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教育学研究科・大学院先取履修の履修条件について 
 
教育学研究科の専門選択科目および各専攻共通選択科目の中から、各専攻で定めた科目を対象とします。 

ただし、科目登録には以下の条件があります。 
 「各専攻共通選択科目」については、全教育学部生が履修可能とする 
 「各専攻の専門選択科目」については、当該学科の学生のみ履修可能とする。例えば、国語教育専攻

の授業科目については国語国文学科の学生のみ履修可能 
 高度教職実践専攻は対象外 
 各専攻で定める履修申請条件は以下の表中記載のとおりとする 

専攻名 科目申請条件 

学校教育専攻 特になし。但し、学部生に対する特別の配慮はしない。 

国語教育専攻 ① 3 年次終了時点で、卒業算入単位数が 84 単位以上であること 

② 3 年次終了時点で、専門科目の平均点（推薦入試の基準）が 80 点以上であること 

英語教育専攻 TOEFL について、iBT68 点、PBT520 点を満たしていることが望ましい。 

社会科教育専攻 特になし 

数学教育専攻 特になし 

 

 
【対象科目】 
開講学期、曜日時限は教育学研究科 HP または Web シラバスで確認すること。なお、秋学期開講科目の登録

もこのタイミングで行います。 
 

   ・専門選択科目 

専攻名 科目名 

学校教育専攻 教育学特論Ａ 

教育学特論Ｂ 

教育史特論Ａ 

教育史特論Ｂ 

教育哲学特論Ａ 

教育哲学特論Ｂ 

教育内容・方法特論Ａ 

教育内容・方法特論Ｂ 

学校経営学特論Ａ 

学校経営学特論Ｂ 

比較教育学特論Ａ 

比較教育学特論Ｂ 

教育行財政特論Ａ 

教育行財政特論Ｂ 

初等教育学特論１Ａ 

初等教育学特論１Ｂ 

初等教育学特論２Ａ 

初等教育学特論２Ｂ 

初等教育学特論３Ａ 

初等教育学特論３Ｂ 

臨床心理学特論Ａ（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 

臨床心理学特論Ｂ（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 

教育評価・測定特論Ａ 

教育評価・測定特論Ｂ 

障害・神経心理学特論Ａ（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 

障害・神経心理学特論Ｂ（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 

学校心理学特論Ａ（教育分野に関する理論と支援の展開） 

学校心理学特論Ｂ（教育分野に関する理論と支援の展開） 

教育社会学特論Ａ 

教育社会学特論Ｂ 

社会教育学特論１Ａ 

社会教育学特論１Ｂ 

社会教育学特論２Ａ 

社会教育学特論２Ｂ 

社会教育学特論３Ａ 

社会教育学特論３Ｂ 
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専攻名 科目名 

国語教育専攻 国語科教育特論１ 

国語科教育特論２ 

国語科教育特論３ 

国語科教育特論４ 

日本語教育特論１ 

日本語教育特論２ 

日本語教育特論３ 

日本語教育特論４ 

日本語教育特論５ 

日本語教育特論６ 

日本語学特論１ 

日本語学特論２ 

日本語学特論３ 

日本語学特論４ 

日本語学特論５ 

日本語学特論６ 

日本語学特論７ 

日本語学特論８ 

国文学特論１（古典文学） 

国文学特論２（古典文学） 

国文学特論３（古典文学） 

国文学特論４（古典文学） 

国文学特論５（古典文学） 

国文学特論６（古典文学） 

国文学特論７（古典文学） 

国文学特論８（古典文学） 

国文学特論９（近代文学） 

国文学特論１０（近代文学） 

国文学特論１１（近代文学） 

国文学特論１２（近代文学） 

中国文学特論１ 

中国文学特論２ 

中国古典研究１ 

中国古典研究２ 

国文学特殊研究１ 

国文学特殊研究２ 

文献研究１ 

文献研究２ 

英語教育専攻 英語科教育特論 II (Language assessment 1) 

英語科教育特論 II (Language assessment 2) 

英語科教育特論 III-1（Second Language Acquisition） 

英語科教育特論 III-2（Second Language Research） 

英語科教育特殊講義 I-1(Research methods in language education 1) 

英語科教育特殊講義 I-2(Research methods in language education 2) 

英語科教育特殊講義 II(質的研究)-1 (Qualitative research methods in language education II-1) 

英語科教育特殊講義 II(質的研究)-2 (Qualitative research methods in language education II-2) 

