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1 こども発達 教養総合 11-1100 総合教養講座

2 こども発達 教養⼈⽂系 11-1110 ⼼理学概論 11-1110 ⼼理学概論

3 こども発達 教養⼈⽂系 11-1112 北国の⽣活と健康

4 こども発達 教養⼈⽂系 11-1114 異⽂化間コミュニケーション論 11-1114 異⽂化間コミュニケーション論

5 こども発達 教養社会系 11-1120 ⽇本国憲法 11-1120 ⽇本国憲法

6 こども発達 教養社会系 11-1122 現代医療と福祉・介護 11-1122 現代社会と福祉

7 こども発達 教養社会系 11-1126 現代社会論 11-1126 現代社会論

8 こども発達 教養社会系 11-1132 キャリア⼊⾨ 11-1132 現代社会とキャリアプラン

9 こども発達 教養社会系 11-1133 キャリア発展

10 こども発達 教養社会系 11-1135 キャリア形成

11 こども発達 教養理⼯系 11-1150 ⽣命科学 11-1150 ⽣命科学

12 こども発達 教養理⼯系 11-1152 物理学 11-1152 物理学

13 こども発達 教養理⼯系 11-1156 統計の基礎 11-1156 統計の基礎

14 こども発達 教養理⼯系 11-1158 情報処理 11-1158 情報処理Ⅰ

15 こども発達 教養理⼯系 11-1159 情報処理Ⅱ

16 こども発達 教養⼈⽂系 11-1164 ⾷⽣活論 11-1164 ⾷⽣活論

17 こども発達 教養語学系 11-1170 英語I 11-1170 英語I

18 こども発達 教養語学系 11-1171 英語Ⅱ 11-1171 英語Ⅱ

19 こども発達 教養語学系 11-1178 中国語I 11-1178 中国語I

20 こども発達 教養語学系 11-1179 中国語II 11-1179 中国語II

21 こども発達 教養語学系 11-1186 ロシア語I 11-1186 ロシア語I

22 こども発達 教養語学系 11-1187 ロシア語II 11-1187 ロシア語II

23 こども発達 教養スポーツ系 11-1196 ⽣涯スポーツI

24 こども発達 教養スポーツ系 11-1197 ⽣涯スポーツII

25 こども発達 教養スポーツ系 11-1198 ⽣涯スポーツＡ

26 こども発達 教養スポーツ系 11-1199 ⽣涯スポーツＢ

27 こども発達 学びの理解 11-2200 基礎ゼミナールI 11-2200 基礎ゼミナールI

28 こども発達 学びの理解 11-2201 基礎ゼミナールII 11-2201 基礎ゼミナールII
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29 こども発達 学びの理解 11-2202 基礎ゼミナールIII 11-2202 基礎ゼミナールIII

