
平成28年度　教職科目時間割　（平成12年度以降入学者対象）

【お願い】教育学部の履修登録については、KULASIS「全学向け共通掲示板」にも掲示しています。下に日程のみを学生に周知しないでください。

履修登録： （前期・通年科目）　４月１５日（金）・４月１８日（月）                           

（後期科目）     　　 １０月１１日（木）・１０月１２日（             ※登録場所は教育学部　　詳細は、掲示によります。

免許法施行規則に
定める科目区分

各科目に含める
必要事項

授　業　科　目　名 必修 単位 担当教員 開講期 曜・時 教　　　室 備　　　　　考

教職教育論 2 石井　英真 前期 月2 農学部
W100

教職教育論 2 長谷川　豊 後期 水5 法経四

教職教育 2 服部　憲児　山名　淳　西岡加名恵 後期 集中
※教育実習終了者対象。開講日は後日掲示。
平成16年度修得分から認定。

比較教育学 2 杉本　均 前期 金2 農学部
W100

▼ 教育学概論Ⅰ 2 隔年開講

▼ 教育人間学概論Ⅰ 2 隔年開講

教育心理学Ⅰ 2 高嶋　雄介 前期 木2 吉田南
4共11

教育心理学Ⅱ 2 牧　剛史 後期 火1 法経六

教育心理学Ⅲ 2 卯月　路子 後期 火2 吉田南
共南11

△ 発達教育論Ⅰ 2 明和　政子　森口　佑介 後期 木2 8演 隔年開講　平成16年度修得分から認定。

▼ 発達教育論Ⅱ 2
隔年開講　平成16年度修得分から認定。
特別支援教育と重複不可。

比較教育制度論 2 杉本　均 後期 木2 農学部
W100

教育社会学概論Ⅰ 2 稲垣　恭子 前期 水4 学術情報メディアセンター南館
地下講義室

教育行政学概論Ⅰ 2 服部　憲児 前期 月2 文学部校舎
3講

教育行政学概論Ⅱ 2 服部　憲児 後期 月2 吉田南
共北27

△ 教育学概論Ⅱ 2 山名　淳 後期 金2 吉田南
共北27 隔年開講

△ 民族と教育 2 駒込　武　杉本　均 後期 水3 一講 隔年開講　平成16年度修得分から認定。

同和・人権教育論 2 渡邊　洋子 前期 水3 総合研究2号館
法科第二教室
教職科目（教育学部科目）として履修すること。
平成16年度修得分から認定。

△ 教育課程論Ⅰ 2 西岡　加名恵 後期 水2 法経四 隔年開講

▼ 教育課程論Ⅱ 2 隔年開講

国語科教育法Ⅰ 4 渡邊　春美 通年 火5 吉田南
1共32

国語科教育法Ⅱ 4 広滝　道代 通年 金3 総合研究2号館
文学部第8講義室

社会科教育法Ⅰ 4 石井　英真 通年 月3 8演

社会科教育法Ⅱ 4 西村　公孝 通年 金5 二講

地理歴史科教育法 4 徳永　俊太 通年 火5 文学部校舎
6講 （地理歴史科は高校のみ）

公民科教育法 4 奥村　好美 通年
前）金3
後）木3

前)総合研究2号館　文学部第10演習室
後)8演

（公民科は高校のみ）

数学科教育法Ⅰ 4 大西　俊弘 通年 月1 理学部6号館201

数学科教育法Ⅰ 4 大西　俊弘 通年 月2 前）理学部6号館202　後）理学部6号館303

数学科教育法Ⅱ 4 小寺　隆幸 通年 火1 前)理学部6号館303　後)理学部6号館201

数学科教育法Ⅱ 4 小寺　隆幸 通年 火2 理学部6号館305

理科教育法Ⅰ 4 内村　浩 通年 金3 農学部W100

理科教育法Ⅰ 4 内村　浩 通年 金4 農学部
W100

理科教育法Ⅱ 4 舟橋　春彦 通年 水2 理系総合実験室（2共106）

理科教育法Ⅱ 4 山下　芳樹 通年 水1 吉田南
共南21

英語科教育法Ⅰ 4 若本　夏美 通年 月1 一講

英語科教育法Ⅱ 4 若本　夏美 通年 月2 一講

▼ ドイツ語科教育法Ⅰ 4 不定期開講

▼ ドイツ語科教育法Ⅱ 4 不定期開講

中国語科教育法Ｉ 4 木津　祐子 通年 水5 文学部校舎
2講 不定期開講

中国語科教育法II 4 平田　昌司 通年 月5 文学部校舎
4演 不定期開講

▼ 保健体育科教育法Ⅰ 4 隔年開講

▼ 保健体育科教育法Ⅱ 4 隔年開講

△ 商業科教育法 4 (前)若林　靖永　(後)岡本　哲弥 通年 前)金2
後)火1 前）法経二　後）法経五 隔年開講　（商業科は高校のみ）

▼ 工業科教育法 4 隔年開講　（工業科は高校のみ）

▼ 農業科教育法 4 隔年開講　（農業科は高校のみ）

▼ 宗教科教育法Ⅰ 4 不定期開講

▼ 宗教科教育法Ⅱ 4 不定期開講

情報科教育法Ⅰ （注１） 2 石田　亨　山下　直美　藤岡　健史 後期 水4 総合研究7号館情報1

