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2020年 6月  

〔現代教育学部を除く〕 

教職課程 履修登録説明資料（2020年度入学生対象） 

 

教職課程の履修希望者は、以下の説明資料を十分に確認のうえ、履修登録手続きを行ってください。 

登録手続きは全て教職支援センターのホームページ上で行います。申請後の修正・取り消しはできませ

ん。また、内容の不備により、履修手続きが不能とならないように注意しましょう。 

授業は秋学期から始まりますが、教育実習手続き等の詳細については、今後のガイダンスで適宜説明し

ていきます。案内を見落とさないよう、不言実行館 5 階の教職支援センター掲示板や Tora-Net メール

（Office365）を定期的に確認するように心がけてください。 

 

 

 

 

 

●教職課程とは 

学校の教員を志望する学生を対象とした課程です。教育職員免許状（以下、教員免許状）の取得に必要

な科目を開講しています。 

教員になるには、原則として教員免許状の取得が必要ですが、さらに、以下の段階を経なければなりま

せん。 

【公立学校教員】 

都道府県または指定都市（政令市）ごとの教員採用候補者選考試験（教員採用試験）に合格、採用 

【私立学校教員】 

①私学適正検査（愛知県・静岡県等で実施）の受検結果をもとに、学校が採用 

②学校独自の採用試験に応募し合格すれば採用  

 

●本学で取得可能な教員免許状について 

中学校・高等学校の教員免許状には、「国語」・「英語」・「理科」といった「教科」による区別があります。 

取得できる免許状の種類と教科は、学科ごとに定められており、複数の免許状を取得可能な学科では最大

で 2種類の免許状を同時取得することが可能です。 

なお、他学部・他学科の免許状を取得することはできません。 

 

＜免許状取得例＞ 

例 1）工学部 応用化学科の学生 

高等学校教諭一種免許状「工業」、高等学校教諭一種免許状「理科」 

 

例 2）人文学部 日本語日本文化学科の学生 

高等学校教諭一種免許状「国語」、中学校教諭一種免許状「国語」 

 

例 3）生命健康科学部 保健看護学科の学生 

養護教諭一種免許状 

 

※教職課程の登録手続きを行わなければ、教職課程の科目を履修することはできません。 

また、今回の登録期間以外で、登録手続きは一切できませんので、注意してください。 
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＜本学で取得できる免許状一覧表＞ 

学部 学科 
教科 

（高等学校一種） 

教科 

（中学校一種） 

学生便覧 

掲載ページ 

工 学 部 

機械工学科 工 業 ― 

P97～105 

都市建設工学科 工 業 ― 

建築学科 工 業 ― 

応用化学科 工 業、理 科 ― 

情報工学科 工 業、情 報 ― 

電気電子システム工学科 工 業 ― 

経営情報学部 経営総合学科 商 業 ― P117～122 

国際関係学部 国際学科 地理歴史、公 民 ― P134～139 

人 文 学 部 

日本語日本文化学科 国 語 国 語 

P188～197 

英語英米文化学科 英 語 英 語 

コミュニケーション学科 公 民 社 会 

心理学科 公 民 ― 

歴史地理学科 地理歴史 社 会 

応用生物学部 

応用生物化学科 理 科、農 業 ― 

P238～247 
環境生物科学科 理 科、農 業 ― 

食品栄養科学科（食品栄養） 理 科、農 業 ― 

食品栄養科学科（管理栄養） 栄養教諭（一種） 

生命健康科学部 保健看護学科 養護教諭（一種） P309～313 

 

 注意事項  

◆各学科で取得できる教員免許状は以上のとおりです。自学科の欄に記載がない免許状は取得できません。 

◆履修については、学生便覧の掲載ページをよく読んでください。学生便覧は入学年度で内容が異なるの

で注意してください。 

◆学科及び免許状の種類・教科によって、履修すべき科目が異なっています。学生便覧の掲載ページをよ

く読み、自己の責任において履修してください。 

 

●教職課程の履修について 

免許状を取得するためには、教職課程を履修し、必要な要件を満たさなければなりません。 

免許状取得に必要な要件は、それぞれの学科・免許種によって定められています。学生便覧で自学科の

ページを開き、以下の項目の具体的な内容（科目）や単位数、履修上の注意等を確認してください。 

 

