
 修士課程  学校教育専攻  

教育職員免許専修免許状の取得について 
（１）学校教育専攻で取得可能な専修免許状 

教育職員免許状の種類 免許教科又は特別支援教育領域 

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体

育，技術，家庭，英語 

高等学校教諭専修免許状 国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美

術，工芸，書道，保健体育，家庭，英語 
特別支援学校教諭専修免許状 知的障害者，肢体不自由者，病弱者 
幼稚園教諭専修免許状  

 
（２）基礎資格及び教育職員専修免許状取得に必要な単位数 

１）基礎資格 
修士の学位を有すること。 
（大学院の課程に１年以上在学し 30 単位以上修得したものの場合を含む。） 

 
   ２）教育職員専修免許状取得に必要な単位数 
   ・小学校教諭専修免許状 
      一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 
     

・中学校教諭専修免許状（各教科） 
      一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 
 
   ・高等学校教諭専修免許状(各教科） 
      一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 
 
   ・特別支援学校教諭専修免許状 
      一種免許状取得に必要な単位＋「特別支援教育に関する科目」24 単位 
 
   ・幼稚園教諭専修免許状 
     一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 

 
（３）専修免許状取得のための科目の履修方法 

   各専修免許状取得に必要な単位数を修得すること。「教科に関する科目」「教職に関する科 
目」「特別支援教育に関する科目」に該当する科目は，次頁以降の開設授業科目一覧で確認を

ること。 
 専修免許状取得に必要な科目は，本研究科修士課程学校教育専攻において修得するものと  

する。 
 
小学校・中学校・高等学校・幼稚園教諭専修免許状取得のための履修について 
「教科に関する科目」「教職に関する科目」をあわせて２４単位修得すること。 

ただし，取得しようとする免許種に該当する科目でなければならない。 
また，中学校及び高等学校の専修免許を取得する際の，教科に関する科目は取得しようと

する免許の学校種及び教科に該当する科目であること。 
各免許種に応じて，免許取得必修「○」となっている科目は必ず修得すること。 



 専修免許取得希望者は，「学校臨床演習」を修得すること。 
特別支援学校教諭専修免許状取得のための履修について 
「特別支援教育に関する科目」を２４単位修得すること。 
免許種に応じて，免許取得必修「○」となっている科目は必ず修得すること。 

 専修免許取得希望者は，「障害児臨地指導演習」を修得すること。 
 
 
授業科目一覧の免許科目の見方 
例） 

 
 「区分」 科目の区分を示します。 

教職・・・教職に関する科目 
      教科・・・教科に関する科目 
      特支・・・特別支援教育に関する科目 
  
 「免許種」 その科目が対応している免許種を示します。記載されている免許種（及び教科） 

にのみ有効です。 
小・・・小学校教諭専修免許状 

      中・・・中学校教諭専修免許状 
      高・・・高等学校教諭専修免許状 
      特支・・特別支援学校教諭専修免許状 
      幼・・・幼稚園教諭専修免許状 
      ※中学校・高等学校教諭専修免許には，学校種の後に教科名を付したものがあ 

ります。その科目は，その学校種かつ教科にのみ有効です。 
       国・・・国語 ，社・・・社会 ，数・・・数学 ，理・・・理科 ， 

音・・・音楽 ，美・・・美術 ，保・・・保健体育 ，技・・・技術 ， 
家・・・家庭 ，英・・・英語 ，地・・・地理歴史 ，公・・・公民 ， 
工・・・工芸 ，書・・・書道 

 
 「免許取得必修」 「○」の科目は，取得しようとする免許種に応じて必ず修得しなければな

らない科目を示します。 
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  区分 免許種 
免許取得
必修 

  E8200 
国語

教育 

分野

共通 
国語教育総論 講義 教科 中:国，高:国･書 ○ 

  E8201 
国語

教育 

国語

科教

育 

国語科教育特論Ⅰ 講義 教職 中:国，高:国 ○ 

  E8209 
国語

教育 

国語

科教

育 

国語科授業研究 演習 教職 中:国，高:国 ○ 

  E8300 
社会科

教育 

分野

共通 
社会科教育実践論 講義 教科 中:社 ○ 

  E8301 
社会科

教育 

社会科

教育 
社会科教育特論Ⅰ 講義 教職 中:社，高:公 ○ 

  E8305 
社会科

教育 

社会科

教育 
社会科授業研究 演習 教職 中:社 ○ 



◆学校教育専攻（学校教育専修）

・ 必修科目一覧に挙げた科目６単位をすべて履修すること。

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取
得必修

E8001 専攻共通 現代教育学 講義 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E8002 専攻共通 現代教育心理学 講義 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E8010 専修共通 学校教育総論 講義 2 1 必修 教職 小，中，高，幼

