
東邦大学理学部情報科学科で、
中高の数学教員になる夢を実現しよう!
数学（中学・高校）、情報（高校）の教員免許が取得できます。
がんばれば、小学校の教員免許も。

大学院

教 員

総合演習
少人数で授業作り演習

介護等体験
特別支援学校で2日、
社会福祉施設で5日 

教員養成課程での授業

教員採用試験
対策講座

教職就職ガイダンス

教育実習
中高で3週間

教員採用試験

教員

生徒指導論、学校カウンセリングな
どの授業で、知識と技能を学びます。
数学教育課程論、数学科教材論など
の授業で、教科指導力をつけます。

情報科学科での授業
教職数学A/Bなどの授業で、数学
の実力を磨き、教員採用試験の合
格率アップを目指します。
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情報科学科の教員免許取得者数
年　　度 2019年度 2020年度 2021年度

取得者数 21名 19名 24名



東邦大学理学部情報科学科の卒業生が中高教員として活躍しています！ 

 
長谷川涼さん 

埼玉県公立中学校教諭 

2014 年卒（不動岡高校出身） 

私は教師を目指すために、この東邦大学に進学

することを決めました。多くのことを学び、多くの

支えがあったお陰で念願の夢が叶い、現在、埼玉

県の中学校の数学教師として働き始めています。

私が学んできた教員養成課程の魅力をいくつか

紹介します。 

授業では、教師として必要な知識を学ぶ勉強は

もちろん、教材作りなど体験的なものもあります。

授業以外ですが、教育現場を実際に体験できるボ

ランティア活動も充実しています。先生方の指導

は熱心で、私たちの頑張りに応えて下さいます。

採用試験の対策として小論文の書き方や面接を

受ける際のアドバイスを下さり、そのお陰で苦手

を克服できました。また、同じ教師を目指す仲間

もたくさんできました。夢を熱く語り合い、互いに

励まし合えたことで、モチベーションを常に高くし

て学ぶことができました。今でもその仲間とは仕

事の悩みを相談し合ったりしています。 

現在、私は担任として生徒と共に充実した毎日

を送っています。皆さんもこの東邦大学の教員養

成課程で教師を目指してみませんか？ 

渡邉典子さん 

千葉県公立中学校教諭 

2010 年卒（木更津高校出身） 

教師を目指す道は様々ありますが、私はこの東

邦大学の教員養成課程を選択して、本当に正解

だったと思います。私が学んできた教員養成課程

の魅力をいくつか紹介します。 

授業では、机上の勉強だけでなく、体験的に学

ぶカリキュラムが盛りだくさんです。例をあげると、

フィールドワークやインターンシップ、教材・教具作

りなどがあります。教授たちの指導も熱心で、私

たちの頑張りに全力で応えて下さいます。採用試

験前には有名な講師の先生を招き、特別ゼミを開

講して下さいました。 

また、学科を越えて、同じ教師を目指す友人も

でき、共に励ましあいながら学んでいくことがで

きました。聖徳大学と連携し小学校の教員免許も

獲得できるようになっています、 

今、教師に求められる資質の一つとして「個性

豊かな教師」があります。皆さんもこの学習環境

の整った東邦大学の教員養成課程で、自分の人間

性や個性を伸ばし、魅力ある教師を目指して下さ

い。いつか教育現場で、皆さんと一緒に仕事がで

きる日を心から待ち望んでいます。 

山本祥平さん 

横浜市公立中学校教諭 

2015 年卒（柏日体高校出身） 

私は中学校の数学の教師になりたいと強く思い、

東邦大学の教員養成課程を選択しました。 

しかし、大学を選んだ当時は「本当に先生になれ

るのかな？」「教科指導できるのかな？」という不

安がありました。 

実際に、東邦大学で教員養成課程を受けて

様々なことを学ぶ事が出来ました。授業では、机

上の勉強だけでなく、教材研究や教具づくり、模

擬授業など実践的なことを体験する事が出来ま

した。ゼミの先生はもちろんのこと、教員養成課

程の先生方も親身になって、授業づくりの相談や

アドバイスをして下さいました。同じ教科の教師

を目指す仲間だけでなく、学科を越えた友人もで

き、共に励ましあいながら学んでいくことができ

ました。豊かな人間性や社会性、常識と教養だけ

でなく、対人関係能力、コミュニケーション能力な

どの人格的資質を身につける事が出来ました。 

私はこの大学で学ぶ事が出来て本当に良かった

と思っています。切磋琢磨できる仲間、信頼でき

頼りになる先生方、実践的なカリキュラム、充実し

た環境、これらすべてに感謝しています。 

岡本亮佑さん 

千葉県公立中学校教諭 

2015 年卒（国府台高校出身） 

現在、中学校第二学年担任数学科野球部顧問

として充実した日々を送っています。 

東邦大学教員養成課程で私が特に魅力と感じ

る取り組みは二つあります。 一つは学校教育の基

礎基本をしっかりと学べる所です。講義で学ぶこ

とは必ず自分の教育観の土台となります。土台が

あるからこそ、その上に自分なりの柱を建てるこ

とができるのだと思っています。 もう一つは採用

