
資格取得（教員免許）について

※ここでは，教員免許の資格取得についてのポイントを簡単に説明しています。詳しくは，

別途配付される新入生オリエンテーションの資料と学生便覧の「教育職員免許状の取得につ

いて」をよく読んでください。

○資格取得のためにどうするか（学生便覧参照）

授業の単位を取り，さらに学士の学位を取る（＝卒業する）ことによって取得できます。

授業科目は，細かくいうと学生便覧にある❶～❻の六種類に分けられます。

どこで開講しているかによって簡単に分けると，

❶＝教養、❷＝教育学部と文学部、❸～❺＝教育学部、❻＝❷～❺の余り

となります。このうち，一年次生に関係するのは，教養の科目と教育学部の科目です。

○全学教職オリエンテーション（別紙チラシ参照）

教員免許取得の詳細については，下記全学教職オリエンテーションで説明されます。

オリエンテーションⅠ：５月１8日（水）７，８限目（15:30～）

オリエンテーションⅡ：10月18日（火）７，８限目（15:30～）

２回とも，オンラインでリアルタイム配信されます。

重要なのは，参加するにはエントリーが必要ということです。

オリエンテーションⅠエントリー＝5月11日（水）10:00まで

（グーグルアカウントにログインしてから，チラシのQRコードで）

☆注意☆このオリエンテーションを受けていないと，必修授業が履修できません。

→すなわち，教員免許は取れません。

○もう一つ重要なこと＝それまでに履修登録があること

履修登録期間の関係で，オリエンテーションⅠの前に履修登録する必要があります。

a. 教養で開講されるもの（「教員免許状取得にむけて」中央の表参照）

抽選やクラス分け等の方法は，他の教養の授業と同じです。

b. 教育学部で開講されるもの（同資料上の表・「教育学部時間割」参照）

→１学期月曜７・８限「特別活動論」

２学期月曜７・８限「総合的な学習の時間の指導法Ｄ」

夏期集中講義「教育学概説ＤⅠ①」

夏期集中講義「教育学概説ＤⅡ①」

教員免許取得を考えている人は，忘れずに履修登録しておきましょう。



新入生向け資料 

教員免許状取得について 

 

■ 全学教職オリエンテーション ※チラシ参照 オンラインでの配信予定 

教員免許状取得に興味のある学生は必ず参加すること。 

■１年次から履修できる科目 

【教育学部開講科目】※詳細は『教育学部「各教科の指導法及び教育の基礎的理解に関する科目等」開講一覧』

及び『シラバス』で確認すること 

授業科目 備考 

教育学概説 DI 

教育学概説 DII 
必修科目 

人権・同和教育 BI 

人権・同和教育 BII 
選択必修科目 

教育心理学概説 DI 

教育心理学概説 DII 
必修科目 

総合的な学習の時間の指導法 D 必修科目 

特別活動論 必修科目 

中等国語科内容論（書写書道演習） 
『中学校教諭一種普通免許状（国語）』取得希望者は必修科目 

詳細はシラバスで確認すること 

【教養教育科目】※詳細は「2022 年度文学部学生便覧」及び「2022 年度教養教育科目履修の手引・授業時間表」

で確認すること 

授業科目 
必要修得 

単位数 
備考 

日本国憲法 ２ 必修 

するスポーツ演習 

健康・スポーツ科学 

１ 

１ 
必修 

英語（スピーキング）－１ 

英語（スピーキング）－２ 

英語（リスニング）－１ 

英語（リスニング）－２ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

０．５ 

必修 

情報処理入門１（情報機器の操作を含む） 

情報処理入門２（情報機器の操作を含む） 

情報処理入門３（情報機器の操作を含む） 

１ 

１ 

１ 

必修 

 

 