・
・

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取
得必修

E8003 専攻共通 学校臨床演習 演習 4 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8011 教育学 教育哲学特論 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8012 教育学 教育哲学演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8017 教育学 道徳教育特論 講義 2 1･2 選択 教職 小

E8018 教育学 教材開発特論 講義 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8019 教育学 教材開発演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8022 教育学 カリキュラム開発特論Ⅰ 講義 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8023 教育学 カリキュラム開発特論Ⅱ 講義 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8024 教育学 カリキュラム開発演習 演習 2 2 選択 教職 小，中，高，幼

E8025 教育学 教育工学特論 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8026 教育学 教育工学演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8028 教育学 学校経営特論 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8029 教育学 学校経営演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8030 教育学 教育社会学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8047 教育学 教育社会学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8031 教育学 教育社会学演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8034 教育学 教師教育学特論 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8035 教育学 教師教育学演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8036 教育学 授業設計特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8048 教育学 授業設計特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8037 教育学 授業設計演習 演習 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8038 教育学 教育評価特論 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8039 教育学 教育評価演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8040 教育心理学 教育心理学特論 講義 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8041 教育心理学 教育心理学演習 演習 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8042 教育心理学 認知心理学特論 講義 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8043 教育心理学 認知心理学演習 演習 2 1 選択 教職 小，中，高，幼
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授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取
得必修
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E8050 障害児教育学 障害児教育学特論 講義 2 1･2 必修 特支 特支 ○

E8051 障害児教育学 障害児教育課程特論 講義 2 1･2 選択 特支 特支

E8052 障害児教育学 障害児教育学演習 演習 2 1･2 選択 特支 特支

E8053 障害児教育学 障害児心理学特論 講義 2 1･2 必修 特支 特支 ○

E8054 障害児教育学 言語障害児特論 講義 2 1･2 選択 特支 特支

E8055 障害児教育学 障害児心理学演習 演習 2 1･2 選択 特支 特支

E8056 障害児教育学 障害児病理学特論 講義 2 1･2 必修 特支 特支 ○

E8057 障害児教育学 行動病理学特論 講義 2 1･2 選択

E8058 障害児教育学 障害児臨地指導演習 演習 4 1･2 選択 特支 特支

E8061 障害児教育学 言語障害児指導法演習 演習 2 1･2 選択 特支 特支

E8063 障害児教育学 重複障害特論 講義 2 1･2 選択 (隔) 特支 特支

E8064 障害児教育学 特別支援教育学演習 演習 2 1･2 選択 (隔) 特支 特支

E8066 障害児教育学 障害児指導法特論 講義 2 1･2 選択 (隔) 特支 特支

E8068 障害児教育学 特別支援教育支援方法論 講義 2 1･2 選択 (隔) 特支 特支

E8044 障害児教育学 障害児の心理・生理・病理 講義 2 1･2 選択 (隔) 特支 特支

E8045 障害児教育学 特別支援教育指導方法論特講 講義 2 1･2 選択 (隔) 特支 特支

E8070 幼児教育学 幼児教育学特論 講義 2 1･2 選択 教職 幼

E8071 幼児教育学 幼児教育学演習 演習 2 1･2 選択 教職 幼

E8072 幼児教育学 幼児心理学特論 講義 2 1 選択 教職 幼

E8073 幼児教育学 幼児心理学演習 演習 2 1 選択 教職 幼

E8074 幼児教育学 保育内容特論 講義 2 1･2 選択 教職 幼

E8075 幼児教育学 保育内容演習 演習 2 1･2 選択 教職 幼

注１）障害児教育学関係科目は，特別支援学校教諭専修免許状取得にのみ有効です。

　　　障害児教育学関係科目は「特別支援教育に関する科目」であり，「教職に関する科目」とは別なので注意してください。

注２）幼児教育学関係科目は，幼稚園教諭専修免許状取得にのみ有効です。

・ ２年次に，指導教員の開設する特別研究を履修すること。

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取
得必修

特別研究 学校教育特別研究 演習 4 2 必修

（３）特別研究
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◆学校教育専攻（臨床心理学専修）

・ 必修科目一覧に挙げた科目６単位をすべて履修すること。

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取
得必修

E8001 専攻共通 現代教育学 講義 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E8002 専攻共通 現代教育心理学 講義 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E8100 専修共通 学校カウンセリング総論 講義 2 1 必修

