
大学名 設置者名

実数 個別

中一種免（国語） 平成19年度 3人
中一種免（社会） 平成19年度 6人
中一種免（英語） 平成19年度 6人
中一種免（ドイツ語） 平成19年度 0人
中一種免（フランス語） 平成19年度 0人
中一種免（中国語） 平成19年度 0人
高一種免（国語） 平成19年度 4人
高一種免（地理歴史） 平成19年度 9人
高一種免（公民） 平成19年度 6人
高一種免（英語） 平成19年度 7人
高一種免（ドイツ語） 平成19年度 0人
高一種免（フランス語） 平成19年度 0人
高一種免（中国語） 平成19年度 0人
中一種免（国語） 平成19年度 4人
中一種免（社会） 平成19年度 2人
中一種免（英語） 平成19年度 1人
中一種免（ドイツ語） 平成19年度 0人
中一種免（フランス語） 平成19年度 0人
中一種免（中国語） 平成19年度 0人
高一種免（国語） 平成19年度 4人
高一種免（地理歴史） 平成19年度 2人
高一種免（公民） 平成19年度 2人
高一種免（英語） 平成19年度 3人
高一種免（ドイツ語） 平成19年度 0人
高一種免（フランス語） 平成19年度 0人
高一種免（中国語） 平成19年度 0人
中一種免（国語） 平成19年度 12人
中一種免（社会） 平成19年度 1人
高一種免（国語） 平成19年度 13人
高一種免（地理歴史） 平成19年度 1人
中一種免（社会） 平成19年度 1人
高一種免（公民） 平成19年度 1人
中一種免（社会） 平成19年度 1人
中一種免（英語） 平成19年度 1人
高一種免（公民） 平成19年度 1人
高一種免（情報） 平成19年度 0人
高一種免（英語） 平成19年度 1人

初等教育学コース 15人 小一種免 平成24年度 6人
中一種免（社会） 平成19年度 4人
高一種免（地理歴史） 平成19年度 2人
高一種免（公民） 平成19年度 2人

50人 高一種免（公民） 平成19年度 44人 0人 0人 0人
高一種免（福祉） 平成19年度 0人
特支一種免（視・聴・知・肢・病） 平成19年度 11人
中一種免（理科） 平成19年度 15人
高一種免（理科） 平成19年度 18人
中一種免（社会） 平成19年度 1人
中一種免（理科） 平成19年度 7人
中一種免（技術） 平成19年度 0人
高一種免（公民） 平成19年度 0人
高一種免（理科） 平成19年度 12人
高一種免（農業） 平成19年度 0人
中一種免（社会） 平成19年度 0人
中一種免（理科） 平成19年度 6人
高一種免（地理歴史） 平成19年度 0人
高一種免（理科） 平成19年度 6人

