
オンライン入学説明会
2022.12.17

既に教員免許状をお持ちの方対象・入学説明会



本日の説明会は･･･
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既に教員免許状をお持ちの方で･･･

・他教科の免許状を取得したい

・特別支援学校の免許状を取得したい

・他校種の免許状を取得したい

・免許状を上進したい

という方を対象にした説明会です

明星通信

で教員になる

アンケート



皆さんの疑問を今日の説明会で解消します

Q：費用はどれくらいですか？

A：必要単位数がわかれば算出できます

＝どの根拠法令で免許取得を目指すか分かれば

Q：目的達成までの期間はどれくらいですか？

A：教育実習に行く必要があるか？年間の単位修得機会は何回？が分かれば計画が

立てられます＝どの根拠法令で免許取得を目指すか分かれば

Q：スクーリング（面接授業）は何回くらいですか？

A：根拠法令がわかる→必要な単位（科目）がわかる→スクーリングが必要か（回

数）わかる
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在籍者の
属性

2022年5月現在

働きながら
学習する事は
可能ですか？

遠方でも学習可
能ですか？

現在45歳
なのですが
学習可能で
すか？



本日の流れ

はじめに

根拠法令について

教育職員免許法第6条別表〇〇について
 各別表の概要

 本学での履修モデルについて

 教育委員会に確認する際の注意事項

免許状取得までの費用と期間について

出願について

個別相談（全体会終了後）
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相談が無い方が“聞いているだけ”でも歓迎です



■はじめに･･･

本日の説明の中で、法令や免許種を略称で呼ぶ事がありますので予めご了承ください。

＜例＞
・教育職員免許法第6条別表第４＝『6-4』

・小学校教諭２種免許状＝『小２種』

・免許状＝『免許』

・特別支援学校＝『特支』

など･･･

※ご不明点は、説明会終了後の個別相談のコーナーで･･･
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■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（翌年以降未定）



■根拠法令について

「教員免許状」を取得するには･･･

取得したい『校種』や『教科』に関して必要な単位を修得して、
教育実習や介護等体験にいくことで「教員免許状」が取得できる。

というのが一般的です

＝「教育職員免許法第5条別表第1」を根拠法令に取得している
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根拠法令について
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既に教員免許状を所持している 勤務経験がある

これらがあると･･･

教育職員免許法第６条を根拠法令に免許状を取得すると、
負担を軽減できる場合がある

単位数の軽減、教育実習の不要

「自分が当てはまるか？」が分かれば、費用や期間も計画が立てられる



■今日の説明会で知っていただきたいこと
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教育職員免許法第6条が適用になる可能性があるか？
→修得する必要単位や仕組みを知る＝期間・費用が解る

各教育委員会に確認するポイントを知る
→出願に際しては履修する科目を登録する必要がある

アンケート



■根拠法令早見表について
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根拠法令早見表(P082)を共有します



■教育職員免許法第6条別表〇〇について

■別表第３＝所持免許状の上進 P95
【例】現在、小学校２種免許状を所持していて、小学校１種にしたい

■別表第４＝同校種他教科 P96～P99
【例】現在、中学社会１種免許状を所持していて、中学国語１種免許が欲しい

■別表第７＝特別支援学校教諭免許状の取得・上進 P100
【例】小学校１種を基礎免許にして、特支免許状が欲しい。現在、特支２種を所持していて１
種が欲しい。

■別表第８＝隣接校種免許状の取得 P101～P106
【例】中学校の免許状を所持していて、小学校の免許状が欲しい
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■教育職員免許法第6条別表第４について
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■別表第４＝同校種他教科
【例】現在、中学社会の一種免許状をもっていて、中学国語一種免許が
欲しい

P96～P99



■教育職員免許法第6条別表第7について
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■別表第７＝特別支援学校教諭免許状の取得・上進
【例】小学校１種を基礎免許にして、特支免許状が欲しい。現在、特支２種をもっていて１種が欲しい。

P100



■第６条別表第７に関するその他の注意事項

■幼～高の免許状を所持し、学校種にかかわらず3年以上の勤務が実務証明書

で証明されることにより取得対象

■第6条別表第7に関する科目のみを取得する場合は、認定通信生として入学

します。認定通信生は入学後の履修科目の追加は出来ないので12単位全てを

出願時に履修してください

■基礎となる免許状を取得してからの勤務年数が有効になります
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P114～P 115参照
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■別表第８＝隣接校種免許状の取得

P101～P106

■教育職員免許法第6条別表第８について



■第６条別表第８に関するその他の注意事項

■『隣接校種』なので、小学校↔高校、幼稚園↔中学は不可です

■第6条の別表第８を使って取得できるのは、隣接校種の2種の

みです（高校は1種のみ※中学1種所持者のみ）

■基礎となる免許状を取得してからの勤務年数・修得単位数が有

効単位になります

■勤務年数のカウントには、当該校種での勤務経験も含められる

ように法令が改正となりました（2022年7月1日より）
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■第６条別表第８に関するその他の注意事項

Aさんの場合

・取得希望免許状＝小学校2種

・所持免許状＝中学校

・勤務年数＝

昨年まで中学校常勤1年、今年の4月から小学校臨免1年

最低在職年数満たしていませんが入学コースは？？
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■第６条別表第８に関するその他の注意事項