英語学特論 I-1(Current topics in language and linguistics) 

英語学特論 I-2(Understanding language and society) 

英語学特論 II-1(Studies in Pragmatics and Discourse Analysis) 

英語学特論 II-2(Research on ELF Interaction) 

英語学特論 IV-1（Phonology） 

英語学特論 IV-2（Morphology） 

英語学特論 V-1（統語論特殊講義 1） 

英語学特論 V-2（統語論特殊講義 2） 

言語学特論（生成文法特殊講義 1） 

言語学特論（生成文法特殊講義 2） 

英文学特論 I-1（イギリス小説研究１） 

英文学特論 I-2（イギリス小説研究２） 

英米文学特殊講義１(現代文学批評理論を原典で読む 1) 

英米文学特殊講義２(現代文学批評理論を原典で読む 2) 
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社会科教育専攻 社会科教育特論 I 

社会科教育特論 II 

歴史学特論Ｉ-1（日本中世史） 

歴史学特論Ｉ-2（日本中世史） 

歴史学特論ＩI-1（日本中世史） 

歴史学特論ＩI-2（日本中世史） 

歴史学特論ＩII-1（日本近世史） 

歴史学特論ＩＩＩ-2（日本近世史） 

歴史学特論ＩV-1（日本近世史） 

歴史学特論ＩV-2（日本近世史） 

歴史学特論 V-1（日本近現代史） 

歴史学特論 V-2（日本近現代史） 

歴史学特論 VI-1（東洋古代中世史） 

歴史学特論 VI-2（東洋古代中世史） 

歴史学特論 VII-1（東洋近現代史） 

歴史学特論 VII-2（東洋近現代史） 

歴史学特論 VIＩＩ-1（中東近現代史） 

歴史学特論 VIＩＩ-2（中東近現代史） 

歴史学特論ＩX-1（中東近現代史） 

歴史学特論ＩX-2（中東近現代史） 

歴史学特論 X-1（西洋中近世史） 

歴史学特論 X-2（西洋中近世史） 

歴史学特論 XI-1（西洋中近世史） 

歴史学特論 XI-2（西洋中近世史） 

歴史学特論 XII-1（西洋近現代史） 

歴史学特論 XII-2（西洋近現代史） 

地理学特論 II-1（人文地理） 

地理学特論 II-2（人文地理） 

政治学特論 I-1（行政学） 

政治学特論 I-2（行政学） 

政治学特論 II-1（政治思想） 

政治学特論 II-2（政治思想） 

政治学特論 III-1（政治制度） 

政治学特論 III-2（政治制度） 

経済学特論 I-1（経済理論） 

経済学特論 I-2（経済理論） 

経済学特論 III-1（企業経済学） 

経済学特論 III-2（企業経済学） 

社会学特論 I-1（都市社会学） 

社会学特論 I-2（都市社会学） 

社会学特論 II-1（視覚社会学） 

社会学特論 II-2（視覚社会学） 

メディア・コミュニケーション学特論 I-1 

メディア・コミュニケーション学特論 I-2 

メディア・コミュニケーション学特論 II-1 

メディア・コミュニケーション学特論 II-2 

数学教育専攻 数学科教育特論 I-1 

数学科教育特論 I-2 

数学科教育特論 II-1 

数学科教育特論 II-2 

数学科教育特論 III-1 

数学科教育特論 III-2 

解析学特論 I-1 

解析学特論 I-2 

解析学特論 II-1 

解析学特論 II-2 

幾何学特論 I-1 

幾何学特論 I-2 

トポロジー特論 II-1 

トポロジー特論 II-2 

情報数学特論 IV-1 

情報数学特論 IV-2 

代数学特論 II-1 

代数学特論 II-2 
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・各専攻共通選択科目 

専攻名 科目名 

学校教育専攻 人間形成論 

教授・学習論 

生徒・生活指導論 

学校教育法規 

教師論 

初等学習指導論 

初等科学教育論 

発達障害論 

学校カウンセリングＡ（心理支援に関する理論と実践） 

学校カウンセリングＢ（心理支援に関する理論と実践） 

生涯教育論 

少年司法と教育 

心理言語学Ａ 

心理言語学Ｂ 

英語教育専攻 比較文学１ 

比較文学２ 

言語学研究１ 

言語学研究２ 

社会科教育専攻 文化史研究 

環境論１ 

環境論２ 

地域研究 I 

地域研究 II 

インターンシップのための教科教育論（社会科） 

 


