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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 みゆき（2020 年卒） 英語科教諭

池田 義友（2020 年卒） 英語科教諭

千葉県習志野市立第五中学校

東京都足立区立第五中学校

「教職課程を履修した３年間は、今まで過ご

「教職課程を履修している人は将来を見据え

してきたどんな学生生活よりも濃く、意義のあ

て勉強している人が多いです。そんな環境

る時間でした。私が教職課程を履修したこの

で、同じ志をもつ仲間や先生方との有意義な

３年間は、これから辛い時に頑張れる力の源

大学生活を明海大学の教職課程で過ごすと

になると思います。」

将来が大きく変わります！ぜひ METTS で！」

富塚 虎太（2019 年卒） 英語科教諭
千葉県松戸市立松戸第二中学校
「資格は持っておこうと思い教育課程を履
修しました。教育ボランティアの体験をした
ことで私は教員を目指すことにし、夢を実

内山 葉月（2019 年卒）

英語科教諭

千葉県大網白里市立大網中学校
「先生方の熱心なご指導のおかげで、ほぼ
オールイングリッシュで授業することができる
ようになりました。また、ボランティアで出会っ

現することが出来ました。自分の可能性を

た児童・生徒たちのことは 今でも忘れられ

広げるために METTS をお勧めします。」

ない出会いとなりました。」

高司 智子（2015 年卒） 英語科教諭

佐々木 健（2019 年卒） 英語科教諭

千葉県船橋市立行田中学校

東京都調布市立神代中学校

「夏休みの間も多くの先生方に、模擬授業

「METTS には、様々な学校との連携により

の指導をしていただきました。お陰さまで

豊富なボランティア先が用意されていま

試験は完全に準備できた状態で試験に挑

す。私自身もボランティアでの実体験を元

むことができました。」

に採用試験を突破しました。 教職課程で
学べることの中には、実は教員を目指す
人はもちろん、目指さない人にも大切なこ
とが沢山詰まっています。」

中村 亮太（2018 年卒） 英語科教諭

嶋田 純也（2012 年卒） 英語科教諭

千葉県市川市立下貝塚中学校

東京都立八王子北高校

「学生と先生の距離が近く、どんなことも相

「METTS の献身的なサポートによって念願であった教

談に乗ってもらえます。また学習をする環

員に合格することができました。厳しくも温かい先生方

境も整っており、自身の力を伸ばすことも

の指導のおかげで苦手だった英語の力を伸ばすだけ

できます。教職を目指す友人たちも近くに

ではなく、教員に必要な人間力も学べたことが明海に

いるので切磋琢磨し合えます。」

入学して良かったことです。自分が成長したいだけ成
長できる環境が整っているのが METTS です。」

2020 年度版

公立教員採用試験合格実績
＊公立学校に正規の教諭として採用された卒業生です。

＜2020 年度合格 12 名＞
出身学科

合格先

教科

＜201９年度合格９名＞
出身学科

合格先

教科

１

英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

１ 日本語学科 千葉県中学・高校 （国語）

２

英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

２ 英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

３

英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

３ 英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

４

英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

４ 英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

５

英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

５ 英米語学科 千葉県中学・高校 （英語）

６

英米語学科 千葉県小学校

（全科）

６ 英米語学科 東京都中学・高校 （英語）

７

英米語学科 東京都中学・高校 （英語）

７ 英米語学科 東京都中学・高校 （英語）

８

英米語学科 東京都中学・高校 （英語）

８ 英米語学科 東京都小学校

（全科）

９

英米語学科 東京都中学・高校 （英語）

９ 英米語学科 東京都小学校

（全科）

10 英米語学科 東京都中学・高校 （英語）
11 経済学科

東京都中学・高校 （数学）

12 英米語学科 東京都小学校

（全科）

＊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。

＜教職課程センター 教員紹介＞
高野 敬三 教 授（副学長、外国語学部長、センター長、
元東京都教育監、教育行政学）
大池 公紀 教 授（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（元東京都公立中学統括校長、元稲城市指導室長、英語教育学）
木内 和夫 教 授（元千葉県立高校校長、国語教育学）
坂本 純一 教 授（元東京都立高校校長、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）
金子 義隆 准教授（元栃木県立高校英語科教諭、英語教育学）
樋口 倫子 准教授（公認心理師、教育心理学）
（兼担）前田 隆子 講 師（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）

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

QR コードから
メールが送信
できます。

教員免許状取得までの流れとさまざまなサポート
小学校英語指導者資格（J-SHINE）

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

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

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

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

導者認定協議会（J-SHINE）認定の「小学校英語指導者資格」

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

を取得できます。（2018・2019 年度実績：資格取得 12 名）

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。
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教育実習Ⅰ・Ⅱ
教職実践演習

教科教育法Ⅰ～Ⅳ

Four Skills for Teaching a・b（3・4 年）

教育行政学

教職インターンシップ（3・4 年）

生徒指導・進路指導論
教職基礎セミナーⅢ・Ⅳ

1

年

玉川大学小学校教員養成特別プログラム（希望者のみ）

教師論、教育原理

生

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）

教職基礎セミナーⅠ・Ⅱ

教育心理学、教育方法論

教育相談、特別支援教育論

小学校英語基礎概論Ⅰ・Ⅱ

特別活動論、教育課程論

「総合的な学習の時間」の指導法

日本国憲法、体 育

道徳教育の理論と実践

教職課程の学生

教 員 採 用 試 験 対 策

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
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。

国語・英語・中国語力の向上

教 職 合 宿
METTS には、教員採用試験対策の参考書や

毎日の講義だけでなく、特

海を見渡す本学の勝浦セミナーハウスで、

過去問がそろえてあります。いつでも自習す

別講義や勉強会、中学校・

学生たちが模擬授業をし合ったり、集中講

ることができます。また、採用試験を突破で

高校の授業参観、教員向け

義を受けたり、教員採用試験のための自習

きるように、授業以外に年間を通して実施さ

研修会に積極的に参加して

をしたりします。

れる教職特別講座を受講します。

国語力・英語力・中国語

みっちりと勉強し、

力、そして学習指導力等の

実力を高め合います。

向上を図っています。

オーストラリア奨学研修

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。

