
大学名 設置者名

実数 個別

中一種免(社会) 令和元年度 3人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 3人

高一種免(公民) 令和元年度 3人

中一種免(社会) 令和元年度 6人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 6人

高一種免(公民) 令和元年度 5人

中一種免(国語) 令和元年度 40人

高一種免(国語) 令和元年度 42人

高一種免(書道) 令和元年度 5人

中一種免(英語) 令和元年度 17人

高一種免(英語) 令和元年度 18人

中一種免(社会) 令和元年度 22人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 24人

高一種免(公民) 令和元年度 17人

中一種免(社会) 令和元年度 64人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 57人

高一種免(公民) 令和元年度 56人

特支一種免
(知・肢・病）

平成20年 44人

教育学科
初等教育専攻

平成20年度 50 小一種免 令和元年度 46人 40人 40人 25人

中一種免(英語) 令和元年度 0人

高一種免(英語) 令和元年度 0人

100人 65人 21人100

0人

5人

132人 24人 5人

137人

0人

文学部第
1部

英米文学科 昭和24年度 133

史学科 昭和24年度 133

平成20年度
教育学科
人間発達専攻

133

設置
年度

昭和24年度

平成25年度

平成12年度

東洋思想文化
学科
仏教思想コー
ス

哲学科

国際文化コミュ
ニケーション
学科

平成29年度 100

免許状
取得者数学部 学科等 卒業者数

入学
定員

免許状の種類 認定年度

100

教員
就職
者数

22 1人

日本文学文化
学科

0人

15人

東洋大学

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

東洋大学（学部・学科等の課程） 学校法人　東洋大学

3人

42人

93人

210人

30人 11人

18人

0人

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30年度）



中一種免(社会) 令和元年度 0人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 0人

高一種免(公民) 令和元年度 0人

中一種免(国語) 令和元年度 7人

高一種免(国語) 令和元年度 10人

高一種免(書道) 令和元年度 0人

中一種免(社会) 令和元年度 11人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 7人

高一種免(公民) 令和元年度 8人

中一種免(社会) 令和元年度 4人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 3人

高一種免(公民) 令和元年度 5人

高一種免(商業) 令和元年度 0人

中一種免(社会) 令和元年度 1人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 2人

高一種免(公民) 令和元年度 2人

中一種免(社会) 令和元年度 0人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 0人

高一種免(公民) 令和元年度 1人

中一種免(社会) 令和元年度 1人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 1人

高一種免(公民) 令和元年度 2人

高一種免(商業) 令和元年度 0人

経営学科 昭和41年度 316 高一種免(商業) 令和元年度 332人 0人 0人 0人

マーケティング
学科

昭和41年度 150 高一種免(商業) 令和元年度 170人 1人 1人 0人

会計ファイナン
ス学科

平成18年度 216 高一種免(商業) 令和元年度 220人 0人 0人 0人

経営学部
第2部

経営学科 昭和41年度 110 高一種免(商業) 令和元年度 88人 0人 0人 0人

2人 0人

130人 3人 0人

11人 0人

251人 5人 1人

192人 2人 0人

6人 0人 0人

63人 10人 2人

37人

185人

経営学部
第1部

平成12年度 183

総合政策学科 平成12年度 183

文学部第
2部

経済学部
第1部

経済学部
第2部

教育学科 平成20年度 40

経済学科 昭和25年度 250

日本文学文化
学科

昭和27年度 50

東洋思想文化
学科
仏教思想コー
ス

平成25年度 7

経済学科 昭和32年度 150

国際経済学科



中一種免(社会) 令和元年度 3人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 4人

高一種免(公民) 令和元年度 2人

