
必修 選択 教授 准教授 講師 助教

　国語学 2 講義 阿部藤子

　数学と生活 2 演習

　音楽科基礎Ⅰ 2 演習 宮祐子

　音楽科基礎Ⅱ 2 演習 （宮祐子）

　音楽科基礎Ⅲ 2 演習 （宮祐子）

　音楽科基礎Ⅳ 2 演習 （宮祐子）

　造形基礎Ⅰ 2 演習 結城孝雄

　造形基礎Ⅱ 2 演習 （結城孝雄）

　造形基礎Ⅲ 2 演習 （結城孝雄）

　造形基礎Ⅳ 2 演習 （結城孝雄）

　体育基礎実技Ⅰ 1 実技 木村博人

　体育基礎実技Ⅱ 1 実技 （木村博人）

　体育科実践演習 2 演習 長谷川望

専任教員数：5名

幼一種免 　国　　　　　　語

　算　　　　　　数

　生　　　　　　活

　音　　　　　　楽

　図　画　工　作

　体　　　　　育

これら科目に含まれる内容を合
わせた内容に係る科目その他
これら科目に準ずる内容の科
目

授業科目
単位数

入学定員
８５名

左記に対応する開設授業科目 担当教員
（専任） 備　　考

教科に関する科目(幼稚園）

学部・学科等 家政学部 児童教育学科
学　位

学　士（家政学）

免許状の
種類

免許法施行規則に定める
科目区分 授業

形態



科　目 各科目に含める必要事項 単位数 必修 選択 教授 准教授 講師 助教

教職の意義及び教員の役割 　教職基礎論 2 講義 石田淳一

教員の職務内容(研修，服務及び
身分保障等を含む。）

進路選択に資する各種の機会の
提供等

　教育概論Ⅰ 2 講義

　教育概論Ⅱ 2 講義

　学校教育心理学 2 講義

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項

　教育制度論 2 講義

教育課程の意義及び編成の方法 　保育課程総論 2 講義

　保育内容総論 2 講義

　保育内容の研究(健康） 2 演習

　保育内容の研究(人間関係） 2 演習

　保育内容の研究(環境） 2 演習 （山田恵美）

　保育内容の研究(ことば） 2 演習 林嘉瑞子

　保育内容の研究(表現A） 2 演習

　保育内容の研究(表現B） 2 演習

　保育内容の研究(表現C） 2 演習

　保育指導論 2 講義

教育の方法及び技術(情報機器及
び教材の活用を含む。）

　教育方法・技術論 2 講義 田村恵美

幼児理解の理論及び方法 　幼児理解と援助 2 講義

　教育実習（幼）Ａ 2 実習 （山田恵美）

　教育実習（幼）Ｂ 2 実習 （山田恵美） 編入生等

　教育実習（幼）の研究 1 実習 （山田恵師） 事前事後指導

（石田淳一） 岩﨑(照沼)香織 山田恵美

（林嘉瑞子）

専任教員数：5名

演習

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

 教　育　実　習 5

教職実践演習 2 　教職実践演習（幼・小） 2

教育課程及
び指導法に関
する科目

18保育内容の指導法

生徒指導，教
育相談及び
進路指導等に
関する科目

2

幼一種免
教職の意義等
に関する科目

2

教育の基礎理
論に関する科
目

6

教育の理念並びに教育に関する
歴史及び思想

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

入学定員
８５名

左記に対応する開設授業科目 担当教員
（専任） 備　考

教職に関する科目(幼稚園）

学部・学科等 家政学部 児童教育学科
学　　位

学士（家政学）

免許状
の種類

免許法施行規則に定める科目区分等

授業
形態

授　業　科　目
単位数



必修 選択 教授 准教授 講師 助教

　国語学 2 講義 阿部藤子

　書写教育法 2 演習

　国語科教育演習 2 演習 （阿部藤子）

　国語科基礎研究 2 講義 （阿部藤子）

　社会科教育演習 2 演習

　社会科基礎研究 2 講義

　算数科教育演習 2 演習

　数学と生活 2 演習

　算数科基礎研究 2 講義

　理科教育演習 2 演習 関根正弘

　理科基礎研究 2 講義

　生活科基礎研究 2 講義

　音楽科基礎Ⅰ 2 演習 宮祐子

　音楽科基礎Ⅱ 2 演習 （宮祐子）

　音楽科基礎Ⅲ 2 演習 （宮祐子）

　音楽科基礎Ⅳ 2 演習 （宮祐子）

　造形基礎Ⅰ 2 演習 結城孝雄

　造形基礎Ⅱ 2 演習 （結城孝雄）

　造形基礎Ⅲ 2 演習 （結城孝雄）

　造形基礎Ⅳ 2 演習 （結城孝雄）

　家庭科基礎研究 2 講義

　体育基礎実技Ⅰ 1 実技 木村博人

　体育基礎実技Ⅱ 1 実技 （木村博人）

　体育科実践演習 2 演習 長谷川望

専任教員数：6名

小一種免

　国　　　　　　語
（書写を含む）

　社　　　　　　会

　算　　　　　　数

　理　　　　　　科

　生　　　　　　活

　音　　　　　　楽

　図　画　工　作