・
・

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取
得必修

E8003 専攻共通 学校臨床演習 演習 4 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8101 臨床心理学 臨床心理実習 実習 2 2 選択

E8102 臨床心理学 臨床心理学特論Ⅰ 講義 2 1 選択

E8103 臨床心理学 臨床心理学特論Ⅱ 講義 2 1 選択

E8104 臨床心理学 臨床心理学基礎実習 実習 2 1 選択

E8105 臨床心理学 臨床心理面接特論Ⅰ(心理療法) 講義 2 1 選択

E8106 臨床心理学 臨床心理査定演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択

E8107 臨床心理学 臨床心理面接特論Ⅱ(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ) 講義 2 1･2 選択

E8108 臨床心理学 臨床心理査定演習Ⅱ 演習 2 1 選択

E8109 臨床心理学 発達心理学特論 講義 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8110 臨床心理学 発達心理学演習 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E8112 臨床心理学 精神医学特論 講義 2 1･2 選択

E8113 臨床心理学 心理学研究法特論 講義 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8115 臨床心理学 家族心理学特論 講義 2 1･2 選択

E8116 臨床心理学 心理統計法特論 講義 2 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8117 臨床心理学 社会心理学特論 講義 2 1･2 選択

E8118 臨床心理学 学校臨床心理学特論 講義 2 1 選択

E8119 臨床心理学 学校臨床心理学演習 演習 2 1 選択

・ ２年次に，指導教員の開設する特別研究を履修すること。

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取
得必修

特別研究 学校教育特別研究 演習 4 2 必修
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◆学校教育専攻（教科教育専修）

・ 必修科目一覧に挙げた科目４単位をすべて履修すること。

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取得

必修

E8001 専攻共通 現代教育学 講義 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E8002 専攻共通 現代教育心理学 講義 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

