
 

 

 

平成２８年度 教育職員免許状取得のための手引き 

 

（平成８年度～１１年度入学者用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）高等学校教諭一種免許状を取得するために必要な「教職に関する科目」は最低１９

単位である。不足する場合は「教職課程Ⅰ（道徳教育論）、道徳教育論」＜中学校必

修＞等に該当する科目を選択科目として修得すること。 

（民族教育、発達教育論、同和・人権教育論は選択科目とはならない。） 

          詳細は「学生便覧」（学生部発行）参照。 

 

 

 

 

・この表は各年度のものを各自保存しておくこと。 

 

 

 

 

文学部教務掛 



平成２８年度 教育職員免許状取得のため手引き 

 

（平成１２・１３年度入学者用） 

 

・必要修得単位数 

  ＜中 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

     ２０       ３１             ８   （注１） ５９ 

  ＜高 等 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

      ２０       ２３            １６   （注１） ５９ 

（注１）「教科又は教職に関する科目」は、特定の科目を設定していない。 

 「教科に関する科目」・「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えて 

修得した単位数により充足する。 

 

・合計で５９単位以上必要であり、多めに修得しておくことが望ましい。 

 

・「教職に関する科目」は、教育学部で開講している授業科目の中から、指定された科目を 

履修し、単位を修得する。（配当は２回生から） 

（１）『道徳教育論』は高等学校では免許の単位とならない。 

（２）中学、高校（地歴・公民除く）とも教科教育法は「Ⅰ・Ⅱ」で８単位修得すること。

すでに「教科教育法」を修得済みの場合も「教科教育法Ⅱ」を修得すること。 

 

・中学校免許状希望者は、『介護等体験』が必要。 

 （参加は２回生から可能。１０月上旬に次年度参加のための説明会を教育学部で行う。 

→詳細は掲示する。） 

 

・全ての教科について「教科に関する科目」、「教職に関する科目」のほかに、全学共通科

目から『日本国憲法』２単位、「体育」３単位以上〔『運動科学』・『体力医科学』・『健

康科学』・『運動医科学』の中から一科目（注３）と『スポーツ実習』（ⅠＡ・ⅠＢ・Ⅱ

Ａ又はⅡＢの中から１科目）の両方とも必要〕、「外国語コミュニケーション」２単位［文

学部学生は卒業に必要な単位として必修となっている。（英語、ドイツ語、フランス語、

中国語、ロシア語のⅠ又はⅡ）］及び「情報機器の操作」２単位(注２)（情報基礎、又は

コンピューターリテラシー演習等）を修得しておくことが必要。 

（注２）なるべく『コンピューターリテラシー演習』（文学部提供全学共通科目）で修得す

ること。 

（注３）『健康科学』『運動医科学』については平成２４年度以降修得に限る  

 

・詳細については「学生便覧」（学務部発行）、「文学部学生便覧」参照。 

・この表は各年度のものを各自保存しておくこと。 

文学部教務掛 



平成２８年度 教育職員免許状取得のための手引き 

 

（平成１４年度入学者用） 

 

・必要修得単位数 

  ＜中 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

     ２０       ３１             ８   （注１） ５９ 

  ＜高 等 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

      ２０       ２３            １６  （注１） ５９ 

（注１）「教科又は教職に関する科目」は、特定の科目を設定していない。 

 「教科に関する科目」・「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えて 

修得した単位数により充足する。 

 

・合計で５９単位以上必要であり、多めに修得しておくことが望ましい。 

 

・「教職に関する科目」は、教育学部で開講している授業科目の中から、指定された科目を 

履修し、単位を修得する。（配当は２回生から） 

（１）『道徳教育論』は高等学校では免許の単位とならない。 

（２）中学、高校（地歴・公民除く）とも教科教育法は「Ⅰ・Ⅱ」で８単位修得すること。

すでに「教科教育法」を修得済みの場合も「教科教育法Ⅱ」を修得すること。 

 

・中学校教諭免許状取得希望者は、『介護等体験』が必要。 

 （参加は２回生から可能。１０月上旬に次年度参加のための説明会を教育学部で行う。 

→詳細は掲示する。） 

 

・全ての教科について「教科に関する科目」、「教職に関する科目」のほかに、全学共通科

目から『日本国憲法』２単位、「体育」３単位以上〔『運動科学』・『体力医科学』『健

康科学』・『運動医科学』の中から一科目（注３）と『スポーツ実習』（ⅠＡ・ⅠＢ・Ⅱ

Ａ又はⅡＢの中から１科目）の両方とも必要〕、「外国語コミュニケーション」２単位［文

学部学生は卒業に必要な単位として必修となっている。（英語、ドイツ語、フランス語、

中国語、ロシア語のⅠ又はⅡ）］及び「情報機器の操作」２単位(注２) 情報基礎、又は

コンピューターリテラシー演習等）を修得しておくことが必要。 

 （注２）なるべく『コンピューターリテラシー演習』（文学部提供全学共通科目）で修得

すること。 

（注３）『健康科学』『運動医科学』については平成２４年度以降修得に限る  

 

