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授業コード 科目名 教員氏名 テキスト 参考書

380101A 教職概論 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380101B 教職概論 赤坂　雅裕 赤坂雅裕著『共育』文教大学出版事業部 授業中に指示する。
380102A 教職論 大久保　俊輝 教育開発研究所発行の　｢教育の最新事情がよくわかる本」２ 授業中に指示する
380103A 教育原理 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380103B 教育原理 赤坂　雅裕 赤坂雅裕著『子どもたちを幸せに導く教育』文教大学出版事業部 授業中に指示する。

380103D 教育原理 手嶋　將博
教師養成研究会、『教育原理 十訂版』（第4刷）、学芸図書、2013年、1470円、
ISBN:978-4-7616-0401-1

授業内容に応じて紹介する。

380104A 教育心理学 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。

380104B 教育心理学 平宮　正志
『「使える」教育心理学』服部環(監修)、安齊順子・荷方邦夫(編著)、北樹出版 ,
2009年

『たのしく学べる最新教育心理学』、桜井茂男（編）、図書文化、
2004年

380104E 教育心理学 会沢　信彦 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380105A 教育制度・社会論 鈴木　正行 授業中に指示する。 授業中に指示する。

380105B 教育制度・社会論 松田　素行 毎回プリントを配布する
教育六法，教育省六法，携帯情報機器などで教育法規を確認
できるようにすること

380105C 教育制度・社会論 岩永　雅也 授業中に指示する 授業中に指示する
380106A 学級経営論 松本　浩之 授業中に配布する。 授業中に適宜指示する。
380107A 教育課程論 松本　浩之 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380107B 教育課程論 藤平　敦 資料を配布する。 授業中に紹介する。
380107D 教育課程論 髙木　啓 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380108A 情報科教育法Ⅰ 釈氏　孝浩 高等学校学習指導要領 資料を配布する。
380109A 情報科教育法Ⅱ 釈氏　孝浩 高等学校学習指導要領 資料を配布する。

380110A 数学科教育法Ⅰ 深瀬　幹雄 資料を配布する。

文部省『高等学校指導要領解説―数学編―』 , 文部科学省編
, 実教出版 , 2010年
文部省『中学校学習指導要領―数学編―』 , 文部科学省編 ,
教育出版 , 2008年 , 242円
文部省『小学校学習指導要領解説―算数編―』 , 文部科学省
編 , 東洋館出版 , 2008年 , 250円
『数学的活動を促す教材と授業の展開 』，東洋館出版，日本数
学教育学会研究部中学校部会　編著，2010年，2625円
小学校,中学校,高等学校数学教科書 , どこの出版社でも可
『数学科教育法―中学・高校数学における基礎・基本(改訂
版)』 , 渡邊公夫他著 , 牧野書店 , 2415円 ,
ISBN9784434100864

380111A 数学科教育法Ⅱ 深瀬　幹雄
資料を配布する。

『高等学校指導要領解説―数学編―』 , 文部科学省編 , 実教
出版 , 2010年
『中学校学習指導要領―数学編―』 , 文部科学省編 , 教育出
版 , 2008年 , 242円
『小学校学習指導要領解説―算数編―』 , 文部科学省編 , 東
洋館出版 , 2008年 , 250円
『数学的活動を促す教材と授業の展開 』，東洋館出版，日本数
学教育学会研究部中学校部会　編著，2010年，2625円
小学校,中学校,高等学校数学教科書 , (出版社は問わない)
『数学科教育法―中学・高校数学における基礎・基本(改訂
版)』 , 渡邊公夫他著 , 牧野書店 , 2415円 ,
ISBN9784434100864

380112A 数学科教育法Ⅲ 深瀬　幹雄 資料を配付する。

『高等学校指導要領解説―数学編―』 , 文部科学省編 , 実教
出版 , 2010年
『中学校学習指導要領―数学編―』 , 文部科学省編 , 教育出
版 , 2008年 , 242円
『小学校学習指導要領解説―算数編―』 , 文部科学省編 , 東
洋館出版 , 2008年 , 250円
『数学的活動を促す教材と授業の展開』，東洋館出版，日本数
学教育学会研究部中学校部会　編著，2010年，2625円
小学校,中学校,高等学校数学教科書 , (出版社は問わない。)
『数学科教育法―中学・高校数学における基礎・基本(改訂
版)』 , 渡邊公夫他著 , 牧野書店 , 2415円 ,
ISBN9784434100864