試験に向けた対策です。特に採用試験直前には

面接対策や模擬授業対策など手厚い指導をして

頂けます。 

 その他に、私は他学科を含めた仲間との協力

と自発的な取り組みによって採用試験を突破でき

たと思っています。 与えられたものだけで満足せ

ず、自らの手で仲間たちとチャンスを掴み教職へ

の道を突き進んでください。 
 
お問い合わせ先 

東邦大学理学部情報科学科 

〒274-8510  千葉県船橋市三山 2-2-1 

URL http://www.sci.toho-u.ac.jp/is/ 

　教員免許を取得できる大学がたくさんある中

から東邦大学を選びました。 なぜなら、 私が

通っていた高校は東邦大学出身の先生が多かっ

たからです。 とても熱心に指導をしてくださる

先生に魅かれ、 そのような先生を育成した東

邦大学に行こうと決めました。

　東邦大学の教職課程は他のどの大学よりも手

厚く充実したものでした。 数学の勉強はもち

ろん、 教員としての土台を作ってから授業づく

りをし、 模擬授業をします。 また、 他学科の

教員を目指している学生とも意見を交換し合

うことができます。 試験前には対策講座が行

われ、 私学への対応も手厚いものでした。

　今は私学の教員として働いています。 毎日バ

タバタしていますが、 その分充実した生活を

送ることができ、 教員になってよかったと思い

ます。 在学中のサポートや様々な活動をさせ

ていただいたおかげで、 教師になるという夢が

叶いました。 本気で教員になりたいと考えてい

る人には絶好の学ぶ場所だと思います。

後藤結花さん

成田高等学校教諭

2022年3月卒業

　数学と情報科学分野に興味があり、 教員に

なることも視野にいれていたため、 東邦大学

を選びました。 教員養成課程は決して簡単で

はありません。 途中で、 教員になることを諦

めた時期もありました。 しかし、 再度なりたい

という気持ちにしてくれたのも教員養成課程で

す。 なぜなら、 教育現場の最新情報を取り入

れた授業や先生方の的確なアドバイスがあるか

らです。 教育現場の現実をいつでも見据える

ことができるからこそ、 決意をすることができ

ました。 そのため、 現在、 中学校で働いてい

ますがギャップを感じることがありません。 ま

た、 決意をしてからは、 周りよりもスタートが

出遅れ不安でしたが、 教員採用試験対策が手

厚く、 情報科学科の先生方の協力で優先して

取り組むことができ、 自信を持って採用試験に

望むことができました。

　今、 教員になることを強く志望してる人だけ

でなく、 これから教員になるか迷ってる人にも

おすすめです。

徳永汐里さん

市原市立双葉中学校教諭

2021年3月卒業

　私は中高の数学の教員免許を取得したく東

邦大学の教員養成課程を選びました。 たくさ

んの魅力の中からいくつかご紹介します。

　１つ目は免許取得までの豊富なカリキュラム

です。 専門科目や教養科目の講義だけでなく

教職の講義が特に充実しています。 そのほか

ボランティア活動や現場で必要になってくるコ

ミュニケーション力やアピール力等をさまざまな

場面で経験し、 身につけることができました。

２つ目は先生方の熱心さです。 先生方には講

義や教職関係だけでなく、 研究や面接、 小論

文、 その他手続き等、 最後の最後までお世話

になりました。

　最後に４年間の大学生活をともにした仲間で

す。 今でも頻繁に教職の仲間とは交流があり、

さまざまな情報交換をしたり、 お互いの技量

をより向上させようと話を重ねたりしています。

　私は現在、 ３学年の担任で、 専門競技の主

顧問をしています。 多忙な日常生活ですが、

原動力は夢の実現 （やりがい） にあります。

常に発見と研究の積み重ねです。 ぜひ、 東邦

大学であなたの夢への一歩を踏み出してみてく

ださい。

高橋裕也さん

前橋育英高校教諭

2020年3月卒業

　私は幼い頃から教員になりたいと思っており、

それを叶えるために東邦大学に進学しました。

　大学では教員養成課程の授業で学んだことは

もちろん、 情報科学科の授業で学んだことも私

が教員として働くなかでとても大切なものとなっ

ています。

　私が東邦大学の教員養成課程でよかったと思

う点は沢山ありますが、 その中でも特に大切な

2 点を挙げます。 まず一つ目は多くの意見交換

をする機会を得たことです。 教員を目指す沢山

の方々と意見交換を通して様々な考えを知るこ

とができたことはとても有意義でした。 もう一つ

は 4 年生の時に履修する教育実践演習です。

この中で 4 年間で学んだことを活かしたり振り

返ったりする機会があり、 その経験が今の教員生

活を支えています。

　現在は高校の教員として情報科目を教えてい

ます。 数学だけでなく情報の免許も取れば自分

の教員としてできることの幅が広がると思いま

す。

　ぜひ東邦大学で有意義な大学生活を送ってく

ださい。

大家敬太さん

千葉学芸高等学校教諭

2022年3月卒業