「基礎資格」 

免許状取得のために基礎となる資格です。「学士の学位を有すること」と定められており、大学を卒業す

ることで取得することができます。大学を卒業できなければ、単位がそろっていても免許状を取得するこ

とはできませんので注意してください。なお、栄養教諭は他にも必要な基礎資格がありますので確認して

ください。 
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「教科及び教科の指導法に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」「養護に関する科目」 

免許状の「教科」や栄養、養護について指導するための専門的な知識等を学ぶための科目です。免許状

が示す専門領域の基盤となる専門知識や考え方、指導法等について修得します。多くが学科の専門科目で

す。2 種類の免許状を取得可能な学科の場合、それぞれの教科について科目が指定され、両方の科目を、そ

れぞれ指定された単位数以上に取得しなければいけないので注意してください。 

 

「教育の基礎的理解に関する科目」等 

教員にとって大事な教育についての知識や技術等を学ぶための科目です。教育実習もこれに含まれ、学

校現場において、より実践的に活躍できる教員を目指します。 

これらは教職課程に特化した科目となり、「進級、卒業に必要な単位数」及び「履修単位数の上限」に算

入されません。配当されている学年・学期に必ず履修・単位取得できるよう、注意して履修してください。 

 

「教育職員免許法施行規則第 66条の 6に定める科目」 

これらは「日本の憲法」や「健康科学」等の最も基礎的な科目です。教育職員免許法施行規則（第 66 条

の 6）にて指定された科目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 注意事項  

◆教育実習に参加するには、3年次終了時までに、履修すべき「『教育の基礎的理解に関する科目』等」 

及び「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」の必修科目を全て取得していなければなり 

ません。 

◆「『教育の基礎的理解に関する科目』等」及び「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」 

の必修科目は、配当されている学期に即座に履修し、確実に単位を取得してください。 

◆「『教育の基礎的理解に関する科目』等」に加え、「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含 

む。）」の各科目、工業・農業・商業・情報免許の「職業指導（工業）」、「職業指導（農業）」、「職業指導 

（商業）」「情報と職業」も、「進級、卒業に必要な単位数」及び「履修単位数の上限」に算入されません。 

◆中学校教諭免許状の志望者は、3年次に介護等体験が必要です。 

◆他大学や他学科で取得した単位を流用する場合や、ITパスポート・TOEIC等の資格試験の認定により、 

認定単位「Ｔ」を取得する場合、事前に教職支援センターに相談してください。 

※「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」の成績評価を受けていない単位は、教員免許状の取得要件として認められません。 

 

 教職課程履修に必要となる費用例 （テキスト等を除き抜粋） 

(1) 教職課程履修登録費の 10,000円 

(2) 教育実習協力費、印刷費、保険料、交通費等の教育実習に関するもの 

(3) MRワクチン接種・抗体価検査費、個別健康診断費用（名古屋市等）等の健康に関するもの 

(4) 中学校教諭免許状取得希望者の介護等体験費用 8,710円及び保険料 

(5) 教員免許状一括申請手続き費用 3,400円（×免許数） 

※金額はいずれも目安です。 

※「教育職員免許法施行規則第 66条の 6に定める科目」の履修について 

「日本の憲法」や「健康科学」等、履修登録時に抽選対象となる講義ばかりです。 

指定された科目は 2年次終了時までに単位取得をしていることが望ましいですが、遅くとも 3年次 

秋学期には全て取得しましょう。 

外国語コミュニケーションでは同一言語の科目を 2単位取得する必要があるので、注意しましょう。 
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●教育実習について 

教職課程の最大のヤマ場として、教育実習があります。実習の実際の日程は、教育実習校が指定します。 

実習校は、学生の自己開拓を原則とし、多くの場合、母校に申し込みます。2 年次 12 月頃に教育実習ガイ

ダンスを行ない、3年次に申し込みの手続きを行います。申し込みをしたら、自己都合で辞退できません。 

4年次の、早い人は 4月、遅い人で 12月、多くの場合 5～6月に、教育実習に参加します。 

教育実習では、実際に教壇に立ち授業を行います。生徒に問いや指示を出し、板書やコメントを書きま

す。教育実習が充実した体験になるように、今から十分に学び、準備をかさねていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●教職課程履修と手続き等の主な流れ（予定） 

