
【令和４年度～：新課程】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】

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

01.全学教職科目授業運営部会 3CA1011 教育の原理a 田端健人 ※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 3CA1012 教育の原理b 本田伊克 ※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 3CA1013 教育の原理c 清多英羽 ※５ 後期 ✔ 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 3CA1014 教育の原理d 清多英羽 ※５ 後期 ✔ 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 3CB1001 教職入門a 本図愛実 ※５ 前期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））
01.全学教職科目授業運営部会 3CB1002 教職入門b 田端健人 ※５ 前期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））
01.全学教職科目授業運営部会 3CB1003 教職入門c 田端健人 ※５ 後期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））
01.全学教職科目授業運営部会 3CB1004 教職入門d 本田伊克 ※５ 後期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））
01.全学教職科目授業運営部会 3CC1000 教育の制度・経営 ― 履修不可 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 3CC1100 教育と地域社会 ― 履修不可 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 3CD1201 発達と学習の心理a 越中康治 ※５ 前期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）
01.全学教職科目授業運営部会 3CD1202 発達と学習の心理b 久保順也 ※５ 前期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）
01.全学教職科目授業運営部会 3CD1203 発達と学習の心理c 平真木夫 ※５ 後期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）
01.全学教職科目授業運営部会 3CD1204 発達と学習の心理d 樋口広思 ※５ 後期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）
01.全学教職科目授業運営部会 3DA1001 道徳の理論及び指導a ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DA1002 道徳の理論及び指導b ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DA1003 道徳の理論及び指導c ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DA1004 道徳の理論及び指導d ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DB1001 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）a ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DB1002 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）b ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DB1003 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）c ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DB1004 総合的な学習の時間の指導法（特別活動を含む。）d ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DC1001 教育課程と教育方法a 平真木夫 ※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（教育の方法及び技術）
01.全学教職科目授業運営部会 3DC1002 教育課程と教育方法b 平真木夫 ※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（教育の方法及び技術）
01.全学教職科目授業運営部会 3DC1003 教育課程と教育方法c 平真木夫 ※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（教育の方法及び技術）
01.全学教職科目授業運営部会 3DC1004 教育課程と教育方法d 平真木夫 ※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（教育の方法及び技術）
01.全学教職科目授業運営部会 3DD1001 情報活用能力育成実践論a 岡本恭介 ※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（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 3DD1002 情報活用能力育成実践論b 岡本恭介 ※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（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 3DD1003 情報活用能力育成実践論c 岡本恭介 ※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（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 3DD1004 情報活用能力育成実践論d 岡本恭介 ※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（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

01.全学教職科目授業運営部会 3DE1001 児童・生徒理解（生徒指導論・進路指導論を含む。）a ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DE1002 児童・生徒理解（生徒指導論・進路指導論を含む。）b ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DE1003 児童・生徒理解（生徒指導論・進路指導論を含む。）c ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DE1004 児童・生徒理解（生徒指導論・進路指導論を含む。）d ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DG1001 教育相談（カウンセリングを含む。）a ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DG1002 教育相談（カウンセリングを含む。）b ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DG1003 教育相談（カウンセリングを含む。）c ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3DG1004 教育相談（カウンセリングを含む。）d ― 履修不可 未開講 ✔ 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）

02.国語教育授業運営部会 3FB1001 初等国語科教育法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。））国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FB1002 初等国語科教育法b ― 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。））国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FB1003 初等国語科教育法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。））国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FB1004 初等国語科教育法d ― 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。））国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FB1005 初等国語科教育法e ― 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。））国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FC1000 中等国語科教育法A ― 履修不可 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（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 3FC1100 中等国語科教育法B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FE1001 初等国語科内容概論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（教科に関する専門的事項）国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FE1002 初等国語科内容概論b ― 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（教科に関する専門的事項）国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FE1003 初等国語科内容概論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（教科に関する専門的事項）国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FE1004 初等国語科内容概論d ― 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（教科に関する専門的事項）国語（書写を含む。）
02.国語教育授業運営部会 3FF1000 国語科内容概論（国語学） 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 3FF1100 国語科内容講義（国語学A） 津田智史 ※３ 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 3FF1200 国語科内容講義（国語学B） 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 3FF1300 国語科内容基礎演習（国語学A） 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 3FF1400 国語科内容基礎演習（国語学B） 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 3FF1500 国語科内容概論（国文学A） 中地文 ※３ 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 3FF1600 国語科内容概論（国文学B） 仲谷健太郎 ※３ 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（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 3FF1700 国語科内容講義（国文学A） 中地文 ※３ 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（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 3FF1800 国語科内容講義（国文学B） 仲谷健太郎 ※３ 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（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 3FF1901 国語科内容基礎演習（国文学A）a 中地文 ※３ 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 3FF1902 国語科内容基礎演習（国文学A）b 中地文 ※３ 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 3FF2001 国語科内容基礎演習（国文学B）a 中地文 ※３ 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 3FF2002 国語科内容基礎演習（国文学B）b 中地文 ※３ 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 3FF2100 国語科内容基礎演習（国文学C） 仲谷健太郎 ※３ 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 3FF2200 国語科内容基礎演習（国文学D） 仲谷健太郎 ※３ 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 3FF2300 国語科内容概論（漢文学） ― 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 3FF2400 国語科内容講義（漢文学） ― 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 3FF2500 国語科内容基礎演習（漢文学A） ― 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 3FF2600 国語科内容基礎演習（漢文学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 3FF2700 国語科内容実技（書道） ― 履修不可 前期 ✔ 中 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）書道（書写を中心とする。）
02.国語教育授業運営部会 3FF2800 中等国語科内容構成基礎論 ― 履修不可 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

02.国語教育授業運営部会 3FF2900 国語科内容基礎演習（国語科教育A） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 国語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

02.国語教育授業運営部会 3FF3000 国語科内容基礎演習（国語科教育B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 国語 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

