
令和３（2021）年度
【教職課程】

（１）教科の指導法に関する科目

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

U910200101 社会科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 梅野　正信 注1）

U910200102 社会科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 梅野　正信 注1）

U910201101 社会科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 栗原　清 注1）

U910202101 社会科教育法Ⅲ　（教職課程） 2 第１学期 延　智子 注1）

U910203101 社会科教育法Ⅳ　（教職課程） 2 第２学期 竹下　孝 注1）

U910210101 公民科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 竹下　孝 注1）

U910210102 公民科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 梅野　正信 注1）

U910211101 公民科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 竹下　孝 注1）

U910211102 公民科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 梅野　正信 注1）

U910221101 情報科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 田中　一樹 注1）

U910230101 地理歴史科教育法Ⅰ　（教職課程）
授業を成り立たせるのに必要な

要素は何か。
2 第１学期 加藤　政夫 注1）

U910230102 地理歴史科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 内野　敦 注1）

U910231101 地理歴史科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 石川　和外 注1）

U910231102 地理歴史科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 延　智子 注1）

U910240101 国語科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 岩崎　淳 注1）

U910240102 国語科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 岩崎　淳 注1）

U910241101 国語科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 本橋　幸康 注1）

U910241102 国語科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 本橋　幸康 注1）

U910242101 国語科教育法Ⅲ　（教職課程）
授業を活性化させる課題設定の

考究
2 第１学期 小原　俊 注1）

U910242102 国語科教育法Ⅲ　（教職課程）
授業を活性化させる課題設定の

考究
2 第１学期 小原　俊 注1）

U910243101 国語科教育法Ⅳ　（教職課程） 2 第２学期 岩崎　淳 注1）

U910243102 国語科教育法Ⅳ　（教職課程） 思考力・判断力・表現力の考究 2 第２学期 小原　俊 注1）

U910250101 書道科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第２学期 松岡　千賀子 注1）

U910260101 英語科教育法Ⅰ　（教職課程） 理念と実技の探究― 2 第１学期 山本　昭夫 注1）

U910260102 英語科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 高田　智子 注1）

U910261101 英語科教育法Ⅱ　（教職課程） 英語の学習と指導の実技演習― 2 第２学期 山本　昭夫 注1）

U910261102 英語科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 高田　智子 注1）

U910262101 英語科教育法Ⅲ　（教職課程） 実技実践演習と振り返り 2 第１学期 山本　昭夫 注1）

U910262102 英語科教育法Ⅲ　（教職課程） 2 第１学期 久保野　りえ 注1）

U910263101 英語科教育法Ⅳ　（教職課程） 英語の学習と指導の実技演習― 2 第２学期 山本　昭夫 注1）

U910263102 英語科教育法Ⅳ　（教職課程） 2 第２学期 小山　英二 注1）

U910270101 独語科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 高瀬　誠 注1）

U910271101 独語科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 高瀬　誠 注1）

U910272101 独語科教育法Ⅲ　（教職課程） 2 第１学期 高瀬　誠 注1）

U910280101 仏語科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 荒川　久美子 注1）

U910281101 仏語科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 荒川　久美子 注1）

U910282101 仏語科教育法Ⅲ　（教職課程） 2 第１学期 荒川　久美子 注1）

U910290101 職業指導科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 集中（通年） 永作　稔 注1）

