
学部2022年度（2019年度入学生用）

免許名 免許法施行規則に定める科目区分等 授業科目名 単位数 教員名

中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅰ 2 坂口　真理
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅰ 2 山口　麻衣子
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅱ 2 坂口　真理
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅱ 2 山口　麻衣子
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文法Ⅰ 2 伊藤　豊美
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文法Ⅱ 2 小橋　雅彦
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語史Ⅰ 2 坂口　真理
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語史Ⅱ 2 坂口　真理
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代言語学概論Ⅰ 2 齋藤　衛
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代言語学概論Ⅱ 2 齋藤　衛
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語音声学 2 伊藤　豊美
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅰ 2 赤松　佳子
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅰ 2 松井　かや
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅱ 2 赤松　佳子
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅱ 2 松井　かや
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英国文学史Ⅰ 2 松井　かや
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英国文学史Ⅱ 2 松井　かや
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 米国文学史Ⅰ 2 今井　真樹子
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 米国文学史Ⅱ 2 今井　真樹子
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 西洋現代文学概論Ⅰ 2 David Ramsey
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 西洋現代文学概論Ⅱ 2 David Ramsey
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Carolyn Swierski
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Kathryn Bowes
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Thomas Fast
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Raphael Hawkins
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Sebastiano Alexandra
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Carolyn Swierski
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Kathryn Bowes
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Thomas Fast
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Raphael Hawkins
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Sebastiano Alexandra
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅰ 2 Kathryn Bowes
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅰ 2 Raphael Hawkins
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅰ 2 Adam Brod
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅱ 2 Kathryn Bowes
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅱ 2 Raphael Hawkins
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅱ 2 Adam Brod
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅰ 2 Carolyn Swierski
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅰ 2 Thomas Fast
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅰ 2 Adam Brod
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅱ 2 Carolyn Swierski
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅱ 2 Thomas Fast
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅱ 2 Adam Brod
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 異文化理解Ⅰ 2 小野　真由美
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 異文化理解Ⅱ 2 小野　真由美
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科教育法Ⅰ 2 小橋　雅彦
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科教育法Ⅱ 2 小橋　雅彦
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科指導法演習Ⅰ 2 小橋　雅彦
中(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科指導法演習Ⅱ 2 小橋　雅彦
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
中(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
中(英語) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
中(英語) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
中(英語) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
中(英語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
中(英語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
中(英語) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
中(英語) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅰ 2 坂口　真理
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅰ 2 山口　麻衣子
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅱ 2 坂口　真理
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語学概論Ⅱ 2 山口　麻衣子
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文法Ⅰ 2 伊藤　豊美
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文法Ⅱ 2 小橋　雅彦
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語史Ⅰ 2 坂口　真理
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語史Ⅱ 2 坂口　真理
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代言語学概論Ⅰ 2 齋藤　衛
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代言語学概論Ⅱ 2 齋藤　衛
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語音声学 2 伊藤　豊美
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅰ 2 赤松　佳子
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅰ 2 松井　かや
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅱ 2 赤松　佳子
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英文学概論Ⅱ 2 松井　かや
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英国文学史Ⅰ 2 松井　かや
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英国文学史Ⅱ 2 松井　かや
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 米国文学史Ⅰ 2 今井　真樹子
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 米国文学史Ⅱ 2 今井　真樹子
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 西洋現代文学概論Ⅰ 2 David Ramsey
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 西洋現代文学概論Ⅱ 2 David Ramsey
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Carolyn Swierski
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Kathryn Bowes
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Thomas Fast



学部2022年度（2019年度入学生用）

免許名 免許法施行規則に定める科目区分等 授業科目名 単位数 教員名

高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Raphael Hawkins
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅰ 1 Sebastiano Alexandra
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Carolyn Swierski
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Kathryn Bowes
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Thomas Fast
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Raphael Hawkins
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Communicative English Ⅱ 1 Sebastiano Alexandra
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅰ 2 Kathryn Bowes
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅰ 2 Raphael Hawkins
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅰ 2 Adam Brod
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅱ 2 Kathryn Bowes
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅱ 2 Raphael Hawkins
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 Interactive English Ⅱ 2 Adam Brod
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅰ 2 Carolyn Swierski
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅰ 2 Thomas Fast
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅰ 2 Adam Brod
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅱ 2 Carolyn Swierski
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅱ 2 Thomas Fast
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 English Writing Ⅱ 2 Adam Brod
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 異文化理解Ⅰ 2 小野　真由美
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 異文化理解Ⅱ 2 小野　真由美
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科教育法Ⅰ 2 小橋　雅彦
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科教育法Ⅱ 2 小橋　雅彦
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科指導法演習Ⅰ 2 小橋　雅彦
高(英語) 教科及び教科の指導法に関する科目 英語科指導法演習Ⅱ 2 小橋　雅彦
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊藤　豊美
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊木　洋
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 家入　博徳
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 森　泰三
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
高(英語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
高(英語) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
高(英語) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
高(英語) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
高(英語) 大学が独自に設定する科目 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
高(英語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
高(英語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
高(英語) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
高(英語) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋



