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□ 2021年 4月入学 文学部生対象 2021.4実施(web)

教職課程(教員免許状取得)の説明会

龍谷大学教職センター

・大学の履修はすべて各人の責任に委ねられているので、各自が確実に把握すること。

・教職課程に関わるしくみは、各学部の「教職課程ガイドブック」に掲載されている。す

なわち、学部によって異なる。注意。

・先輩にアドバイスを受けるのはよいが、2019年度入学生から教員免許状取得の法律が異

なり、修得単位のな内容等が異なるので、2018年に以前の入学生のアドバイスを鵜呑み

にして判断しないこと。

１ 教員免許状と本学の教職課程

(1)教員免許状の種類 本学(大宮・深草学舎)の学部４年間では、ｺﾞｼｯｸ体の教科免許が取得可

(2)文学部は、赤字のみ。
卒業･修了 要件 種類 小学校教員 中学校教員 高等学校教員

大学で取得可 一種 a (教科毎の区分無し) c 宗教･国･社･英 e 宗教･国･地歴･公民･英･

（４年間） ※ 1 ※2 （商は深草の学部のみ）

大学院で取得可 専修 b (教科毎の区分無し) d 宗･国･社･英 f 宗教･国･地歴･公民･英･

（原則２年間） 商は深草学舎の学部のみ

※ 1 免許状の表記：「中学校教諭一種免許状（国語）」 → 略称「中一国語」

※ 2 佛教大学の特別科目等履修生として、在学中に小免取得が可能な制度

☆教壇に立つには、一部の教科を除き、中・高両方の免許状取得を目指すことが大事

(2)教員免許状取得と教員採用試験
・免許状を取得するのは？

文科省による教職課程認定大学での履修(大部分)or 検定試験(小学校のみ：廃止の方向)
・教員として採用されるには？

採用試験：公立校は都道府県・指定都市毎に実施（例外：大阪府豊能地区 '14～）
私立校は原則的に個別実施（例外：兵庫県等の私学連盟は適性検査実施）

(3)本学で取得できる教員免許状の種類と取得（一部、再度確認）
ア 上表 a ～ f の何が取得できるのか？ 文学部（学部）では、ｺﾞｼｯｸ体赤字表記の免許

イ 大学院で取得できる専修免許状を取得した方が有利か？ ←損得の問題ではない

将来的な免許状制度の構想：高度専門職としての位置づけ（＊下記(5)と関係）
ウ ４年間で間違いなく免許状を取得するにはどうすればよいか？ →２(1)参照
エ 自分が所属する学部・学科が認定を受けている教科以外の免許状はとれるのか？

（※学部・学科設置の「教科に関する専門科目」の有無に関係←文科省が許可認定）

文学部の場合……………中：宗教・国・社・英、 高：宗教・国・地歴・公民・英

オ 龍谷大学が認定を受けている教員免許状以外の免許状はとれるのか？

・「小学校教員」：９月以降にも説明会がある予定。案内に注意。

希望者は、下記 URLを開いて説明を聞くこと。
https://drive.google.com/file/d/12lV0a3GuV8v24l_HlOIiFFLl5YSeDBNQ/view?usp=sharing

・「体育」：希望者は、下記 URLを開いて説明を聞いくこと。
https://drive.google.com/file/d/1KPrqOhTPR5UQ4TJZWLMDXkPnxksFY3Pv/view?usp=sharing

カ 教員になる上で、取得しておいた方が役立つ資格はあるのか？

（例） 中・高英語科教員の採用試験

2021年 6・7月実施のたくさんの自治体の「英語」教採……加点制度あり
例えば、英検準１級程度であれば・・・・web pageで調べる。、

2021年 7月実施のある自治体（全校種）の例
当該市内で実施された加点対象事業に参加し、幼児児童生徒の学習支援を含む活動に従事し

た活動実績が、教員採用選考テストに応募する前年度において30 回以上あり、そのことを
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実施団体から証明されていること。

