
東邦大学理学部主催
オープンキャンパス

教員養成課程（教職課程）の紹介
～Q＆Aで回答します！！～

担当：東邦大学理学部教員養成課程 教授
課程長 新保 幸洋
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Q 1
将来中学校か高校の先生になりたいと思っています。
どんな勉強をしたらよいですか？

Q 9 東邦大学理学部教職課程の特色は何ですか？

Q 2 東邦大学理学部教職課程ではどんな免許が取れるのでしょうか？ Q 10
将来、大学院に進学したいと思っています。
大学院でも教職課程の勉強は出来ますか？

Q 3
東邦大学理学部教職課程では、小学校の先生になるための免許も
取れると聞きましたが、本当ですか？

Q 11
教職への就職状況は容易なのでしょうか？
それとも難しいのでしょうか？

Q 4 教職課程の勉強はいつから始めればよいのでしょうか？ Q 12
実際の教員の採用状況はどうなっていますか？
卒業生の活躍状況なども教えて下さい。

Q 5
教職課程の勉強をするのに、お金はかかりますか？
お金がかかるのだとしたら、幾らかかりますか？

Q 13 教職への就職に際して、どんあサポートがありますか？

Q 6 教職課程ではどんな勉強をしているのでしょうか？ Q 14
高校生の段階で、教職に関してやっておいた方がよいことは
ありますか？

Q 7
教職課程の勉強は難しいですか？専門学科の勉強との両立は
出来ますか？

Q 15
東邦大学理学部教職課程ではどんな教員を育てたいと思って
いますか？
どんな学生に登録・履修をしてもらいたいと考えていますか？

Q 8
臨床検査技師の養成課程にも興味があります。教職課程と両方
履修することは可能ですか？

本日の紹介ビデオで取り上げる質問項目（Q1～Q15）全15項目
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Q1:将来中学校か高等学校の先生になりたいと思っています。どんな勉強をしたらよいですか？

A1：
（１）中学校、高等学校の先生（教諭）になるためには、教員免許状の取得が必ず必要になります。

（２）東邦大学理学部には、その教員免許状を取得するために必要な教育課程が置かれています。
これを教員養成課程といいます （以下、略して教職課程とする）。

（３）大学に入学後、教職課程に４月の段階から履修登録をし、定められた手順・方法に従って
順次学習を進めて下さい。

（4）国立、公立、私立学校の教員になる上で、必要となる資格に違いはありません
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A1：
（４）入学当初から履修を始めることで、４年間（つまり卒業するまでに）で希望する教員免許状を

取得することが出来ます。

（５）教職課程で取得しなければならない科目の大半は、卒業所要単位とは別に学習をしなければなりません。

（６）教職課程での学習は、専門学科での学習にプラスする形で行われますので、それなりに負担が増える
ことを理解して下さい。
通常のパターンですと、月曜日～金曜日は、専門学科の勉強（講義、演習、実験）が中心となります。
教職課程の授業の大半は、土曜日に開講されています。
従って、教職課程を履修している学生は、月曜日から土曜日までフルに勉強をすることになります。
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Q2:東邦大学理学部の教職課程ではどんな免許が取れるのでしょうか。

A2:
（１）所属している学科によって取得できる免許状に違いがあります。

（２）化学科、生物学科、物理学科、生物分子科学科、生命圏環境科学科に所属している学生は・・・・
中学校教諭一種免許状（理科）と高等学校教諭一種免許状（理科）の２種類が取得できます。

（３）情報科学科に所属している学生は・・・・
中学校教諭一種免許状（数学）、高等学校教諭一種免許状（数学）及び高等学校教諭一種免許状（情報）
の３種類が取得できます。
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Q３:東邦大学理学部教職課程では、小学校の先生になるための免許も取れると聞きましたが、本当ですか？

A3:
（１）本当です。東邦大学理学部教職課程では、聖徳大学通信教育部と教育提携を結び、２００８年より
小学校教諭一種免許状の取得が在学中に可能になる履修プログラムを準備しています。
このプログラムの履修を終えた学生は、中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状に加えて
小学校教諭一種免許状の合計３種類の免許状の取得が可能です。
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（２）このプログラムを履修する学生は、東邦大学教職課程での中・高の免許状を取得する学習に加えて
小学校の免許状を取得するための学習を別途行うことになります。但し、有料です。
このプログラムを開始するのは２年生からになります。卒業までの３年間で必要な単位の取得を目指します。