学部2022年度（2019年度入学生用）

免許名 免許法施行規則に定める科目区分等 授業科目名 単位数 教員名

中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学概論Ⅰ 2 尾崎　喜光
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学概論Ⅱ 2 星野　佳之
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語史Ⅰ 2 星野　佳之
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語史Ⅱ 2 尾崎　喜光
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語音声学Ⅰ 2 中東　靖恵
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語音声学Ⅱ 2 中東　靖恵
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語文法論Ⅰ 2 星野　佳之
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語文法論Ⅱ 2 星野　佳之
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅰ 2 2022年度は開講せず
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅱ 2 尾崎　喜光
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅲ 2 2022年度は開講せず
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅳ 2 星野　佳之
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 対照言語学Ⅰ 2 青井　由佳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 対照言語学Ⅱ 2 青井　由佳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語表現法Ⅰ 2 伊木　洋
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語表現法Ⅱ 2 伊木　洋
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学概論Ⅰ 2 東城　敏毅
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学概論Ⅱ 2 長原　しのぶ
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅰ 2 東城　敏毅
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅱ 2 長原　しのぶ
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅱ 2 野澤　真樹
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅰ 2 東城　敏毅
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅱ 2 東城　敏毅
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅲ 2 中井　賢一
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅳ 2 中井　賢一
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅰ 2 江草　弥由起
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅱ 2 江草　弥由起
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅲ 2 阿部　泰郎
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅲ 2 野澤　真樹
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅳ 2 兼築　信行
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅰ 2 野澤　真樹
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅱ 2 野澤　真樹
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅲ 2 山本　秀樹
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅳ 2 山本　秀樹
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅰ 2 山根　知子
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅱ 2 山根　知子
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅲ 2 長原　しのぶ
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅳ 2 長原　しのぶ
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅴ 2 綾目　広治
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅵ 2 綾目　広治
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢文学Ⅰ 2 橘　英範
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢文学Ⅱ 2 橘　英範
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本漢文学史 2 土屋　聡
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 書写法Ⅰ 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 書写法Ⅱ 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 硬筆書法 1 倉橋　肇
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 硬筆書法 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 書式研究 1 倉橋　肇
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 書式研究 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 書法基礎 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢字仮名交じり書法Ⅰ 1 倉橋　肇
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢字仮名交じり書法Ⅰ 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 楷・行書法Ⅰ 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 仮名書法Ⅰ 1 倉橋　肇
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 仮名書法Ⅰ 1 家入　博徳
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科教育法Ⅰ 2 伊木　洋
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科教育法Ⅱ 2 伊木　洋
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科指導法演習Ⅰ 2 伊木　洋
中(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科指導法演習Ⅱ 2 伊木　洋
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
中(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
中(国語) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
中(国語) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
中(国語) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
中(国語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
中(国語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
中(国語) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
中(国語) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学概論Ⅰ 2 尾崎　喜光
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学概論Ⅱ 2 星野　佳之
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語史Ⅰ 2 星野　佳之
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語史Ⅱ 2 尾崎　喜光
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語音声学Ⅰ 2 中東　靖恵
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語音声学Ⅱ 2 中東　靖恵
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語文法論Ⅰ 2 星野　佳之
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語文法論Ⅱ 2 星野　佳之
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅰ 2 2022年度は開講せず
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅱ 2 尾崎　喜光
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅲ 2 2022年度は開講せず
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語学特講Ⅳ 2 星野　佳之
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 対照言語学Ⅰ 2 青井　由佳
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 対照言語学Ⅱ 2 青井　由佳