U910291101 職業指導科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 小菅　清香 注1）



令和３（2021）年度
【教職課程】

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

U910293101 職業指導科教育法Ⅳ　（教職課程）
教科「職業指導」（職業指導の

運営管理）の授業をつくる
2 第２学期 宮盛　邦友 注1）

U910300101 理科教育法Ⅰ　（教職課程） 2 第１学期 殿村　洋文 注1）

U910301101 理科教育法Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 殿村　洋文 注1）

U910302101 理科教育法Ⅲ　（教職課程） 2 集中（通年） 井上　正之 注1）

U910303101 理科教育法Ⅳ　（教職課程） 2 第２学期 新井　直志 注1）

U910310101 数学科教育法Ⅰ　（教職課程）
学ぶ側と教える側から授業を考

える
2 第１学期 高城　彰吾 注1）

U910311101 数学科教育法Ⅱ　（教職課程）
より効果的な学習指導をめざし

て
2 第２学期 高城　彰吾 注1）

U910312101 数学科教育法Ⅲ　（教職課程） 2 第１学期 山本　泰嗣 注1）

U910313101 数学科教育法Ⅳ　（教職課程） 2 第２学期 山本　泰嗣 注1）

注1）同一科目名の授業は、同一年度に履修できない。

（２）教職に関する科目

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

U910100101 教職概論Ａ　（教職課程） 2 第２学期 秋田　喜代美 注1）

U910100102 教職概論Ｂ　（教職課程） 2 第２学期 秋田　喜代美 注1）

U910101101 教育基礎Ａ　（教職課程）
地球時代の教育課題－－その歴

史的・国際比較的展開－－
2 第１学期 宮盛　邦友 注1）

U910101102 教育基礎Ｂ　（教職課程）
地球時代の教育課題－－その歴

史的・国際比較的展開－－
2 第１学期 宮盛　邦友 注1）

U910102101 教育心理学Ａ　（教職課程）
幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程
2 第２学期 大家　まゆみ 注1）