心理学類

障害科学類

生物学類

生物資源学類

地球学類

教育学類

学科等

人文学類

比較文化学類

日本語・日本文化学
類

社会学類

国際総合学類

人文・
文化学群

社会・
国際学群

人間学群

生命環境
学群

0人

4人

80人 0人

50人 46人 6人 0人

120人 139人 13人

1人80人 2人

12人

82人 18人

35人

3人

33人

80人 87人 0人

2人
35人

40人 43人 14人

20人118人

1人

76人

120人 8人

78人 10人 1人

筑波大学

実地視察大学の概要
○課程認定を受けている学科等の概要

筑波大学 国立大学法人筑波大学

学部・学科等の名称等
認定を受けている免許状の

種類・認定年度
免許状取得状況・就職状況

（平成２７年度）

免許状
取得者数

学部
入学
定員

免許状の種類 認定年度 卒業者数
教員

就職者数

80人

41人 11人



大学名 設置者名

実数 個別

中一種免（数学） 平成19年度 8人
高一種免（数学） 平成19年度 13人
高一種免（情報） 平成19年度 0人
中一種免（数学） 平成19年度 1人
中一種免（理科） 平成19年度 1人
高一種免（数学） 平成19年度 1人
高一種免（理科） 平成19年度 5人
中一種免（理科） 平成19年度 9人
高一種免（理科） 平成19年度 16人
中一種免（数学） 平成19年度 2人
中一種免（理科） 平成19年度 0人
高一種免（数学） 平成19年度 2人
高一種免（理科） 平成19年度 2人
高一種免（工業） 平成19年度 0人
中一種免（数学） 平成19年度 1人
中一種免（理科） 平成19年度 0人
高一種免（数学） 平成19年度 0人
高一種免（理科） 平成19年度 0人
高一種免（情報） 平成19年度 0人
高一種免（工業） 平成19年度 0人
中一種免（社会） 平成19年度 0人
中一種免（数学） 平成19年度 0人
高一種免（公民） 平成19年度 0人
高一種免（数学） 平成19年度 0人
高一種免（情報） 平成19年度 0人
中一種免（数学） 平成19年度 1人
高一種免（数学） 平成19年度 1人
高一種免（情報） 平成19年度 2人
中一種免（数学） 平成19年度 0人
高一種免（数学） 平成19年度 0人
高一種免（情報） 平成19年度 0人
中一種免（社会） 平成19年度 1人
中一種免（数学） 平成19年度 1人
高一種免（公民） 平成19年度 2人
高一種免（数学） 平成19年度 1人
高一種免（情報） 平成19年度 1人

医学群 70人 養教一種免 平成19年度 77人 5人 5人 2人
中一種免（保健体育） 平成12年度 114人
高一種免（保健体育） 平成12年度 144人
中一種免（美術） 平成14年度 17人
高一種免（美術） 平成14年度 30人
高一種免（工芸） 平成14年度 2人
高一種免（書道） 平成14年度 5人

1,930人 2,031人 335人 570人 60人

筑波大学(続き） 国立大学法人筑波大学

学部 学科等
入学
定員

免許状の種類 認定年度 卒業者数

免許状
取得者数 教員

就職者数

備考

情報メディア創成学
類

看護学類

化学類

応用理工学類

情報科学類

社会工学類

工学システム学類

知識情報・図書館学
類

数学類

体育専門
学群

芸術専門
学群

100人

理工学群

情報学群
61人 0人 0人

100人 112人 3人 0人

50人

1人

80人 89人 2人 0人

130人 138人 1人 0人

120人

3人

60人 56人

0人 0人

50人 55人 16人 1人

120人

物理学類 5人 1人

130人

24人240人 255人

119人 35人

40人 36人 13人

116人

・「学部・学科等の名称等」欄は、平成２８年４月１日現在の名称・定員である。
・「免許状取得者数」欄の「実数」欄は各学科等の実人数、「個別」欄は各学科等内の教職課程ごとの人数で
ある。
・人間学群教育学類初等教育学コースの入学定員（１５人）は教育学類の入学定員（３５人）の内数である。

9人

144人

4人

合計入学定員合計



大学名 設置者名

実数 個別

小専免 平成28年度 0人
中専免（国語） 平成18年度 0人
中専免（社会） 平成18年度 4人
中専免（数学） 平成18年度 0人
中専免（理科） 平成18年度 2人
中専免（音楽） 平成18年度 0人
中専免（美術） 平成18年度 0人
中専免（保健体育） 平成18年度 1人
中専免（保健） 平成18年度 0人
中専免（技術） 平成18年度 0人
中専免（家庭） 平成18年度 0人
中専免（職業） 平成18年度 0人
中専免（職業指導） 平成18年度 0人
中専免（英語） 平成18年度 2人
中専免（ドイツ語） 平成18年度 0人
中専免（フランス語） 平成18年度 0人
中専免（中国語） 平成18年度 0人
中専免（宗教） 平成18年度 0人
高専免（国語） 平成18年度 1人
高専免（地理歴史） 平成18年度 5人
高専免（公民） 平成18年度 4人
高専免（数学） 平成18年度 0人
高専免（理科） 平成18年度 2人
高専免（音楽） 平成18年度 0人
高専免（美術） 平成18年度 0人
高専免（工芸） 平成18年度 0人
高専免（書道） 平成18年度 1人
高専免（保健体育） 平成18年度 1人
高専免（保健） 平成18年度 0人
高専免（看護） 平成18年度 0人
高専免（家庭） 平成18年度 0人
高専免（情報） 平成18年度 0人
高専免（農業） 平成18年度 0人
高専免（工業） 平成18年度 0人
高専免（商業） 平成18年度 0人
高専免（水産） 平成18年度 0人
高専免（福祉） 平成18年度 0人
高専免（商船） 平成18年度 0人
高専免（職業指導） 平成18年度 0人
高専免（英語） 平成18年度 2人
高専免（ドイツ語） 平成18年度 0人
高専免（フランス語） 平成18年度 0人
高専免（中国語） 平成18年度 0人
高専免（宗教） 平成18年度 0人
養教専免 平成18年度 0人
栄教専免 平成18年度 0人
中専免（国語） 平成18年度 12人
中専免（社会） 平成18年度 16人
中専免（数学） 平成18年度 11人
中専免（理科） 平成18年度 12人
中専免（英語） 平成18年度 8人
中専免（美術） 平成21年度 3人
中専免（保健体育） 平成21年度 0人
高専免（国語） 平成18年度 11人
高専免（地理歴史） 平成18年度 16人
高専免（公民） 平成18年度 13人
高専免（数学） 平成18年度 11人
高専免（理科） 平成18年度 14人
高専免（英語） 平成18年度 8人
高専免（美術） 平成21年度 3人
高専免（工芸） 平成21年度 0人
高専免（書道） 平成21年度 0人
高専免（保健体育） 平成21年度 0人

