１．教職に関する科目 〔2013年度以降入学者に適用 〕
免許法施行規則に定める科目区分等
科目
教職の意義
等に関する
科目

教育の基礎
理論に関す
る科目

各科目に含める必要事項
・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。）

本学に
おける
最低修
得単位
数

左記に対応する本学教育課程中の科目
授業科目名

備考

単位数 履修年次

2

教職論

2

１・２・３ 必修

・教育の理念並びに教育に関する
歴史及び思想

2

教育原論

2

２・３・４ 必修

・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。）

2

教育心理学

2

２・３・４ 必修

・教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項

2

教育社会学

2

２・３・４ 必修

・教育課程の意義及び編成の方法
・教育の方法及び技術（情報機器
及び教材の活用を含む。）

2

教育課程・教育方法論

2

２・３

必修

宗教科教育法A
宗教科教育法B
宗教科教育研究A
宗教科教育研究B
国語科教育法A
国語科教育法B
国語科教育研究A
国語科教育研究B

2
2
2
2
2
2
2
2

２・３
２・３
２・３
２・３
２・３
２・３
２・３
２・３

中・高（宗教）必修
中・高（宗教）必修
中学（宗教）

・進路選択に資する各種の機会の提供等

・各教科の指導法

1科目2単位選択必修

中・高（国語）必修
中・高（国語）必修
中学（国語）
1科目2単位選択必修

（英語文学文化専攻）
英語科教育法A
中６ 英語科教育法B
（社会８） 英語科教育研究A
英語科教育研究B
高４

2
2
2
2

2
2
3
3

社会･地理歴史科教育法A

2

２・３

社会･地理歴史科教育法B

2

２・３

社会･公民科教育法A

2

２・３

社会･公民科教育法B

2

２・３

情報科教育法A
情報科教育法B

2
2

２・３
２・３

英語教授法
英語教育研究A
英語教育研究B
英語科教育法
数学科教育法A
数学科教育法B
数学科教育研究A
数学科教育研究B
中２ 道徳教育の理論と方法

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
2
２・３
２・３
２・３
２・３
２・３・４

教育課程及
び指導法に
関する科目

中・高（英語）必修
中・高（英語）必修
中学（英語）
1科目2単位選択必修

中学（社会）必修
高校（地理歴史）必修
中学（社会）必修
高校（地理歴史）必修
中学（社会）必修
高校（公民）必修
中学（社会）必修
高校（公民）必修
高校（情報）必修
高校（情報）必修

（言語科学専攻）

・道徳の指導法

中・高（英語）必修
中・高（英語）
1科目2単位選択必修

中学（英語）必修
中・高（数学）必修
中・高（数学）必修
中学（数学）
1科目2単位選択必修

中学必修

・特別活動の指導法

2

特別活動論

2

２・３・４ 必修

生徒指導、教 ・生徒指導の理論及び方法
育相談及び
・進路指導の理論及び方法
進路指導等に ・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
関する科目

2

生徒・進路指導論

2

２・３・４ 必修

2

教育相談

2

２・３

必修

教育実習事前事後指導

1

3

必修

教育実習

教職実践演習

中５ 教育実習A
高３

*

4

4

教育実習C

*

2

4

(高校のみは教育実習Cを
2単位必修)

