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コード
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免許
科目

免許種 教科・領域 免許法施行規則に定める事項

01.全学教職科目授業運営部会 2B403 教育学実践体験演習 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2B404 教育心理学実践体験演習 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2B503 教育学実践研究A ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2B504 教育心理学実践研究A ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2B553 教育学実践研究B ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2B554 教育心理学実践研究B ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2B7021 教育課程と教育方法a 本田伊克 ※５ 開講 ✔ 幼小中高 第四欄、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（教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。））

01.全学教職科目授業運営部会 2B7022 教育課程と教育方法b 金田裕子 ※５ 開講 ✔ 幼小中高 第四欄、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（教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。））

01.全学教職科目授業運営部会 2B7023 教育課程と教育方法c 金田裕子 ※５ 開講 ✔ 幼小中高 第四欄、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（教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。））

01.全学教職科目授業運営部会 2B7024 教育課程と教育方法d 本田伊克 ※５ 開講 ✔ 幼小中高 第四欄、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（教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。））

01.全学教職科目授業運営部会 2B7031 道徳の理論と指導a 越中康治 ※５ 開講 ✔ 小中 第四欄、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（道徳の理論及び指導法）
01.全学教職科目授業運営部会 2B7032 道徳の理論と指導b 越中康治 ※５ 開講 ✔ 小中 第四欄、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（道徳の理論及び指導法）
01.全学教職科目授業運営部会 2B7033 道徳の理論と指導c 越中康治 ※５ 開講 ✔ 小中 第四欄、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（道徳の理論及び指導法）
01.全学教職科目授業運営部会 2B7034 道徳の理論と指導d 越中康治 ※５ 開講 ✔ 小中 第四欄、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（道徳の理論及び指導法）
01.全学教職科目授業運営部会 2B7041 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）a 吉村敏之 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（総合的な学習の時間の指導法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B7042 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）b 吉村敏之 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（総合的な学習の時間の指導法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B7043 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）c 吉村敏之 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（総合的な学習の時間の指導法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B7044 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）d 吉村敏之 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（総合的な学習の時間の指導法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8521 児童･生徒理解（生徒・進路指導論を含む。）a 渡部敦子 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（生徒指導の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8522 児童･生徒理解（生徒・進路指導論を含む。）b 久保順也 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（生徒指導の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8523 児童･生徒理解（生徒・進路指導論を含む。）c 佐藤宏平 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（生徒指導の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8524 児童･生徒理解（生徒・進路指導論を含む。）d 久保順也 ※５ 開講 ✔ 小中高 第四欄、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（生徒指導の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8711 教育相談（カウンセリングを含む）a 樋口広思 ※５ 前期 ✔ 幼小中高 第四欄、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（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）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8712 教育相談（カウンセリングを含む）b 樋口広思 ※５ 後期 ✔ 幼小中高 第四欄、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（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）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8713 教育相談（カウンセリングを含む）c 熊谷亮 ※５ 後期 ✔ 幼小中高 第四欄、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（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）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8714 教育相談（カウンセリングを含む）d 熊谷亮 ※５ 前期 ✔ 幼小中高 第四欄、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（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）

01.全学教職科目授業運営部会 2B8715 教育相談（カウンセリングを含む）e 未定 ※５ 欠講 ✔ 幼小中高 第四欄、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（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）

01.全学教職科目授業運営部会 2B9513 教職実践演習（幼・小）3　教育学コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
01.全学教職科目授業運営部会 2B9514 教職実践演習（幼・小）4　教育心理学コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
01.全学教職科目授業運営部会 2D101 教育の歴史 八鍬友広 ※５ 未定 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想）
01.全学教職科目授業運営部会 2D105 教育現場と法 笹村恵司 ※５ 前期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。））

01.全学教職科目授業運営部会 2F301 教育学講義 田端健人 ※５ 欠講
01.全学教職科目授業運営部会 2F302 教育史講義 未定 ※５ 欠講
01.全学教職科目授業運営部会 2F303 教育内容･方法講義 本田伊克 ※５ 欠講
01.全学教職科目授業運営部会 2F304 教育制度講義 本図愛実 ※５ 開講
01.全学教職科目授業運営部会 2F305 教育社会学講義 本田伊克 ※５ 開講
01.全学教職科目授業運営部会 2F306 社会教育講義 梨本雄太郎 ※５ 開講
01.全学教職科目授業運営部会 2F307 教育学特設講義A 田端健人 ※５ 開講
01.全学教職科目授業運営部会 2F308 教育学特設講義B 梨本雄太郎 ※５ 欠講
01.全学教職科目授業運営部会 2F3091 学校教育基礎演習a ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3092 学校教育基礎演習b ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3093 学校教育基礎演習c ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3094 学校教育基礎演習d ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3095 学校教育基礎演習e ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3096 学校教育基礎演習f ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3101 学校教育応用演習a ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3102 学校教育応用演習b ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3103 学校教育応用演習c ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3104 学校教育応用演習d ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3105 学校教育応用演習e ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3106 学校教育応用演習f ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3911 教育学コース卒業研究演習a ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3912 教育学コース卒業研究演習b ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3913 教育学コース卒業研究演習c ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3914 教育学コース卒業研究演習d ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3915 教育学コース卒業研究演習e ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F3916 教育学コース卒業研究演習f ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F401 教育心理学文献講読 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F402 教育心理学研究法 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F403 教育心理学実験実習 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F404 発達心理学 越中康治 ※５ 開講
01.全学教職科目授業運営部会 2F405 学習心理学 平真木夫 ※５ 開講
01.全学教職科目授業運営部会 2F408 教育心理学研究演習 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F409 発達心理学演習 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F410 学習心理学演習 ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F4111 臨床心理学演習a ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F4112 臨床心理学演習b ― 履修不可
01.全学教職科目授業運営部会 2F412 教育心理学特殊講義A 宮前理 ※５ 未定
01.全学教職科目授業運営部会 2F413 教育心理学特殊講義B 邑本俊亮 ※５ 欠講
01.全学教職科目授業運営部会 2F414 臨床心理学A 樋口広思 ※５ 未定
01.全学教職科目授業運営部会 2F415 臨床心理学B 久保順也 ※５ 未定
01.全学教職科目授業運営部会 2F491 卒業研究 ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2B327 国語科教育法Ⅰ（中等） 佐野幹 履修不可 開講 ✔ 中高 国語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
02.国語教育授業運営部会 2B328 国語科教育法Ⅱ（中等） 児玉忠 履修不可 開講 ✔ 中高 国語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
02.国語教育授業運営部会 2B350 国語科教育法B（中等） 児玉忠 履修不可 開講 ✔ 中高 国語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
02.国語教育授業運営部会 2B402 子ども文化実践体験演習 ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2B405 国語科教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2B415 国語科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2B502 子ども文化実践研究A ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2B552 子ども文化実践研究B ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2B525 国語科教育実践指導法A（初等） ― 履修不可 開講
02.国語教育授業運営部会 2B575 国語科教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2B9512 教職実践演習（幼・小）2　子ども文化コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）

