
教職課程履修ガイダンス



まず始めに…

学科学科によって取得できる教科がによって取得できる教科が異なる異なる

教教 科科 基幹基幹 創造創造 先進先進

教員免許状を取得するためには、相当の時間と労力が必要教員免許状を取得するためには、相当の時間と労力が必要！！！！

数数 学学 数学・応数・情報・
機航・電子光

物理・応物・電生

理理 科科 機航 建築・総機・社工・
資源

物理・応物・化学・
応化・生医・電生

情情 報報 数学・応数・情報・
電子光・表現

経営 応物・電生

・最終的に免許を取得する理工学生は、約３％

・学科ごとに定める卒業に必要な単位 ＋ 「教職に関する科目」の単位を
あわせて、約170単位を修得する必要がある
※学科の卒業必要単位は１３２～１３６単位

・「教職に関する科目」の単位は卒業必要単位に含まれない

・教職に関する科目の授業はすべて早稲田キャンパス
（主に５～７時限や土曜日に受けることになる）



教職課程履修チャート

学年学年 時期時期 項項 目目

11年年 3,43,4月月 「教職課程履修の手引き」配布「教職課程履修の手引き」配布

教職課程の科目履修を
始めてから4年次に
「教職実践演習」「教職実践演習」を履

科目登録・履修（聴講料納入）科目登録・履修（聴講料納入）

22年年 3,43,4月月 科目登録・履修科目登録・履修

1212月月 介護等体験ガイダンス（事前申込）介護等体験ガイダンス（事前申込）

33年年 3,43,4月月 科目登録・履修科目登録・履修

教育実習ガイダンス、事前登録教育実習ガイダンス、事前登録

随時随時 介護等体験介護等体験

44年年 3,43,4月月 科目登録・履修科目登録・履修

「教職に関する科目」「教職に関する科目」
はなるべく早いうちに
履修しておきましょう。

「教職実践演習」「教職実践演習」を履
修するまで、各自「教「教
職履修カルテ」職履修カルテ」を作成
します（教職課程HP
参照）。

44年年 3,43,4月月 科目登録・履修科目登録・履修

随時随時 教育実習教育実習

随時随時 公立・私立教員採用試験公立・私立教員採用試験

77月月 教員免許状一括申請教員免許状一括申請

33月月 卒業式卒業式

教員免許状取得教員免許状取得

「介護等体験」「介護等体験」や「教「教
育実習」育実習」を履修するた
めの「前提条件」「前提条件」があ
ります。
「教職課程履修の手引「教職課程履修の手引
き」き」で確認し、計画的
に履修しましょう。



一種免許状の取得条件

◆◆基礎資格基礎資格
学士学士の学位を有すること（学部を卒業すること）

◆◆最低修得単位数最低修得単位数

科目群科目群 早稲田大学設置科目早稲田大学設置科目 中学中学11種種 高校高校11種種

教員免許法教員免許法
施行規則第施行規則第
6666条の条の66
に定める科に定める科
目目

日本国憲法日本国憲法 「憲法「憲法II・・IIII」（」（A1A1群）群） 22 22

体育（実技）体育（実技） 「スポーツ実習「スポーツ実習II・・IIII」（ｵｰﾌﾟﾝ教育ｾﾝﾀｰ）」（ｵｰﾌﾟﾝ教育ｾﾝﾀｰ） 22 22

外国語外国語
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

「「Communication Strategies 1Communication Strategies 1・・22」」
「「Academic Lecture Comprehension 1Academic Lecture Comprehension 1・・ 22」」

22 22

情報機器の操作情報機器の操作 【【基幹基幹】】CCプログラミング入門（プログラミング入門（B4B4群）群）
【【創造・先進創造・先進】】コンピュータリテラシー（コンピュータリテラシー（B4B4群）群）

22 22

◆◆最低修得単位数最低修得単位数

教職に関する科目教職に関する科目 教育学部設置科目教育学部設置科目 3232 2626

教科に関する科目教科に関する科目 学科配当の学科配当のCC群専門科目（一部群専門科目（一部A,BA,B群科目）群科目） 2020 2020

教科又は教職に関する教科又は教職に関する科目科目 教育学部設置科目教育学部設置科目 77 1313

最低修得単位数の合計最低修得単位数の合計 6767 6767

※「教職に関する科目」「教科に関する科目」の最低修得単位数を超えて修得した場合は、「教科又は
教職に関する科目」の単位に含む。



教職に関する科目

「教職に関する科目」「教職に関する科目」は教育学部に設置されている教職課程用の専門科目
です。「教職概論」「教育心理学」「道徳教育法」「教職実践演習」「教職概論」「教育心理学」「道徳教育法」「教職実践演習」など
の必修科目必修科目と、「教職研究「教職研究 II」「授業技術演習」」「授業技術演習」などの選択科目選択科目があります。

