．介護等体験

「介護等体験」は，小学校・中学校の先生になるためには必ず実施しなければならな

いものです。高等学校の先生については義務づけられてはいません。ですが，免許状取

得にあたっての義務であるか否かに関わらず，教職に就くうえでは貴重な体験・経験と

なるものです。

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する

法律」（介護等体験特例法）の定めるところでは，教員は個人の尊厳及び社会連帯の理念

に関する認識を深めることが必要であるとの認識に立ち，障害者や高齢者に対する介護，

介助，それらの人との交流等の体験を通じて教師としての資質の向上を図ることが，こ

の「介護等体験」の趣旨とされています。具体的には，高齢者や障害児・者などの介護

や生活支援を目的とする「社会福祉施設」における体験５日間と，発達障害，視覚・聴

覚等の障害，肢体不自由などの事情により特別な支援を要する児童・生徒のための教育

施設である「特別支援学校」での体験２日間，計７日間の体験を行います。

世の中には，さまざまな人がいます。心身ともに健康で，自立して生活を営むことが

できる人ばかりではありません。生まれつき障害のある方もいます。大きな病気や怪我

によって，不自由な生活を余儀なくされている方もいます。誰もが年齢を重ねていくと

身体能力が衰え，それまであたりまえにできていたことができなくなります。そうした

方々の生活を支え，交流するという体験は，人の心の痛みがわかること，多様な価値観

の相違を認め，無闇に人を差別したりしない心構えをもつことなど，教師としてばかり

でなく，人間としての自分を磨くことにつながります。

街の中で見かける，杖をつきながら歩いている人，車椅子に乗っている人，歩くのが

遅く，横断歩道を渡りきれないで困っているお年寄り。そんな方々をどのように見てい

ますか。手をさしのべることはできますか。やさしく声をかけることができますか。そ

れは，学校の教室で，答えがうまく導き出せないで困っている生徒，友達の輪に入れず

寂しそうにしている生徒，家庭の問題など何か辛いものを抱えている生徒などにどう対

応するかということと，かけ離れた問題ではありません。

教師としての自己の在り方を見つめるためにも，一人の人間としての自分をよりよく
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磨くためにも，ぜひ，この介護等体験に意欲と熱意と真心をもって取り組みましょう。

（１）介護等体験のスケジュール
本学では、人文社会科学部と理学部の学生が中学校教員免許状を取得する場合には、３

年次を介護等体験の実施年次としています。

介護等体験を実施するには、以下のスケジュールに沿って、手続き及びオリエンテーシ

ョン・事前指導等への参加が必要です。オリエンテーション・事前指導は全て出席する必

要があります。出席しない場合、介護等体験には参加できません。詳細な日時等について

は、掲示にてお知らせします。

また、体験前に「教育の基礎的理解に関する科目」の「特別な支援を必要とする子ど

もの理解と支援Ａ」の単位を修得してください。

・２年次１月中旬～下旬：介護等体験オリエンテーション

・２年次２月中旬 ：介護等体験事前指導

・３年次５月 ：直前オリエンテーション（１回目）

・３年次６月～９月 ：介護等体験（１回目）

・３年次１０月 ：直前オリエンテーション（２回目）

・３年次１０月～３月 ：介護等体験（２回目）

※１回目で社会福祉施設での体験を行った場合は、２回目で特別支援学校での体験を、

１回目で特別支援学校での体験を行った場合は、２回目で社会福祉施設での体験を

行う。

（２）介護等体験に必要な費用等
介護等体験への参加にあたっては、次の費用等が必要になります。

なお、これは令和２年４月現在のものです。実際に皆さんが参加する際には変更になっ

ている可能性がありますので、詳細は介護等体験オリエンテーションにて説明します。

・体験費用（社会福祉施設）：8,010円

・体験費用（特別支援学校）：0円（ただし、県立学校の場合は証明書発行手数料

400円が必要。）

・保健への加入：学生教育研究災害傷害保険（学研災）

インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険（210円）

・健康診断書の提出：原則的には大学で実施した最新の健康診断の診断書の写し。

施設によっては、それに加えて「細菌検査」が求められる場

合があります。
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（３）介護等体験の証明書
介護等体験終了後、社会福祉施設・特別支援学校より、介護等体験を実施した証明書が