教育研究
科

教科教育専攻

スクールリーダー
シップ開発専攻

80人

4人17人 11人

筑波大学（大学院）

73人 65人

認定年度 卒業者数
入学
定員

免許状の種類

20人

36人

免許状
取得者数 教員

就職者数

国立大学法人筑波大学

学部・学科等の名称等
認定を受けている免許状の

種類・認定年度
免許状取得状況・就職状況

（平成２７年度）

学部 学科等



大学名 設置者名

実数 個別

中専免（社会） 平成13年度 0人
高専免（公民） 平成13年度 0人
中専免（社会） 平成13年度 0人
高専免（地理歴史） 平成13年度 1人
中専免（国語） 平成13年度 0人
中専免（英語） 平成13年度 0人
高専免（国語） 平成13年度 0人
高専免（英語） 平成13年度 0人
中専免（英語） 平成20年度 1人
高専免（英語） 平成20年度 1人
中専免（社会） 平成20年度 0人
高専免（公民） 平成20年度 0人
中専免（社会） 平成20年度 0人
高専免（地理歴史） 平成20年度 0人
高専免（公民） 平成20年度 0人
中専免（数学） 平成17年度 9人
高専免（数学） 平成17年度 10人
中専免（理科） 平成17年度 3人
高専免（理科） 平成17年度 6人
中専免（理科） 平成17年度 2人
高専免（理科） 平成17年度 4人
中専免（理科） 平成17年度 0人
高専免（理科） 平成17年度 0人
中専免（理科） 平成17年度 2人
高専免（理科） 平成17年度 2人

30人 高専免（情報） 平成17年度 33人 0人 0人 0人
中専免（数学） 平成17年度 0人
高専免（数学） 平成17年度 0人
高専免（情報） 平成17年度 0人
中専免（数学） 平成17年度 0人
中専免（理科） 平成17年度 0人
高専免（数学） 平成17年度 0人
高専免（理科） 平成17年度 0人
中専免（理科） 平成17年度 0人
高専免（理科） 平成17年度 0人
高専免（工業） 平成17年度 0人
中専免（社会） 平成19年度 1人
中専免（理科） 平成19年度 2人
高専免（地理歴史） 平成19年度 1人
高専免（理科） 平成19年度 2人
中専免（理科） 平成17年度 4人
高専免（理科） 平成17年度 4人
中専免（社会） 平成17年度 0人
中専免（理科） 平成17年度 1人
高専免（公民） 平成17年度 0人
高専免（理科） 平成17年度 2人
高専免（農業） 平成17年度 0人
中専免（社会） 平成19年度 0人
中専免（理科） 平成19年度 2人
高専免（公民） 平成19年度 0人
高専免（理科） 平成19年度 2人
中専免（理科） 平成12年度 0人
高専免（理科） 平成12年度 0人