（３）上記プログラムを履修する学生は、通信添削教材の提出に加え、聖徳大学に通って学習を行う
スクーリングを組み合わせて学習を行います。これらの学習を終えた後、科目修了試験を受け、
単位の認定を受けます。

教育課程論 国語科教育法 社会科教育法

算数科教育法 理科教育法 生活科教育法

音楽科教育法 図画工作科教育法 体育科教育法

家庭科教育法 道徳教育の研究 特別活動の指導法

教育方法学
生徒指導（進路指
導を含む）

教育相談

初等教育実習（事
前・事後指導）

国語I 書写・書道

社会I 数学I 理科I

生活I 音楽実技I・II 音楽理論I

図画工作I 専門体育I 家庭I

小学校教諭一種
免許状取得のため
に必要な科目群
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（４）現在６名の学生がこのプログラムを履修しています（２年生３名、３年生３名）。

（５）上述したプログラムに参加するためには、成績等を含めた一定の条件をクリアする必要があります。
詳しくは入学後に説明会を開きますので、それに参加して判断して下さい。

２０１９年12月に実施した学内説明会のパンフレット（学生配布用）
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Q4：教職課程の勉強はいつから始めればよいのでしょうか？

A4:
（１）入学後すぐに履修登録を行い、１年次の春学期から履修を開始しましょう。
そうすれば、４年の時間をかけて、無理なく学習を進めることが出来ます。

（２）教職課程の登録自体は、各学年の学期初めに行うことが出来るので、そのタイミングさえ逃さなければ
いつからでも登録・履修自体は可能です。
ただし、教職課程で取得しなければならない総単位数は決まっていますので、後から取ろうとすればするほど
在学中に履修を終えることが難しくなることは理解して下さい。

（３）在学中に取りきれなかった単位については、ご本人の希望があれば、卒業後に「科目等履修生」という制度
を使って継続して履修を行い、残された単位を取得する方法があります。
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Q５:教職課程の勉強をするのに、お金はかかりますか？お金がかかるのだとしたら、幾らかかりますか？

A5:
（１）お金はかかります。残念ながら無料で登録・履修をすることは出来ません。

教職課程履修に係る諸費用の目安；卒業までの4年間で10万円程度
11



Q6:教職課程ではどんな勉強をしているのでしょうか？

A6:
（１）教職課程の学習には大きく４つの柱があります。それを４年間かけて学習してゆきます。
①教育の基礎理解に関する科目群（教職論、教育心理学、生徒・進路指導論、教育原理、理科教育法など）
②教科及び教科の指導法に関する専門科目群（無機化学、細胞生物学／理科教育法、数学科教育法など）
③大学が独自に定める科目群（介護等体験Ⅰ・Ⅱ、総合演習Ⅰ～Ⅶ、教職体験・学校インターンシップ）
④免許法施行規則第６６条の６に定める科目群（法学、スポーツ健康科学演習、英語、情報機器の操作）
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A7:
（1）教職課程の学習そのものはそれほど難しくはありません。但し、出席、提出物、授業中の態度、

基礎学力の有無などはかなり重視されます。真面目に継続して学習する力も求められます。

（2）専門学科の勉強との両立は十分可能です。但し、所属する学科や学年によって勉強の大変さが
かなり変わります。専門学科での学習が非常に忙しくなった時に、教職課程での学習と両立させる
ためには、主体性を発揮し、自分自身でスケジュール管理がしっかりと出来なければなりません。
高い自己管理能力が必要とされます。

Q7:教職課程の勉強は難しいですか？専門学科の勉強との両立は出来ますか？
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Q8:臨床検査技師の養成課程にも興味があります。教職課程と両方履修することは可能ですか？