【～令和３年度：旧課程】令和５年度科目等履修生の履修制限科目一覧【学部開講科目】
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02.国語教育授業運営部会 2B9515 教職実践演習（幼・小）5　国語コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
02.国語教育授業運営部会 2B9611 教職実践演習（中・高）1　国語教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
02.国語教育授業運営部会 2F201 子ども文化基礎演習 ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2F202 子どもと文学 ― 履修不可 開講
02.国語教育授業運営部会 2F205 子ども文化研究法A ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2F206 子ども文化研究法B ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2F207 子ども文化実習 ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2F208 子ども文化テーマ研究 ― 履修不可 開講
02.国語教育授業運営部会 2F291 卒業研究 ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2F502 国語理解A ― 履修不可 開講
02.国語教育授業運営部会 2F503 国語理解B ― 履修不可 未定
02.国語教育授業運営部会 2F504 国語表現A ― 履修不可 欠講
02.国語教育授業運営部会 2F505 国語表現B ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2F506 国語教育課題演習 ― 履修不可 後期
02.国語教育授業運営部会 2F591 卒業研究 ― 履修不可
02.国語教育授業運営部会 2H008 国語学演習C 津田智史 ※３ 前期 ✔ 中高 国語 第二欄、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）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

02.国語教育授業運営部会 2H009 国語学演習D 津田智史 ※３ 後期 ✔ 中高 国語 第二欄、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）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

02.国語教育授業運営部会 2H012 国文学講義B 大木葉子 未定 ✔ 中高 国語 第二欄、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）国文学（国文学史を含む。）
02.国語教育授業運営部会 2H021 漢文学講義B ― 履修不可 未定 ✔ 中高 国語 第二欄、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）漢文学
02.国語教育授業運営部会 2H027 国語教育演習A ― 履修不可 後期
02.国語教育授業運営部会 2H028 国語教育演習B ― 履修不可 開講
02.国語教育授業運営部会 2H091 卒業研究 ― 履修不可
03.社会科教育授業運営部会 2B2111 社会科教育法（初等）a 中辻政樹 前期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））社会
03.社会科教育授業運営部会 2B2112 社会科教育法（初等）b 菅原友子 前期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））社会
03.社会科教育授業運営部会 2B2113 社会科教育法（初等）c 土屋直人 後期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））社会
03.社会科教育授業運営部会 2B2114 社会科教育法（初等）d 吉田剛 後期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））社会
03.社会科教育授業運営部会 2B332 社会・公民科教育法（中等） 松岡尚敏 後期 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
03.社会科教育授業運営部会 2B406 社会科教育実践体験演習（初等） ― 履修不可 欠講
03.社会科教育授業運営部会 2B416 社会科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可 欠講
03.社会科教育授業運営部会 2B526 社会科教育実践指導法A（初等） ― 履修不可 前期
03.社会科教育授業運営部会 2B576 社会科教育実践指導法B（初等） ― 履修不可 前期
03.社会科教育授業運営部会 2B9516 教職実践演習（幼・小）6　社会コース ― 履修不可 後期 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
03.社会科教育授業運営部会 2B9612 教職実践演習（中・高）2　社会科教育専攻 ― 履修不可 後期 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
03.社会科教育授業運営部会 2F601 社会ゼミナールA 西城潔 欠講
03.社会科教育授業運営部会 2F602 社会ゼミナールB 石田雅樹 欠講
03.社会科教育授業運営部会 2F603 資料調査法A 堀田幸義 前期
03.社会科教育授業運営部会 2F604 資料調査法B 石田雅樹 前期
03.社会科教育授業運営部会 2F691 卒業研究 ― 履修不可
03.社会科教育授業運営部会 2H101 社会科教育ゼミナール 田中良英 欠講
03.社会科教育授業運営部会 2H104 日本史講義B 相澤秀太郎 前期 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（日本史）
03.社会科教育授業運営部会 2H105 日本史講義C 三好俊文 欠講 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（日本史）
03.社会科教育授業運営部会 2H106 日本史講義D 藤澤敦 欠講 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（日本史）
03.社会科教育授業運営部会 2H109 外国史講義B 高橋亨 欠講 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（外国史）
03.社会科教育授業運営部会 2H110 外国史講義C 高橋亨 前期 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（外国史）
03.社会科教育授業運営部会 2H111 外国史講義D 田中良英 欠講 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（外国史）
03.社会科教育授業運営部会 2H116 地誌学講義A 横山貴史（予定） 欠講 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）地理学（地誌を含む。）（地誌）
03.社会科教育授業運営部会 2H118 法律学概論 加藤雄大 集中 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H124 経済学概論 泉正樹 前期 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H125 経済学講義 泉正樹 後期 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H130 倫理学概論 池田準 前期 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

03.社会科教育授業運営部会 2H131 倫理学講義 池田準 欠講 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

03.社会科教育授業運営部会 2H132 地理学実習A ― 履修不可 未定 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

03.社会科教育授業運営部会 2H133 地理学実習B ― 履修不可 前期 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

03.社会科教育授業運営部会 2H134 社会学実習 ― 履修不可 集中 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H135 日本史演習 ― 履修不可 通年 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（外国史）
03.社会科教育授業運営部会 2H137 地理学演習A ― 履修不可 通年 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

03.社会科教育授業運営部会 2H138 地理学演習B ― 履修不可 通年 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

03.社会科教育授業運営部会 2H141 政治学演習 ― 履修不可 通年 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H142 経済学演習 ― 履修不可 欠講 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H143 社会学演習 ― 履修不可 通年 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H144 哲学演習 ― 履修不可 通年 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

03.社会科教育授業運営部会 2H146 社会科教育演習A ― 履修不可 通年
03.社会科教育授業運営部会 2H147 社会科教育演習B ― 履修不可 通年
03.社会科教育授業運営部会 2H148 法律学演習 ― 履修不可 欠講 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H149 法律学講義 佐俣紀仁 欠講 ✔ 中高 社会/公民 第二欄、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）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」