2

4

必修

2

教職実践演習（中・高）

最低修得単位数 ： 中学校教諭一種免許状 ３１単位(社会３３単位）

中・高 ４単位必修

高等学校教諭一種免許状 ２５単位

注１． ２年次以上で教職課程科目（「教職論」を除く｡）を履修するには、所定の教職課程登録を行っていな
ければならない。
２． *印の教育実習は、取得する免許状の種類の別により、以下のとおり単位を修得しなければならない。
免許状の種類
授業科目
(1) 中学校教諭免許状及び高等学校教諭免許状
教育実習A（4単位）
(2) 中学校教諭免許状のみ
(3) 高等学校教諭免許状のみ
教育実習C（2単位）
３． 「教育実習Ａ」を履修するには、以下の科目を含む上記教職に関する科目23単位を３年次修了までに修
得していなければならない。（「特別支援教育と社会福祉」は、23単位に含まれないので注意すること。）
｢教職論｣2単位、｢教育課程・教育方法論｣2単位、各教科の指導法(注７)6単位、
「教育相談」2単位、｢教育実習事前事後指導｣1単位
４． 言語科学専攻の学生が「教育実習Ａ」を履修するには、上記注3の必修科目23単位のほかに以下の2科
目4単位を３年次修了までに修得していなければならない。
人間科学科学科科目の｢第二言語習得基礎論Ⅰ｣2単位、｢第二言語習得基礎論Ⅱ｣2単位
５． 「教育実習Ｃ」を履修するには、以下の科目を含む上記教職に関する科目15単位を３年次修了までに修
得していなければならない。（「特別支援教育と社会福祉」は、15単位に含まれないので注意すること。）
｢教職論｣2単位、｢教育課程・教育方法論｣2単位、各教科の指導法(注７)のうち次にあげる科目4単位、
「教育相談」2単位、｢教育実習事前事後指導｣1単位
免許教科
授業科目
宗教科教育法A、宗教科教育法B
宗教
国語
国語科教育法A、国語科教育法B
英語（英語文学文化専攻） 英語科教育法A、英語科教育法B
地理歴史
社会・地理歴史科教育法Ａ、社会・地理歴史科教育法Ｂ
公民
社会・公民科教育法Ａ、社会・公民科教育法Ｂ
情報
情報科教育法A、情報科教育法B
英語（言語科学専攻） 英語教授法、英語教育研究A又は英語教育研究B
数学
数学科教育法A、数学科教育法B
６． 言語科学専攻の学生が「教育実習Ｃ」を履修するには、上記注5の必修科目15単位のほかに以下の2科
目4単位を３年次修了までに修得していなければならない。
人間科学科学科科目の｢第二言語習得基礎論Ⅰ｣2単位、｢第二言語習得基礎論Ⅱ｣2単位
７． 各教科の指導法とは、以下の授業科目をいう。
授業科目
免許教科
宗教
宗教科教育法A、宗教科教育法B、宗教科教育研究Ａ、宗教科教育研究Ｂ
国語
国語科教育法A、国語科教育法B、国語科教育研究Ａ、国語科教育研究Ｂ
英語（英語文学文化専攻） 英語科教育法A、英語科教育法B、英語科教育研究Ａ、英語科教育研究Ｂ
社会・地理歴史科教育法A、社会・地理歴史科教育法B、社会・公民科教育法A、社会・公民科教育法B
社会
地理歴史
社会・地理歴史科教育法A、社会・地理歴史科教育法B
公民
社会・公民科教育法A、社会・公民科教育法B
情報科教育法A、情報科教育法B
情報
英語（言語科学専攻） 英語教授法、英語教育研究Ａ、英語教育研究Ｂ、英語科教育法
数学
数学科教育法A、数学科教育法B、数学科教育研究Ａ、数学科教育研究Ｂ
８． 「教職論」「教育原論」「教育心理学」「教育社会学」及び「教育課程・教育方法論」の単位は、自由選択
科目の単位として数えることができる。それ以外の授業科目の単位は、自由選択科目の単位として数え
ることはできない。

２．教科に関する科目
学科・専攻
人文学科
哲学専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数
宗

教

宗

教

学

宗

教

史

「教理学、哲学」

人文学科
哲学専攻
史学専攻

社 会
（中１）

日本史及び外国史

本学教育課程中の科目

１以上

宗教学（総合教養科目）（1科目2単位必修）
キリスト教学Ⅰ（入門Ⅰ）・（入門Ⅱ）（2科目4単位必修）
キリスト教学ⅡA〜ⅡＮ （1科目2単位選択必修）
キリスト教学ⅢA〜ⅢC
１以上
宗教史(1科目2単位必修）
キリスト教史(1科目2単位必修）
１以上
哲学入門Ⅰ・Ⅱ
哲学概論（1科目2単位必修）
キリスト教学概論
西洋哲学史AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
東洋思想史
哲学特論（存在論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
哲学特論（生命論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
哲学特論（科学論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
キリスト教学特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
思想史特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ・CⅠ・CⅡ
哲学基礎演習（1科目2単位必修）
2年次演習（哲学）Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
哲学演習（英語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（独語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（仏語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（西洋古典語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
キリスト教学演習ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の７科目１４単位を３
（中２８以上） 年次修了までに修得していなければならない。
（高３６以上） 宗教学、宗教史、キリスト教史、哲学概論、哲学基礎
演習、２年次演習（哲学）Ⅰ・Ⅱ
１以上

日本史概説Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
東洋史概説Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
西洋史概説Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
日本古代史、日本中世史、日本近世史、日本近現代史
中国史、アジア史、ギリシア・ローマ史、アメリカ史
イギリス史、ドイツ史
日本史特論（古代）A・B
日本史特論（中世）A・B
日本史特論（近世）A・B
日本史特論（近現代）A・B
東洋史特論（中国）A・B
東洋史特論（アジア）A・B
西洋史特論（古代）A・B
西洋史特論（中世）A・B
西洋史特論（近世）A・B
西洋史特論（近現代）A・B
美術史（日本）・（東洋）・（西洋）
日本史基礎演習（古代）・（中世）・（近世）・（近現代）
東洋史基礎演習（中国）・（アジア）
西洋史基礎演習（古代）・（中世）・（近世）・（近現代）
日本史演習（古代）A１・A２・B１・B２
日本史演習（中世）A１・A２・B１・B２
日本史演習（近世）A１・A２・B１・B２
日本史演習（近現代）A１・A２・B１・B２
東洋史演習（中国）A１・A２・B１・B２
東洋史演習（アジア）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（古代）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（中世）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（近世）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（近現代）A１・A２・B１・B２

