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【五課程共通事項について】 

質問 回答 

資格課程（教職課程・社会教育主事課程・学芸員

養成課程・司書課程・司書教諭課程）を履修した

いのですが、どうしたらよいですか？ 

まず、Oh-o!Meiji にログインして、グループから、「全学部共通ガイダンス」のグループに入って

ください。グループトピックから「資格課程ガイダンス【新入生・在学生 （教職課程・社会教育

主事課程・学芸員養成課程・司書課程・司書教諭課程） 履修希望者のみ対象】」クリックしてく

ださい。 

 まず【2023 年度資格課程ガイダンス動画】を必ず視聴してください。視聴後、履修を希望する

場合、期間内（4/12（水）まで）に履修料を支払い、その後ＷＥＢ履修登録を行います。 

 なお、学芸員養成課程は 2年生以上から履修ができます。 

履修料の支払いをしたのですが、履修の意思が

なくなったので返金してもらえますか？ 

いったん納入された履修料は、返還いたしません。 

学部の 4 年間資格取得できない事はあります

か？ 

 

4 年間で修了できる履修が組めなかった場合、資格取得ができないこともあり得ます。その場合卒

業後に、科目等履修生などで不足分の単位を修得することにより、資格取得をすることができま

す。 

5 つのすべての課程（教職、学芸、社教、司書、

司書教諭）を履修することは可能ですか？ 

可能です。ただし、履修する課程が増えればその分だけ履修科目が増えますので、非常に大きな負

担がかかることに留意してください。 

時間割はどのように組んだらよいのでしょう

か？ 

まずは所属学部の必修科目やクラス指定の科目を入れて時間割を組んでください。その時間割の

空いた時間に資格課程の科目を入れ込んで組んでみてください。 

資格課程の科目と学部の科目の時間割が重複し

た場合は、どうしたらよいのでしょうか？ 

どちらの科目を履修するかは各人の判断になりますが、4 年間で卒業することを最優先に考えるの

であれば、学部の必修科目と重複した場合は、学部の必修科目を優先し、資格課程の科目は次年度

以降に履修した方がよいと思われます。 

1 年次のうちに履修しておいた方がよい科目は

ありますか？ 

各科目はそれぞれの履修開始年次に履修するのが理想的です。つまり、1年次から履修できる科目

はできるだけ 1年次に履修するのが望ましいのですが、1 年次で履修できなければ次年度以降に履

修をしてください。資格課程シラバス記載の教職課程履修プロセスも参考にしてください。 

中学校の免許取得を希望する場合は、 1 年次のうちに介護等体験の前提科目である「特別支援教

育概論」はできれば履修をしてください。 

履修開始年次が１年次となっている科目を、 

2 年次以降に履修することはできますか？ 

履修できます。 
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質問 回答 

和泉に在籍している学生ですが、資格課程の科

目は和泉キャンパスで開設している授業しか履

修できないのでしょうか？ 

他キャンパスで開設されている科目も履修することができます。ただし、配当年次及びキャンパス

間の移動時間をよく注意したうえで履修計画をたててください。 

2 年次配当科目で和泉キャンパスに開講がない場合があります。その場合は、3年次以上で履修し

ても構いません。 

時間割に春学期と書かれている科目は、春学期

で修了するのですか？ 

はい、春学期で修了し、単位に評価がつきます。 

同一名称科目を春学期と秋学期で履修すること

はできますか？ 

同時に履修登録することはできません。春学期か秋学期のどちらかを登録してください。 

資格課程の科目の単位数は 1 年間に履修できる

単位数の上限に含まれるのでしょうか？ 

原則として含まれません。ただし、卒業要件単位に算入する科目として履修した場合については、

履修上限単位に含まれる場合と含まれない場合があります。学部によって取扱いが異なりますの

で、所属学部事務室で確認してください。 

教職課程の科目を卒業要件単位に含めて履修登

録したい場合はどうすればよいですか？ 