03.社会科教育授業運営部会 2H150 外国史演習A ― 履修不可 通年 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（外国史）
03.社会科教育授業運営部会 2H151 外国史演習B ― 履修不可 欠講 ✔ 中高 社会/地理歴史 第二欄、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）日本史・外国史（外国史）
03.社会科教育授業運営部会 2H191 卒業研究 ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2B348 英語科教育法B（中等） 畠山喜彦 ※３ 前期 ✔ 中高 英語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
04.英語教育授業運営部会 2B407 英語コミュニケーション教育実践体験演習 ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2B417 英語科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2B527 英語コミュニケーション教育実践指導法A遠藤恵利子 ※３ 後期
04.英語教育授業運営部会 2B577 英語コミュニケーション教育実践指導法B遠藤恵利子 ※３ 後期
04.英語教育授業運営部会 2B9517 教職実践演習（幼・小）7　英語コミュニケーションコース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
04.英語教育授業運営部会 2B9613 教職実践演習（中・高）3　英語教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
04.英語教育授業運営部会 2F7011 小学校英語教育概論a ― 履修不可 ✔ 小 第六欄、大学が独自に設定する科目
04.英語教育授業運営部会 2F7012 小学校英語教育概論b ― 履修不可 ✔ 小 第六欄、大学が独自に設定する科目
04.英語教育授業運営部会 2F7013 小学校英語教育概論c ― 履修不可 ✔ 小 第六欄、大学が独自に設定する科目
04.英語教育授業運営部会 2F7021 英会話Aa（初等） ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F7022 英会話Ab（初等） ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F703 英会話B（初等） ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F704 英会話C（初等） ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F709 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ総合演習A Matthew Wilson ※３
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04.英語教育授業運営部会 2F710 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ総合演習B Matthew Wilson ※３
04.英語教育授業運営部会 2F7911 英語コミュニケーションコース卒業研究演習a ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F7912 英語コミュニケーションコース卒業研究演習b ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F7913 英語コミュニケーションコース卒業研究演習c ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F7914 英語コミュニケーションコース卒業研究演習d ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F7915 英語コミュニケーションコース卒業研究演習e ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2F7916 英語コミュニケーションコース卒業研究演習f ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2H201 英語講読A ― ※３
04.英語教育授業運営部会 2H202 英語講読B ― ※３
04.英語教育授業運営部会 2H203 英文法概論A ― ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H204 英文法概論B ― ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H205 英語音声学概論 和田あずさ ※３ 前期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H2081 第二言語習得論 佐藤博晴 ※３ 前期
04.英語教育授業運営部会 2H2082 第二言語習得論 佐藤博晴 ※３ 前期
04.英語教育授業運営部会 2H209 英会話A（中等） ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H210 英会話B（中等） ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H211 英会話C（中等） ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H212 英会話D（中等） ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H2131 英作文Aa ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H2132 英作文Ab ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H2141 英作文Ba ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H2142 英作文Bb ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 2H216 英語コミュニケーション研究演習 Dardon Diego ※３ 通年
04.英語教育授業運営部会 2H2171 異文化理解講読A 竹森徹士 ※３ 後期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H2181 異文化理解講読Ba 高橋潔 ※３ 前期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H2182 異文化理解講読Bb 渡部学 ※３ 後期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H2191 異文化理解講読C ― ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H220 異文化理解講読D 渡部学 ※３ 前期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H221 英語学演習A 高橋潔 ※３ 前期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H222 英語学演習B ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H223 英語学演習C 高橋潔 ※３ 前期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H224 英語学演習D ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H227 現代文法論 高橋潔 ※３ 後期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語学
04.英語教育授業運営部会 2H228 英米文化論 竹森徹士 ※３ 後期 ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H230 日英対照言語学 ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H231 西洋文化 ― 履修不可 ✔ 中高 英語 第二欄、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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 2H235 英語コミュニケーション演習A ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2H236 英語コミュニケーション演習B ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2H237 英語文学作品論 竹森徹士 ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 2H238 英語文学テーマ論 大河内昌 ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 2H239 英語文学演習A 大河内昌 ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 2H240 英語文学演習B ― ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 2H241 英語文学論 ― ※３ ✔ 中高 英語 第二欄、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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 2H2911 英語教育卒業研究演習a ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2H2912 英語教育卒業研究演習b ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2H2913 英語教育卒業研究演習c ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2H2914 英語教育卒業研究演習d ― 履修不可
04.英語教育授業運営部会 2H2915 英語教育卒業研究演習e ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2B334 数学科教育法Ⅱ（中等） 市川啓 開講 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
05.数学教育授業運営部会 2B351 数学科教育法A（中等） 市川啓 開講 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
05.数学教育授業運営部会 2B352 数学科教育法B（中等） 市川啓 欠講 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
05.数学教育授業運営部会 2B408 数学科教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2B418 数学科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2B528 数学科教育実践指導法A（初等） ― 履修不可 開講
05.数学教育授業運営部会 2B578 数学科教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2B9518 教職実践演習（幼・小）8　数学コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
05.数学教育授業運営部会 2B9614 教職実践演習（中・高）4　数学教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
05.数学教育授業運営部会 2F801 微分と積分A 佐藤得志 欠講
05.数学教育授業運営部会 2F802 微分と積分B 佐藤得志 欠講
05.数学教育授業運営部会 2F805 幾何の基礎 鎌田博行 開講
05.数学教育授業運営部会 2F806 解析の基礎 清水悟 開講
05.数学教育授業運営部会 2F807 初等数学特選題目 佐藤得志 欠講
05.数学教育授業運営部会 2F808 代数の基礎 高瀬幸一 開講
05.数学教育授業運営部会 2F8911 数学コース卒業研究演習a ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2F8912 数学コース卒業研究演習b ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2F8913 数学コース卒業研究演習c ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2F8914 数学コース卒業研究演習d ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2F8915 数学コース卒業研究演習e ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2F8916 数学コース卒業研究演習f ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2H301 微分積分学A 佐藤得志 前期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）解析学
05.数学教育授業運営部会 2H302 微分積分学B 佐藤得志 後期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）解析学
05.数学教育授業運営部会 2H307 代数学講義A 高瀬幸一 前期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）代数学
05.数学教育授業運営部会 2H308 代数学講義B 高瀬幸一 後期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）代数学
05.数学教育授業運営部会 2H309 代数学講義C 尾形庄悦 後期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）代数学
05.数学教育授業運営部会 2H313 幾何学講義B 土橋宏康 欠講 ✔ 中高 数学 第二欄、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）幾何学
05.数学教育授業運営部会 2H314 幾何学講義C 土橋宏康 前期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）幾何学
05.数学教育授業運営部会 2H315 解析学入門 尾畑伸明 前期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）解析学
05.数学教育授業運営部会 2H316 解析学基礎講義 村上斉 後期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）解析学
05.数学教育授業運営部会 2H317 解析学講義A 清水悟 前期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）解析学
05.数学教育授業運営部会 2H318 解析学講義B 須川敏幸 後期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）解析学
05.数学教育授業運営部会 2H319 解析学講義C 福泉麗佳 欠講 ✔ 中高 数学 第二欄、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）解析学
05.数学教育授業運営部会 2H320 確率論・統計学A 佐藤得志 前期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）「確率論、統計学」
05.数学教育授業運営部会 2H321 確率論・統計学B 佐藤得志 後期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）「確率論、統計学」
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05.数学教育授業運営部会 2H323 数学特選題目 土橋宏康 後期
05.数学教育授業運営部会 2H324 線形代数学A 高瀬幸一 前期 ✔ 中高 数学 第二欄、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）代数学
05.数学教育授業運営部会 2H3911 数学教育卒業研究演習a ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2H3912 数学教育卒業研究演習b ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2H3913 数学教育卒業研究演習c ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2H3914 数学教育卒業研究演習d ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2H3915 数学教育卒業研究演習e ― 履修不可
05.数学教育授業運営部会 2H3916 数学教育卒業研究演習f ― 履修不可
06.理科教育授業運営部会 2B2131 理科教育法（初等）a ― 履修不可 前期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））理科
06.理科教育授業運営部会 2B2132 理科教育法（初等）b ― 履修不可 後期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））理科
06.理科教育授業運営部会 2B2133 理科教育法（初等）c ― 履修不可 後期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））理科
06.理科教育授業運営部会 2B2134 理科教育法（初等）d ― 履修不可 前期 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））理科
06.理科教育授業運営部会 2B336 理科教育法Ⅱ（中等） 中山慎也 履修不可 後期 ✔ 中高 理科 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
06.理科教育授業運営部会 2B408 理科教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
06.理科教育授業運営部会 2B419 理科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
06.理科教育授業運営部会 2B529 理科教育実践指導法A（初等） ― 履修不可
06.理科教育授業運営部会 2B579 理科教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
06.理科教育授業運営部会 2B9519 教職実践演習（幼・小）9　理科コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
06.理科教育授業運営部会 2B9615 教職実践演習（中・高）5　理科教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
06.理科教育授業運営部会 2F901 理科講義A ― 履修不可 後期
06.理科教育授業運営部会 2F902 理科講義B 猿渡英之 欠講
06.理科教育授業運営部会 2F903 理科講義C 小林恭士 欠講
06.理科教育授業運営部会 2F904 理科講義D 髙田淑子 後期
06.理科教育授業運営部会 2F906 理科演習A 内山哲治 後期
06.理科教育授業運営部会 2F907 理科演習B 笠井香代子 後期
06.理科教育授業運営部会 2F908 理科演習C 棟方有宗 後期
06.理科教育授業運営部会 2D909 理科演習D 菅原敏 後期
06.理科教育授業運営部会 2F991 卒業研究 ― 履修不可
06.理科教育授業運営部会 2H403 理科基礎実験 小林恭士 欠講
06.理科教育授業運営部会 2H413 物理学講義ⅡB 内山哲治 欠講 ✔ 中高 理科 第二欄、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）物理学
06.理科教育授業運営部会 2H415 化学講義ⅡA 猿渡英之 欠講 ✔ 中高 理科 第二欄、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）化学
06.理科教育授業運営部会 2H416 化学講義ⅡB 笠井香代子 前期 ✔ 中高 理科 第二欄、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）化学
06.理科教育授業運営部会 2H418 生物学講義ⅡA 小林恭士 欠講 ✔ 中高 理科 第二欄、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）生物学
06.理科教育授業運営部会 2H419 生物学講義ⅡB 小林恭士 前期・一部集中 ✔ 中高 理科 第二欄、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）生物学
06.理科教育授業運営部会 2H421 地学講義ⅡA 髙田淑子 欠講 ✔ 中高 理科 第二欄、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）地学
06.理科教育授業運営部会 2H422 地学講義ⅡB 菅原敏 後期 ✔ 中高 理科 第二欄、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）地学
06.理科教育授業運営部会 2H424 物理学実験Ⅱ 内山哲治 前期 ✔ 中高 理科 第二欄、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）「物理学実験（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