380113A 数学科教育法Ⅳ 深瀬　幹雄 資料を配付する。

文部省『高等学校指導要領解説―数学編―』(必携) , 文部科
学省編 , 実教出版 , 2010年
文部省『中学校学習指導要領―数学編―』(必携) , 文部科学
省編 , 教育出版 , 2008年 , 242円
文部省『小学校学習指導要領解説―算数編―』(必携) , 文部
科学省編 , 東洋館出版 , 1999年 , 250円
『数学的活動を促す教材と授業の展開』，東洋館出版，日本数
学教育学会研究部中学校部会　編著，2010年，2625円
小学校,中学校,高等学校数学教科書(出版社は問わない。)
『数学科教育法―中学・高校数学における基礎・基本(改訂
版)』 , 渡邊公夫他著 , 牧野書店 , 2415円 ,
ISBN9784434100864

380114A 商業科教育法Ⅰ 新井　立夫

教職必修最新商業科教育法新訂版―平成25年度実施カリキュラム対応 ,日本商
業教育学会,実教出版株式会社,2011年,2310円,978-4407322651,
よくわかる高校商業 2014年度版 (教員採用試験Basic定着シリーズ) [単行本] ,時
事通信出版局編さん,時事通信出版局,2012年9月 ,1,680円,978-4788712645

商業科教育法―21世紀のビジネス教育―,吉野 弘一,実教出
版株式会社,2002年,1000円,
高等学校学習指導要領解説 商業編,文部省 著,実教出版株式
会社,2010年,482円

380115A 商業科教育法Ⅱ 新井　立夫

教職必修最新商業科教育法新訂版―平成25年度実施カリキュラム対応 ,日本商
業教育学会,実教出版株式会社,2011年,2310円,978-4407322651,
よくわかる高校商業 2014年度版 (教員採用試験Basic定着シリーズ) [単行本] ,時
事通信出版局編さん,時事通信出版局,2012年9月 ,1,680円,978-4788712645

商業科教育法―21世紀のビジネス教育―,吉野 弘一,実教出
版株式会社,2002年,1000円,
高等学校学習指導要領解説 商業編,文部省 著,実教出版株式
会社,2010年,482円

380116A 道徳教育指導論 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380116B 道徳教育指導論 赤坂　雅裕 赤坂雅裕著『子どもに学ぶ道徳授業』北樹出版 授業中に指示する。

380116C 道徳教育の研究 松田　素行

①小学校学習指導要領，②中学校学習指導要領，③小学校学習指導要領解説
「道徳編」，④小学校学習指導要領解説・「特別活動編」，⑤中学校学習指導要領
解説「道徳編」，⑥中学校学習指導要領解説「特別活動編」
（以上６冊，いずれも，文部科学省）

授業中に指示する。

380117A 特別活動論 松本　浩之 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380117B 特別活動論 赤坂　雅裕 赤坂雅裕著『心躍る特別活動』文教大学出版事業部 授業中に指示する。
380118A 教育方法・技術論 釈氏　孝浩 授業中に指示する。 学習指導要領（文部科学省のサイトで入手可能）

380118B 教育方法・技術論 豊嶋　正貴
稲垣忠・鈴木克明編著『授業設計マニュアル Ver.2−教師のためのインストラクショ
ナルデザイン− 』（北大路書房）ISBN 978-4-7628-2883-6

授業中に指示する。

380119A 生徒指導・進路指導論 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。

380119B 生徒指導・進路指導論 松田　素行
①梅澤秀監編著，教職課程テキスト「生徒指導15講」，大学図書出版，ISBN:978-
4-907166-36-6
②文部科学省，生徒指導提要，教育図書，ISBN:978-4-87730-274-0

特に指定なし

380119C 生徒指導・進路指導論 松田　素行
①梅澤秀監編著，教職課程テキスト「生徒指導15講」，大学図書出版，ISBN:978-
4-907166-36-6
②文部科学省，生徒指導提要，教育図書，ISBN:978-4-87730-274-0

