
【文学部教育学科】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U380100101 基礎演習 2 第１学期 栗原　清

U380101101 自然体験実習 ２泊３日のキャンプ実習 2 集中（通年） 飯沼　慶一

U380102101 教職概論（教育学科） 2 第２学期 山崎　準二

U380103101 教育基礎（教育学科） 〈戦後教育史〉と〈教育の本質〉 2 第１学期 宮盛　邦友

U380104101 教育心理学（教育学科） 2 第１学期 小方　涼子

U380105101 教育制度（教育学科） 2 第２学期 斉藤　利彦

U380106101 初等教育課程論 2 第１学期 斉藤　利彦

U380107101 初等教育学 2 第２学期 佐藤　学

U380108101 特別支援教育論（小） 2 第２学期 黒住　早紀子

U380109101 社会体験実習 2 集中（通年） 佐藤　陽治

U380112101 卒業論文（教育学科） 12 集中（通年） 斉藤　利彦

U380113101 教育学理論 2 通年 下地　秀樹 隔週

U380114101 教育学・教育実践演習Ⅰ 2 通年 飯沼　慶一 注１）隔週

U380115101 教育学・教育実践演習Ⅱ 2 通年 嶋田　由美 注１）隔週

U380200101 教育学原典講読Ａ 人間形成論（外書講読） 2 通年 宮盛　邦友 隔週

U380200102 教育学原典講読Ｂ 2 第１学期 勝野　正章

U380201101 教育学総合研究 2 集中（通年） 諏訪　哲郎

U380202101 教育実践総合研究Ａ 学校現場の課題と実際 2 第１学期 藤原　孝子

U380202102 教育実践総合研究Ｂ 2 第１学期 南　哲朗

U380202103 教育実践総合研究Ｃ
楽しい学校の創造と教師の役
割

2 第２学期 藤原　孝子

U380300101 世界の教育 2 第１学期 佐藤　学

U380302101 子ども文化論 2 集中（通年） 嶋田　由美

U380303101 学級経営論 望ましい学級集団の育成 2 第１学期 栗原　清

U380304101 児童発達心理学 児童の発達と教育 2 第１学期 山本　政人

U380305101 教育経営組織論 公教育を担う教育行政 2 第２学期 栗原　清

U380306101 教育情報管理論 2 第２学期 櫻橋　賢次

U380307101 学校アーカイブズ論 2 第１学期 斉藤　利彦

U380308101 学校カウンセリング論 2 第２学期 伊藤　亜矢子

U380310101 生涯学習論 2 第１学期 林　幸克

U380311101 市民性教育論 2 第２学期 降旗　信一

U380313101 授業研究 2 第２学期 佐藤　学

U380314101 教師論 2 第１学期 山崎　準二

U380315101 教育社会学 2 第１学期 早坂　めぐみ

U380400101 環境教育論Ⅰ 環境教育の基礎と実践 2 第２学期 飯沼　慶一

U380402101 ボランティア学習論Ⅰ 2 第１学期 由井　一成

U380403101 ボランティア学習論Ⅱ 2 第２学期 林　幸克

U380407101 日本語教育論
「移動する子ども」のことばの教
育を考える

2 第２学期 森沢　小百合 注２）

U380408101 国際理解教育論 2 第２学期 栗原　清 注３）

U380504101 子どもと発達 子どもの遊びと幼児教育 2 集中（通年） 飯沼　慶一

U380507101 教育情報発信 2 第２学期 櫻橋　賢次 注４）

U380508101 アクティブ・ラーニング 2 第１学期 諏訪　哲郎 注５）
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U380600101 初等国語科教育法Ａ 2 第１学期 岩崎　淳