・ 必修科目（分野別）一覧に挙げた科目のうち，所属分野指定の科目６単位をすべて履修すること。

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取得

必修

E8200 国語教育 分野共通 国語教育総論 講義 2 1 必修 教科 中:国，高:国･書 ○

E8201 国語教育 国語科教育 国語科教育特論Ⅰ 講義 2 1 必修 教職 中:国，高:国 ○

E8209 国語教育 国語科教育 国語科授業研究 演習 2 2 必修 教職 中:国，高:国 ○

E8300 社会科教育 分野共通 社会科教育実践論 講義 2 1 必修 教科 中:社 ○

E8301 社会科教育 社会科教育 社会科教育特論Ⅰ 講義 2 1 必修 教職 中:社，高:公 ○

E8305 社会科教育 社会科教育 社会科授業研究 演習 2 2 必修 教職 中:社 ○

E8400 数学教育 分野共通 数学教育総論 講義 2 1 必修 教科 中:数，高:数 ○

E8401 数学教育 数学科教育 数学科教育特論Ⅰ 講義 2 1 必修 教職 中:数，高:数 ○

E8404 数学教育 数学科教育 数学科授業研究 演習 2 1･2 必修 教職 中:数，高:数

E8450 理科教育 分野共通 理科教育総論 講義 2 1･2 必修 教科 中:理，高:理 ○

E8451 理科教育 理科教育 理科教育特論Ⅰ 講義 2 1･2 必修 教職 中:理，高:理 ○

E8455 理科教育 理科教育 理科授業研究 演習 2 1･2 必修 教職 中:理，高:理 ○

E8550 音楽教育 分野共通 音楽教育総論 講義 2 1 必修 教科 中:音，高:音 ○

E8551 音楽教育 音楽科教育 音楽科教育特論 講義 2 1･2 必修 教職 中:音，高:音 ○

E8556 音楽教育 音楽科教育 音楽科授業研究 演習 2 2 必修 教職 中:音，高:音

E8600 美術教育 分野共通 美術教育実践論 講義 2 1 必修 教科 中:美，高:美 ○

E8601 美術教育 美術科教育 美術科教育特論Ⅰ 講義 2 1 必修 教職 中:美，高:美 ○

E8604 美術教育 美術科教育 美術科授業研究 演習 2 2 必修 教職 中:美，高:美

E8650 保健体育 分野共通 保健体育実践論 講義 2 1 必修 教科 中:体，高:体 ○

E8651 保健体育 保健体育科教育 保健体育科教育特論Ⅰ 講義 2 1 必修 教職 中:体，高:体 ○

E8655 保健体育 保健体育科教育 保健体育科授業研究 演習 2 2 必修 教職 中:体，高:体

E8700 技術教育 分野共通 技術教育総論 講義 2 1 必修 教科 中:技術 ○

E8701 技術教育 技術科教育 技術科教育特論 講義 2 1･2 必修 教職 中:技術 ○

E8704 技術教育 技術科教育 技術科授業研究 演習 2 1･2 必修 教職 中:技術 ○

E8750 家政教育 分野共通 家政教育実践論 講義 2 1 必修 教科 中:家，高:家 ○

E8751 家政教育 家庭科教育 家庭科教育特論Ⅰ 講義 2 1 必修 教職 中:家，高:家 ○

E8755 家政教育 家庭科教育 家庭科授業研究 演習 2 1･2 必修 教職 中:家，高:家 ○

E8800 英語教育 分野共通 英語教育実践論 講義 2 1･2 必修 教科 中:英，高:英 ○

E8801 英語教育 英語科教育 英語科教育特論Ⅰ 講義 2 1･2 必修 教職 中:英，高:英 ○

E8804 英語教育 英語科教育 英語科授業研究 演習 2 2 必修 教職 中:英，高:英 ○
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授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取得

必修

E8003 専攻共通 学校臨床演習 演習 4 1 選択 教職 小，中，高，幼

E8202 国語教育 国語科教育 国語科教育特論Ⅱ 講義 2 1 選択 教職 中:国，高:国

E8203 国語教育 国語科教育 国語科教育特論Ⅲ 講義 2 1･2 選択 教職 中:国，高:国

E8204 国語教育 国語科教育 国語科教育特論Ⅳ 講義 2 1･2 選択 教職 中:国，高:国

E8205 国語教育 国語科教育 国語科教育演習Ⅰ 演習 2 1 選択 教職 中:国，高:国

E8208 国語教育 国語科教育 国語科教育演習Ⅱ 演習 2 1 選択 教職 中:国，高:国

E8242 国語教育 国語科教育 国語科教育演習Ⅲ 演習 2 1･2 選択 教職 中:国，高:国

E8243 国語教育 国語科教育 国語科教育演習Ⅳ 演習 2 1･2 選択 教職 中:国，高:国

E8210 国語教育 国語学 国語学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8211 国語教育 国語学 国語学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8212 国語教育 国語学 国語学特論Ⅲ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8213 国語教育 国語学 国語学特論Ⅳ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8216 国語教育 国語学 国語学演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8219 国語教育 国語学 国語学演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8220 国語教育 国語学 国語学演習Ⅲ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8244 国語教育 国語学 国語学演習Ⅳ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国

E8221 国語教育 国文学 国文学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8222 国語教育 国文学 国文学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8223 国語教育 国文学 国文学特論Ⅲ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8224 国語教育 国文学 国文学特論Ⅳ 講義 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8225 国語教育 国文学 国文学演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8228 国語教育 国文学 国文学演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8245 国語教育 国文学 国文学演習Ⅲ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8246 国語教育 国文学 国文学演習Ⅳ 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8231 国語教育 漢文学 漢文学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:国，高:国･書

E8232 国語教育 書道 書道特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 高:書道

E8233 国語教育 書道 書道特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 高:書道

E8234 国語教育 書道 書道演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 高:書道

E8235 国語教育 書道 書道演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 高:書道

E8302 社会科教育 社会科教育 社会科教育特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 中:社，高:地

E8303 社会科教育 社会科教育 社会科教育演習Ⅰ 演習 4 1･2 選択 教職 中:社，高:公

E8304 社会科教育 社会科教育 社会科教育演習Ⅱ 演習 4 1･2 選択 教職 中:社，高:地

E8306 社会科教育 歴史学 外国史学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8307 社会科教育 歴史学 日本史学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8308 社会科教育 歴史学 外国史学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8310 社会科教育 歴史学 日本史学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8312 社会科教育 地理学 自然地理学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8313 社会科教育 地理学 人文地理学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8315 社会科教育 地理学 自然地理学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8317 社会科教育 地理学 人文地理学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:地