・詳細については「学生便覧」（学務部発行）、「文学部学生便覧」参照。 

・この表は各年度のものを各自保存しておくこと。 

文学部教務掛 



平成２８年度 教育職員免許状取得のための手引き 

 

（平成１５・１６年度入学者用） 

 

・必要修得単位数 

  ＜中 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

     ２０       ３１             ８   （注１） ５９ 

  ＜高 等 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

      ２０       ２３            １６  （注１） ５９ 

（注１）「教科又は教職に関する科目」は、特定の科目を設定していない。 

 「教科に関する科目」・「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えて 

修得した単位数により充足する。 

 

・合計で５９単位以上必要であり、多めに修得しておくことが望ましい。 

 

・「教職に関する科目」は、教育学部で開講している授業科目の中から、指定された科目を 

履修し、単位を修得する。（配当は２回生から） 

（１）『道徳教育論』は高等学校では免許の単位とならない。 

（２）中学、高校（地歴・公民除く）とも教科教育法は「Ⅰ・Ⅱ」で８単位修得すること。 

 

・中学校教諭免許状取得希望者は、『介護等体験』が必要。 

 （参加は２回生から可能。１０月上旬に次年度参加のための説明会を教育学部で行う。 

→詳細は掲示する。） 

 

・全ての教科について「教科に関する科目」、「教職に関する科目」のほかに、全学共通科

目から『日本国憲法』２単位、「体育」３単位以上〔『運動科学』・『体力医科学』『健

康科学』・『運動医科学』の中から一科目（注３）と『スポーツ実習』（ⅠＡ・ⅠＢ・Ⅱ

Ａ又はⅡＢの中から１科目）の両方とも必要〕、「外国語コミュニケーション」２単位［文

学部学生は卒業に必要な単位として必修となっている。（英語、ドイツ語、フランス語、

中国語、ロシア語のⅠ又はⅡ）］及び「情報機器の操作」２単位(注２) 情報基礎、又は

コンピューターリテラシー演習等）を修得しておくことが必要。 

（注２）なるべく『コンピューターリテラシー演習』（文学部提供全学共通科目）で修得す

ること。 

（注３）『健康科学』『運動医科学』については平成２４年度以降修得に限る 

 

・詳細については「学生便覧」（学務部発行）、「文学部学生便覧」参照。 

 

・この表は各年度のものを各自保存しておくこと。 

文学部教務掛 



平成２８年度 教育職員免許状取得のための手引き 

 

（平成１７・１８年度入学者用） 

 

・必要修得単位数 

  ＜中 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

     ２０       ３１             ８   （注１） ５９ 

  ＜高 等 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

      ２０       ２３            １６  （注１） ５９ 

（注１）「教科又は教職に関する科目」は、特定の科目を設定していない。 

 「教科に関する科目」・「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えて 

修得した単位数により充足する。 

 

・合計で５９単位以上必要であり、多めに修得しておくことが望ましい。 

 

・「教職に関する科目」は、教育学部で開講している授業科目の中から、指定 

 された科目を履修し、単位を修得する。（配当は２回生から） 

（１）『道徳教育論』は高等学校では免許の単位とならない。 

（２）中学、高校（地歴・公民除く）とも教科教育法は「Ⅰ・Ⅱ」で 

８単位修得すること。 

 

・中学校教諭免許状取得希望者は、『介護等体験』が必要。 

 （参加は２回生から可能。１０月上旬に次年度参加のための説明会を教育学部で行う。 

→詳細は掲示する。） 

 

・全ての教科について「教科に関する科目」、「教職に関する科目」のほかに、全学共通科

目から『日本国憲法』２単位、「体育」３単位以上〔『運動科学』・『体力医科学』・『健

康科学』・『運動医科学』の中から一科目（注３）と『スポーツ実習』（ⅠＡ・ⅠＢ・Ⅱ

Ａ又はⅡＢの中から１科目）の両方とも必要〕、「外国語コミュニケーション」２単位［文

学部学生は卒業に必要な単位として必修となっている。（英語、ドイツ語、フランス語、

中国語、ロシア語のⅠ又はⅡ）］及び「情報機器の操作」２単位(注２) 情報基礎、又は

コンピューターリテラシー演習等）を修得しておくことが必要。 

 （注２）なるべく『コンピューターリテラシー演習』（文学部提供全学共通科目）で修得

すること。 

 （注３）『健康科学』『運動医科学』については平成２４年度以降修得に限る  

 

・詳細については「学生便覧」（学務部発行）、「文学部学生便覧」参照。 

 

