
※新入生のうち、理工学部機械電子制御工学科生と

国際教養学部国際教養学科生は対象外です。

教務課資格係
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｢授業科目履修案内履修要項｣
[2020年度入学者用]

 教職課程における履修について、この履修案内をよく確
認した上で履修を進めること。

 年度始めに教職センターWebページで年間のスケジュー
ルを必ず確認すること。

（教職カレンダー参照）
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教職課程とは…

将来教職に従事しようとする熱意を持つ

学生のために設けられた課程である。

（学生便覧 授業科目履修案内履修要項より抜粋）

3



取得することができる免許状

学部・学科
中学校

一種免許状
高等学校

一種免許状

人文学部
キリスト教学科

宗教 宗教

人文学部
人類文化学科

社会 地理歴史

人文学部
心理人間学科

－ 公民

人文学部
日本文化学科

国語 国語
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取得することができる免許状

学部・学科
中学校

一種免許状
高等学校
一種免許状

外国語学部
英米学科

英語 英語

外国語学部
スペイン・ラテンアメリカ学科

スペイン語 スペイン語

外国語学部
フランス学科

フランス語 フランス語

外国語学部
ドイツ学科

ドイツ語 ドイツ語

外国語学部
アジア学科

中国語 中国語
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取得することができる免許状

学部・学科
中学校

一種免許状
高等学校

一種免許状

経済学部
経済学科

社会
公民

商業

経営学部
経営学科

－ 商業

法学部
法律学科

社会 公民
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取得することができる免許状

学部・学科
中学校

一種免許状
高等学校

一種免許状

総合政策学部
総合政策学科

社会
地理歴史

公民

理工学部
システム数理学科

数学 数学

理工学部
ソフトウェア工学科

－ 情報
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免許取得に必要な条件

中学 高校

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

教育の基礎的理解に関する科目等 28 24

教科及び教科の指導法に関する科目 28 24

大学が独自に設定する科目 4 12

上記の単位を取得し、卒業することが必要。

（ ＝ 基 礎 資 格 「 学 士 」 の 学 位 を 有 す る 事 が 前 提 。 ）
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免許取得に必要な条件

・「教育の基礎的理解に関する科目等」

・「教科の指導法に関する科目」

・「大学が独自に設定する科目」

は卒業に必要な単位には含まれません。

※授業コードが「15」から始まる科目が該当
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教科及び教科の指導法に関する科目