03.社会科教育授業運営部会 3FB1101 初等社会科教育法a ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））社会
03.社会科教育授業運営部会 3FB1102 初等社会科教育法b ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））社会
03.社会科教育授業運営部会 3FB1103 初等社会科教育法c ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））社会
03.社会科教育授業運営部会 3FB1104 初等社会科教育法d ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））社会
03.社会科教育授業運営部会 3FB1105 初等社会科教育法e ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））社会
03.社会科教育授業運営部会 3FC1200 中等社会科教育法A 吉田剛 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（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 3FC1300 中等社会科教育法B 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 3FC1400 中等社会・地歴科教育法 吉田剛 後期 ✔ 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（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 3FC1500 中等社会・公民科教育法 ― 履修不可 未開講 ✔ 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（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 3FE1101 初等社会科内容概論a 川﨑惣一 前期 ✔ 小 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
03.社会科教育授業運営部会 3FE1102 初等社会科内容概論b 西城潔 前期 ✔ 小 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
03.社会科教育授業運営部会 3FE1103 初等社会科内容概論c 堀田幸義 後期 ✔ 小 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
03.社会科教育授業運営部会 3FE1104 初等社会科内容概論d 田中良英 後期 ✔ 小 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
03.社会科教育授業運営部会 3FG1000 社会系教科内容概論（日本史） 堀田幸義 後期 ✔ 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 3FG1100 社会系教科内容講義（日本史A） 堀田幸義 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）
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03.社会科教育授業運営部会 3FG1200 社会系教科内容講義（日本史B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FG1300 社会系教科内容基礎演習（日本史A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FG1400 社会系教科内容基礎演習（日本史B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FG1500 社会系教科内容概論（外国史） 田中良英 後期 ✔ 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 3FG1600 社会系教科内容講義（外国史A） 田中良英 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 3FG1700 社会系教科内容講義（外国史B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FG1800 社会系教科内容基礎演習（外国史A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FG1900 社会系教科内容基礎演習（外国史B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FG2000 社会系教科内容概論（人文地理学） 横山貴史（予定） 後期 ✔ 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）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2100 社会系教科内容講義（人文地理学） 横山貴史（予定） 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）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2200 社会系教科内容実習（人文地理学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）（人文地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2300 社会系教科内容基礎演習（人文地理学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）（人文地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2400 社会系教科内容基礎演習（人文地理学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）（人文地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2500 社会系教科内容概論（自然地理学） 西城潔 後期 ✔ 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。）（自然地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2600 社会系教科内容講義（自然地理学） 西城潔 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。）（自然地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2700 社会系教科内容実習（自然地理学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）（自然地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2800 社会系教科内容基礎演習（自然地理学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）（自然地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG2900 社会系教科内容基礎演習（自然地理学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）（自然地理学）
03.社会科教育授業運営部会 3FG3000 社会系教科内容講義（地誌） 西城潔 後期 ✔ 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。）（地誌）
03.社会科教育授業運営部会 3FG3100 社会系教科内容概論（法律学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）」（法律学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3200 社会系教科内容概論（政治学） 石田雅樹 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）「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。）」（政治学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3300 社会系教科内容講義（政治学） 石田雅樹 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）「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。）」（政治学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3400 社会系教科内容基礎演習（政治学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）」（政治学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3500 社会系教科内容基礎演習（政治学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）」（政治学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3600 社会系教科内容概論（経済学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）」（経済学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3700 社会系教科内容概論（社会学） 山内明美 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。）」（社会学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3800 社会系教科内容講義（社会学） 山内明美 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。）」（社会学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG3900 社会系教科内容基礎演習（社会学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）」（社会学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4000 社会系教科内容基礎演習（社会学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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。）」（社会学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4100 社会系教科内容概論（哲学） 川﨑惣一 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」（哲学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4200 社会系教科内容概論（倫理学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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」（倫理学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4300 社会系教科内容講義（哲学） 川﨑惣一 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）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」（哲学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4400 社会系教科内容基礎演習（哲学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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」（哲学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4500 社会系教科内容基礎演習（哲学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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」（哲学）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4600 社会系教科内容構成基礎論（社会・地理歴史科） 吉田剛 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4700 社会系教科内容構成基礎論（社会・公民科） 吉田剛 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4800 社会系教科内容基礎演習（社会・地理歴史科教育A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

03.社会科教育授業運営部会 3FG4900 社会系教科内容基礎演習（社会・地理歴史科教育B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

03.社会科教育授業運営部会 3FG5000 社会系教科内容基礎演習（社会・公民科教育A） ― 履修不可 未開講 ✔ 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

03.社会科教育授業運営部会 3FG5100 社会系教科内容基礎演習（社会・公民科教育B） ― 履修不可 未開講 ✔ 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

04.英語教育授業運営部会 3AD1001 英語Aa ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1002 英語Ab ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1003 英語Ac ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1004 英語Ad ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1005 英語Ae ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1006 英語Af ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1007 英語Ag ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1008 英語Ah ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1101 英語Ba ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1102 英語Bb ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1103 英語Bc ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1104 英語Bd ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1105 英語Be ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1106 英語Bf ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1107 英語Bg ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1108 英語Bh ― 履修不可 前期
04.英語教育授業運営部会 3AD1201 英語Ca ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1202 英語Cb ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1203 英語Cc ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1204 英語Cd ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1205 英語Ce ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1206 英語Cf ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1207 英語Cg ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1208 英語Ch ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1301 英語Da ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1302 英語Db ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1303 英語Dc ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1304 英語Dd ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1305 英語De ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1306 英語Df ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1307 英語Dg ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AD1308 英語Dh ― 履修不可 後期
04.英語教育授業運営部会 3AE1001 英語コミュニケーションAa ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1002 英語コミュニケーションAb ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1003 英語コミュニケーションAc ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1004 英語コミュニケーションAd ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1005 英語コミュニケーションAe ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1006 英語コミュニケーションAf ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1007 英語コミュニケーションAg ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1008 英語コミュニケーションAh ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1101 英語コミュニケーションBa ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1102 英語コミュニケーションBb ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1103 英語コミュニケーションBc ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1104 英語コミュニケーションBd ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1105 英語コミュニケーションBe ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1106 英語コミュニケーションBf ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3AE1107 英語コミュニケーションBg ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
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04.英語教育授業運営部会 3AE1108 英語コミュニケーションBh ― 履修不可 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（外国語コミュニケーション）
04.英語教育授業運営部会 3FB1901 初等外国語活動・外国語教育法a 和田あずさ ※３ 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。））外国語
04.英語教育授業運営部会 3FB1902 初等外国語活動・外国語教育法b 和田あずさ ※３ 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。））外国語
04.英語教育授業運営部会 3FB1903 初等外国語活動・外国語教育法c 和田あずさ ※３ 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。））外国語
04.英語教育授業運営部会 3FB1904 初等外国語活動・外国語教育法d 和田あずさ ※３ 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。））外国語
04.英語教育授業運営部会 3FB1905 初等外国語活動・外国語教育法e 和田あずさ ※３ 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。））外国語
04.英語教育授業運営部会 3FC3000 中等英語科教育法A 鈴木渉 ※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 3FC3100 中等英語科教育法B 鈴木渉 ※３ 未開講 ✔ 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 3FE1901 初等外国語活動・外国語内容概論a 竹森徹士 ※３ 前期 ✔ 小 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）外国語
04.英語教育授業運営部会 3FE1902 初等外国語活動・外国語内容概論b 竹森徹士 ※３ 前期 ✔ 小 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）外国語
04.英語教育授業運営部会 3FE1903 初等外国語活動・外国語内容概論c 竹森徹士 ※３ 前期 ✔ 小 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）外国語
04.英語教育授業運営部会 3FE1904 初等外国語活動・外国語内容概論d 竹森徹士 ※３ 後期 ✔ 小 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）外国語
04.英語教育授業運営部会 3FE1905 初等外国語活動・外国語内容概論e 竹森徹士 ※３ 後期 ✔ 小 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）外国語
04.英語教育授業運営部会 3FE1906 初等外国語活動・外国語内容概論f 竹森徹士 ※３ 後期 ✔ 小 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）外国語
04.英語教育授業運営部会 3FO1000 英語科内容概論（英語学） 髙橋潔 ※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 3FO1100 英語科内容講義（英語学） 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 3FO1200 英語科内容演習（英語学A） 髙橋潔 ※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 3FO1300 英語科内容演習（英語学B） 髙橋潔 ※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 3FO1400 英語科内容概論（英語文学） 竹森徹士 ※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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 3FO1500 英語科内容講義（英語文学） 竹森徹士 ※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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 3FO1600 英語科内容演習（英語文学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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 3FO1700 英語科内容演習（英語文学B） 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）英語文学
04.英語教育授業運営部会 3FO1800 英語科内容基礎演習（英会話A） マクドナルドクレイグ ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO1900 英語科内容基礎演習（英会話B） フォードジェイソン ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2000 英語科内容基礎演習（英会話C） マクドナルドクレイグ ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2100 英語科内容基礎演習（英会話D） フォードジェイソン ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2200 英語科内容演習（英会話A） 未定 ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2300 英語科内容演習（英会話B） 未定 ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2400 英語科内容演習（英会話C） 未定 ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2500 英語科内容演習（英会話D） 未定 ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2600 英語科内容基礎演習（英作文A） 坂場寛子 ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2700 英語科内容基礎演習（英作文B） 坂場寛子 ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2800 英語科内容演習（英作文A） リースエイドリアン ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO2900 英語科内容演習（英作文B） リースエイドリアン ※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）英語コミュニケーション
04.英語教育授業運営部会 3FO3000 英語科内容演習（プレゼンテーション） リースエイドリアン ※３ 未開講 ✔ 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 3FO3100 英語科内容概論（異文化理解） 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 3FO3200 英語科内容演習（異文化理解） 髙橋潔 ※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）異文化理解
04.英語教育授業運営部会 3FO3300 中等英語科内容構成基礎論 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