U910102102 教育心理学Ｂ　（教職課程） 2 第１学期 篠ヶ谷　圭太 注1）

U910102103 教育心理学Ｃ　（教職課程） 2 第１学期 小野田　亮介 注1）

U910103101 教育制度Ａ　（教職課程） 2 第２学期 斉藤　利彦 注1）

U910103102 教育制度Ｂ　（教職課程） 2 第２学期 斉藤　利彦 注1）

U910104101 教育課程論Ａ　（教職課程）
―カリキュラム・教材開発の実

践的指導力を育成するー
2 第１学期 下田　好行 注1）

U910104102 教育課程論Ｂ　（教職課程）
―カリキュラム・教材開発の実

践的指導力を育成するー
2 第２学期 下田　好行 注1）

U910105101 特別支援教育論 (中･高)Ａ （教職課程） 2 第２学期 黒住　早紀子 注1）

U910105102 特別支援教育論 (中･高)Ｂ （教職課程） 2 第１学期 伊藤　良子 注1）

U910321101 道徳教育指導論Ａ　（教職課程） 2 第２学期 梅野　正信 注1）

U910321102 道徳教育指導論B　（教職課程）
道徳教育のための理論と指導法

の習得
2 第１学期 柴沼　真 注1）

U910321103 道徳教育指導論C　（教職課程）
道徳教育のための理論と指導法

の習得
2 第１学期 柴沼　真 注1）

U910331101 特別活動指導論Ａ　（教職課程） 2 第１学期 長沼　豊 注1）

U910331102 特別活動指導論B　（教職課程） 2 第１学期 久保田　福美 注1）

U910331103 特別活動指導論C　（教職課程） 2 第２学期 由井　一成 注1）

U910340101 教育方法・技術Ａ　（教職課程） 2 第２学期 秋田　喜代美 注1）

U910340102 教育方法・技術Ｂ　（教職課程） ―ICT・映像を利用した授業を創 2 第１学期 下田　好行 注1）

U910340103 教育方法・技術Ｃ　（教職課程） ―ICT・映像を利用した授業を創 2 第２学期 下田　好行 注1）

U910350101
総合的な学習の時間指導論Ａ （教職課

程）
2 第１学期 柴崎　直人 注1）

U910350102
総合的な学習の時間指導論B （教職課

程）
2 集中（通年） 柴崎　直人 注1）

U910402101 生徒・進路指導論Ａ　（教職課程） 援助することと教育すること 2 第１学期 宮盛　邦友 注1）　注2）

U910402102 生徒・進路指導論Ｂ　（教職課程） 援助することと教育すること 2 集中（通年） 宮盛　邦友 注1）　注2）



令和３（2021）年度
【教職課程】

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

U910402103 生徒・進路指導論Ｃ　（教職課程） 援助することと教育すること 2 第２学期 宮盛　邦友 注1）　注2）

U910410101 教育相談Ａ　（教職課程） 2 第２学期 金子　智栄子 注1）

U910410102 教育相談Ｂ　（教職課程） 2 集中（通年） 上野　泰治 注1）

U910410103 教育相談Ｃ　（教職課程） 連携による相談支援のあり方 2 第１学期 佐野　和規 注1）

U910500101 授業指導論　（教職課程） 2 第２学期 飯沼　慶一

U910501101 部活動指導論　（教職課程） 2 第２学期 長沼　豊

U910502101 教職総合研究Ⅰ　（教職課程）
国語科教材研究・開発と授業構

想
2 第２学期 吉田　ジュン

U910503101 教職総合研究Ⅱ　（教職課程） 2 第２学期 小菅　清香

U910504101 教職総合研究Ⅲ　（教職課程） 2 第１学期 赤荻　千恵子

U910505101 教職総合研究Ⅳ　（教職課程） 2 第１学期 南　哲朗

U910600101 教育実習Ⅰ　（教職課程） 令和3年度実習校実習予定者 1 集中（通年） 岩崎　淳

U910601101 教育実習Ⅱ　（教職課程） 令和3年度実習校実習予定者 2 集中（通年） 岩崎　淳

U910602101 教育実習Ⅲ　（教職課程） 令和3年度実習校実習予定者 2 集中（通年） 岩崎　淳

U910700201 教職実践演習（中・高）Ａ　（教職課程） 2 第２学期 宮盛　邦友 注1）

U910700202 教職実践演習（中・高）Ｂ　（教職課程） 2 第２学期 梅野　正信 注1）

U910700203 教職実践演習（中・高）Ｃ　（教職課程） 2 第２学期 佐藤　陽治 注1）

U910700204 教職実践演習（中・高）Ｄ　（教職課程） 2 第２学期 久保田　福美 注1）

注1）同一科目名の授業は、同一年度に履修できない。

（３）教科に関する特設科目

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

U910800101 日本史　（教職課程） 税制からみた日本の歴史 2 第２学期 中込　律子

U910801101 外国史Ⅰ　（教職課程） 東洋史 2 第２学期 菅野　恵美

U910802101 外国史Ⅱ　（教職課程） 西洋世界の歴史 2 第２学期 丸亀　裕司

U910803101 人文地理学　（教職課程） 2 第２学期 岩垂　雅子

U910804101 自然地理学　（教職課程） 2 第１学期 元木　理寿

U910805101 地理学　（教職課程） 2 第１学期 栗原　清

U910806101 地誌学　（教職課程） 2 第２学期 元木　理寿

U910807101 法律学（国際法を含む）　（教職課程） 2 第１学期 堀見　裕樹

U910808101 政治学（国際政治を含む）　（教職課程） 近代日本思想の中から考える 2 第２学期 田頭　慎一郎

U910809101 社会学　（教職課程） 2 第１学期 姫野　宏輔

U910810101 経済学（国際経済を含む）　（教職課程） 2 第２学期 前野　高章

U910820101 情報社会および倫理　（教職課程） 2 第１学期 伊藤　穣

U910821101 情報と職業　（教職課程） 2 第１学期 長嶋　秀幸

U910830101 書道史　（教職課程） 2 第１学期 金子　大蔵

U910831101 書道概論　（教職課程） 2 第１学期 松岡　千賀子

U910832101 書道Ⅰ（漢字）　（教職課程） 2 通年 松岡　千賀子

注2）平成30年度以前に「生徒指導論」の単位を修得した学生は、「生徒・進路指導論」は履修できない。また、平成30年度以前に入学した教職課程正式履修

者のみ、免許申請の都合により、「生徒・進路指導論」を履修した場合、「生徒指導論」に読み替えを行う。
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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

U910832102 書道Ⅰ（仮名）　（教職課程） 2 通年 松岡　千賀子

U910833101 書道Ⅱ（漢字）　（教職課程） 2 通年 金子　大蔵

U910833102 書道Ⅱ（仮名）　（教職課程） 2 通年 金子　大蔵

U910834101 書道Ⅲ（漢字）　（教職課程） 2 通年 金子　大蔵

U910835101 哲学概論　（教職課程） 2 第１学期 小島　和男

注1）同一科目名の授業は、同一年度に履修できない。