学部2022年度（2019年度入学生用）

免許名 免許法施行規則に定める科目区分等 授業科目名 単位数 教員名

高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語表現法Ⅰ 2 伊木　洋
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本語表現法Ⅱ 2 伊木　洋
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学概論Ⅰ 2 東城　敏毅
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学概論Ⅱ 2 長原　しのぶ
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅰ 2 東城　敏毅
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅱ 2 長原　しのぶ
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅱ 2 野澤　真樹
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅰ 2 東城　敏毅
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅱ 2 東城　敏毅
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅲ 2 中井　賢一
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅳ 2 中井　賢一
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅰ 2 江草　弥由起
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅱ 2 江草　弥由起
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅲ 2 阿部　泰郎
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅲ 2 野澤　真樹
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅳ 2 兼築　信行
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅰ 2 野澤　真樹
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅱ 2 野澤　真樹
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅲ 2 山本　秀樹
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅳ 2 山本　秀樹
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅰ 2 山根　知子
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅱ 2 山根　知子
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅲ 2 長原　しのぶ
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅳ 2 長原　しのぶ
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅴ 2 綾目　広治
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅵ 2 綾目　広治
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢文学Ⅰ 2 橘　英範
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢文学Ⅱ 2 橘　英範
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本漢文学史 2 土屋　聡
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科教育法Ⅰ 2 伊木　洋
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科教育法Ⅱ 2 伊木　洋
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科指導法演習Ⅰ 2 伊木　洋
高(国語) 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科指導法演習Ⅱ 2 伊木　洋
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊藤　豊美
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊木　洋
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 家入　博徳
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 森　泰三
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
高(国語) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
高(国語) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
高(国語) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
高(国語) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
高(国語) 大学が独自に設定する科目 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
高(国語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
高(国語) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
高(国語) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
高(国語) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 書法基礎 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢字仮名交じり書法Ⅰ 1 倉橋　肇
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢字仮名交じり書法Ⅰ 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢字仮名交じり書法Ⅱ 1 倉橋　肇
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢字仮名交じり書法Ⅱ 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 楷・行書法Ⅰ 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 楷・行書法Ⅱ 1 倉橋　肇
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 楷・行書法Ⅱ 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 草書法 1 倉橋　肇
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 草書法 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 篆・隷書法 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 篆刻法 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 仮名書法Ⅰ 1 倉橋　肇
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 仮名書法Ⅰ 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 仮名書法Ⅱ 1 倉橋　肇
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 仮名書法Ⅱ 1 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本書法史 2 隔年開講
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 中国書法史 2 隔年開講
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 書論・鑑賞法Ⅰ 2 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 書論・鑑賞法Ⅱ 2 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学概論Ⅰ 2 東城　敏毅
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学概論Ⅱ 2 長原　しのぶ
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅰ 2 東城　敏毅
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅱ 2 長原　しのぶ
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本文学史Ⅱ 2 野澤　真樹
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅰ 2 東城　敏毅
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅱ 2 東城　敏毅
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅲ 2 中井　賢一
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 古代文学特講Ⅳ 2 中井　賢一
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅰ 2 江草　弥由起
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅱ 2 江草　弥由起
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅲ 2 阿部　泰郎
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅲ 2 野澤　真樹
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 中世文学特講Ⅳ 2 兼築　信行
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅰ 2 野澤　真樹
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高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅱ 2 野澤　真樹
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅲ 2 山本　秀樹
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近世文学特講Ⅳ 2 山本　秀樹
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅰ 2 山根　知子
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅱ 2 山根　知子
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅲ 2 長原　しのぶ
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅳ 2 長原　しのぶ
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅴ 2 綾目　広治
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 近代文学特講Ⅵ 2 綾目　広治
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢文学Ⅰ 2 橘　英範
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 漢文学Ⅱ 2 橘　英範
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本漢文学史 2 土屋　聡
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 書道科教育法Ⅰ 2 家入　博徳
高(書道) 教科及び教科の指導法に関する科目 書道科教育法Ⅱ 2 家入　博徳
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊藤　豊美
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊木　洋
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 家入　博徳
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 森　泰三
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
高(書道) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
高(書道) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
高(書道) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
高(書道) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
高(書道) 大学が独自に設定する科目 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
高(書道) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
高(書道) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
高(書道) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
高(書道) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
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中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅰ 2 隔年開講
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅱ 2 久野　洋
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本社会史Ⅰ 2 西尾　和美
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本社会史Ⅱ 2 久野　洋
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 地域社会史 2 2022年度は開講せず
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 考古学Ⅰ 2 紺谷　亮一
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 民俗学Ⅰ 2 小嶋　博巳
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 民俗学Ⅱ 2 小嶋　博巳
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅰ 2 西尾　和美
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅱ 2 久野　洋
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅲ 2 鈴木　真
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅳ 2 轟木　広太郎
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史原論 2 轟木　広太郎
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 アジア社会史Ⅰ 2 鈴木　真
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 アジア社会史Ⅱ 2 鈴木　真
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 ヨーロッパ社会史Ⅰ 2 轟木　広太郎
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 ヨーロッパ社会史Ⅱ 2 轟木　広太郎
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 宗教社会史 2 尾﨑　秀夫
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 考古学Ⅱ 2 紺谷　亮一
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅲ 2 紺谷　亮一
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅳ 2 鈴木　真
