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Microsoft Word 2002 

Nikkei Printing Inc. 

総合人間科学部 教育学科 中学 社会 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～3 全学共通 

 

日本史及び
外国史 

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～3 全学共通 

  010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～3 全学共通 

  

いずれか 

１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～3 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～3 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～3 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 2～4 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 2～4 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 2～4 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 2～4 史学科 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 2～4 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 2～4 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 2～4 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 2～4 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 2～4 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 2～4 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 2～4 史学科 

   140411 日本教育史Ⅰ 2 前期 教授 湯川嘉津美 2 教育学科 

   140412 日本教育史Ⅱ 2 後期 教授 湯川嘉津美 2 教育学科 

   148330 日本教育史演習Ⅰ 2 休講 教授 湯川嘉津美 3 教育学科 

   148340 日本教育史演習Ⅱ 2 休講 教授 湯川嘉津美 3 教育学科 

   140341 外国教育史Ⅰ 2 前期 教授 高祖 敏明 1 教育学科 

   140351 外国教育史Ⅱ 2 後期 教授 高祖 敏明 1・2 教育学科 

   148640 外国語教育史演習Ⅰ 2 休講 教授 高祖 敏明 3 教育学科 

   148650 外国語教育史演習Ⅱ 2 休講 教授 高祖 敏明 3 教育学科 

   144504 教育学特殊講義Ⅶ－イギリス生涯教育史－ 2 前期 教授 香川 正弘 2～4 教育学科 

   298231 日本社会福祉発達史 2 後期 兼講 宇都 榮子 2～4 社会福祉学科

   297113 西洋社会福祉発達史 2 休講 教授 栃本一三郎 2～4 社会福祉学科

B 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 史学科 

 

地理学（地
誌を含む） 

いずれか 

１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 史学科 

  必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

C 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～3 全学共通 

 

「法律学，
政治学」 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～3 全学共通 

  選択 147505 教育行政学 2 前期 兼講 惣脇  宏 2～4 教育学科 

   332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2～4 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 2～4 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2～4 法学部 

D 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～3 全学共通 

 

「社会学，
経済学」 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～3 全学共通 

   030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～3 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～3 全学共通 

  選択 140504 教育社会学Ⅰ 2 前期 教授 武内  清 2 教育学科 

   140521 教育社会学Ⅱ 2 後期 教授 武内  清 2 教育学科 

   149041 教育社会学演習Ⅰ 2 休講 教授 武内  清 3 教育学科 

   149051 教育社会学演習Ⅱ 2 休講 教授 武内  清 3 教育学科 

   284750 比較家族社会学 2 休講 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

E 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～3 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～3 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～3 全学共通 

  選択 140102 教育哲学Ⅰ 2 前期 教授 増渕 幸男 2 教育学科 

   140121 教育哲学Ⅱ 2 後期 教授 増渕 幸男 2 教育学科 

   140220 教育哲学演習Ⅰ 2 休講 教授 増渕 幸男 3 教育学科 

   140230 教育哲学演習Ⅱ 2 休講 教授 増渕 幸男 3 教育学科 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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Nikkei Printing Inc. 

総合人間科学部 教育学科 高校 地理歴史 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 日本史 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～3 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～3 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 2～4 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 2～4 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 2～4 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 2～4 史学科 

   140411 日本教育史Ⅰ 2 前期 教授 湯川嘉津美 2 教育学科 

   140412 日本教育史Ⅱ 2 後期 教授 湯川嘉津美 2 教育学科 

   148330 日本教育史演習Ⅰ 2 休講 教授 湯川嘉津美 3 教育学科 

   148340 日本教育史演習Ⅱ 2 休講 教授 湯川嘉津美 3 教育学科 

   298231 日本社会福祉発達史 2 後期 兼講 宇都 榮子 2～4 社会福祉学科

B 外国史 010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～3 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～3 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～3 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～3 全学共通 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 2～4 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 2～4 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 2～4 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 2～4 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 2～4 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 2～4 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 2～4 史学科 

   140341 外国教育史Ⅰ 2 前期 教授 高祖 敏明 1 教育学科 

   140351 外国教育史Ⅱ 2 後期 教授 高祖 敏明 1・2 教育学科 

   148640 外国教育史演習Ⅰ 2 休講 教授 高祖 敏明 3 教育学科 

   148650 外国教育史演習Ⅱ 2 休講 教授 高祖 敏明 3 教育学科 

   144504 教育学特殊講義Ⅶ－イギリス生涯教育史－ 2 前期 教授 香川 正弘 2～4 教育学科 

   297113 西洋社会福祉発達史 2 休講 教授 栃本一三郎 2～4 社会福祉学科

C 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 史学科 

 

人文地理学
及び自然地
理学 

いずれか 
１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 史学科 

D 地誌 必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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Nikkei Printing Inc. 