学部によって取扱いが異なります。資格課程シラバス（履修の手引）の「学部別履修登録上の注意」

を確認してください。なお、卒業要件単位に算入できる単位数は決まっています。上限を超えない

ようによく確認して登録してください。 

卒業要件単位として履修できる科目は、卒業要

件単位に含めた方がよいのでしょうか？ 

各人の判断によります。学部によって異なりますが、卒業要件単位として履修すると、その分だけ

他の科目を履修しなくても卒業できるというメリットがある反面、年間の履修上限単位に含まれ

てしまうために、学部科目の履修が制限されるというデメリットが生じることがあるので注意し

てください。 

資格課程の科目で卒業要件単位にカウントする

ことができる単位数の上限は、1年間の上限です

か？それとも 4年間の上限ですか？ 

在学中（4年間）での上限単位になります。仮に、2 年次までに卒業要件単位に含むことのできる

上限単位数に達した場合、3 年次以降は、卒業要件単位にカウントする方法での履修はできません。 

複数の課程にある同一名称の科目（例：生涯学

習概論）は、一度単位修得すればよいのでしょ

うか？ 

はい、すべて共通で使えます。複数の課程に共通している科目は、一度単位修得すれば大丈夫です。 

1 年次に教職課程を履修していましたが、2年次

に進級した際に課程の履修を継続しませんでし

た。しかし、4年次から履修を再開しようと考え

ています。その場合、再度資格課程ガイダンス

動画を視聴し、履修料を支払う必要があります

か？ 

ともに必要ありません。ただし、新たにその他の課程を新規に履修したい場合は、4 月授業開始前

の資格課程登録ガイダンス動画を視聴し、履修料を支払う必要があります。 
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質問 回答 

今 1 年次で、2 年次から学芸員養成課程を履修

したいのですが、今のうちにやるべき手続きは

ありますか？ 

ありません。2年次の 4月（授業開始前）に学芸員養成課程の新規履修の諸手続きをしてください。 

希望するクラスを受講できない場合があります

か？ 

あります。履修人数制限のある科目は、抽選や先着順受付等を行う場合があります。 

「教育実習」、「情報メディアの活用」、「司書課程の演習科目」です。これらの科目の履修登録方法

については、掲示等でお知らせしますので、見落としのないように注意してください。その他、履

修登録者数が非常に多いクラスについては、抽選を行う場合があります。 

メディア授業とはなんですか？ 資格課程開設の一部の科目で Oh-o!Meiji を利用してオンラインで行う「メディア授業」を開講し

ています。詳細は履修の手引き p14 をご確認ください。 

留学をする場合の注意事項は何かありますか？ 留学前（できるだけ早い時期）に必ず資格課程事務室に申し出て、指示を受けてください。この事

前の手続きを行わない場合、帰国後に資格課程の履修ができないこともあるので注意してくださ

い。特に教育実習などの実習科目は前年度から計画的に行いますので、事前に申し出ていない場合

は実習を行う事ができなくなります。 

教職課程の履修を途中でやめた場合、何か不利

になるようなことはありませんか？ 

卒業要件単位に算入する科目として登録した場合、ＧＰＡ に関係してくる場合があります。ＧＰ

Ａ の対象科目となるかは学部によって取扱いが異なりますので、所属学部事務室で確認をしてく

ださい。（卒業単位外で履修した場合でも、奨学金等の申請の際に、ＧＰＡの計算に関係する場合

もあるので注意してください。）  

編入した場合の注意事項は何かありますか？ 編入の際の学部の単位認定は、あくまでも「卒業要件単位」としての認定であって、「教員免許状

取得要件」 としての認定ではありません。編入した人は、履修前の所定の履修相談日に、資格課

程による履修指導を必ず受けて、既修得科目（卒業要件単位として認定された科目を含む。）のう

ち、どの科目が教員免許状取得要件として使用できるのか確認してください。 
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【ＷＥＢ履修登録について】 