中一種免(社会) 令和元年度 3人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 3人

高一種免(公民) 令和元年度 3人

中一種免(社会) 令和元年度 2人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 1人

高一種免(公民) 令和元年度 2人

中一種免(社会) 令和元年度 0人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 0人

高一種免(公民) 令和元年度 0人

中一種免(社会) 令和元年度 0人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 0人

高一種免(公民) 令和元年度 0人

中一種免(社会) 令和元年度 1人

高一種免(地理歴史) 令和元年度 1人

高一種免(公民) 令和元年度 1人

中一種免(数学) 令和元年度 2人

中一種免(理科) 令和元年度 2人

高一種免(数学) 令和元年度 2人

高一種免(理科) 令和元年度 2人

高一種免(工業) 令和元年度 0人

中一種免(数学)
令和元年度 2人

中一種免(理科) 令和元年度 12人

高一種免(数学) 令和元年度 1人

高一種免(理科) 令和元年度 13人

中一種免(数学) 令和元年度 3人

中一種免(理科) 令和元年度 4人

高一種免(数学) 令和元年度 3人

高一種免(理科) 令和元年度 4人

理工学部

5人9人

0人 0人

147人 0人 0人

3人 0人

15人 1人

1人 0人

3人 2人

98人 2人 0人

270人 4人 2人

267人

149人

106人

169人

113人

118人

法学部第
1部

法学部第
2部

社会学部
第1部

社会学科 昭和34年度 150

平成12年度 150

機械工学科 昭和36年度 180

社会学部
第2部

企業法学科 昭和40年度 250

法律学科 昭和31年度 120

法律学科

生体医工学科 平成21年度 113

電気電子情報
工学科

昭和36年度

社会文化シス
テム学科

社会学科 昭和34年度 130

113

昭和31年度 250



中一種免(数学) 令和元年度 0人

中一種免(理科) 令和元年度 13人

高一種免(数学) 令和元年度 1人

高一種免(理科) 令和元年度 13人

高一種免(工業) 令和元年度 0人

都市環境デザ
イン学科

昭和37年度 113 高一種免(工業) 令和元年度 115人 0人 0人 0人

建築学科 昭和37年度 146 高一種免(工業) 令和元年度 141人 0人 0人 0人

中一種免(理科) 令和元年度 21人

高一種免(理科) 令和元年度 21人

中一種免(理科) 令和元年度 15人

高一種免(理科) 令和元年度 15人

生活支援学科
こども支援学
専攻

平成17年度 100 幼一種免 令和元年度 102人 88人 88人 11人

中一種免(保健体育) 令和元年度 38人

中一種免(保健) 令和元年度 4人

高一種免(保健体育) 令和元年度 43人

高一種免(保健) 令和元年度 5人

養教一種免 令和元年度 15人

高一種免(工芸) 令和元年度 0人

高一種免(工業) 令和元年度 2人

総合情報
学部

総合情報学科 平成21年度 260 高一種免(情報) 令和元年度 284人 0人 0人 0人

中一種免(理科) 令和元年度 2人

高一種免(理科) 令和元年度 3人

中一種免(理科) 令和元年度 2人

高一種免(理科) 令和元年度 2人

健康栄養学科 平成25年度 100 栄養一種免 令和元年度 87人 0人 0人 0人

5,433人 5,441人 478人 917人 133人

理工学部

ライフデ
ザイン学
部

食環境科
学部

78人 1人

55人 2人 0人

6人

180人 59人 18人

174人 2人 0人

食環境科学科
スポーツ・食品
機能専攻

平成25年度 50

健康スポーツ
学科

平成17年度 180

人間環境デザ
イン学科

平成18年度 160

食環境科学科
フードサイエン
ス専攻

140人 14人 7人

111人 21人 5人

生命科学
部

115人

平成25年度 70

15人

3人

応用化学科 昭和36年度 146

生命科学科 平成9年度 113

応用生物科学
科

平成21年度 113

入学定員合計

備考

・「学部・学科等の名称等」欄は、平成31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。
・各学部の設置されているキャンパスは次のとおり。
白山キャンパス…東京都文京区白山五丁目28番20号（文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会
学部）
川越キャンパス…埼玉県川越市大字鯨井字中野台2100番地（理工学部、総合情報学部）
朝霞キャンパス…埼玉県朝霞市岡48番１号（ライフデザイン学部）
板倉キャンパス…群馬県邑楽郡板倉町泉野一丁目１番１号（生命科学部、食環境科学部）