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 地理学概論 2 森　泰三
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 人文地理学 2 森　泰三
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 自然地理学 2 松多　信尚
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 文化人類学 2 上水流　久彦
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 地域社会学 2 二階堂　裕子
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 地誌学Ⅰ 2 2022年度は開講せず
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 地誌学Ⅱ 2 森　泰三
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 わたしたちの社会と法 2 浅沼　友恵
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本国憲法Ⅰ 2 浅沼　友恵
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本国憲法Ⅱ 2 高橋　正徳
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 わたしたちの社会と政治 2 小田川　大典
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 行政法 2 高橋　正徳
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会法 2 浅沼　友恵
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 中山　ちなみ
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 二階堂　裕子
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 濱西　栄司
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 福田　雄
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 山下　美紀
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会学原論 2 濱西　栄司
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 理論社会学 2 山下　美紀
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会集団・組織論 2 濱西　栄司
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 家族社会学 2 山下　美紀
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 ジェンダー論 2 山下　美紀
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会調査論Ⅰ 2 山下　美紀
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会調査論Ⅱ 2 中山　ちなみ
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会調査論Ⅲ 2 福田　雄
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会統計学Ⅰ 2 中山　ちなみ
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会統計学Ⅱ 2 山本　圭三
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 経済学基礎 2 浅野　貴央
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会教育学 2 2022年度は開講せず
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅰ 2 二階堂　裕子
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅱ 2 福田　雄
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅲ 2 濱西　栄司
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅳ 2 中山　ちなみ
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 哲学基礎 2 出村　和彦
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会倫理学Ⅰ 2 﨑川　修
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会倫理学Ⅱ 2 2022年度は開講せず
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 宗教社会学 2 福田　雄
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・地歴科教育法Ⅰ 2 森　泰三
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・地歴科教育法Ⅱ 2 森　泰三
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・公民科教育法Ⅰ 2 國吉　久美子
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・公民科教育法Ⅱ 2 三浦　隆志
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会科指導法演習Ⅰ 2 森　泰三
中(社会) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会科指導法演習Ⅱ 2 森　泰三
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
中(社会) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
中(社会) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
中(社会) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
中(社会) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
中(社会) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
中(社会) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
中(社会) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
中(社会) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅰ 2 隔年開講
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅱ 2 久野　洋
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本社会史Ⅰ 2 西尾　和美
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本社会史Ⅱ 2 久野　洋
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 地域社会史 2 2022年度は開講せず
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 考古学Ⅰ 2 紺谷　亮一
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 民俗学Ⅰ 2 小嶋　博巳
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 民俗学Ⅱ 2 小嶋　博巳
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高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅰ 2 西尾　和美
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅱ 2 久野　洋
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅲ 2 鈴木　真
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 歴史学Ⅳ 2 轟木　広太郎
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史原論 2 轟木　広太郎
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 アジア社会史Ⅰ 2 鈴木　真
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 アジア社会史Ⅱ 2 鈴木　真
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 ヨーロッパ社会史Ⅰ 2 轟木　広太郎
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 ヨーロッパ社会史Ⅱ 2 轟木　広太郎
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 宗教社会史 2 尾﨑　秀夫
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 考古学Ⅱ 2 紺谷　亮一
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅲ 2 紺谷　亮一
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会史特講Ⅳ 2 鈴木　真
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 地理学概論 2 森　泰三
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 人文地理学 2 森　泰三
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 自然地理学 2 松多　信尚
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 文化人類学 2 上水流　久彦
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 地域社会学 2 二階堂　裕子
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 地誌学Ⅰ 2 2022年度は開講せず
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 地誌学Ⅱ 2 森　泰三
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・地歴科教育法Ⅰ 2 森　泰三
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・地歴科教育法Ⅱ 2 森　泰三
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会科指導法演習Ⅰ 2 森　泰三
高(地歴) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会科指導法演習Ⅱ 2 森　泰三
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊藤　豊美
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊木　洋
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 家入　博徳
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 森　泰三
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
高(地歴) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
高(地歴) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 わたしたちの社会と法 2 浅沼　友恵
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本国憲法Ⅰ 2 浅沼　友恵
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 日本国憲法Ⅱ 2 高橋　正徳
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 わたしたちの社会と政治 2 小田川　大典
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 行政法 2 高橋　正徳
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会法 2 浅沼　友恵
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 中山　ちなみ
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 二階堂　裕子
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 濱西　栄司
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 福田　雄
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学基礎 2 山下　美紀
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会学原論 2 濱西　栄司
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 理論社会学 2 山下　美紀
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会集団・組織論 2 濱西　栄司
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 家族社会学 2 山下　美紀
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 ジェンダー論 2 山下　美紀
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会調査論Ⅰ 2 山下　美紀
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会調査論Ⅱ 2 中山　ちなみ
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会調査論Ⅲ 2 福田　雄
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会統計学Ⅰ 2 中山　ちなみ
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会統計学Ⅱ 2 山本　圭三
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 経済学基礎 2 浅野　貴央
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会教育学 2 2022年度は開講せず
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅰ 2 二階堂　裕子
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅱ 2 福田　雄
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅲ 2 濱西　栄司
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代社会学特講Ⅳ 2 中山　ちなみ
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 哲学基礎 2 出村　和彦
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会倫理学Ⅰ 2 﨑川　修
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会倫理学Ⅱ 2 2022年度は開講せず
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会心理学 2 中山　ちなみ
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 宗教社会学 2 福田　雄
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・公民科教育法Ⅰ 2 國吉　久美子
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会・公民科教育法Ⅱ 2 三浦　隆志
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会科指導法演習Ⅰ 2 森　泰三
高(公民) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会科指導法演習Ⅱ 2 森　泰三
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三



