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Ⅰ．教育学研究科の構成と特徴

１．教育学研究科の沿革

教育学研究科は、1990 年度に修士課程を開設した、早稲田大学においては比較的新しい研究科であり、開設時に

は、学校教育・国語教育・英語教育・社会科教育の各専攻からなる体制で出発しました。その基盤は、1903 年に創

設された高等師範部を発展させた教育学部（1949 年設置）にあり、早稲田大学における教員養成と教科にかかわる

諸学の研究の長い伝統と実績の上に立脚した研究科です。

その後 1995 年には、教員養成系としてはわが国最初の博士後期課程（教育基礎学・教科教育学専攻）を設置し、

さらに 1998 年度には数学教育専攻（修士課程）を、2004 年度には現職教員などを受け入れる 1 年制の修士課程を加

えました（1 年制修士は 2016 年度より募集停止）。2017 年度からは同じ教育・総合科学学術院内の大学院教職研究

科を統合し、専門職学位課程である高度教職実践専攻（教職大学院）を設置しました。

このように教育学研究科は、高度な能力を持つ教員養成のみならず、教育・教科を支える諸学の専門的研究を深

める研究者、広い意味での教育を通して社会に貢献する人材の育成を目的とし、優れた実績を上げてきました。同

じ教育・総合科学学術院を構成する教育学部や教育総合研究所、そして 2016 年度から開設された教職支援センター

との連携のもとに、さらなる充実が図られ、教育基礎学、教員養成そしてそれを支える諸学が一体化した研究科と

して、わが国における教育界の牽引車的存在となっています。

History

1990 年 3 月 大学院教育学研究科（学校教育・国語教育・英語教育・社会科教育の 4専攻）の修士課程設置

1990 年 4 月 修士課程 1990 年度生より学生募集開始

1990 年 12 月 『教育学研究科紀要』創刊号発刊

1993 年 3 月 『教育学研究科紀要別冊』創刊号発刊

1995 年 3 月 博士後期課程（教育基礎学・教科教育学の 2専攻）設置

1995 年 4 月 博士後期課程 1995 年度生より学生募集開始

1997 年 12 月 数学教育専攻修士課程設置

1998 年 4 月 数学教育専攻修士課程 1998 年度生より学生募集開始

2003 年 4 月 1 年制修士課程設置

2004 年 4 月 1 年制修士課程 2004 年度生より学生募集開始（～2015 年度）

2007 年 12 月 小学校専修免許 課程認定される（2008 年 4 月入学者より適用）

2009 年 2 月 韓国の高麗大学校教育学科と学術交流協定を締結

2012 年 8 月 中国の北京師範大学教育学部と学術交流協定を締結

2017 年 4 月 大学院教職研究科を統合し、専門職学位課程である高度教職実践専攻（教職大学院）を設置
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２．構成（修士課程および博士後期課程）

【修士課程】

修士課程は、学校教育専攻、国語教育専攻、英語教育専攻、社会科教育専攻、数学教育専攻の 5 専攻から構成さ

れています。これらの各専攻は、「教育学」と「総合科学」の両輪からなる本学教育学部の各学科を基盤としていま

す。

【博士後期課程】

博士後期課程は、教育基礎学専攻と教科教育学専攻の 2専攻から構成されています。教育基礎学専攻は、教育学・

社会教育学・教育心理学、初等教育学の４学問領域からなり、それぞれ済々たる教員による研究指導および研究演

習が設けられています。教科教育学専攻は、国語科教育学・国語科内容学、英語科教育学・英語科内容学、社会科

教育学・社会科内容学、数学科教育学・数学科内容学からなり、教科教育とそれを支える諸学について、多彩な研

究指導および研究演習が設けられています。博士後期課程ではすでに相当数の博士学位取得者を送り出しており、

また大学教員をはじめとする研究職に就く者も増え続けています。

【学位】

本研究科で取得できる修士の学位は以下のとおりです。

専攻 募集人員

学校教育専攻

国語教育専攻

英語教育専攻

社会科教育専攻

修士（教育学）

数学教育専攻 修士（教育学）、修士（理学）

本研究科で取得できる博士の学位は以下のとおりです。

専攻 募集人員

教育基礎学専攻 博士（教育学）または博士（学術）

教科教育学専攻 博士（教育学）、博士（学術）または博士（理学）

※2017 年 4 月、教育・総合科学学術院に属する大学院教職研究科を高度教職実践専攻（教職大学院）として大学院教育学
研究科に統合。詳細に関しましては、教職大学院のパンフレットをご参照ください。

理論と実践が往還

した高度な教職実

践に関する研究

【博士課程】

教科教育学専攻

教育基礎学専攻

教科教育の内容

及び教科教育法に

関する研究

教育学、学校教育

に関する研究及び

教育実践に関する

研究

【修士課程】

学校教育専攻

国語教育専攻

英語教育専攻

社会科教育専攻

数学教育専攻

【専門職学位課程】

高度教職実践専攻※
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Ⅱ．教育学研究科３つのポリシー（修士課程および博士後期課程）

１．ディプロマポリシ－

早稲田大学の総合性・独創性を生かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学生生活環境のもとに、多

様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体的に貢献できる人材を育成する。

教育学研究科は本学教育学部の各学科を基盤としており、修士課程は 5 専攻、博士後期課程は 2 専攻で構成さ

れている。修士課程を修了するためには、通常 2 年以上在学し、各専攻設置科目を中心に授業科目を 32 単位以

上修得し、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査に合格しなければならない。本研究科で取得できる修士

学位は、学校教育・国語教育・英語教育・社会科教育専攻では修士（教育学）、数学教育専攻では修士（教育学）

または修士（理学）である。

さらに、博士後期課程では通常 3年以上在学し、所要の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査および試験に

合格した者に対して、博士の学位を授与する。授与する学位は、教育基礎学専攻では博士（教育学）または博士

（学術）、教科教育学専攻では博士（教育学）、博士（学術）または博士（理学）となっている。

以上のように本研究科では、各専攻における高度な専門性と実践性、さらには豊かな人間性や社会貢献性を兼

ね備えた、教育界におけるリーダーや研究者を育成し、それにふさわしい修士学位と博士学位を授与しようとし

ている。

２．カリキュラムポリシ－

本研究科の修士課程は学校教育・国語教育・英語教育・社会科教育・数学教育の 5 専攻から構成されており、

各専攻の専門領域に即して研究指導、演習、特論を設けている。それに加えて、幅広い教育学や教科に関する専

門性を培うため、共通選択科目、自由選択科目を設けている。また、交流学生として慶應義塾大学文学研究科・

社会学研究科の科目を 8単位まで取得できるほか、他専攻設置の選択科目、他研究科設置の科目なども履修でき

るよう配慮している。この他、学部段階の学科目を随意科目として履修することもでき、希望者は新規に小学校

教諭免許状を取得することも可能である。

以上のように修士課程においては、各専攻の専門性や実践力を幅広く習得できるよう、幅広い科目履修が可能

となるようなカリキュラムを編成している。

また博士後期課程では、各専攻の研究指導に加えて、幅の狭い専門性に陥ることなく、理論と実践を融合させ、

複合的な視野で研究を深める能力を形成させることを目的として、自己の研究指導教員以外の指導を 1 年間受け

る「複合履修制」を設けている。

３．アドミッションポリシ－

早稲田大学では、「学問の独立」の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ知的好奇心が旺盛で、

本学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界から多数迎え入れている。

教育学研究科の目的は、第１に教育諸科学の基礎的研究とそれを支える教科教育学の諸分野、さらには教科

内容の基盤を支える諸科学の領域において、高度な能力を有する研究者を育成することにある。第 2 に、教員

を始めとする教育に関する諸分野における高度な専門性を備えた職業人を育成するとともに、学校・社会教育・

教育行政機関などの職務経験者の再教育を目的としている。

以上のような教育目的に即し、学問的探究心や教職への強い意欲をもつ志願者を積極的に受け入れるため、

本研究科では多様な種類の入試制度を設けている。すなわち、修士課程においては、推薦入試、一般入試に加

えて、職務経験者を対象にした特別選考制度入試を実施している。これらの入試においては、受験者の属性に

対応して能力を測定できるよう、試験科目や内容に配慮している。さらに、博士後期課程においても、一般入

試の他、教員などの職務経験者を対象とした専門職業人入試を行っている。この他、海外の大学から入学を希

望する者のために外国人入試制度も設けている。
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Ⅲ．教育学研究科修士課程案内