A8:
（１）残念ながら両方の課程を履修することは出来ません。従って、どちらかを選択してください。

その理由は・・・・
①履修できる学科や条件に違いがある
臨検課程が履修できるのは、化学科、生物学科、生物分子科学科、生命圏環境科学科の４つのみ。
教職課程は全ての学科において履修が可能です。

②時間割上、教職課程の開講科目とかなりの科目が重なっている
両方の課程ともに土曜日に授業が開講されることが多く、時間帯的にも重なっています。
物理的にみても履修は不可能です。

③臨検課程で学ぶ科目数や実習時間等も非常に多く、両方学習する余裕はない。

④臨検課程で学ぶ科目の内容は、教職課程で学ぶ科目の内容とかなり異なっているので両方学ぶ余裕はない。

（２）臨床検査技師養成課程に興味のある方はそれに関連したHP等があります。そちらを参考にしてください。
※臨検課程へのエントリーが認められるためには、成績等での一定条件をクリアする必要があります。
各学科の定める履修要件について十分注意して下さい。
⇒https://rinsyo.sci.toho-u.ac.jp/index.html 16



A9:
〇東邦大学理学部教職課程は、以下のような数多くの特色を持っています
(1)科学に関する高い専門性を身につけながら、教職課程の学習が行える

化学、生物、物理、地学、数学、情報に関係する専門性の高い教育を受けながら、それにプラスする形で
教職課程の学習を行うことが出来る⇔この点が、教育学部の教育課程との非常に大きな差です。
※理数科教育のプロフェッショナルを目指すのならば、教育学部ではなく、理学部で学んだ方がよいでしょう。

（2）フィールドワーク系科目や教育ボランティア活動系科目などが充実しており、低学年次からこれらの科目を
履修し、実践力を身につけることが出来る（大学独自に設定している科目も多い）
「たのしい科学のひろば」などのイベントに講師として参加するなどの機会が数多く設けられている。

（3）リーダーシップ養成プログラムや海外体験プログラムのように、教養科の他の教室との連携をとりながら
実施している科目が多数ある。

Q9:東邦大学理学部教職課程の特色は何ですか？
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（4）教科教育法、道徳教育、教育実習の指導などでは、学習指導案の作成や模擬授業等を積極的に取り入れ、
実践力の向上に務めている。

（5）高学年次になると、選択科目が豊富に用意されており、学生の興味・関心に応じた学習内容が選択しやすい。
選択科目の多さは、他の大学と比べてもかなり際立っている。

（6）教職ひよこプロジェクトなどを通して、理科教員としての実践的指導力を向上させる試みがなされている。
（7）小学校教諭一種免許状取得プログラムが用意されており、一定基準をクリアしたものには、小学校教諭の
資格を得る道が開かれている。
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（8）教員採用試験対策講座なども、随時開講されており、就職面でも手厚いサポートがなされている。
（9）就職面でのサポートは、本学キャリアセンターとも連携して行っており、互いに情報を共有しながら、
学生サポートにあたっている。

（10）本学卒業生で教職に就職した先輩たちも数多く存在する。その卒業生との交流の場も複数回用意されている。
卒業生同士のつながりも強く、現場で活躍している人たちも多い。

（11）卒業生に対しても、大学が主催する研修会・研究会などへの参加を通して、サポートを継続的に行っている。
（12）多様な研究・教育経験を持ち、かつ教育熱心な教員（専任、非常勤）達によって教育が行われている。
非常勤講師の先生方の多くは、教員としての永い教育経験（管理職）をお持ちの方達である。

19



主な研修内容について
拠点実習校（小中学校）での実習
実習校の状況を考慮しながら，以下の活動などを行います．

１） 理科実験室及び校内の理科観察場所の環境整備
２） 理科実験授業の準備と授業支援
３） 科学クラブの支援
４） 理科ポストや掲示物を通した，児童生徒との科学

コミュニケーション
５） 実験工作教室の開催

研修受講
理科授業，理科教材，科学作品に関する研修を受講します．

実験工作教室
実験工作教室で，実験講師を務めます．
実験工作教室は，実習校，習志野市プラネタリウム，八千
代市科学作品展，千葉県立現代産業科学館，青少年のため
の科学の祭典千葉大会，サイエンススクールフェスティバ
ル，たのしい科学のひろば（東邦大学）で行います。