　家　　　　　庭

　体　　　　　育

入学定員
８５名

左記に対応する開設授業科目 担当教員
（専任） 備　　考

教科に関する科目（小学校）

学部・学科等 家政学部 児童教育学科
学　位

学　士（家政学）

免許状の
種類

免許法施行規則に定める
科目区分 授業

形態
授業科目

単位数



科　目 各科目に含める必要事項 単位数 必修 選択 教授 准教授 講師 助教

教職の意義及び教員の役割 　教職基礎論 2 講義 石田淳一

教員の職務内容(研修，服務及び
身分保障等を含む。）

進路選択に資する各種の機会の
提供等

　教育概論Ⅰ 2 講義

　教育概論Ⅱ 2 講義

　学校教育心理学 2 講義

教育に関する社会的，制度的又は
経営的事項

　教育制度論 2 講義

教育課程の意義及び編成の方法 　教育課程論 2 講義

　国語科教育法 2 講義 書写を含む

　社会科教育法 2 講義 中尾浩康

　算数科教育法 2 講義 （石田淳一）

　理科教育法 2 講義

　生活科教育法 2 講義

　音楽科教育法 2 講義

　図工科教育法 2 講義

　家庭科教育法 2 講義

　体育科教育法 2 講義

道徳の指導法 　道徳教育法 2 講義

特別活動の指導法 　特別活動の研究 2 講義

教育の方法及び技術(情報機器及
び教材の活用を含む。）

　教育方法・技術論 2 講義 田村恵美

生徒指導の理論及び方法 　生徒指導論 2 講義

進路指導の理論及び方法

　スクールカウンセリング論 2 講義

　教育実習（小）Ａ 4 実習 （岩﨑(照沼)香織） 　　いずれかを選択必修

　教育実習（小）Ｂ 2 実習 （岩﨑(照沼)香織） 　　編入生用

　特別教育実習（小） 5 実習 （岩﨑(照沼)香織） 　　教師養成塾合格者用

　教育実習（小）の研究 1 実習 （岩﨑(照沼)香織） 事前事後指導

2 　教職実践演習（幼・小） 2 演習 (石田淳一） （岩﨑(照沼)香織） 山田恵美

専任教員数：5名

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

 教　育　実　習 5

教職実践演習

教育の理念並びに教育に関する
歴史及び思想

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

教育課程及
び指導法に関
する科目

22

各教科の指導法

生徒指導，教
育相談及び
進路指導等に
関する科目

4

小一種免
教職の意義等
に関する科目

2

教育の基礎理
論に関する科
目

6

入学定員
８５名

左記に対応する開設授業科目 担当教員
（専任） 備　考

教職に関する科目（小学校）

学部・学科等 家政学部 児童教育学科
学　　位

学士（家政学）

免許状
の種類

免許法施行規則に定める科目区分等

授業
形態

授　業　科　目
単位数



必修 選択 教授 准教授 講師 助教

　介護等体験の研究 1 実習 （岩﨑(照沼)香織）

　学級経営論 2 講義 半澤嘉博

　総合学習論 2 講義 （半澤嘉博）

　児童英語教育法Ⅰ 2 講義 酒井藤恵

　介護等体験の研究 1 実習 （岩﨑(照沼)香織）

　小児栄養 2 講義

必修 選択 教授 准教授 講師 助教

2 　日本国憲法 2 講義

　からだとスポーツⅠ 1 実技

　からだとスポーツⅡ 1 実技

　自然とスポーツA 1 実技

　自然とスポーツB 1 実技

　体育と健康 2 講義

2 　英語ⅠA 2 演習

2 　実践情報活用Ⅰ 2 演習

外国語コミュニケーション

情報機器の操作

学部・学科等 家政学部 児童教育学科

単位数

左記に対応する開設授業科目

授業
形態

免許法施行規則に定める
科目区分

日本国憲法

体　　育 2

入学定員
８５名

学　位
学　士（家政学）

担当教員
（専任） 備考

これら４科目から２科目選択必修

授業科目
単位数

授業
形態

授業科目
単位数

左記に対応する開設授業科目

児童教育学科　教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目

担当教員
（専任） 備考

「教科又は教職に関する科目」の選択
科目又は最低修得単位を超えて履修し
た「教科に関する科目｣若しくは｢教職に
関する科目」について,併せて9単位以
上修得

「教科又は教職に関する科目」の選択
科目又は最低修得単位を超えて履修し
た「教科に関する科目｣若しくは｢教職に
関する科目」について,併せて9単位以
上修得

小一種免

教科又は教職に関する科目

幼一種免 教科又は教職に関する科目

免許状の
種類

免許法施行規則に定める
科目区分

教科又は教職に関する科目

学部・学科等 家政学部 児童教育学科
学　位

学　士（家政学）
入学定員

８５名