１． 教育学研究科修士課程の概要

早稲田大学は，1903 年に創設された高等師範部を母体とし，1949 年に開放制教員養成の理念に基づき全国の

私学にさきがけ教育学部を設置し，以来，高い資質を備えた人材を広く教育界に送り続けてきました。さらに

1958 年には，教育学部の基礎の上に，より高度な教育を行い，研究を指導し，専門的能力をもつ教育者を養成

することを目的とした専攻科（修業年限１年）を開設し，現職教員研修の期待に応えつつ，すぐれた高等学校教

員の養成に貢献してきました。

ところで，今日にみられる学問研究の急速な発展と価値観の多様化は，必然的に学校教育における教科内容の

高度化，および教育方法上の斬新な対応を要請しています。

いまやその要請に応じた教師教育（教員養成と現職教員研修）の一層の質的向上が求められていますが，それ

には学問探究を土台とし，より高度な専門性をめざした研究・教育を行う大学院での修学が必須です。この要請

に応え，早稲田大学は，1990 年４月，大学院教育学研究科修士課程を開設し，1995 年４月には，博士後期課程

を開設しました。さらに 1998 年４月には，既設の修士課程４専攻に加え数学教育専攻を開設，2000 年４月には，

博士後期課程教科教育学専攻に数学科研究指導領域を開設して現在に至っています。

早稲田大学大学院は，高度にして専門的な学術の理論および応用を研究，教授し，その深奥を究めて，文化の

創造，発展と人類の福祉に寄与することを目的としており，大学院学則には，「修士課程は，広い視野に立って

精深な学識を授け，専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うも

のとする」と定めています。

教育学研究科は，教育にかかわる総合的見識と高度な専門的能力を備え，教育界を中心に指導的役割を果たす

ことのできる人材の養成を目的としています。この目的を達成するため，本研究科の教育は，講義科目および修

士論文の作成等に対する指導（研究指導）によって行われ，２年以上在学し，本研究科の定めるところにより，

所要の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けたうえ，修士論文の審査および試験に合格した人に修士（教

育学）もしくは修士（理学）の学位が与えられます。

なお，本研究科は現職教員の就学の便宜を図るため，大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特例を活用

し，現職教員の大学院進学への門戸を広げています。すなわち修士課程前半１年については，現職の教員に許可

される１年の長期研修期間を利用して研究・教育の指導を受けさせると共に，後半１年は在職校に復帰しながら，

しかも一定時間（夜間も可）の研究・教育指導を受け，本研究科の課程を修了できる措置を講じています。

２． 教育学研究科修士課程の構成と特徴

① 修士課程の構成

本研究科は，教育科学と関連諸科学との総合による教育の理論と実践の研究をめざしており，修士課程と博士

後期課程から構成されています。修士課程の修了者は，初等・中等教育段階の教員や法務教官，社会教育分野で

の主事，カウンセラーなど教育実践の領域に進出する人、さらには産業界で活躍する人もみられますが，その一

部は博士後期課程に進学して研究を重ね、着実に博士の学位を取得しています。

修士課程は，学校および各界における教育的役割を担う人材の養成を主な目的とする本大学教育学部の教育学

科，国語国文学科，英語英文学科，社会科，数学科を基礎とした学校教育専攻，国語教育専攻，英語教育専攻，

社会科教育専攻，数学教育専攻の５つの専攻から構成されています。
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② 修士課程の特徴

修士課程は、その目的を達成するために、以下の事項に重点を置いています。

a.教育諸科学および教科教育学についての研究

b.教科内容を支える諸学についての研究

c.初等・中等教育学校の教員、特に高等学校教員にふさわしい高度の専門教育

d.学校・社会教育・教育行政機関の職務経験者の再教育

上記 d.については、現職教員の場合、在職のまま大学院の教育を受けることができるよう、大学院設置基

準第 14 条に定める教育方法の特例による教育を実施しています。各専攻の教育目標は、以下のとおりです。

ａ．学校教育専攻

学校教育専攻は、本大学教育学部教育学科の３専修（教育学専修、生涯教育学専修、教育心理学専

修）および初等教育学専攻を母体として修士課程にふさわしいカリキュラム配置を行い、より高度な

専門的力量を備えた初等・中等教育学校の教員養成・研修ならびに生涯教育の専門家養成を基本的な

使命とする専攻です。

したがって、本専攻は、学校あるいは社会における教育現場の要請に応じうる人材の育成、ならび

に現職教員の研修とその理論的研究をねらいとしています。そのために、本専攻のカリキュラムは、

教育実践と教育理論の密接な連携を考慮して組まれており、より高度な教育学的専門知識の涵養はも

とより、教育現場での諸課題への対応と展望がはかられるよう、演習、研究指導等において工夫がな

されています。また、本専攻の講義には、他専攻の大学院生も参加して教育学的学識を深めるよう履

修要項が定められています。

教師教育を主目的の一つとする本専攻は、学校教育に関する実践的・理論的な専門科目が重点的に

配当されているところに特色があります。

ｂ．国語教育専攻

国語教育専攻は、国語教育界への人材の育成に貢献してきた本大学教育学部国語国文学科および現

職教員の再教育に貢献してきた専攻科（国語国文学専攻科）の歴史の上に立って、新しい時代に望ま

れるより高度な学識と実践力を備えた国語教育の実践者ならびに専門研究者の育成を目標としていま

す。

本専攻では、以上の見地から、国語科教育、日本語学、国文学、中国古典文学の四つの分野を設定

し、各自が選んだ専門分野の研究を演習と研究指導によって深めるとともに、講義科目を履修するこ

とによって隣接分野を学ぶことを通じて、わが国の今後の国語教育界をはじめとして、さまざまな専

門分野で活躍し得る高度の専門性を身につけることができます。

本専攻では、日本語教育のためのカリキュラムを用意し、日本語教師たろうとする者のためにも道

を開いています。

ｃ．英語教育専攻

英語教育専攻は、新しい時代に望まれる、より高度な識見と力量を持った英語教育の実践者、研究

者、ならびに英語の専門的知識と異文化への理解の上に幅広い分野でグローバルに活躍できる人材の

育成を目標としています。学生は英語科教育、英語科内容学（理論言語学・応用言語学）、英文学・

文化、米文学・文化、の 4 分野において各自が選んだ専門分野を中心とした演習と研究指導、また隣

接分野の科目の履修により研究を深めます。英語教育に関連する社会言語学、心理言語学、英米文化

研究、また、教育を中心とした応用言語学的な面にも重点を置くことにより、今後の英語教育および

その関連分野で幅広く貢献できる人材の育成をめざします。



７

ｄ．社会科教育専攻

社会科教育専攻は、社会科教育の人材育成に貢献してきた本学教育学部社会科の歴史のうえに立っ

て、新しい時代に望まれる高度な見識と力量を持った社会科教育の実践者ならびに専門研究者の育成

を目指すと同時に、社会一般が求める職業人の育成にも貢献することを目的としています。

本専攻では、社会認識に関する学問分野の中から、社会科教育、歴史学、地理学、政治学、経済学、

社会学、メディア・コミュニケーション学という 7つの専門分野を設定しています。入学者は、まず、

専門の演習と研究指導を受講することを通じて、各自が選んだ専門分野の研究を深く掘り下げて学び、

具体的な研究方法論を会得し、優れた修士論文を作成することを目指します。しかし、それと同時に、

各自の専門以外の隣接学問分野の多様な講義も積極的に受講することにより、知的視野を拡大し、総

合的な知見を養うことも期待されています。上述のような専門分野の見識と総合的教養とを併せ持ち、

今後のわが国の社会科教育のみならず、さまざまな分野で広く将来を担うことのできる人材を育成す

ることが、本専攻の教育の目標となっています。

ｅ．数学教育専攻

数学教育専攻は、数学教育をはじめとする多方面での人材の育成に貢献してきた本大学教育学部数学

科の歴史の上に立って、教育にかかわる総合的見識と高度な専門的能力を備え、主として高等学校での

数学教育において指導的な役割を果たすことのできる研究的実践者としての教員の養成および専門的

数学能力を必要とする研究機関・企業で働く人材の育成を目的としています。

本専攻では、数学教育学、代数学、解析学、応用解析学、幾何学、トポロジー、情報数学の７つの基

本的な分野を設定し、コンピュータの理論・実習を含めて数学の教科教育及び専門教育と研究を行いま

す。入学者には、各自が選んだ専門分野を中心として研究を深めさせるとともに、隣接分野の学問にも

目を広げさせるよう講義を受けさせ、かつ演習と研究指導を行うことによって、わが国の今後の数学教

育・数学研究に貢献し、数学を活用できる人材の育成をめざしています。



３． 201８年度設置の研究指導・授業科目・担当教員一覧

〔修士課程〕

（１）学校教育専攻

研究指導
科目名 単位 時間割 担当者

教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育史研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育史研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育哲学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育哲学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育内容・方法研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育内容・方法研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

学校経営学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

学校経営学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

比較教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

比較教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育行財政学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育行財政学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育工学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育工学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

臨床心理学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

臨床心理学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育評価・測定研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育評価・測定研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

障害・神経心理学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

障害・神経心理学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

学校心理学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

学校心理学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

特別支援教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

特別支援教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

発達・教育心理学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

発達・教育心理学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育社会学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育社会学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

