
人間心理学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
日本史学概論 黒崎輝人
外国史学概論 大西克典
歴史総合基礎演習I 黒崎輝人
歴史総合基礎演習II 黒崎輝人
人文地理学概論 一柳武
自然地理学概論 中井達郎
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
伝統行事と社会 今年度非開講
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
企業文化論 江間直美
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘
宗教学I T. M. Kelly
宗教学II T. M. Kelly

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
社会科教育法I 福田靖
社会科教育法II 福田靖
道徳教育の研究 根深得英
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

教科に関する科目

教職に関する科目

教科又は教職に関す
る科目

日本史及び外国史

地理学（地誌を含む。）

法律学、政治学

社会学、経済学

哲学、倫理学、宗教学

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習

教科又は教職に関する科目



人間心理学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教育職員免許法施行
規則第66条の6に定
める科目

外国語コミュニケーション



人間心理学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
伝統行事と社会 今年度非開講
企業文化論 江間直美
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘
心理学概論 福田一彦
法と心理 緑川徹

心理学研究法
高澤則美
薊理津子

社会心理学 中村真
臨床心理学 松田英子
犯罪心理学 和田純一郎
生理心理学 高澤則美
色彩心理学 今年度非開講
パーソナリティーの心理学 浮谷秀一
発達心理学 野田満
青年期の心理とメンタルヘルス 室城隆之

認知心理学
福田一彦
浅岡章一

宗教学I T. M. Kelly
宗教学II T. M. Kelly

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

法律学（国際法を含む。）、政治学
（国際政治を含む。）

社会学、経済学（国際経済を含
む。）

哲学、倫理学、宗教学、心理学

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

教育実習

教職に関する科目

教科に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目



人間心理学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
道徳教育の研究 根深得英
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教育職員免許法施行
規則第66条の6に定
める科目

外国語コミュニケーション

教科又は教職に関す
る科目

教科又は教職に関する科目



現代社会学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
日本史学概論 黒崎輝人
外国史学概論 大西克典
歴史総合基礎演習I 黒崎輝人
歴史総合基礎演習II 黒崎輝人
人文地理学概論 一柳武
自然地理学概論 中井達郎
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
地域研究 猿渡土貴
フィールドワーク論 斗鬼正一
都市アメニティ論 吉永明弘
レジャー社会学 土屋薫
レジャー産業論 土屋薫
地域活性化論 大内田鶴子
ローカルデザインI 鈴木輝隆
ローカルデザインII 鈴木輝隆
観光まちづくり論 鈴木輝隆
地域経営論 鈴木輝隆
スポーツマーケティング論I 広岡勲
スポーツマーケティング論II 広岡勲
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
社会科教育法I 福田靖
社会科教育法II 福田靖
道徳教育の研究 根深得英
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教科に関する科目

教職に関する科目

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目

教育実習

日本史及び外国史

地理学（地誌を含む。）

法律学、政治学

社会学、経済学

哲学、倫理学、宗教学



現代社会学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教科又は教職に関す
る科目

教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

教科又は教職に関する科目

外国語コミュニケーション



現代社会学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
地域研究 猿渡土貴
フィールドワーク論 斗鬼正一
都市アメニティ論 吉永明弘
レジャー社会学 土屋薫
レジャー産業論 土屋薫
地域活性化論 大内田鶴子
ローカルデザインI 鈴木輝隆
ローカルデザインII 鈴木輝隆
観光まちづくり論 鈴木輝隆
地域経営論 鈴木輝隆
スポーツマーケティング論I 広岡勲
スポーツマーケティング論II 広岡勲
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教職に関する科目

教科に関する科目
社会学、経済学（国際経済を含
む。）

哲学、倫理学、宗教学、心理学

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習

法律学（国際法を含む。）、政治学
（国際政治を含む。）



現代社会学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
道徳教育の研究 根深得英
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

外国語コミュニケーション
教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

教科又は教職に関す
る科目

教科又は教職に関する科目



経営社会学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
日本史学概論 黒崎輝人
外国史学概論 大西克典
歴史総合基礎演習I 黒崎輝人
歴史総合基礎演習II 黒崎輝人
人文地理学概論 一柳武
自然地理学概論 中井達郎
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
企業経済論I 安田英土
企業経済論II 安田英土
戦略的経営論I 大江田清志
戦略的経営論II 大江田清志
組織行動論I 茅野廣行
組織行動論II 茅野廣行
ビジネス会計I 小田原由佳
ビジネス会計II 小田原由佳
スポーツビジネス論I 後藤新弥
スポーツビジネス論II 後藤新弥
スポーツマーケティング論I 広岡勲
スポーツマーケティング論II 広岡勲
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
社会科教育法I 福田靖
社会科教育法II 福田靖
道徳教育の研究 根深得英
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教職に関する科目