質問 回答 

資格課程開設の科目は、資格課程で履修登録す

ればよいのでしょうか？ 

資格課程の時間割に記載されている科目は、資格課程履修登録期間内に、WEB 履修システ

ムから履修登録してください。また、学部の時間割に記載されている学部開講科目は、資

格課程の科目として使用できる科目であっても学部で登録してください。 

時間割表に載っている科目を登録しようとし

たのですが、画面上に表示されません。 

所属学部、学年、カリキュラムによって履修できない科目は表示されません。その科目が

本当に履修できる科目なのかもう一度確認してください。 

登録したはずの科目が登録されていません。 科目を選択後、「申込み」ボタンを押しましたか？もう一度登録しなおしてください。 

通年で開設されている科目を登録するにはど

うすればよいのですか？ 

通年科目は、履修登録画面の「春学期」からのみ登録することができます。希望する通年

科目の曜日と時限を選択すると科目が表示されますので登録をしてください。なお登録

をすると自動的に秋学期の当該コマにも登録されます。 

秋学期に開講する科目を秋学期の最初に履修

登録することはできますか？ 

原則としてできません。資格課程の履修登録受付は、年 1 回（4月）のみであるため、秋

学期開講科目であっても年度始めの履修登録期間に登録しなければなりません。ただし、

秋学期科目の履修修正については、秋学期に受け付けます。詳細については、7 月頃に Oh-

o!Meiji 等でお知らせします。 

事前申請科目（「情報サービス演習Ａ」等）を

削除することができません。 

｢情報サービス演習Ａ」等の事前申請科目は削除することができません。削除を希望する

場合は、履修修正期間に必ず手続きを行ってください。（修正期間の日程は Oh-o!Meiji 等

でお知らせします。） 

今年度履修したい科目は司書の演習科目しか

ありません。 

今年度、事前申請科目のみ履修する場合でも、WEB 履修登録期間（4月中旬）に「資格申

請（資格課程用）」画面にて自身が履修する課程の申請を行ってください。 

Oh-o!Meiji の仮参加登録の際の（卒単含む）と

表示される科目の扱いについて 

Oh-o!Meiji の仮参加登録の際に（卒単含む）と表示される科目は、卒単に含めることが

できない学部についても表示されます。卒単に含めることができない学部の学生でも Oh-

o!Meiji での仮参加登録では（卒単含む）と表示される科目を登録できますが、履修登録

では卒単に含める科目を登録できません。教職課程の卒単に含められる科目等の詳細に

ついては、学部や入学年度で異なるので、2023 年度シラバス（履修の手引き）の P72.87

～を参照してください。 
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【教職課程】①教職課程全般について 