総合人間科学部 教育学科 高校 公民 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～3 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～3 全学共通 

 選択 147505 教育行政学 2 前期 兼講 惣脇  宏 2～4 教育学科 

 

「法律学 
（国際法を
含む），政治
学（国際政
治を含む）」  332910 国際法総論 4 通年 助教授 西村  弓 2～4 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 2～4 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2～4 法学部 

B 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～3 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～3 全学共通 

 

「社会学，
経済学（国
際経済を含
む）」  030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～3 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～3 全学共通 

  選択 140504 教育社会学Ⅰ 2 前期 教授 武内  清 2 教育学科 

   140521 教育社会学Ⅱ 2 後期 教授 武内  清 2 教育学科 

   149041 教育社会学演習Ⅰ 2 休講 教授 武内  清 3 教育学科 

   149051 教育社会学演習Ⅱ 2 休講 教授 武内  清 3 教育学科 

   284501 ジェンダーの社会学 2 前期 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   284750 比較家族社会学 2 休講 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   282710 組織社会学Ⅰ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   408401 経済発展論Ⅰ 2 前期 教授 浜田 寿一 2～4 経済学部 

   408402 経済発展論Ⅱ 2 後期 教授 浜田 寿一 2～4 経済学部 

C 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～3 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～3 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学，心理学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～3 全学共通 

   050702 心理学 2 前期 教授 荻野美佐子 1～3 全学共通 

  選択 140102 教育哲学Ⅰ 2 前期 教授 増渕 幸男 2 教育学科 

   140121 教育哲学Ⅱ 2 後期 教授 増渕 幸男 2 教育学科 

   140220 教育哲学演習Ⅰ 2 休講 教授 増渕 幸男 3 教育学科 

   140230 教育哲学演習Ⅱ 2 休講 教授 増渕 幸男 3 教育学科 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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Nikkei Printing Inc. 

総合人間科学部 心理学科 中学 社会 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～4 全学共通 

 

日本史及び
外国史 

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～4 全学共通 

  010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～4 全学共通 

  

いずれか 

１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～4 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～4 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～4 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 1 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 1 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 1 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 1 史学科 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 1 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 1 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 1 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 1 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 1 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 1 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 1 史学科 

   150506 心理学基礎論Ⅰ（思想と歴史） 2 前期 助教授 廣瀬 英子 1 心理学科 

   150506 心理学基礎論Ⅰ（思想と歴史） 2 休講 教授 明田 芳久 1 心理学科 

B 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

 

地理学（地
誌を含む） 

いずれか 

１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

  必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

C 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～4 全学共通 

 

「法律学，
政治学」 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～4 全学共通 

  選択 332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 1 法学部 

D 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学」 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 032702 企業と社会 2 前期 助教授 竹之内秀行 1～4 全学共通 

   140504 教育社会学Ⅰ 2 前期 教授 武内  清 2・3 教育学科 

   140521 教育社会学Ⅱ 2 後期 教授 武内  清 2・3 教育学科 

   267106 人間行動とマス・メディア 4 通年 助教授 音  好宏 3 新聞学科 

   283303 小集団論Ⅰ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   283304 小集団論Ⅱ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   282103 都市社会学 2 休講 教授 園部 雅久 2～4 社会学科 

E 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

  選択 151703 心理学演習ⅡＡ（心理学の思想と倫理） 2 前期 教授 
教授 

久田  満 
横山 恭子 

2 心理学科 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～4 全学共通 

 選択 332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

 

「法律学 
（国際法を
含む），政治
学（国際政
治を含む）」  338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 1 法学部 

B 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学（国
際経済を含
む）」  030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 140504 教育社会学Ⅰ 2 前期 教授 武内  清 2・3 教育学科 

   140521 教育社会学Ⅱ 2 後期 教授 武内  清 2・3 教育学科 

   267106 人間行動とマス・メディア 4 通年 助教授 音  好宏 3 新聞学科 

   283303 小集団論Ⅰ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   283304 小集団論Ⅱ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   284750 比較家族社会学 2 休講 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

C ①010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 ①023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 3・4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学，心理学」 