東邦大学ひよこプロジェクトゼミ
毎週火曜日昼，拠点実習校での活動，研修受講，実験工作
教室運営での学びを発表します．

東邦大学ひよこプロジェクトとは
東邦大学ひよこプロジェクトは、理科免許の取得

を目指す大学３年生と４年生の希望者対象とした、
実践的な指導力を持つ理科教員を養成するプログラ
ムです。
参加者は、小中学校での実習、研修の受講、実験教
室の講師などを行います。
本プログラムは、独立行政法人科学技術振興機構の
支援「理数系教員養成拠点構築プログラムの試行的
取り組み（平成21・22年度）」の成果を踏まえ構築
しました
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Q10:将来、大学院に進学したいと思っています。大学院でも教職課程の勉強は出来ますか？

A10:
（1）出来ます。大学院で取得する免許状を専修免許状といいますが、これは学部生の段階で取得する

一種免許状を持っているという前提のもとで取れる免許状になります。
一種免許状を持っていない人は、まずは一種免許状を取得することから始めなければなりません。

（2）学部在学中に教職課程での登録・履修を全くせず、大学院に入ってから初めて教職課程の勉強を
始めたという場合には、博士前期課程（修士課程）の2年間で必要な単位を全て取り終えることは
非常に難しいと思って下さい。（教職課程で履修をしなければならない科目群がかなり多いためです）

（3）2年間の修士課程在学中に、取り残した単位を「科目等履修生」という制度を使って取ることは可能です。
（4）一番よい方法は、学部在学中に一種免許状取得のための課程を全て終了していることです。

そうしますと、大学院に入学後は、専修免許状の取得が可能になります。

東邦大学理学部在中に専門学科で履修する科目群

教職課程（学部生）で
履修する科目群

大学院
〇化学専攻、生物学専攻、生物分子科学専攻、
物理学専攻
中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
〇情報科学専攻
中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（情報）

専修免許課程
で履修する科目群

各専攻で履修
する科目群

基
礎
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A11:
（1）昨年度までの本学卒業生の就職状況は比較的良い方だと思います。
①企業の景気がよく、一般企業への就職に人が流れている⇔教採の倍率低下に影響あり
②理科、数学、情報という教科を教えられる先生が現場では慢性的に不足気味。
③千葉県下に関していえば、本学卒業生の採用実績、現場での活躍等があり、大学への信用度が高い。
④校長、教頭などの管理職に登用される卒業生も増えてきている

↓↓
以上の要素が本学卒業生の採用時にプラスに働いている可能性があります。

（2）但し試験を受ければ受かるという状況ではありません。
頑張って勉強すれば、現役での合格は十分可能というレベルです。
気を抜かないで、力をつけてゆく必要があります。
教員採用試験における現役学生の合格率は４０％程度で、既卒の受験者（臨時任用講師などの）
現職教員の方が有利となっています。

（3）今後は１８歳人口の減少に伴って教員の採用枠が少なくなり、競争が激しくなる可能性は高いと思います。

Q11:教職への就職状況は容易なのでしょうか。それとも難しいのでしょうか。
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出典：中村浩二 2017 Between 7-8月号 ベネッセコーポレーション ｐ3

教員採用に関する状況
は段々厳しくなる
可能性が高い

但し、首都圏などの
大都市圏と地方、
同じ都道府県内でも
都市部とそれ以外では
人口減少の進み具合に
かなりの差がある。
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Q12:実際の教員の採用状況はどうなっていますか？卒業生の活躍の状況なども教えて下さい。

A12:
（１）教職への就職状況については次に示すデータを御参照下さい（スライド番号25～28）。

①2019年理学部全体の就職状況及びその中に占める教職就職者の割合
②千葉県・千葉市における公立学校（中・高）の採用状況（理科、数学）
③2019年度東邦大学理学部教職課程の卒業生の就職状況
④過去5年間の採用実績

（２）東邦大学理学部教職課程では、長年に渡り、教育現場に数多くの卒業生を送り出してきました。
①理学部卒業生の１割程度が教職に就職し、特に千葉県内で多くの卒業生が働いています。
東邦大学は、隠れた教員養成大学としての側面を持っています。