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数
地 理 学

１以上

（地誌を含む。）

人文学科
哲学専攻
史学専攻

地理歴史
（高１）

「法律学、政治学」

１以上

「社会学、経済学」

１以上

「哲学、倫理学、
宗教学」

１以上

日

本

史

本学教育課程中の科目
人文地理学（1科目2単位必修）
自然地理学（1科目2単位必修）
地誌学（1科目2単位必修）
法学概論、政治学概論 （1科目2単位選択必修）
「社会学概論Ⅰ・Ⅱ」 または 「ミクロ経済学入門、マ
クロ経済学入門」 （2科目4単位選択必修）

宗教学（総合教養科目）
キリスト教学Ⅰ（入門Ⅰ）・（入門Ⅱ）（2科目4単位必修）
キリスト教学ⅡA〜ⅡＮ
キリスト教学ⅢA〜ⅢC
哲学入門Ⅰ・Ⅱ
哲学概論（1科目2単位必修）
倫理学概論
西洋哲学史AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
東洋思想史
哲学特論（存在論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
哲学特論（生命論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
哲学特論（科学論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
倫理学特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
思想史特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ・CⅠ・CⅡ
哲学基礎演習
2年次演習（哲学）Ⅰ・Ⅱ
哲学演習（英語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（独語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（仏語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（西洋古典語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
倫理学演習ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の１１科目２２単位を
（中２８以上） ３年次修了までに修得していなければならない。
日本史概説Ⅰ・Ⅱ、東洋史概説Ⅰ・Ⅱ、西洋史概説
Ⅰ・Ⅱ、人文地理学、自然地理学、地誌学、法学概論
または政治学概論、哲学概論
１以上

日本史概説Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
日本史特論（古代）A・B
日本史特論（中世）A・B
日本史特論（近世）A・B
日本史特論（近現代）A・B
美術史（日本）
日本史基礎演習（古代）・（中世）・（近世）・（近現代）
日本史演習（古代）A１・A２・B１・B２
日本史演習（中世）A１・A２・B１・B２
日本史演習（近世）A１・A２・B１・B２
日本史演習（近現代）A１・A２・B１・B２
日本古代史、日本中世史
日本近世史、日本近現代史

外

国

史

１以上

（1科目2単位選択必修）

中国史、アジア史
ギリシア・ローマ史、アメリカ史

イギリス史、ドイツ史

東洋史概説Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
西洋史概説Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
東洋史特論（中国）A・B
東洋史特論（アジア）A・B
西洋史特論（古代）A・B
西洋史特論（中世）A・B
西洋史特論（近世）A・B
西洋史特論（近現代）A・B
美術史（東洋）・（西洋）
東洋史基礎演習（中国）・（アジア）
西洋史基礎演習（古代）・（中世）・（近世）・（近現代）

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数

本学教育課程中の科目

東洋史演習（中国）A１・A２・B１・B２
東洋史演習（アジア）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（古代）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（中世）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（近世）A１・A２・B１・B２
西洋史演習（近現代）A１・A２・B１・B２
人文地理学
１以上
人文地理学（1科目2単位必修）
及び自然地理学
自然地理学（1科目2単位必修）
地
誌
１以上
地誌学（1科目2単位必修）
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の９科目１８単位を３
（高３６以上） 年次修了までに修得していなければならない。
日本史概説Ⅰ・Ⅱ、東洋史概説Ⅰ・Ⅱ、西洋史概説
Ⅰ・Ⅱ、人文地理学、自然地理学、地誌学
人文学科
哲学専攻
史学専攻

人文学科
日本文学専攻

公 民
(高１）

国

語

「法律学（国際法を
含む。）、政治学（国
際政治を含む。）」

１以上

*法学概論、*政治学概論 （1科目2単位選択必修）

「社会学、経済学（国
際経済を含む。）」

１以上

*「社会学概論Ⅰ・Ⅱ」 または *「ミクロ経済学入門、
マクロ経済学入門」 （2科目4単位選択必修）

「哲学、倫理学、
宗教学、心理学」

１以上

国

語

学

（音声言語及び文章表現
に関するものを含む。）

*宗教学（総合教養科目）
*哲学入門Ⅰ・Ⅱ
*倫理学概論
キリスト教学Ⅰ（入門Ⅰ）・（入門Ⅱ）（2科目4単位必修）
キリスト教学ⅡA〜ⅡＮ （1科目2単位選択必修）
キリスト教学ⅢA〜ⅢC
哲学概論（1科目2単位必修）
西洋哲学史AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
東洋思想史
哲学特論（存在論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
哲学特論（生命論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
哲学特論（科学論）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
倫理学特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
思想史特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ・CⅠ・CⅡ
哲学基礎演習
2年次演習（哲学）Ⅰ・Ⅱ
哲学演習（英語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（独語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（仏語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
哲学演習（西洋古典語文献）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
倫理学演習ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
計 ２０以上 *印1０科目のうち3科目6単位選択必修。
（高３６以上） ただし、「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政
治を含む。）」および「社会学、経済学（国際経済を
含む。）」の選択必修科目の単位として修得した単位
を除く。
教育実習を行うためには、以下の２科目４単位を３
年次修了までに修得していなければならない。
法学概論または政治学概論、哲学概論
1以上