交付されます。

この証明書は、次に示す免許状の取得手続きの際に必要になります。この証明書が無い

と免許状の交付を受けることが出来ませんので、決して紛失することなどの無いよう、大

切に保管してください。

９．免許状取得手続き

教員免許状の取得には、p.4～p.6で示した、Ａ～Ｄの免許状取得要件を満たすことに加

え、「Ｅ：免許状授与申請の手続き」を都道府県教育委員会に行う必要があります（免許

状を発行するのは都道府県教育委員会であり、大学ではありません）。

授与申請の方法は、次の２つに分けられます。

（１）一括申請
４年次の秋頃、本学の指定する単位の修得方法等により免許状取得要件を満たす見込み

の者を対象に、大学がとりまとめて茨城県教育委員会に免許状授与申請を行う「一括申請」

の受付を行います。

本来、免許状の授与申請は、全ての免許状取得要件を満たしていないと行えません（特

に、在学中は「学士の学位を有すること」＝「大学の卒業」、を満たすことができません。）

が、一括申請においては免許状の取得要件を充足する「見込み」で在学中に茨城県教育委

員会に申請を行い、卒業式の日に免許状の交付を受けることが出来る仕組みです。特に、

教員採用内定者は卒業直後の４月１日から免許状が必要になるので、必ず一括申請の手続

きを行ってください。大学で要件を満たして取得した免許状は、都道府県を問わず有効で

すので、茨城県以外での教員採用が決まっている場合も、一括申請で手続きを行うように

してください。

なお、一括申請は「見込み」での申請になるため、結果的に必要な単位を充足できなか

ったり、卒業できなかったりするなど、取得要件を満たさなかった場合には免許状は交付

されません。

一括申請の具体的な時期や、必要な手続き書類等については４年次に掲示等でお知らせ

します。

（２）個人申請
卒業後（免許状の取得要件充足後）に、各自で都道府県教育委員会に免許状授与申請を

行う方法です。９月卒業の場合には、一括申請に申し込むことができないため、個人申請

を行ってください。
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申請する都道府県により必要な書類や手続き方法が異なるため、詳細は各都道府県教育

委員会に問い合わせてください。こちらの方法で授与を受けた場合でも一括申請同様、都

道府県を問わず有効ですので、卒業後の居住地となる都道府県で手続きを行うとよいでし

ょう。

１０．教員採用試験

教師は魅力的な仕事です。日々子どもたちと過ごしていくなかで、ともに成長し、さま

ざまなドラマが生まれます。一生懸命勉強をし、誠実な努力をしていると、子どもたちは

笑顔を返してくれ、本当に楽しく充実した人生を送ることができます。

しかし、教師になるためには、「教員採用試験（教採試験）」に合格しなくてはなりま

せん。試験や形態は自治体によってさまざまです。正式には「公立学校教員採用候補者選

考試験」といい、各都道府県教育委員会のほか、横浜市や福岡市などの政令指定都市の教

育委員会ごとに実施しています。そのため、傾向や対策も教育委員会ごとに異なってきま

す。つまり、試験を受ける人は、受験を希望する教育委員会の情報を知る必要があります。

まず、各教育委員会のホームページ等で、次のことを確認しましょう。

・募集人数と倍率

・各教育委員会が求める人物像

・大まかな試験日程

・試験内容と配点

文部科学省では「使命感を持っている」「豊かな人間性がある」「確かな指導力」とい

う3点を、とくに重視しています。教員として求めている人物像は、各教育委員会によっ

て異なりますが、多くは熱意や意欲がある人を第一に求めていますが、求める人物像の例

を以下に示します。これらの育成を心がけながら、教職課程の授業は勿論ですが、学生生

活をすごすことが大切です。

・情熱と意欲を持っている

・実践的な指導力・授業力がある

・明るくて柔軟な対応力を持つ

・思いやりがあって心が豊か

・使命感や責任感を持っている

・社会人としてのマナーを有している

教員採用試験は通常1次、2次の2段階で行われますが、1次試験は基礎的な学力を有して

いるかどうかを判断する筆記試験が中心になります。採用試験の点数配分は、筆記試験が

7割の自治体もあれば、3割の自治体もあります。試験の配点はホームページに載っている

場合とそうでない場合がありますので、実施要項で確認することや先輩から情報を得るこ

とも大切です。
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例として、茨城県教育委員会が令和元年度に実施した採用試験の配点を示します。