05.数学教育授業運営部会 3FB1201 初等算数科教育法a 市川啓 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。））算数
05.数学教育授業運営部会 3FB1202 初等算数科教育法b 花園隼人 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。））算数
05.数学教育授業運営部会 3FB1203 初等算数科教育法c 市川啓 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。））算数
05.数学教育授業運営部会 3FB1204 初等算数科教育法d 花園隼人 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。））算数
05.数学教育授業運営部会 3FB1205 初等算数科教育法e 奥山勉 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。））算数
05.数学教育授業運営部会 3FC1600 中等数学科教育法A 花園隼人 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 3FC1700 中等数学科教育法B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FE1201 初等算数科内容概論a 田谷久雄 前期 ✔ 小 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）算数
05.数学教育授業運営部会 3FE1202 初等算数科内容概論b 田谷久雄 前期 ✔ 小 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）算数
05.数学教育授業運営部会 3FE1203 初等算数科内容概論c 佐藤得志 後期 ✔ 小 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）算数
05.数学教育授業運営部会 3FE1204 初等算数科内容概論d 佐藤得志 後期 ✔ 小 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）算数
05.数学教育授業運営部会 3FH1000 数学科内容基礎講義（代数学） 田谷久雄 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 3FH1100 数学科内容講義（代数学A） 田谷久雄 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 3FH1200 数学科内容講義（代数学B） 田谷久雄 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 3FH1300 数学科内容演習（代数学系A） 田谷久雄 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 3FH1400 数学科内容演習（代数学系B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FH1500 数学科内容基礎講義（幾何学） 鎌田博行 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）幾何学
05.数学教育授業運営部会 3FH1600 数学科内容講義（幾何学A） 鎌田博行 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 3FH1700 数学科内容講義（幾何学B） 鎌田博行 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）幾何学
05.数学教育授業運営部会 3FH1800 数学科内容演習（幾何学系A） 鎌田博行 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（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 3FH1900 数学科内容演習（幾何学系B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FH2000 数学科内容基礎講義（解析学） 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 3FH2100 数学科内容講義（解析学A） 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 3FH2200 数学科内容講義（解析学B） 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 3FH2300 数学科内容演習（解析学系A） 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 3FH2400 数学科内容演習（解析学系B） 佐藤得志 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 3FH2500 数学科内容講義（確率論・統計学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FH2600 数学科内容講義（確率論・統計学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 数学 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FH2700 数学科内容講義（コンピュータ） 田谷久雄 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）コンピュータ
05.数学教育授業運営部会 3FH2800 中等数学科内容構成基礎論 鎌田博行 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

06.理科教育授業運営部会 3FB1301 初等理科教育法a ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））理科
06.理科教育授業運営部会 3FB1302 初等理科教育法b ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））理科
06.理科教育授業運営部会 3FB1303 初等理科教育法c ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））理科
06.理科教育授業運営部会 3FB1304 初等理科教育法d ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））理科
06.理科教育授業運営部会 3FB1305 初等理科教育法e ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））理科
06.理科教育授業運営部会 3FC1800 中等理科教育法A 渡辺尚 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 3FC1900 中等理科教育法B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FE1301 初等理科内容概論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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FE1302 初等理科内容概論b ― 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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FE1303 初等理科内容概論c ― 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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FE1304 初等理科内容概論d ― 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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FE1305 初等理科内容概論e ― 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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FE1306 初等理科内容概論f ― 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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FE1307 初等理科内容概論g ― 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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FE1308 初等理科内容概論h ― 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（教科に関する専門的事項）理科
06.理科教育授業運営部会 3FI1000 理科内容基礎講義（物理学A） 福田善之 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）物理学
06.理科教育授業運営部会 3FI1100 理科内容基礎講義（物理学B） ― 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（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 3FI1200 理科内容応用講義（物理学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FI1300 理科内容基礎演習（物理学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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
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06.理科教育授業運営部会 3FI1401 理科内容基礎実験（物理学）a ― 履修不可 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。）
06.理科教育授業運営部会 3FI1402 理科内容基礎実験（物理学）b ― 履修不可 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。）
06.理科教育授業運営部会 3FI1500 理科内容基礎講義（化学A） 猿渡英之 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）化学
06.理科教育授業運営部会 3FI1600 理科内容基礎講義（化学B） 猿渡英之 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）化学
06.理科教育授業運営部会 3FI1700 理科内容応用講義（化学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FI1800 理科内容基礎演習（化学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FI1901 理科内容基礎実験（化学）a ― 履修不可 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）化学実験（コンピューター活用を含む。）
06.理科教育授業運営部会 3FI1902 理科内容基礎実験（化学）b ― 履修不可 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）化学実験（コンピューター活用を含む。）
06.理科教育授業運営部会 3FI2000 理科内容基礎講義（生物学A） 小林恭士 後期＋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 3FI2100 理科内容基礎講義（生物学B） 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 3FI2200 理科内容応用講義（生物学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FI2300 理科内容基礎演習（生物学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FI2401 理科内容基礎実験（生物学）a ― 履修不可 後期+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 3FI2402 理科内容基礎実験（生物学）b ― 履修不可 後期+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 3FI2500 理科内容基礎講義（地学A） 髙田淑子 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 3FI2600 理科内容基礎講義（地学B） 菅原敏 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）地学
06.理科教育授業運営部会 3FI2700 理科内容応用講義（地学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FI2800 理科内容基礎演習（地学） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FI2901 理科内容基礎実験（地学）a ― 履修不可 後期+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）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 3FI2902 理科内容基礎実験（地学）b ― 履修不可 後期+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）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 3FI3000 中等理科内容構成基礎論 ― 履修不可 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

07.音楽教育授業運営部会 3FB1501 初等音楽科教育法a 原田博之 ※４ 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。））音楽
07.音楽教育授業運営部会 3FB1502 初等音楽科教育法b 高橋弘二 ※４ 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。））音楽
07.音楽教育授業運営部会 3FB1503 初等音楽科教育法c 高橋弘二 ※４ 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。））音楽
07.音楽教育授業運営部会 3FB1504 初等音楽科教育法d 原田博之 ※４ 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。））音楽
07.音楽教育授業運営部会 3FB1505 初等音楽科教育法e 榊原光裕 ※４ 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。））音楽
07.音楽教育授業運営部会 3FC2000 中等音楽科教育法A 原田博之 ※４ 後期 ✔ 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 3FC2100 中等音楽科教育法B ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））
07.音楽教育授業運営部会 3FE1501 初等音楽科内容概論a 榊原光裕 ※６ 前期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1502 初等音楽科内容概論b 倉戸テル ※６ 前期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1503 初等音楽科内容概論c 小塩さとみ ※６ 前期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1504 初等音楽科内容概論d 原田博之 ※６ 前期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1505 初等音楽科内容概論e 日比野裕幸 ※６ 前期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1506 初等音楽科内容概論f 榊原光裕 ※６ 後期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1507 初等音楽科内容概論g 倉戸テル ※６ 後期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1508 初等音楽科内容概論h 原田博之 ※６ 後期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1509 初等音楽科内容概論i 小塩さとみ ※６ 後期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FE1510 初等音楽科内容概論j 日比野裕幸 ※６ 後期 ✔ 小 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
07.音楽教育授業運営部会 3FJ1000 音楽科内容演習（ソルフェージュ） 石丸友貴 ※４ 後期 ✔ 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）ソルフェージュ
07.音楽教育授業運営部会 3FJ1100 音楽科内容演習（声楽） ― 履修不可 通年 ✔ 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）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）
07.音楽教育授業運営部会 3FJ1200 音楽科内容実技（声楽A） ― 履修不可 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）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）
07.音楽教育授業運営部会 3FJ1300 音楽科内容実技（声楽B） ― 履修不可 後期 ✔ 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）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）
07.音楽教育授業運営部会 3FJ1400 音楽科内容演習（合唱） 原田博之 通年 ✔ 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）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）