日本語史入門（1科目2単位必修）
日本語文法入門（1科目2単位必修）
日本語学概論Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
日本語史概論Ⅰ・Ⅱ
現代日本語（語彙・表記）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
現代日本語（文法・談話）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
日本語史（古代中世）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
日本語史（中近世）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
日本語学演習（現代語）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
日本語学演習（日本語史）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
3年次演習（現代日本語）Ⅰ・Ⅱ
3年次演習（日本語史）Ⅰ・Ⅱ

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数
国

文

学

１以上

（国文学史を含む。）

本学教育課程中の科目
日本古典文学入門（1科目2単位必修）
日本近現代文学入門（1科目2単位必修）
日本文学概論（古典）ＡⅠ・ＢⅠ（１科目２単位選択必修）
日本文学概論（古典）ＡⅡ・ＢⅡ（１科目２単位選択必修）
日本文学概論（近現代）Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
日本文学（古代）A・B
日本文学（中古）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
日本文学（中世）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
日本文学（近世）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
日本文学（近現代）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ・CⅠ・CⅡ・ＤⅠ・ＤⅡ

日本文学演習（古代）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
日本文学演習（中古）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
日本文学演習（中世）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
日本文学演習（近世）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
日本文学演習（近代）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２・Ｃ１・Ｃ２・Ｄ１・Ｄ２

漢

文

書

学

道

１以上

１以上

日本文学演習（現代）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
3年次演習（日本古代文学）Ⅰ・Ⅱ
3年次演習（日本中世文学）Ⅰ・Ⅱ
3年次演習（日本近世文学）Ⅰ・Ⅱ
3年次演習（日本近現代文学）ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ
漢文学入門（1科目2単位必修）
中国文学概論Ⅰ・Ⅱ
中国語学概論Ⅰ・Ⅱ
中国文学AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
中国文学演習（古典）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
中国文学演習（近現代）Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２
3年次演習（中国文学）Ⅰ・Ⅱ
書道 （中学・1科目2単位必修）

（書写を中心とする。）

計 ２０以上
（中２８以上）
（高・書道を
除く３６以
上）
人文学科
英語文学
文化専攻

英

語

英

語

学

１以上

英 米 文 学

１以上

教育実習を行うためには、以下の９科目１８単位を３
年次修了までに修得していなければならない。
日本語史入門、日本語文法入門、日本古典文学入
門、日本近現代文学入門、日本文学概論（古典）AⅠ
またはBⅠ、日本文学概論（古典）AⅡまたはBⅡ、日
本文学概論（近現代）Ⅰ・Ⅱ、漢文学入門
英語学基礎論（ことばと社会）・（ことばのしくみ）
英語史Ⅰ・Ⅱ
英語学（英語の構造）Ⅰ・Ⅱ
英語学（英語の歴史）Ⅰ・Ⅱ
英語学（英語の意味）Ⅰ・Ⅱ
英語学（英語の諸相）Ⅰ・Ⅱ
英語学（意味論）・（語用論）
英語学（英語と文化）A・B
英語音声学Ⅰ（1科目2単位必修）
英語音声学Ⅱ
Sophomore Reading and WritingⅠ・Ⅱ
英文法（知識と実践） Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
英語学基礎演習Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
英語学演習（英語の構造）Ａ・Ｂ
英語学演習（英語の歴史）Ａ・Ｂ
英語学演習（英語の意味）Ａ・Ｂ
英語学演習（英語の諸相）Ａ・Ｂ
英語文学・文化基礎論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
英文学史Ⅰ・Ⅱ、米文学史Ⅰ・Ⅱ
英語文学（詩）Ⅰ・Ⅱ
英語文学（演劇）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
英語文学（小説）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
英語文学（児童文学）Ⅰ・Ⅱ
英語文学（評論）Ⅰ・Ⅱ
英語文学・文化Ⅰ・Ⅱ
英語文学基礎演習Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数

英語コミュニケーション

異 文 化 理 解

国際社会学科
国際関係専攻

社 会
（中１）

１以上

本学教育課程中の科目
2年次Shakespeare演習Ａ・Ｂ
英語文学演習（詩）Ａ・Ｂ
英語文学演習（演劇）Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
英語文学演習（小説）Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ
英語文学演習（評論）Ａ・Ｂ
英語文学・文化演習Ａ・Ｂ
Freshman English SeminarⅠ・Ⅱ（2科目4単位必修）
Junior CompositionⅠ・Ⅱ（2科目4単位必修）
Presentation 基礎演習Ⅰ・Ⅱ
Comprehensive English Program（1科目1単位必修）
異文化理解Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）

