
専任教員※

科目 氏名・職名

教職論 工・知 井上　健教授

メ
井上　健教授

教育原論 工・知

メ

教育心理学 工・知・メ

発達心理学 工・知

メ

教育社会学 工・知 井上　健教授

メ 井上　健教授

教育制度論 工・知 井上　健教授

メ

教育課程論 工・知 中込　幸二准教授

メ 中込　幸二准教授

数学教育法（１） 工・知 中込　幸二准教授

数学教育法（２） 工・知 中込　幸二准教授

数学教育法（３） 工・知

数学教育法（４） 工・知

理科教育法（１） 工・知 渡邉　大輔講師

理科教育法（２） 工・知 渡邉　大輔講師

理科教育法（３） 工・知

理科教育法（４） 工・知

技術教育法（１） 工・知

技術教育法（２） 工・知

技術教育法（３） 工・知

技術教育法（４） 工・知

情報教育法（１） 工・知

メ

情報教育法（２） 工・知

メ

工業教育法（１） 工・知

工業教育法（２） 工・知

道徳教育の理論と方法 工・知

特別活動の理論と方法 工・知

メ

教育の方法と技術（１） 工・知 渡邉　大輔講師

メ 渡邉　大輔講師

教育の方法と技術（２） 工・知 渡邉　大輔講師

メ 渡邉　大輔講師

生徒指導・進路指導の理論と方法 工・知

メ

教育相談とカウンセリング（１） 工・知

メ

教育相談とカウンセリング（２） 工・知・メ

教育実習（１） 工・知 井上　健教授

中込　幸二准教授

渡邉　大輔講師

教育実習（２） 工・知・メ 井上　健教授

中込　幸二准教授

渡邉　大輔講師

教職実践演習（中・高） 工・知・メ 井上　健教授

中込　幸二准教授

渡邉　大輔講師

※　略称で表示のため正式名称は右記参照（工＝工学部、知＝知識工学部、メ＝メディア情報学部）

※　学部名はシラバスに、教員名は研究者情報にリンクしています。

「教職に関する科目」の専任教員数：３名

教育実習

教職実践演習

生徒指導、教育相
談及び進路指導等
に関する科目

・生徒指導の理論及び方法

・進路指導の理論及び方法

・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

教育課程及び指導
法に関する科目

・教育課程の意義及び編成の方法

・各教科の指導法

・道徳の指導法

・特別活動の指導法

・教育の方法及び技術
　（情報機器及び教材の活用を含む。）

教育の基礎理論に
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

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

・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

教職の意義等に
関する科目

・教職の意義及び教員の役割

・教員の職務内容
　（研修、服務及び身分保障等を含む。）

・進路選択に資する各種の機会の提供等

各科目に含める必要事項

教員養成に係る組織及び教員数、各教員が有する学位・業績、各教員が担当する授業科目、シラバス

免許法施行規則に定める科目区分等
授業科目 学部※
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専任教員

科目 氏名・職名

保育者論 人  園田巌 　准教授

教育原理 人  横山草介 　講師

教育学概論 人 横山草介 講師

(教育原理の中に含める)

発達心理学(1) 人  井戸ゆかり 教授

発達心理学(2) 人  紺野道子 准教授

教育心理学 人  紺野道子 准教授

カリキュラム論 人 横山草介 講師

保育内容健康指導法 人

保育内容人間関係指導法 人

保育内容環境指導法 人

保育内容言葉指導法 人  原田留美 教授

保育内容表現指導法 人  小林由利子 教授

保育内容総論 人 原田留美 教授 

幼児の造形表現指導法 人  大塚習平 教授

幼児の身体表現指導法 人

幼児の音楽表現指導法 人

幼児教育方法論 人 原田留美 教授 

幼児理解の理論と方法 人  井戸ゆかり 教授

教育相談 人  紺野道子 准教授

幼稚園教育実習(1) 人 大塚習平 教授 

幼稚園教育実習指導(1) 人 大塚習平 教授 

幼稚園教育実習(2) 人 大塚習平 教授 

幼稚園教育実習指導(2) 人 大塚習平 教授 

保育･教職実践演習(幼稚園) 人 紺野道子 准教授

 園田巌　准教授

横山草介 講師

※略称で表示のため正式名称は右記参照（人＝人間科学部）

「教職に関する科目」の専任教員数：７名

教育実習

教職実践演習

生徒指導、教育相
談及び進路指導等
に関する科目

・幼児理解の理論及び方法

・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

教育課程及び指導
法に関する科目

・教育課程の意義及び編成の方法

・保育内容の指導法

・教育の方法及び技術
　（情報機器及び教材の活用を含む。）

教育の基礎理論に
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（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の
発達及び学習の過程を含む。）

・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義等に
関する科目

・教職の意義及び教員の役割

・教員の職務内容
　（研修、服務及び身分保障等を含む。）

・進路選択に資する各種の機会の提供等

免許法施行規則に定める科目区分等

各科目に含める必要事項

学部※

教育職員免許法施行規則 第22条の6第1項2号、3号に基づく情報公開

【参考：教育職員免許法施行規則】
第22条の6　認定課程を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。
2　教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。
3　教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。

授業科目
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