生涯教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

生涯教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

小林 宏己

佐藤 隆之

吉田 文

梅永 雄二

堀 正士

本田 恵子

※担当教員は、2019年度に交替することがあります。

坂爪 一幸

椎名 乾平

岩 正吾

矢口 徹也

前田 耕司

小林 敦子

上淵 寿

水原 克敏

三尾 忠男

小松 茂久

長島 啓記

菊地 栄治

藤井 千春

坂倉 裕治

湯川 次義

河村 茂雄
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演 習
科目名 単位 時間割 担当者

教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・６時限

教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・６時限

教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・７時限

教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・７時限

教育史演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・６時限

教育史演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・６時限

教育史演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・７時限

教育史演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・７時限

教育哲学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

教育哲学演習（Ｍ１－２） 2 夏季集中・無・その他

教育哲学演習（Ｍ２－１） 2 ＜休講＞

教育哲学演習（Ｍ２－２） 2 ＜休講＞

教育内容・方法演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・４時限

教育内容・方法演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・４時限

教育内容・方法演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

教育内容・方法演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

学校経営学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

学校経営学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・５時限

学校経営学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・６時限

学校経営学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・６時限

比較教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

比較教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

比較教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・７時限

比較教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・７時限

教育行財政学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・４時限

教育行財政学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・４時限

教育行財政学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

教育行財政学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

教育工学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

教育工学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

教育工学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

教育工学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

初等教育学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・土・４時限

初等教育学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・土・４時限

初等教育学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・土・２時限

初等教育学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・土・２時限

初等教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・５時限

初等教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・５時限

初等教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・６時限

初等教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・６時限

初等教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・土・３時限

初等教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・土・３時限

初等教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・土・４時限

初等教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・土・４時限

臨床心理学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・月・３時限

臨床心理学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・月・３時限

臨床心理学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・月・４時限

臨床心理学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・月・４時限

教育評価・測定演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・月・４時限

教育評価・測定演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・月・４時限

教育評価・測定演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・月・１時限

教育評価・測定演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・月・１時限

水原 克敏

菊地 栄治

長島 啓記

小松 茂久

三尾 忠男

河村 茂雄

佐藤 隆之

小林 宏己

堀 正士

椎名 乾平

藤井 千春

湯川 次義

河野 哲也
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科目名 単位 時間割 担当者

障害・神経心理学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・木・５時限

障害・神経心理学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・木・５時限

障害・神経心理学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・木・６時限

障害・神経心理学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・木・６時限

学校心理学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・金・３時限

学校心理学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・金・３時限

学校心理学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・月・４時限

学校心理学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・月・４時限

特別支援教育学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・木・５時限

特別支援教育学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・木・５時限

特別支援教育学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・木・２時限

特別支援教育学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・木・２時限

発達・教育心理学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・水・３時限

発達・教育心理学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・水・３時限

発達・教育心理学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・水・１時限

発達・教育心理学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・水・１時限

教育社会学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・土・７時限

教育社会学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・土・７時限

教育社会学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

教育社会学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

社会教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・４時限

社会教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・４時限

社会教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・５時限

社会教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・５時限

社会教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・３時限

社会教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・３時限

社会教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・４時限

社会教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・４時限

社会教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・４時限

社会教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・４時限

社会教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・５時限

社会教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・５時限

生涯教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

生涯教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

生涯教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

生涯教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

※１：実験実習料として7,500円の納入が必要です。納入期間・方法等は科目登録の案内を確認してください。

選択科目

科目名 単位 時間割 担当者

教育学特論Ａ 2 春学期・木・５時限 藤井 千春

教育学特論Ｂ 2 ＜休講＞

教育史特論Ａ 2 ＜休講＞

教育史特論Ｂ 2 秋学期・木・４時限 湯川 次義

教育哲学特論Ａ 2 春学期・水・２時限 綾井 桜子

教育哲学特論Ｂ 2 ＜休講＞

教育内容・方法特論Ａ 2 ＜休講＞

教育内容・方法特論Ｂ 2 秋学期・水・３時限 水原 克敏

学校経営学特論Ａ 2 春学期・火・２時限 菊地 栄治

学校経営学特論Ｂ 2 ＜休講＞

比較教育学特論Ａ 2 ＜休講＞

比較教育学特論Ｂ 2 秋学期・木・４時限 長島 啓記

岩 正吾

梅永 雄二

吉田 文

本田 恵子

坂爪 一幸

上淵 寿

小林 敦子

前田 耕司

矢口 徹也
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科目名 単位 時間割 担当者

教育行財政特論Ａ 2 春学期・火・２時限 小松 茂久

教育行財政特論Ｂ 2 ＜休講＞

初等教育学特論１Ａ 2 春学期・土・５時限 河村 茂雄

初等教育学特論１Ｂ 2 秋学期・土・５時限 河村 茂雄

初等教育学特論２Ａ 2 春学期・月・３時限 佐藤 隆之

初等教育学特論２Ｂ 2 ＜休講＞

初等教育学特論３Ａ 2 ＜休講＞ 小林 宏己

初等教育学特論３Ｂ 2 秋学期・月・５時限 小林 宏己

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） 2 春学期・水・４時限 堀 正士

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） 2 秋学期・水・４時限 堀 正士

教育評価・測定特論Ａ 2 春学期・月・３時限 椎名 乾平

教育評価・測定特論Ｂ 2 秋学期・月・３時限 椎名 乾平

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） 2 春学期・木・４時限 坂爪 一幸

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） 2 秋学期・木・４時限 坂爪 一幸

学校心理学特論Ａ（教育分野に関する理論と支援の展開） 2 春学期・金・２時限 本田 恵子

学校心理学特論Ｂ（教育分野に関する理論と支援の展開） 2 秋学期・金・２時限 本田 恵子

特別支援教育学特論Ａ（福祉分野に関する理論と支援の展開） 2 春学期・木・６時限 梅永 雄二

特別支援教育学特論Ｂ（福祉分野に関する理論と支援の展開） 2 秋学期・木・６時限 梅永 雄二

発達・教育心理学特論Ａ（教育分野に関する理論と支援の展開） 2 春学期・木・３時限 上淵 寿

発達・教育心理学特論Ｂ（教育分野に関する理論と支援の展開） 2 秋学期・木・３時限 上淵 寿

産業・労働心理学特論Ａ（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 2 秋学期・木・４時限 梅永 雄二

教育社会学特論Ａ 2 ＜休講＞

教育社会学特論Ｂ 2 秋学期・水・４時限 吉田 文

社会教育学特論１Ａ 2 ＜休講＞

社会教育学特論１Ｂ 2 秋学期・月・２時限 坂内 夏子

社会教育学特論２Ａ 2 ＜休講＞

社会教育学特論２Ｂ 2 秋学期・木・３時限 矢口 徹也

社会教育学特論３Ａ 2 春学期・木・３時限 米村 健司

社会教育学特論３Ｂ 2 ＜休講＞

社会調査 2 秋学期・金・１時限 濱中 淳子

教育心理学 2 秋学期・火・５時限 山森 光陽
河村 茂雄
河村 昭博
粕谷 貴志

熊谷 圭二郎

戸室 明
水谷 明弘
本田 恵子
荒川 信行

藤井 ひとみ
梅永 雄二

金井 景子

神尾 達之

澤木 泰代

木村 晶子
久保 純子
町田 守弘
小林 敦子
小森 宏美
橋 あつ子
露木 和男
本田 恵子
松木 正恵
林 幹夫
渡邊 公夫

インクルーシブ教育における学級経営 2

夏季集中
8/8(水)、8/9(木)、

8/10(金)
各日1～5限

秋学期・金・４時限脳科学を活かしたインクルーシブ教育 2

教育リテラシー 2 秋学期・火・４時限
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科目名 単位 時間割 担当者

橋 あつ子

一ノ瀬 秀司

佐久間 道則

水口 洋

草間 浩一

三尾 忠男

武沢 護

本田 恵子

金森 克浩

小西 好彦

松本 政悦

湯汲 英史

本田 恵子

バーンズ亀山静子

鈴村 眞理

高野 光司

土屋 佳子

本田 恵子

鈴村 眞理

梅永 雄二

坂爪 一幸

堀 正士

本田 恵子

河村 茂雄

橋 あつ子

越川 房子

藤野 京子

梅永 雄二

坂爪 一幸

堀 正士

本田 恵子

河村 茂雄

橋 あつ子

越川 房子

藤野 京子

梅永 雄二

坂爪 一幸

堀 正士

本田 恵子

河村 茂雄

橋 あつ子

越川 房子

藤野 京子

梅永 雄二

坂爪 一幸

堀 正士

本田 恵子

河村 茂雄

橋 あつ子

越川 房子

藤野 京子

2 秋クォーター・土・３～５時限

指導者養成講座Ｉ 2 夏クォーター・土・３～５時限

指導者養成講座ＩＩ 2
夏季集中

8/30(木)、8/31(金)、
9/1(土)各日1～5限

公認心理師心理実践演習２ Ｂ 2 秋学期・無・その他

家族理解と福祉工学（家族関係・集団・地域社会にお
ける心理支援に関する理論と実践）

特別支援教育におけるＩＴ実践演習 1
夏季集中

8/27(月)、8/28(火)
各日1～4限

公認心理師心理実践演習１ Ａ

私学における特別支援教育 2

冬季集中
12/25(火)、

12/26(水)、12/27(木)
各日1～5限

2 春学期・無・その他

公認心理師心理実践演習１ Ｂ 2 秋学期・無・その他

公認心理師心理実践演習２ Ａ 2 春学期・無・その他

12



（２）国語教育専攻

研究指導

科目名 単位 時間割 担当者

国語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

日本語学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

日本語学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他
国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他
国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

演 習

科目名 単位 時間割 担当者

国語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・５時限

国語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・５時限

国語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・６時限

国語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・６時限

国語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

国語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

国語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・４時限

国語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・４時限

日本語学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・５時限

日本語学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・５時限

日本語学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・６時限

日本語学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・６時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・月・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

町田 守弘

幸田 国広

大津 雄一

福家 俊幸

新美 哲彦

松本 直樹

松木 正恵

町田 守弘

幸田 国広

新美 哲彦

松本 直樹

松木 正恵

和田 敦彦

金井 景子

石原 千秋

堀 誠

内山 精也

中嶋 

田渕 句美子
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科目名 単位 時間割 担当者

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・６時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・６時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 ＜休講＞