１以上
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の８科目１６単位を３
（中２８以上） 年次修了までに修得していなければならない。
（高３６以上） 英語学基礎演習Ⅰ・Ⅱ、英語文学基礎演習Ⅰ・Ⅱ、
Freshman English SeminarⅠ・Ⅱ、異文化理解Ⅰ・Ⅱ

日本史及び外国史

１以上

地 理 学

１以上

経済学専攻
社会学専攻

（地誌を含む。）

「法律学、政治学」

１以上

「社会学、経済学」

１以上

日本史概論（1科目2単位必修）
東洋史概論（1科目2単位必修）
西洋史概論（1科目2単位必修）
国際関係史、日本近現代史A・B
中国近現代史Ⅰ・Ⅱ、朝鮮近現代史Ⅰ・Ⅱ
アメリカ史Ⅰ・Ⅱ、日本政治思想史
アメリカ研究（社会史）Ⅰ・Ⅱ
日米比較文化Ⅰ・Ⅱ、近現代日本研究（政治・外交）B
アメリカ研究（政治・外交）Ⅰ・Ⅱ
人文地理学（1科目2単位必修）
自然地理学（1科目2単位必修）
地誌学（1科目2単位必修）
法学概論、政治学概論 （1科目2単位選択必修）
国際関係論Ⅰ・Ⅱ、現代中国論、現代韓国論
中国研究Ⅰ・Ⅱ、ラテンアメリカ研究Ⅰ、経済法
企業法、政治人類学、国際関係（日米）、
国際関係（日中）、国際関係（日朝）、国際関係法Ａ
香港・台湾論、韓国政治・経済論、現代アメリカ政治論
国際政治経済Ⅰ・Ⅱ、アジア国際関係論Ⅰ・Ⅱ
近現代日本研究（政治・外交）A
「社会学概論Ⅰ・Ⅱ」 または 「ミクロ経済学入門、マ
クロ経済学入門」 （2科目4単位選択必修）
文化人類学入門Ⅰ・Ⅱ、比較文化論
日本文化論、中国文化論、朝鮮文化論
東南アジア文化論、アメリカ文化論
現代アメリカ社会論
南アジア文化特論、イスラム文化特論
ラテンアメリカ研究Ⅱ、社会人類学特論Ａ
人種・民族・国民、人権・人道の人類学
東アジアの文化と社会、エスニシティー論
周縁世界とグローバル化、現代文化の動態
初級ミクロ経済学、初級マクロ経済学
中級ミクロ経済学、中級マクロ経済学
公共経済学、経済政策、経済学史、経済史、経済数学
国際経済学Ⅰ・Ⅱ、開発経済学Ⅰ・Ⅱ
計量経済学Ⅰ・Ⅱ、金融論、財政学、環境経済学
産業組織論、都市・地域経済学
労働経済学、ゲームの理論、ジェンダーの経済学
現代経済論、日本経済史、経営史
経営学概論Ⅰ・Ⅱ、簿記論、会計学概論
マーケティングⅠ・Ⅱ、保険論、証券論、中小企業論
日本経済論、アメリカ経済論
EU経済論、アジア経済論、中国経済論、国際地域経済論

社会学史Ⅰ・Ⅱ、比較社会学A・B、国際社会学A・B
労働社会学Ⅰ・Ⅱ、経営社会学A・B、家族社会学Ⅰ・Ⅱ

都市社会学、地域社会学、福祉社会学A・B・C

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数

「哲学、倫理学、
宗教学」

国際社会学科 地理歴史
国際関係専攻
（高１）

経済学専攻
社会学専攻

国際社会学科
国際関係専攻

経済学専攻
社会学専攻

公 民
(高１）

日

本

史

本学教育課程中の科目

医療社会学A・B、文化社会学A・B、社会意識論
政治社会学、現代社会論A・B・C
１以上
哲学概論（人文学科科目） （1科目2単位必修）
倫理学概論（人文学科科目）
宗教学（総合教養科目）
宗教人類学
キリスト教学Ⅰ（入門Ⅰ）・（入門Ⅱ）（2科目4単位必修）
キリスト教学ⅡA〜ⅡＮ （1科目2単位選択必修）
キリスト教学ⅢA〜ⅢC
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の８科目１６単位を３
（中２８以上） 年次修了までに修得していなければならない。
日本史概論、東洋史概論、西洋史概論、人文地理
学、自然地理学、地誌学、法学概論または政治学概
論、哲学概論
１以上