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習

教科に関する科目

日本史及び外国史

地理学（地誌を含む。）

法律学、政治学

社会学、経済学

哲学、倫理学、宗教学



経営社会学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

外国語コミュニケーション

教科又は教職に関す
る科目

教科又は教職に関する科目



経営社会学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
企業経済論I 安田英土
企業経済論II 安田英土
戦略的経営論I 大江田清志
戦略的経営論II 大江田清志
組織行動論I 茅野廣行
組織行動論II 茅野廣行
ビジネス会計I 小田原由佳
ビジネス会計II 小田原由佳
スポーツビジネス論I 後藤新弥
スポーツビジネス論II 後藤新弥
スポーツマーケティング論I 広岡勲
スポーツマーケティング論II 広岡勲
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教科に関する科目

法律学（国際法を含む。）、政治学
（国際政治を含む。）

社会学、経済学（国際経済を含
む。）

哲学、倫理学、宗教学、心理学

教職に関する科目

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習



経営社会学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
道徳教育の研究 根深得英
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教科又は教職に関す
る科目

教科又は教職に関する科目

教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

外国語コミュニケーション



マス・コミュニケーション学科
中学校一種免許状（国語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
国語学概論 高松正毅

ことばと表現（書きことば）

高松正毅
福田靖
湯目千津
清水一彦
氏原基余司
工藤敬
佐藤毅

ことばと表現（話しことば）

高松正毅
福田靖
湯目千津
清水一彦
氏原基余司
工藤敬
佐藤毅

国語表現I 下平武治
国語表現II 佐藤毅

マス・コミュニケーション演習I

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

マス・コミュニケーション演習II

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

マス・コミュニケーション実習I

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

マス・コミュニケーション実習II

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

古典文学鑑賞 今年度非開講
現代文学鑑賞 佐藤毅
日本文学史 下平武治
文学総合演習 佐藤毅
古典文学講読 下平武治

漢文学 漢文 佐藤毅
書道（書写を中心とする。） 書道 加藤泰弘
教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅

教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
国語科教育法I 湯目千津
国語科教育法II 湯目千津
国語科教育法III 湯目千津
国語科教育法IV 湯目千津
道徳教育の研究 根深得英
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教科に関する科目

教育実習

教職に関する科目

国語学（音声言語及び文章表現に
関するものを含む）

国文学（国文学史を含む。）

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目



マス・コミュニケーション学科
中学校一種免許状（国語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教科又は教職に関する科目

外国語コミュニケーション

教科又は教職に関す
る科目

教育職員免許法施行
規則第66条の6に定
める科目



マス・コミュニケーション学科
高等学校一種免許状（国語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
国語学概論 高松正毅

ことばと表現（書きことば）

高松正毅
福田靖
湯目千津
清水一彦
氏原基余司
工藤敬
佐藤毅

ことばと表現（話しことば）

高松正毅
福田靖
湯目千津
清水一彦
氏原基余司
工藤敬
佐藤毅

国語表現I 下平武治
国語表現II 佐藤毅

マス・コミュニケーション演習I

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

マス・コミュニケーション演習II

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

マス・コミュニケーション実習I

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

マス・コミュニケーション実習II

新井正彦
大江志伸
佐藤毅
清水一彦
隈本邦彦

古典文学鑑賞 今年度非開講
現代文学鑑賞 佐藤毅
日本文学史 下平武治
文学総合演習 佐藤毅
古典文学講読 下平武治

漢文学 漢文 佐藤毅
教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅

教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
国語科教育法III 湯目千津
国語科教育法IV 湯目千津
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦

生徒指導論 福井嗣泰

教育相談 福井嗣泰

進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教科に関する科目

教職に関する科目

国語学（音声言語及び文章表現に
関するものを含む）

国文学（国文学史を含む。）

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習



マス・コミュニケーション学科
高等学校一種免許状（国語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治

道徳教育の研究 根深得英

生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教科又は教職に関す
る科目

教育職員免許法施行
規則第66条の6に定
める科目

教科又は教職に関する科目

外国語コミュニケーション



マス・コミュニケーション学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
日本史学概論 黒崎輝人
外国史学概論 大西克典
歴史総合基礎演習I 黒崎輝人
歴史総合基礎演習II 黒崎輝人
人文地理学概論 一柳武
自然地理学概論 中井達郎
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
ポピュラーカルチャー論I 木内英太
ポピュラーカルチャー論II 木内英太
メディア産業論I 濱田逸郎
メディア産業論II 濱田逸郎
企業文化論 江間直美
時事問題I 中井康朗
時事問題II 中井康朗
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘
宗教学I T. M. Kelly
宗教学II T. M. Kelly

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
社会科教育法I 福田靖
社会科教育法II 福田靖
道徳教育の研究 根深得英
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教科に関する科目