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 ＜休講＞

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・５時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・４時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・４時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・５時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・５時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・３時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・２時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・２時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・５時限
国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・５時限
国文学演習（近代文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・６時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・６時限

選択科目

科目名 単位 時間割 担当者

国語科教育特論１ 2 春学期・火・２時限 幸田 国広

国語科教育特論２ 2 秋学期・金・４時限 奥泉 香

国語科教育特論３ 2 春学期・水・３時限 町田 守弘

国語科教育特論４ 2 秋学期・水・３時限 町田 守弘

日本語教育特論１ 2 春学期・木・２時限 半田 淳子

日本語教育特論２ 2 秋学期・木・２時限 半田 淳子

日本語教育特論３ 2 ＜休講＞

日本語教育特論４ 2 ＜休講＞

日本語教育特論５ 2 春学期・火・３時限 川口 さち子

日本語教育特論６ 2 秋学期・火・３時限 川口 さち子

日本語学特論１ 2 春学期・月・２時限 仁科 明

日本語学特論２ 2 秋学期・月・２時限 仁科 明

日本語学特論３ 2 ＜休講＞

日本語学特論４ 2 ＜休講＞

和田 敦彦

金井 景子

石原 千秋

堀 誠

内山 精也

中嶋 

田渕 句美子

大津 雄一

福家 俊幸
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科目名 単位 時間割 担当者

日本語学特論５ 2 ＜休講＞

日本語学特論６ 2 ＜休講＞

日本語学特論７ 2 春学期・火・５時限 伊藤 雅光

日本語学特論８ 2 秋学期・火・５時限 伊藤 雅光

国文学特論１（古典文学） 2 春学期・木・２時限 内藤 明

国文学特論２（古典文学） 2 秋学期・木・２時限 内藤 明

国文学特論３（古典文学） 2 春学期・水・３時限 新美 哲彦

国文学特論４（古典文学） 2 秋学期・水・３時限 福家 俊幸

国文学特論５（古典文学） 2 春学期・木・２時限 兵藤 裕己

国文学特論６（古典文学） 2 秋学期・水・２時限 田渕 句美子

国文学特論７（古典文学） 2 春学期・木・３時限 稲葉 有祐

国文学特論８（古典文学） 2 秋学期・木・３時限 中嶋 

国文学特論９（近代文学） 2 春学期・火・２時限 高橋 修

国文学特論１０（近代文学） 2 秋学期・火・２時限 和田 敦彦

国文学特論１１（近代文学） 2 春学期・水・２時限 金井 景子

国文学特論１２（近代文学） 2 ＜休講＞

中国文学特論１ 2 春学期・月・２時限 内山 精也

中国文学特論２ 2 秋学期・月・２時限 内山 精也

中国古典研究１ 2 春学期・木・３時限 井上 一之

中国古典研究２ 2 秋学期・木・３時限 井上 一之

国文学特殊研究１ 2 春学期・月・４時限 竹本 幹夫
国文学特殊研究２ 2 秋学期・月・４時限 竹本 幹夫

文献研究１ 2 春学期・水・５時限
文献研究２ 2 秋学期・水・５時限
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（３）英語教育専攻

研究指導

科目名 単位 時間割 担当者

英語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

英語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・金・４～５時限

英語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・金・４～５時限

英語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・木・６時限

英語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・金・５時限

英語学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

英語学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

英語学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

英語学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

イギリス文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他
イギリス文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他
アメリカ文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

アメリカ文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

演 習

科目名 単位 時間割 担当者

英語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・２時限

英語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・２時限

英語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・５時限

英語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・５時限

英語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・３時限

英語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・３時限

英語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・２時限

英語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・２時限

英語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

英語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

英語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・火・１時限

英語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・火・１時限

英語学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・６時限

英語学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・６時限

英語学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

英語学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

英語学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・火・２時限

英語学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・２時限

英語学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・火・１時限

英語学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・火・１時限

イギリス文学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

イギリス文学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

イギリス文学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・３時限

イギリス文学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・３時限

アメリカ文学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限
アメリカ文学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限
アメリカ文学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

アメリカ文学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

久野 正和

村田 久美子

折井 麻美子

原田 哲男

澤木 泰代

澤木 泰代

折井 麻美子

原田 哲男

木村 晶子

石原 剛

木村 晶子

久野 正和

村田 久美子

石原 剛
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選択科目

科目名 単位 時間割 担当者

英語科教育特論Ⅰ-1(音声教育理論) 2 春学期・水・５時限 松坂 ヒロシ

英語科教育特論Ⅰ-2(音声教育実践) 2 秋学期・水・５時限 松坂 ヒロシ

英語科教育特論Ⅱ (Language assessment 1) 2 秋クォーター・月３／木４ 澤木 泰代

英語科教育特論Ⅱ (Language assessment 2) 2 冬クォーター・月３／木４ 澤木 泰代

英語科教育特論Ⅲ-1（Second Language Acquisition） 2 春学期・火・２時限 原田 哲男

英語科教育特論Ⅲ-2（Second Language Research） 2 秋学期・火・２時限 原田 哲男

英語科教育特論Ⅳ-1（学習者心理要因） 2 春学期・水・３時限 マキュワン 麻哉

英語科教育特論Ⅳ-2（文化と外国語教育） 2 秋学期・水・３時限 マキュワン 麻哉

英語科教育特殊講義(Research methods in language education 1) 2 春学期・木・３時限 Ｗ.オオガ-ボールドウィン

英語科教育特殊講義(Research methods in language education 2) 2 秋学期・木・３時限 Ｗ.オオガ-ボールドウィン

英語学特論Ⅰ-1(Current topics in language and linguistics) 2 春学期・水・１時限 ジョン クリストファー マーハ

英語学特論Ⅰ-2(Understanding language and society) 2 秋学期・水・１時限 ジョン クリストファー マーハ

英語学特論Ⅱ-1(Studies in Pragmatics and Discourse Analysis) 2 春学期・水・４時限 村田 久美子

英語学特論Ⅱ-2(Research on ELF Interaction) 2 秋学期・水・４時限 村田 久美子

英語学特論Ⅲ-1（古英語「文法編」） 2 ＜休講＞

英語学特論Ⅲ-2（古英語「読解編」） 2 ＜休講＞

英語学特論Ⅳ-1(発音指導の理論と実践） 2 春学期・木・２時限 折井 麻美子

英語学特論Ⅳ-2(聴解指導の理論と実践） 2 秋学期・木・２時限 折井 麻美子

英語学特論Ⅴ-1（Phonology） 2 春学期・火・１時限 クレメンス・ポッペ

英語学特論Ⅴ-2（Morphology） 2 秋学期・火・１時限 クレメンス・ポッペ

英語学特論Ⅵ（統語論特殊講義 1） 2 春学期・金・６時限 久野 正和

英語学特論Ⅵ（統語論特殊講義 2） 2 秋学期・金・６時限 久野 正和

言語学特論（生成文法特殊講義 1） 2 春学期・金・５時限 久野 正和

言語学特論（生成文法特殊講義 2） 2 秋学期・金・５時限 久野 正和

英語表現特殊講義１ 2 春学期・金・４時限 安間 一雄

英語表現特殊講義２ 2 秋学期・金・４時限 安間 一雄

英文学特論Ⅰ-1（イギリス小説研究１） 2 春学期・月・４時限 木村 晶子

英文学特論Ⅰ-2（イギリス小説研究２） 2 秋学期・月・４時限 木村 晶子

英文学特論Ⅱ(１７世紀・１８世紀英文学 1) 2 春学期・火・２時限 桑子 利男

英文学特論Ⅱ(１７世紀・１８世紀英文学 2) 2 秋学期・火・２時限 桑子 利男

アメリカ文学特論Ⅰ-1（近代アメリカ研究１） 2 春学期・金・３時限 石原 剛

アメリカ文学特論Ⅰ-2（近代アメリカ研究２） 2 秋学期・金・３時限 石原 剛

アメリカ文学特論Ⅱ(２０世紀アメリカ小説研究 1) 2 ＜休講＞

アメリカ文学特論Ⅱ(２０世紀アメリカ小説研究 2) 2 ＜休講＞

英文学文献研究(Renaissance English Literature 1) 2 春学期・金・３時限 三好 力

英文学文献研究(Renaissance English Literature 2) 2 秋学期・金・３時限 三好 力

アメリカ文学文献研究１(批評理論入門) 2 ＜休講＞ 和氣 一成
アメリカ文学文献研究２(批評理論研究) 2 ＜休講＞ 和氣 一成
英米文学特殊講義１(現代文学批評理論を原典で読む 1) 2 春学期・木・４時限 及川 和夫
英米文学特殊講義２(現代文学批評理論を原典で読む 1) 2 秋学期・木・４時限 及川 和夫
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（４）社会科教育専攻