特に指定なし

380120A
学校教育相談（カウンセリ
ングを含む）

柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。

380120B
学校教育相談（カウンセリ
ングを含む）

平宮　正志
『教師のたまごのための教育相談』、会沢信彦・安齊順子(編)、北樹出版 , 2010年
『カウンセリングの理論』、國分康孝、誠信書房、1980年

授業中に指示をする。

380121A 総合演習 赤坂　雅裕 必要に応じて，授業中に指示する。 必要に応じて，授業中に指示する。
380121C 総合演習 松本　浩之 必要に応じて，授業中に配布する。 必要に応じて授業中に指示する。
380121D 総合演習 新井　立夫 必要に応じて，授業中に配布する。 必要に応じて，授業中に配布する。
380121G 総合演習 柳生　和男 必要に応じて，授業中に配布する。 必要に応じて授業中に指示する。
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380122A 教育実地研究 松本　浩之 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380122B 教育実地研究 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380122C 教育実地研究 赤坂　雅裕 特に指定しない。 授業中に紹介する。
380122D 教育実地研究 新井　立夫 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380123A 教育実習Ａ（中学） 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380123B 教育実習Ａ（中学） 赤坂　雅裕 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380123D 教育実習Ａ（中学） 松本　浩之 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380123G 教育実習Ａ（中学） 阿野　幸一 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380123H 教育実習Ａ（中学） 塩澤　泰子 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380124A 教育実習Ｂ（高校） 柳生　和男 授業中に指示する。 授業中に指示する。
380124D 教育実習Ｂ（高校） 新井　立夫 授業中に指示する。 授業中に指示する。

380125A 英語科教育法Ⅰ 阿野　幸一

文部科学省「中学校学習指導要領解説‐外国語編　平成20年9月」開隆堂
文部科学省「高等学校学習指導要領解説　外国語編　英語編　平成22年5月」開
隆堂
「NEW HORIZON English Course 1」東京書籍

Larsen-Freeman, D. “Techniques and Principles in Language
Teaching” Oxford University Press
田崎清忠責任編集「現代英語教授法総覧」大修館書店
月刊雑誌「英語教育」大修館書店

380126A 英語科教育法Ⅱ 阿野　幸一

阿野幸一・太田洋「日々の英語授業にひと工夫」大修館書店
（以下英語科教育法Ⅰより継続）
「NEW HORIZON English Course 1」東京書籍
文部科学省「中学校学習指導要領解説‐外国語編　平成20年9月」開隆堂
文部科学省「高等学校学習指導要領解説　外国語編　英語編　平成22年5月」開
隆堂

金谷憲「英語授業ハンドブック＜中学校編＞」大修館書店
金谷憲「英語授業ハンドブック＜高校編＞」大修館書店
（以下英語科教育法Ⅰより継続）
Larsen-Freeman, D. “Techniques and Principles in Language
Teaching” Oxford University Press
月刊雑誌「英語教育」大修館書店

380127A 英語科教育法Ⅲ 阿野　幸一

「All Aboard! Communication English Ⅰ」東京書籍
阿野幸一・太田洋「日々の英語授業にひと工夫」大修館書店（英語科教育法Ⅱか
ら継続）
「NEW HORIZON English Course 1」東京書籍（英語科教育法Ⅱから継続）
文部科学省「中学校学習指導要領解説‐外国語編　平成20年9月」開隆堂（英語科
教育法Ⅱから継続）
文部科学省「高等学校学習指導要領解説　外国語編　英語編　平成22年5月」開
隆堂（英語科教育法Ⅱから継続）

金谷憲「英語授業ハンドブック＜中学校編＞」大修館書店
金谷憲「英語授業ハンドブック＜高校編＞」大修館書店
文部科学省「HANDBOOK FOR TEAM-TEACHING ＜REVISED
EDITION＞」ぎょうせい
月刊雑誌「英語教育」大修館書店

380127B 英語科教育法Ⅲ 塩澤　泰子

「All Aboard! Communication English Ⅰ」東京書籍
阿野幸一・太田洋「日々の英語授業にひと工夫」大修館書店（英語科教育法Ⅱか
ら継続）
「NEW HORIZON English Course 1」東京書籍（英語科教育法Ⅱから継続）
文部科学省「中学校学習指導要領解説‐外国語編　平成20年9月」開隆堂（英語科
教育法Ⅱから継続）
文部科学省「高等学校学習指導要領解説　外国語編　英語編　平成22年5月」開
隆堂（英語科教育法Ⅱから継続）

金谷憲「英語授業ハンドブック＜中学校編＞」大修館書店
金谷憲「英語授業ハンドブック＜高校編＞」大修館書店
文部科学省「HANDBOOK FOR TEAMTEACHING＜REVISED
EDITION＞」ぎょうせい
月刊雑誌「英語教育」大修館書店