E8319 社会科教育 法律学 法律学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8320 社会科教育 法律学 法律学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8322 社会科教育 政治学 政治学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8323 社会科教育 政治学 政治学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8325 社会科教育 経済学 経済学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8326 社会科教育 経済学 経済学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8329 社会科教育 社会学・文化人類学 文化人類学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8332 社会科教育 社会学・文化人類学 文化人類学演習 演習 4 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8334 社会科教育 哲学 哲学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8335 社会科教育 哲学 哲学演習 演習 4 1･2 選択

E8337 社会科教育 倫理学 倫理学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:社，高:公

E8338 社会科教育 倫理学 倫理学演習 演習 4 1･2 選択

履修条件１：選択科目一覧に挙げた科目から指導教員の指導に基づく授業科目を６単位以上修得すること。
履修条件２：選択科目一覧に挙げた科目から１０単位以上を修得すること。ただし履修条件１と重複することができない。
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授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取得

必修

E8402 数学教育 数学科教育 数学科教育特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 中:数，高:数

E8403 数学教育 数学科教育 数学科教育演習 演習 2 1･2 選択 教職 中:数，高:数

E8405 数学教育 代数学 代数学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:数，高:数

E8406 数学教育 代数学 代数学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:数，高:数

E8407 数学教育 幾何学 幾何学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:数，高:数

E8408 数学教育 幾何学 幾何学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:数，高:数

E8409 数学教育 解析学 解析学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:数，高:数

E8414 数学教育 解析学 解析学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:数，高:数

E8452 理科教育 理科教育 理科教育特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 中:理，高:理

E8453 理科教育 理科教育 理科教育演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教職 中:理，高:理

E8454 理科教育 理科教育 理科教育演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教職 中:理，高:理

E8456 理科教育 物理学 物理学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8457 理科教育 物理学 物理学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8459 理科教育 物理学 物理学演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8460 理科教育 物理学 物理学演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8462 理科教育 化学 化学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8463 理科教育 化学 化学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8465 理科教育 化学 化学演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8466 理科教育 化学 化学演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8468 理科教育 生物学 生物学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8469 理科教育 生物学 生物学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8470 理科教育 生物学 生物学特論Ⅲ 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8473 理科教育 生物学 生物学演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8474 理科教育 生物学 生物学演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8475 理科教育 生物学 生物学演習Ⅲ 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8478 理科教育 地学 地学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8481 理科教育 地学 地学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:理，高:理

E8553 音楽教育 音楽科教育 音楽科教育演習 演習 2 1･2 選択 教職 中:音，高:音

E8557 音楽教育 声楽 声楽研究特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8558 音楽教育 声楽 声楽研究特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8559 音楽教育 声楽 声楽演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8560 音楽教育 声楽 声楽演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8561 音楽教育 器楽 器楽研究特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8562 音楽教育 器楽 器楽研究特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8563 音楽教育 器楽 器楽演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8564 音楽教育 器楽 器楽演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8565 音楽教育 作曲・指揮法 作曲理論研究特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8566 音楽教育 作曲・指揮法 作曲演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8567 音楽教育 作曲・指揮法 指揮研究特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8568 音楽教育 音楽学 音楽学研究特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:音，高:音

E8602 美術教育 美術科教育 美術科教育特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 中:美，高:美

E8603 美術教育 美術科教育 美術科教育演習 演習 2 1･2 選択 教職 中:美，高:美

E8605 美術教育 絵画 絵画特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美

E8606 美術教育 絵画 絵画演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美

E8607 美術教育 彫刻 彫刻特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美

E8608 美術教育 彫刻 彫刻演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美

E8609 美術教育 デザイン デザイン特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美･工

E8610 美術教育 デザイン デザイン演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美･工

E8611 美術教育 工芸 工芸特論 講義 2 1･2 選択

E8612 美術教育 工芸 工芸演習 演習 2 1･2 選択

E8613 美術教育 美術理論・美術史 美術理論特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美

E8614 美術教育 美術理論・美術史 美術史演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:美，高:美・工