06.理科教育授業運営部会 2H425 化学実験Ⅱ 猿渡英之 前期・一部集中 ✔ 中高 理科 第二欄、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）「物理学実験（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

06.理科教育授業運営部会 2H426 生物学実験Ⅱ 出口竜作 前期・一部集中 ✔ 中高 理科 第二欄、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）「物理学実験（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

06.理科教育授業運営部会 2H427 地学実験Ⅱ 菅原敏 前期・一部集中 ✔ 中高 理科 第二欄、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）「物理学実験（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

06.理科教育授業運営部会 2H428 物理学演習 内山哲治 後期
06.理科教育授業運営部会 2H429 化学演習 猿渡英之 未定
06.理科教育授業運営部会 2H430 生物学演習 棟方有宗 後期
06.理科教育授業運営部会 2H431 地学演習 髙田淑子 後期
06.理科教育授業運営部会 2H432 理科教育学演習 ― 履修不可 前期 ✔ 中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
06.理科教育授業運営部会 2H434 物理学講義ⅡC 福田善之 前期 ✔ 中高 理科 第二欄、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）物理学
06.理科教育授業運営部会 2H435 化学講義ⅡC 池山剛 欠講 ✔ 中高 理科 第二欄、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）化学
06.理科教育授業運営部会 2H436 生物学講義ⅡC 出口竜作 後期 ✔ 中高 理科 第二欄、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）生物学
06.理科教育授業運営部会 2H437 地学講義ⅡC 川村寿郎 欠講 ✔ 中高 理科 第二欄、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）地学
06.理科教育授業運営部会 2H491 卒業研究 ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2B338 音楽科教育法B（中等） 高橋弘二 ※４ 前期 ✔ 中高 音楽 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
07.音楽教育授業運営部会 2B412 音楽科教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2B422 音楽科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2B532 音楽科教育実践指導法A（初等） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2B582 音楽科教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2B9522 教職実践演習（幼・小）12　音楽コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
07.音楽教育授業運営部会 2B9618 教職実践演習（中・高）8　音楽教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
07.音楽教育授業運営部会 2G301 音楽基礎演習A（声楽） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2G302 音楽基礎演習B（ピアノ） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2G303 音楽基礎演習C（指揮と表現） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2G304 音楽基礎演習D（作曲･音楽理論） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2G305 音楽基礎演習Ｅ（音楽学） ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2G307 キーボード・ハーモニー 吉川和夫 前期 ✔ 中高 音楽 第二欄、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）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。）