研究指導

科目名 単位 時間割 担当者

社会科教育研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

社会科教育研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

社会科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

政治学研究指導（Ｍ－１） ＜休講＞

政治学研究指導（Ｍ－２） ＜休講＞

政治学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

政治学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

経済学研究指導（Ｍ－１） 春学期・木・４時限

経済学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・木・４時限

経済学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

経済学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－１） 春学期・月・３時限

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・月・３時限

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

※２：実験実習料として5,000円の納入が必要です。納入期間・方法等は科目登録の案内を確認してください。

大橋 幸泰

高木 徳郎

近藤 孝弘

池 俊介

久保 純子

小森 宏美

堀越 宏一

小松 香織

石濱 裕美子

北河 賢三

井戸 正伸

山内 昌和

箸本 健二

野中 章弘

伊藤 守

林 幹夫

北澤 裕

藁谷 友紀

熊谷 善彰

遠藤 美奈
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演 習

科目名 単位 時間割 担当者

社会科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・火・１時限

社会科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・１時限

社会科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・火・２時限

社会科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・火・２時限

社会科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・２時限

社会科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・２時限

社会科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・１時限

社会科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・１時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－１） 2 春学期・火・４時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・４時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－１） 2 春学期・火・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・火・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・６時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・６時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－１） 2 ＜休講＞

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２） 2 ＜休講＞

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・４時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・４時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・２時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・２時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・無・その他

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・無・その他

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・６時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・６時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・月・７時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・７時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・６時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・６時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ１－１） 2 春学期・金・５時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・５時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ２－１） 2 春学期・金・６時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・６時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－１） 2 春学期・金・５時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・５時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－１） 2 春学期・金・６時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・６時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・４時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・４時限

政治学演習（Ｍ１－１） 2 ＜休講＞

政治学演習（Ｍ１－２） 2 ＜休講＞

政治学演習（Ｍ２－１） 2 ＜休講＞

政治学演習（Ｍ２－２） 2 ＜休講＞

近藤 孝弘

池 俊介

大橋 幸泰

高木 徳郎

小森 宏美

堀越 宏一

小松 香織

石濱 裕美子

北河 賢三

井戸 正伸

山内 昌和

箸本 健二

久保 純子

19



科目名 単位 時間割 担当者

政治学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・３時限

政治学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・３時限

政治学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・１時限

政治学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・１時限

経済学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

経済学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

経済学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・２時限

経済学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・２時限

経済学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・火・７時限

経済学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・７時限

経済学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・４時限

経済学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・４時限

社会学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

社会学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

社会学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

社会学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

社会学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・火・２時限

社会学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・２時限

社会学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・火・１時限

社会学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・火・１時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・４時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・４時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・２時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・２時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・無・その他

選択科目

科目名 単位 時間割 担当者

社会科教育特論Ⅰ 2 秋学期・木・２時限 池 俊介

社会科教育特論Ⅱ 2 春学期・木・２時限 近藤 孝弘

歴史学特論Ⅰ-1（日本中世史） 2 春学期・火・３時限 高木 徳郎

歴史学特論Ⅰ-2（日本中世史） 2 秋学期・火・３時限 高木 徳郎

歴史学特論Ⅱ-1（日本中世史） 2 ＜休講＞

歴史学特論Ⅱ-2（日本中世史） 2 ＜休講＞

歴史学特論Ⅲ-1（日本近世史） 2 春学期・木・４時限 大橋 幸泰

歴史学特論Ⅲ-2（日本近世史） 2 秋学期・木・４時限 大橋 幸泰

歴史学特論Ⅳ-1（日本近世史） 2 ＜休講＞

歴史学特論Ⅳ-2（日本近世史） 2 ＜休講＞

歴史学特論Ⅴ-1（日本近現代史） 2 春学期・金・３時限 北河 賢三

歴史学特論Ⅴ-2（日本近現代史） 2 秋学期・金・３時限 北河 賢三

歴史学特論Ⅵ-1（東洋古代中世史） 2 春学期・水・４時限 石見 清裕

歴史学特論Ⅵ-2（東洋古代中世史） 2 秋学期・水・４時限 石見 清裕

歴史学特論Ⅶ-1（東洋近現代史） 2 春学期・木・５時限 石濱 裕美子

歴史学特論Ⅶ-2（東洋近現代史） 2 秋学期・木・５時限 石濱 裕美子

歴史学特論Ⅷ-1（中東近現代史） 2 春学期・月・３時限 小松 香織

歴史学特論Ⅷ-2（中東近現代史） 2 秋学期・月・３時限 小松 香織

歴史学特論Ⅸ-1（中東近現代史） 2 ＜休講＞

歴史学特論Ⅸ-2（中東近現代史） 2 ＜休講＞

歴史学特論Ⅹ-1（西洋中近世史） 2 春学期・火・２時限 堀越 宏一

歴史学特論Ⅹ-2（西洋中近世史） 2 秋学期・火・２時限 堀越 宏一

林 幹夫

北澤 裕

藁谷 友紀

熊谷 善彰

遠藤 美奈

野中 章弘

伊藤 守
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科目名 単位 時間割 担当者

歴史学特論XI-1（西洋中近世史） 2 ＜休講＞

歴史学特論XI-2（西洋中近世史） 2 ＜休講＞

歴史学特論XII-1（西洋近現代史） 2 春学期・火・２時限 小森 宏美

歴史学特論XII-2（西洋近現代史） 2 秋学期・火・２時限 小森 宏美

地理学特論Ⅰ-1（自然地理） 2 春学期・木・５時限 久保 純子

地理学特論Ⅰ-2（自然地理） 2 秋学期・木・５時限 久保 純子

地理学特論Ⅱ-1（人文地理） 2 春学期・金・２時限 上村 博昭

地理学特論Ⅱ-2（人文地理） 2 秋学期・金・２時限 箸本 健二

地理学特論Ⅲ-1（地誌学） 2 春学期・水・２時限 山内 昌和

地理学特論Ⅲ-2（地誌学） 2 秋学期・水・２時限 山内 昌和

政治学特論Ⅰ-1（行政学） 2 春学期・金・４時限 藤井 浩司

政治学特論Ⅰ-2（行政学） 2 秋学期・金・４時限 藤井 浩司

政治学特論Ⅱ-1（政治思想） 2 ＜休講＞

政治学特論Ⅱ-2（政治思想） 2 ＜休講＞

政治学特論Ⅲ-1（政治制度） 2 ＜休講＞

政治学特論Ⅲ-2（政治制度） 2 ＜休講＞

政治学特論Ⅳ-1（憲法） 2 春学期・金・２時限 遠藤 美奈

政治学特論Ⅳ-2（憲法） 2 秋学期・金・１時限 遠藤 美奈

経済学特論Ⅰ-1（経済理論） 2 ＜休講＞

経済学特論Ⅰ-2（経済理論） 2 ＜休講＞

経済学特論Ⅱ-1（金融論） 2 春学期・火・２時限 熊谷 善彰

経済学特論Ⅱ-2（金融論） 2 秋学期・火・２時限 熊谷 善彰

経済学特論Ⅲ-1（企業経済学） 2 春学期・火・４時限 藁谷 友紀

経済学特論Ⅲ-2（企業経済学） 2 秋学期・火・４時限 藁谷 友紀

経済学特論Ⅳ-1（応用ミクロ経済学） 2 春学期・火・３時限 黒田 祥子

経済学特論Ⅳ-2（応用ミクロ経済学） 2 秋学期・火・３時限 黒田 祥子

社会学特論Ⅰ-1（都市社会学） 2 春学期・水・２時限 林 幹夫

社会学特論Ⅰ-2（都市社会学） 2 秋学期・水・２時限 林 幹夫

社会学特論Ⅱ-1（視覚社会学） 2 春学期・金・３時限 北澤 裕

社会学特論Ⅱ-2（視覚社会学） 2 秋学期・金・３時限 北澤 裕

メディア・コミュニケーション学特論Ⅰ-1 2 春学期・木・２時限 野中 章弘

メディア・コミュニケーション学特論Ⅰ-2 2 秋学期・木・２時限 野中 章弘

メディア・コミュニケーション学特論Ⅱ-1 2 春学期・月・５時限 伊藤 守

メディア・コミュニケーション学特論Ⅱ-2 2 秋学期・月・５時限 伊藤 守

メディア・コミュニケーション学特論Ⅲ-1 2 ＜休講＞ 伊藤 守

メディア・コミュニケーション学特論Ⅲ-2 2 ＜休講＞ 伊藤 守

21



（５）数学教育専攻

研究指導

科目名 単位 単位 担当者

数学科教育研究指導（教科内容・方法）（Ｍ－１） 春学期・無・その他

数学科教育研究指導（教科内容・方法）（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

数学科教育研究指導（教育情報・評価）（Ｍ－１） 春学期・無・その他

数学科教育研究指導（教育情報・評価）（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

解析学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他
解析学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他
代数学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

代数学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

幾何学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

幾何学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

情報数学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

情報数学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

トポロジー研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

トポロジー研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

情報数学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

情報数学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

演 習

科目名 単位 時間割 担当者

数学科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・２時限

数学科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・２時限

数学科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・６時限

数学科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・６時限

数学科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

数学科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・５時限

数学科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・６時限

数学科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・６時限

解析学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

解析学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

解析学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・４時限

解析学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・４時限

代数学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

代数学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・５時限

代数学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・５時限

代数学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・５時限

幾何学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

幾何学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

幾何学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

幾何学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

情報数学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・７時限
情報数学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・７時限
情報数学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・４時限