合計



大学名 設置者名

実数 個別

中専免（社会） 令和元年度 0人

高専免（公民） 令和元年度 0人

中専免（社会） 令和元年度 0人

高専免（公民） 令和元年度 0人

中専免（国語） 令和元年度 0人

高専免（国語） 令和元年度 0人

中専免（国語） 令和元年度 0人

高専免（国語） 令和元年度 0人

中専免（英語） 令和元年度 0人

高専免（英語） 令和元年度 0人

中専免（社会） 令和元年度 0人

高専免（地理歴史） 令和元年度 0人

小専免 令和元年度 1人

中専免（社会） 令和元年度 1人

高専免（地理歴史） 令和元年度 1人

高専免（公民） 令和元年度 1人

特支専免
（知・肢・病）

平成22年 1人

中専免（英語） 令和元年度 -

高専免（英語） 令和元年度 -

中専免（社会） 令和元年度 0人

高専免（公民） 令和元年度 0人

社会心理学専
攻

平成16年度 12 高専免（公民） 令和元年度 11人 0人 0人 0人

○課程認定を受けている学科等の概要

東洋大学（研究科・専攻等の課程） 学校法人　東洋大学

研究科・専攻等の名称等
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30年度）

東洋大学

実地視察大学の概要

卒業者数

免許状
取得者数

教員
就職
者数

哲学専攻 昭和27年度 5 6人 0人 0人

研究科 専攻等
設置
年度

入学
定員

免許状の種類 認定年度

文学研究
科

国際文化コミュ
ニケーション専
攻

平成31年度 10 - - -

0人

英文学専攻 昭和31年度 5 0人 0人

中国哲学専攻 昭和29年度 4 3人 0人 0人

日本文学文化
専攻

昭和27年度 10 6人 0人 1人

インド哲学仏教
学専攻

昭和27年度 4 6人 0人

教育学専攻 平成6年度 20 4人 2人

0人

3人

史学専攻 昭和42年度 6 0人 0人 0人

0人社会学研
究科

社会学専攻 昭和34年度 10 6人 0人



中専免（社会） 令和元年度 0人

高専免（公民） 令和元年度 0人

中専免（社会） 令和元年度 0人

高専免（公民） 令和元年度 0人

中専免（理科） 令和元年度 2人

高専免（理科） 令和元年度 2人

中専免（理科） 令和元年度 0人

高専免（理科） 令和元年度 0人

中専免（理科） 令和元年度 0人

高専免（理科） 令和元年度 0人

中専免（理科） 令和元年度 0人

高専免（理科） 令和元年度 0人

都市環境デザ
イン専攻

平成26年度 8 高専免（工業） 令和元年度 7人 0人 0人 0人

建築学専攻 平成26年度 14 高専免（工業） 令和元年度 11人 0人 0人 0人

中専免（社会） 令和元年度 0人

高専免（地理歴史） 令和元年度 0人

高専免（公民） 令和元年度 0人

中専免（理科） 令和元年度 3人

高専免（理科） 令和元年度 3人

214人 135人 7人 15人 5人

法学研究
科

私法学専攻 昭和39年度 10 2人 0人

公法学専攻 昭和51年度 10 1人 0人

生体医工学専
攻

平成26年度 18 10人 0人

応用化学専攻 平成26年度

電気電子情報
専攻

平成26年度 11 6人 0人

機能システム
専攻

平成26年度 15 9人 0人0人

0人

12 7人 0人

0人

0人

備考

・「研究科・専攻等の名称等」欄は、平成31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」欄は各専攻等の実人数、「個別」欄は各専攻等内の教職課程ごと
の人数である。
・各大学院等の設置されているキャンパスは次のとおり。
白山キャンパス…東京都文京区白山五丁目28番20号（文学研究科、社会学研究科、法学研究科、
経営学研究科、経済学研究科）
川越キャンパス…埼玉県川越市大字鯨井字中野台2100番地（理工学研究科）
板倉キャンパス…群馬県邑楽郡板倉町泉野一丁目１番１号（生命科学研究科）