履修
確認

履修登録
コード

分野
授業
形態

単
位
数
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履修
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専修免許科目区分
(取得可能免許種は別に定める)



授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取得

必修

E8652 保健体育 保健体育科教育 保健体育科教育特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 中:体，高:体

E8653 保健体育 保健体育科教育 保健体育科教育演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教職 中:体，高:体

E8654 保健体育 保健体育科教育 保健体育科教育演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教職 中:体，高:体

E8656 保健体育 体育学 体育学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8657 保健体育 体育学 体育学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8659 保健体育 体育学 体育学演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8660 保健体育 体育学 体育学演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8663 保健体育 運動学 運動学特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8664 保健体育 運動学 運動学特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8665 保健体育 運動学 運動学特論Ⅲ 講義 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8667 保健体育 運動学 運動学演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8668 保健体育 運動学 運動学演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8669 保健体育 運動学 運動学演習Ⅲ 演習 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8670 保健体育 学校保健 学校保健特論Ⅰ 講義 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8671 保健体育 学校保健 学校保健特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8673 保健体育 学校保健 学校保健演習Ⅰ 演習 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8674 保健体育 学校保健 学校保健演習Ⅱ 演習 2 1･2 選択 教科 中:体，高:体

E8702 技術教育 技術科教育 技術科教育演習 演習 1 1･2 選択 教職 中:技術

E8703 技術教育 技術科教育 技術科教材特論 講義 2 1･2 選択 教職 中:技術

E8717 技術教育 分野共通 総合技術教育論 講義 2 1 選択

E8705 技術教育 電気 電気電子技術特論 講義 2 1 選択

E8706 技術教育 電気 電気電子技術演習 演習 2 1･2 選択

E8707 技術教育 機械 機械技術特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:技術

E8708 技術教育 機械 機械技術演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:技術

E8709 技術教育 金属工学 金属工学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:技術

E8710 技術教育 金属工学 金属工学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:技術

E8711 技術教育 情報 情報技術特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:技術

E8712 技術教育 情報 情報技術演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:技術

E8752 家政教育 家庭科教育 家庭科教育特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 中:家，高:家

E8753 家政教育 家庭科教育 家庭科教育演習 演習 2 1･2 選択 教職 中:家，高:家

E8756 家政教育 食物学 食物学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8758 家政教育 食物学 食物学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8760 家政教育 被服学 被服学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8761 家政教育 被服学 被服学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8762 家政教育 住居学 住居学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8763 家政教育 住居学 住居学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8764 家政教育 保育学 保育学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8767 家政教育 家政学 家政経営学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8768 家政教育 家政学 家政経営学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:家，高:家

E8802 英語教育 英語科教育 英語科教育特論Ⅱ 講義 2 1･2 選択 教職 中:英，高:英

E8803 英語教育 英語科教育 英語科教育演習 演習 2 1･2 選択 教職 中:英，高:英

E8820 英語教育 英語科教育 異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論特論 講義 2 1･2 選択

E8821 英語教育 英語科教育 異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 演習 2 1･2 選択

E8805 英語教育 英語学 英語学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:英，高:英

E8807 英語教育 英語学 英語学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:英，高:英

E8809 英語教育 英米文学 英米文学特論 講義 2 1･2 選択 教科 中:英，高:英

E8810 英語教育 英米文学 英米文学演習 演習 2 1･2 選択 教科 中:英，高:英
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・ ２年次に，指導教員の開設する特別研究を履修すること。

授　業　科　目 備　　考

区分 免許種
免許取得

必修

国語教育 特別研究 国語教育特別研究 演習 4 2 必修

社会科教育 特別研究 社会科教育特別研究 演習 4 2 必修

数学教育 特別研究 数学教育特別研究 演習 4 2 必修

理科教育 特別研究 理科教育特別研究 演習 4 2 必修

音楽教育 特別研究 音楽教育特別研究 演習 4 2 必修

美術教育 特別研究 美術教育特別研究 演習 4 2 必修

保健体育 特別研究 保健体育特別研究 演習 4 2 必修

技術教育 特別研究 技術教育特別研究 演習 4 2 必修

家政教育 特別研究 家政教育特別研究 演習 4 2 必修

英語教育 特別研究 英語教育特別研究 演習 4 2 必修

（３）特別研究（分野別）
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 専門職学位課程（教職大学院） 高度教職実践専攻  