日本史概論（1科目2単位必修）
日本近現代史A・B、日本政治思想史
日米比較文化Ⅰ・Ⅱ
近現代日本研究（政治・外交）B
（1科目2単位選択必修）
外 国 史
１以上
東洋史概論（1科目2単位必修）
西洋史概論（1科目2単位必修）
国際関係史、中国近現代史Ⅰ・Ⅱ
朝鮮近現代史Ⅰ・Ⅱ、アメリカ史Ⅰ・Ⅱ
アメリカ研究（社会史）Ⅰ・Ⅱ
アメリカ研究（政治・外交）Ⅰ・Ⅱ
（3科目6単位選択必修）
人文地理学
１以上
人文地理学（1科目2単位必修）
及び自然地理学
自然地理学（1科目2単位必修）
地
誌
１以上
地誌学（1科目2単位必修）
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の６科目１２単位を３
（高３６以上） 年次修了までに修得していなければならない。
日本史概論、東洋史概論、西洋史概論、人文地理
学、自然地理学、地誌学
「法律学（国際法を
含む。）、政治学（国
際政治を含む。）」

１以上

「社会学、経済学（国
際経済を含む。）」

１以上

*法学概論、*政治学概論 （1科目2単位選択必修）
国際関係論Ⅰ・Ⅱ、現代中国論、現代韓国論
中国研究Ⅰ・Ⅱ、ラテンアメリカ研究Ⅰ
経済法、企業法、政治人類学
国際関係（日米）、国際関係（日中）
国際関係（日朝）、国際関係法Ａ、香港・台湾論
韓国政治・経済論、現代アメリカ政治論
国際政治経済Ⅰ・Ⅱ、アジア国際関係論Ⅰ・Ⅱ
近現代日本研究（政治・外交）A
*「社会学概論Ⅰ・Ⅱ」 または *「ミクロ経済学入門、
マクロ経済学入門」 （2科目4単位選択必修）
*文化人類学入門Ⅰ・Ⅱ、*比較文化論
*初級ミクロ経済学、*初級マクロ経済学
*社会学史Ⅰ・Ⅱ
日本文化論、中国文化論、朝鮮文化論
東南アジア文化論、アメリカ文化論
現代アメリカ社会論、南アジア文化特論
イスラム文化特論、ラテンアメリカ研究Ⅱ
社会人類学特論Ａ、人種・民族・国民
人権・人道の人類学、東アジアの文化と社会、エスニシティー論

周縁世界とグローバル化、現代文化の動態
中級ミクロ経済学、中級マクロ経済学
公共経済学、経済政策、経済学史、経済史、経済数学
国際経済学Ⅰ・Ⅱ、開発経済学Ⅰ・Ⅱ
計量経済学Ⅰ・Ⅱ、金融論、財政学、環境経済学
産業組織論、都市・地域経済学
労働経済学、ゲームの理論、ジェンダーの経済学

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数

本学教育課程中の科目
現代経済論、日本経済史、経営史
経営学概論Ⅰ・Ⅱ、簿記論、会計学概論
マーケティングⅠ・Ⅱ、保険論、証券論、中小企業論
日本経済論、アメリカ経済論
EU経済論、アジア経済論、中国経済論、国際地域経済論

比較社会学A・B、国際社会学A・B
労働社会学Ⅰ・Ⅱ、経営社会学A・B、家族社会学Ⅰ・Ⅱ

「哲学、倫理学、
宗教学、心理学」

都市社会学、地域社会学、福祉社会学A・B・C
医療社会学A・B、文化社会学A・B、社会意識論
政治社会学、現代社会論A・B・C
１以上
哲学概論（人文学科科目） （1科目2単位必修）
倫理学概論（人文学科科目）
宗教学（総合教養科目）
宗教人類学
キリスト教学Ⅰ（入門Ⅰ）・（入門Ⅱ）（2科目4単位必修）
キリスト教学ⅡA〜ⅡＮ （1科目2単位選択必修）
キリスト教学ⅢA〜ⅢC
計 ２０以上 *印13科目のうち3科目6単位選択必修。
（高３６以上） ただし、「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政
治を含む。）」および「社会学、経済学（国際経済を
含む。）」の選択必修科目の単位として修得した単位
を除く。
教育実習を行うためには、以下の２科目４単位を３
年次修了までに修得していなければならない。
法学概論または政治学概論、哲学概論