入学コースの考え方

a：例：もう1年小学校or中学校で勤務できる場合

→科目等履修生
※6条別表8の“先取り”をして、翌年適用＝教育実習不要

b：例：産休代替等で来年度勤務が未確定

→正科課程履修生
※教育実習を行う必要があります（免許種によっては介護等体験も）
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条件の適用については、各自治体の教育委員会にてご確認ください



■教育実習期間の軽減について
＜例＞
中学校の教員免許状を所持していて、小学校の免許状を取得したい。
前提：通常教育実習の単位は5単位必要です

①勤務経験は無し
→3単位を流用することで、2単位分＝2週間（４週間）の教育実習となります（自治体によ
る）

②中学校免許で小学校で2年間働いています
→3単位を流用し、残った2単位分の教育実習を勤務経験で振り替えます＝教育実習の期間は
０になります。

※ただし、軽減した単位数は他の科目で修得する必要があります。
※勤務経験の認定については、各自治体の教育委員会に確認が必要です
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正科・課程履修生
で入学

科目等履修生
で入学
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■別表第３＝所持免許状の上進
【例】現在、小学校二種免許状をもっていて、小学校一種にしたい

P95

■教育職員免許法第6条別表第３について



■教育委員会に確認するポイント～教育委員会に確認する際の注意事項～

①勤務年数の確認

→自らの勤務が、実務証明書において何年証明されるのか？

②『どの法令科目区分』から『何単位』を履修す

る必要があるか？履修をする上でどんな注意事項

があるか？

③免許状申請方法･必要書類について
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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
～科目ごとに決まっています～

詳細は学生募集要項
P22参照

R（レポート）、T（テスト）、S（スクーリング）
を組み合わせて単位を修得していきます

では、単位修得機会は年間でどれくらいあるのか？



ＲＴ：レポートの合格と、科目終了試験の合格で単位修得

・1年目の試験（T）受験機会は最大6回受験は無料
※出願時期により異なります
※2年目については、最大8回

・1度で受験できる科目は最大4科目
※受験期の2ヶ月前までに受験科目のレポートを提出する必要があります

単位修得機会について（RT）

つまり･･･

・1年間で、のべ最大24科目受験できる

・1科目の単位数は、RTで受けられるものはほぼ２単位なので、年間で最大48単位
※但し、年間で科目等履修生は、履修上限30単位まで

教育実習や“スクーリング必須”の科目が無ければ“理論上は”1年間で目標達成ができる

２０２３年度は
在宅試験で実施
※2024年度は未定

Rは随時

提出可



S R ：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

・受講機会が決まっています
・RTorSR科目は、どちらを選択してもらっても構いません
・スクーリングは別途費用がかかります

単位修得機会について（ＳＲ・S）

つまり･･･

・SR・S科目の受講機会を逃すと、学習期間が延びてしまう
・RTorSR科目は、ご自身の都合によって選択できるメリット
がある

スクーリングが必須の科目があるかどうかをまずは確認する



■例：別表４で数学の免許状を取得する場合（※中１種）
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ここから
２０単位

ここから
８単位

実際の学習計画を例に見てみましょう
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■スクーリング日程の例

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

障害児保育２

初等教育実習指導

教職実践演習（教諭）【小学校】/保育・教職（教諭）実践演習【小学校】

図画工作 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

特別活動の指導法（小学校）/特別活動と総合的な学習の時間の指導法 

10月17日(日)10月16日(土) 10月24日(日)10月23日(土)

社会

中等教育実習指導

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

遠隔

英語コミュニケーション２ 

★教育の制度と経営 ★教育心理学

★特別なニーズ教育総論 ★初等生活科教育法

日程
2月4日(土) 2月5日(日) 2月6日(月)



■取得までの費用と在籍期間について

■自分が取得する単位数がわかれば、
学習計画が立てられる

『どれくらいで免許状取得できるか？』
という疑問を解消できます！

★ご自身のお仕事や生活リズム、学習計画、単位取得状況（合格状況）によって変動します

・科目等履修生における1年目の履修上限は30単位なので、30単位を超える単位を履修する場合
は2年以上かかります

・一般的な通学制の大学と違い、「単位認定は随時」です（年度末まで待つ必要は無し）
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■取得までの費用と期間について

■費用について

P 083の一覧表をご覧ください

自分が何単位修得する必要があるか解れば、金額は一覧の通りです

※スクーリングを受講する場合は別途受講費がかかります

※学籍更新をする場合は、1年あたり¥70,000の更新費がかかります
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画面共有します

POINT



■出願について～２０２３年度の出願期について～
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募集要項の該当ページを画面共有します



■適性診断テストについて
・学力を問うテストではありません

・１０分間１２０問答えるテストです

・テストはインターネットで受検します（スマートフォン可）

・受検は１回のみです

・適性診断テストのみで合否を判断することはありません

・出願内容を総合的に判断します

※いわゆる「倍率〇倍」というような選考ではありません
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■出願について～出願画面について
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出願の流れ
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出願の流れ
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①

②



出願の流れ



■追加で聞きたい事がある場合…

＜電話によるお問い合わせ＞

042-591-5115／050-3388-2549（ＩＰ）

≪火曜日～土曜日 9：00～17：30≫

※日曜日、祝日、月曜日は閉室
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通学課程の代表電話にご連絡いただいても、対応はできませんのでご注意ください。



皆様のご出願を

お待ちしております。
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