
 

 

教育学部内共通  

５．教育職員免許状取得のための履修方法 

※2019 年度以降入学者は『学部要項』を確認してください。 

『学部要項』に掲載した教育職員免許状取得のための履修方法： 

科目の新設、廃止、名称変更、単位数変更等は以下の通りです。 

 

『学部要項』の教職課程に関する 訂正/変更事項一覧 
学部要項 

年度 
該当ページ 変更事項 変更前 変更後 

2019 年度 80 ページ 科目名称の誤記載  「アメリカ文学史」  「アメリカ文化史」 

2020 年度 79 ページ 科目名称の誤記載  「アメリカ文学史」  「アメリカ文化史」 

2019 年度 112 ページ 
情報社会・情報倫理【複合文化学

科】 の単位数の誤記載 
4 単位 2 単位 

2020 年度 111 ページ 
情報社会・情報倫理【複合文化学

科】 の単位数の誤記載 
4 単位 2 単位 

2019 年度 75 ページ 
科目区分の記号の誤記載（専門必

修科目→専門選択科目） 
「●特別支援教育原論」 「○特別支援教育原論」 

2020 年度 75 ページ 
科目区分の記号の誤記載（専門必

修科目→専門選択科目） 
「●特別支援教育原論」 「○特別支援教育原論」 

2019 年度 112 ページ 科目名称の変更 
キャリアと情報（情報マネ

ジメントの実際） 
IT とビジネス 

2020 年度 111 ページ 科目名称の変更 
キャリアと情報（情報マネ

ジメントの実際） 
IT とビジネス 

2019 年度 

48,51,54,57,60, 

63,66,69,72,76, 

79,82,85,88,91, 

94,97,100,104, 

108,111,114, 

117,120,123, 

126 ページ 

科目名称の変更 

学校経営インターンシップ 

学級経営インターンシップ（家族関係・集団・地

域社会における心理支援に関する理論と実

践） 

人間理解基盤講座 
人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理

論と実践） 

2020 年度 

47,50,53,56,59, 

62,65,68,71,75, 

78,81,84,87,90, 

93,96,99,103, 

107,110,113, 

116,119,122, 

125 ページ 

科目名称の変更 

学校経営インターンシップ 

学級経営インターンシップ（家族関係・集団・地

域社会における心理支援に関する理論と実

践） 

人間理解基盤講座 
人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理

論と実践） 

2019 年度 73 ページ 科目名称の変更 発達障害者教育 発達障害者教育(障害者・障害児心理学） 

2020 年度 72 ページ 科目名称の変更 発達障害者教育 発達障害者教育(障害者・障害児心理学） 

2019 年度 112 ページ 
教育職員免許法施行規則に規定

された科目の区分名称の誤り 
情報社会および情報倫理 情報社会・情報倫理 

2020 年度 111 ページ 
教育職員免許法施行規則に規定

された科目の区分名称の誤り 
情報社会および情報倫理 情報社会・情報倫理 

2019 年度 112 ページ 
教育職員免許法施行規則に規定

された科目の区分名称の誤り 

コンピュータ及び情報処理

（実習を含む） 
コンピュータ・情報処理（実習を含む。） 

2020 年度 111 ページ 
教育職員免許法施行規則に規定

された科目の区分名称の誤り 

コンピュータ及び情報処理

（実習を含む） 
コンピュータ・情報処理（実習を含む。） 

2019 年度 112 ページ 
教育職員免許法施行規則に規定

された科目の区分名称の誤り 

マルチメディア表現及び技

術（実習を含む。） 

マルチメディア表現・マルチメディア技術（実習

を含む。） 

2020 年度 111 ページ 
教育職員免許法施行規則に規定

された科目の区分名称の誤り 

マルチメディア表現及び技

術（実習を含む。） 

マルチメディア表現・マルチメディア技術（実習

を含む。） 

2020、2021

年度 
111 ページ 科目名の変更 

キャリアと情報（情報マネ

ジメントの実際） 
IT とビジネス 

2020、2021

年度 
105 ページ 科目名の訂正 地球科学演習 地球科学実習 

2019、2020、

2021 年度 

2019 年度：P.73  

2020、2021 年

度：P.72  

科目名の訂正 知的障害者教育論Ⅰ、Ⅱ 知的障害教育論Ⅰ、Ⅱ 

2019、2020、

2021 年度 

2019 年度：P.70      

2020、2021 年

度：P.69 

科目区分の記号の誤記載（専門必

修科目→専門選択科目） 