社会　総合政策学科生

　　授業科目

日本史概論（２）

文明論概論（２）

近現代史（２）

現代国家論（２）

人文地理概説（２）

自然地理概説（２）

地域と文明A（アジア）（２）

地域と文明B（ヨーロッパ）（２）

地域と文明C（アメリカ）（２）

地域環境論（２）

環境地理学（２）

環境政策論（２）

地球環境論（２）

エコシステム論（２）

環境と文明（２）

環境調査法（２）

選択必修

（1科目以上）

日本史・外国史

地理学

（地誌を含む）

必修

選択必修

（1科目以上）

免許法施行規

則に定める科

目区分

最低修得

単位数

本学の該当科目及び単位数

必　修

1単位以上

1単位以上

免許教科毎に、それぞれ

中学校28単位以上、

高校24単位以上修得
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Sheet1

		教科及び教科の指導法に関する科目 キョウカオヨキョウカシドウホウカンカモク

		社会　総合政策学科生 シャカイソウゴウセイサクガッカセイ

		免許法施行規則に定める科目区分		最低修得
単位数 サイテイシュウトクタンイスウ		本学の該当科目及び単位数 ホンガクガイトウカモクオヨタンイスウ

								　　授業科目

		日本史・外国史		1単位以上 タンイイジョウ		必　修 ヒツオサム		日本史概論（２） ニホンシガイロン

								文明論概論（２） ブンメイロンガイロン

								近現代史（２） キンゲンダイシ

								現代国家論（２） ゲンダイコッカロン

		地理学　　　　　　　（地誌を含む） チシフク		1単位以上 タンイイジョウ		必修　　　　　　　 ヒッシュウ		人文地理概説（２） ジンブンチリガイセツ

								自然地理概説（２） シゼンチリガイセツ

								地域と文明A（アジア）（２）

								地域と文明B（ヨーロッパ）（２）

								地域と文明C（アメリカ）（２）

						選択必修　　　　　　　　（1科目以上） センタクヒッシュウカモクイジョウ		地域環境論（２） チイキカンキョウロン

								環境地理学（２） カンキョウチリガク

						選択必修　　　　　　　　（1科目以上） センタクヒッシュウカモクイジョウ		環境政策論（２） カンキョウセイサクロン

								地球環境論（２） チキュウカンキョウロン

								エコシステム論（２）

								環境と文明（２） カンキョウブンメイ

								環境調査法（２） カンキョウチョウサホウ







よくある質問

A. どちらも同じ科目です。どちらか1つを登録し、単
位を取得すればOKです。

Q. 「教職入門」の指定年次は「1年次」ですが、他の
科目と時間が重なっているため登録できません。
どうすればよいでしょうか？

A. 各科目の指定年次は、「○年次以上」と理解してく
ださい。ただし、指定年次に履修することを前提に
カリキュラムが組まれているので、できる限り指定
年次に履修するよう心掛けてください。

Q. 「教職入門 1」「教職入門 2」は、どちらも履修しな
ければならないのですか？
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よくある質問

A. 自分の学科で取得できる免許を取得したうえで、
他学科で取得可能な教科の免許を取得すること
ができます。

Q. 自分の学科で取得できる教科以外の教科も取得
できますか？
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実習について

介護等体験

中学校免許希望者のみ必修

教育実習

必修
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介護等体験について

 中学校免許状取得希望者のみ

 申込手続は2年次の秋に行い、施設・学校での実
習には3年次（8月～1月頃）に参加する。

 社会福祉施設で5日間、特別支援学校（盲・聾・養
護学校）で2日間、計7日間の実習。
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教育実習について

申込手続は実習の前年度（3年次）

実習は卒業年次（4年次）に行う。
（期間：5月下旬～6月、または9月下旬～10月）

大学は実習校の斡旋をしないので、各自実習希望校を
訪問し依頼する（一部公立校は大学から申込）。

実習期間は以下のとおり

取得希望免許状 実習期間

中学校 3週間

高校 2週間

中学校・高校 中・高いずれかで3週間
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実習について

一旦申し込んだ実習を辞退することはできません。

ただし、実習年度に卒業もしくは免許取得が難しい

場合は、実習をすることができません。

実習を行う年に実習費を徴収します。

・介護等体験実習費 9,000円

・教育実習費 2,700円

※実習費については変更となる可能性があります。

＋謝礼金・給食代・交通費・教科書代等（実費負担）
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「教職課程」履修の手続き

 手続きの方法は？
・「教職課程希望者調査票」
・「教職課程費納入票」
に記入し、「教職課程費」を納入して提出する。

 手続きの時期は？
・後日、教職センターWebページに掲載。

 「教職課程費」の金額は？
6,300円です。教職課程を履修する学生全員が対象です。
※一旦納入した課程費は理由の如何を問わず返金しません。
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休学・留学について

 休学・留学の時期によって、ガイダンス等に前倒しで
参加する必要があります。
休学・留学を考えている方は、早めに相談に来てくだ
さい。
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資格関連の相談窓口は…

C棟3F 教務課資格係

事務取扱時間：9：00～17：00 （※土日は閉室）

E-mail：ns-shikaku@nanzan-u.ac.jp

Tel.：052-832-3117
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教職関連の連絡事項は…
 「教職センターWebページ」および学生システム
「PORTA」の「あなたへの連絡」（重要事項の個別連絡）
にてアナウンスします。

随時注意を払って各自確認してください。

これらの連絡事項の見落としによって生じる不都合につ
いては、本人が責任を負うものとします。

http://office.nanzan-u.ac.jp/cte/

20

教職センターWebページ



教職センターについて

 D棟3階に「教職センター」があります。

ここでは教員を目指す学生さんたちのサポートをおこなって
います。詳細はWebページを確認してください。

 学生グループについて

「KON」というグループが、教員を目指す学生同士で

共に学びあう活動をしています。
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令和2年度（令和元年実施）
教員採用試験（愛知県）

受験者 合格者 倍率

中学校 1,719 300 5.7倍

高等学校 1,683 260 6.5倍
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教員採用の傾向

社会・地理歴史・公民の教員採用試験合格者は、
非常に少ない。（常勤・非常勤講師の求人も同様）

中高一貫の私立校では中学・高校両方の免許の
取得（見込）が受験資格となっていることが比較的
多い。
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最後に…
「教員免許の取得は本当に必要？」

 自分が本当にしたいことは？自分の将来は？

→例えば、就職活動中に大切な面接と教育実習

の日程が重なり後悔する人が毎年います。

 自分は教師に向いているだろうか？

→教育実習では実際に教壇に立つことになります。

自分の適性について考えてみてください。

 教員免許更新制の導入

よく考えた上で選択してください。
一度教職課程の履修を決断したら、最後まで責任を
持って行動してください。

24



終わり
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