教育職員免許専修免許状の取得について 
（１）高度教職実践専攻で取得可能な専修免許状 

教育職員免許状の種類 免許教科 

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体

育，技術，家庭，英語 

高等学校教諭専修免許状 国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美

術，工芸，書道，保健体育，家庭，英語 
幼稚園教諭専修免許状  

 
 修了要件を満たすことにより現在取得している教員免許状（一種）を基礎に，幼稚園，小学 
校，中学校（各教科），高等学校（各教科）の専修免許状を取得することができる。なお，現有 
している一種免許状以外の新たな免許状を取得することは原則として認めない。ただし，その 
取得理由に必然性が認められる場合には，例外として学期内で履修できる科目数の制限を設け

て，取得できる措置を講ずることがある。 
 
（２）基礎資格及び教育職員専修免許状取得に必要な単位数 

１）基礎資格 
修士の学位を有すること。 
（大学院の課程に１年以上在学し 30 単位以上修得したものの場合を含む。） 

 
   ２）教育職員専修免許状取得に必要な単位数 
   ・小学校教諭専修免許状 
      一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 
     

・中学校教諭専修免許状（各教科） 
      一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 
 
   ・高等学校教諭専修免許状(各教科） 
      一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 
 
   ・幼稚園教諭専修免許状 
     一種免許状取得に必要な単位＋「教科に関する科目」「教職に関する科目」24 単位 

 
（３）専修免許状取得のための科目の履修方法 

   各専修免許状取得に必要な単位数を修得すること。免許取得に該当する科目は，次頁以降 
の開設授業科目一覧で確認をすること。 
専修免許状取得に必要な科目は，本研究科専門職学位課程高度教職実践専攻において修得 

するものとする。 
 免許取得に必要な単位は「教科に関する科目」「教職に関する科目」をあわせて２４単位で

あるが，本専攻では「教職に関する科目」のみの開設となり，この中で２４単位修得すれば

免許の取得が可能である。 
ただし，取得しようとする免許種に該当する科目でなければならない。 
また，各免許種に応じて，免許取得必修「○」となっている科目は必ず修得する必要があ

る。 



 
授業科目一覧の免許科目の見方 

 例） 

 
「区分」 科目の区分を示します。 

教職・・・教職に関する科目 
      教科・・・教科に関する科目 
  
 「免許種」その科目が対応している免許種を示します。記載されている免許種にのみ有効です。 

小・・・小学校教諭専修免許状 
      中・・・中学校教諭専修免許状 
      高・・・高等学校教諭専修免許状 
      幼・・・幼稚園教諭専修免許状 
 
 「免許取得必修」 「○」の科目は，取得しようとする免許種に応じて必ず修得しなければな

らない科目を示します。 

履

修 

確

認 

履修

登録 

ｺｰﾄﾞ 

区分 授 業 科 目 
授業

形態

専修免許科目区分   

(取得可能免許種は別に定める)   

区分 免許種 
免許取
得必修

  E9001 
共通

科目 

領域

① 

特色ある教育課程の編成

と評価 
演習 教職 小，中，高，幼 ○ 

  E9002 
共通

科目 

領域

② 
授業研究と教育評価  演習 教職 小，中，高，幼 ○ 

  E9003 
共通

科目 

領域

③ 
子ども支援の協働体制 演習 教職 小，中，高，幼 ○ 

  E9004 
共通

科目 

領域

④ 
学級づくりと学校づくり 演習 教職 小，中，高，幼 ○ 



◆高度教職実践専攻

・ 必修科目一覧に挙げた科目２０単位をすべて履修すること。

区分 免許種
免許取
得必修

E9001 共通科目 領域① 特色ある教育課程の編成と評価 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9002 共通科目 領域② 授業研究と教育評価　 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9003 共通科目 領域③ 子ども支援の協働体制 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9004 共通科目 領域④ 学級づくりと学校づくり 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9005 共通科目 領域⑤ 未来の学校と期待される教師Ⅰ 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9006 共通科目 領域⑤ 未来の学校と期待される教師Ⅱ 演習 2 2 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9051 共通科目 5領域横断 状況分析チーム演習 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9052 共通科目 5領域横断 授業・学級づくりチーム演習 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9053 共通科目 5領域横断 個に応じた教育チーム演習 演習 2 2 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9054 共通科目 5領域横断 学校・地域活性化チーム演習 演習 2 2 必修 教職 小，中，高，幼 ○