人間科学科
心理学専攻

公 民
(高１）

「法律学（国際法を
含む。）、政治学（国
際政治を含む。）」

１以上

法学概論、政治学概論 （1科目2単位選択必修）

「社会学、経済学（国
際経済を含む。）」

１以上

「社会学概論Ⅰ・Ⅱ」 または 「ミクロ経済学入門、マ
クロ経済学入門」 （2科目4単位選択必修）

「哲学、倫理学、
宗教学、心理学」

１以上

宗教学（総合教養科目）
キリスト教学Ⅰ（入門Ⅰ）・（入門Ⅱ）（2科目4単位必修）
キリスト教学ⅡA〜ⅡＮ （1科目2単位選択必修）
キリスト教学ⅢA〜ⅢC
哲学概論（人文学科科目）
倫理学概論（人文学科科目）
心理学概論Ⅰ（1科目2単位必修）
心理学概論Ⅱ（1科目2単位必修）
心理学基礎講義A・B（2科目4単位必修）
心理学研究法１・２
認知心理学（基礎過程）A・B
認知心理学（高次過程）A・B
知覚心理学A・B
発達心理学（言語・認知発達）A・B
発達心理学（情動・社会発達）A・B
教育心理学（学校教育）
教育心理学（障がい児教育）
臨床心理学（コミュニティ・家族）A・B
臨床心理学（心理療法・カウンセリング）A・B
臨床心理学（不適応・逸脱行動）A・B
精神保健学A・B
社会心理学（マクロ）A・B
社会心理学（個人間過程）A・B
社会心理学（個人内過程）A・B
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の５科目１０単位を３
（高３６以上） 年次修了までに修得していなければならない。
法学概論または政治学概論、心理学概論Ⅰ・Ⅱ、心
理学基礎講義A・B

学科・専攻
人間科学科
コミュニケー
ション専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数
情 報
（高１）

情報社会
及び情報倫理

１以上

コンピュータ
及び情報処理
（実習を含む。）

１以上

本学教育課程中の科目
情報科学論 （1科目2単位必修）
情報とコミュニケーション （1科目2単位必修）
メディア心理学
メディア社会論
メディア史
メディア論
広告コミュニケーション論
情報社会論
コンピュータ・スキルズ
コンピュータ・サイエンスⅠ（1科目2単位必修）
コンピュータ・サイエンスⅡ（1科目2単位必修）

情報システム
（実習を含む。）

１以上

情報通信ネットワーク

１以上

情報処理技法(Cプログラミング）Ⅰ
情報処理技法(Cプログラミング）Ⅱ
情報処理技法(Javaプログラミング）Ⅰ
情報処理技法(Javaプログラミング）Ⅱ
情報処理技法（構造化文書作成)
情報処理技法(統計解析)
情報システム１（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ） （1科目2単位必修）
情報システム２（設計と管理） （1科目2単位必修）
コミュニケーション特論（情報）A・B
情報通信ネットワーク１（ネットワークプロトコル）

（実習を含む。）

（1科目2単位必修）

情報通信ネットワーク２（通信サービスとセキュリティ）
（1科目2単位必修）

マルチメディア表現
及び技術
（実習を含む。）

情報と職業

人間科学科

英

語

英

語

学

１以上

情報処理技法（マルチメディアと表現）Ⅰ（1科目2単位必修）
情報処理技法（マルチメディアと表現）Ⅱ（1科目2単位必修）

情報処理技法（プレゼンテーション）
情報と職業Ａ（1科目2単位必修）
情報社会と女性の職業、情報と職業Ｂ
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の１３科目２６単位を
（高３６以上） ３年次修了までに修得していなければならない。
情報科学論、情報とコミュニケーション、コンピュータ・
サイエンスⅠ・Ⅱ、情報システム１（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）、情報
システム２（設計と管理）、情報通信ネットワーク１（ネッ
トワークプロトコル）、情報通信ネットワーク２（通信サー
ビスとセキュリティ）、マルチメディアと心理学（聴覚）、
マルチメディアと心理学（視覚）、情報処理技法（マル
チメディアと表現）Ⅰ・Ⅱ、情報と職業A
１以上

１以上

言語科学専攻

英 米 文 学

インターネットⅠ・Ⅱ
マルチメディアと心理学（聴覚） （1科目2単位必修）
マルチメディアと心理学（視覚） （1科目2単位必修）

１以上

言語研究入門A （1科目2単位必修）

英文法Ⅰ・Ⅱ
英語史
（これら4科目より6単位選択必修）
英語音声学演習
文学とことば
【人文学科英語文学文化専攻の以下の科目】
英語文学・文化基礎論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
英文学史Ⅰ・Ⅱ、米文学史Ⅰ・Ⅱ
英語文学（詩）Ⅰ・Ⅱ
英語文学（演劇）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
英語文学（小説）AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
英語文学（児童文学）Ⅰ・Ⅱ
英語文学（評論）Ⅰ・Ⅱ
英語文学・文化Ⅰ・Ⅱ
英語文学基礎演習Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
2年次Shakespeare演習Ａ・Ｂ
英語文学演習（詩）Ａ・Ｂ
英語文学演習（演劇）Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
英語文学演習（小説）Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数

英語コミュニケーション

１以上

異 文 化 理 解

１以上

本学教育課程中の科目
英語文学演習（評論）Ａ・Ｂ
英語文学・文化演習Ａ・Ｂ
Writing Skills 1Ａ ・１Ｂ （2科目2単位必修）
Writing Skills ２Ａ ・２Ｂ （2科目2単位必修）
Advanced WritingⅠ・Ⅱ
Advanced Reading & Discussion A・B
（1科目2単位選択必修）
Advanced Speaking A ・B
（1科目1単位選択必修）
Cross-Cultural Understanding
（1科目2単位必修）
翻訳研究Ⅰ・Ⅱ