①のいずれ

か１科目又

は②の全科
目必修 ①022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

   ②151703 心理学演習ⅡＡ（心理学の思想と倫理） 2 前期 教授 
教授 

久田  満 
横山 恭子 

2 心理学科 

   ②150507 心理学基礎論Ⅱ（対象と方法） 2 後期 講師 吉村  聡 1 心理学科 

  選択 154902 心理学研究法ⅢＡ（ロールシャッハ） 2 前期 兼講 佐藤  豊 3・4 心理学科 

   155001 心理学研究法ⅢＢ（TAT） 2 前期 兼講 藤田 宗和 3・4 心理学科 

   155202 心理学研究法ⅢＤ（尺度構成入門） 2 後期 助教授 廣瀬 英子 3・4 心理学科 

   154741 コミュニティ心理学Ⅰ 2 前期 教授 久田  満 1～4 心理学科 

   154742 コミュニティ心理学Ⅱ 2 後期 教授 久田  満 2～4 心理学科 

   154012 認知心理学Ⅰ 2 休講 教授 道又  爾 1～4 心理学科 

   154022 認知心理学Ⅱ 2 休講 教授 道又  爾 2～4 心理学科 

   155502 深層心理学Ⅰ（深層心理学史） 2 休講 教授 横山 恭子 1～4 心理学科 

   155601 深層心理学Ⅱ 2 休講 教授 横山 恭子 2～4 心理学科 

   153322 心理臨床学Ⅰ 2 前期 教授 横山 恭子 1～4 心理学科 

   153332 心理臨床学Ⅱ 2 後期 教授 横山 恭子 2～4 心理学科 

   151201 心理学研究法ⅡＡ 4 前期 教授 
教授 
教授 
助教授 

山中 祥男 
明田 芳久 
荻野美佐子 
廣瀬 英子 

2 心理学科 

   151301 心理学研究法ⅡＢ 4 後期 教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
講師 

クスマノ ジェリー
藤山 直樹 
黒川由紀子 
久田  満 
横山 恭子 
吉村  聡 

2 心理学科 

   151601 心理学研究法Ⅳ 4 通年  心理学科教員 4 心理学科 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～4 全学共通 

 

日本史及び
外国史 

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～4 全学共通 

  010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～4 全学共通 

  

いずれか 

１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～4 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～4 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～4 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 1 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 1 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 1 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 1 史学科 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 1 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 1 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 1 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 1 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 1 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 1 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 1 史学科 

   284010 宗教社会学Ⅰ 2 前期 教授 芳賀  学 2～4 社会学科 

   284780 日本の社会階層（その歴史的展開） 2 休講 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

   407711 日本経済史Ⅰ 2 前期 教授 鬼頭  宏 2～4 経済学部 

   407721 日本経済史Ⅱ 2 後期 教授 鬼頭  宏 2～4 経済学部 

   407812 アメリカ経済史Ｂ（特殊講義） 2 後期 教授 上山 隆大 2～4 経済学部 

B 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

 

地理学（地
誌を含む） 

いずれか 

１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

  必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

C 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～4 全学共通 

 

「法律学，
政治学」 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～4 全学共通 

  選択 332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 1 法学部 

D 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学」 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 280800 社会学理論 4 通年 教授 吉野 耕作 2 社会学科 

   282103 都市社会学 2 休講 教授 園部 雅久 2～4 社会学科 

   284790 現代大都市論 2 後期 教授 園部 雅久 2～4 社会学科 

   284501 ジェンダーの社会学 2 前期 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   283410 社会階層論 2 休講 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

   284701 比較経営社会学 2 前期 教授 渡邉 聰子 2～4 社会学科 

   283303 小集団論Ⅰ 2 前期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   283304 小集団論Ⅱ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   281004 社会学史Ⅰ 2 休講 兼講 井腰 圭介 2～4 社会学科 

   281005 社会学史Ⅱ 2 前期 兼講 井腰 圭介 2～4 社会学科 

   282710 組織社会学Ⅰ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   282720 組織社会学Ⅱ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   284770 開発とジェンダー 2 後期 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   284800 国際経営社会学 2 後期 教授 渡邉 聰子 2～4 社会学科 

   285110 経済と文化 2 前期 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   285120 経済とネットワーク 2 後期 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   285210 職業と社会Ⅰ 2 前期 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

   285220 職業と社会Ⅱ 2 後期 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

E 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

  選択 284011 宗教社会学Ⅱ 2 後期 教授 芳賀  学 2～4 社会学科 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～4 全学共通 

 選択 332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

 

「法律学 
（国際法を
含む），政治
学（国際政
治を含む）」  338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 1 法学部 

B 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学（国
際経済を含
む）」  030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 282103 都市社会学 2 休講 教授 園部 雅久 2～4 社会学科 