質問 回答 

教員免許状は 1 年間の履修で取得できるので

しょうか？ 

できません。本学の教職課程は、教員免許状の取得までに最短で 2年間かかります。この

ため、時間割の都合がつけば、3年次から履修を開始しても在学中の取得は可能ですが、

本学の教職課程は 4年間の履修を基本としたカリキュラムが組まれていますので、2 年間

で教員免許状の取得を目指すことは、非常に負担が大きいと思われます。 

高校の教員免許状のみ希望していますが、中学

校の教員免許状も取得しておいた方がよいの

でしょうか？ 

教員を志望しているのであれば、中学校と高校の両方の教員免許状を取得した方がよい

でしょう。教員採用試験出願条件が、中学校・高校、両方の教員免許状を有している人に

限る場合があるからです。 

一種免許状と専修免許状の違いは何ですか？ 一種免許状とは、所定の免許要件を満たした上で、学部を卒業することで取得できる免許

状です。専修免許状は、一種免許状を基礎にして、大学院で所定の単位を修得し、修了す

ることで取得できる免許状です。つまり、専修免許状は一種免許状の上位の免許状です。

現在の教員採用試験において必要とされる免許状は、一種免許状がほとんどであり、専修

免許状が求められることは非常に稀ですが、専修免許状を有していると、教員として採用

された後、昇格試験等の際に有利に働くこともあります。 

教員免許状を取得するためには、何か手続きを

行う必要はありますか？ 

教員免許状は、「大学」が交付するものではなく、都道府県の「教育委員会」が交付しま

す。大学が取りまとめて申請手続きを行うので、卒業式当日に免許状の取得を希望する場

合は 4年次に一括申請の登録をしてください。詳細は 4月中に Oh-o!Meiji を通じて案内

します。 

教員免許状を卒業するまでに取得できなかっ

た場合、卒業後に取得することはできますか？ 

可能です。卒業後、資格課程科目等履修生となることで不足している科目を履修し、教員

免許状の取得を目指すことができます。（ただし、履修人数制限のある科目は、履修でき

ないこともあります。） 

卒業後に教員として採用される可能性はどの

くらいですか？ 

2021 年度実施（2022 年採用）の教員採用試験の全国平均競争倍率は、中学校が約 4.7 倍、

高等学校が約 5.4 倍でした（文部科学省）。 

小学校の教員免許状を取得したいのですが、ど

うしたらよいのでしょうか？ 

明治大学では小学校の教員免許状を取得することはできません。そのため、本学卒業後に

小学校の教員免許状が取得できる他大学へ編入学して小学校の教員免許状を取得してい

るようです。 
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【教職課程】②履修科目について 

  ※[教職専門科目]は、2018 年度以前入学者は「教職に関する科目」。『大学が独自に設定する科目』は、2018 年度以前入学者は「教科又は教職に関する

科目」。『教科に関する専門的事項』は、2018 年度以前入学者は「教科に関する科目」。 

質問 回答 

｢道徳教育の理論と実践」はどのようにカウン

トされるのでしょうか？ 

「道徳教育の理論と実践」は、中学校の教員免許状取得要件としては、[教職専門科目]と

してカウントされ、高校の教員免許状取得要件としては、『大学が独自に設定する科目』 

の単位としてカウントされます。中学校・高校で計上される法定区分が異なりますので注

意してください。 

『教科に関する専門的事項』に関する科目は、

免許法施行規則に定める科目区分のうち、1つ

を選択して修得すれば良いのですか？ 

違います。全ての分野の条件を満たした上で、20 単位以上修得しなければなりません。

例えば、日本史の教員になりたいと思っても、「日本史」だけの教員免許状はありません。

教員免許状は、日本史を含む「地理歴史」になります。「地理歴史」の教員免許状を取得

するためには、「日本史」だけではなく、「外国史」、「人文地理学及び自然地理学」、「地誌」、

全ての分野の条件を満たす（必修科目、選択必修科目等を修得する）必要があります。 

『教科に関する専門的事項』に関する科目は、

学部と資格課程の両方で履修登録する必要が

あるのでしょうか？ 

必要ありません。学部開設の科目は学部で登録してください。 

「社会」と「地理歴史」で重複している授業科

目は、両方の教科でカウントできるのですか？ 

できます。「社会」と「地理歴史」の教員免許状を希望しているからといって、同じ科目

を 2回履修する必要はありません。 

資格課程案内で『教科に関する専門的事項』の

ページに記載されている「一般的包括的な内

容」とは何ですか？ 

｢一般的包括的な内容」とは、特定の領域に偏っておらず、学問領域をおおまかに網羅し

ていることを指します。教員免許状を取得するためには、この「一般的包括的な内容」を

含んでいる科目を履修し、単位を修得しなければなりません。 

〔教職専門科目〕及び『教科に関する専門的事

項』に関する科目の余剰単位を『大学が独自に

設定する科目』にまわすことができるというの

は、どういうことでしょうか？ 

例えば、公民の『教科に関する専門的事項』の科目の単位を 30単位修得した場合、『教科

に関する専門的事項』の科目として必要な 20 単位を引いた 10 単位を『大学が独自に設

定する科目』の単位としてカウントできるということです。この場合、教員免許状の取得

要件単位は各教科ごとに計算されるという点に注意してください。つまり、公民の『教科

に関する専門的事項』の余剰単位 10 単位を、社会や地理歴史の『大学が独自に設定する

科目』の単位にまわすことはできません。社会、地理歴史、公民は、それぞれ別の教科だ

からです。 

★ 「地理歴史」と「公民」の免許要件を計算する際には注意が必要です。 
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質問 回答 

