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アンケート 3問



本日の説明会は･･･
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「初めて教員免許状を取得する方」および

「学士取得を本学で目指す方」

を対象にした説明会です

明星通信

で教員になる
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明星大学・通信教育課程の概要

■所在地：東京都日野市（新宿から約40分）

■９学部12学科の総合大学

■2023年で学苑創立100周年

■幼稚園～大学院まである総合学苑

通信教育課程は1967年に創立

累積18万人の在籍者

教育学部教育学科通信教育課程

現在、約5,000名が在籍



在籍者の
属性2022年5月現在





8



9

■本学のサポート体制

 学習ガイダンス・オリエンテーション
 レポートガイダンス
 学習相談（Ｗｅｂ、電話）
 オンラインスクーリング事前操作説明会
 ポータルサイト（ＳｔａｒＷｅｂ）

目的達成までの不安や悩みを解決

 教員採用試験対策講座（論文対策・教職教養・２次対策）
 教職サロン（教育実習・教員採用試験対策）

教育現場のプロから伝授

高い教員採用
試験の実績を
毎年キープし
ている理由
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■入学コースのご案内
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自分の入学コース・受講コースがわかれば、
費用や、最短年数もわかります！

point



■入学コースのご案内
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アンケート 3問

取得したい免許状・資格を決める

最終学歴

入学・受講コース



■取得可能な免許状・資格
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 大学卒業資格（教育学学士）
 幼稚園
 小学校
 中学校「国語」「社会」「数学」「理科」「音楽」「美術」「英語」

 高等学校「国語」「地理歴史」「公民」「数学」「理科」

「音楽」「美術」「英語」

 特別支援学校（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）

 保育士資格
 学校図書館司書教諭資格

理科の実験科目が必要な方対象の出願は
4月生のみです。

18免許種・3資格
※１種・２種免許状がある

場合は両方取得可

2023年度は音楽、美術の免許状取得に関わる
コースの募集は行いません



これをふまえて・・・
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入学コース早見表を共有します



■入学コースのご案内
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大学で学びたい
学士の資格を取りたい
他大学から編入したい
教員免許を取得したい

大学を卒業し、改めて
教員免許を取得したい

教員免許状の取得に
関わる一部の科目を

取得したい

正科生 正科・課程履修生 科目等履修生



■入学コース・受講コースのご案内
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大学で学びたい
学士の資格を取りたい
他大学から編入したい

正科生

高等学校を卒業し、
初めて大学に入学を希望する方

正科生１年次入学

大学や短期大学に１年以上在学
し、30以上単位修得した方

正科生２年次編入学

大学中退（２年以上在学し62
単位以上修得）、短期大学卒業、
専修学校専門課程（専門学校）

終了した方
正科生３年次編入学

幼稚園・小学校の教員免許状を
取得したい方

小学校教員コース

中学・高等学校の教員免許状を
取得したい方

教科専門コース
（国語、社会、数学、理科、英語）

特別支援学校のみ
または小学校と特別支援学校の教員免

許状を取得したい方

特別支援教員コース

幼稚園教諭の免許状、保育士
資格を取得したい方

子ども臨床コース（正科生1年次のみ）



■入学コース・受講コースのご案内

17

幼稚園・小学校の教員免許状を取得したい方

小学校教員コース

中学校・高等学校の教員免許状を取得したい方

教科専門コース
（国語、社会、数学、理科、英語）

特別支援学校の教員免許または
小学校と特別支援学校の教員免許状を取得したい方

特別支援教員コース

大学を卒業し、初めて
教員免許を取得したい

正科・課程履修生

最低でも２年



■最短の目標達成期間について
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最短でどれくらいで目標達成できますか？

→正科生の場合は、５-○（年次生）の数が、卒業までの最短年数
（例：正科生2年次編入学＝５－２で3年間）

→正科課程履修生（大卒）で初めて教員免許状を取得する場合は、
最短２年間



■入学コースのご案内
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教員免許状の取得に
関わる一部の科目を

取得したい

既に所持している免許状を活かして

他校種免許状取得
教員としての勤務経験を活かして免許状・資格を取得したい方

所持免許の上進
教員としての勤務経験を活かして免許状・資格を取得したい方

同校種の他教科免許状取得

一部の不足科目を履修し
免許状・資格を取得

科目等履修生
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定められた科目の

単位を修得することが必要です。

教員免許状取得、卒業達成をする為には…

各科目ごとに単位の修得方法

＝

学習方法が定められています。



■明星通信“学習方法の３つのメリット”
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①受講方法を選べる科目が多い！

