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明海で教師を目指そう！ 
（明海大学教職課程センター：METTS） 

教師になった卒業生からのメッセージ 

佐藤里奈 （2020年卒） 国語科教諭 

千葉県立千城台高等学校 

「卒業後の手厚いサポートにとても助けられました。一度は諦めた教員という道でした。しかしもう一度

目指したいと伝えたところ、卒業後なのにもかかわらず筆記試験の対策や面接対策をしていただき、自

信を持って試験に臨むことができました。そのおかげで合格できたと思います。他の大学の話を聞いて

もここまで面倒をみてくれるところはないです。教員になるのに最高な環境が整っています。」 

庭山航瑠 （2022年卒） 英語科教諭 

東京都墨田区立本所中学校 

「教職課程は履修した方が良いと思いま

す。私は約３年間教職課程を履修してたくさ

んの友人とたくさんの優しい先生方に恵ま

れて、教員採用試験にも合格出来たので教

職課程を履修して良かったと思っています。

皆さんも是非履修してみてください。」 

奥山未彩 （2022年卒）  国語科教諭 

東京都立秋留台高等学校 

「METTS では、一緒に教職課程を履修している

友達と助け合ったり、免許取得…教員採用試験

合格に向けて充実した勉強したりできると思い

ます。そしてメッツは同級生だけでなく先輩とも

交流ができる場所であり、困ったときは気軽に

先生にも相談できる素敵な場所です！」 

嶋田宗晋 （2022年卒） 英語科教諭  

千葉県立千葉西高等学校  

「教職課程では勉強面は勿論、生活面におい

ても気軽に相談できる環境が整っています。何

かご不明なところ、不安等ございましたら

METTSまでお越しくださいませ。」 

高橋勇気 （2022年卒） 英語科教諭 

東京都江東区立有明中学校 

「明海の教職課程は同じ目標に向け共に歩

んでいく仲間達が多くいます。また、普段から

学年の枠、学科の枠を超えて様々な人と交

流できる環境があります。このような環境は

他では聞いたことがありません。」 

 

藤田祐也 （2021年卒） 英語科教諭 

東京都江戸川区立松江第二中学校 

「教師として大切な事は勿論、一人の人間と

して大切な事も教職課程の講義の中で沢山

学ぶことができます。沢山の先生方や沢山

の仲間から多くの事を学ぶことができます。

大きな達成感も得ることができます。」 

奥野日菜 （2022年卒） 英語科教諭 

千葉県成田市立下総みどり学園 

「免許を取るために取っていた教職科目を経

て教員になりたいという気持ちが芽生えまし

た。教職を取る前は知らなかった教師の魅力

がわかるようになりました。」 

江川有紗 （2022年卒） 英語科教諭  

千葉県立流山北高等学校  

「教職課程を履修したことによって、四年間

相談しやすい先生や友人がすぐ近くにい

て、楽しい思い出を作れたので良かったなと

思います。」 

錦織由佳 （2021年卒） 英語科教諭 

千葉県市原市立湿津中学校 

「私はメッツにとても感謝をしています。一

緒に問題解決してくれる素敵な友人や先

生方と出会えました。在学中だけでなく卒

業してからも採用試験の面接練習をして

いただいたり、授業の案を考えてくださった

りしています。結果的に教員にならなくても

最高の仲間に出会える場所です。」 



 

 

学科 免許科目 取得できる免許状 

日本語学科 国語 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 
英米語学科 英語 

中国語学科 中国語 

日本語学科・英米語学科・中国語学科 
小学校教諭二種免許状 

（玉川大学連携特別プログラム） 

METTS には、教員採用試験対策の参考書

や過去問がそろえてあります。いつでも自

習することができます。また、採用試験を

突破できるように、 

授業以外に年間を 

通して実施される 

教職特別講座を受 

講します。 

海を見渡す本学の勝浦セミナーハウスで、

学生たちが模擬授業をし合ったり、集中講

義を受けたり、教員採用試験のための自習

をしたりします。 

みっちりと 

勉強し、実力 

を高め合います。 

 

採用試験の 2 次試験ではほとんどの場

合、英語による面接やティーム・ティー

チング（TT）があります。そのための対

策をネイティブ教員と一緒に行います。 

1 年 生 

 

 

 

教職基礎セミナーⅠ・Ⅱ 

小学校英語基礎概論Ⅰ・Ⅱ（1～4 年） 

日本国憲法、体 育 

外国語コミュニケーション 

情報機器の操作  等 

ネイティブ教員による英語実技指導 

教 職 合 宿 

2 年 生 

教職基礎セミナーⅢ・Ⅳ 

教師論、教育原理 

 

 

 
 

教育心理学、教育方法論 

特別活動論、教育課程論 

道徳教育の理論と実践 

教職課程の学生対象の奨学海外研修です。成績

優秀者が選ばれて、オーストラリアの大学で英

語指導法や日本語指導法などの講座を受講しま

す。現地ではホームステイをしながら、現地の

生活や文化を体験します。 

オーストラリア奨学研修 

3 年 生 

教科教育法Ⅰ～Ⅳ 

教育行政学 

生徒指導・進路指導論 

 

 

 

 
 