教育実習

教職に関する科目

日本史及び外国史

地理学（地誌を含む。）

法律学、政治学

社会学、経済学

哲学、倫理学、宗教学

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目



マス・コミュニケーション学科
中学校一種免許状（社会）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教科又は教職に関する科目

外国語コミュニケーション

教科又は教職に関す
る科目

教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目



マス・コミュニケーション学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
国際社会と日本 中井康朗
法学概論 田辺江美子
政治学概論 中井康朗

社会学概論I
菅原謙
長谷川啓介

社会学概論II
菅原謙
長谷川啓介

経済学概論 金田正明
日本経済論 安井孝之
科学と社会 高木靱生
情報社会とメディア 植田康孝
ポピュラーカルチャー論I 木内英太
ポピュラーカルチャー論II 木内英太
メディア産業論I 濱田逸郎
メディア産業論II 濱田逸郎
企業文化論 江間直美
時事問題I 中井康朗
時事問題II 中井康朗
哲学概論 荒谷大輔
人間学総合基礎演習I 吉永明弘
人間学総合基礎演習II 吉永明弘
宗教学I T. M. Kelly
宗教学II T. M. Kelly

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
社会科・公民科教育法I 福田靖
社会科・公民科教育法II 福田靖
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教職に関する科目

社会学、経済学（国際経済を含
む。）

哲学、倫理学、宗教学、心理学

教科に関する科目

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

法律学（国際法を含む。）、政治学
（国際政治を含む。）

教育実習



マス・コミュニケーション学科
高等学校一種免許状（公民）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
道徳教育の研究 根深得英
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

外国語コミュニケーション

教科又は教職に関す
る科目

教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

教科又は教職に関する科目



情報文化学科
中学校一種免許状（英語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
英語学概論 柾木貴之
英語音声学 柾木貴之
英文学史 松村豊子
米文学史 川村幸夫
Reading I 今年度非開講
Reading II 今年度非開講
Reading III 今年度非開講
Reading IV 柾木貴之
英語表現基礎 近藤益世
英語表現 I 柾木貴之
英語表現 II D. A. Hooper
英語表現 III D. A. Hooper
英語プレゼンテーション演習I 松村豊子
英語プレゼンテーション演習II 松村豊子
英語プレゼンテーション演習III 松村豊子
English Communication I 海老澤邦江
English Communication II 海老澤邦江
English Communication III 松村豊子
English Communication IV 海老澤邦江
英語表現IV 近藤益世

異文化理解 異文化コミュニケーション 斗鬼正一
教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅

教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
英語科教育法I 城一道子
英語科教育法II 城一道子
英語科教育法III 城一道子
英語科教育法IV 城一道子
道徳教育の研究 根深得英
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

英語学

英米文学

英語コミュニケーション

教科に関する科目

教職に関する科目

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習



情報文化学科
中学校一種免許状（英語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

教科又は教職に関する科目

外国語コミュニケーション

教科又は教職に関す
る科目



情報文化学科
高等学校一種免許状（英語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
英語学概論 柾木貴之
英語音声学 柾木貴之
英文学史 松村豊子
米文学史 川村幸夫
Reading I 今年度非開講
Reading II 今年度非開講
Reading III 今年度非開講
Reading IV 柾木貴之
英語表現基礎 近藤益世
英語表現 I 柾木貴之
英語表現 II D. A. Hooper
英語表現 III D. A. Hooper
英語プレゼンテーション演習I 松村豊子
英語プレゼンテーション演習II 松村豊子
英語プレゼンテーション演習III 松村豊子
English Communication I 海老澤邦江
English Communication II 海老澤邦江
English Communication III 松村豊子
English Communication IV 海老澤邦江
英語表現IV 近藤益世

異文化理解 異文化コミュニケーション 斗鬼正一
教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅

教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
英語科教育法III 城一道子
英語科教育法IV 城一道子
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教科に関する科目

英語学

英米文学

英語コミュニケーション

教育の基礎理論に関する科目

教育実習

教職に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目



情報文化学科
高等学校一種免許状（英語）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
道徳教育の研究 根深得英
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

外国語コミュニケーション
教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

教科又は教職に関す
る科目

教科又は教職に関する科目



情報文化学科
高等学校一種免許状（情報）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
情報社会と法 古里靖彦
知的財産権 玉田和恵
プログラミング演習I 高田正之
プログラミング演習II 高田正之
プログラミングI 八木徹
プログラミングII 八木徹
情報処理論 八木徹
UNIX演習 八木徹
アルゴリズム論 高田正之
データベース演習 廣田有里
システム設計論 波多野和彦
e-コマースシステムI 廣田有里
e-コマースシステムII 廣田有里
ロジスティクスとERP Zhan Ping
情報ネットワーク論 廣田有里
情報セキュリティ 高田正之