   284501 ジェンダーの社会学 2 前期 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   284750 比較家族社会学 2 休講 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   283410 社会階層論 2 休講 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

   284701 比較経営社会学 2 前期 教授 渡邉 聰子 2～4 社会学科 

   283303 小集団論Ⅰ 2 前期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   283304 小集団論Ⅱ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   282710 組織社会学Ⅰ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   282720 組織社会学Ⅱ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   284740 文化社会学 2 休講 教授 芳賀  学 2～4 社会学科 

   284760 家族変動論 2 休講 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   280800 社会学理論 4 通年 教授 吉野 耕作 2 社会学科 

   285110 経済と文化 2 前期 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   285120 経済とネットワーク 2 後期 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   285210 職業と社会Ⅰ 2 前期 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

   285220 職業と社会Ⅱ 2 後期 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

C 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学，心理学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

  選択 050702 心理学 2 前期 教授 荻野美佐子 1～4 全学共通 

   284011 宗教社会学Ⅱ 2 後期 教授 芳賀  学 2～4 社会学科 

   154711 社会心理学Ⅰ 2 前期 教授 明田 芳久 2～4 心理学科 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～4 全学共通 

 

日本史及び
外国史 

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～4 全学共通 

  010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～4 全学共通 

  

いずれか 

１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～4 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～4 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～4 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 1 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 1 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 1 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 1 史学科 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 1 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 1 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 1 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 1 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 1 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 1 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 1 史学科 

   297113 西洋社会福祉発達史 2 休講 教授 栃本一三郎 2 社会福祉学科

   298231 日本社会福祉発達史 2 後期 兼講 宇都 榮子 2 社会福祉学科

   291210 社会福祉思想史 2 後期 教授 栃本一三郎 1 社会福祉学科

   407812 アメリカ経済史Ｂ（特殊講義） 2 後期 教授 上山 隆大 2～4 経済学部 

B 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

 

地理学（地
誌を含む） 

いずれか 

１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

  必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

C 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～4 全学共通 

 

「法律学，
政治学」 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～4 全学共通 

  選択 299410 医療政策論 2 前期 教授 高原 亮治 3 社会福祉学科

   299420 地域保健論 2 前期 教授 高原 亮治 4 社会福祉学科

   294412 司法福祉論 2 後期 助教授 伊藤冨士江 3・4 社会福祉学科

   332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 1 法学部 

D 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学」 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 290202 社会保障論 2 後期 教授 高原 亮治 1 社会福祉学科

   293208 社会老年学 2 前期 教授 冷水  豊 2 社会福祉学科

   293110 家族福祉論 2 後期 教授 網野 武博 1 社会福祉学科

   282103 都市社会学 2 休講 教授 園部 雅久 2～4 社会学科 

   283410 社会階層論 2 休講 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

   283303 小集団論Ⅰ 2 前期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   283304 小集団論Ⅱ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   282710 組織社会学Ⅰ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   282720 組織社会学Ⅱ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   284701 比較経営社会学 2 前期 教授 渡邉 聰子 2～4 社会学科 

   408701 公共経済学Ⅰ 2 前期 教授 田中 清和 2～4 経済学部 

   408711 公共経済学Ⅱ 2 後期 教授 田中 清和 2～4 経済学部 

E 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

  選択 291107 社会福祉倫理学 2 休講 4 社会福祉学科
       

 
教授 

コーディネータ
栃本一三郎   

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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総合人間科学部 社会福祉学科 高校 公民 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 030531 法律学 2 後期 兼講 巻 美矢紀 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 030403 政治学 2 後期 教授 加藤 浩三 1～4 全学共通 

 選択 294412 司法福祉論 2 後期 助教授 伊藤冨士江 3・4 社会福祉学科

 

「法律学 
（国際法を
含む），政治
学（国際政
治を含む）」  332910 国際法総論 4 通年 助教授 西村  弓 2 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2～4 法学部 

   330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 1 法学部 

B 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学（国
際経済を含
む）」  030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 290202 社会保障論 2 後期 教授 高原 亮治 1 社会福祉学科

   293208 社会老年学 2 前期 教授 冷水  豊 2 社会福祉学科

   293110 家族福祉論 2 後期 教授 網野 武博 1 社会福祉学科

   292205 公的扶助論 2 後期 教授 冷水  豊 1 社会福祉学科

   282103 都市社会学 2 休講 教授 園部 雅久 2～4 社会学科 

   283410 社会階層論 2 休講 教授 岡本 英雄 2～4 社会学科 

   283303 小集団論Ⅰ 2 前期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   283304 小集団論Ⅱ 2 後期 兼講 田中  勉 2～4 社会学科 

