
 

【資料 31】学部で共同管理する教室の設備・収容定員 

教室名 設備 収容定員 

1-A 講義室（自習室） 長机、黒板、スクリーン、プロジェクター 45 

1-B 講義室（学生支援室） 長机、黒板、スクリーン、プロジェクター 54 

1-C 講義室 長机、黒板 72 

模擬授業教室（小学校） 黒板、机、掲示板（定期的な使用不可） － 

2-A 講義室 長机、黒板、スクリーン、プロジェクター 60 

2-B 講義室 固定机、黒板、マイク、スクリーン、VHS、プロジェクター、DVD 156 

2-C 講義室 長机、黒板、スクリーン 45 

2-D 講義室（自習室） 長机、黒板、スクリーン、プロジェクター 54 

模擬授業教室（中学校） 黒板、机、掲示板（定期的な使用不可）  － 

3-A 講義室 長机、ホワイトボード、マイク、スクリーン、VHS、プロジェクター、DVD 99 

3-B 講義室 長机、黒板、マイク、スクリーン、VHS、プロジェクター、DVD 132 

3-C 講義室 長机、黒板、スクリーン、プロジェクター 54 

3-2 小規模演習室 長机、ホワイトボード 18 

4-A 講義室 固定机、黒板、マイク、スクリーン、VHS、プロジェクター、DVD 264 

4-B 講義室 長机、黒板、スクリーン、プロジェクター 54 

4-1 小規模演習室 長机、ホワイトボード 18 

4-2 小規模演習室 長机、ホワイトボード 18 

5-A 講義室 長机、黒板、マイク、スクリーン、VHS、プロジェクター、DVD 180 

東 201 講義室 個人机、黒板、スクリーン 40 

東 202 講義室 長机、黒板、マイク、スクリーン、VHS、プロジェクター、DVD 100 

学生実習・ゼミ室 個人机、黒板、スクリーン 40 
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【資料 32】各コース・専攻の試験日程・募集枠ごとの募集人員 

課程 コース 専攻 募集人員 
一般選抜・ 
前期日程 

特別選抜・ 
学校推薦型選抜Ⅱ 

学校教育 

教員養成 

初等・ 

中等教育 

小学校 110 80 30 

一般枠 10 

地域枠 10 

理数枠 10 

国語 7 7 - 

社会 7 7 - 

数学 10 10 - 

理科 10 5 5 

英語 6 6 - 

実技系 20 10 10 

特別支援教育 20 14 6 

養護教育 30 22 8 

計 220 161 59 

 
【資料 33】学校推薦型選抜Ⅱのコース・専攻・募集枠ごとの出願資格及び選抜方法 

コース 専攻（入試枠） 出願資格 選抜方法 

初等・
中等 
教育 

小学校 
 

一般枠 

１．小学校教員となることを
強く希望する者   

２．高等学校の調査書におけ
る評定平均値が 3.7 以上の
者 

１．共通テストの得点率 60％
以上を必須とする 

２．「一般推薦」の趣旨を踏ま
えた面接試験により選抜す
る 

地域枠 

１．熊本県内の高等学校出身
者 

２．熊本県（熊本市以外）の小
学校教員となることを強く
希望する者 

３．高等学校の調査書におけ
る評定平均値が 4.0 以上の
者 

４．高等学校 1 校 1 名のみ推
薦可 

１．共通テストの得点率 60％
以上を必須とする 

２．「地域推薦」の趣旨を踏ま
えた面接試験により選抜す
る 

理数枠 

１．小学校教員となることを
強く希望する者 

２．小学校の理科や算数に興
味を持ち、さらに専門性を
高めたいという意志のある
者 

３．高等学校の調査書におけ
る評定平均値が 4.0 以上の
者 

１．共通テストの得点率 60％
以上を必須とする 

２．「理数枠」の趣旨を踏まえ
た面接試験（100 点）及び共
通テストの数・理・英を 300
点に換算した得点の合計に
より選抜する 

理科 

１．中学校理科教員となるこ
とを強く希望する者 

２．小中学校の理科に興味を
持ち、さらに専門性を高め
たいという意志のある者 

３．高等学校の調査書におけ

１．共通テストの得点率 60％
以上を必須とする 

２．「理科専攻」の趣旨を踏ま
えた面接試験（100 点）及び
共通テストの数・理・英を
200 点に換算した得点の合
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る評定平均値が 4.0 以上の
者 

計により選抜する 

実技系 

１．小・中学校の実技系教科
の教員となることを強く希
望する者 

２．実技系教科に興味を持ち、
さらに専門性を高めたいと
いう意志のある者 

３．高等学校の調査書におけ
る評定平均値が 3.7 以上の
者 

１．共通テストの得点と面接
試験及び実技試験の得点の
合計得点で選抜する 

２．音楽、美術、保健体育につ
いては面接試験と実技試験
を、技術、家庭については
面接試験を課す 

特別支援教育 

１．特別支援学校等の教員と
なることを強く希望する者 

２．特別支援教育に興味を持
ち、さらに専門性を高めた
いという意志のある者 

３．高等学校の調査書におけ
る評定平均値が 3.7 以上の
者 

１．共通テストの得点率 60％
以上を必須とする 

２．「特別支援教育」コースの
趣旨を踏まえた面接試験に
より選抜する 

養護教育 

１．養護教諭となることを強
く希望する者 

２．養護教育に興味を持ち、
さらに専門性を高めたいと
いう意志のある者 

３．高等学校の調査書におけ
る評定平均値が 4.0 以上の
者 

１．共通テストの得点率 60％
以上を必須とする 

２．「養護教育」コースの趣旨
を踏まえた面接試験（200
点）及び共通テストを 900
点に換算した得点の合計に
より選抜する 

 

【資料 34】取得可能な教員免許状・資格 

教員免許状 

小学校教諭の一種免許状 

幼稚園教諭の一種免許状 

中学校教諭の一種免許状  

 （国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、 

  家庭、英語） 

高等学校教諭の一種免許状 

 （国語、書道、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、 

保健体育、保健、家庭、英語、工業） 

特別支援学校教諭の一種免許状 

 （知的障害者に関する教育の領域) 

 （肢体不自由者に関する教育の領域) 

 （病弱者に関する教育の領域) 

養護教諭の一種免許状 

その他の資格 

社会教育士 

学芸員 

公認心理師受験資格 
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【資料 35】実習施設一覧（臨床実習以外）※学校数・学級数は令和 2 年度 
区分 学校数 学級数 実習配当 

教育学部附属幼稚園 1 5 
１～４年次（観察実習、

副免実習を含む附属校

実習） 

教育学部附属小学校 1 18 
教育学部附属中学校 1 12 
教育学部附属特別支援学

校 
1 9 

公立小学校（熊本市内） 92 － ３年次又は４年次（１

校あたり１～10 名） 公立中学校（熊本市内） 42 － 
公立小学校（熊本市外） 実習生の希望に基づき、自宅等から通うことのできる学校

（出身校以外）に配当。協力校は次ページ以下の通り。 公立中学校（熊本市外） 
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