07.音楽教育授業運営部会 3FJ1500 音楽科内容演習（ピアノ） 倉戸テル

専門的なピアノ演奏ができるこ
と。指定された時間を受講でき
ること。
また、履修者の人数によっては
制限する場合もある。

通年 ✔ 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 3FJ1600 音楽科内容実技（ピアノ） ― 履修不可 通年 ✔ 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 3FJ1700 音楽科内容演習（合奏） 日比野裕幸 通年 ✔ 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 3FJ1800 音楽科内容演習（和楽器） 大学みき子 ※４ 後期 ✔ 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）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 3FJ1900 音楽科内容演習（指揮法） 日比野裕幸 通年 ✔ 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 3FJ2000 音楽科内容実技（指揮法） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 音楽 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FJ2100 音楽科内容演習（音楽理論A） 木下和彦 通年 ✔ 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 3FJ2200 音楽科内容演習（音楽理論B） 木下和彦 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 3FJ2300 音楽科内容演習（作曲法） 木下和彦
音楽科内容演習（音楽理論A）を
修得済みであること。

後期 ✔ 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 3FJ2400 音楽科内容講義（音楽学） 小塩さとみ 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 3FJ2500 音楽科内容演習（音楽学A） 小塩さとみ 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 3FJ2600 音楽科内容演習（音楽学B） 小塩さとみ 後期 ✔ 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 3FJ2700 音楽科内容演習（音楽学C） 小塩さとみ 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 3FJ2800 中等音楽科内容構成基礎論 ― 履修不可 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

08.美術教育授業運営部会 3FB1601 初等図画工作科教育法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。））図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FB1602 初等図画工作科教育法b ― 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。））図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FB1603 初等図画工作科教育法c ― 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。））図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FB1604 初等図画工作科教育法d ― 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。））図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FB1605 初等図画工作科教育法e ― 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。））図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FC2200 中等美術科教育法A ― 履修不可 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。））
08.美術教育授業運営部会 3FC2300 中等美術科教育法B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FE1601 初等図画工作科内容概論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（教科に関する専門的事項）図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FE1602 初等図画工作科内容概論b ― 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（教科に関する専門的事項）図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FE1603 初等図画工作科内容概論c ― 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（教科に関する専門的事項）図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FE1604 初等図画工作科内容概論d ― 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（教科に関する専門的事項）図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FE1605 初等図画工作科内容概論e ― 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（教科に関する専門的事項）図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FE1606 初等図画工作科内容概論f ― 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（教科に関する専門的事項）図画工作
08.美術教育授業運営部会 3FK1000 美術科内容基礎演習（絵画） 安彦文平 ※３ 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（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 3FK1100 美術科内容実技（絵画Ⅰ） 安彦文平 ※３ 開講 ✔ 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 3FK1200 美術科内容実技（絵画ⅡA） ― 履修不可 開講 ✔ 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 3FK1300 美術科内容実技（絵画ⅡB） 安彦文平 ※３ 開講 ✔ 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 3FK1400 美術科内容基礎演習（彫塑） ― 履修不可 後期 ✔ 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 3FK1500 美術科内容実技（彫塑Ⅰ） ― 履修不可 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（教科に関する専門的事項）彫刻
08.美術教育授業運営部会 3FK1600 美術科内容実技（彫塑Ⅱ） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FK1700 美術科内容基礎講義（デザイン） ― 履修不可 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（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 3FK1800 美術科内容演習（デザイン） ― 履修不可 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（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 3FK1900 美術科内容基礎講義（工芸） ― 履修不可 前期 ✔ 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 3FK2000 美術科内容演習（工芸） ― 履修不可 後期 ✔ 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 3FK2100 美術科内容基礎講義（美術理論・美術史） ― 履修不可 後期 ✔ 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。）
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08.美術教育授業運営部会 3FK2200 美術科内容演習（美術理論・美術史） ― 履修不可 前期集中 ✔ 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 3FK2300 美術科内容演習（鑑賞） ― 履修不可 開講 ✔ 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 3FK2400 中等美術科内容構成基礎論 ― 履修不可 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

09.保健体育授業運営部会 3AC1001 体育実習a 池田晃一 ※４ 通年 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（体育）
09.保健体育授業運営部会 3AC1002 体育実習b 池田晃一 ※４ 通年 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（体育）
09.保健体育授業運営部会 3AC1101 健康・運動論a 黒川修行 ※４ 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（体育）
09.保健体育授業運営部会 3AC1102 健康・運動論b 黒川修行 ※４ 後期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（体育）
09.保健体育授業運営部会 3FB1801 初等体育科教育法a 沼倉学 ※４ 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。））体育
09.保健体育授業運営部会 3FB1802 初等体育科教育法b 沼倉学 ※４ 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。））体育
09.保健体育授業運営部会 3FB1803 初等体育科教育法c 沼倉学 ※４ 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。））体育
09.保健体育授業運営部会 3FB1804 初等体育科教育法d 沼倉学 ※４ 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。））体育
09.保健体育授業運営部会 3FB1805 初等体育科教育法e 沼倉学 ※４ 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。））体育
09.保健体育授業運営部会 3FC2400 中等保健体育科教育法A ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））
09.保健体育授業運営部会 3FC2500 中等保健体育科教育法B 佐藤亮平 ※４ 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。））
09.保健体育授業運営部会 3FE1801 初等体育科内容概論a 沼倉学 ※４ 通年 ✔ 小 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
09.保健体育授業運営部会 3FE1802 初等体育科内容概論b 沼倉学 ※４ 通年 ✔ 小 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
09.保健体育授業運営部会 3FE1803 初等体育科内容概論c 沼倉学 ※４ 通年 ✔ 小 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
09.保健体育授業運営部会 3FL1000 保健体育科内容基礎実技（体育実技） 沼倉学 ※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 3FL1100 保健体育科内容実技（体育実技・球技A） 池田晃一 ※４ 通年 ✔ 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 3FL1200 保健体育科内容実技（体育実技・球技B） 池田晃一 ※４ 通年 ✔ 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 3FL1300 保健体育科内容実技（体育実技・武道） 齋藤浩二、平間哲雄 ※４ 通年 ✔ 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 3FL1400 保健体育科内容実技（体育実技・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 3FL1500 保健体育科内容実技（体育実技・陸上競技） 柴山一仁 ※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 3FL1600 保健体育科内容実技（体育実技・ダンス） 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（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 3FL1700 保健体育科内容実技（体育実技・野外活動A） 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 3FL1800 保健体育科内容実技（体育実技・野外活動B） 沼倉学 ※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 3FL1900 保健体育科内容講義（体育原理・体育史） 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 3FL2000 保健体育科内容講義（体育社会学・体育経営管理学） 甲斐健人、永田秀雄 ※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 3FL2100 保健体育科内容講義（体育心理学） 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 3FL2200 保健体育科内容講義（運動学A） 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 3FL2300 保健体育科内容講義（運動学B） 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 3FL2400 保健体育科内容講義（人体生理学） 藤本敏彦 ※４ 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（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 3FL2500 保健体育科内容講義（衛生学・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 3FL2600 保健体育科内容講義（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 3FL2700 中等保健体育科内容構成基礎論 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