■ 介護等体験への参加 

中学校免許を取得する場合，介護等体験への参加が必須となります。申込みが２０２３年２月頃にありますの

で掲示や通知に注意しておいてください。 

■ 教育実習履修資格について 

教育実習を行う前年度までに（4 年次で実習に行く場合は 3 年次までに），教育実習履修資格単位を修得して

おいてください。修得していない場合は，教育実習に参加できません。【2022 年度文学部学生便覧 p.39】 

■ その他 

・「社会（中一種免）」，「地理歴史（高一種免）」，「公民（高一種免）」は全て異なる免許教科です。 

選択必修 



教職課程の履修や教員免許状の取得に関するオリエンテーションを開催します。

中学校・高等学校の教師を目指そうと考えている新１年生は，必ずオリエンテーション

ⅠとⅡの両方に参加してください。

２年生以上の学生で，今年度から教職課程の履修を考えている人も参加できますが，

事前に所属学部の教務学生担当と相談し，教職課程の履修について見通しをもって

参加してください。

用意するもの

・各学部発行の学生便覧 ・各自のスケジュールや時間割が分かるもの

注意事項
● エントリーの際は，岡山大学より付与されたGoogleアカウントに

ログインしてからQRコードを読み取ってください。
（アカウントの切り替え方法については，裏面をご参照ください）。

● 未受講の場合、教員免許状取得のための必修授業「『教職入門Ｄ
』（2年次以降、1,2学期開講）」が履修できなくなります。

全学教職オリエンテーションⅠ
５月18日（水） 7・8限（15時30分開始） 全学部対象
オンラインでリアルタイム配信

全学教職オリエンテーションⅡ
10月18日（火） 7・8限（15時30分開始） 全学部対象
オンラインでリアルタイム配信

※ 配信URLは参加希望者にのみ別途お知らせします。
※ オリエンテーションに参加する方は，必ず右上のQRコードから

5月11日（水）10：00 までにエントリーを行って下さい。
エントリー〆切後、エントリーした方へ全学教職オリエンテーションの
連絡等を行います。

※ Ⅰに参加した方へⅡの案内をお送りします。
教職課程の履修を考えている方は，必ずⅠから参加してください。

全学教職オリエンテーションⅠ・Ⅱ日程

【連絡先】 岡山大学教師教育開発センター 教育学部本館２階２０１室 TEL：086-251-7728



Googleアカウントの切り替え方法

【連絡先】 岡山大学教師教育開発センター 教育学部本館２階２０１室 TEL：086-251-7728

令和４年度 全学教職オリエンテーション

1. 2.

3.