・この表は各年度のものを各自保存しておくこと。 

文学部教務掛 



平成２８年度 教育職員免許状取得のための手引き 

 

（平成１９年度以降入学者用） 

 

・必要修得単位数 

  ＜中 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

     ２０       ３１             ８   （注１） ５９ 

  ＜高 等 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

      ２０       ２３            １６  （注１） ５９ 

（注１）「教科又は教職に関する科目」は、特定の科目を設定していない。 

 「教科に関する科目」・「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えて 

修得した単位数により充足する。 

 

・合計で５９単位以上必要であり、多めに修得しておくことが望ましい。 

 

・「教職に関する科目」は、教育学部で開講している授業科目の中から、指定 

 された科目を履修し、単位を修得する。（配当は２回生から） 

（１）『道徳教育論』は高等学校では免許の単位とならない。 

（２）中学、高校（地歴・公民除く）とも教科教育法は「Ⅰ・Ⅱ」で 

８単位修得すること。 

 

・中学校教諭免許状取得希望者は、『介護等体験』が必要。 

 （参加は２回生から可能。１０月上旬に次年度参加のための説明会を教育学部で行う。 

→詳細は掲示する。） 

 

・全ての教科について「教科に関する科目」、「教職に関する科目」のほかに、全学共通科

目から『日本国憲法』２単位、「体育」３単位以上〔 健康科学Ⅰ（旧「健康科学」平成

27年度科目名変更）・Ⅱ、健康心理学Ⅰ・Ⅱ、運動科学Ⅰ（旧「運動科学」平成27年度科

目名変更）・Ⅱ、運動医科学、体力医科学（注３）と『スポーツ実習』（ⅠＡ・ⅠＢ・Ⅱ

Ａ又はⅡＢの中から１科目）の両方とも必要〕、「外国語コミュニケーション」２単位［文

学部学生は卒業に必要な単位として必修となっている。（英語、ドイツ語、フランス語、

中国語、ロシア語のⅠ又はⅡ）］及び「情報機器の操作」２単位(注２) 情報基礎、又は

コンピューターリテラシー演習等）を修得しておくことが必要。 

（注２）なるべく『コンピューターリテラシー演習』（文学部提供全学共通科目）で修得す

ること。 

（注３）『健康科学』『運動医科学』については平成２４年度以降修得に限る  

・詳細については「学生便覧」（学務部発行）、「文学部学生便覧」参照。 

 

・この表は各年度のものを各自保存しておくこと。 

文学部教務掛 

 



 

平成２８年度 教育職員免許状取得のための手引き 

 

（平成２７年度以降入学者用） 

 

・必要修得単位数 

  ＜中 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

     ２０       ３１             ８   （注１） ５９ 

  ＜高 等 学 校 １ 種＞ 

 教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 合計 

      ２０       ２３            １６  （注１） ５９ 

（注１）「教科又は教職に関する科目」は、特定の科目を設定していない。 

 「教科に関する科目」・「教職に関する科目」の最低修得単位数を超えて 

修得した単位数により充足する。 

 

・合計で５９単位以上必要であり、多めに修得しておくことが望ましい。 

 

・「教職に関する科目」は、教育学部で開講している授業科目の中から、指定 

 された科目を履修し、単位を修得する。（配当は２回生から） 

（１）『道徳教育論』は高等学校では免許の単位とならない。 

（２）中学、高校（地歴・公民除く）とも教科教育法は「Ⅰ・Ⅱ」で 

８単位修得すること。 

 

・中学校教諭免許状取得希望者は、『介護等体験』が必要。 

 （参加は２回生から可能。１０月上旬に次年度参加のための説明会を教育学部で行う。 

→詳細は掲示する。） 

 

・全ての教科について「教科に関する科目」、「教職に関する科目」のほかに、全学共通科

目から『日本国憲法』２単位、「体育」３単位以上〔『運動科学Ⅰ』・『運動科学Ⅱ』・

『体力医科学』・『健康科学Ⅰ』・『健康科学Ⅱ』・『運動医科学』・『健康心理学Ⅰ』・

『健康心理学Ⅱ』〕の中から一科目と『スポーツ実習』（ⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ又はⅡＢの中

から１科目）の両方とも必要〕、「外国語コミュニケーション」２単位［文学部学生は卒

業に必要な単位として必修となっている。（英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシ

ア語のⅠ又はⅡ）］及び「情報機器の操作」２単位(注２) 情報基礎、又はコンピュータ

ーリテラシー演習等）を修得しておくことが必要。 

（注２）なるべく『コンピューターリテラシー演習』（文学部提供全学共通科目）で修得す

ること。 

 

・詳細については「学生便覧」（学務部発行）、「文学部学生便覧」参照。 

・この表は各年度のものを各自保存しておくこと。 

文学部教務掛 