09.保健体育授業運営部会 3FL2800 保健体育科内容実験（生理学、衛生学・公衆衛生学、学校保健） ― 履修不可 通年 ✔ 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

10.技術教育授業運営部会 3FC2600 中等技術科教育法A 板垣翔大 ※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。））
10.技術教育授業運営部会 3FC2700 中等技術科教育法B 板垣翔大 教育法Aを履修済みのこと 未開講 ✔ 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 3FM1000 技術科内容講義（木材加工） 板垣翔大 前期 ✔ 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）木材加工（製図及び実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM1100 技術科内容実験実習（木材加工） 板垣翔大 内容講義（木材加工）を履修済のこと 前期 ✔ 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）木材加工（製図及び実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM1200 技術科内容講義（金属加工） 古田このみ ※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（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 3FM1300 技術科内容実験実習（金属加工） 古田このみ 内容講義（金属加工）を履修済のこと 後期 ✔ 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）金属加工（製図及び実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM1400 技術科内容基礎講義（機械） 古田このみ ※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（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 3FM1500 技術科内容応用講義（機械） ― 履修不可 未開講 ✔ 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）機械（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM1600 技術科内容実験実習（機械） 古田このみ 内容基礎講義（機械）を履修済のこと 後期 ✔ 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）機械（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM1700 技術科内容基礎講義（電気） 水谷好成 前期 ✔ 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）電気（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM1800 技術科内容応用講義（電気） ― 履修不可 後期 ✔ 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）電気（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM1900 技術科内容実験実習（電気） 水谷好成 内容基礎講義（電気）を履修済のこと 未開講 ✔ 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）電気（実習を含む。）
10.技術教育授業運営部会 3FM2000 技術科内容基礎講義（栽培） 金澤俊成 前期集中 ✔ 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 3FM2100 技術科内容応用講義（栽培／生物育成） 金澤俊成 後期 ✔ 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 3FM2200 技術科内容実験実習（栽培） 金澤俊成 内容基礎講義（栽培）を履修済のこと 前期 ✔ 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 3FM2300 技術科内容基礎講義（情報とコンピュータ） 岡本恭介 前期 ✔ 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）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 3FM2400 技術科内容応用講義（情報とコンピュータ） 岡本恭介 内容基礎講義（情報）を履修済のこと 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）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 3FM2500 技術科内容実験実習（情報とコンピュータ） 岡本恭介 内容基礎講義（情報）を履修済のこと 後期 ✔ 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）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 3FM2600 中等技術科内容構成基礎論 ― 履修不可 前期 ✔ 中 技術 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

10.技術教育授業運営部会 3FM2700 技術科内容講義（材料と加工） ― 履修不可 未開講 ✔ 中 技術 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

11.家庭科教育授業運営部会 3FB1701 初等家庭科教育法a ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1702 初等家庭科教育法b ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1703 初等家庭科教育法c ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1704 初等家庭科教育法d ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1705 初等家庭科教育法e ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FC2800 中等家庭科教育法A 前田まどか 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（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 3FC2900 中等家庭科教育法B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FE1701 初等家庭科内容概論a 菅原正則 前期 ✔ 小 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
11.家庭科教育授業運営部会 3FE1702 初等家庭科内容概論b 菅原正則 後期 ✔ 小 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
11.家庭科教育授業運営部会 3FN1000 家庭科内容講義（家庭経営学） ― 履修不可 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（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 3FN1100 家庭科内容講義（被服学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FN1200 家庭科内容講義（被服学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FN1300 家庭科内容実験実習（被服学A） ― 履修不可 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 3FN1400 家庭科内容実験実習（被服学B） ― 履修不可 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 3FN1500 家庭科内容講義（食物学A） 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 3FN1600 家庭科内容講義（食物学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FN1700 家庭科内容実験実習（食物学A） ― 履修不可 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 3FN1800 家庭科内容実験実習（食物学B） ― 履修不可 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）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 3FN1900 家庭科内容講義（住居学A） 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 3FN2000 家庭科内容講義（住居学B） 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 3FN2100 家庭科内容実験実習（住居学A） ― 履修不可 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 3FN2200 家庭科内容実験実習（住居学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FN2300 家庭科内容講義（保育学A） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FN2400 家庭科内容講義（保育学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FN2500 家庭科内容実験実習（保育学A） ― 履修不可 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）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 3FN2600 家庭科内容実験実習（保育学B） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（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 3FN2700 家庭科内容講義（家庭電気） ― 履修不可 開講 ✔ 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・家庭機械・情報処理（家庭電気）
11.家庭科教育授業運営部会 3FN2800 家庭科内容講義（家庭機械） 鈴木明宏 欠講 ✔ 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・家庭機械・情報処理（家庭機械）
11.家庭科教育授業運営部会 3FN2900 家庭科内容講義（情報処理） ― 履修不可 後期集中 ✔ 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）家庭電気・家庭機械・情報処理（情報処理）
11.家庭科教育授業運営部会 3FN3000 中等家庭科内容構成基礎論 ― 履修不可 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（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

11.家庭科教育授業運営部会 3FN3100 家庭科内容講義（家庭科教育） 香曽我部琢 未定 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）
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11.家庭科教育授業運営部会 3FN3200 家庭科内容演習（家庭科教育） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 家庭 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

