キャリアアップを
目指す教員のみなさまへ

授業科目・資格取得に
ついてのご案内

放送大学はテレビ・インターネットを使って学習する大学です。
現職のまま『免許状』取得に必要な単位を修得できます。

多くの教員の方々が
放送大学で学ばれています。
●放送大学では教育に関連する科目を多数開講しています
●上位免許状等の取得にもご活用いただけます

＜教員に関する資格＞
1

職業別在籍者の割合（2018年度第1学期）
【大学院】

教員免許状

放送大学では現職教員等の方が教育職員検定（※）により、上位や他教科等の教
員免許状を取得しようとする際に必要な科目の一部を履修することができます。
※教育職員検定とは、各都道府県教育委員会が人物、学力、実務及び身体について検定を行
い、教員免許状を授与するものです。すでに教員免許状を有している方が、所定の在職年数
を満たすとともに、大学（大学院）において所定の単位を修得することで申請できます。

教育職員検定（各都道府県教育委員会実施）で
免許状を取得するまでの流れ

各都道府県教育委員会へ事前確認

放送大学
放送大学へ出願（科目登録）
※放送大学で修得できない単位は他大学等で
修得する必要があります。

所定の単位修得
各都道府県教育委員会へ
申請者自身で申請

無職 その他

3.2％ 6.0％
定年等退職者
10.5％
アルバイト・パート
6.2％
専業主婦（夫）
4.2％

教員

16.0％

会社員等
21.6％

看護師等
10.2％
公務員・
自営業・ 団体職員等
自由業
14.8％
7.1％

■特別支援学校教諭二種免許状
（知的障害者教育領域、肢体不自由者教育領域）
幼・小・中・高いずれかの普通免許状を有し、在職期間 3 年
を満たすとともに、放送大学で所定の単位（3～4 科目 6～8
単位）
を修得すれば申請できます。
（右ページ参照）

■専修免許状

免許状を取得する際、必要な科目の一部又は全部を履修で
きます。

■栄養教諭免許状

免許状の取得に必要な科目の一部を履修できます。
※詳細につきましては、冊子『2019 年度 教員免許状及び各種資格に
ついて』でご確認下さい。

※免許状の取得に必要な科目・単位数の詳細、放送大学の科目利用の

可否等については、必ず事前に申請先の教育委員会に確認してく
ださい。

合格・免許状を取得

※放送大学には教職課程がありません。したがって、教員免許状を
有していない方が新たに免許状を取得することはできません。

2

学校図書館司書教諭講習

既に教員免許状をお持ちの方、あるいは大学に在学中の学生（2 年以上在学し62 単位以上を修得）が、
「学校図書館司
書教諭講習」で所定の単位（5 科目10単位）を修得し、講習の修了証書と教員免許状を併せ持つことにより司書教諭の資
格が取得できます。
放送大学では第1学期集中放送授業期間（夏季）に「学校図書館司書教諭講習」を開設します。
出願・科目登録期間等が通常の科目とは異なりますので、例年4月に希望者に配布する実施要項をご覧ください。

3

教員免許更新講習

教育職員免許法の改正に対応した教員免許更新講習を開設し、全国の教員のみなさまに受講の機会を提供しています。
更新に必要な 30 時間全てを放送大学で受講することができます。
（栄養教諭を除く）
夏期の申込期間は 4 月中旬～ 5 月下旬頃、冬期の申込期間は 10 月下旬～ 11 月下旬を予定しております。
（年度により
募集期間は多少前後しますので、詳しいスケジュールは放送大学ホームページでご確認ください。
）