②試験、スクーリングの実施回数が多い

＝単位修得機会が多い！

③来校回数が少ない！(コースによって異なります）



■学習方法について

きめ細かい添削指導が受けられるR（レポート）

現場経験豊富な教員が教えるS（スクーリング）

受験機会も多数、受験科目指定無し！単位修得機会が増えるT（テスト）
科目終了試験

23



ＲＴ
レポートの合格と、科目終了試験の合格で単
位修得

ＳＲ
スクーリングの合格と、レポートの合格で単
位修得

Ｓ
スクーリングで単位修得

単位修得方法について

科目ごとに、学習方法の組み合わせが決まっておりその方法で学習し、

それぞれが合格すると単位修得となります

募集要項より抜粋



レポート学習は、通学制の大学に置き換えると毎日の授業に該当。

・各科目の学習に必要な本学独自のテキストを購入し、これを読みながら学習を進める

・テキストの内容に合わせて指定された課題について、１単位あたり１，５００字以上

でレポートを作成

・提出はオンライン

・合格するまで提出をする

■『R（レポート）』学習について

「いつまでに何本」や「１週間で〇本作成する」という、学習計画の設定を
ご自身の生活に合わせて設定する必要があります。
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入力画面サンプル



正式には「科目終了試験」という名称。通学制の大学における定期試験に該当。

・1年目で最大6回受験可（2年目以降は8回）

・どの科目でも受験可能（事前にレポートを提出する必要があり）

・2023年度は在宅試験で実施。自宅に試験問題・解答用紙が届き、解答後に返送する

・合格するまで何度でも受験可。途中でスクーリングに切り替えることも可能

■『T（テスト）』学習について

テストを受験するためには該当科目のレポート提出が必要になるため、
受験したい科目と受験期から逆算してレポートを提出する

科目終了試験

（RTorSR科目のみ）
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■『S（スクーリング）』学習について

通信教育課程での学習を、実際に対面授業（面接授業）として実施

・開講日程に合わせて、自分の都合に合わせてスクーリングを申込み

＝年間で複数回開講されているSは、どこで受けてもOK

・現在は一部の科目を除き、遠隔スクーリングで実施

・集中講義として開講し、1科目2～3日間で実施

・1期出願で初年度は５月スクーリングから受講可能

遠方に在住の学生でもスクーリングを受講できる環境が用意されている

28

基本的に
リアルタイムで

出席！
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■学習開始（S:スクーリング・R :レポート）

ス
ク
ー
リ
ン
グ

年間を通じてスクーリングを開講

 ５月スクーリング （18科目開講）
 ６・7月スクーリング（29科目開講）
 夏期スクーリング （196科目開講）
 10月スクーリング （24科目開講）
 11月スクーリング （12科目開講）
 12月スクーリング （62科目開講）
 ２月スクーリング （48科目開講）

2022年度開講実績
スクーリングは別途費用がかかります！
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■スクーリング日程の例（サンプル）

通常期は土日が中心

夏期・12月・2月は平日も実施

青は対面

ピンクは
遠隔

＜時限表＞

1時限目=09:00～10:15
2時限目=10:25～11:40
3時限目=11:50～13:05
4時限目=13:55～15:10
5時限目=15:20～16:35
6時限目=16:45～18:00

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

③ 英語コミュニケーション４

③ 国語科教育法３ ③ 国語科教育法４ ③ 理科教育法３

8月16日(火) 8月17日(水) 8月18日(木)

9コマ（18コマ）
連続で1つの科目を行う

2 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5

★特別活動と総合的な学習の時間の指導法/ 特別活動の指導法（小学校） 障害児保育２

初等教育実習指導

遠隔

障害児保育/障害児保育1※2022年3月22日変更 初等音楽科教育法

国語（書写を含む）/国語（書写を含む。） ★教育心理学

初等社会科教育法 社会

中等教育実習指導

教職実践演習（教諭）【中・高】/保育・教職（教諭）実践演習【中・高】

日程
10月15日(土) 10月16日(日) 10月22日(土) 10月23日(日)