学部2022年度（2019年度入学生用）

免許名 免許法施行規則に定める科目区分等 授業科目名 単位数 教員名

高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊藤　豊美
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊木　洋
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 家入　博徳
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 森　泰三
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
高(公民) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
高(公民) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
高(公民) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
高(公民) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
高(公民) 大学が独自に設定する科目 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
高(公民) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
高(公民) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
高(公民) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
高(公民) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋



学部2022年度（2019年度入学生用）
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中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 生活経営学 2 豊田　尚吾
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代経営学 2 豊田　尚吾
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家族関係学 2 﨑川　修
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 生活経済学 2 豊田　尚吾
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代経済学 2 2022年度は開講せず
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 消費者商品学 2 葉口　英子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服構成及び実習Ⅰ 2 中川　敦子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服構成及び実習Ⅱ 2 中川　敦子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服構成及び実習Ⅲ 2 小橋　裕子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服学Ⅰ 2 中川　敦子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服学Ⅱ 2 中川　敦子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 衣料学 2 中川　敦子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 栄養学 2 藤井　紘子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 食品学 2 藤井　紘子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 調理学 2 山本　幾子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 調理実習Ⅰ 2 山本　幾子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 調理実習Ⅱ 2 山本　幾子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 住居計画学 2 成清　仁士
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 住居学 2 成清　仁士
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 保育学 2 片平　朋世
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科教育法Ⅰ 2 山本　幾子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科教育法Ⅱ 2 山本　幾子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科指導法演習Ⅰ 2 山本　幾子
中(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科指導法演習Ⅱ 2 山本　幾子
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
中(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
中(家庭) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
中(家庭) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
中(家庭) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
中(家庭) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
中(家庭) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
中(家庭) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
中(家庭) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 生活経営学 2 豊田　尚吾
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代経営学 2 豊田　尚吾
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家族関係学 2 﨑川　修
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 生活経済学 2 豊田　尚吾
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 現代経済学 2 2022年度は開講せず
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 消費者商品学 2 葉口　英子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服構成及び実習Ⅰ 2 中川　敦子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服構成及び実習Ⅱ 2 中川　敦子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服構成及び実習Ⅲ 2 小橋　裕子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服学Ⅰ 2 中川　敦子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 被服学Ⅱ 2 中川　敦子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 衣料学 2 中川　敦子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 栄養学 2 藤井　紘子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 食品学 2 藤井　紘子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 調理学 2 山本　幾子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 調理実習Ⅰ 2 山本　幾子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 調理実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 住居計画学 2 成清　仁士
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 住居学 2 成清　仁士
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 保育学 2 片平　朋世
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭看護学 2 川上　道子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭機械及び家庭電気 2 笠井　俊信
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 生活情報処理 2 大東　正虎
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科教育法Ⅰ 2 山本　幾子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科教育法Ⅱ 2 山本　幾子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科指導法演習Ⅰ 2 山本　幾子
高(家庭) 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科指導法演習Ⅱ 2 山本　幾子
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
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高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊藤　豊美
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊木　洋
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 家入　博徳
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 森　泰三
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
高(家庭) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
高(家庭) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉学Ⅰ 2 杉山　博昭
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉学Ⅱ 2 杉山　博昭
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉学Ⅱ 2 﨑川　修
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会保障論Ⅰ 2 杉山　博昭
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会保障論Ⅱ 2 杉山　博昭
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 地域福祉論Ⅰ 2 中井　俊雄
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 地域福祉論Ⅱ 2 中井　俊雄
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 公的扶助論 2 杉山　博昭