（平成 32年度（2020年度）採用 茨城県公立学校教員選考試験実施要項より抜粋）

1次試験における「一般教養」とは、社会人として必要とされる人文科学（国語、地理、

歴史、倫理、英語など）、社会科学（政治・経済、時事問題など）、自然科学（数学、理

科など）などから出題されます。出題範囲が幅広いことに特徴がありますが、近年は、時

事問題の比率が高まっています。また、「教職専門（教養）」とは、教育原理や教育史、

教育法規、教育心理、教育時事など、教員として必要な知識のことを指します。一般教養

とセットで実施することが多いですが、出題方法は教育委員会により差があります。さら

に、「専門教科」とは、実際に授業を行う際に必要な知識と指導力を問う試験です。基本

的に全教科を教える小学校は全ての教科から出題され、中学校、高等学校志望する教科・

科目から出題されるのが一般的です。

ここで大事なことは、1次試験の配点からわかるように、専門教科・科目の勉強が大切

なことは勿論ですが、一般教養・教職専門の配点が高いので、一般教養・教職専門の勉強

を疎かにしては合格できないということです。

そのため、茨城大学では、教員採用試験受験予定者を対象に、一般教養・教職専門の理

解を深めることを目的として、3年次の第3クォーター（予定）から4年次の第2クォーター

にかけて「教採講座」を実施します。多くの先輩たちも「教採講座」を受講して教員採用

試験の合格を勝ち取ってきました。皆さんも是非参加してください。
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１１．採用試験合格状況

先輩たちは、次の都道府県・校種・教科の採用試験に合格しています。

平成３１年４月採用 令和２年４月採用

人文学部 茨城県・中学・社会 ：１名 茨城県・中学・社会 ：１名

茨城県・高校・地理歴史：１名 茨城県・中学・英語 ：１名

千葉県・中高・英語 ：１名 茨城県・高校・国語 ：１名

茨城県・高校・英語 ：１名

福島県・中学・社会 ：１名

千葉県・中高・社会 ：１名

理学部 茨城県・高校・数学 ：３名 茨城県・中学・理科 ：２名

高校・物理 ：１名 茨城県・中学・数学 ：１名

栃木県・高校・生物 ：１名 茨城県・高校・化学 ：１名

福井県・中高・理科 ：１名 北海道・中学・数学 ：１名

理工学研究科 茨城県・高校・物理 ：１名

－ 茨城県・高校・生物 ：１名

岩手県・高校・物理 ：１名

工学部 茨城県・高校・工業 ：１名 －

農学部 茨城県・高校・生物 ：１名 －

農学研究科 茨城県・高校・生物 ：１名 －

卒業生の進路としては、上記に加え常勤・非常勤講師としての任用もあり、そこで学

校現場を経験しながら採用試験に再チャレンジすることもできます。教員採用志望者の多

くは、何らかの形で教職に就いています。

１２．教育関係ボランティアのお知らせ

ボランティア活動とは、社会福祉，教育，保健などの事業に対し，自発的・自主的に

行われる無償の奉仕活動のことです。「ボランティア」という言葉は、「自由意思」を意

味するラテン語のボランタスが語源になっているそうです。つまりボランティア活動で

大切なことは、義務や功利から行うものではなく、あくまでも自分から主体的に取り組

むものであるということです。

教育支援ボランティア活動は、学校を中心とした教育関係機関で、何らかの形で子ど

もたちの教育にかかわる活動を補助したり、支援したりする活動です。補助、支援する

とは言いますが、教職を目指す学生のみなさんにとって教育支援ボランティア活動は、

教育現場から多くのことを学ばせてもらえる貴重な体験の場です。子どもの実態理解と
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その対応の仕方、授業の進め方、現在の教育課題など、大学で学んでいる教職に関する

知識が、実感を伴った実践的な学びへと深まる場なのです。また、教師を目指す上での

自分自身の課題を見出すことにもつながります。

具体的に行っている主な教育支援ボランティア活動には、次のようなものがあります。

・幼稚園での保育補助や園行事のお手伝い

・小学校・中学校・高等学校での学習支援

・学校行事のお手伝い

・部活動などの課外活動の補助

・校外学習のお手伝い

・教育委員会主催事業への参加

（理科観察実験アシスタント、

放課後子ども教室、

学びの広場サポートプランなど）

・茨城県警大学生サポーターへの参加

・高齢者福祉施設での行事の補助

これらはほんの一例で、地域の学校や教育関係・福祉関係機関から、毎年たくさんの

ボランティア活動の依頼が寄せられます。活動する時間帯や曜日なども様々ですので、

自分が参加できそうな活動を選ぶことが可能です。

教師は多忙で、その仕事もたいへんだと言われています。しかし、それ以上に、やり

がいや魅力のある仕事です。「百聞は一見にしかず」という言葉があります。積極的に教

育支援ボランティア活動に参加し、教育の現場に行って、実際にその目で子どもたちや

教育活動の様子を見て、自分もそれにかかわって、教師の仕事の魅力を肌で感じ取って

きましょう。

＊教育支援ボランティア活動に参加したいと思った人は、全学教職センターの事務室

（教育学部Ａ棟2階 Ａ２０１）に来てください。教育支援ボランティア活動に関す

る情報も掲示してあります。事務室で相談にも応じます。

１３．Ｑ＆Ａ

教職課程の履修にあたり、よくある質問をまとめました。

Ｑ：高等学校の教員になりたいのですが、中学校の免許状も取得した方がいいですか

Ａ：都道府県によっては、中学校・高等学校を同一の採用区分で募集しており、中高両方

の免許状が必要になるところもありますし、中高一貫教育校が増えているという社会的背

景もあります。なお、卒業後に中学校の免許状を取得しようとする場合、ある程度の費用

や時間がかかりますので、自分の希望する進路についてよく情報を収集し、判断するよう

にしてください。
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Ｑ：他学科対象の免許状を取得することは可能ですか