対面
教職実践演習（教諭）【小学校】/保育・教職（教諭）実践演習【小学校】



■『S（スクーリング）』の“通学”日数について

・正科生1年次入学 ：4年間で最低でも21日間程度
・正科生2年次編入学 ：3年間で最低でも18日間程度
・正科生3年次編入学 ：2年間で最低でも18日間程度
・正科・課程履修生 ：2年間で最低でも３日程度
※小学校教員コースで幼稚園免許状を取得する場合、上記に最低でも30日間程度追加されます

※理科コースの場合、上記日数に最低でも15日程度追加されます

※取得する科目によって変動します

※子ども臨床コース
・正科生１年次入学：4年間で最低でも85日間程度

日野校『対面実施スクーリング』日数の目安
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※2022年度現在の開講実績で実施した場合



■明星通信“学習方法の３つのメリット”
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①受講方法を選べる科目が多い！

②試験、スクーリングの実施回数が多い

＝単位修得機会が多い！

③来校回数が少ない！(コースによって異なります）
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■教育実習

教
育
実
習

教育実習は自己開拓が必要
です。

※一部地域では一括申請

事前指導科目である「教育実
習指導」のスクーリング受講
と本学が定める実習実施のた
めの要件を満たす必要が
あります。

教育実習期間

幼稚園・小学校 18日間
中学校 15日間
高等学校 9日間
特別支援学校 9日間
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■介護等体験

大学へ申込み
[年１回11月]
申込条件あり

介
護
等
体
験

小学校および中学校の普通免許状を希望する場合は、「介護等体験」の受講が義務付けられています。
施設などへの手続きは、大学でとりまとめて申請を行います。

事前
ガイダンス

出席

事前
オリエンテー

ション
出席

翌年
介護等体験実施
合計７日間
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■教員免許状の申請～目的達成

教
員
免
許
状
の
申
請

教員免許状取得に必要となる
単位を修得後、「学力に関す
る証明書」を発行し、各自で
教育委員会へ申請します。

卒業資格試験または卒業研究
を行い、卒業に必要な単位を
修得し卒業となります。

卒
業

目的達成
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1年目

大学での行事関係

学習（レポート）

学習（科目終了試験）

学習（スクーリング）

教員採用試験関係

大学での行事関係

学習（レポート）

学習（科目終了試験）

学習（スクーリング）

教員採用試験関係

大学での行事関係

学習（レポート）

学習（科目終了試験）

学習（スクーリング）

教員採用試験関係

２年目

３年目

2023年

2024年

2025年

1年目

8月 9月 10月 11月 12月3月 4月 5月 6月 7月

11月 12月

1月 2月

6月 7月 8月 9月 10月1月 2月 3月 4月 5月

11月 12月6月 7月 8月 9月 10月1月 2月 3月 4月 5月

入学

レポート学習（通信教育課程の日々の学習）

科目終了試験科目終了試験 科目終了試験 科目終了試験 科目終了試験

科目終了試験 科目終了試験 科目終了試験 科目終了試験 科目終了試験

初回

科目終了試験 科目終了試験 科目終了試験

教育実習申込み 介護等体験申込み

教育実習

通信教育課程の日々の学習（R学習）

介護等① 介護等②

スクーリング

初回

スクーリング スクーリング スクーリング スクーリング スクーリング

教員として勤務開始退学

スクーリング スクーリング スクーリング スクーリング スクーリング スクーリング スクーリング

教員採用試験

一次

教員採用試験

二次

教員採用試験

合格発表

単位

修得

完了

“先生”として働くまで
～大卒者が2年間で先生になる例～

表示されているスケジュールは一例です
各イベントの実施時期は学習状況によって異なります。
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■出願画面について
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■２０２３年度の出願期について

3939

募集要項の該当ページを共有します



ちなみに…

4040

適性診断テストってどんなものですか？



■費用について
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Webサイトの学費のページを共有します



■出願時の注意事項とよく見られるミスについて

■受検期限内に、適性検査を受け忘れる方

■Web出願後に、証明書など“紙の書類”の提出を忘れている方

■1年以内に「胸部レントゲン」を未受診の方で診断書を添付し

ない方

■合否案内を自身で確認するのを忘れる方

■間違ったメールアドレスを登録したため、出願手続きが完了で

きない方
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■個別の相談について

個別相談会

予約は、明星大学通信教育課程Webサイトよりしてください

電話による相談は以下の時間帯で随時受け付けております

：042-591-5115／050-3388-2549（ＩＰ）

≪火曜日～土曜日 9：00～17：30≫



皆様のご出願を

お待ちしております。
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