学部

筑波大学（大学院）(続き） 国立大学法人筑波大学

学科等
入学
定員

免許状の種類 認定年度 卒業者数

免許状
取得者数 教員

就職者数

環境バイオマス
共生学専攻

環境科学専攻

生物資源科学専攻

生物科学専攻

数学専攻

地球科学専攻

化学専攻

物理学専攻

哲学・思想専攻

国際地域研究専攻

国際公共政策専攻

構造エネルギー
工学専攻

知能機能システム
専攻

コンピュータサイエ
ンス専攻

リスク工学専攻

物性・分子工学専攻

電子・物理工学専攻

文芸・言語専攻

歴史・人類学専攻

人文社会
科学研究
科

90人

現代語・現代文化専
攻

54人

49人

生命環境
科学研究
科

数理物質
科学研究
科

システム
情報工学
研究科

68人

4人10人24人27人

0人0人57人36人

6人

0人

51人

6人 3人 0人

1人

0人

10人 7人

1人

75人

61人 69人

50人

15人

39人 40人

106人

61人 2人

15人 0人20人

48人 49人

0人

0人

12人 3人

113人

2人

14人

108人 104人

0人

4人

0人 0人

2人

1人

0人

0人

0人

0人

37人 4人 2人

3人

0人

0人

0人

114人

0人

0人

0人 0人

0人

0人

140人

0人

2人

84人

21人



大学名 設置者名

実数 個別

15人 養教専免 平成19年度 15人 1人 1人 1人
中専免（保健体育） 平成20年度 2人
中専免（保健） 平成20年度 0人
高専免（保健体育） 平成20年度 2人
高専免（保健） 平成20年度 0人
養教専免 平成20年度 0人
小専免 平成28年度 0人
中専免（国語） 平成20年度 1人
中専免（社会） 平成20年度 1人
中専免（数学） 平成20年度 0人
中専免（理科） 平成20年度 0人
中専免（音楽） 平成20年度 0人
中専免（美術） 平成20年度 0人
中専免（保健体育） 平成20年度 0人
中専免（保健） 平成20年度 0人
中専免（技術） 平成20年度 0人
中専免（家庭） 平成20年度 0人
中専免（職業） 平成20年度 0人
中専免（職業指導） 平成20年度 0人
中専免（英語） 平成20年度 0人
中専免（ドイツ語） 平成20年度 0人
中専免（フランス語） 平成20年度 0人
中専免（中国語） 平成20年度 0人
中専免（宗教） 平成20年度 0人
高専免（国語） 平成20年度 1人
高専免（地理歴史） 平成20年度 0人
高専免（公民） 平成20年度 0人
高専免（数学） 平成20年度 0人
高専免（理科） 平成20年度 0人
高専免（音楽） 平成20年度 0人
高専免（美術） 平成20年度 0人
高専免（工芸） 平成20年度 0人
高専免（書道） 平成20年度 0人
高専免（保健体育） 平成20年度 0人
高専免（保健） 平成20年度 0人
高専免（看護） 平成20年度 0人
高専免（家庭） 平成20年度 0人
高専免（情報） 平成20年度 0人
高専免（農業） 平成20年度 0人
高専免（工業） 平成20年度 0人
高専免（商業） 平成20年度 0人
高専免（水産） 平成20年度 0人
高専免（福祉） 平成20年度 0人
高専免（商船） 平成20年度 0人
高専免（職業指導） 平成20年度 0人
高専免（英語） 平成20年度 0人
高専免（ドイツ語） 平成20年度 0人
高専免（フランス語） 平成20年度 0人
高専免（中国語） 平成20年度 0人
高専免（宗教） 平成20年度 0人
養教専免 平成20年度 0人
栄教専免 平成20年度 0人