1人

生命科学
研究科

生命科学専攻 平成13年度 20 31人 0人

経済学研
究科

経済学専攻 昭和51年度 10 9人 0人

3人

入学定員合計 合計

2人

0人

理工学研
究科



東洋大学 

教職課程実地視察大学に対する講評 
 

 

実 地 視 察 日：令和元年 10 月 8 日（火曜日） 

実地視察大学：東洋大学 

 

【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，教職課程認定基準等の観点

ではおおむね問題なく実施されているものの，是正すべき点も確認された。教員養

成の水準の維持・向上について，貴学教職センターを中心として取り組んでいただ

きたい。  

 

 

【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に取り組んでいる姿勢は評価できるが，一層充実させるよう

に努めていただきたい。 

 

 

2．教育課程（教科及び教職に関する科目），履修方法及びシラバスの状況 

○ ライフデザイン学部生活支援学科こども支援学専攻は，幼稚園の教職課程の認定

を受けているため，教職課程認定基準 2（5）に定める「教員養成を主たる目的」と

する学科等であることが前提である。当該学科等は教職課程認定審査の確認事項 1

（4）③に定めるとおり，卒業要件において免許状取得に係る科目が相当程度，必修

として位置付けられていることが必要である。 

しかしながら，学則，履修規程において，当該科目は全て選択科目として位置付

けられていることが確認された。今後，「教員養成を主たる目的」とする学科等とし

て，卒業要件における免許状取得に係る科目の履修の位置付けを見直すこと。 

 

 

3．教育実習の取組状況 

○ 教育実習に際して受講資格を厳格に設定し，実習生の質の保証を図っているなど

の取組は評価できるものの，教育実習は大学による指導体制や評価の客観性の観点

から，学生の母校における実習ではなく，可能な限り大学の近隣において実習校を

確保することが望ましい。今後，教育委員会や学校との連携を進め，貴学近隣の実

習校の確保に努めていただきたい。なお，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，実習先の学校と連携し，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，公正な評価が保証されるよう努めていただきた

い。 

 

 



東洋大学 

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を検討いただきたい。特に，教職を目

指す学生の自主的な学びを醸成するため，1 年次のできる限り早い段階から学生の 4

年間を見据えた教職指導が実施できるよう検討いただきたい。 

 

 

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） 

○ 学校支援をはじめとした多様なボランティア活動，教育委員会主催の養成塾・セ

ミナーへの学生の参加奨励，往還型実習等，教育委員会と一体となって地域におけ

る教員養成に取り組んでいる姿勢は評価できるものの，学生への啓発や参加を促す

仕組みについても検討いただきたい。 

○ 初等教育段階の教員養成については，東京都内の各区教育委員会と協定を結び，

小学校と特別支援学校で行っている往還型実習を行うなど環境が整備されている。

中等教育段階の教員を目指す学生についても，このような現場を経験できる機会が

得られるよう検討いただきたい。 

 

 

6．施設・設備（図書を含む。）の状況 

○ 教職支援室については，設備や図書，支援する人員体制が整っている。引き続き

教職支援室の充実に努めていただきたい。 

○ 教職関連図書・雑誌については，充実している。教職を志す学生が，教育に関す

る最新の情報を入手することができるように，引き続き図書環境の充実に努めてい

ただきたい。 

 

 

7．その他特記事項 

○ 過去の誤った教職課程の運用や事務手続等を踏まえ，担当する教職員の関係法令

等の遵守を徹底するとともに，教職課程を点検する全学的な組織及び体制を充実し，

継続するよう努めていただきたい。 

 