07.音楽教育授業運営部会 2G391 卒業研究 ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2H7012 ソルフェージュb 石丸友貴 欠講 ✔ 中高 音楽 第二欄、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）ソルフェージュ
07.音楽教育授業運営部会 2H7051 声楽ⅡAa ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2H7052 声楽ⅡAb ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2H706 声楽ⅡB ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2H707 声楽アンサンブル ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2H709 ピアノ基礎 ― 履修不可 ✔ 中高 音楽 第二欄、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）器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）

07.音楽教育授業運営部会 2H712 オルガン・チェンバロ 倉戸テル 欠講 ✔ 中高 音楽 第二欄、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）器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）

07.音楽教育授業運営部会 2H723 音楽理論演習 ― 履修不可
07.音楽教育授業運営部会 2H724 情報芸術演習 榊原光裕 欠講
07.音楽教育授業運営部会 2H729 音楽学演習 小塩さとみ 前期
07.音楽教育授業運営部会 2H730 音楽療法の基礎と歴史 未定 欠講
07.音楽教育授業運営部会 2H731 音楽療法の構造と評価 未定 欠講
07.音楽教育授業運営部会 2H732 音楽療法実践 佐藤香里 欠講
07.音楽教育授業運営部会 2H733 音楽療法各論 佐藤香里 前期
07.音楽教育授業運営部会 2H736 指揮実践演習 ― 履修不可 ✔ 中高 音楽 第二欄、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）指揮法
07.音楽教育授業運営部会 2H791 卒業研究 ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2B340 美術科教育法B（中等） ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
08.美術教育授業運営部会 2B413 美術科教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2B423 美術科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
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08.美術教育授業運営部会 2B533 美術科教育実践指導法A（初等） ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2B583 美術科教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2B9523 教職実践演習（幼・小）13　美術コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
08.美術教育授業運営部会 2B9619 教職実践演習（中・高）9　美術教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
08.美術教育授業運営部会 2G401 造形 ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2G402 生活デザイン ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2G491 卒業研究 ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2H807 彫塑ⅡA ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、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）彫刻
08.美術教育授業運営部会 2H808 彫塑ⅡB ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、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）彫刻
08.美術教育授業運営部会 2H811 デザインⅡA ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、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）デザイン（映像メディア表現を含む。）
08.美術教育授業運営部会 2H812 デザインⅡB ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、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）デザイン（映像メディア表現を含む。）
08.美術教育授業運営部会 2H815 工芸ⅡA ― 履修不可 ✔ 中 美術 第二欄、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）工芸
08.美術教育授業運営部会 2H816 工芸ⅡB ― 履修不可 ✔ 中 美術 第二欄、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）工芸
08.美術教育授業運営部会 2H817 クラフト ― 履修不可 ✔ 中 美術 第二欄、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）工芸
08.美術教育授業運営部会 2H820 美術理論・美術史演習 ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、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）美術理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。）

08.美術教育授業運営部会 2H821 美術特殊演習A ― ※３
08.美術教育授業運営部会 2H822 美術特殊演習B ― 履修不可
08.美術教育授業運営部会 2H823 映像表現A ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、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）絵画（映像メディア表現を含む。）
08.美術教育授業運営部会 2H824 映像表現B ― 履修不可 ✔ 中高 美術 第二欄、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）デザイン（映像メディア表現を含む。）
08.美術教育授業運営部会 2H891 卒業研究 ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2B341 保健体育科教育法A（中等） 沼倉学 ※４ 後期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
09.保健体育授業運営部会 2B414 体育･健康教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2B424 保健体育科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2B534 体育･健康教育実践指導法A（初等） ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2B584 体育･健康教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2B9524 教職実践演習（幼・小）14　体育・健康コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
09.保健体育授業運営部会 2B9620 教職実践演習（中・高）10　保健体育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
09.保健体育授業運営部会 2G501 体育･健康基礎演習 ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2G502 体育･健康･スポーツ演習 池田晃一 ※４ 欠講
09.保健体育授業運営部会 2G591 卒業研究 ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2H901 体育基礎理論 ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2H902 健康科学基礎理論 ― 履修不可
09.保健体育授業運営部会 2H903 体育原理･体育史 佐藤節子 ※４ 欠講 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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。）

09.保健体育授業運営部会 2H904 体育社会学 甲斐健人 ※４ 欠講 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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。）

09.保健体育授業運営部会 2H905 体育経営管理学 永田秀隆 ※４ 未定 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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。）

09.保健体育授業運営部会 2H908 スポーツ運動学 木下英俊 ※４ 後期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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。）

09.保健体育授業運営部会 2H909 人体生理学 藤本敏彦 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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）生理学（運動生理学を含む。）
09.保健体育授業運営部会 2H910 機能解剖学 藤本敏彦 ※４ 欠講
09.保健体育授業運営部会 2H911 運動生理学実験 ― 履修不可 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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）生理学（運動生理学を含む。）
09.保健体育授業運営部会 2H912 衛生･公衆衛生学 黒川修行 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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）衛生学・公衆衛生学
09.保健体育授業運営部会 2H913 学校保健 黒川修行 ※４ 後期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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）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。）