30 こども発達 学びの理解 11-2206 こども学原論 11-2206 こども学原論

31 こども発達 学びの理解 11-2208 基礎⾳楽 11-2208 基礎⾳楽

32 こども発達 教育と保育の理解 11-2220 保育⽅法の理論と実践（旧保育⽅
法の研究） 11-2220 保育⽅法の理論と実践（旧保育⽅

法の研究）

33 こども発達 教育と保育の理解 11-2222 保育原理 11-2222 保育原理

34 こども発達 教育と保育の理解 11-2224 保育者論 11-2224 保育者論

35 こども発達 教育と保育の理解 11-2226 こどもの⼼理学I 11-2226 こどもの⼼理学I

36 こども発達 教育と保育の理解 11-2227 こどもの⼼理学Ⅱ 11-2227 こどもの⼼理学Ⅱ

37 こども発達 教育と保育の理解 11-2230 教職原論 11-2230 教職原論

38 こども発達 教育と保育の理解 11-2232 教育基礎論（旧教育原理論） 11-2232 教育基礎論（旧教育原理論）

39 こども発達 こども⽀援 11-2250 社会福祉 11-2250 社会福祉

40 こども発達 こども⽀援 11-2252 児童家庭福祉 11-2252 児童家庭福祉

41 こども発達 こども⽀援 11-2254 知的障がい者の⼼理・⽣理・病理 11-2254 知的障がい者の⼼理・⽣理・病理

42 こども発達 こども⽀援 11-2256 肢体不⾃由者の⼼理・⽣理・病理 11-2256 肢体不⾃由者の⼼理・⽣理・病理

43 こども発達 こども⽀援 11-2258 病弱者の⼼理・⽣理・病理 11-2258 病弱者の⼼理・⽣理・病理

44 こども発達 こども⽀援 11-2260 視覚・聴覚障がい者の⼼理・⽣
理・病理 11-2260 視覚・聴覚障がい者の⼼理・⽣

理・病理

45 こども発達 こども⽀援 11-2262 障がい児保育I 11-2262 障がい児保育I

46 こども発達 こども⽀援 11-2263 障がい児保育II 11-2263 障がい児保育II

47 こども発達 ⼦育て⽀援 11-2280 こどもの⾷育I 11-2280 こどもの⾷育I

48 こども発達 ⼦育て⽀援 11-2281 こどもの⾷育II 11-2281 こどもの⾷育II

49 こども発達 ⼦育て⽀援 11-2284 子育て支援ネットワーク論Ⅰ 11-2284 子育て支援ネットワーク論Ⅰ

50 こども発達 ⼦育て⽀援 11-2285 子育て支援ネットワーク論Ⅱ 11-2285 子育て支援ネットワーク論Ⅱ

51 こども発達 保育の理解 11-3300 社会的養護 11-3300 社会的養護

52 こども発達 保育の理解 11-3302 相談援助 11-3302 相談援助

53 こども発達 保育の理解 11-3304 保育相談⽀援 11-3304 保育相談⽀援

54 こども発達 対象の理解 11-3320 乳幼児⼼理学 11-3320 乳幼児⼼理学

55 こども発達 対象の理解 11-3322 ⻘年⼼理学 11-3322 ⻘年⼼理学

56 こども発達 対象の理解 11-3324 こどもの保健I-1 11-3324 こどもの保健I-1
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57 こども発達 対象の理解 11-3325 こどもの保健Ⅰ-２ 11-3325 こどもの保健Ⅰ-２

58 こども発達 対象の理解 11-3326 こどもの保健Ⅱ 11-3326 こどもの保健Ⅱ

59 こども発達 対象の理解 11-3330 こどもの⾷と栄養I 11-3330 こどもの⾷と栄養I

60 こども発達 対象の理解 11-3331 こどもの⾷と栄養II 11-3331 こどもの⾷と栄養II

61 こども発達 対象の理解 11-3334 家庭⽀援論 11-3334 家庭⽀援論

62 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3350 保育課程論 11-3350 保育課程論

63 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3352 保育内容総論 11-3352 保育内容総論

64 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3354 保育内容I健康１ 11-3354 保育内容I健康１

65 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3355 保育内容I健康２ 11-3355 保育内容I健康２

66 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3358 保育内容II⼈間関係１ 11-3358 保育内容II⼈間関係１

67 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3359 保育内容II⼈間関係２ 11-3359 保育内容II⼈間関係２

68 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3362 保育内容III環境１ 11-3362 保育内容III環境１

69 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3363 保育内容III環境２ 11-3363 保育内容III環境２

70 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3366 保育内容IV⾔葉１ 11-3366 保育内容IV⾔葉１

71 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3367 保育内容IV⾔葉２ 11-3367 保育内容IV⾔葉２

72 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3370 保育内容V⾳楽リズム１ 11-3370 保育内容V⾳楽リズム１

73 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3371 保育内容V⾳楽リズム２ 11-3371 保育内容V⾳楽リズム２

74 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3374 保育内容VI絵画制作１ 11-3374 保育内容VI絵画制作１

75 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3375 保育内容VI絵画制作２ 11-3375 保育内容VI絵画制作２

76 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3378 社会的養護内容 11-3378 社会的養護内容

77 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3380 乳児保育I 11-3380 乳児保育I

78 こども発達 保育の⽅法の理解 11-3381 乳児保育II 11-3381 乳児保育II

79 こども発達 表現⽅法の理解 11-3400 表現I幼児⾳楽１ 11-3400 表現I幼児⾳楽１

80 こども発達 表現⽅法の理解 11-3401 表現I幼児⾳楽２ 11-3401 表現I幼児⾳楽２

81 こども発達 表現⽅法の理解 11-3404 表現II造形１ 11-3404 表現II造形１

82 こども発達 表現⽅法の理解 11-3405 表現II造形２ 11-3405 表現II造形２

83 こども発達 表現⽅法の理解 11-3408 表現III⾝体表現１ 11-3408 表現III⾝体表現１

84 こども発達 表現⽅法の理解 11-3409 表現III⾝体表現２ 11-3409 表現III⾝体表現２
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85 こども発達 表現⽅法の理解 11-3412 表現IV⽇本語表現１ 11-3412 表現IV⽇本語表現１