・学習支援を含む１回あたりの活動時間が、１時間程度以上のものを対象とする。

キ 学校図書館司書教諭とは何か？

Ｌ･Ｅ･Ｂ生のみ取得可能、市中の一般図書館向け「図書館司書」資格とは異なる

教員採用試験で加点される自治体等もある→各自で調べること

詳しくは、文学部⇒「教職課程ガイドブック」参照（p41～）
※教員採用試験に本資格を活用する場合、取得時期に注意。

(4)教員免許状を取得する意義
ア 取得者にとっては？

教員免許状が他の資格と異なる点

イ 取得に協力する関係者・関係機関にとっては？

生徒・学校・教育委員会……学習者、教員への刺激。次世代の教員の育成。生徒へ

の人間への愛情の涵養。

社会福祉施設、社会福祉協議会……教育に対する幅広い知見を持った人材の育成。

人間への愛情の涵養。

(5)教員免許状に関わる政策の方向性
ア 2009 年度から導入された“免許状更新制（教員免許状更新講習が必修）”とは何
か？

イ 教員免許法改正があればどのような影響があるか？⇒今がそのとき。後述、５参照。

(6)教員採用試験関係
ア 最近の公立学校教員の採用は増えているのか？

<変数>退職教員数、児童･生徒数、授業時間数、クラス編成の少人数化政策 etc.
<地域差>教職員の年齢構成が都道府県により大きな差異

イ 龍谷大学の卒業生はどの程度公立学校の教員採用試験に合格しているのか？

ウ 公立学校の教員採用選考試験は、いつどのように行われるのか？

３月中頃から 出願開始、

６月下旬～７月上旬採用試験（一次）、８月上旬一次合格発表

８月後半から二次、９月後半から 10月中旬に最終の合否発表 ３月に勤務校決定

エ 私立学校の先生になるにはどうすればよいのか？

・基本的には、各学校で採用。

・ただし、地方自治体単位で資格試験を実施。合格した学生の中から、学校が選

ぶというシステムを取っている所もある。広島県・兵庫県

・様式統一 岡山県

(7)本学の教職課程
ア 他大学と比較したときの龍谷大学教職課程の特徴とは？

・担当者８名、多くは教職経験者。

・丁寧に指導 ３回生から（希望すれば２回生からでも）、教職進路指導員

による、教員採用試験対策の講座を受けることが出来る。各学舎に 1 名配置。
週 3日。

イ “教育実習”はいつ行われるのか？

・４回生 ５～６月が中心。学校によって異なる。コロナの影響で変化がある

かも。

・小学校課程は、９～１１月 ⇒４回生で中高と合わせて７週間。

ウ “介護等体験”とは何か？

○３回生で体験を行う（小・中学校の免許状取得に必要）

大まかな流れは、各学部の「教職課程ガイドブック」(配布済)に示してあります。

（p36・37）
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（要注意）ただし、2023年度（３回生時）に体験するためには、
2022 年（2 回生時）10 月に 2023 年度体験希望者対象に説明会から出席
が必要。

2022 年度内に、最低３回の説明会等を実施。１回でも欠席した場合は、
2023年度に介護等体験をすることは出来ません。

エ 学校ボランティアに行きたいと思ったら？

・各学舎の教職センターに相談。掲示等もしているので、自分で読んで対応する。

・３回生になって大宮学舎に来たときは、大宮学舎で。それまでは、深草教職センター

へ、相談があれば尋ねてみることも良い。ただし、まずは２回生が終わるまでにしっ

かり単位を修得しておく。進路の方向性が決まったら２回生後半から、あるいは３回

生からで良いだろう。自己の適性をい確認するという意味で２回生のうちにボランテ

ィアに行ってみることも可。

・ボランティアが決まったときには、教職センターに申し出るように。

・ボランティア保険の加入は必須。ボランティア校で加入してもらえるのか、個人で加

入する必要があるのか、確認。個人加入の時は深草の学生課へ。

・介護等体験や教育実習に行く前のボランティアでも、個人情報に対しては厳しい目で

自己を見つめてください。

オ その他

希望すれば、誰でも教育実習に行けるのではない。

・取得の前提として……他の単位とは異なる。

(8)教員免許状取得までの流れ
大まかな流れは、各学部の「教職課程ガイドブック」p.43、参照… p.33～ 35）

２ 科目の登録と修得について

(1)計画性が大切
ア １・２回生で履修できる外国語は、１・２回生で修得することが重要である。

もし次の回生で再履修となれば、他の教職科目の時間帯と重複する可能性

イ １回生から履修可能な免許状取得に必要な科目は、１回生で取り切ることが重要であ

る。

２回生以降も同様。 ☆履修可能開始の回生で取り切る。

☆各学部用「教職課程ガイドブック」を参照すること。

ウ 今年の時間割を基に４年間分の時間割を組み、免許状が取得可能かどうか確認するこ

とが大切である。→３回生や４回生で少しでも余裕のある学修を進めるため

要するに、実習もあるので、不用意に３・４回生に卒業単位を残さない。

(2)教科教育法関係の単位修得について
ア 社会科を除く各教科は、「〇〇科教育法Ａ・Ｂ」（２回生前後期各２単位：計４単位、

「〇〇科教育法Ⅰ・Ⅱ」（３回生前後期各２単位：計４単位）、総合計８単位を全て

履修修得すること。

社会科に関しては、「社会科・地理歴史科教育法Ⅰ」・「社会科・地理歴史科教育法

Ⅱ」「社会科・公民科教育法Ⅰ」・「社会科・公民科教育法Ⅱ」(３回生前後期各２

単位）、総合計８単位を全て履修修得すること。

修得しなければ、免許状の取得は出来ないと考えてください。

イ 教育実習へ行くために３回生終了時までに履修修得を済ませなければならない単位が

あります。「先修単位」と言います。必ず単位の修得が必要です。間違いのないよう

にすること。ガイドブック⇒ p7

３ 「教職課程」に関わる連絡について（→掲示板で確認すること）

・教職課程に関わる連絡は、すべて教職センターの掲示板にて行います。当該掲示板は紫

英館南東部 1F の教職センター前にあります。毎日、掲示内容に注意すること。なお、
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補助連絡手段として「学内者向けポータルサイト」に掲載されることもあります。