□ 1年次 

教職課程履修登録手続き（6月 8日～26日（金）17時 00分） 

教職課程ガイダンス（9月） 

「教育の基礎的理解に関する科目」等の履修開始（9月） 

□2年次   ★印は進級前の 3月を示す 

教職課程ガイダンス（3月★、9月） 

教職課程履修継続申請（3月★）※条件を満たさない場合は、以降の履修継続不可 

夏期集中講義「学校教育相談」（8月～9月上旬） 

教育実習ガイダンス・学内申込み（11月～12月） 

□ 3年次 

教職課程ガイダンス（3月★、9月） 

教職課程履修継続申請（3月★）※条件を満たさない場合は、以降の履修継続不可 

教育実習の申込み手続き（4月～12月） 

介護等体験事前指導（6月）※中学免許のみ 

介護等体験 計 7日間（7月～12月） 

教育実習事前指導（10～3月） 

□ 4年次 

教職課程ガイダンス（3月★、9月） 

教職課程履修継続申請（3月★）※条件を満たさない場合は、以降の履修継続不可 

教育実習事前指導（4月） 

教育実習事後指導（6月～7月） 

教育実習（4月～12月） 

自治体による教員採用選考（公立 7～8月、私立 5月～） 

教員免許状一括申請ガイダンス（9～10月） 

教員免許状授与（卒業時）※栄養教諭は卒業後 

教育実習は学校種や免許種によって実習場所、期間が異なります。 

【高校免許】高校で 2～3週間（3単位） 

【中学免許】中学校で 3週間（5単位） 

【高校免許と中学免許を同時取得】原則、中学校で 3週間（5単位） 

【養護教諭免許】原則、高校で 3週間（5単位）、 

【栄養教諭免許】小・中学校のいずれかで 1週間（2単位） 

教育実習は 4年次の概ね 4～11月頃に行い、多くの場合、5～6月の実施となります。 

実習期間中は専念義務があり、中断や欠席はできません。就職活動やアルバイトもできません。 
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●教職課程の履修条件について 

教職課程の履修には、次のことをすべて満たす必要があります。 

(1) 教師になる意志があること。 

(2) 期日までに教職課程履修登録費 10,000円を納め、教職課程の履修登録手続きを完了していること。 

 

●進級時の履修継続条件について（1～3年次末） 

進級時に教職課程の履修を継続するには、以下のことすべてを満たす必要があります。 

(1)教師になる意志があること。 

(2)教職課程ガイダンスや説明会に全て出席し、決められた期日までに、教職課程の履修継続申請を行っ 

ていること。 

(3)各学科が定める履修継続条件（※）を満たしていること。 

※別紙（学部別）「2020年度入学生 教職課程履修継続条件」参照。条件は各学科（専攻）によって 

異なるため、不明な点は各学科（専攻）に問い合わせてください。 

 

●連絡・告知等について 

今後、ガイダンス等の開催案内や教職課程の連絡事項は以下のとおり行います。 

①Tora-Netメール（Office365） 

メールは携帯電話への転送設定を必ず行い、定期的に確認できるようにしてください。 

②教職支援センター掲示板 

不言実行館 5階の教職支援センター正面に設置してある専用の掲示板です。キャンパスプラザ等の学 

科掲示板には掲出しませんので、注意してください。 

③個別連絡 

緊急の要件や個別に確認事項がある際は、皆さんの登録電話番号に連絡する場合があります。 

皆さんにとって必要な内容で連絡していますので、不在時は必ず折り返し電話をかけてください。 

④教職支援センターホームページ 

ガイダンスの概要や教員採用情報を掲載しています。 

以上の確認を怠り、ガイダンス等への出席や必要な手続きができなかった場合は、自己責任となり、 

教育実習等に参加できなくなります。 

なお、長期で講義を欠席する者（研修、傷病、休学等）、留年する者は、事前に教職支援センターに連 

絡、相談してください。 

 

●教員免許更新講習制度について 

 現在の法律では、教員免許状には要件を満たした後 10 年間の有効期限が定められていて、その期限内に

更新講習を受講することで更新される制度となっています。また、その受講資格は教員であるか、教員に

なる予定（希望）があることになっています。しかし、更新をしないまま 10 年以上が経過したからといっ

て、免許取消しになるのではなく、その後の更新講習の受講によって更新されます。 

 

●教職課程についての相談について 

教職課程の相談窓口として、不言実行館 5 階に教職支援センターがあります。教員採用試験の過去問や

教科書等も用意してありますので自習や情報収集に活用してください。また、教職課程の授業や実習に関

する相談は教職課程の教員にも相談してください。 

 