情報数学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・４時限

トポロジー演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

トポロジー演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

トポロジー演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・２時限

トポロジー演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・２時限

情報数学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・１時限

情報数学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・１時限

情報数学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・２時限

情報数学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・２時限

谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子

小林 和夫

瀧澤 武信

渡邊 公夫

小柴 健史

谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子

小林 和夫

瀧澤 武信

渡邊 公夫

小柴 健史
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選択科目

科目名 単位 時間割 担当者

数学科教育特論Ⅰ-1 2 春学期・月・３時限 渡邊 公夫

数学科教育特論Ⅰ-2 2 秋学期・月・３時限 渡邊 公夫

数学科教育特論Ⅱ-1 2 ＜休講＞

数学科教育特論Ⅱ-2 2 ＜休講＞

数学科教育特論Ⅲ-1 2 ＜休講＞

数学科教育特論Ⅲ-2 2 ＜休講＞

数学科教育特論Ⅳ-1 2 春学期・火・６時限 瀧澤 武信

数学科教育特論Ⅳ-2 2 秋学期・火・６時限 瀧澤 武信

解析学特論Ⅰ-1 2 ＜休講＞

解析学特論Ⅰ-2 2 ＜休講＞

解析学特論Ⅱ-1 2 春学期・木・２時限 小林 和夫

解析学特論Ⅱ-2 2 秋学期・木・２時限 小林 和夫

代数学特論Ⅰ-1 2 春学期・月・４時限 広中 由美子

代数学特論Ⅰ-2 2 秋学期・月・４時限 広中 由美子

代数学特論Ⅱ-1 2 春学期・火・２時限 村井 聡

代数学特論Ⅱ-2 2 秋学期・火・２時限 村井 聡

幾何学特論Ⅰ-1 2 春学期・金・２時限 小森 洋平

幾何学特論Ⅰ-2 2 秋学期・金・２時限 小森 洋平

幾何学特論Ⅱ-1 2 春学期・月・３時限 沢田 賢

幾何学特論Ⅱ-2 2 秋学期・月・３時限 沢田 賢

情報数学特論Ⅰ-1 2 春学期・月・５時限 小柴 健史

情報数学特論Ⅰ-2 2 秋学期・月・５時限 小柴 健史
情報数学特論Ⅱ-1 2 春学期・木・５時限 横森 貴
情報数学特論Ⅱ-2 2 秋学期・木・５時限 横森 貴

情報数学特論Ⅲ-1 2 春学期・火・５時限 瀧澤 武信
情報数学特論Ⅲ-2 2 秋学期・火・５時限 瀧澤 武信

情報数学特論Ⅳ-1 2 春学期・火・２時限 新井 仁之

情報数学特論Ⅳ-2 2 秋学期・火・２時限 新井 仁之

コンピュータ数学１ 2 春学期・金・１時限 小柴 健史

コンピュータ数学２ 2 秋学期・金・１時限 小柴 健史

トポロジー特論Ⅰ-1 2 ＜休講＞

トポロジー特論Ⅰ-2 2 ＜休講＞

トポロジー特論Ⅱ-1 2 春学期・木・１時限 谷山 公規

トポロジー特論Ⅱ-2 2 秋学期・木・１時限 谷山 公規

23



（６）各専攻共通選択科目

Ａ群

科目名 単位 時間割 担当者

人間形成論 2 春学期・木・３時限 眞壁 宏幹

教授・学習論 2 春学期・月・６時限 平野 朝久

教育工学及び実習 ※３ 2 春学期・金・２時限 三尾 忠男

河村 茂雄

武蔵 由佳

教育経営論 2 ＜休講＞

学校教育法規 2 春学期・火・６時限 中田 康彦

教師論 2 ＜休講＞

初等学習指導論 2 春学期・月・４時限 小林 宏己

初等科学教育論 2 秋学期・水・３時限 露木 和男
発達障害論 2 春学期・火・６時限 齊藤 宇開

特別支援教育の理論と制度 2 秋学期・月・３時限 梅永 雄二

学校カウンセリングＡ（心理支援に関する理論と実践） 2 春学期・月・２時限 河村 茂雄

学校カウンセリングＢ（心理支援に関する理論と実践） 2 秋学期・月・２時限 河村 茂雄

生涯教育論 2 秋学期・月・４時限 雪嶋 宏一

学校コンピュータ１ 2 春学期・火・５時限 佐久間 拓也

学校コンピュータ２ 2 秋学期・火・５時限 佐久間 拓也

少年司法と教育 2 秋学期・木・４時限 吉開 多一

高等教育論 2 春学期・火・１時限 姉川 恭子

特別支援教育インターンシップ（大学院） 4 通年・月・４時限 梅永 雄二

本田 恵子

高野 光司

本田 恵子

加瀬 恭子

鎌田 晴美

菊地 祐子
小西 好彦

発達障害の理解と指導実践 1 夏ｸｫｰﾀｰ・金・３時限 橋 あつ子

学習障害の理解と読み・書き・算数の指導実践 1
夏季集中

9/6(木)、9/7(金)
各1～4限

月森 久江

バーンズ亀山静子

鈴村 眞理

本田 恵子

鈴村 眞理

ソーシャルワーク研究 2 冬クォーター・火・４～５時限 山田 祐子

社会的自己と教育 2 春学期・木・２時限 松本 芳之

いのちの教育 2 ＜休講＞

教師が学ぶ情報リテラシー 2 春学期・火・６時限 武沢 護

自然体験教育を通したグループ活動演習（心の健康教
育に関する理論と実践)

1
夏季集中

8/20(月)、8/21(火)
本田 恵子

世界の教育制度・政策研究 2 春学期・月・５時限 長島 啓記

教育実践からみた教育法令・法規研究 2 冬ｸｫｰﾀｰ・月・３～４時限 坂田 仰

人権教育 1 冬ｸｫｰﾀｰ・月・２時限 細谷 美明

青少年の居場所と文化 2 冬ｸｫｰﾀｰ・火・３～４時限 宮古 紀宏

生涯学習コーディネーター実践研究 2 春ｸｫｰﾀｰ・火・３～４時限 永堀 宏美

矯正教育の原理と方法 2 ＜休講＞

非行臨床の実践研究（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 2 春学期・木・２時限 村松 励

生徒・生活指導論 2 春学期・月・３時限

通年・無・その他

人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実
践）

2 春ｸｫｰﾀｰ・土・３～５時限

個別カウンセリング理論と実践（心理支援に関する理
論と実践）

2 春学期・火・２時限

グループダイナミクスの実践演習（家族関係・集団・
地域社会における心理支援に関する理論と実践）

1
夏季集中

8/4(土)、8/5(日)、
8/6(月)

インクルーシブ教育インターンシップ（大学院） 4
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科目名 単位 時間割 担当者

進路多様校の教育課題 1 春ｸｫｰﾀｰ・水・４時限 羽入田 眞一

私立学校の経営と運営 1 ＜休講＞

学校の経営 1 夏ｸｫｰﾀｰ・火・４時限 羽入田 眞一

持続可能な開発のための教育(ESD)の理論と実践 2
夏季集中

9/6(木)2～4限、
9/7(金)・10(月)・

成田 喜一郎

若者支援の臨床社会学 2 春学期・金・１時限 古賀 正義

※３：実験実習料として2,000円の納入が必要です。納入期間・方法等は科目登録の案内を確認してください。

Ｂ群

科目名 単位 時間割 担当者

言語学研究１ 2 春学期・火・６時限 原田 康也

言語学研究２ 2 秋学期・火・６時限 原田 康也

英米文化研究１(Background Studies 1) 2 春学期・水・５時限 松永 典子

英米文化研究２(Background Studies 2) 2 秋学期・水・５時限 松永 典子

社会言語学1(Language and social interaction) 2 春学期・金・３時限 山下 里香

社会言語学2(Doing sociolinguistic research) 2 秋学期・金・３時限 山下 里香

比較文学１ 2 春学期・金・３時限 及川 和夫
比較文学２ 2 秋学期・金・３時限 及川 和夫
心理言語学Ａ 2 春学期・金・３時限 川 惠里子

心理言語学Ｂ 2 秋学期・金・３時限 川 惠里子

文化史研究 2 春学期・月・２時限 根占 献一

環境論１ 2 春学期・月・４時限 山崎 晴雄

環境論２ 2 秋学期・金・２時限 須貝 俊彦

地域研究I 2 春学期・月・４時限 山下 清海

地域研究II 2 秋学期・火・３時限 加賀美 雅弘

憲法研究 2 春学期・金・４時限 高橋 義人

情報処理理論１ 2 春学期・月・５時限 横森 貴

情報処理理論２ 2 秋学期・月・５時限 横森 貴

歴史を学ぶ意義 2 春学期・水・７時限 小嶋 栄一

競争社会における教育 2 春学期・火・３時限 藁谷 友紀

内山 精也

石原 千秋

金井 景子
幸田 国広
田渕 句美子
中嶋 
新美 哲彦
仁科 明

福家 俊幸
町田 守弘
松木 正恵

松本 直樹

和田 敦彦

稲葉 有祐

新国語教育講座 2 秋学期・火曜・３限
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Ｃ群
科目名 単位 単位 担当者