【【WebWeb履修登録イメージ履修登録イメージ】】科目 登録期間

通年科目 春学期登録期間

前期・夏季集中科目 春学期登録期間

後期・冬季集中科目 秋学期登録期間

※各科目の履修ルールは「学部要項」「学部要項」および「教職課程履修の手引き」「教職課程履修の手引き」を参照して
ください。

「１．学部の選択」「１．学部の選択」で「教育」「教育」を選択し、
「確定」「確定」すると、「２．科目群の選択」「２．科目群の選択」で
「教職に関する科目」「教職に関する科目」が検索できます。

※※「教職に関する科目」「教職に関する科目」は抽選対象の科目抽選対象の科目ですです。。
※※一度、登録が「決定」となった科目は取消でき一度、登録が「決定」となった科目は取消できまま

せん。せん。



教科に関する科目

「教科に関する科目」「教科に関する科目」は、基本的に所属学科に設置されているC群専門科目
（一部A,B群科目）です。学科カリキュラムを履修していれば、必然的に大部
分の科目を取得できます。

【【「教科に関する科目」一覧表サンプル「教科に関する科目」一覧表サンプル】】

免許法施行
規則に規程
された科目

必修科目
単
位
数

履修方法
選択科目

単
位
数中学 高校

物理学 ○力学C 2 上級物理化学A 2

化 学 ○応用化学総論 2 無機個体化学 2

生物学 ○生物化学 2 酵素工学
バイオプロセス

2
2

生命科学概論A
上級生物化学

2
2

1科目
選択必修

1科目
選択必修

「○」のついている科目は「○」のついている科目は
自学科の必修科目なので、自学科の必修科目なので、
必然的に取得できます。必然的に取得できます。

「「11科目選択必修」なので、科目選択必修」なので、
「生命化学概論Ａ」または「生命化学概論Ａ」または
「上級生物化学」を履修す「上級生物化学」を履修す
ればればOKOK！！

「「※※」のついている科目は」のついている科目は
地 学 ※地球科学A（応物）

※地球科学B（応物）
2
2

1科目
選択必修

1科目
選択必修

物理学実験 ○理工学基礎実験２B
○物理化学実験

3
2

1科目
選択必修

化学実験 ○有機化学基礎実験
○理工学基礎実験１B

1
3

生物学実験 ○工業化学実験 I 2

地学実験 ※地球科学実験A（創造：資源）
※地球科学実験B（創造：資源）

1
1

1科目
選択必修

高校の免許のみを申請す高校の免許のみを申請す
る場合は、「物理学実る場合は、「物理学実
験」～「地学実験」のう験」～「地学実験」のう
ちち11科目履修すれば科目履修すればOKOK！！

「「※※」のついている科目は」のついている科目は
「他学科・他学部（他箇「他学科・他学部（他箇
所）」聴講科目であり、所）」聴講科目であり、
（（ ）は設置箇所名を表す。）は設置箇所名を表す。



教科又は教職に関する科目

「教科又は教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」は、教育学部に設置されている教職課程用の
選択科目です。「介護体験実習講義」「人間理解基盤講座」「教育インター「介護体験実習講義」「人間理解基盤講座」「教育インター
ンシップ」「教職研究ンシップ」「教職研究VIVI」」などがあります。
中学の免許状を申請する場合は「介護体験実習講義」は必修中学の免許状を申請する場合は「介護体験実習講義」は必修です。中学の免許状を申請する場合は「介護体験実習講義」は必修中学の免許状を申請する場合は「介護体験実習講義」は必修です。