「外国語コミュニケーション科目」とは、どの

ような科目を指すのでしょうか？ 

入学年度の資格課程案内に一覧があるので確認してください。学部・学科及び入学年度に

よって該当する科目が異なりますので、注意してください。 

 

「ICT ベーシック」等は、どのように履修登録

すればよいのでしょうか？ 

情報関係科目のシラバスに記載されている方法で履修登録してください。資格課程で履

修登録することはできません。 

 

【教職課程】③教育実習・介護等体験について 

質問 回答 

中学校と高校の両方の教員免許状を取得する

場合、教育実習は中学校と高校の両方で行わな

ければならないのでしょうか？ 

どちらかで構いません。ただし、中学校の免許を希望している場合は、高校で実習を行う

場合でも 3週間以上の実習期間を確保しなければなりません。 

教育実習の実習校はどうやって決まるのでし

ょうか？ 

実習校は自分で探さなければなりません。大学からの紹介はありません。そのため、ほと

んどの人が母校で実習を行っています。（明大付属校及び都内公立校卒業生が母校で実習

をお願いする場合は、特別な手続きがあるので注意してください。） 

教育実習中に大学の授業を休んだ場合、成績評

価の際に考慮してもらえるのでしょうか？ 

教育実習終了後、希望者には教育実習を行っていたという証明書を発行しますが、この証

明書が、成績評価の際に考慮してもらえるかどうかは各授業の担当教員の判断によりま

す。公欠扱いにはなりません。 

教育実習と就職活動の期間が重なっているた

め教育実習の期間を変更することはできます

か？ 

できません。就職活動を理由とする教育実習期間の変更は一切認めていません。受け入れ

先である実習校のスケジュールの中で受け入れ可能な期間として教育実習の期間を決め

ていただいているので、変更は迷惑がかかるためです。教員になることと、一般企業への

就職で迷っている場合、教育実習については何よりも優先していただくことになります

のでよく考えて教育実習に臨んでください。両立しようとしてどちらも中途半端になら

ないよう、注意してください。 

3 年次の秋学期から留学を考えています。その

場合、4 年次の秋学期に教育実習へ行くことは

できますか？ 

できません。教育実習は、2 年間にわたる科目だからです。3年次秋学期からの「教育実

習Ⅰ」を履修・修得できない場合は、4年次に教育実習に行くことができません。なお、

留学を考えている場合は必ず事前に資格課程事務室へ申し出てください。 
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質問 回答 

介護等体験とは、具体的にどのようなことをす

るのですか？ 

社会福祉施設で 5 日間、特別支援学校で 2 日間の計 7 日間の体験を行います。具体的な

体験内容は受け入れ側に一任されていますが、一般的には、障害者や高齢者の介護・介助

のほか、話し相手になったり、散歩の付き添い等の交流体験、あるいは洗濯や掃除といっ

た受け入れ施設の業務の補助等になります。 

介護等体験はいつできるのですか？ 2 年次からの実施になりますが、体験を希望する前年度までに前提科目（特別支援教育概

論）を修得しておくこと、体験の前年度に開催されるガイダンスに出席し、所定の手続き

を行うことが必要です。 

介護等体験中の大学の授業の欠席の扱いはど

うなるのですか？ 

介護等体験終了後、希望者には「介護等体験参加証明書」を発行します。ただし、教育実

習と同様、介護等体験は公欠扱いにはならないので、この証明書を提出したことで欠席を

考慮してもらえるかどうかは各担当教員の判断になります。 
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【社会教育主事課程】 