1.
ブラウザアプリからGoogleを開き，
画面右上のプロフィールアイコンを
クリックします。

2.
切り替えたいGoogleアカウント
（ここでは pxxxxxxx@s.okayama-u.ac.jp）

のアイコンをクリックします。

3.
岡大IDとパスワードを入力して
ログインします。

mailto:pxxxxxxx@s.okayama-u.ac.jp


 令和４年度　教育学部「各教科の指導法及び教育の基礎的理解に関する科目等」
　開講一覧（令和４年度入学者用）

◯全学教職課程（中・高）

科目 各科目に含めることが必要な事項 登録番号 対応する授業科目
履修
年次

単位 担当者名 期別 曜日 時限 教室 履修対象学部 備考

029794 教育学概説ＤⅠ① 1～ 1 土井　貴子 夏季 集中 文法経環

029877 教育学概説ＤⅠ② 1～ 1 都田   修兵 夏季 集中 理工農GDP

029795 教育学概説ＤⅡ① 1～ 1 土井　貴子 夏季 集中 文法経環

029878 教育学概説ＤⅡ② 1～ 1 都田   修兵 夏季 集中 理工農GDP

教職の意義及び教員の役割・職務内容
（チーム学校運営への対応を含む。）

教職入門Ｄ 2～ 1 他学部（全）

教育の制度と社会ＤⅠ 2～ 1 他学部（全）

教育の制度と社会ＤⅡ 2～ 1 他学部（全）

029800 人権・同和教育ＢⅠ 1～ 1 吉田　真悟 3学期 水 5･6 5202 他学部（全）

029801 人権・同和教育ＢⅡ 1～ 1 吉田　真悟 4学期 水 5･6 5202 他学部（全）

029804 教育心理学概説ＤⅠ 1～ 1 三島　知剛 3学期 木 7･8 5202 他学部（全）

029805 教育心理学概説ＤⅡ 1～ 1 三島　知剛 4学期 木 7･8 5202 他学部（全）

特別の支援を必要とする幼児、児童及び
生徒に対する理解

特別支援教育の基本Ｂ 3～ 1 他学部（全）

カリキュラム論ＢⅠ 2～ 1 他学部（全）

カリキュラム論ＢⅡ 2～ 1 他学部（全）

道徳教育論ＤⅠ 3～ 1 他学部（全）

道徳教育論ＤⅡ 3～ 1 他学部（全）

総合的な学習の時間の指導法 029808 総合的な学習の時間の指導法Ｄ 1～ 1 高旗　浩志 2学期 月 7･8 5202 他学部（全）

特別活動の指導法 029809 特別活動論 1～ 1 高旗　浩志 1学期 月 7･8 5202 他学部（全）

教育方法論ＤⅠ 2～ 1 他学部（全）

教育方法論ＤⅡ 2～ 1 他学部（全）

情報通信技術を活用した教育の理論及び
方法 ICT活用の理論と方法 2～ 1 他学部（全）

生徒指導論ＤⅠ 2～ 1 他学部（全）

生徒指導論ＤⅡ 2～ 1 他学部（全）

教育相談（カウンセリングに関する基礎的
な知識を含む。）の理論及び方法 教育相談論Ｂ 3～ 1 他学部（全）

進路指導及びキャリア教育の理論及び方
法 進路指導論Ｂ 3～ 1 他学部（全）

※① 教育実習Ⅱ（教育実習基礎研究） 3・4 1 他学部（全）

※① 教育実習Ⅳ（中学校） 4 4
中免のみ／中・
高免取得者必
修

※① 教育実習Ⅴ（高等学校） 4 2
高免のみ取得
者必修

教職実践演習 ※① 教職実践演習（中・高） 4 2 他学部(全）

中8 高4 中等国語科指導法（基礎Ⅰ） 2～ 1 文・GDP

中等国語科指導法（基礎Ⅱ） 2～ 1 文・GDP

中等国語科指導法（応用Ⅰ） 2～ 1 文・GDP

中等国語科指導法（応用Ⅱ） 2～ 1 文・GDP

中等国語科指導法開発（基礎Ⅰ） 3～ 1 文・GDP

中等国語科指導法開発（基礎Ⅱ） 3～ 1 文・GDP

中等国語科指導法開発（応用Ⅰ） 3～ 1 文・GDP

中等国語科指導法開発（応用Ⅱ） 3～ 1 文・GDP

中8 中等社会科・地理歴史科指導法（基礎） 2～ 1 文・GDP

中等社会科・地理歴史科指導法（応用） 2～ 1 文・GDP

中等社会科・地理歴史科指導法開発（基礎） 2～ 1 文・GDP

中等社会科・地理歴史科指導法開発（応用） 2～ 1 文・GDP

中等社会科・公民科指導法（基礎） 2～ 1 文・法・GDP

中等社会科・公民科指導法（応用） 2～ 1 文・法・GDP

中等社会科・公民科指導法開発（基礎） 2～ 1 文・法・GDP

中等社会科・公民科指導法開発（応用） 2～ 1 文・法・GDP

中8 高4 中等数学科指導法（基礎Ⅰ） 2～ 1 理・環・GDP

中等数学科指導法（基礎Ⅱ） 2～ 1 理・環・GDP

中等数学科指導法（応用Ⅰ） 2～ 1 理・環・GDP

中等数学科指導法（応用Ⅱ） 2～ 1 理・環・GDP

中等数学科指導法開発（基礎Ⅰ） 3～ 1 理・環・GDP

中等数学科指導法開発（基礎Ⅱ） 3～ 1 理・環・GDP

中等数学科指導法開発（応用Ⅰ） 3～ 1 理・環・GDP

中等数学科指導法開発（応用Ⅱ） 3～ 1 理・環・GDP

中8 高4 中等理科指導法（基礎Ⅰ） 2～ 1 理・環・農・GDP

中等理科指導法（基礎Ⅱ） 2～ 1 理・環・農・GDP

中等理科指導法（応用Ⅰ） 2～ 1 理・環・農・GDP

中等理科指導法（応用Ⅱ） 2～ 1 理・環・農・GDP

中等理科指導法開発（基礎Ⅰ） 3～ 1 理・GDP

中等理科指導法開発（基礎Ⅱ） 3～ 1 理・GDP

中等理科指導法開発（応用Ⅰ） 3～ 1 理・GDP

中等理科指導法開発（応用Ⅱ） 3～ 1 理・GDP

中8 高4 中等英語科指導法（基礎Ⅰ） 2～ 1 文・GDP