情報科教育法Ⅱ 2 田中　克己　田島　敬史　藤岡　健史 後期 水3 総合研究7号館情報1

その他外国語科教育法等 4

道徳の指導法　　　 道徳教育論 中学必修 2 岡本　哲雄 後期 金5 文学部校舎
3講 （中学校免許は必修）　高校免許には算入しない

特別活動の理論と実践 必修 2 川地　亜弥子 後期 木1 農学部
W100

教育社会学概論Ⅱ（特別活動論Ⅰ） 2 竹内　里欧 後期 水4 吉田南
共北25

▼ 教育人間学概論Ⅱ（特別活動論Ⅱ） 2 隔年開講

教育方法論 必修 2 鋒山　泰弘 後期 金2 吉田南
4共30

授業心理学Ⅰ　 2 笹倉　尚子 後期 木1 8演

授業心理学Ⅱ　 2 加藤　のぞみ 前期 月3 二講

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 必修 2 長谷川　豊 後期 水4 法経四

進路指導の理論及び方法 生徒指導の精神と具体的方策 必修 2 川地　亜弥子 前期 木1 農学部
W100

教育相談 2 笹倉　尚子 前期 木1 法経四

教育相談 2 加藤　のぞみ 後期 月3 吉田南
共南01

教職実践演習（4回生以上） 2 石井　英真　北原　琢也 後期 水4 8演

教職実践演習（4回生以上） 2 北原　琢也　石井　英真 後期 集中

教職実践演習（4回生以上） 2 北原　琢也　石井　英真 後期 水2 8演

教職実践演習（4回生以上） 2 赤沢　早人　石井　英真　北原　琢也 後期 金3 理学部6号館
207

教職実践演習（4回生以上） 2 北原　琢也　石井　英真 後期 水3 5演

教職実践演習（4回生以上） 2 樋口　太郎　石井　英真　北原　琢也 後期 月3 5演

教職実践演習（4回生以上） 2 樋口　太郎　石井　英真　北原　琢也 後期 月4 4演

教職実践演習（4回生以上） 2 盛永　俊弘　石井　英真　北原　琢也 後期 火3 4演

教職実践演習（4回生以上） 2 常見　俊直　石井　英真　北原　琢也 後期 水2 理学部6号館
302

教職実践演習（4回生以上） 2 盛永　俊弘　石井　英真　北原　琢也 後期 火4 4演

教育実習Ⅰ（3回生以上） 中学必修 2 田中　耕治　西岡加名恵　大山　泰宏　山名　淳　石井　英真　服部　憲児 通年 集中90＋15時間

教育実習Ⅱ（4回生以上） 必修 3 田中　耕治　西岡加名恵　大山　泰宏　山名　淳　石井　英真　服部　憲児 通年 集中90＋15時間

特別支援教育実習（4回生以上） 該当必修 3 田中　耕治　西岡加名恵　大山　泰宏　山名　淳　石井　英真　服部　憲児 通年 集中90＋15時間

△：H28開講（来年度不開講　隔年開講）　▼：H28不開講

（注1）教科教育法については、当該教科免許のみ有効で他教科の選択及び「教科又は教職」として使用不可。
（注2）指定のない科目は2回生以上の配当(１回生の配当なし）

＊　教科に関する科目については、所属の学部教務掛で確認すること。
＊ 上記の教職科目の他に、日本国憲法、保健体育科目、外国語コミュニケーション、情報機器の操作に関する科目が必修。（詳しくは学生便覧、全学共通科目履修の手引きを参照。）

教職の意義等
に関する科目

教育の基礎理
論に関する科
目

教育課程及び
指導法に関す
る科目

生徒指導、教育
相談及び進路
指導等に関す
る科目

教職実践演習

教育実習

教育の理念並びに教育
に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役
割、教員の職務内容（研
修、服務及び身分保障等
を含む。）進路選択に資す
る各種機会の提供等

幼児、児童及び生徒の
心身の発達及び学習の
過程（障害のある幼児、
児童及び生徒の心身の
発達及び学習の過程を
含む。）

教育に関する社会的、
制度的又は経営的事項

教育課程の意義及び編
成の方法

※情報科教育法はⅠ・Ⅱ合わせて4単位必修
（情報科は高校のみ）

（社会科は中学校のみ）

各教科の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術
（情報機器及び教材の
活用を含む。）

教育相談（カウンセリング
に関する基礎的な知識を
含む。）の理論及び方法

【事前・事後指導を含む】
全体の履修指導は4月中旬。
各教科毎の事前指導は5月上旬
各教科毎の事後指導は11月～12月

教職実践演習オリエンテーションに参加するこ
と
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