教育相談、特別支援教育論 

「総合的な学習の時間」の指導法 

毎日の講義だけでなく、特別

講義や勉強会、中学校・高校

の授業参観、教員向け研修会

に積極的に参加して国語力・

英語力・中国語力、そして学

習指導力等の向上を図ってい

ます。 

国語・英語・中国語力の向上 

教 員 採 用 試 験 対 策 

小学校英語指導者資格（J-SHINE） 

明海大学の外国語学部では、中学校及

び高等学校の国語、英語、中国語の教育

職員免許状が取得できます。さらに希

望者は、一定の基準を満たせば、小学校

教諭二種免許状の取得が可能です。日

本の学校で教えるためには教員免許状

はなくてはならない資格です。免許状

の取得に必要となる教職課程の履修、

教育実習、教員採用試験、赴任後に求め

られる授業実践力、生徒指導力など、教

職に関するさまざまな課題をトータル

にサポートしています。 

小・中・高の免許取得可能！ 明海大学で取得できる教育職員免許状 

 

教員免許状取得までの流れとさまざまなサポート 

4 年 生 

 

教育実習Ⅰ・Ⅱ 

教職実践演習 

Four Skills for Teaching a・b（3・4年）  

教職インターンシップ（3・4 年） 

 

小学校英語基礎概論Ⅰ・Ⅱの履修などを通して、小学校英語指導者認定協議会（J-SHINE）

認定の「小学校英語指導者資格」を取得できます。（これまでの実績：資格取得 2８名） 

日本語学科 教科に関する専門的科目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（国語学・国文学・漢文学・書道） 

英米語学科 教科に関する専門的科目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（英語学・英語文学・英語コミュニケーション・異文化理解） 

中国語学科 教科に関する専門的科目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（中国語学・中国文学・中国語コミュニケーション・異文化理解） 

玉川大学小学校教員養成特別プログラム（希望者のみ） 

文部科学省委託事業 

MEIKAI‐JOE プラス 

－小学校外国語科等講座― 

概要 

本事業は、明海大学が文部科学省の委託

を受けて開発・実施した小学校外国語科等

講座です。小学校英語指導者認定協議会（J

－SHINE）と小学校英語教育学会愛知支部

理事の協力を得て、小学校教師の負担を軽

減しつつ質の高い授業を行える指導体制を

構築するという趣旨を踏まえて実施したも

のです。令和３年度は、計 10 回の講座を

オンラインで実施し、延べ 1385 人が受講

しました。 

 

 

 

 

 

主な講座内容 

・「学習指導要領と第二言語習得理論の理解

に基づいた小学校英語教育の心構え」 

・「聞くこと・話すことの指導」 

・「読むこと・書くことの指導」 

・「chants を活用した ALT とのティーム

ティーチング」 

・「各区市による授業研究」 

詳しくは、QRコードを読み取って本学の

HP内をご覧ください。 

小学校教諭二種免許状取得者 

５名（これまでの実績） 
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＜202１年度合格 10 名＞    ＜2020 年度合格 12 名＞ 

   出身学科    合格先     教科       出身学科    合格先      教科 

１ 日本語学科 千葉県立高校   （国語）        １  日本語学科 東京都公立中学校 （国語） 

２ 日本語学科 東京都立高校   （国語）       ２  日本語学科 北海道私立高校  （国語） 

３ 英米語学科 千葉県立高校   （英語）      ３  英米語学科 千葉県公立中学校 （英語） 

４ 英米語学科 千葉県立高校     （英語）        ４  英米語学科 千葉県公立小学校 （全科） 

５ 英米語学科 千葉県公立中学校 （英語）        ５  英米語学科 千葉県公立小学校 （全科） 

６ 英米語学科 千葉県公立中学校 （英語）        ６  英米語学科 千葉県公立小学校 （全科） 

７ 英米語学科 千葉県私立高校  （英語）        ７  英米語学科 東京都立高校   （英語） 

８ 英米語学科 東京都公立中学校 （英語）        ８  英米語学科 東京都公立中学校 （英語） 

９ 英米語学科 東京都公立中学校 （英語）        ９  英米語学科 東京都公立中学校 （英語） 

10 英米語学科 東京都公立中学校 （英語）    10 英米語学科 東京都公立中学校 （英語）                                                        

11  英米語学科 東京都公立中学校 （英語） 

                         12  英米語学科 埼玉県立高校   （英語） 

＊上記の正規教員以外にも多くの卒業生が常勤・非常勤講師として教壇に立っています。 

明海大学 教職課程センター（METTS） 

〒279-8550 千葉県浦安市明海 1 丁目 明海大学浦安キャンパス 

TEL 047-355-5111（代表）047-350-4998（直通） 

メールアドレス tts-center@meikai.ac.jp 

＜教職課程センター 教員紹介＞ 

高野 敬三 教 授（副学長、教職課程＆地域学校教育センター長、 

元東京都教育監、教育行政学） 

大池 公紀 教 授（教職課程副センター長、元東京都立高校統括校長、 

国語教育学） 

石鍋  浩 教 授（地域学校教育副センター長、元東京都公立中学統括校長、 

元稲城市教育指導室長、英語教育学） 

金子 義隆 教 授（元栃木県立高校英語科教諭、英語教育学） 

坂本 純一 教 授（元東京都立高校長、英語教育学） 

百瀬 美帆 教 授（元千葉県立高校英語科教諭、英語教育学） 

山本 聖志 教 授（元東京都公立中学校長、元豊島区教育指導室長、国語教育学） 

米村 珠子 教 授（元東京都立高校統括校長、英語教育学） 

（兼担）Patrizia Hayashi 教授（英語教育学、教育課程・方法論） 

（兼担）Tyson Rode 准教授（英語教育学、教育課程・方法論） 

公・私立教員採用試験合格

実績 

Facebook を

始めました！ 

Instagram を

始めました！ 