7人 2人 0人

人間総合
科学研究
科

教育学専攻 18人

2人 0人

免許状
取得者数 教員

就職者数

筑波大学（大学院）(続き） 国立大学法人筑波大学

学部 学科等
入学
定員

免許状の種類 認定年度 卒業者数

スポーツ健康システ
ム・マネジメント専攻
（専ら夜間の課程）

看護科学専攻

24人 22人



大学名 設置者名

実数 個別

特支専免（視・聴・知・肢・病） 平成25年度 12人
特支一種免（視・聴・知・肢・病） 平成25年度 1人
中専免（国語） 平成20年度 0人
中専免（社会） 平成20年度 1人
中専免（数学） 平成20年度 0人
中専免（理科） 平成20年度 1人
中専免（音楽） 平成20年度 0人
中専免（美術） 平成20年度 0人
中専免（保健体育） 平成20年度 0人
中専免（保健） 平成20年度 0人
中専免（技術） 平成20年度 0人
中専免（家庭） 平成20年度 0人
中専免（職業） 平成20年度 0人
中専免（職業指導） 平成20年度 0人
中専免（英語） 平成20年度 1人
中専免（ドイツ語） 平成20年度 0人
中専免（フランス語） 平成20年度 0人
中専免（中国語） 平成20年度 0人
中専免（宗教） 平成20年度 0人
高専免（国語） 平成20年度 0人
高専免（地理歴史） 平成20年度 1人
高専免（公民） 平成20年度 1人
高専免（数学） 平成20年度 0人
高専免（理科） 平成20年度 1人
高専免（音楽） 平成20年度 0人
高専免（美術） 平成20年度 0人
高専免（工芸） 平成20年度 0人
高専免（書道） 平成20年度 0人
高専免（保健体育） 平成20年度 0人
高専免（保健） 平成20年度 0人
高専免（看護） 平成20年度 0人
高専免（家庭） 平成20年度 0人
高専免（情報） 平成20年度 0人
高専免（農業） 平成20年度 0人
高専免（工業） 平成20年度 0人
高専免（商業） 平成20年度 0人
高専免（水産） 平成20年度 0人
高専免（福祉） 平成20年度 0人
高専免（商船） 平成20年度 0人
高専免（職業指導） 平成20年度 0人
高専免（英語） 平成20年度 1人
高専免（ドイツ語） 平成20年度 0人
高専免（フランス語） 平成20年度 0人
高専免（中国語） 平成20年度 0人
高専免（宗教） 平成20年度 0人
養教専免 平成20年度 1人
栄教専免 平成20年度 0人
特支専免（知・肢・病） 平成25年度 0人
中専免（保健体育） 平成20年度 37人
中専免（保健） 平成20年度 0人
高専免（保健体育） 平成20年度 39人
高専免（保健） 平成20年度 0人
養教専免 平成20年度 0人
中専免（美術） 平成19年度 11人
高専免（美術） 平成19年度 13人
高専免（工芸） 平成19年度 0人
高専免（書道） 平成19年度 3人

図書館情
報メディ
ア研究科

37人 高専免（情報） 平成15年度 46人 1人 1人 0人

1,417人 1,450人 189人 358人 88人

筑波大学（大学院）(続き） 国立大学法人筑波大学

学部 学科等
入学
定員

免許状の種類 認定年度 卒業者数

免許状
取得者数 教員

就職者数

人間総合
科学研究
科

図書館情報メディア
専攻

芸術専攻

体育学専攻

生涯発達専攻（専ら
夜間の課程）

障害科学専攻

46人 48人 4人 0人

43人 13人 12人

62人

備考

16人

45人

・「学部・学科等の名称等」欄は、平成２８年４月１日現在の名称・定員である。
・「免許状取得者数」欄の「実数」欄は各学科等の実人数、「個別」欄は各学科等内の教職課程ごとの人数で
ある。

115人 131人 39人 19人

合計

7人60人

入学定員合計
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教職課程実地視察大学に対する講評 
 

 

実 地 視 察 日：平成２８年１１月１日（火），１１月２日（水） 

実地視察大学：筑波大学 

実地視察委員：渋谷治美委員，岩立京子委員，森山賢一委員， 

本図愛実委員，赤沢早人委員 

 

【全般的事項】 

○ 教員養成に関する教育課程及び教員組織等については，おおむね問題なく実施さ

れている。 

○ ただし一部の教育課程について，「２．」で指摘するように，教育職員免許法施行

規則及び教職課程認定基準等の観点から是正すべき点が確認されたため，その点に

ついては，速やかに是正すること。 

 

 