09.保健体育授業運営部会 2H916 保健体育研究法演習 池田晃一、他 ※４ 通年
09.保健体育授業運営部会 2H917 体育実技 木下英俊、他 ※４ 通年・一部集中 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H918 器械運動 木下英俊 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H919 陸上競技 柴山一仁 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H920 サッカーⅠ 池田晃一 ※４ 後期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H921 バスケットボールⅠ 杉浦弘一 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H922 水泳 黒川修行、他 ※４ 集中 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H925 バレーボール 髙野淳司 ※４ 後期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H926 柔道 平間哲雄 ※４ 後期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H927 剣道 齋藤浩二 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H928 特殊種目実技 池田晃一 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H929 遠泳 沼倉学 ※４ 欠講 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H930 野外活動 黒川修行 ※４ 未定 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H931 スキー 池田晃一 ※４ 集中 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H932 サッカーⅡ 池田晃一 Ⅰを履修済みであること。 未定 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H933 バスケットボールⅡ 杉浦弘一 Ⅰを履修済みであること。 欠講 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H936 舞踊B 安藤正樹 ※４ 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H937 舞踊AⅠ 佐藤節子 ※４ 後期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H938 舞踊AⅡ 佐藤節子 Ⅰを履修済みであること。 前期 ✔ 中高 保健体育 第二欄、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
09.保健体育授業運営部会 2H991 卒業研究 ― 履修不可
10.技術教育授業運営部会 2B323 工業科教育法A ― 履修不可 欠講 ✔ 高 工業 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
10.技術教育授業運営部会 2B324 工業科教育法B ― 履修不可 開講 ✔ 高 工業 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
10.技術教育授業運営部会 2B344 技術科教育法Ⅱ（中等） 板垣翔大 ※１ 前期 ✔ 中 技術 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
10.技術教育授業運営部会 2B410 情報･ものづくり教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
10.技術教育授業運営部会 2B420 技術科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
10.技術教育授業運営部会 2B530 情報･ものづくり教育実践指導法A（初等） ― 履修不可
10.技術教育授業運営部会 2B580 情報･ものづくり教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
10.技術教育授業運営部会 2B9520 教職実践演習（幼・小）10　情報・ものづくりコース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
10.技術教育授業運営部会 2B9616 教職実践演習（中・高）6　技術教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
10.技術教育授業運営部会 2G101 機械工作 ― 履修不可 欠講
10.技術教育授業運営部会 2G106 教材植物の栽培・利用 未定 未定
10.技術教育授業運営部会 2G107 電気・情報ものづくり 水谷好成 開講
10.技術教育授業運営部会 2G108 教育と情報システム論 岡本恭介 前期集中
10.技術教育授業運営部会 2G191 卒業研究 ― 履修不可
10.技術教育授業運営部会 2H507 電気技術基礎 水谷好成 後期 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）電気（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 2H514 製図 未定 未定 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）金属加工（製図及び実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 2H515 情報ものづくり教材演習 ― 履修不可
10.技術教育授業運営部会 2H517 木材加工応用 ― 履修不可 集中 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）木材加工（製図及び実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 2H518 金属加工応用 水谷好成 欠講 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）金属加工（製図及び実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 2H522 コンピュータネットワークの活用 ― 履修不可 後期 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）情報とコンピュータ（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 2H526 職業指導 ― 履修不可 欠講 ✔ 高 工業 第二欄、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）職業指導
10.技術教育授業運営部会 2H5291 電気技術実験実習a ― 履修不可 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）電気（実習を含む。）
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10.技術教育授業運営部会 2H5292 電気技術実験実習b 水谷好成
電気技術入門を履修済であるこ
と。事前に代表教員へ相談する
こと。

後期 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）電気（実習を含む。）

10.技術教育授業運営部会 2H534 機械技術応用 ― 履修不可 前期 ✔ 中高 技術／工業 第二欄、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）機械（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 2G535 生物育成技術 未定 未定 ✔ 中 技術 第二欄、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）栽培（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 2H591 卒業研究 ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2B2181 家庭科教育法（初等）a 前田まどか 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））家庭
11.家庭科教育授業運営部会 2B2182 家庭科教育法（初等）b 前田まどか 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））家庭
11.家庭科教育授業運営部会 2B2183 家庭科教育法（初等）c 前田まどか 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））家庭
11.家庭科教育授業運営部会 2B2184 家庭科教育法（初等）d 前田まどか 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））家庭
11.家庭科教育授業運営部会 2B346 家庭科教育法Ⅱ（中等） 前田まどか 開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
11.家庭科教育授業運営部会 2B411 家庭科教育実践体験演習（初等） ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2B421 家庭科教育実践体験演習（中等） ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2B531 家庭科教育実践指導法A（初等） ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2B581 家庭科教育実践指導法B（初等） ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2B9521 教職実践演習（幼・小）11　家庭科コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
11.家庭科教育授業運営部会 2B9617 教職実践演習（中・高）7　家庭科教育専攻 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
11.家庭科教育授業運営部会 2G201 家庭科ゼミナール ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2G202 初等教育家庭科演習 ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2G291 卒業研究 ― 履修不可
11.家庭科教育授業運営部会 2H601 機械基礎 ― 履修不可 ✔ 高 家庭 第二欄、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）家庭機械
11.家庭科教育授業運営部会 2H602 電気基礎 ― 履修不可 ✔ 高 家庭 第二欄、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）家庭電気
11.家庭科教育授業運営部会 2H603 材料加工 菅原正則 欠講 ✔ 中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
11.家庭科教育授業運営部会 2H604 被服の材料 宮田剣 前期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）被服学（被服製作実習を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H605 編織学 西川重和 前期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）被服学（被服製作実習を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H606 生活と被服 西川重和 後期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）被服学（被服製作実習を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H607 食品の科学 八巻美智子 欠講 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

11.家庭科教育授業運営部会 2H608 食物と栄養 亀井文 前期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

11.家庭科教育授業運営部会 2H609 生活と食物 未定 欠講 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

11.家庭科教育授業運営部会 2H610 生活と住居 菅原正則 前期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）住居学（製図を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H611 住居と環境 菅原正則 後期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）住居学（製図を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H612 発達と保育 香曽我部琢 前期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）保育学（実習及び家庭看護を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H613 家族と保育 香曽我部琢 欠講 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）保育学（実習及び家庭看護を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H614 健康の科学 亀井文 前期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）保育学（実習及び家庭看護を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H615 家庭の経営 牛渡亮 後期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）

11.家庭科教育授業運営部会 2H616 家族と生活 牛渡亮 欠講 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）

11.家庭科教育授業運営部会 2H617 家庭科特別講義A 千葉ひろみ 欠講 ✔ 中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
11.家庭科教育授業運営部会 2H618 家庭科特別講義B 未定 欠講 ✔ 中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
11.家庭科教育授業運営部会 2H619 家庭科演習 ― 履修不可 ✔ 中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
11.家庭科教育授業運営部会 2H620 家庭科実験 ― 履修不可 ✔ 中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
11.家庭科教育授業運営部会 2H621 被服学実験・実習A ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）被服学（被服製作実習を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H622 被服学実験・実習B ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）被服学（被服製作実習を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H623 食物学実験・実習A ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

11.家庭科教育授業運営部会 2H624 食物学実験・実習B ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

11.家庭科教育授業運営部会 2H625 住居学実験・実習A ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）住居学（製図を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H626 住居学実験・実習B ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）住居学（製図を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H628 保育学実験・実習B ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）保育学（実習及び家庭看護を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H629 保育学実験・実習A ― 履修不可 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）保育学（実習及び家庭看護を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H630 健康の科学 亀井文 前期 ✔ 中高 家庭 第二欄、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）保育学（実習及び家庭看護を含む。）
11.家庭科教育授業運営部会 2H691 卒業研究 ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2B401 幼児教育実践体験演習 ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2B501 幼児教育実践研究A ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2B551 幼児教育実践研究B ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2B801 幼稚園教育課程論 佐藤哲也 開講 ✔ 幼 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。））