●臨床心理学特論Ⅰ（精

神疾患とその治療）   
○臨床心理学特論Ⅰ（精神疾患とその治療） 

2019、2020、

2021 年度 

2019 年度：P.71     

2020、2021 年

度：P.70 

科目区分の記号の誤記載（専門必

修科目→専門選択科目） 

●教育学概論Ⅰ                 

●教育制度概論 

○教育学概論Ⅰ 

○教育制度概論 

2019、2020、

2021 年度 

2019 年度：P.65           

2020、2021 年

度：P.64 

科目区分の記号の誤記載（専門必

修科目→専門選択科目） 

●教育学概論Ⅰ                 

●教育制度概論 

○教育学概論Ⅰ 

○教育制度概論 

2019、2020、

2021 年度 

2019 年度：P.68   

2020、2021 年

度：P.67 

科目区分の記号の誤記載（専門必

修科目→専門選択科目） 

●教育学概論Ⅰ                 

●教育制度概論 

○教育学概論Ⅰ 

○教育制度概論 

2019 年度 
84、87、90、93、

96、99 
科目名の訂正 特別支援教育 特別支援教育（中・高） 



 

 

2019 年度 

47、50、53、56、

59、62、65、68、

71、78、81、84、

87、90、93、96、

99、103、107、

110、113、116、

119、122、125 

科目名の訂正 生徒理論と教育相談 生徒理解と教育相談 

2020、2021

年度 

46、49、52、55、

58、61、64、67、

70、77、80、83、

86、89、92、95、

98、102、106、

109、112、115、

118、121、124 

科目名の訂正 生徒理論と教育相談 生徒理解と教育相談 

2019 年度 
84、87、90、93、

96、99 
科目名の訂正 特別支援教育 特別支援教育（中・高） 

2020 年度 
83、86、89、92、

95、98 
科目名の訂正 特別支援教育 特別支援教育（中・高） 

2019、2020、

2021 年度 

2019 年度：P.77          

2020、2021 年

度：P.76 

科目名の訂正 
東アジアの思想と文化Ⅰ

（近代） 
東アジアの思想と文化Ⅰ（古代） 

2019、2020、

2021 年度 

2019 年度：

P.109          

2020、2021 年

度：P.108 

科目名の訂正 
線形代数 I 

代数 I 

線形代数１ 

代数１ 
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◎教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定められた教育職員免許状取得に必要な科目：「日本国憲法」「体育（実技）」

「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作※」の履修について 
 

「日本国憲法」「体育（実技）」「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作

※」について、それぞれ２単位以上を修得する必要があります。 

 ※2022 年度より対象科目区分が追加されました。詳細は４．「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」   

 を確認してください。 

 

１.「日本国憲法」 

《教育学部共通科目・社会系》「憲法」で充当されます。 

※社会科・社会科学専修、公共市民学専修設置の「法学概論Ⅰ」「法学概論Ⅱ」の両方の単位を修得した場合でも充当されます。 

 なお、「法学概論Ⅰ」「法学概論Ⅱ」は同時に中学社会および高校公民の 2018 年度以前入学者:「教科に関する科目」、2019

年度以降入学者:「教科に関する専門的事項に関する科目」にも充当されます。 

※社会科・地理歴史専修、社会科学専修、公共市民学専修設置の「憲法概論」でも充当されます。 

※共通科目社会系の「法学Ⅰ」「法学Ⅱ」は、該当しませんのでご注意ください。 

 

２.「体育（実技）」 

《体育系》 

グローバルエデュケーションセンター設置の「スポーツ実習Ⅰ」､「スポーツ実習Ⅰ（体育各部）」、「スポーツ実習Ⅱ」「ス

ポーツ実習Ⅱ(体育各部)」から、2単位以上を修得してください。 

また、教員免許状取得のために「スポーツ実習」の単位修得が必要で、身体虚弱または慢性的な疾病および身体に障がいがあ

る等の理由で、在学中を通じてスポーツ実習の履修が困難であると思われる方は、春学期 1次登録前にグローバルエデュケー

ションセンターにご相談ください。 

 