■ 放送大学での対応科目例
特別支援学校教諭二種免許状（知的障害者教育領域、肢体不自由者教育領域）
放送大学における科目

免許法に定める科目区分
第1欄

特別支援教育の基礎理論に関する科目
心理等に関する科目※2

第2欄

特別支援教育
領域に関する
科目

教育課程等に関する科目※3
心理等に関する科目※2
教育課程等に関する科目※3

第3欄

免許状に定め
られることと
なる特別支援
教育領域以外
の領域に関す
る科目

科 目 名

知的障害教育総論（’15）

ラジオ

肢体不自由児の教育（’14） テレビ

含む領域

知的障害者

－

2

肢体不自由者

－

2

重複・LD等領域

視覚障害者
聴覚障害者
知的障害者
肢体不自由者
病弱者

2

心理等に関する科目※2

特別支援教育総論（’19）
教育課程等に関する科目※3

新学習指導要領に向けた
外国語活動・外国語の教科化への対応

「小学校外国語教育教授基礎論（’17）」
を開講しています。
放送大学では、新学習指導要領に向けた外国語活動・外国語の教
科化への対応として、2017 年度第 1 学期に「小学校外国語教育教
授基礎論（’17）」を開講しました。小学校教員の方や、教員を目指
す大学生、大学院生の方など、外国語活動・外国語指導の専門性を
身に付けたい方は、是非本科目をご活用ください。

小学校教員等の外国語指導の専門性を向上させるための科目
で、文部科学省との連携・協力により制作されました。

小学校外国語教育教授基礎論
（’17）
主任講師名

粕谷 恭子／東京学芸大学教授
直山 木綿子／国立教育政策研究所教育課程調査官、
文部科学省教科調査官

概

小学校教員等、外国語活動・外国語の授業の指導力
を付けたい方を対象に、指導法の理論と実践を学ぶ
科目です。より高度な英語力を身に付けるために、
小学校外国語教育が果たす役割や具体的な授業づ
くりについて解説します。

要

中心となる領域

特別支援教育基礎論（’15） ラジオ （特別支援教育全般にわたる基礎的な科目です） 2

※1 上記4科目については、全てインターネットで配信を行っています。
※2 心理等に関する科目‥‥心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
※3 教育課程等に関する科目‥‥心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目

4

メディア

単位数

※正式な対応科目については、冊子『2019 年度 教員免許状及び各種資格について』
（例年 前年度の 1 月頃に発刊予定）
をご確認ください。

※オンライン授業科目（2 単位）です。
※インターネットで講義を視聴、択一式問題やレポート等の課題を決
められた期間に提出して学びを進めます。

ラジオ

教員の方に人気の科目
特別支援教育総論（’19）

知的障害教育総論（’15）

特別支援教育基礎論（’15）

肢体不自由児の教育（’14）

教育心理学概論（’14）

心理学概論（’18）

心理臨床の基礎（’14）

認知行動療法（’14）

乳幼児・児童の心理臨床（’17）

●教養学部 2019 年度入学料・授業料
区

分

入

学

授

料

全科履修生

24,000円

選科履修生

9,000円

科目履修生

7,000円

業

入学料の割引

料

1 単位あたり

5,500 円

学校等から 20 名以上の集団入学をした
場合または、公立学校共済・私学共済・
国家公務員共済組合員専用募集要項よ
り出願した場合（※）は半額割引

※別途、専用の募集要項の請求が必要となりますので、各共済広報誌等から請求カードを各共済組合へ
ご送付ください。
※費用等の詳細については、学生募集要項をご確認ください。

●大学院
区

2019 年度入学料・授業料
分

出願時検定料

入

学

料

48,000 円

修士全科生

30,000 円

修士選科生

̶

18,000 円

修士科目生

̶

14,000 円

授

業

料

1 単位あたり

研究指導料

88,000 円／年

11,000 円

̶
̶

※臨床心理学プログラムに所属の修士全科生は、臨床心理実習費として 20,000 円が必要です。
※修士全科生の募集は年 1 回
（8 月中旬～下旬を予定）
、選考試験があります。

入学時期は年２回

4 月 ・ 10 月

●学部：全科履修生、選科履修生、科目履修生
●大学院：修士選科生、修士科目生

出願期間・方法等について、詳しくは本学ホームページ
または学生募集要項にてご確認ください。

放送大学本部
〒261－8586 千葉市美浜区若葉2－11
TEL.043－276－5111（総合受付）FAX.043－297－2781

学習の方法や授業の内容、入学手続き等を記した
募集要項を無料でお送りいたします。
左の専用はがき、お電話等でご請求ください。
募集要項請求フリーダイヤル

0120-864-600
HP www.ouj.ac.jp

放送大学ホームページ

※本リーフレットは、2018年10月現在のデータを基に作成しています。

2018年10月作成