380128A 英語科教育法Ⅳ 阿野　幸一

阿野幸一・太田洋「日々の英語授業にひと工夫」大修館書店（英語科教育法Ⅲか
ら継続）
「NEW HORIZON English Course 1」東京書籍（英語科教育法Ⅲから継続）
「All Aboard! Communication English Ⅰ」東京書籍（英語科教育法Ⅲから継続）
文部科学省「中学校学習指導要領解説‐外国語編　平成20年9月」開隆堂（英語科
教育法Ⅲから継続）
文部科学省「高等学校学習指導要領解説　外国語編　英語編　平成22年5月」開
隆堂（英語科教育法Ⅲから継続）

金谷憲「英語授業ハンドブック＜中学校編＞」大修館書店
金谷憲「英語授業ハンドブック＜高校編＞」大修館書店
文部科学省「HANDBOOK FOR TEAM-TEACHING ＜REVISED
EDITION＞」ぎょうせい
月刊雑誌「英語教育」大修館書店

380128B 英語科教育法Ⅳ 塩澤　泰子

阿野幸一・太田洋「日々の英語授業にひと工夫」大修館書店（英語科教育法Ⅲか
ら継続）
「NEW HORIZON English Course 1」東京書籍（英語科教育法Ⅲから継続）
「All Aboard! Communication English Ⅰ」東京書籍（英語科教育法Ⅲから継続）
文部科学省「中学校学習指導要領解説‐外国語編　平成20年9月」開隆堂（英語科
教育法Ⅲから継続）
文部科学省「高等学校学習指導要領解説　外国語編　英語編　平成22年5月」開
隆堂（英語科教育法Ⅲから継続）

金谷憲「英語授業ハンドブック＜中学校編＞」大修館書店
金谷憲「英語授業ハンドブック＜高校編＞」大修館書店
文部科学省「HANDBOOK FOR TEAMTEACHING＜REVISED
EDITION＞」ぎょうせい
月刊雑誌「英語教育」大修館書店

380128C 英語科教育法Ⅳ 千葉　克裕

阿野幸一・太田洋「日々の英語授業にひと工夫」大修館書店（英語科教育法Ⅲか
ら継続）
「NEW HORIZON English Course 1」東京書籍（英語科教育法Ⅲから継続）
「All Aboard! Communication English Ⅰ」東京書籍（英語科教育法Ⅲから継続）
文部科学省「中学校学習指導要領解説‐外国語編　平成20年9月」開隆堂（英語科
教育法Ⅲから継続）
文部科学省「高等学校学習指導要領解説　外国語編　英語編　平成22年5月」開
隆堂（英語科教育法Ⅲから継続）

金谷憲「英語授業ハンドブック＜中学校編＞」大修館書店
金谷憲「英語授業ハンドブック＜高校編＞」大修館書店
文部科学省「HANDBOOK FOR TEAM-TEACHING ＜REVISED
EDITION＞」ぎょうせい
月刊雑誌「英語教育」大修館書店

380014A 社会科・公民科教育法Ⅰ 赤坂　雅裕

『子どもたちを幸せに導く教育』赤坂雅裕著、文教大学出版事業部、1400円
『中学校学習指導要領解説－社会編－』,文部科学省,日本文教出版,175円,978-
4536590051
『高等学校学習指導要領解説－公民編－』,文部科学省,教育出版,336円,978-
4316300238

授業計画に応じたプリントを適宜配付する。

380015A 社会科・公民科教育法Ⅱ 赤坂　雅裕 社会科・公民科教育法Ⅰに同じ 授業計画に応じたプリントを適宜配付する。

380129A 社会科・地歴科教育法Ⅰ 赤坂　雅裕

『子どもたちを幸せに導く教育』赤坂雅裕著、文教大学出版事業部、1400円
『中学校学習指導要領解説－社会編－』,文部科学省,日本文教出版,175円,978-
4536590051
『高等学校学習指導要領解説－地理歴史編－』,文部科学省,実教出版
（株）,310,407-01151-3 C0037

授業計画に応じたプリントを適宜配付する。

380130A 社会科・地歴科教育法Ⅱ 赤坂　雅裕 必要に応じ、授業中指示します。 必要に応じ、授業中指示します。
380131B 教職実践演習 柳生　和男 必要に応じて、授業中に指示する。 必要に応じて、授業中に指示する。
380131C 教職実践演習 松本　浩之 必要に応じて、授業中に指示する。 必要に応じて、授業中に指示する。
380131D 教職実践演習 赤坂　雅裕 授業中に指示する。 授業の内容に応じて、適宜配付する
380131E 教職実践演習 阿野　幸一 適宜指示します 授業の内容に応じて、適宜配付する
380131F 教職実践演習 新井　立夫 必要に応じて、授業中に指示する。 必要に応じて、授業中に指示する。
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