計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の８科目１２単位を３
（中２４以上） 年次修了までに修得していなければならない。
（高３２以上） 言語研究入門A、英語文学基礎演習Ⅰ・Ⅱ、Writing
Skills 1A ・1B ・2A ・2B、
Cross-Cultural Understanding
数理科学科
数学専攻

数

学

情報理学専攻

数理科学科
数学専攻
情報理学専攻

情 報
（高１）

代

数

学

１以上

線形代数学Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
線形代数学Ⅲ
線形代数学演習Ⅰ（1科目1単位必修）
線形代数学演習Ⅱ
代数学A・B・CⅠ
代数学特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
幾 何 学
１以上
位相数学Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
幾何学Ａ、幾何学BⅠ・BⅡ
結び目理論Ⅰ・Ⅱ
位相幾何学AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
解 析 学
１以上
微分積分学Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
微分積分学演習Ⅰ・Ⅱ（2科目2単位必修）
解析学概論Ⅰ・Ⅱ、解析学の応用
連続と極限、複素関数論Ⅰ・Ⅱ
数理モデルと微分方程式
関数解析入門、数理解析学Ⅰ・Ⅱ
「確率論、統計学」
１以上
確率統計Ⅰ・Ⅱ（2科目4単位必修）
数理モデルと確率論Ⅰ・Ⅱ
確率統計特論AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ
コンピュータ
１以上
プログラミング （1科目2単位必修）
情報処理技法（UNIXリテラシ）
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の８科目１２単位を３
（中２８以上） 年次修了までに修得していなければならない。
（高３６以上） 線形代数学Ⅰ・Ⅱ、線形代数学演習Ⅰ・Ⅱ、微分積分
学Ⅰ・Ⅱ、微分積分学演習Ⅰ・Ⅱ
情報社会
及び情報倫理
コンピュータ
及び情報処理
（実習を含む。）

１以上

情報と社会（総合教養科目）（1科目2単位必修）

１以上

情報システム
（実習を含む。）

１以上

情報学概論（1科目2単位必修）
アルゴリズムとデータ構造（1科目2単位必修）
コンピュータアーキテクチャ
数値計算
オペレーティングシステム
情報処理技法（Cプログラミング）Ⅰ（1科目2単位必修）
情報処理技法（Cプログラミング）Ⅱ（1科目2単位必修）
情報処理技法（Javaプログラミング）Ⅰ
情報処理技法（Javaプログラミング）Ⅱ
情報処理技法（構造化文書作成)
情報処理技法（統計解析）
ソフトウェア工学（1科目2単位必修）
データベースA・B（1科目2単位選択必修）
オートマトン

学科・専攻

免許教科 教科に関する科目 所要単位数

本学教育課程中の科目

１以上

グラフ理論
情報代数学、代数学ＣⅡ
ネットワークⅠ（1科目2単位必修）
ネットワークⅡ、計算幾何学
マルチメディア表現
１以上
情報解析学Ⅰ・Ⅱ
及び技術
マルチメディア概論（1科目2単位必修）
（実習を含む。）
コンピュータグラフィックス
数理モデルとシミュレーションAⅠ（1科目2単位必修）
数理モデルとシミュレーションAⅡ・BⅠ・BⅡ
情報処理技法（マルチメディアと表現）Ⅰ
情報処理技法（マルチメディアと表現）Ⅱ
情報処理技法（プレゼンテーション）
情報と職業
１以上
情報と職業（1科目2単位必修）
計 ２０以上 教育実習を行うためには、以下の２科目４単位を３
（高３６以上） 年次修了までに修得していなければならない。
情報学概論、情報処理技法（Cプログラミング）Ⅰ
情報通信ネットワーク

（実習を含む。）

○TOEFLのスコアについて（英語文学文化専攻・言語科学専攻）
英語文学文化専攻および言語科学専攻の学生が、教育実習を行うためには、３年次後期定期試験の最終
日までにTOEFLテストで次のいずれかの点数を有していること。
PBT450点以上、CBT133点以上、iBT45点以上、ITP450点以上

3．免許法施行規則第６６条の６に定める科目
学科・専攻

免許教科

免許法施行規則
第66条の6に定める科目

所要単位数

全学科・全専攻

全教科共通

日本国憲法

2

日本国憲法（総合教養科目）

2

女性のウェルネス・身体運動Ⅰ・Ⅱ

本学教育課程中の科目

共通
体

育

外国 語
コミュニケーション

2（以上）

情報機器の操作

2

Communication Skills A・B
Discussion Skills A・B
Critical Reading and Discussion A・B
Listening and Presentation A・B
情報処理技法（リテラシ）Ⅰ