３．「外国語コミュニケーション」 

以下の科目で充当されます。 

設置 
箇所 

開設科目名 廃止科目名 

教育学部 
英語初級コミュニケーション１,２ 

（旧：英語初級コミュニケーション） 

英語中級コミュニケーショ１,２ 

（旧：英語中級コミュニケーション） 

英語上級コミュニケーション※NNα,β 

（旧：英語上級コミュニケーション） 

ドイツ語の基礎 

ドイツ語のコミュニケーションの基礎 

フランス語の基礎 

フランス語のコミュニケーションの基礎 

中国語の基礎 

中国語のコミュニケーションの基礎 

ロシア語の基礎 

ロシア語のコミュニケーションの基礎 

スペイン語の基礎 

スペイン語のコミュニケーションの基礎 

 

 

※NN は数字 
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設置 
箇所 

開設科目名 廃止科目名 

グ
ロ

バ
ル
エ
デ

ケ

シ

ン
セ
ン
タ

(G
EC

) 

イタリア語（入門） 理解 

イタリア語（入門） 表現 

イタリア語（入門） ＜アクティブ・ラーニングで学ぶ

イタリア語＞ 

イタリア語（入門） ＜英語で学ぶイタリア語＞ 

イタリア語（初級） 理解 

イタリア語（初級） 表現 

イタリア語（初級） ＜アクティブ・ラーニングで学ぶ

イタリア語＞ 

イタリア語（初級） ＜英語で学ぶイタリア語＞ 

イタリア語（準中級） 理解 

イタリア語（準中級） 表現 

イタリア語（中級） 理解 

イタリア語（中級） 表現 

朝鮮語（入門） 

朝鮮語（初級） 

朝鮮語（準中級） 

朝鮮語（中級） 

朝鮮語（上級） 

 

Tutorial English (Beginners) A & B Intensive 

Tutorial English (Basic) A & B Intensive 

Tutorial English (Basic) C & D Intensive 

Tutorial English (Intermediate) A & B Intensive 

Tutorial English (Intermediate) C & D Intensive 

Tutorial English (Upper Intermediate) A & B Intensive 

Tutorial English (Upper Intermediate) C & D Intensive 

Tutorial English (Advanced) A & B Intensive 

Tutorial English (Beginners) A 

Tutorial English (Beginners) B 

Tutorial English (Basic) A 

Tutorial English (Basic) B 

Tutorial English (Basic) C 

Tutorial English (Basic) D 

Tutorial English (Intermediate) A 

Tutorial English (Intermediate) B 

Tutorial English (Intermediate) C 

Tutorial English (Intermediate) D 

Tutorial English (Upper Intermediate) A 

Tutorial English (Upper Intermediate) B 

Tutorial English (Upper Intermediate) C 

Tutorial English (Upper Intermediate) D 

Tutorial English (Advanced) A 

Tutorial English (Advanced) B 

（2017 年度廃止） 

Tutorial English Training Camp 

イタリア語（入門） 

イタリア語（初級） 

イタリア語（準中級） 

イタリア語（中級） 

Business Tutorial English（アデレード大学）（超

上級） 

Cross-cultural Distance Learning(CCDL) 

(International Career Path) 

チュートリアル中国語 初中級 

チュートリアル中国語 準中級  

チュートリアル中国語 中級  

チュートリアル中国語 中上級  

チュートリアル中国語 準上級 

チュートリアル中国語 上級 

 

（2018 年度廃止） 

イタリア語（準中級） 理解・表現 

イタリア語（中級） 理解・表現 

Business Tutorial English （ビジネス実践編）

（中級） 

Business Tutorial English （ビジネス実践編）

（上級） 

Cross-cultural Distance Learning(CCDL)(Media) 

Cross-cultural Distance Learning(CCDL)(Social 

and Global Issues) 

 

（2019 年度廃止） 

チュートリアル中国語 初中級 α 

チュートリアル中国語 初中級 β 

チュートリアル中国語 準中級 α 

チュートリアル中国語 準中級 β 

チュートリアル中国語 中級 α 

チュートリアル中国語 中級 β 

チュートリアル中国語 中上級 α 

チュートリアル中国語 中上級 β 

チュートリアル中国語 準上級 α 

チュートリアル中国語 準上級 β 

チュートリアル中国語 上級 α 

チュートリアル中国語 上級 β 

 