12.幼児教育授業運営部会 2B861 幼児理解 飯島典子 幼稚園免許取得に必要な場合 後期 ✔ 幼 第四欄、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（幼児理解の理論及び方法）

12.幼児教育授業運営部会 2B9511 教職実践演習（幼・小）1　幼児教育コース ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
12.幼児教育授業運営部会 2F105 幼児と保育A ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2F106 幼児と保育B ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2F107 幼児教育研究演習A ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2F108 幼児教育研究演習B ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2F109 幼児教育研究演習C ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2F111 幼児教育学 佐藤哲也 開講
12.幼児教育授業運営部会 2F191 卒業研究 ― 履修不可
12.幼児教育授業運営部会 2F203 子どもと表現 ― 履修不可 欠講
13.生活科教育授業運営部会 2B2141 生活科教育法（初等）a 板垣翔大 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））生活
13.生活科教育授業運営部会 2B2142 生活科教育法（初等）b 渡辺尚 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））生活
13.生活科教育授業運営部会 2B2143 生活科教育法（初等）c 香曽我部琢 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））生活
13.生活科教育授業運営部会 2B2144 生活科教育法（初等）d 鈴木美佐緒 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））生活
13.生活科教育授業運営部会 2B2145 生活科教育法（初等）e 吉田剛 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））生活
13.生活科教育授業運営部会 2B2146 生活科教育法（初等）f 齊藤千映美 開講 ✔ 小 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））生活
14.防災教育授業運営部会 2A2421 環境・防災教育a 小田隆史 前期
14.防災教育授業運営部会 2A2422 環境・防災教育b 小田隆史 前期
14.防災教育授業運営部会 2A2423 環境・防災教育c 梨本雄太郎 後期
14.防災教育授業運営部会 2A326 学校防災教育概論 林田由那 開講
14.防災教育授業運営部会 2A327 学校防災教育演習 林田由那 開講
15.情報教育授業運営部会 2A314 情報機器の活用 岡本恭介 後期集中
22.中等教育専攻運営委員会 2B585 国語科教育実践指導法B（中等） 佐野幹 ※１ 開講 ✔ 中高 国語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
22.中等教育専攻運営委員会 2B586 社会科教育実践指導法B（中等） 吉田剛 ※１ 前期 ✔ 中 社会 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
22.中等教育専攻運営委員会 2B587 英語科教育実践指導法B（中等） 鈴木渉 ※１ ✔ 中高 英語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
22.中等教育専攻運営委員会 2B588 数学科教育実践指導法B（中等） 花園隼人 ※１ 後期 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
22.中等教育専攻運営委員会 2B5891 理科教育実践指導法Ba（中等） 渡辺尚 ※１ 前期 ✔ 中高 理科 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
22.中等教育専攻運営委員会 2B5892 理科教育実践指導法Bb（中等） 中山慎也 ※１ 前期 ✔ 中高 理科 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 2B592 音楽科教育実践指導法B（中等） 原田博之 ※１ 開講 ✔ 中高 音楽 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 2B593 美術科教育実践指導法B（中等） 村上タカシ ※１ 前期 ✔ 中高 美術 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
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23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 2B594 保健体育科教育実践指導法B（中等） 佐藤亮平 ※１ 開講 ✔ 中高 保健体育 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 2B590 技術科教育実践指導法B（中等） 安藤明伸 ※１ 後期 ✔ 中 技術 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 2B591 家庭科教育実践指導法B（中等） 西川重和 ※１ 後期 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。））
24.特別支援教育専攻運営委員会 2B425 視覚障害教育実践体験演習 ― 履修不可
24.特別支援教育専攻運営委員会 2B426 聴覚・言語障害教育実践体験演習 ― 履修不可
24.特別支援教育専攻運営委員会 2B427 発達障害教育実践体験演習 ― 履修不可
24.特別支援教育専攻運営委員会 2B428 健康・運動障害教育実践体験演習 ― 履修不可
24.特別支援教育専攻運営委員会 2B9525 教職実践演習（幼・小）15　特別支援 ― 履修不可 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
24.特別支援教育専攻運営委員会 2B9621 教職実践演習（中・高）11　特別支援 ― 履修不可 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
24.特別支援教育専攻運営委員会 2K003 特別支援学校教育実習（事前・事後指導1単位を含む。） ― 履修不可 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第四欄、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）
24.特別支援教育専攻運営委員会 2K105 視覚障害への教育支援演習A ― 履修不可 ✔ 特支 視覚 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K106 視覚障害への教育支援演習B ― 履修不可 ✔ 特支 視覚 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K107 視覚障害への教育支援演習C ― 履修不可 ✔ 特支 視覚 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K191 卒業研究 ― 履修不可
24.特別支援教育専攻運営委員会 2K205 聴覚･言語障害への教育支援演習A ― 履修不可 ✔ 特支 聴覚 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K206 聴覚･言語障害への教育支援演習B ― 履修不可 ✔ 特支 聴覚 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K207 聴覚･言語障害への教育支援演習C ― 履修不可 ✔ 特支 聴覚 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K291 卒業研究 ― 履修不可
24.特別支援教育専攻運営委員会 2K305 知的障害への教育支援演習A ― 履修不可 ✔ 特支 知的 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K306 知的障害への教育支援演習B ― 履修不可 ✔ 特支 知的 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K307 知的障害への教育支援演習C ― 履修不可 ✔ 特支 知的 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K391 卒業研究 ― 履修不可
24.特別支援教育専攻運営委員会 2K405 肢体不自由への教育支援演習 ― 履修不可 ✔ 特支 肢体不自由 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K407 病弱への教育支援演習A ― 履修不可 ✔ 特支 病弱 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K408 病弱への教育支援演習B ― 履修不可 ✔ 特支 病弱 特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 2K491 卒業研究 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A201 日本語A ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A205 日本語B ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A215 日本語コミュニケーション ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A3111 教職基礎技法a ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A3112 教職基礎技法b ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A3113 教職基礎技法c ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A312 人権教育 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A313 学校給食 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A321 発展英語A ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A322 発展英語B ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A323 発展英語C ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A324 発展英語D ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A325 運動部活動の教育学 未定 ※４ 欠講
31.学務専門委員会 2A361 東北の文学 遠藤仁 欠講
31.学務専門委員会 2A365 教養音楽 ― 履修不可 前期
31.学務専門委員会 2A366 美術による表現A ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A367 美術による表現B ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A368 英米文学 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A369 言語学 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A411 社会科学入門 上田耕介 開講
31.学務専門委員会 2A413 法の世界 未定 欠講
31.学務専門委員会 2A4151 日本の芸能a 沼倉学 ※４
31.学務専門委員会 2A4152 日本の芸能b 沼倉学 ※４
31.学務専門委員会 2A420 海外総合演習A ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A4211 海外総合演習Ba ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A4212 海外総合演習Bb ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A4221 海外総合演習Ca ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A4222 海外総合演習Cb ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A462 数学の世界 鎌田博行 開講
31.学務専門委員会 2A464 理科基盤講義A 内山哲治 前期
31.学務専門委員会 2A465 理科基盤講義B 笠井香代子 前期
31.学務専門委員会 2A466 理科基盤講義C 出口竜作 未定
31.学務専門委員会 2A467 理科基盤講義D 髙田淑子 前期
31.学務専門委員会 2A501 特別支援教育入門 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A502 特別支援教育実践演習 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A551 臨床心理学概論 佐藤静 未定
31.学務専門委員会 2A554 適応支援論B ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A5551 教育臨床実習Aa ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A5552 教育臨床実習Ab ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A556 教育臨床実習B ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A664 フランス語演習 ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾌﾞﾗｼｪ 前期
31.学務専門委員会 2A665 ドイツ語演習 森本浩一 前期
31.学務専門委員会 2A666 中国語演習 程艶春 未定
31.学務専門委員会 2A667 韓国語演習 張基善 前期
31.学務専門委員会 2A668 多文化教育総合演習 市瀬智紀 後期
31.学務専門委員会 2A703 民族と国家 高橋亨 後期
31.学務専門委員会 2A705 人権と法 未定 欠講
31.学務専門委員会 2A751 食・健康教育の基礎 未定 欠講
31.学務専門委員会 2A753 生活と健康 菅原正則 欠講
31.学務専門委員会 2A756 食の生産 未定 未定
31.学務専門委員会 2A757 健康と食物 ― 履修不可 後期一部集中
31.学務専門委員会 2A758 食と栄養 亀井文 欠講
31.学務専門委員会 2A811 自然誌 溝田浩二 開講
31.学務専門委員会 2A812 環境教育の方法と技術 溝田浩二 開講
31.学務専門委員会 2A813 生命環境科学 齊藤千映美 後期
31.学務専門委員会 2A814 自然フィールドワーク実験 齊藤千映美 前期
31.学務専門委員会 2A815 ビオトープ論 溝田浩二 開講
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出講元
授業