質問 回答 

社会教育主事とは、どんな職業ですか？ 社会教育主事とは、地域住民の多様な学習・文化活動を側面から援助することを目的とし

て、主として都道府県と市区町村の教育委員会に配属されている社会教育行政の専門職

のことです。 

1 年以上社会教育主事補の職にあった者に社

会教育主事の資格が生じるとはどういうこと

ですか？ 

本学の社会教育主事課程を修了した段階では、あくまで社会教育主事になるための基礎

資格を得ただけです。基礎資格を得た後、1 年以上の実務経験を積んではじめて社会教育

主事の資格を取得することができます。 

社会教育実習Ｂを行うための条件はあります

か？ 

あります。実習の前年度までに、「生涯学習概論」を修得しておく必要があります。 

 

教職課程の『大学が独自に設定する科目』に社

会教育主事課程の科目が多く含まれています

が、すべて共通して使えるのでしょうか？ 

はい、すべて共通で使えます。教職課程の単位としても使うことができます。（社会教育

主事課程を履修していない場合については、履修制限があります。） 

社会教育主事の知識は、具体的にどのような就

職先で生かすことができますか？ 

公民館や社会教育センター等の社会教育施設の他、児童館や福祉施設等で、その施設の活

動や運営についての専門的・技術的なアドバイスをする際に役立ちます。また、学校教員

や社会教育を主要な活動としている非営利民間団体（NPO 法人）等でもこの課程で得た知

識を活かすことができると思われます。 

卒業後に専門職として採用される可能性はど

の程度ありますか？ 

卒業後、すぐに社会教育主事の仕事に就くのはとても厳しいのが現状です。そのため、社

会教育指導員という非常勤の職に就き、経験を積みながら採用の機会を探したり、 公務

員の一般職として就職し、その後社会教育主事の関係する部署に異動するケースが多い

ようです。 

社会教育士について 文部科学省令が改正されて、2020 年度より社会教育主事の基礎資格とともに「社会教育

士」の称号もあわせて取得できるようになりました。これにより、財団・NPO 法人・民 

間企業などでも「社会教育士」が活用される可能性が拓かれてきました。社会教育士は、

社会教育主事課程の学習成果を生かし、社会教育施設における活動だけでなく、環境や福

祉、まちづくり等の分野における学習活動への支援を通じて、人づくり、地域づくりの役

割を担うことが期待されています。 
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【学芸員養成課程】 

質問 回答 

学芸員とは、どんな職業ですか？ 学芸員とは、歴史・芸術・自然科学等の各種博物館で働く専門職員のことです。その主な

仕事は、専門分野の調査・研究、資料の収集・整理・保存・展示、利用者への説明やアド

バイス、地域住民に対する社会教育・生涯教育等があげられます。その他にも博物館の運

営等の業務もあり、博物館全般の業務をこなします。 

1 年間で学芸員の資格を取得することはでき

ますか？ 

できません。「博物館実習（通年科目）」を履修するには履修前年度までに前提科目を修得

しておく必要があるため、最低でも 2 年間かかることになります。 

博物館実習を行うための条件はありますか？ あります。実習前年度までに、「博物館学概論」「博物館資料論」「博物館展示論」「博物館

教育論」を修得していないと「博物館実習」を履修することはできません。 

卒業後に専門職として採用される可能性はど

の程度ありますか？ 

採用について定期採用はありません。増員や欠員補充の場合に採用があります。博物館の

新設がほとんどない現状では、学芸員としての採用は非常に厳しいと言わざるをえませ

ん。しかしながら、博物館でのアルバイトや嘱託職員として経験を積み、専門職として採

用されたり、公務員の一般職から定期異動により学芸員として働いたりするケースもあ

るようです。博物館の専門知識に加えて、個々の専門分野についても高い知識を身につけ

ることが何よりも必要でしょう。 
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【司書課程】 

質問 回答 

司書とは、どんな職業ですか？ 司書とは、主として都道府県や市町村立等の公立図書館において、専門的な仕事を行う職

員のことです。その仕事の内容は、図書館資料の収集・分類・整理・貸出や返却業務、利

用者から寄せられる図書館資料等の様々な質問に応えるレファレンスサービス等です。