（2021 年度廃止） 

General Tutorial English （初級） α 

General Tutorial English （初級） β 

General Tutorial English （準中級） α 

General Tutorial English （準中級） β 

General Tutorial English （中級） α 

General Tutorial English （中級） β 

General Tutorial English （準上級） α 

General Tutorial English （準上級） β 

General Tutorial English （上級） α 

General Tutorial English （上級） β 

General Tutorial English （上級プラス） α 

General Tutorial English （上級プラス） β 

General Tutorial English （初級） 

General Tutorial English （準中級） 

General Tutorial English （中級） 

General Tutorial English （準上級） 

General Tutorial English （上級） 

General Tutorial English （上級プラス） 

 

(2022 年度廃止) 

イタリア語（入門）理解・表現 

イタリア語（初級）理解・表現 

 ※廃止科目：廃止年度の前年度までに修得した科目の単位は教員免許状の単位として使用できます。 



 

 

 

４．「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」 

以下の科目で充当されます。 

2022 年度より「情報機器の操作」の領域に「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」が追加されました。2022 年度

以降に開講される対象科目を履修した場合は第 66 条の 6に定める科目として使用できます。 

 2 単位の履修方法については必ず「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」2 単位、もしくは「情報機器の操作」2

単位のいずれかを選択してください。「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」1単位と「情報機器の操作」1単位の

組み合わせでは要件を満たせませんので、十分に注意してください。 

 

[数理、データ活用及び人工知能に関する科目] 

設置 
箇所 

開設科目名 廃止科目名 

グ
ロ

バ
ル

エ
デ

ケ

シ

ン
セ
ン

タ

(G
EC

) 

統計リテラシーα 

統計リテラシーβ 

データ科学入門α 

データ科学入門β 

なし 
 

 

[情報機器の操作] 

設置 
箇所 

開設科目名 廃止科目名 

グ
ロ

バ
ル
エ
デ

ケ

シ

ン
セ
ン
タ

(G
EC

) 

プログラミング入門（2018 年度開設） 

プログラミング初級（C/C++） 

プログラミング初級（Java） 

プログラミング中級(Java) 

プログラミング中級（C/C++） 

アルゴリズムとデータ構造α 

アルゴリズムとデータ構造β 

ソフトウェア開発技術α 

ソフトウェア開発技術β 

情報セキュリティ技術 

Web デザイン実践 

サーバサイド Web プログラミング初級 

クライアントサイド Web プログラミング初級 

サーバサイド Web プログラミング中級 

クライアントサイド Web プログラミング中級 

データベース（SQL 入門） 

データベース（管理と運用） 

マルチメディア初級（画像処理とアニメーション）α 

マルチメディア初級（画像処理とアニメーション）β 

マルチメディア中級（画像処理とアニメーション）α 

マルチメディア中級（画像処理とアニメーション）β 

ミュージック・プログラミング 

CG エンジニア入門 

（2017 年度廃止） 

データベースα 

データベースβ 

マルチメディア入門(映像）α 

マルチメディア入門(映像）β 

マルチメディア中級(映像）α 

マルチメディア中級(映像）β 

 

（2018 年度廃止） 

情報表現の基礎α 

情報表現の基礎β 

 

（2019 年度廃止） 

プレゼンテーションスキル実践 

 

（2020 年度廃止） 

情報表現の実践 

プログラミング初級（Visual Basic） 

プログラミング中級（Visual basic) 

プログラミング初級（Ruby） 

プログラミング中級（Ruby）※ 

マルチメディア入門（デジタルサウンド） 

 

※プログラミング中級（Ruby）は 2018・2019 年度修得に限ります。2016・2017 年度に修得した場合、教員免許状の単位として使用できま

せんのでご注意ください。 

※廃止科目：廃止年度の前年度までに修得した科目の単位は教員免許状の単位として使用できます。 

 

設置 
箇所 

開設科目名 廃止科目名 

教
育
学
部 

《教育学部共通科目》 

コンピュータ入門 

コンピュータ初級 

コンピュータ中級 

《複合文化学科設置科目》 

ツールとしてのＩＣＴ１ 

《複合文化学科設置科目》 

ツールとしての情報通信ネットワークⅠ（情報化

アカデミックリテラシー） 

※廃止科目：廃止年度の前年度までに修得した科目の単位は教員免許状の単位として使用できます。 

 

 

●「日本国憲法」「体育（実技）」「外国語コミュニケーション」「データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機 
器の操作」に該当する科目は、１年次から計画的に履修を開始してください。 
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