12.幼児教育授業運営部会 3CF1000 幼稚園教育課程論 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 未開講 ✔ 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 3DF1000 幼児理解 飯島典子 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 未開講 ✔ 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 3FA1000 保育内容（健康）指導法 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 後期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。））
12.幼児教育授業運営部会 3FA1100 保育内容（人間関係）指導法 飯島典子 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 後期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。））
12.幼児教育授業運営部会 3FA1200 保育内容（環境）指導法 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 後期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。））
12.幼児教育授業運営部会 3FA1300 保育内容（言葉）指導法 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 前期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。））
12.幼児教育授業運営部会 3FA1400 保育内容（表現）指導法 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 前期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。））
12.幼児教育授業運営部会 3FD1000 保育内容（健康） 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 前期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項）
12.幼児教育授業運営部会 3FD1100 保育内容（人間関係） 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 前期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項）
12.幼児教育授業運営部会 3FD1200 保育内容（環境） 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 前期＋一部集中 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項）
12.幼児教育授業運営部会 3FD1300 保育内容（言葉） 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 前期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項）
12.幼児教育授業運営部会 3FD1400 保育内容（表現） 佐藤哲也 幼稚園免許取得に必要な場合に限る。 前期 ✔ 幼 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項）
13.生活科教育授業運営部会 3FB1401 初等生活科教育法a ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1402 初等生活科教育法b ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1403 初等生活科教育法c ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1404 初等生活科教育法d ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1405 初等生活科教育法e ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FB1406 初等生活科教育法f ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FE1401 初等生活科内容概論a 齊藤千映美 前期 ✔ 小 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）生活
13.生活科教育授業運営部会 3FE1402 初等生活科内容概論b 齊藤千映美 前期 ✔ 小 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）生活
13.生活科教育授業運営部会 3FE1403 初等生活科内容概論c 齊藤千映美 前期 ✔ 小 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）生活
13.生活科教育授業運営部会 3FE1404 初等生活科内容概論d 齊藤千映美 前期 ✔ 小 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）生活
13.生活科教育授業運営部会 3FE1405 初等生活科内容概論e 齊藤千映美 後期 ✔ 小 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）生活
13.生活科教育授業運営部会 3FE1406 初等生活科内容概論f 齊藤千映美 後期 ✔ 小 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）生活
13.生活科教育授業運営部会 3FE1407 初等生活科内容概論g 齊藤千映美 後期 ✔ 小 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）生活
13.生活科教育授業運営部会 3FE1408 初等生活科内容概論h 齊藤千映美 後期 ✔ 小 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）生活
14.防災教育授業運営部会 3AF1001 学校防災教育基礎a 小田隆史 前期
14.防災教育授業運営部会 3AF1002 学校防災教育基礎b 小田隆史 前期
14.防災教育授業運営部会 3AF1003 学校防災教育基礎c 梨本雄太郎 後期
14.防災教育授業運営部会 3AF1004 学校防災教育基礎d 梨本雄太郎 後期
14.防災教育授業運営部会 3BC2000 学校の安全管理と防災教育 林田由那 開講
14.防災教育授業運営部会 3BC2100 学校防災応用実践演習 林田由那 開講
15.情報教育授業運営部会 3AB1001 情報活用の基礎a ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（情報機器の操作）
15.情報教育授業運営部会 3AB1002 情報活用の基礎b ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（情報機器の操作）
15.情報教育授業運営部会 3AB1003 情報活用の基礎c ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（情報機器の操作）
15.情報教育授業運営部会 3AB1004 情報活用の基礎d ― 履修不可 前期 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（情報機器の操作）
15.情報教育授業運営部会 3BA2300 教育とコンピューター・データサイエンス入門 岡本恭介 後期集中
15.情報教育授業運営部会 3BB1001 情報活用能力とプログラミングの活用a 岡本恭介 後期集中
15.情報教育授業運営部会 3BB1002 情報活用能力とプログラミングの活用b 岡本恭介 後期集中
15.情報教育授業運営部会 3BB1003 情報活用能力とプログラミングの活用c 岡本恭介 後期集中
15.情報教育授業運営部会 3BB1004 情報活用能力とプログラミングの活用d 岡本恭介 後期集中
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1001 教育体験初年次演習Ⅰ（初等1クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1002 教育体験初年次演習Ⅰ（初等2クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1003 教育体験初年次演習Ⅰ（初等3クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1004 教育体験初年次演習Ⅰ（初等4クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1005 教育体験初年次演習Ⅰ（初等5クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1006 教育体験初年次演習Ⅰ（初等6クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1007 教育体験初年次演習Ⅰ（初等7クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1008 教育体験初年次演習Ⅰ（初等8クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1009 教育体験初年次演習Ⅰ（初等9クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EA1010 教育体験初年次演習Ⅰ（初等10クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1001 教育体験初年次演習Ⅱ（初等1クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1002 教育体験初年次演習Ⅱ（初等2クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1003 教育体験初年次演習Ⅱ（初等3クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1004 教育体験初年次演習Ⅱ（初等4クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1005 教育体験初年次演習Ⅱ（初等5クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1006 教育体験初年次演習Ⅱ（初等6クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1007 教育体験初年次演習Ⅱ（初等7クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1008 教育体験初年次演習Ⅱ（初等8クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1009 教育体験初年次演習Ⅱ（初等9クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EB1010 教育体験初年次演習Ⅱ（初等10クラス） ― 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1101 初等教育実践探究演習A（初等1クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1102 初等教育実践探究演習A（初等2クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1103 初等教育実践探究演習A（初等3クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1104 初等教育実践探究演習A（初等4クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1105 初等教育実践探究演習A（初等5クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1106 初等教育実践探究演習A（初等6クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1107 初等教育実践探究演習A（初等7クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1108 初等教育実践探究演習A（初等8クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1109 初等教育実践探究演習A（初等9クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1110 初等教育実践探究演習A（初等10クラス） ― 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1201 初等教育実践探究演習B（初等1クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1202 初等教育実践探究演習B（初等2クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1203 初等教育実践探究演習B（初等3クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1204 初等教育実践探究演習B（初等4クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1205 初等教育実践探究演習B（初等5クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1206 初等教育実践探究演習B（初等6クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1207 初等教育実践探究演習B（初等7クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1208 初等教育実践探究演習B（初等8クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1209 初等教育実践探究演習B（初等9クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1210 初等教育実践探究演習B（初等10クラス） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EC1211 初等教育実践探究演習B（幼稚園実習用） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1201 教職実践演習（初等1クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1202 教職実践演習（初等2クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1203 教職実践演習（初等3クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1204 教職実践演習（初等4クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
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21.初等教育専攻運営委員会 3EE1205 教職実践演習（初等5クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1206 教職実践演習（初等6クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1207 教職実践演習（初等7クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1208 教職実践演習（初等8クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1209 教職実践演習（初等9クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1210 教職実践演習（初等10クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3EE1211 教職実践演習（幼年期教育創生コース） ― 履修不可 未開講 ✔ 幼小 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1000 幼年期の育ちと学び 佐藤哲也 開講 ✔ 幼 第六欄、大学が独自に設定する科目
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1100 幼年期の心理学 飯島典子 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1200 子どもの健康と安全 佐藤哲也 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1300 子ども家庭福祉 佐藤哲也 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1400 子どもの学びと文化 ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1500 幼年期教育の歴史と理論 ― 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1600 幼年期教育創生研究 ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1700 地域教育課題と未来づくり教育 市瀬智紀 履修不可 後期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1800 文理融合型研究法 久保　順也、齊藤　千映美 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP1900 子ども発達と認知の心理学的理解 平真木夫 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2000 学力とグローバル・コンピテンシー 田端健人 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2100 環境と共生のリテラシー 溝田浩二 履修不可 開講
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2200 授業への教育臨床的接近 吉村敏之 履修不可 開講
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2300 教科の学習と言語活動 児玉忠 履修不可 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2400 共生とコミュニケーション 竹森徹士 履修不可 開講
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2500 社会科資料調査法（地理歴史） 堀田幸義 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2600 社会科資料調査法（公民） 石田雅樹 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2700 子どもの問いと理数・自然系教育の創生 田谷久雄 前期
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2800 数理・自然科学へのいざない 笠井香代子 未定
21.初等教育専攻運営委員会 3FP2900 研究演習（初等教育専攻） ― 履修不可 未開講
21.初等教育専攻運営委員会 3GA1001 卒業研究 ― 履修不可 未開講
22.中等教育専攻運営委員会 3EA1011 教育体験初年次演習Ⅰ（中等国語クラス） ― 履修不可 前期
22.中等教育専攻運営委員会 3EA1012 教育体験初年次演習Ⅰ（中等社会クラス） ― 履修不可 前期
22.中等教育専攻運営委員会 3EA1013 教育体験初年次演習Ⅰ（中等英語クラス） ― 履修不可 前期
22.中等教育専攻運営委員会 3EA1014 教育体験初年次演習Ⅰ（中等数学クラス） ― 履修不可 前期
22.中等教育専攻運営委員会 3EA1015 教育体験初年次演習Ⅰ（中等理科クラス） ― 履修不可 前期
22.中等教育専攻運営委員会 3EB1011 教育体験初年次演習Ⅱ（中等国語クラス） ― 履修不可 後期
22.中等教育専攻運営委員会 3EB1012 教育体験初年次演習Ⅱ（中等社会クラス） ― 履修不可 後期
22.中等教育専攻運営委員会 3EB1013 教育体験初年次演習Ⅱ（中等英語クラス） ― 履修不可 後期
22.中等教育専攻運営委員会 3EB1014 教育体験初年次演習Ⅱ（中等数学クラス） ― 履修不可 後期
22.中等教育専攻運営委員会 3EB1015 教育体験初年次演習Ⅱ（中等理科クラス） ― 履修不可 後期
22.中等教育専攻運営委員会 3EC1300 中等国語科実践指導法（教育実践探究演習）A 佐野幹 ※１ 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（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 3EC1400 中等国語科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3EC1500 中等社会科実践指導法（教育実践探究演習）A 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 3EC1600 中等社会科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3EC1701 中等数学科実践指導法（教育実践探究演習）Aa 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 3EC1702 中等数学科実践指導法（教育実践探究演習）Ab 市川啓 ※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 3EC1801 中等数学科実践指導法（教育実践探究演習）Ba ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））
22.中等教育専攻運営委員会 3EC1802 中等数学科実践指導法（教育実践探究演習）Bb ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））
22.中等教育専攻運営委員会 3EC1900 中等理科実践指導法（教育実践探究演習）A 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 3EC2000 中等理科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3EC3100 中等英語科実践指導法（教育実践探究演習）A 鈴木渉 ※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（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 3EC3200 中等英語科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3EE1212 教職実践演習（中等国語クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
22.中等教育専攻運営委員会 3EE1213 教職実践演習（中等社会クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
22.中等教育専攻運営委員会 3EE1214 教職実践演習（中等英語クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
22.中等教育専攻運営委員会 3EE1215 教職実践演習（中等数学クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
22.中等教育専攻運営委員会 3EE1216 教職実践演習（中等理科クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
22.中等教育専攻運営委員会 3FP3000 言語・社会系教育における資質・能力 鈴木渉 前期
22.中等教育専攻運営委員会 3FP3100 応用演習（中等教育専攻言語・社会系教育コース） ― 履修不可 未開講
22.中等教育専攻運営委員会 3FP3200 数理・自然科学概論 笠井香代子 後期
22.中等教育専攻運営委員会 3FP3301 数学科内容基礎概論a 田谷久雄 前期
22.中等教育専攻運営委員会 3FP3302 数学科内容基礎概論b 田谷久雄 後期
22.中等教育専攻運営委員会 3FP3400 理科応用実験 ― 履修不可 未開講
22.中等教育専攻運営委員会 3FP3500 応用演習（中等教育専攻理数系教育コース） ― 履修不可 未開講
22.中等教育専攻運営委員会 3GA1002 卒業研究 ― 履修不可 未開講
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EA1016 教育体験初年次演習Ⅰ（芸体音楽クラス） ― 履修不可 前期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EA1017 教育体験初年次演習Ⅰ（芸体美術クラス） ― 履修不可 前期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EA1018 教育体験初年次演習Ⅰ（芸体保体クラス） ― 履修不可 前期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EA1019 教育体験初年次演習Ⅰ（芸体技術クラス） ― 履修不可 前期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EA1020 教育体験初年次演習Ⅰ（芸体家庭科クラス） ― 履修不可 前期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EB1016 教育体験初年次演習Ⅱ（芸体音楽クラス） ― 履修不可 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EB1017 教育体験初年次演習Ⅱ（芸体美術クラス） ― 履修不可 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EB1018 教育体験初年次演習Ⅱ（芸体保体クラス） ― 履修不可 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EB1019 教育体験初年次演習Ⅱ（芸体技術クラス） ― 履修不可 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EB1020 教育体験初年次演習Ⅱ（芸体家庭科クラス） ― 履修不可 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EC2100 中等音楽科実践指導法（教育実践探究演習）A 原田博之 ※１ 後期 ✔ 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。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EC2200 中等音楽科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3EC2300 中等美術科実践指導法（教育実践探究演習）A 非常勤講師 ※１ 後期 ✔ 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。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EC2400 中等美術科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EC2500 中等保健体育科実践指導法（教育実践探究演習）A 佐藤亮平 ※１ 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。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EC2600 中等保健体育科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3EC2700 中等技術科実践指導法（教育実践探究演習）A 板垣翔大 ※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 3EC2800 中等技術科実践指導法（教育実践探究演習）B 安藤明伸 指導法Aを履修済みのこと 未開講 ✔ 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 3EC2900 中等家庭科実践指導法（教育実践探究演習）A 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。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EC3000 中等家庭科実践指導法（教育実践探究演習）B ― 履修不可 未開講 ✔ 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。））
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EE1217 教職実践演習（芸体音楽クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EE1218 教職実践演習（芸体美術クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EE1219 教職実践演習（芸体保体クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EE1220 教職実践演習（芸体技術クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
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23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3EE1221 教職実践演習（芸体家庭科クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 中高 第五欄、教育実践に関する科目（教職実践演習）
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP3600 人間形成における表現と健康 池田晃一 ※４ 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP3700 音と表現 日比野裕幸 ※４ 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP3800 民族音楽演習 小塩さとみ 前期集中
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP3900 美術特殊演習A ― 履修不可 未開講
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP4000 美術特殊演習B ― 履修不可 未開講
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP4100 からだと表現 佐藤節子 ※４ 前期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP4200 野外活動と自然体験A 池田晃一 ※４ 集中
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP4300 野外活動と自然体験B 沼倉学 ※４ 集中
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3FP4400 生活系教育概論 ― 履修不可 後期
23.芸術体育・生活系教育専攻運営委員会 3GA1003 卒業研究 ― 履修不可 未開講
24.特別支援教育専攻運営委員会 3CE1001 特別支援教育理解a 寺本淳志 ※１ 前期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解）
24.特別支援教育専攻運営委員会 3CE1002 特別支援教育理解b 寺本淳志 ※１ 前期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解）
24.特別支援教育専攻運営委員会 3CE1003 特別支援教育理解c 寺本淳志 ※１ 後期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解）
24.特別支援教育専攻運営委員会 3CE1004 特別支援教育理解d 寺本淳志 ※１ 後期 ✔ 幼小中高 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解）
24.特別支援教育専攻運営委員会 3EA1021 教育体験初年次演習Ⅰ（特支1クラス） ― 履修不可 前期
24.特別支援教育専攻運営委員会 3EA1022 教育体験初年次演習Ⅰ（特支2クラス） ― 履修不可 前期
24.特別支援教育専攻運営委員会 3EB1021 教育体験初年次演習Ⅱ（特支1クラス） ― 履修不可 後期
24.特別支援教育専攻運営委員会 3EB1022 教育体験初年次演習Ⅱ（特支2クラス） ― 履修不可 後期
24.特別支援教育専攻運営委員会 3ED1600 特別支援学校実習（事前・事後指導1単位を含む。） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3EE1222 教職実践演習（特支1クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 小中 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 3EE1223 教職実践演習（特支2クラス） ― 履修不可 未開講 ✔ 小中 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 3FQ1001 特別支援教育基礎理論a 植木田潤 ※１ 前期 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第一欄、特別支援教育の基礎理論に関する科目）
24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1002 特別支援教育基礎理論b 植木田潤 ※１ 後期 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第一欄、特別支援教育の基礎理論に関する科目）
24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1100 視覚障害の心理・生理・病理 永井伸幸 前期 ✔ 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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1200 聴覚・言語障害の心理・生理・病理 松﨑丈 前期 ✔ 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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1301 知的障害の心理・生理・病理a 野崎義和 前期集中 ✔ 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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1302 知的障害の心理・生理・病理b 野崎義和 後期集中 ✔ 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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1400 肢体不自由の心理・生理・病理 村上由則 集中 ✔ 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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1500 病弱の心理・生理・病理 村上由則 集中 ✔ 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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ1600 視覚障害の教育課程・指導論 三科聡子 後期 ✔ 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 3FQ1700 聴覚・言語障害の教育課程・指導論 菅井裕行 前期 ✔ 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 3FQ1801 知的障害の教育課程・指導論a 植木田潤 後期 ✔ 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 3FQ1802 知的障害の教育課程・指導論b 植木田潤 後期 ✔ 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 3FQ1900 肢体不自由の教育課程・指導論 寺本淳志 前期 ✔ 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 3FQ2000 病弱の教育課程・指導論 寺本淳志 後期 ✔ 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 3FQ2100 視覚障害への教育支援A 三科聡子 前期 ✔ 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 3FQ2200 視覚障害への教育支援B 永井伸幸 後期 ✔ 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 3FQ2300 視覚障害への教育支援演習A ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ2400 視覚障害への教育支援演習B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ2500 聴覚・言語障害への教育支援A 松﨑丈 前期 ✔ 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 3FQ2600 聴覚・言語障害への教育支援B 菅井裕行 後期 ✔ 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 3FQ2700 聴覚・言語障害への教育支援演習A ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ2800 聴覚・言語障害への教育支援演習B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ2900 知的障害への教育支援演習A ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ3000 知的障害への教育支援演習B ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ3010 知的障害への教育支援演習C ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ3100 肢体不自由への教育支援演習 ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ3200 病弱への教育支援演習 ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3FQ3300 発達障害への教育支援A 植木田潤 前期 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ3400 発達障害への教育支援B 植木田潤 後期 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ3500 発達障害への教育支援C 植木田潤 開講 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ3600 重度・重複障害への教育支援 菅井裕行 後期 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3FQ3700 特別支援教育総論 熊谷亮 ※１ 前期 ✔ 特支 視・聴・知・肢・病 特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育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））