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 高齢者福祉論Ⅰ 2 濱﨑　絵梨
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 高齢者福祉論Ⅱ 2 2022年度は開講せず
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 児童福祉論 2 小川　知晶
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 児童の生活と福祉 2 小川　知晶
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 障害者福祉論 2 中井　俊雄
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉援助技術論Ⅰ 2 中井　俊雄
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉援助技術論Ⅱ 2 中井　俊雄
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉援助技術論Ⅲ 2 濱﨑　絵梨
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉援助技術論Ⅳ 2 中井　俊雄
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉援助技術論Ⅴ 2 濱﨑　絵梨
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉援助技術論Ⅵ 2 濱﨑　絵梨
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 介護理論及び介護技術 2 濱﨑　絵梨
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 社会福祉総合実習 2 濱﨑　絵梨
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 こころとからだの理解Ⅰ 2 若林　美佐子
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 こころとからだの理解Ⅱ 2 中野　ひとみ
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 福祉科教育法Ⅰ 2 立石　麻美子
高(福祉) 教科及び教科の指導法に関する科目 福祉科教育法Ⅱ 2 立石　麻美子
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 伊木　洋
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊藤　豊美
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 伊木　洋
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 家入　博徳
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 森　泰三
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習事前事後指導 1 山本　幾子
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊藤　豊美
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 伊木　洋
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 家入　博徳
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 森　泰三
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅰ 4 山本　幾子
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊藤　豊美
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 伊木　洋
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 家入　博徳
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 森　泰三
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 中等教育実習Ⅱ 2 山本　幾子
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊藤　豊美
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 伊木　洋
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 家入　博徳
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 森　泰三
高(福祉) 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（中・高） 2 山本　幾子
高(福祉) 大学が独自に設定する科目 発達心理学 2 湯澤　美紀
高(福祉) 大学が独自に設定する科目 青少年問題 2 西　隆太朗
高(福祉) 大学が独自に設定する科目 教育法規 2 岡村　富広
高(福祉) 大学が独自に設定する科目 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
高(福祉) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の理論 1 山本　幾子
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高(福祉) 大学が独自に設定する科目 介護等体験の実践 1 山本　幾子
高(福祉) 大学が独自に設定する科目 学校経営と学校図書館 2 赤木　雅宣
高(福祉) 大学が独自に設定する科目 学習指導と学校図書館 2 伊木　洋
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幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 国語Ⅰ 2 赤木　雅宣
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 国語Ⅱ 2 赤木　雅宣
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 国語Ⅱ 2 片平　朋世
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 算数 2 杉能　道明
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 生活 2 杉能　道明
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅰ 2 池田　尚子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅰ 2 藤掛　絢子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅰ 2 小川　詠子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅰ 2 上森　佳枝
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅰ 2 荻野　美穂
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅰ 2 笹岡　あおい
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅰ 2 佐藤　恵美子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅱ 2 池田　尚子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅱ 2 藤掛　絢子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅱ 2 小川　詠子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅱ 2 荻野　美穂
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅱ 2 笹岡　あおい
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅱ 2 加藤　順子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽Ⅱ 2 佐藤　恵美子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 造形Ⅰ 2 小田　久美子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 造形Ⅱ 2 片山　裕之
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 体育 2 安江　美保
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 健康の指導法 2 菅田　桂子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 人間関係の指導法 2 三宅　一恵
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 環境の指導法 2 西山　節子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 言葉の指導法 2 片平　朋世
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 音楽表現の指導法 2 藤掛　絢子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 造形表現の指導法 2 小田　久美子
幼稚園 領域及び保育内容の指導法に関する科目（改正施行規 身体表現の指導法 2 安江　美保
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 西井　麻美
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教育思想史 2 尾上　雅信
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎論 2 赤木　雅宣
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎論 2 三宅　一恵
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 赤木　雅宣
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 三宅　一恵
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教育法規 2 岡村　富広
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 家庭教育 2 福原　史子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教育・学校心理学 2 湯澤　美紀
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 発達心理学Ⅰ 2 湯澤　美紀
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 発達心理学Ⅱ 2 湯澤　美紀
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 青少年問題 2 西　隆太朗
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程の理論と方法 2 伊藤　美保子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程の理論と方法 2 三宅　一恵
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程の理論と方法 2 西山　節子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 指導法の理論と方法 2 福原　史子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 幼児理解及び教育相談の理論と方法 2 三宅　一恵