Ａ：他学科対象の免許状でも、単位修得などの必要な要件を満たすことで免許状を取得す

ることは可能です。ただし、免許状に必要な授業を他学科学生も履修できるように時間割

を調整しているわけではありませんし、授業によっては他学科学生の履修を制限している

ものもあることから、取得を保証するものではありません。また、ＣＡＰ制による年間の

修得単位数の上限もあります。基本的には、所属学科に対応した免許状(p.4)のみ取得で

きると考えてください。

Ｑ：卒業までに免許状に必要な単位を取得できませんでした。卒業後に免許状を取得する

ことはできますか

Ａ：不足分の単位を科目等履修生などの制度で取得することで可能になります。また、免

許状に必要な単位は、複数の大学で取得したものを合算して使用することも可能なため、

他大学の科目等履修生や通信制の課程も利用できます。ただし、ある程度の費用や時間が

必要になるため、可能な限り在学中に必要な要件を満たすことが望ましいでしょう。また、

免許状に係る法律が改正されると、過去に修得した単位が使えなくなることもありますの

で注意してください。

Ｑ：小学校の免許状を取得したいのですがどのような方法がありますか

Ａ：本学においては、教育学部のみ小学校の免許状が取得可能で、他の学部では在学中に

小学校対応科目を履修することはできません。卒業後に科目等履修生や、他大学の通信制

の課程で必要な単位を修得する必要があります。在学中には、隣接校種である中一種を取

得しておくことをおすすめします。

Ｑ：教員になりたいのですが、大学院へ進学して、より専門的な勉強もしたいと考えてい

ます。知っておくべき情報はありますか

Ａ：大学卒業を基礎資格とする「一種免許状」の他に、大学院修了を基礎資格とする「専

修免許状」というものがあります。学部卒業時に一種免許状の取得要件を満たし、その校

種・教科の専修免許状を取得可能な大学院に進学して必要な単位を修得することで、専修

免許状を取得できます。

また、学部４年生の時に採用試験に合格した者が大学院への進学を希望する場合、一定

の条件の下で採用時期を大学院修了まで先延ばしする制度（「採用候補者名簿登載猶予」

などの名称で呼ばれています。）を導入している都道府県があります。制度の有無・内容

については都道府県により異なるので、希望の進路や自分の目指す教員像を踏まえてよく

情報を収集し、検討するようにしてください。

Ｑ：採用試験が不合格で常勤講師や非常勤講師になった場合，正規教員と職種内容や給与

等の待遇面で違いはありますか

Ａ：常勤講師でも非常勤講師でも，学校教育の現場で貴重な経験ができます。常勤講師は、

教諭とほぼ同じ職務を担当します。非常勤講師は、主に教諭の職務の一部を担当します。
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これらの経験は，次年度の採用試験を受ける際に、自分にとって大きな自信になります。

給与等ですが，常勤講師の場合は任用の期限が付されているものの，若いうちは教諭とそ

れほど変わりません。非常勤講師は一般的には時給制ですが、県によって違いがあります。

Ｑ：教員免許更新制とは何ですか

Ａ：教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付ける

ことで教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指し平成

21年4月から導入された制度です。免許状の有効期間（平成21年4月1日以降に初めて授与

された免許状には10年間の有効期間が設定されました。）の満了前に「教員免許更新講習」

を受講し、所定の手続きを取る必要があります。今後、変更される場合もありますので、

制度の詳細については文部科学省または各都道府県教育委員会のHP等で確認してくださ

い。
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＜この冊子について＞

この冊子には、教職課程の履修について必要なことがまとめられています。４年間使用

することになるので、大切に取り扱ってください。

教職課程の履修方法は、所属学部・学科だけでなく、入学年度によっても異なります。

先輩や後輩の持っている冊子では、あなたが教員免許を取得するための正確な情報は手に

入りません。

また、この冊子の内容は令和2年4月時点のものであり、法改正等により変更されること

があります。その場合は掲示等で周知しますので、十分注意してください。