教職課程担当教員 澤田 裕之、田川 隆博、武者 一弘、米村まろか [研究室 20号館 11・12階] 
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●Web履修登録手続きの方法・注意点 

今年度の履修登録は全て教職支援センターのホームページ上で行います。 

登録申請後の修正・取り消しは一切できませんので、登録フォーム入力前に、以下の注意事項を十分に

確認して、データを準備してから臨んでください。 

 

 登録手順  

①「教職課程 履修登録説明資料（2020年度入学生対象）」（本紙）及び学生便覧の記載内容を熟読 

②自分のメールアドレスを確認 ※Tora-Netメール（Office365） 

③2020年度入学生 教職課程履修継続条件（学部別）を確認 

④希望する教員免許状の種類を確認 

⑤レポートを作成（詳細は下記参照） ※作成したデータは各自で保存しておくこと 

⑥登録フォームを開き、不備なく入力し、データを送信し、自動返信メールを確認すること。 

 

◆登録メールアドレスについて 

登録フォーム第 5項にて、メールアドレスを入力する必要があります。 

ここで使用するアドレスは、必ず Tora-Net（Office365）のアドレス（＠以降が「sti.chubu.ac.jp」に

なっているアドレス）を選択してください。教職支援センターからの連絡も Tora-Netのアドレスに送信さ

れます。 

 

◆希望する教員免許状についての補足事項 

(1)登録フォーム第 6項にて、免許状の種類を選択。在籍学科によって取得可能な免許状が定められてい 

るため、他学科の免許状は選択不可。 

(2)教科：理科・地理歴史・公民については、それぞれ一つの免許状で複数科目を教えることができる。 

そのため、科目毎に免許状を複数取得する必要は無い。 

（例：倫理・政治経済・公共⇒全て公民の免許状 1種類で指導可能） 

(3)上記(2)に該当する教科の場合、科目数に関わらず免許状は 1種類であるが、教育実習時に指導を希 

望する授業担当科目を選ぶ必要がある。そのため、上段[6-1]にて次のとおり選択すること。 

①教科：理科 ⇒ 科目：「物理」「生物」「化学」「地学」から一つを選択 

②教科：地歴 ⇒ 科目：「地理」「歴史」から一つを選択 

③教科：公民 ⇒ 科目：「倫理」「政治経済」「公共（現代社会に代わる新設科目）」から一つを選択 

同一教科の科目を上段[6-1] と下段[6-2]にて 2度選択しないこと。選択した場合は下段を無効とする。 

（例：「理科」の免許状取得希望者が教育実習時に「物理」の授業を希望する場合） 

【可】上段「理科・物理」のみ選択／【不可】上段「理科・物理」＋下段「理科・化学」両方を選択 

(4)第 6項の上段[6-1] 及び下段[6-2]を選択する場合は、次のルールを守ってください。 

①１種類の免許状のみ希望する場合 

⇒上段[6-1]にて希望免許種を選択し、下段[6-2]は選択しない 

②高等学校教諭免許状を 2教科希望する場合（例：工業＆理科） 

⇒上段[6-1]にて第一希望（教育実習を行う教科）を選択 

下段[6-2]にて第二希望（教育実習を行なわない教科）を選択 

③中学校教諭免許状と高等学校教諭免許状の両方を希望する場合（例：社会＆地歴、中＆高・国語） 

⇒原則として中学校で教育実習を行うため、 

上段[6-1]にて中学校（教育実習を行う教科）を選択 

下段[6-2]にて高等学校（教育実習を行う教科）を選択 
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◆「教師になる意志」について（レポート） 

登録フォーム第 7項にて、教職課程の履修条件にある「教師になる意志」を確認します。 

下の問いについて、950～1000字のレポートを作成後、フォームに記入して提出してください。 

「（問い）教師になる道は狭くけわしい。ハードルは高く、課される課題も多い。それにもかかわら

ず、あなたはなぜ、教師になろうと思うのか。」 

 

◆登録にあたっての必須事項 

(1)2020年 6月 26日(金)17時 00分までに、教職支援センターホームページにて履修登録を行うこと。 

(2)教職課程履修登録費の 10,000円を後日、納入すること。※納入手続きは秋学期に指示する。  

 

以上 