   282710 組織社会学Ⅰ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   282720 組織社会学Ⅱ 2 休講 教授 渡辺  深 2～4 社会学科 

   284701 比較経営社会学 2 前期 教授 渡邉 聰子 2～4 社会学科 

   284750 比較家族社会学 2 休講 教授 目黒 依子 2～4 社会学科 

   408701 公共経済学Ⅰ 2 前期 教授 田中 清和 2～4 経済学部 

   408711 公共経済学Ⅱ 2 後期 教授 田中 清和 2～4 経済学部 

C 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学，心理学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

   050702 心理学 2 前期 教授 荻野美佐子 1～4 全学共通 

  選択 291107 社会福祉倫理学 2 休講 4 社会福祉学科
       

 
教授 

コーディネータ
栃本一三郎   

   299210 福祉心理学 2 前期 教授 網野 武博 1 社会福祉学科

   099001 生命倫理Ⅰ 2 前期 講師 竹内 修一 1～4 全学共通 

   099002 生命倫理Ⅱ 2 後期 講師 竹内 修一 1～4 全学共通 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 290106 社会福祉概論 2 前期 教授 栃本一三郎 1 社会福祉学科

 

いずれか 
１科目必修 290105 社会福祉原論 2 後期 教授 栃本一三郎 3 社会福祉学科

 

社会福祉学
（職業指導
を含む） 

選択 298901 地域福祉論 2 前期 教授 岡  知史 1 社会福祉学科

   290203 社会政策論 2 前期 教授 栃本一三郎 3・4 社会福祉学科

B 必修 293310 障害者福祉論Ａ 2 後期 兼講 星野 晴彦 1 社会福祉学科

  293321 障害者福祉論Ｂ 2 後期 兼講 赤塚 光子 2 社会福祉学科

 

高 齢 者 福
祉，児童福
祉及び障害
者福祉 選択 293108 児童福祉論 2 前期 教授 網野 武博 1 社会福祉学科

   298012 精神障害者福祉論 2 前期 教授 藤井 達也 2 社会福祉学科

   293207 老人福祉論 2 後期 教授 冷水  豊 2 社会福祉学科

C 必修 290872 社会福祉援助技術各論ⅡＢ（福祉開発論） 2 前期 教授 栃本一三郎 2 社会福祉学科

 

社会福祉援
助技術 選択 293620 ソーシャルワーク論 2 後期 助教授 伊藤冨士江 2 社会福祉学科

   298011 精神保健福祉論 2 後期 教授 藤井 達也 1 社会福祉学科

   293615 医療福祉論 2 後期 助教授 高山恵理子 2 社会福祉学科

   293660 ケア・マネジメント論 2 後期 助教授 高山恵理子 3・4 社会福祉学科

   290900 精神保健福祉援助技術各論 2 前期 兼講 西澤 利朗 2 社会福祉学科

   292005 社会福祉情報処理論 2 後期 教授 冷水  豊 2 社会福祉学科

D 必修 298801 介護概論 2 前期 兼講 柴田 範子 2 社会福祉学科

 

介護理論及
び介護技術  298802 介護技術 2 後期 兼講 清水 裕子 2 社会福祉学科

E 290630 精神保健福祉援助実習Ⅰ 6 休講 教授 藤井 達也 3 社会福祉学科

 

いずれか 

１科目必修 290631 精神保健福祉援助実習Ⅱ 6 後期 教授 藤井 達也 3 社会福祉学科

  290600 社会福祉実習Ⅰ 6 休講 教授 網野 武博 3 社会福祉学科

  290600 社会福祉実習Ⅰ 6 休講 教授 岡  知史 3 社会福祉学科

  290600 社会福祉実習Ⅰ 6 休講 助教授 伊藤冨士江 3 社会福祉学科

  290600 社会福祉実習Ⅰ 6 休講 助教授 高山恵理子 3 社会福祉学科

  290601 社会福祉実習Ⅱ 6 後期 教授 網野 武博 3 社会福祉学科

  290601 社会福祉実習Ⅱ 6 後期 教授 岡  知史 3 社会福祉学科

  290601 社会福祉実習Ⅱ 6 後期 助教授 伊藤冨士江 3 社会福祉学科

 

社会福祉総
合実習（社
会福祉援助
実習及び社
会福祉施設
等における
介護実習を
含む。） 

 290601 社会福祉実習Ⅱ 6 後期 助教授 高山恵理子 3 社会福祉学科

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 

 