【個別事項】 

１．教職課程の実施・指導体制（全学組織等） 

○ 教員養成に対する理念・構想を示しているが，それを具現化するための教職課程

に対する全学的な組織，教育課程及び教員組織を一層充実させるように努めていた

だきたい。また，平成２９年度からグローバル教師力開発推進室を核とする教育課

程指導体制を開始するにあたっては，当該推進室を支える事務組織の体制強化も図

っていただきたい。 

 

 

２．教育課程（教職に関する科目及び教科に関する科目）、履修方法及びシラバスの状況 

○ 中学校及び高等学校の教職課程の「教科に関する科目」については，自学科等で

の開設を原則としている一方，教職課程の科目内容の水準の維持・向上等を図る観

点から，教育職員免許法施行規則に定める科目区分の半数までは他学科または共通

開設の授業科目を充てることを可能としているが，科目区分の半数を超えて他学科

共通開設の授業科目を充てているように見受けられる課程が相当数に上るため，該

当の課程については，教職課程認定基準を満たすように速やかに是正すること。 

○ 共通開設が認められない教科の間での共通開設科目があるため，いずれかの教科

のみの開設科目とすること。 

○ 学類の設置目的・性格と免許教科との相当関係が不十分と思われる部分があるた

め，教職課程認定基準に照らし，相当性に欠ける教育課程については，是正するよ

う努めること。 

○ 「教職に関する科目」について，教育職員免許法施行規則第６条第１項表に定め

る「含めることが必要な事項」が含まれているか否か，シラバスからは判断できな

い授業科目や，科目の趣旨に照らして適切でないと見受けられる授業科目，選択必

修による授業科目の履修方法によっては「含めることが必要な事項」が履修されな

い可能性がある場合があるため，法令で扱うこととしている内容は必ず扱うととも
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に，科目の趣旨に照らして適切な授業内容となるように，内容を再度検討すること。

なお，シラバスの記載内容及び記載方針を定め，法令に定める「含めることが必要

な事項」が取り扱われているかどうかをシラバスの授業計画から確認できるように

すること。 

○ 中学校及び高等学校の教職課程における「教科に関する科目」は，一般的包括的

な内容を含むものでなければならないが，一般的包括的内容を扱っている授業科目

がいずれの授業科目なのかを特定できない課程があった。教職課程において学修さ

せるべき内容が適切に取り扱われているかどうかを確認の上，適切に授業科目の位

置づけ，整理を行うこと。 

 

 

３．教育実習の取組状況 

○ 附属学校や近隣の学校と協力して教育実習の充実を図っていることがうかがえ

た。教育実習は，大学による教育実習指導体制や評価の客観性の観点から，遠隔地

の学校や学生の母校における実習ではなく，可能な限り大学が所在する近隣の学校

において実習校を確保することが望ましいが，やむを得ず学生の母校における実習

を行う場合においても，大学が教育実習に関わる体制を構築するとともに，学生へ

の適切な指導，公正な評価が行われるよう，実習先の学校との連携を密にするよう

に努めていただきたい。 

 

 

４．学生への教職指導の取組状況及び体制 

○ 教職を目指す学生全てに対して，一定の水準以上の教職指導が実施されるように，
体系的かつ組織的に指導していくための体制，設備の充実に努めていただきたい。 

 

 

５．教育委員会等の関係機関との連携・協働状況（学校現場体験・学校支援ボランティア
活動等の取組状況） 

○ 教職に関心のある学生が，早い段階からボランティア活動等を通じて，教職の魅
力や教員としての適性等を把握した上で，教員免許状の取得を目指すことは重要で
あることから，今後も，学生が教育実習以外にも学校現場等での体験機会を得るこ

とができるよう，地元教育委員会・学校との連携・協働を進めていただきたい。 

 

 

６．施設・設備（図書を含む。）の状況 

○ 教職関連図書・雑誌については，おおむね整備されているが，教職を志す学生が
教育に関する最新の情報をいつでも入手することができるよう，教職サポートルー
ムの実質的な運営と人的整備及びその充実を図っていただきたい。 
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７．その他特記事項 

○ 貴学の特徴である「研究能力の高い教員の養成」の実現のため，また，「グローバ
ル教師力」を実質的に展開していくため，教育課程及び教員組織のますますの充実
を期待する。 

 