近年では、パソコンを使っての文献検索や読書を通じての学習機会を援助する活動も行

っています。 

司書課程を履修する際に特に注意することは

どんなことですか？ 

本学の司書課程には、情報機器を利用して授業を行う科目が多々あります。このため、当

課程を履修する人は、基礎的な情報リテラシー能力（特に、情報機器の操作能力）を事前

に身に付けておいてください。 

1 年間で司書課程を修了することはできます

か？ 

原則できません。演習科目を履修するには、前提科目を修得しておく必要がありますの

で、司書課程を修了するためには通常、2 年間かかることになります。 

司書課程の演習科目について、春学期に演習の

前提科目を履修し、秋学期に演習科目を履修す

ることはできますか？ 

原則できません。ただし、秋学期に開講する演習科目の履修者数に余裕がある場合のみ秋

学期の授業開始前に、追加登録の受付をすることがあります。追加登録の受付を行う場合

は、Oh-o!Meiji 等でお知らせしますので、見落としのないように注意してください。 

希望するクラスを受講できない場合がありま

すか？ 

あります。演習科目については、1クラスあたりの履修人数に制限を設けているため、抽

選や先着順受付等を行ったうえ、履修者を決定します。手続きについては、Oh-o!Meiji 等

でお知らせしますので、見落としのないように注意してください。 

資格を取得した人の就職先及び就職状況はど

うですか？ 

主な就職先としてあげられるのは、各都道府県や市町村の公立図書館等の各種図書館で

す。公立図書館ならば各地方自治体が行う公務員試験を受験しなければなりません。これ

らの採用試験を通過するのは非常に厳しいのが現状ですが、専任あるいは非常勤の司書

として働いている卒業生も徐々にでてきています。 

学校司書モデルカリキュラムについて 司書課程では、都道府県や市町村などの公共図書館や、団体や企業などの私立図書館で働

く専門職「司書」を養成しています。 

一方「学校司書」とは、「学校図書館の職務に従事する職員」（学校図書館法）のことで、

学校は学校司書を置くように努めなければならないとされています。2016 年度から学校

司書の養成に向けた国の取り組みが始まり、本学では 2018 年度から「学校司書のモデル

カリキュラム」を開設しました。 

学校司書の養成は資格付与を伴うものではなく、文部科学省通知で提示されたカリキュ

ラムを履修したことを認定するものです。 
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「学校司書のモデルカリキュラム」では学校図書館を活用した教育についても学べます。

卒業後に「学校司書」として働いてみたい方はもちろん、司書課程や司書教諭課程を履修

する方にとっても役立つものです。 
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【司書教諭課程】 

質問 回答 

司書教諭とは、どんな職業ですか？ 司書教諭とは、図書館資料の収集・提供・管理、生徒児童の読書や自発的な学習のサポー

トを行う「学校図書館」の専門的職務を掌る教諭のことです。なお、司書教諭とは、あく

まで「教諭」であるため司書教諭課程の必修科目を修得し司書教諭講習修了証書を取得す

るだけでなく、教員免許状を有しなければなりません。 

司書教諭課程だけを履修することはできます

か？ 

できません。司書教諭とは、教員免許状を所持して初めて効力が生じる資格です。そのた

め、当課程を履修するには、併せて教職課程を履修する必要があります。 

司書教諭課程を履修すると、どんなメリットが

ありますか？ 

司書教諭の資格が取得できることはもちろんですが、当課程を履修することによって、ど

の教科の担当においても不可欠な読書指導や自主学習を支援する理論や方法の修得も期

待でき、結果として、教員としての資質拡大につながるでしょう。また、当課程の全科目

は、教職課程の『大学が独自に設定する科目』の単位として計上することもできます。（司

書教諭課程を履修していない場合については、履修制限があります。） 

司書教諭資格を取得するためには、何か手続き

が必要ですか？ 

司書教諭の修了要件を満たした者には文部科学大臣が同資格の証明として「司書教諭講

習修了証書」を授与します。この「司書教諭講習修了証書」を取得するには、必修科目の

単位を修得するだけでなく講習修了証書の申請手続きを別途行う必要があります。この

申請手続きについては、6 月頃に資格課程のホームページでお知らせします。 

 