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 赤木　雅宣
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 湯澤　美紀
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 池田　尚子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 杉能　道明
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 児子　千鶴子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 三宅　一恵
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 土居　裕士
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 西山　節子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 福原　史子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 安江　美保
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 赤木　雅宣
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 湯澤　美紀
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 池田　尚子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 杉能　道明
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 児子　千鶴子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 三宅　一恵
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 土居　裕士
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 西山　節子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 福原　史子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 安江　美保
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 赤木　雅宣
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 湯澤　美紀
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 池田　尚子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 杉能　道明
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 青山　新吾
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 三宅　一恵
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 土居　裕士
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 後藤　緑
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 西山　節子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 福原　史子
幼稚園 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 安江　美保
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 西　隆太朗
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 赤木　雅宣
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 東　俊一
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 小田　久美子
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 湯澤　美紀
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 片平　朋世
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 杉能　道明
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 村中　李衣
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 三宅　一恵
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 藤掛　絢子
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 日下　紀子
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 土居　裕士
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 西山　節子
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 椙原　彰子
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 福原　史子
幼稚園 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 中内　みさ
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小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 国語Ⅰ 2 赤木　雅宣
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 国語Ⅱ 2 赤木　雅宣
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 国語Ⅱ 2 片平　朋世
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 書道 2 岡村　富広
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 社会 2 土居　裕士
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 算数 2 杉能　道明
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 理科 2 鳥居　恭治
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 生活 2 杉能　道明
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅰ 2 池田　尚子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅰ 2 藤掛　絢子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅰ 2 小川　詠子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅰ 2 上森　佳枝
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅰ 2 荻野　美穂
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅰ 2 笹岡　あおい
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅰ 2 佐藤　恵美子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅱ 2 池田　尚子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅱ 2 藤掛　絢子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅱ 2 小川　詠子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅱ 2 荻野　美穂
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅱ 2 笹岡　あおい
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅱ 2 加藤　順子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽Ⅱ 2 佐藤　恵美子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 造形Ⅰ 2 小田　久美子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 造形Ⅱ 2 片山　裕之
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭 2 西　弘子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 体育 2 安江　美保
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 小学校英語 2 Jason Williams
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 小学校英語 2 福原　史子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 国語科指導法 2 赤木　雅宣
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 社会科指導法 2 土居　裕士
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 算数科指導法 2 杉能　道明
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 理科指導法 2 鳥居　恭治
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 生活科指導法 2 杉能　道明
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 音楽科指導法 2 藤掛　絢子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 図画工作科指導法 2 片山　裕之
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 家庭科指導法 2 西　弘子
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 体育科指導法 2 安江　美保
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 小学校英語科指導法 2 小橋　雅彦
小学校 教科及び教科の指導法に関する科目 小学校英語科指導法 2 福原　史子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 西井　麻美
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教育思想史 2 尾上　雅信
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎論 2 赤木　雅宣
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎論 2 三宅　一恵
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 赤木　雅宣
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 三宅　一恵