科目群科目群 早稲田大学設置科目早稲田大学設置科目 中学中学11種種 高校高校11種種

教職に関する科目教職に関する科目 教育学部設置科目教育学部設置科目 3232 2626

教科に関する科目教科に関する科目 学科配当の学科配当のCC群専門科目（一部群専門科目（一部A,BA,B群科目）群科目） 2020 2020

教科又は教職に関する科目教科又は教職に関する科目 教育学部設置科目教育学部設置科目 77 1313

「教職に関する科目」「教科に関する科目」「教職に関する科目」「教科に関する科目」の最低修得単位数を超えて修得した場合「教職に関する科目」「教科に関する科目」「教職に関する科目」「教科に関する科目」の最低修得単位数を超えて修得した場合
は、「教科又は教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」の単位に算入されます。
「教科に関する科目」「教科に関する科目」は、学科カリキュラムを履修していれば、必然的に20単位を超
えて取得できるケースが多く、「教科又は教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」の必要単位数も同時に
満たすことができます（一部の学科・教科は除く）。

中学、高校両方の免許状を申請する場合、中学の免許状のほうが「教職に関する科「教職に関する科
目」目」の必修科目が多く（教科や教職に関する科目に必要な合計単位数は、中学・高校
どちらも59単位）、中学の免許状の条件を満たせば、自動的に高校の免許状の条件も
満たすことが出来ます。



ＦＡＱ

ＱＱ．教職課程を履修するにはどのような手続きが必要ですか．教職課程を履修するにはどのような手続きが必要ですか

ＡＡ．．特に手続きは必要ありません。所定の科目登録期間に必要な科目を登録してく
ださい。初めて「教職に関する科目」を履修する場合は、教職課程聴講料として、

Ｑ．Ｑ．11年間にどのくらいのペースで履修すればいいでしょうか？年間にどのくらいのペースで履修すればいいでしょうか？

Ａ．Ａ．教職課程の履修は「最低でも「最低でも33年間」年間」かかります。年間で履修できる「教職に年間で履修できる「教職に
関する科目」は関する科目」は2020単位まで単位までという制限があり、また「介護等体験」「教育実習」
を履修する前年度までに履修すべき「前提条件」があるためです。半期で半期で22～～44科科
目を履修目を履修するのがよいのではないでしょうか。学科により、学年ごとの負担も異な

ださい。初めて「教職に関する科目」を履修する場合は、教職課程聴講料として、
10,000円の納入が必要です（在学中有効）。一度、登録が決定した「教職に関
する科目」は、取消ができませんので、慎重に登録してください。

目を履修目を履修するのがよいのではないでしょうか。学科により、学年ごとの負担も異な
りますので、余裕のあるうちに多くの科目を履修し終えることをオススメします。

Ｑ．「教職に関する科目」の理想的な履修順序はありますか？Ｑ．「教職に関する科目」の理想的な履修順序はありますか？

Ａ．Ａ．上述のとおり、「介護等体験」「教育実習」の前提条件となる科目から履修「介護等体験」「教育実習」の前提条件となる科目から履修す
るとスムースでしょう。



ＦＡＱ

ＱＱ．教職に必要な科目と学科の必修科目の時間割が重複してしまいました．教職に必要な科目と学科の必修科目の時間割が重複してしまいました

ＡＡ．．学科の必修科目を優先することをオススメします。教員免許状に必要な科目を
次年度に履修してください。学科の時間割によっては、卒業に必要な学科の必修科次年度に履修してください。学科の時間割によっては、卒業に必要な学科の必修科
目と重複し、履修の機会が限られている科目がありますので、卒業までの履修計画
をしっかりたててください。

ＱＱ．休み時間だけで早稲田キャンパスへ移動することは可能でしょうか．休み時間だけで早稲田キャンパスへ移動することは可能でしょうか

ＡＡ．．徒歩、早稲田⇔西早稲田キャンパス間の連絡バスを利用した場合は間に合わな
い可能性があります。昼休みや１時限分の空きコマを挟むなど、移動のために余裕
をもった時間割を組んでください。

Ｑ．Ｑ．3,43,4年生から教職課程を履修することはできますか？年生から教職課程を履修することはできますか？

Ａ．Ａ．「最低でも3年間」は必要となるため、学部を4年生で卒業するまでに履修し
終えることはできません。卒業あるいは進学後、「科目等履修生」「科目等履修生」という制度に
より、学部生の身分として、不足した「教職・教科に関する科目」を履修すること
ができます（大学院生は教職課程科目を履修することができないため）。
例年、前年度の22月下旬頃に出願手続月下旬頃に出願手続がありますので、ＨＰを参照してください。