24.特別支援教育専攻運営委員会 3GA1004 卒業研究 ― 履修不可 未開講
31.学務専門委員会 3AA1001 日本国憲法a 佐俣紀仁 集中 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（日本国憲法）
31.学務専門委員会 3AA1002 日本国憲法b 未定 集中 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（日本国憲法）
31.学務専門委員会 3AA1003 日本国憲法c 未定 集中 ✔ 幼小中高 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める科目（日本国憲法）
31.学務専門委員会 3BA1000 人権教育 三條秀夫 後期＋一部集中
31.学務専門委員会 3BA1100 日本の言語と文化 遠藤仁 欠講
31.学務専門委員会 3BA1200 人間と思想 川﨑惣一 前期
31.学務専門委員会 3BA1300 人間と音楽 小塩さとみ 前期
31.学務専門委員会 3BA1400 美術による表現 ― 履修不可 前期
31.学務専門委員会 3BA1500 言語学 ― 履修不可 前期
31.学務専門委員会 3BA1600 歴史学入門 堀田幸義 前期
31.学務専門委員会 3BA1700 現代生活の科学 西川重和 後期
31.学務専門委員会 3BA1800 持続可能な社会 南紅玉 未定
31.学務専門委員会 3BA1900 伝統と近代化 田中良英 後期
31.学務専門委員会 3BA2000 環境と開発 西城潔 前期
31.学務専門委員会 3BA2100 国際政治 石田雅樹 後期
31.学務専門委員会 3BA2200 人間と健康 ― 履修不可 前期
31.学務専門委員会 3BA2400 数理の潮流 高瀬幸一 前期
31.学務専門委員会 3BA2500 物理基盤講義 内山哲治 前期
31.学務専門委員会 3BA2600 化学基盤講義 笠井香代子 前期
31.学務専門委員会 3BA2700 生物基盤講義 出口竜作 前期
31.学務専門委員会 3BA2800 地学基盤講義 髙田淑子 前期
31.学務専門委員会 3BA2900 学校経営と学校図書館 今野和賀子 未定
31.学務専門委員会 3BA3000 社会教育経営論 石井山竜平 集中
31.学務専門委員会 3BA3100 現代社会教育論 内藤隆史 開講
31.学務専門委員会 3BA3200 性・文化・ジェンダー 川﨑惣一 後期
31.学務専門委員会 3BB1100 コミュニケーション論 山内明美 後期
31.学務専門委員会 3BB1200 日本の芸能 沼倉学 ※４ 通年
31.学務専門委員会 3BB1300 フランスの言語と文化 フィリップ・ブラシェ 後期
31.学務専門委員会 3BB1400 ドイツの言語と文化 森本　浩一 後期
31.学務専門委員会 3BB1500 中国の言語と文化 程　艶春 後期
31.学務専門委員会 3BB1601 韓国の言語と文化a ― 履修不可 後期
31.学務専門委員会 3BB1602 韓国の言語と文化b ― 履修不可 後期
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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