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教育法規 2 岡村　富広
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 家庭教育 2 福原　史子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教育・学校心理学 2 湯澤　美紀
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 発達心理学Ⅰ 2 湯澤　美紀
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 発達心理学Ⅱ 2 湯澤　美紀
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 青少年問題 2 西　隆太朗
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 後藤　緑
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 道徳教育の理論と方法 2 重松　恵子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間の指導法 2 三浦　隆志
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 特別活動の指導法 2 守田　暁美
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 杉能　道明
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導の理論と方法 2 土居　裕士
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談及び進路指導・キャリア教育の理論と方法 2 日下　紀子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 赤木　雅宣
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 湯澤　美紀
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 池田　尚子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 杉能　道明
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 児子　千鶴子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 三宅　一恵
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 土居　裕士
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 西山　節子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 福原　史子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習事前事後指導 1 安江　美保
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 赤木　雅宣
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 湯澤　美紀
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 池田　尚子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 杉能　道明
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 児子　千鶴子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 三宅　一恵
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 土居　裕士
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 西山　節子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 福原　史子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 初等教育実習 4 安江　美保
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 赤木　雅宣
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 湯澤　美紀
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 池田　尚子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 杉能　道明
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 青山　新吾
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 三宅　一恵
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 土居　裕士
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 後藤　緑
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 西山　節子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 福原　史子
小学校 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（幼・小） 2 安江　美保
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 西　隆太朗
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 赤木　雅宣
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 東　俊一
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 小田　久美子
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 湯澤　美紀
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 片平　朋世
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 杉能　道明
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 村中　李衣
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 三宅　一恵
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 藤掛　絢子
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 日下　紀子
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 土居　裕士
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 西山　節子
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 椙原　彰子
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 福原　史子
小学校 大学が独自に設定する科目 総合演習Ⅱ 2 中内　みさ
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特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育総論 2 青山　新吾
特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育総論 2 土居　裕士
特別支援 特別支援教育に関する科目 知的障害児の心理・生理・病理 2 東　俊一
特別支援 特別支援教育に関する科目 知的障害児の心理・生理・病理 2 大野　繁
特別支援 特別支援教育に関する科目 肢体不自由児の心理・生理・病理 2 大野　繁
特別支援 特別支援教育に関する科目 病弱児の心理・生理・病理 2 中内　みさ
特別支援 特別支援教育に関する科目 知的障害児教育 2 青山　新吾
特別支援 特別支援教育に関する科目 肢体不自由児教育 2 篠田　千枝
特別支援 特別支援教育に関する科目 病弱児教育 2 中内　みさ
特別支援 特別支援教育に関する科目 知的障害児教育総論 2 青山　新吾
特別支援 特別支援教育に関する科目 肢体不自由児教育総論 2 佐藤　暁
特別支援 特別支援教育に関する科目 重複障害児教育総論 1 本保　恭子
特別支援 特別支援教育に関する科目 視覚障害児教育総論 1 竹村　英一
特別支援 特別支援教育に関する科目 聴覚障害児教育総論 1 國末　和也
特別支援 特別支援教育に関する科目 LD児等教育総論 2 東　俊一
特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育実習事前事後指導 1 青山　新吾
特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育実習事前事後指導 1 日下　紀子
特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育実習事前事後指導 1 土居　裕士
特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育実習 2 青山　新吾
特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育実習 2 日下　紀子
特別支援 特別支援教育に関する科目 特別支援教育実習 2 土居　裕士



学部2022年度（2019年度入学生用）

免許名 免許法施行規則に定める科目区分等 授業科目名 単位数 教員名

栄養教諭 栄養に係る教育に関する科目 学校栄養教育論Ⅰ 2 平元　薫
栄養教諭 栄養に係る教育に関する科目 学校栄養教育論Ⅱ 2 平元　薫
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 教育原理 2 小林　修典
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 教職基礎 2 小橋　雅彦
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 学校経営論 2 伊藤　豊美
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 教育心理学 2 湯澤　美紀
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 特別支援教育基礎論 2 青山　新吾
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 教育課程論 2 河合　保生
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 道徳教育の理論と方法 2 國吉　久美子
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 家入　博徳
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 森　泰三
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 教育方法論 2 高旗　浩志
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 生徒指導論 2 土居　裕士
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 教育相談 2 日下　紀子
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 栄養教育実習事前事後指導 1 若本　ゆかり
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 栄養教育実習 1 若本　ゆかり
栄養教諭 教育の基礎的理解に関する科目等 教職実践演習（栄養教諭） 2 若本　ゆかり


