
　教育学部　教育学科

　小学校教諭一種免許状

（2022年度）

本学における開設授業科目 担当教員

国語科概論Ⅰ 加藤良徳

国語科概論Ⅱ（書写実習を含む） 蛯谷みさ　松本仁志

社会科概論Ⅰ 岡崎均

社会科概論Ⅱ 岡崎均

算数科概論Ⅰ 中川一彦

算数科概論Ⅱ 中川一彦

理科概論Ⅰ 神山真一

理科概論Ⅱ 神山真一

生活 生活科概論 西川秀智

音楽科概論 石塚真子

器楽演習 石塚真子

図画工作 図画工作科概論 藤原和幸

家庭 家庭科概論 山本良子

体育 体育科概論 栗田昇平

外国語 英語科概論 吉田雅子

教科教育法（国語） 蛯谷みさ

教科教育法（社会） 岡崎均

教科教育法（算数） 中川一彦

教科教育法（理科） 神山真一

教科教育法（生活） 馬野範雄

教科教育法（音楽） 石塚真子

教科教育法（図画工作） 藤原和幸

教科教育法（家庭） 山本良子

教科教育法（体育） 栗田昇平

教科教育法（英語） 吉田雅子

教育原論 髙宮正貴

教職論 吉美学

教育行政学 岸田正幸

学校教育心理学 土田幸男

特別ニーズ教育論 藤井茂樹

教育課程論 八木秀文

道徳教育の指導法 髙宮正貴

特別活動・総合的な学習の時間の指導法 中尾豊喜

教育方法・技術論（情報通信技術の活用を含む） 八木秀文

生徒指導論・進路指導論 八木秀文

教育相談 土田幸男

教育実習（初等） 吉美学　神山真一

教職実践演習（初等・中等）
岡崎均　加藤良徳　岸田正幸
中川一彦　藤原彰子　吉美学
髙宮正貴　栗田昇平　浜上洋平

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、
教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

教育実践に関する科目

科目担当者一覧

免許法施行規則に定める科目区分
及び各科目に含めることが必要な事項

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国語
（書写を含む。）

社会

算数

理科

音楽

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含
む。）



　教育学部　教育学科

　中学校教諭一種免許状（保健体育）、高等学校教諭一種免許状（保健体育）

（2022年度）

本学における開設授業科目 担当教員

体育実技（陸上競技Ⅰ） 栗山佳也

体育実技（水泳Ⅰ） 浜上洋平

体育実技（器械運動Ⅰ） 田原宏晃

体育実技（柔道Ⅰ） 若松尚子

体育実技（剣道Ⅰ） 田中良平

体育実技（ダンスⅠ） 森田玲子

球技（バレーボール） 長江晃生

球技（バスケットボール） 彦次佳

体育原理 森田啓

体育心理学 手塚洋介

体育経営論 金山千広

体育社会学 金子勝司

体育史 中房敏朗

運動学・運動方法学 曽根純也

生理学（運動生理学を含む。） 生理学（運動生理学を含む） 植木章三

衛生学・公衆衛生学 衛生学・公衆衛生学 植木章三

学校保健（小児保健、学校安全を含む） 小川剛司

精神保健学 柳本嘉時

運動療法（救急処置を含む） 竹内亮

保健体育科教育法Ⅰ 浜上洋平

保健体育科教育法Ⅱ 浜上洋平

保健体育科教育法Ⅲ 浜上洋平

保健体育科教育法Ⅳ 浜上洋平

教育原論 髙宮正貴

教職論 吉美学

教育行政学 岸田正幸

学校教育心理学 土田幸男

特別ニーズ教育論 藤井茂樹

教育課程論 八木秀文

道徳教育の指導法 髙宮正貴

特別活動・総合的な学習の時間の指導法 中尾豊喜

教育方法・技術論（情報通信技術の活用含む） 八木秀文

生徒指導論・進路指導論 八木秀文

教育相談 土田幸男

教育実習（中等） 岸田正幸　浜上洋平

教職実践演習（初等・中等）
岡崎均　加藤良徳　岸田正幸
中川一彦　藤原彰子　吉美学
髙宮正貴　栗田昇平　浜上洋平

大学が独自に設定する科目

教育実践に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教
育相談等に関する科目

科目担当者一覧

免許法施行規則に定める科目区分
及び各科目に含めることが必要な事項

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

体育実技

「体育原理、体育心理学、体育経営管理
学、体育社会学、体育史」・運動学（運動
方法学を含む。）

学校保健（小児保健、精神保健、学校安
全及び救急処置を含む。）

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）



　教育学部　教育学科

　特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者（身体虚弱者を含む。）の教育に関する領域））

（2022年度）

本学における開設授業科目 担当教員

特別支援教育論 藤井茂樹

知的障害者の心理・生理・病理 土田幸男

肢体不自由者の心理・生理・病理 土田幸男

病弱者の心理・生理・病理 武田鉄郎　宇野正章

知的障害者の発達と心理 土田幸男

障害児の教育課程 藤原彰子

知的障害教育指導法 藤原彰子

肢体不自由教育指導法 曽根裕二

病弱教育指導法 武田鉄郎

重複障害教育総論 曽根裕二

言語障害教育総論 藤井茂樹

感覚障害教育総論 藤原彰子　牟田口辰己

発達障害教育総論 藤井茂樹

情緒障害教育総論 宇野正章

教育実習（特別支援） 藤原彰子　曽根裕二

免許状に定め
られることとな
る特別支援教
領域以外の領
域に関する科
目

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関する科目

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教
育課程及び指導法に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習

科目担当者一覧

免許法施行規則に定める科目区分

特別支援教育の基礎理論に関する科目

特別支援教領
域に関する科
目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育
課程及び指導法に関する科目



　教育学部　教育学科

　教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

（2022年度）

本学における開設授業科目 担当教員

日本国憲法 林直子

基礎体育Ⅰ 栗田昇平

基礎体育Ⅱ 栗田昇平

英語Ⅱa Jonathan MacNab　　Paul Winterburn

英語Ⅱb Jonathan MacNab　　Paul Winterburn

情報処理Ⅰ 三浦泰夫

情報処理Ⅱ 三浦泰夫

日本国憲法

数理、データ活用及び人工知能に関する
科目又は情報機器の操作

外国語コミュニケーション

体育

科目担当者一覧

教育職員免許法
施行規則第66条の6に定める科目