河村 茂雄

水谷 明弘

新美 哲彦

幸田 国広

内木 明子

インターンシップのための教科教育論（英語科） 2 春学期・水・４時限 下山 幸成

インターンシップのための教科教育論（社会科） 2 春学期・月・２時限 黒川 みどり

インターンシップのための教科教育論（数学科） 2 春学期・月・５時限 駒野 誠

湯川 次義

小林 敦子

原田 哲男

湯川 次義

小林 敦子

原田 哲男
※C群科目は、専修免許取得をめざす学生のみ履修してください。

自由選択科目

科目名 単位 時間割 担当者

英語(Academic Reading & Presentation 1) 2 春学期・水・５時限 久野 正和

英語(Academic Reading & Presentation 2) 2 秋学期・水・５時限 久野 正和

英語(Academic Writing & Presentation 1) 2 春学期・火・１時限 川瀬 彩那

英語(Academic Writing & Presentation 2) 2 秋学期・火・１時限 川瀬 彩那

ドイツ語１ 1 春学期・水・３時限 高橋 順一

ドイツ語２ 1 秋学期・水・３時限 高橋 順一

フランス語１ 1 春学期・火・３時限 丸川 誠司

フランス語２ 1 秋学期・火・３時限 渡邉 芳敬

中国語１ 1 春学期・月・２時限 高橋 良行

中国語２ 1 秋学期・月・２時限 高橋 良行

海外学術交流 Ｂ 2 秋学期・無・その他

学級経営インターンシップ（大学院） 4 通年・月・６時限

中等国語科インターンシップ（大学院） 4 通年・金・２時限

海外学術交流 Ａ 2 春学期・無・その他
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４． 履修方法（修士課程）
① 修了要件
各専攻において入学の際に定められた研究指導を担当する教員を指導教員とし、論文の作成、研究一般についてはその指導を

受けること。

通常２年以上４年以内在学し、３２単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および試験に合格し

なければならない。

なお、修了所定単位３２単位は次のように履修するものとする。

【学校教育専攻】

科目区分
所 定

単位数

上 限

単位数

研究指導 ― ―
指導教員の研究指導が４セメスター

以上「合格」であること※

演習科目 ８ ―
指導教員の演習科目（１）［１年次配

当］・（２）［２年次配当］を履修

自専攻設置の選択科目 １２ １６

大学院交流学生（慶應大学）制度の科

目は８単位を限度としてこの科目区

分に振り替える

共通選択科目

Ａ群 ４

８ １２Ｂ群
―

Ｃ群

他専攻設置の選択科目

―

４

８

・「他専攻設置の選択科目」には、教

育学研究科高度教職実践専攻の「分野

別選択科目」を含む。

・自専攻設置の選択科目として振り替

えた大学院交流学生（慶應大学）科目

も、本区分の上限単位数８単位に含ま

れる

他研究科設置の科目

大学院学生交流連合の科目

大学院交流学生（慶應大学）科目 ―

修士論文 ― ― 審査および試験に合格

科目区分ごとの「所定単位数」の

合計
２８

修了所定単位 ３２

上記の科目区分ごとの「所定単位数」の合計２８単

位に加えて、上記科目区分より上限単位数を超えな

い範囲で単位を取得し、左記の《修了所定単位数》

を満たすこと。

※通年開講の「研究指導」の合格については１科目につき２セメスター合格したものとみなす。

【科目登録時の注意】

(1) 年間履修制限単位数は３６単位とする。

(2) 演習科目・自専攻設置の選択科目・共通選択科目・他専攻設置の選択科目・他研究科設置の科目・大学院学生交流連

合の科目・大学院交流学生（慶應大学）制度の科目は、年間履修制限単位数の対象に含まれる。

(3) 教育学研究科の自由選択科目、グローバルエデュケーションセンター設置科目および大学院共通設置科目は、修了所

定単位に算入されない随意科目扱いのため、年間履修制限単位数の対象に含まれない。
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【国語・英語・社会科・数学教育専攻】

科目区分
所 定

単位数

上 限

単位数

研究指導 ― ―
指導教員の研究指導が４セメスター

以上「合格」であること※

演習科目 ８ ―
指導教員の演習科目（１）［１年次配

当］・（２）［２年次配当］を履修

学校教育専攻設置の選択科目 ４ ８

自専攻設置の

選択科目

教科教育特論 ４

１２ １６
教科教育特論
以外の選択科目 ―

大学院交流学生（慶應大学）制度の科

目は８単位を限度としてこの科目区

分の単位として扱う

共通選択科目

Ａ群 ４

８Ｂ群
―

Ｃ群

他専攻設置の選択科目

―

４

８

・「他専攻設置の選択科目」には、教

育学研究科高度教職実践専攻の「分野

別選択科目」を含む。

・自専攻設置の選択科目として振り替

えた大学院交流学生（慶應大学）科目

も、本区分の上限単位数８単位に含ま

れる

他研究科設置の科目

大学院学生交流連合の科目

大学院交流学生（慶應大学）科目 ―

修士論文 ― ― 審査および試験に合格

科目区分ごとの「所定単位数」の

合計
２８

修了所定単位 ３２

上記の科目区分ごとの「所定単位数」の合計２８単

位に加えて、上記科目区分より上限単位数を超えな

い範囲で単位を取得し、左記の《修了所定単位数》

を満たすこと。

※通年開講の「研究指導」の合格については１科目につき２セメスター合格したものとみなす。

【備考】

○教科教育特論は、以下の科目を指す。

・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

・英語教育専攻 ： 英語科教育特論Ⅰ、英語科教育特論Ⅱ、英語科教育特論Ⅲ、英語科教育特論Ⅳ

・社会科教育専攻 ： 社会科教育特論Ⅰ、社会科教育特論Ⅱ

・数学教育専攻 ： 数学科教育特論Ⅰ、数学科教育特論Ⅱ、数学科教育特論Ⅲ、数学科教育特論Ⅳ

【科目登録時の注意】

(1) 年間履修制限単位数は３６単位とする。

(2) 演習科目・自専攻設置の選択科目・共通選択科目・他専攻設置の選択科目・他研究科設置の科目・大学院学生交流連

合の科目・大学院交流学生（慶應大学）制度の科目は、年間履修制限単位数の対象に含まれる。

(3) 教育学研究科の自由選択科目、グローバルエデュケーションセンター設置科目および大学院共通設置科目は、修了所

定単位に算入されない随意科目扱いのため、年間履修制限単位数の対象に含まれない。
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② 現職教員等の学生の履修方法の特例

(1) 教育上特別に必要があると認められる場合には、特定の時間または時期において、適当な方法により授業または研究指導を

行うことがある。

(2) 上記の方法による履修を希望する学生は、入学志願の際その旨を申し出なければならない。

(3) 特例の適用を受けた学生は、第１年次は通常の形態による授業および研究指導を受け、第２年次は指導教員の指示に従って

定期的に研究指導を受けなければならない。

③ 学年延長者の科目の選択と履修について

学年延長者においても必ず所定の期間内に、授業科目および研究指導の科目登録を行わなければならない。

(1) 修士論文のみを残す者であっても、指導教員の研究指導を必ず科目登録すること。

(2) 不足単位のある者は、所定の単位を充足するよう科目登録すること。

(3) 次の要件を満たした者については、９月１５日付で修士の学位を授与することができる。

①修士論文提出に関する要件を具備することができなかった者が、次年度の９月までにその要件を満たしたとき。

（修了できなかった年度に「修士論文計画書」を提出していることが前提）

②所定の単位不足（６単位以内の不足であること）により修了要件を満たすことができなかった者が、次年度、

春学期終了科目の単位を修得することにより修了要件を満たしたとき。

④ 入学前または在学中の留学により修得した単位の扱い

(1)入学前：

①本研究科に正規学生として入学する前に本大学大学院または他大学大学院（外国の大学の大学院を含む）において正規学

生もしくは科目等履修生として修得した科目のうち、内容が本研究科設置科目（研究指導、演習科目および実験実習を伴

う科目を除く）に該当すると認められる科目、および本研究科の科目等履修生として修得した科目について、本研究科運

営委員会が認めた場合に限り、８単位を限度として、該当する科目の科目区分に修了に必要な単位として充当することが

できる。

②本研究科に正規学生として入学する前に、教育学部の「先取り履修制度」によって取得した科目については、

本研究科運営委員会が認めた場合に限り、１６単位を限度（上記①による単位数を含めて１６単位が上限）と

して、該当する科目の科目区分に修了に必要な単位として充当することができる。

③上記①②の単位認定を希望する場合は、初年度の科目登録時以前に事務所へ申し出なければならない。

(2)在学中：

在学中の正規学生が留学先等で修得した単位については、留学先大学での受入資格・目的・学習内容が、大学院学生レベル

（GRADUATE)であり、内容が本研究科設置科目（研究指導・演習・実験実習を伴う科目を除く）に該当すると認められる科目

について、本研究科運営委員会が認めた場合に限り、１０単位を限度（入学時に、本研究科以外で修得した科目を単位認定し

ている場合、それを含めて１０単位が上限）として該当する科目の科目区分に修了に必要な単位として充当することができる。

なお、既に本研究科において単位を修得している科目と同一内容の科目は除く。

また、語学研修が目的の留学などの場合は、単位認定の対象とはしない。
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５． 教育職員免許状取得について