※科目領域
領域① 教育課程の編成・実施に関する領域
領域② 教科等の実践的指導方法に関する領域
領域③ 生徒指導，教育相談に関する領域
領域④ 学級経営，学校経営
領域⑤ 学校教育と教員の在り方

・ 必修科目（コース別）一覧に挙げた科目のうち，所属コースの９単位をすべて履修すること。

区分 免許種
免許取
得必修

E9101 コース科目 教職基盤形成 教育臨床研究入門 演習 1 1 必修 教職 小，中，高，幼

E9102 コース科目 教職基盤形成 臨床実践研究とリフレクションⅠ 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼

E9103 コース科目 教職基盤形成 臨床実践研究とリフレクションⅡ 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼

E9104 コース科目 教職基盤形成 臨床実践研究とリフレクションⅢ 演習 2 2 必修 教職 小，中，高，幼

E9105 コース科目 教職基盤形成 臨床実践研究とリフレクションⅣ 演習 2 2 必修 教職 小，中，高，幼

区分 免許種
免許取
得必修

E9151 コース科目 高度教職開発 メンタリングの理論と実践 演習 1 1 必修 教職 小，中，高，幼

E9152 コース科目 高度教職開発 高度実践研究とリフレクションⅠ 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼

E9153 コース科目 高度教職開発 高度実践研究とリフレクションⅡ 演習 2 1 必修 教職 小，中，高，幼

E9154 コース科目 高度教職開発 高度実践研究とリフレクションⅢ 演習 2 2 必修 教職 小，中，高，幼

E9155 コース科目 高度教職開発 高度実践研究とリフレクションⅣ 演習 2 2 必修 教職 小，中，高，幼
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年次
履修
区分

単
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数
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■教職基盤形成コース

■高度教職開発コース
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・ 選択科目一覧に挙げた科目から６単位以上を履修すること。

区分 免許種
免許取
得必修

E9201 選択科目 教育課題科目 学校マネジメント 演習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9202 選択科目 教育課題科目 校内研究の企画・運営 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9203 選択科目 教育課題科目 通常学級における特別支援教育 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9204 選択科目 教育課題科目 へき地・小規模校における教育実践 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9205 選択科目 教育課題科目 学校におけるICT活用 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9206 選択科目 教育課題科目 海外学校臨床実習 実習 2 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9207 選択科目 教育課題科目 教育課題特別演習Ⅰ 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9208 選択科目 教育課題科目 教育課題特別演習Ⅱ 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9251 選択科目 授業課題科目 授業内容研究（初等） 演習 1 1･2 選択 教職 小，幼

E9252 選択科目 授業課題科目 授業内容研究（中等） 演習 1 1･2 選択 教職 中，高

E9253 選択科目 授業課題科目 教材開発演習（初等） 演習 1 1･2 選択 教職 小，幼

E9254 選択科目 授業課題科目 教材開発演習（中等） 演習 1 1･2 選択 教職 中，高

E9255 選択科目 授業課題科目 指導案構築演習（初等） 演習 1 1･2 選択 教職 小，幼

E9256 選択科目 授業課題科目 指導案構築演習（中等） 演習 1 1･2 選択 教職 中，高

E9257 選択科目 授業課題科目 授業方法研究（初等） 演習 1 1･2 選択 教職 小，幼

E9258 選択科目 授業課題科目 授業方法研究（中等） 演習 1 1･2 選択 教職 中，高

E9259 選択科目 授業課題科目 授業課題特別演習Ⅰ 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

E9260 選択科目 授業課題科目 授業課題特別演習Ⅱ 演習 1 1･2 選択 教職 小，中，高，幼

・ １年次に教育実践実地研究Ⅰを，２年次にⅡを履修すること。

区分 免許種
免許取
得必修

E9301 学校実習 教育実践実地研究Ⅰ 実習 3 1 必修 教職 小，中，高，幼 ○

E9302 学校実習 教育実践実地研究Ⅱ 実習 7 2 必修 教職 小，中，高，幼 ○

専修免許科目区分
(取得可能免許種は別に定める)

専修免許科目区分
(取得可能免許種は別に定める)

（４）学校実習（専攻共通）
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授業
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（３）選択科目（専攻共通）
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