31.学務専門委員会 3BB1700 海外総合演習A ― 履修不可 集中
31.学務専門委員会 3BB1800 海外総合演習B ― 履修不可 集中
31.学務専門委員会 3BB1901 海外総合演習Ca ― 履修不可 集中
31.学務専門委員会 3BB1902 海外総合演習Cb ― 履修不可 集中
31.学務専門委員会 3BB2000 数学概論 船野敬 前期
31.学務専門委員会 3BB2100 自然科学と現代的課題 福田善之 前期
31.学務専門委員会 3BB2200 多文化教育入門 ― 履修不可 後期
31.学務専門委員会 3BB2300 日本語教育概論 ― 履修不可 後期
31.学務専門委員会 3BB2400 国際理解教育概論 市瀬智紀 前期
31.学務専門委員会 3BB2500 情報社会と学校教育 稲垣忠 前期
31.学務専門委員会 3BB2600 環境教育 溝田浩二 開講
31.学務専門委員会 3BB2700 学校図書館メディアの構成 吉植庄栄 集中
31.学務専門委員会 3BB2800 情報メディアの活用 吉植庄栄 欠講
31.学務専門委員会 3BB2900 教育調査論 水谷修 集中
31.学務専門委員会 3BB3000 社会教育講義 梨本雄太郎 開講
31.学務専門委員会 3BB3100 読書と豊かな人間性 菅原孝代 後期
31.学務専門委員会 3BC1000 発達と学びをつなぐ教育実践論 佐藤哲也 後期
31.学務専門委員会 3BC1100 学校論 吉村敏之 後期 ✔ 幼小中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
31.学務専門委員会 3BC1200 適応支援論 ― 履修不可 開講 ✔ 幼小中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
31.学務専門委員会 3BC1300 比較教育事情 本図愛実 ※５ 未定
31.学務専門委員会 3BC1400 子ども学 田端健人 ※５ 未定 ✔ 幼小中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
31.学務専門委員会 3BC1500 生涯学習論 梨本雄太郎 ※５ 後期 ✔ 幼小中高 第六欄、大学が独自に設定する科目
31.学務専門委員会 3BC1600 社会教育課題研究Ⅰ ― 履修不可 未開講
31.学務専門委員会 3BC1700 社会教育課題研究Ⅱ ― 履修不可 未開講
31.学務専門委員会 3BC1800 社会教育実習 ― 履修不可 未開講
31.学務専門委員会 3BC1900 教育現場と法 ― 履修不可 未開講
31.学務専門委員会 3BC2200 特別支援保育論 川﨑聡大 欠講
31.学務専門委員会 3BC2300 学習指導と学校図書館 伊藤弘昭 集中
31.学務専門委員会 3BC2400 生涯学習実践論 梨本雄太郎 集中
32.学部実習専門委員会 3ED1000 幼稚園３年次実習（事前・事後指導１単位を含む。） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3ED1100 小学校３年次実習（事前・事後指導１単位を含む。） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3ED1200 中学校３年次実習（事前・事後指導１単位を含む。） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3ED1300 小学校４年次実習（事前・事後指導１単位を含む。） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3ED1400 中学校４年次実習（事前・事後指導１単位を含む。） ― 履修不可 未開講 ✔ 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 3ED1500 高等学校実習（事前・事後指導１単位を含む。） ― 履修不可 未開講 ✔ 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　事前に代表教員と相談し、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。事前に代表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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