中等英語科指導法（基礎Ⅱ） 2～ 1 文・GDP

中等英語科指導法（応用Ⅰ） 2～ 1 文・GDP

中等英語科指導法（応用Ⅱ） 2～ 1 文・GDP

中等英語科指導法開発（基礎Ⅰ） 3～ 1 文・GDP

中等英語科指導法開発（基礎Ⅱ） 3～ 1 文・GDP

中等英語科指導法開発（応用Ⅰ） 3～ 1 文・GDP

中等英語科指導法開発（応用Ⅱ） 3～ 1 文・GDP

必修

教育の基
礎的理解
に関する
科目

中高必修

中必修

中高必修

中必修

中高必修

中必修

中（社
会）
必修

高（地理
歴史）
必修

高4 高（公
民）
必修

履修方法

必修

必修

選択

中必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

中・高必修

選択

必修

必修

必修

必修

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学
習の過程

教育課程の意義及び編成の方法（カリ
キュラム・マネジメントを含む。）

道徳、総
合的な学
習の時間
等の指導
法及び生
徒指導、
教育相談
等に関す
る科目

道徳の理論及び指導法

必要
単位数

教育の理念並びに教育に関する歴史及び
思想

教育に関する社会的、制度的又は経営的
事項（学校と地域との連携及び学校安全
への対応を含む。）

中11
高11

中2

教育の方法及び技術

生徒指導の理論及び方法 中11
高9

中5
高3

中2
高2

教科及び
教科の指
導法に関
する科目

各教科の指導法
受けようとする免許教科ごとに修得する。

教育実践
に関する
科目

教育実習

高4



 令和４年度　教育学部「各教科の指導法及び教育の基礎的理解に関する科目等」
　開講一覧（令和４年度入学者用）

◯全学教職課程（中・高）

科目 各科目に含めることが必要な事項 登録番号 対応する授業科目
履修
年次

単位 担当者名 期別 曜日 時限 教室 履修対象学部 備考履修方法
必要

単位数

高4 029765 商業科指導法（基礎Ⅰ） 1～ 1 薬師寺　茂 夏季 集中 経・GDP
隔年開講(令和５年度開
講)

029766 商業科指導法（基礎Ⅱ） 1～ 1 薬師寺　茂 夏季 集中 経・GDP
隔年開講(令和５年度開
講)

029767 商業科指導法（応用Ⅰ） 1～ 1 薬師寺　茂 夏季 集中 経・GDP
隔年開講(令和５年度開
講)

029768 商業科指導法（応用Ⅱ） 1～ 1 薬師寺　茂 夏季 集中 経・GDP
隔年開講(令和５年度開
講)

高4 情報科指導法（基礎Ⅰ） 2～ 1 工・GDP

情報科指導法（基礎Ⅱ） 2～ 1 工・GDP

情報科指導法（応用Ⅰ） 2～ 1 工・GDP

情報科指導法（応用Ⅱ） 2～ 1 工・GDP

高4 農業科指導法（基礎Ⅰ） 3～ 1 農・GDP

農業科指導法（基礎Ⅱ） 3～ 1 農・GDP

農業科指導法（応用Ⅰ） 3～ 1 農・GDP

農業科指導法（応用Ⅱ） 3～ 1 農・GDP

高4 工業科指導法（基礎Ⅰ） 2～ 1 工・環

工業科指導法（基礎Ⅱ） 2～ 1 工・環

工業科指導法（応用Ⅰ） 2～ 1 工・環

工業科指導法（応用Ⅱ） 2～ 1 工・環

現代的課題 029775 対話による社会参画入門 1～ 1 桑原　敏典 3学期 金 7･8 5207 他学部（全）

教育における新聞活用の理論と実際 3～ 1 他学部（全）

体験的学習 029776 フィールド・チャレンジＡ 1～ 1 未定 通年 随時 他学部（全） 繰り返し履修可，※②③

029778 フィールド・チャレンジＢ② 1～ 1 早川　倫子 通年 随時 他学部（全） 繰り返し履修可，※②③

029779 フィールド・チャレンジＢ③ 1～ 1 清田　哲男 通年 随時 他学部（全） 繰り返し履修可，※②③

教科横断的思考・表現法 029780 くらしと環境Ａ 1～ 1 加藤・赤木 夏季 集中 他学部（全）

029781 くらしと環境Ｂ 1～ 1 加藤・赤木 夏季 集中 他学部（全）

学校経営と学校図書館 4 2

学習指導と学校図書館 4 2

学校図書館メディアの構成 4 2

読書と人間形成 4 2

情報メディアの活用 4 2

※①所属学部の教務学生係にて履修登録を行うため，ＷＥＢによる履修登録は不要です。
※②履修希望者は，４月の履修説明会に参加すること。（日程は別途掲示）
※③フィールドチャレンジ科目は，子どもに対する学習支援などの指導的体験を通して教育について学ぶ科目です。
※「教育実習Ⅱ（教育実習基礎研究）」について，前年度後期に履修登録した学生は，今年度前期は自動的に登録されるため，各自での履修登録は不要です。
※集中講義の日程・教室については，別途掲示します。
※授業科目名の末尾に「I」「II」が付いている科目は，同時期に２科目合わせて履修・単位修得するようにしてください。
※大学が独自に設定する科目のうち，「対話による社会参画入門」「教育における新聞活用の理論と実際」「フィールド・チャレンジＡ」は，
　教養教育科目又は教育学部の専門科目のどちらとして取り扱うか選択できる科目となっています。

選択必修

高必修

高必修

高必修

高必修

中4
高12

大学が独
自に設定
する科目

教科及び
教科の指
導法に関
する科目

各教科の指導法（情報機器及び教材の活
用を含む。）
受けようとする免許教科ごとに修得する。