・文学部の学生は、学舎が変わる２回生３月には特に気をつけること。

☆大宮学舎で行われる新３回生の履修説明会は、必ず出席してほしい。

☆掲示板、ポータル、メールでの連絡には十分注意して欲しい。

４ 登録制について（重要：「ガイドブック」p3）

①教職課程の履修は登録制。履修料も徴収。２回生から登録が必要。登録は１回生の３月。

②各学部の教職課程ガイドブックを読んで、しっかり理解してください。

③登録に関わる説明会を後期に開催する予定です。例年は 1 月頃。掲示板（ポータル等）
でお知らせします。注意してください。

☆今年度はコロナの影響で、変更されるかもしれません。注意して下さい。

☆ガイドブックは掲載の日程はすべて予定です。年度によって異なることもあり

ます。掲示板・ポータル等の連絡に注意してください。

５ 教職を目指す諸君へ

・すべての社会人、とりわけ学校教育に関わる者は、個人情報の取扱いについて細心の注

意を払うことが求められています。本学では、教育実習生に対して、レジュメ末の

「教育実習における個人情報取扱に関する注意事項（2020年度版）」の遵守を厳し

く求めています。１回生からその内容を理解し注意事項を遵守してください。

・もし、これまでネット上で不特定多数向けに、自らの情報（含写真等）や不適切な

内容を載せている場合は、直ぐに削除もしくは閲覧できないようにしなさい。

▽連絡や質問がある人は以下の所に来室してください。

質問のために来室する場合は、各学部の「教職課程ガイドブック」を持参してください。

また、予め質問事項をまとめておいて下さい。

▽教職センター担当教員：深草［中本・長嶺・橋本］／大宮［堀田・須原］

▽教職センター：紫英館各学部教務課の南方（入口は 1F東側）
開室時間：月～金 9：00～ 17：00（※授業実施期間中は昼休みも開室）

火 10：45～ 17：00（※授業実施期間中は昼休みも開室）
土・日・祝日・一斉休暇中 全日閉室

電話番号：深草教職センター Tel. 075－ 645－ 3749
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＜ 2020年度版＞

教育実習における個人情報取扱いに関する注意事項
龍谷大学教職センター

(1) 実習期間中に知り得た生徒・保護者・教員・関係者の個人情報や、実習校の諸情報につ
いて適正な取扱いに努め、実習期間中のみならず実習期間終了後においても、第三者に

それらの情報を漏洩しないこと。

(2) 不特定多数に情報拡散の恐れのあるネット上の掲示板や SNS(LINE、Twitter、Facebook、
Instagram 等)に、実習校関係者の氏名や写真・動画だけでなく、実習校に関する諸情報や
校内の写真等を決して掲載しないこと。

(3) 個人情報を含む資料(小テスト・提出物等を含む)を学校から持ち出さないこと。また、
個人情報を含むデータを実習生所有の USB メモリやクラウドストレージサービス（ iCloud、
Dropbox、Google ドライブ等）上に保存しないこと。

(4) 実習校での写真・ビデオ撮影・音声録音等は、原則として行わないこと。授業・実習記
録のため、それらをどうしても行う必要がある場合は、指導教員に許可を得てから行う

こと。また、記録した画像・映像・音声は、許可された目的以外に使用しないこと。

(5) 生徒や学校関係者を対象とした調査やアンケート等は、原則として行わないこと。授業
の都合上、それらをどうしても行う必要がある場合は、指導教員に許可を得てから行う

こと。また、調査結果・集計結果は、許可された目的以外に使用しないこと。

(6) 実習生自身の個人情報(住所・電話番号・メールアドレス等)についても取扱いに注意す
ること。生徒から求められても、それらの情報を絶対に伝えないこと。また、SNS 等を
介して生徒から連絡が入った場合でも、決して回答してはならない。回答することによ

り、実習生自身の連絡先が他に拡散してしまい、収拾がつかなくなるので十分に注意す

ること。

(7) 実習中だけでなく、過去において実習生自身がネット上に書き込んだ内容を、生徒等に
検索されて、問題となる事例が多発している。過去にブログや SNS 等に投稿した内容の
うち、問題となりそうな箇所（人格を疑われるような表現、公序良俗に反する文章・写

真・動画、等）は直ちに削除しておくこと。実名による投稿だけではなく、ニックネー

ム等による投稿も含めて、教育実習開始前に必ず削除を完了しておくこと。

以上