マルチメディア論
神部順子
山口敏和

コンピュータグラフィックスI Zhan Ping
コンピュータグラフィックスII Zhan Ping
アニメーション制作演習 Zhan Ping
情報社会と職業 古里靖彦
情報社会と経済 古里靖彦
e-ビジネス論 古里靖彦

教職の意義等に関する科目 教師論 佐藤毅
教育学概論 宮崎孝治
教育心理学 福井嗣泰
教育制度論 宮崎孝治
教育課程論 山路進
情報科教育法I 波多野和彦
情報科教育法II 波多野和彦
特別活動論 根深得英
教育方法学 波多野和彦
生徒指導論 福井嗣泰
教育相談 福井嗣泰
進路指導論 福井嗣泰

教育実習（事前・事後指導）
高橋克
下平武治

教育実習I
高橋克
下平武治

教育実習II
高橋克
下平武治

教職実践演習 教職実践演習（中・高）

宮崎孝治
高橋克
城一道子
波多野和彦

教科に関する科目

情報社会及び情報倫理

教育の基礎理論に関する科目

コンピュータ及び情報処理（実習を
含む。）

情報システム（実習を含む。）

情報通信ネットワーク（実習を含
む。）

マルチメディア表現及び技術（実習
を含む。）

情報と職業

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習

教職に関する科目



情報文化学科
高等学校一種免許状（情報）

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
ボランティア論 中村干城
教職総合演習 宮崎孝治
道徳教育の研究 根深得英
生涯学習論I 高橋克
生涯学習論II 福井嗣泰
地域ボランティアプログラムA 宮崎孝治
環境と教育 吉永明弘
視聴覚教育メディア論 波多野和彦
教職基礎演習 城一道子

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子

体育 健康・スポーツ科学演習

古城庸夫
郡司俊雄
鈴木秀生
青木拓郎

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

情報機器の操作 情報リテラシー

黒崎輝人
山路進
廣田有里
Zhan Ping
高田正之

外国語コミュニケーション
教育職員免許法施
行規則第66条の6に
定める科目

教科又は教職に関す
る科目

教科又は教職に関する科目



こどもコミュニケーション学科
幼稚園一種免許状

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
国語 氏原基余司
こどもと読み聞かせ・児童文学 氏原基余司
こどもと読み聞かせ・絵本 浅川陽子
こどもと読み聞かせ・メディア 今年度非開講
こどもと文学 下平武治
こども文学創作演習 今年度非開講

算数 算数 波多野和彦
生活 浅川陽子
環境と教育 山路進
声楽表現の技術A 中津川祥子
声楽表現の技術B 中津川祥子
器楽表現の技術A 吉岡三貴
器楽表現の技術B 吉岡三貴
造形表現の技術A 有賀忍
造形表現の技術B 有賀忍
絵画表現の技術A 有賀忍
絵画表現の技術B 有賀忍

体育 体育 守屋志保
教職の意義等に関する科目 保育者論 松田清美

教育学概論（初等） 宮崎孝治

保育の心理学
木村文香
大塚紫乃

教育制度論（初等） 宮崎孝治
保育課程論 松田清美
保育内容総論 松田清美
健康 落合洋子
人間関係 松田清美
環境 松田清美
言葉 浅川陽子
表現（音楽） 猶原和子
表現（制作） 有賀忍

教育方法学（初等）
波多野和彦
中島千恵子

幼児理解
落合洋子
大塚紫乃

保育相談支援 今年度非開講
教育実習事前・事後指導（幼稚園） 今年度非開講
教育実習（幼稚園） 今年度非開講

教職実践演習 教育・保育実践演習 今年度非開講

教職に関する科目

教科に関する科目

国語

生活

音楽

図画工作

教育の基礎理論に関する科目

教育課程及び指導法に関する科目

生徒指導、教育相談及び進路指導
等に関する科目

教育実習



こどもコミュニケーション学科
幼稚園一種免許状

免許法に定める科目 免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 担当教員
生涯学習論 高橋克
グループ体験 宮崎孝治
メディア活用論I 波多野和彦
メディア活用論II 波多野和彦
こども教材開発論 今年度非開講
こども教材開発演習 今年度非開講

日本国憲法 日本国憲法 田辺江美子
体育 健康・スポーツ科学 守屋志保

Reading & SpeakingI

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Reading & SpeakingII

片瀬紅実子
瀧澤英子
守本名美
David A. Gann
D. A. Hooper
T. M. Kelly

Listening & WritingI

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

Listening & WritingII

内田加奈美
海老澤邦江
川村幸夫
木内英太
片瀬紅実子
福田有美
松村豊子
宮本和茂
David A. Gann

情報機器の操作 情報リテラシー 黒崎輝人

外国語コミュニケーション

教育職員免許法施行
規則第66条の6に定
める科目

教科又は教職に関す
る科目

教科又は教職に関する科目