86 こども発達 表現⽅法の理解 11-3413 表現IV⽇本語表現２ 11-3413 表現IV⽇本語表現２

87 こども発達 表現⽅法の理解 11-3416 総合表現⾳楽I 11-3416 総合表現⾳楽I

88 こども発達 表現⽅法の理解 11-3417 総合表現⾳楽II 11-3417 総合表現⾳楽II

89 こども発達 ⼩幼教科 11-3440 国語科概論 11-3440 国語科概論

90 こども発達 ⼩幼教科 11-3442 社会科概論 11-3442 社会科概論

91 こども発達 ⼩幼教科 11-3444 理科概論 11-3444 理科概論

92 こども発達 ⼩幼教科 11-3446 算数概論 11-3446 算数概論

93 こども発達 ⼩幼教科 11-3448 ⽣活科概論 11-3448 ⽣活科概論

94 こども発達 ⼩幼教科 11-3450 家庭科教育概論 11-3450 家庭科教育概論

95 こども発達 ⼩幼教職 11-3500 教育制度論 11-3500 教育制度論

96 こども発達 ⼩幼教職 11-3502 ⽣涯教育論 11-3502 ⽣涯教育論

97 こども発達 ⼩幼教職 11-3504 教育課程の編成と実施（旧教育課
程概論） 11-3504 教育課程の編成と実施（旧教育課

程概論）

98 こども発達 ⼩幼教職 11-3506 ⽣徒指導の意義と内容（旧⽣徒指
導の研究） 11-3506 ⽣徒指導の意義と内容（旧⽣徒指

導の研究）

99 こども発達 ⼩幼教職 11-3508 幼児の理解 11-3508 幼児の理解

100 こども発達 ⼩幼教職 11-3510 道徳教育の指導法（旧道徳教育の
研究） 11-3510 道徳教育の指導法（旧道徳教育の

研究）

101 こども発達 ⼩幼教職 11-3512 特別活動の指導（旧特別活動の研
究） 11-3512 特別活動の指導（旧特別活動の研

究）

102 こども発達 ⼩幼教職 11-3514 教育⽅法論 11-3514 教育⽅法論

103 こども発達 ⼩幼教職 11-3516 教育相談論I 11-3516 教育相談論I

104 こども発達 ⼩幼教職 11-3517 教育相談論II 11-3517 教育相談論II

105 こども発達 ⼩学校教職 11-3540 教科教育法 国語 11-3540 教科教育法 国語

106 こども発達 ⼩学校教職 11-3542 教科教育法 社会 11-3542 教科教育法 社会

107 こども発達 ⼩学校教職 11-3544 教科教育法 算数 11-3544 教科教育法 算数

108 こども発達 ⼩学校教職 11-3546 教科教育法 理科 11-3546 教科教育法 理科

109 こども発達 ⼩学校教職 11-3548 教科教育法 ⽣活 11-3548 教科教育法 ⽣活

110 こども発達 ⼩学校教職 11-3550 教科教育法 ⾳楽 11-3550 教科教育法 ⾳楽

111 こども発達 ⼩学校教職 11-3552 教科教育法 図画⼯作 11-3552 教科教育法 図画⼯作

112 こども発達 ⼩学校教職 11-3554 教科教育法 家庭 11-3554 教科教育法 家庭
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113 こども発達 ⼩学校教職 11-3556 教科教育法 体育 11-3556 教科教育法 体育