U380600102 初等国語科教育法Ｂ 2 第１学期 岩崎　淳

U380601101 初等社会科教育法Ａ 2 第２学期 久保田　福美

U380601102 初等社会科教育法Ｂ 2 第２学期 久保田　福美

U380602101 初等算数科教育法Ａ 学び合う算数 2 第２学期 吉田　映子

U380602102 初等算数科教育法Ｂ 学び合う算数 2 第２学期 吉田　映子

U380603101 初等理科教育法Ａ 2 第２学期 日置　光久

U380603102 初等理科教育法Ｂ 2 第２学期 日置　光久

U380604101 初等生活科教育法Ａ 2 第２学期 栗原　清

U380604102 初等生活科教育法Ｂ 2 第２学期 飯沼　慶一

U380605101 初等音楽科教育法Ａ 音楽の世界を広げる指導法 2 第２学期 嶋田　由美

U380605102 初等音楽科教育法B 音楽の世界を広げる指導法 2 第２学期 嶋田　由美

U380606101 初等図画工作科教育法Ａ 2 第２学期 辻　政博

U380606102 初等図画工作科教育法Ｂ 2 第２学期 辻　政博

U380607101 初等家庭科教育法Ａ 2 第２学期 貝ノ瀬　ひろ子

U380607102 初等家庭科教育法Ｂ 2 第２学期 貝ノ瀬　ひろ子

U380608101 初等体育科教育法Ａ 2 第１学期 佐藤　陽治

U380608102 初等体育科教育法Ｂ 2 第１学期 佐藤　陽治

U380609101 初等英語活動指導法Ａ 2 第２学期 伊藤　摂子

U380609102 初等英語活動指導法B 2 第２学期 伊藤　摂子

U380610101 初等道徳教育指導法 2 第１学期 柴崎　直人

U380611101 初等特別活動指導法 2 第２学期 柴崎　直人

U380612101 初等教育方法・技術 2 第１学期 佐藤　学

U380613101 初等生徒指導
生徒指導・進路指導の理論研
究と実践研究

2 第２学期 宮盛　邦友

U380700101 教育相談（教育学科） 2 第１学期 久野　晶子

U380701101 教職実践演習（小） 2 集中（通年） 嶋田　由美

U380702101 初等教育実習Ⅰ
平成3１年度小学校教育実習事
前・事後指導

1 集中（通年） 久保田　福美

U380703101 初等教育実習Ⅱ 2 集中（通年） 久保田　福美

U380704101 初等教育実習Ⅲ 2 集中（通年） 久保田　福美

U380705101 介護概論Ａ 1 第２学期 村山　拓 隔週

U380705102 介護概論Ｂ 1 第２学期 村山　拓 隔週

U380800101 国語科概説Ａ 2 第２学期 奥泉　香

U380800102 国語科概説B 2 第２学期 奥泉　香

U380801101 社会科概説Ａ 2 第１学期 久保田　福美

U380801102 社会科概説Ｂ 2 第１学期 久保田　福美

U380802101 算数科概説Ａ 2 第１学期 吉田　映子

U380802102 算数科概説Ｂ 2 第１学期 吉田　映子

U380803101 理科概説Ａ 2 第１学期 飯沼　慶一

U380803102 理科概説Ｂ 2 第１学期 飯沼　慶一

U380804101 生活科概説Ａ 2 第１学期 飯沼　慶一

U380804102 生活科概説Ｂ 2 第１学期 栗原　清
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U380805101 音楽科概説Ａ 音楽のしくみを理解する 2 第１学期 嶋田　由美

U380805102 音楽科概説Ｂ 音楽のしくみを理解する 2 第１学期 嶋田　由美

U380806101 図画工作科概説Ａ
楽しい図画工作ー理解と実践
―

2 第１学期 辻　政博

U380806102 図画工作科概説Ｂ
楽しい図画工作ー理解と実践
―

2 第１学期 辻　政博

U380807101 家庭科概説Ａ 2 第１学期 貝ノ瀬　ひろ子

U380807102 家庭科概説Ｂ 2 第１学期 貝ノ瀬　ひろ子

U380808101 体育科概説Ａ
初等教育における体育の意義
について学ぶ

2 第２学期 佐藤　陽治

U380808102 体育科概説Ｂ
初等教育における体育の意義
について学ぶ

2 第２学期 佐藤　陽治

U380809101 初等英語活動概説Ａ 2 第１学期 伊藤　摂子

U380809102 初等英語活動概説B 2 第１学期 伊藤　摂子

U380810101 書道Ａ（教育学科） 2 第２学期 松岡　千賀子

U380810102 書道Ｂ（教育学科） 2 第１学期 松岡　千賀子

注2）平成28年度以前入学者が履修した場合は「日本語教育論Ⅰ」の単位になる。

注3）平成28年度以前入学者が履修した場合は「国際理解教育論Ⅰ」の単位になる。

注4）平成28年度以前入学者が履修した場合は「発信技法Ⅲ（情報）」の単位になる。

注5）平成28年度以前入学者が履修した場合は「参画型学習論」の単位になる。

注1）平成30年度以前に「教育創造演習」（4単位）の単位を修得している学生は、「教育学・教育実践演習Ⅰ」（2単位）及び「教育学・教育実践演習Ⅱ」
（2単位）を履修することはできない。平成30年度以前入学者が「教育学・教育実践演習Ⅰ」及び「教育学・教育実践演習Ⅱ」を履修した場合は「教育創
造演習」の単位になる。
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