②卒業生の評価は総じて高く、非常に真面目で教育熱心。教科指導に優れているといわれています。

③最近では教頭・校長などの管理職にも登用される方が増えてきました。

④千葉県下においては、教員採用試験の受験者数（現役、既卒両方を含む）の多さ、
合格者数の多さはトップレベルです。

⑤これらの実績を反映し、現役学生の受験に際しても大学推薦枠５名を与えられてきました。
（理科３名、数学２名）
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図 理学部全体での就職状況とその中に占める教職への就職者の割合
（東邦大学キャリセンターパンフより引用）
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◎千葉県千葉市公立学校教員採用選考 中高数学・理科の倍率
（平成29年～令和元年までの3年間の推移）

数学 理科

実施年 平29年 平30年 令元年 平29年 平30年 令元年

志望者数① 540 533 426 419 363 355

２次選考
合格者数②

95 104 116 111 84 94

倍率
（①/②）

5.68 5.12 3.67 3.77 4.32 3.78

出典：千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室資料をもとに作成
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進路決定先

化学 公立 東京都立荒川工業高等学校 常勤講師（高校）

化学 公立 千葉県鴨川市立長狭中学校 専任教諭（中学）

化学 公立 千葉市立小中台中学校 専任教諭（中学）

化学 公立 千葉県松戸市立松戸高等学校 非常勤講師（高校）

化学 私立 西武台新座中学校・高等学校 常勤講師（中学・高校）

化学 公立 千葉県立茂原高等学校 専任教諭（高校）

化学 私立 細田学園中学校・高等学校 常勤講師（中学・高校）

化学 公立 千葉県立富里高等学校 専任教諭（高校）

生物 公立 千葉県市原市立若葉小学校 常勤講師（小学校）

生物 公立 千葉県習志野市立第五中学校 常勤講師（中学校）

生物 公立 千葉県袖ケ浦市立蔵波中学校 専任教諭（中学）

生分 公立 千葉県鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中学校 常勤講師（中学校）

生分 公立 千葉県船橋市立高根台中学校 専任教諭（中学）

生分 公立 千葉県立特別支援学校流山高等学園 専任教諭（中学・高校）

物理 公立 千葉県立匝瑳高等学校 専任教諭（高校）

物理 公立 学校名未確認 常勤講師

物理 公立 千葉県流山市立東深井中学校 常勤講師（中学校）

情報 公立 茨城県鹿嶋市立鹿島中学校 専任教諭（中学）

情報 公立 千葉県立浦安南高等学校 専任教諭（高校）

情報 公立 千葉県我孫子市立久寺家中学校 常勤講師（中学）

情報 公立 千葉県立白井高等学校 専任教諭（高校）

情報 私立 前橋育英高等学校 専任教諭（高校）

情報 公立 千葉県市原市立ちはら台南中学校 専任教諭（中学）

情報 公立 千葉県茂原市立東中学校 専任教諭（中学）

情報 公立 茨城県立那珂高等学校、那珂湊高等学校 非常勤講師（高校）

情報 公立 千葉県鎌ヶ谷市立第二中学校 専任教諭（中学）

情報 私立 芝浦工業大学付属中学高等学校 常勤講師（中学・高校）

情報 公立 千葉県一宮町立一宮中学校 常勤講師（中学校）

情報 公立 千葉県鎌ヶ谷市立第三中学校 専任教諭（中学）

環境 公立 栃木県上三川町立上三川中学校 専任教諭（中学）

環境 公立 2020年8月より産休代替にて勤務予定（5/11時点で学校未定） 常勤講師

環境 公立 千葉県いすみ市立岬中学校 専任教諭（中学）

情報・院 公立 千葉県船橋市立宮本中学校 常勤講師（中学校）

化学・院 私立 学校法人佐藤栄学園　栄東高等学校 専任教諭（中学・高校）

化学・院 私立 Ｎ高等学校 専任教諭（高校）

２０１９年度教職進路状況　最終版（２０２０/５/１１現在）
＜含む大学院生＞

出典：東邦大学GUIDE BOOK 2021 ｐ89 27
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Q13：教職への就職に際して、どんなサポートがありますか？