114 こども発達 ⼩学校教職 11-3558 外国語活動指導論 11-3558 外国語活動指導論

115 こども発達 特別⽀援 11-3570 特別⽀援教育総論 11-3570 特別⽀援教育総論

116 こども発達 特別⽀援 11-3572 知的障がい教育I 11-3572 知的障がい教育I

117 こども発達 特別⽀援 11-3573 知的障がい教育II 11-3573 知的障がい教育II

118 こども発達 特別⽀援 11-3576 肢体不⾃由児教育I 11-3576 肢体不⾃由児教育I

119 こども発達 特別⽀援 11-3577 肢体不⾃由児教育II 11-3577 肢体不⾃由児教育II

120 こども発達 特別⽀援 11-3580 病弱教育 11-3580 病弱教育

121 こども発達 特別⽀援 11-3582 視覚・聴覚障がい教育 11-3582 視覚・聴覚障がい教育

122 こども発達 特別⽀援 11-3584 重複障がい教育総論 11-3584 重複障がい教育総論

123 こども発達 特別⽀援 11-3586 発達障がい等教育総論 11-3586 発達障がい等教育総論

124 こども発達 総合科⽬ 11-3600 こども学総合演習I 11-3600 こども学総合演習I

125 こども発達 総合科⽬ 11-3601 こども学総合演習II 11-3601 こども学総合演習II

126 こども発達 総合科⽬ 11-3604 教職実践演習(幼・⼩) 11-3604 教職実践演習(幼・⼩)

127 こども発達 総合科⽬ 11-3606 ⾳楽通論 11-3606 ⾳楽通論

128 こども発達 総合科⽬ 11-3608 こども発達⽀援論 11-3608 こども発達⽀援論

129 こども発達 総合科⽬ 11-3610 こどもの発達と幼⼩連携 11-3610 こどもの発達と幼⼩連携

130 こども発達 総合科⽬ 11-3612 地域活動論 11-3612 地域活動論

131 こども発達 総合科⽬ 11-3614 地域活動特論 11-3614 地域活動特論

132 こども発達 総合科⽬ 11-3616 ボランティア活動 11-3616 ボランティア活動

133 こども発達 総合科⽬ 11-3618 国際協⼒論 11-3618 国際協⼒論

134 こども発達 総合科⽬ 11-3620 ⼈間関係論 11-3620 ⼈間関係論

135 こども発達 総合科⽬ 11-3622 ⽣理学 11-3622 ⽣理学

136 こども発達 総合科⽬ 11-3624 公衆衛⽣学 11-3624 公衆衛⽣学

137 こども発達 総合科⽬ 11-3626 救急医学 11-3626 救急医学

138 こども発達 総合科⽬ 11-3628 ⾷べもの論 11-3628 ⾷べもの論

139 こども発達 学外・校外実習 11-3800 保育実習指導Ⅰ 11-3800 保育実習指導Ⅰ

140 こども発達 学外・校外実習 11-3802 保育実習I-１ 11-3802 保育実習I-１
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141 こども発達 学外・校外実習 11-3803 保育実習I-２ 11-3803 保育実習I-２

142 こども発達 学外・校外実習 11-3806 保育実習指導II 11-3806 保育実習指導II

143 こども発達 学外・校外実習 11-3808 保育実習II 11-3808 保育実習II

144 こども発達 学外・校外実習 11-3810 保育実習指導III 11-3810 保育実習指導III

145 こども発達 学外・校外実習 11-3812 保育実習III 11-3812 保育実習III

146 こども発達 学外・校外実習 11-3830 教育実習指導Ⅰ（旧幼稚園教育実
習指導） 11-3830 教育実習指導Ⅰ（旧幼稚園教育実

習指導）

147 こども発達 学外・校外実習 11-3850 教育実習指導Ⅱ（旧⼩学校教育実
習事前事後指導） 11-3850 教育実習指導Ⅱ（旧⼩学校教育実

習事前事後指導）

148 こども発達 学外・校外実習 11-3880 特別⽀援教育実習講義 11-3880 特別⽀援教育実習講義

149 こども発達 総合科⽬（卒業研究） 11-4701 卒業研究I 11-4701 卒業研究I

150 こども発達 総合科⽬（卒業研究） 11-4702 卒業研究II 11-4702 卒業研究II

151 こども発達 学外・校外実習 11-4832 教育実習Ⅰ（旧幼稚園教育実習） 11-4832 教育実習Ⅰ（旧幼稚園教育実習）

152 こども発達 学外・校外実習 11-4852 教育実習Ⅱ（旧⼩学校教育実習） 11-4852 教育実習Ⅱ（旧⼩学校教育実習）

153 こども発達 学外・校外実習 11-4882 特別⽀援教育実習 11-4882 特別⽀援教育実習