コード
授業科目名称 代表教員 履修を認める条件

令和５年度定期時間割
（開講期）

免許
科目

免許種 教科・領域 免許法施行規則に定める事項

【～令和３年度：旧課程】令和５年度科目等履修生の履修制限科目一覧【学部開講科目】

31.学務専門委員会 2A851 表現の基礎 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A852 ことばと表現 小塩さとみ 欠講
31.学務専門委員会 2A854 イメージと表現 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A856 表現の応用 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A901 情報社会の安全対策と倫理 岡本恭介 前期集中
31.学務専門委員会 2A902 情報ネットワーク論 ― 履修不可 欠講
31.学務専門委員会 2A903 コンピュータグラフィックス ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A904 マルチメディア活用法 ― 履修不可 欠講
31.学務専門委員会 2A905 コンピュータ統計 ― 履修不可
31.学務専門委員会 2A906 情報教育実践論 岡本恭介 後期集中
31.学務専門委員会 2A952 数理の展望 高瀬幸一 未定
31.学務専門委員会 2A953 数理の考え方 鎌田博行 未定
31.学務専門委員会 2A958 自然科学のすすめ 出口竜作 欠講
31.学務専門委員会 2A959 自然科学とくらし 笠井香代子 欠講
31.学務専門委員会 2A960 自然科学のなりたち 猿渡英之 未定
31.学務専門委員会 2A961 自然科学のひろがり 福田善之 開講
31.学務専門委員会 2L101 情報科学基礎 未定 欠講
31.学務専門委員会 2L102 情報メディア基礎演習 未定 欠講
31.学務専門委員会 2N108 生涯学習実践論 梨本雄太郎 集中
31.学務専門委員会 2N109 社会教育課題研究Ⅰ 石井山竜平 開講
31.学務専門委員会 2N110 社会教育課題研究Ⅱ 梨本雄太郎 開講
31.学務専門委員会 2N111 社会教育実習 学務専門委員会 集中
32.学部実習専門委員会 2C411 幼稚園実習（事前･事後指導1単位を含む。） 学部実習専門委員会 ※２ ✔ 幼 第五欄、教育実践に関する科目（教育実習）
32.学部実習専門委員会 2C412 小学校3年次実習（事前･事後指導1単位を含む｡） 学部実習専門委員会 ※２ ✔ 小 第五欄、教育実践に関する科目（教育実習）
32.学部実習専門委員会 2C413 中学校3年次実習（事前･事後指導1単位を含む｡） 学部実習専門委員会 ※２ ✔ 中 第五欄、教育実践に関する科目（教育実習）
32.学部実習専門委員会 2C414 小学校4年次実習（事前･事後指導1単位を含む｡） 学部実習専門委員会 ※２ ✔ 小 第五欄、教育実践に関する科目（教育実習）
32.学部実習専門委員会 2C415 中学校4年次実習（事前･事後指導1単位を含む｡） 学部実習専門委員会 ※２ ✔ 中 第五欄、教育実践に関する科目（教育実習）
32.学部実習専門委員会 2C416 高等学校実習（事前･事後指導1単位を含む｡） 学部実習専門委員会 ※２ ✔ 高 第五欄、教育実践に関する科目（教育実習）

※１　教育職員免許状の取得のために履修を希望する場合、本学を卒業した者又は本学教職大学院に在籍する学生に限り出講元の承認を得たうえで履修を認めることがある。

※２　本学教職大学院に在学する学生で、高度教職実践専攻運営委員会及び学部実習専門委員会が認めた場合に限り履修を認めることがある。

※３　事前に授業担当教員と相談し、許可された場合に限り履修を認める。

※４　履修者が多い場合は不可。事前に授業担当教員への確認が必要。

※５　履修登録の前に全学教職科目授業運営部会の主任に相談すること。履修者の人数など、授業に支障が生じないと判断された限りで履修を認める場合がある。

※６　ピアノ経験の有無によりクラス分けを行っているので、履修希望者は４月上旬に「予備登録」を行い、前期・後期の受講希望と過去のピアノ学習経験を申告した上で、
　　指定されたクラスを受講すること。ただし履修者人数によっては履修を制限することがある。

※７　本学教職大学院に在学する学生で、高度教職実践専攻運営委員会及び英語教育授業運営部会が認めた場合に限り履修を認めることがある。
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