A13:
（１）教職課程専任教員による就職サポートを実施
①個人面接、集団面接、集団討論、論作文、模擬授業、場面指導などについて、学生のニーズに応じて
個別指導、集団指導を授業時間外で頻回に行っている（対象者は主として４年生）。
②年度末に教員採用試験対策講座を集中的に開講し、教員採用試験をクリアする方法を伝授している
（教育時事問題に関する講義、個人面接、集団討論、論作文の練習、指導主事による模擬授業の指導など）
③在校生（４年生）による就職・進路相談の場を設ける（対象は１年生～３年生）
④卒業生（卒後１～３年程度）による教育現場での体験談を聞き、質疑応答する場を設ける（対象は３年生）
⑤学内で模擬試験（業者テスト）を実施し、結果をフィードバックしている（対象は３～４年生）
⑥春学期、秋学期に各１回ずつ父母会等で学業、進路、就職に関するご父母の相談に乗っている。
⑦教員採用試験対策のための選択科目を数多く設け、受験勉強のペースメーカ―になるように配慮している。

（２）キャリアセンターとの連携による就職サポートを実施
①教職就職アドバイザーによる定期的個人面談の場を設け、随時、教職への就職に関する相談に応じている。
②公立学校教員採用試験の一次試験、二次試験の前に、面接指導、論作文の添削指導等を行っている。
③公立・私立を問わず、教員採用に関する情報は全てキャリアセンターで一元的に管理してもらい、
該当する学生がいる場合には、すぐに連絡（求人募集）が出来る体制を取っている。
④就職先の情報についてもキャリアセンターに管理してもらい、動向の把握を行っている。

（３）卒業生の集まり（理学部鶴風会教員懇話会）への参加を積極的に促し交流を行っている

（４）本学卒業生を教職課程の非常勤講師等として積極的に採用し、理想モデルとして機能して頂いている
実際に学生の様々な相談に応じて頂いている。 29



4年生による下級生との就職相談会教職課程専任教員による論作文・面接指導場面

本学卒業生（教職課程OB/OG）
による学部学生との相談会
（理学部鶴風会教員懇話会）
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Q14：高校生の段階で、教職に関してやっておいた方がよいことはありますか？

A14：

〇大いにあります。以下のことを意識して、卒業までに出来るだけトライしてみて下さい。

（１）自分の専門とする教科（理科、数学、情報）に関する基礎的基本的学力
をしっかり身につけておく

（２）高校生活を精一杯楽しみ、出来るだけ多様で幅広い経験をしておく
※正課外での活動なども重要

（３）体を鍛え、体力をつける

（４）本を沢山読む

（５）恩師の先生（出来れば複数がよい）に教職という仕事の魅力や
大変さなどについて聞いておく。
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Q15：東邦大学理学部教職課程ではどんな教員を育てたいと思っていますか？
どんな学生に登録・履修をしてもらいたいと考えていますか？

A15：
東邦大学理学部教職課程で育てたいと思っている教員の理想像を以下に示します。

★東邦大学理学部教職課程が目指す教員像★

1.（卒後に）理学部出身者として、理学の基礎をしっかりと身につけ、
高い教科教育指導能力を有した教員

2.子どもたちのことを第一に考えて、彼らのために最善を尽す行動が
取れる教員（高い共感性、倫理性、鋭敏な人権感覚を有する）

3.同僚の教員達や関連する他職種の人たちとも共同・連携して仕事
が出来るコミュニケーション能力、リーダーシップ能力を有する教員

4.広い視野を持ち、フィールドに強く、タフで、フットワークの軽い教員

上述した理想像に深く共鳴し、是非その実現に向けて自分でも取り組んでみたいという強い気持ちが
ある方に是非、登録・履修をしてもらいたいと思っています。

志ある皆さんのエントリーを心からお待ちしています！！ 32



御清聴ありがとうございました！！

東邦大学理学部教職課程の専任教員4名（左から畑中教授、新保教授、今井教授、八木講師） 33