① 教育学研究科修士課程で取得できる教育職員免許状の種類及び教科一覧

※2019 年度以降については、教育職員免許法・同法施行規則改正のため教職課程再課程認定申請中。ただし、文部科学省に

おける審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。

専 攻 名 免 許 状 の 種 類 免 許 状 の 教 科

学校教育専攻 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 英語 ﾄﾞｲﾂ語

ﾌﾗﾝｽ語 中国語 ｽﾍﾟｲﾝ語

高等学校教諭専修免許状

国語 地理歴史 公民 数学 理科

書道 英語 ﾄﾞｲﾂ語 ﾌﾗﾝｽ語 中国語

ｽﾍﾟｲﾝ語 情報

国語教育専攻 中学校教諭専修免許状 国語

高等学校教諭専修免許状 国語 書道

英語教育専攻 中学校教諭専修免許状 英語

高等学校教諭専修免許状 英語

社会科教育専攻 中学校教諭専修免許状 社会

高等学校教諭専修免許状 地理歴史 公民

数学教育専攻 中学校教諭専修免許状 数学

高等学校教諭専修免許状 数学 情報

②専修免許状取得の前提条件

本研究科修士課程にて、専修免許状を取得する場合は、以下の前提条件のいずれかを満たしている必要がある。

① 本研究科入学以前に、教員職員免許法第５条別表第１により、同一学校種・教科の一種免許状を取得していること。

② 教員職員免許法第５条別表第１により、同一学校種・教科の一種免許状取得のための所要資格を満たしていること。

上記の前提条件を有しない場合は、研究科長および指導教員が正規の授業に支障がないと認めた場合、学部の科目等履修生と

して別途出願し、不足している単位の修得をめざすことができる。詳細は、入学手続時に配付する書類で確認すること。

③専修免許状取得のための履修方法

取得済みの一種免許状と「同一学校種・教科」の「教科に関する科目」または「教職に関する科目」を合わせて２４単位以上

取得し、本研究科修士の学位を得ることにより、「１．教育学研究科で取得できる免許状の種類及び教科一覧」の各専攻に該当す

る学校種および教科の中で、取得済みの一種免許状と「同一学校種・教科」の専修免許状が取得できる。

科目登録の際は、専修免許に必要な単位を満たしているか必ず確認すること。修了に必要な単位を修得しても、専修免許取得に

必要な単位数を満たせないケースがあるので、注意すること。
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④教育職員免許状の申請

教育職員免許状の申請には、個人申請と一括申請の２つの方法がある。

○個人申請

本人が、住民票のある都道府県の教育委員会に申請をする方法。ただし、教員の採用が決まっている場合は、採用校のあ

る都道府県の教育委員会でも申請できる。

○一括申請

３月の修了予定者に限り、大学がとりまとめて申請を代行する方法。学位授与式当日に教育職員免許状を手渡しする。た

だし、教育職員免許状の取得方法によっては、一括申請できない場合もあるので、詳細は事務所まで問い合わせること。

⑤その他

教育職員免許状は原則として再交付されない。その代わり、教育職員免許状を授与している旨の事実を証明する「教育職員免

許状授与証明書」を、免許状を発行した都道府県教育委員会（一括申請であれば東京都）で申請することができる。「教育職員免

許状授与証明書」には、免許状の種類、記号番号、授与年月日等が記載されているので、手続き方法の詳細は免許状を発行した

都道府県教育委員会へ問い合わせること。

（例外）以下のケースの場合、教員免許状が再交付される可能性がある。

●災害・盗難等本人にまったく責任の無い滅失による場合で、り災証明書がある場合

●破損または汚損の場合で既存の教育職員免許状原本と交換での再交付を希望する場合
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Ⅳ．教育学研究科博士後期課程案内

１． 教育学研究科博士後期課程の概要

早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程の設置目的は，(1)教育および教科内容にかかわる高度な学術的研究者の育

成，(2)高度な教育専門職の指導者の育成，(3)高度な専門職業人の育成にあります。

本博士後期課程は，教育基礎学専攻と教科教育学専攻の２専攻から構成されています。教育基礎学専攻は，大別して教育

学・教育心理学・社会教育学・初等教育学という 4 つの学問領域から成り立っていますが，ここでいう「基礎」の概念は，

単に教科教育の前提的知見をもって規定されるのではありません。むしろ，教育の実際・実践の理論研究に力点をおく専門

的研究に不可欠な基本的識見とその開発を目論んでいるものです。

教科教育学専攻は，国語科教育・内容学，英語科教育・内容学，社会科教育・内容学，数学科教育学・内容学という４つ

の研究領域から成り立っています。教科教育学専攻は，基礎学部である教育学部で培われた伝統的な教育理念，すなわち単

なる教科専門だけではなく，広く諸科学の学問領域にかかわる指導者の育成を目指す教育理念を継承しながらも，さらに時

代の要請にも応えようとするものです。当専攻の各研究領域では，教科教育学の高度な実践理論的研究および各教科の高度

な内容を支える諸学の専門的探求が目指されています。

したがって両専攻共に伝統的な学問分野での基本的な研究指導・演習科目の充実はいうまでもなく，教育の実践的な学問

領域での研究指導・演習科目の配当にも力点をおいています。

２． 教育学研究科博士後期課程の特徴

本研究科の博士後期課程においては，学術研究者，教育専門職の指導者および専門職業人の３者が同じ課程で研究指導を

受けることができる。これは他に例をみないところです。また，これら３者の教育と研究指導の目標は，単なる教授理論や

実践的な教育方法に埋没することなく、教育の実践的理論研究を新しく開発する力量を育成するところにあります。

したがって，当博士後期課程の教育・研究をとおして取得される博士（教育学）の学位では，現代的諸課題の解決に資す

るべく教育の実践的理論の研究能力に長けていることが重視されています。

本研究科より授与される博士（教育学）は，必ずしも研究者のみを対象とするものではありません。博士の学位が，教育

の実践的指導者，あるいは専門職業に携わる一般社会人にも授与されるのは，社会的必要にも応える，本博士後期課程なら

ではの独自性であります。

また，教科内容学の専門的探求による卓抜した研究業績に関しては博士（学術）を，数学の専門領域に関しては博士（理

学）を授与することになっています。

このような博士後期課程での特徴ある教育目標を実現するため，本研究科では，「複合履修制」を取り入れています。そ

れぞれの研究指導教員のもとに入学した人は，狭い知見に限定されないよう，他の研究指導に並設されている「研究演習」

科目での指導を１ヵ年間受けることが義務づけられていますが，これを複合履修制と呼び，本博士後期課程の特徴の１つと

しています。



〔博士後期課程〕

（１）教育基礎学専攻

研究指導

科目名 単位 時間割 担当者

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

上淵 寿

岩 正吾

矢口 徹也

前田 耕司

小林 敦子

梅永 雄二

本田 恵子

湯川 次義

３． 201８年度設置の研究指導・演習・担当教員一覧
※担当教員は、2019年度に交替することがあります。

水原 克敏

坂倉 裕治

坂爪 一幸

椎名 乾平

堀 正士

佐藤 隆之

河村 茂雄

小松 茂久

藤井 千春

長島 啓記

吉田 文
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演 習

科目名 単位 時間割 担当者

教育思想研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

教育思想研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

教育制度史研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

教育制度史研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

教育哲学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

教育哲学研究演習（Ｄ－２） 2
夏季集中

8/3(金)、6(月)、7(火)

教育内容・方法学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

教育内容・方法学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

比較教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

比較教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

教育社会学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

教育社会学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

教育行財政学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

教育行財政学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

初等教育学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・土・３時限

初等教育学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・土・３時限

初等教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

初等教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

臨床心理学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・水・７時限

臨床心理学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・水・７時限

教育評価・測定研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・月・６時限

教育評価・測定研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・月・６時限

障害・神経心理学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・水・６時限

障害・神経心理学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・水・６時限

学校心理学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・月・６時限

学校心理学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・月・６時限

特別支援教育学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・火・２時限

特別支援教育学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・火・２時限

発達・教育心理学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・金・２時限

発達・教育心理学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・金・１時限

社会教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・６時限

社会教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・６時限

社会教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・５時限

社会教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・５時限

社会教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

社会教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

生涯教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

生涯教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

※４：実験実習料として7,500円の納入が必要です。納入期間・方法等は科目登録の案内を確認してください。

前田 耕司

矢口 徹也

岩 正吾

藤井 千春

湯川 次義

河野 哲也

小松 茂久

河村 茂雄

小林 敦子

堀 正士

椎名 乾平

坂爪 一幸

本田 恵子

梅永 雄二

佐藤 隆之

水原 克敏

長島 啓記

吉田 文

上淵 寿
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（２）教科教育学専攻

研究指導

科目名 単位 時間割 担当者

国語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・金・４～５時限

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・金・４～５時限

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

大津 雄一

中嶋 

田渕 句美子

石原 剛

木村 晶子

久野 正和

村田 久美子

金井 景子

石原 千秋

折井 麻美子

原田 哲男

澤木 泰代

松坂 ヒロシ

和田 敦彦

近藤 孝弘

池 俊介

福家 俊幸

堀 誠

内山 精也

新美 哲彦

松本 直樹

松木 正恵

町田 守弘

幸田 国広
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科目名 単位 時間割 担当者

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） ＜休講＞

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） ＜休講＞

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・火・３時限

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・火・３時限

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・水・５時限

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・水・５時限

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

※５：実験実習料として5,000円の納入が必要です。納入期間・方法等は科目登録の案内を確認してください。

谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子

小林 和夫

藁谷 友紀

熊谷 善彰

井戸 正伸

北河 賢三

大橋 幸泰

小柴 健史

高木 徳郎

山内 昌和

瀧澤 武信

渡邊 公夫

野中 章弘

伊藤 守

堀越 宏一

小松 香織

石濱 裕美子

箸本 健二

久保 純子

小森 宏美

林 幹夫

北澤 裕
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演 習

科目名 単位 時間割 担当者

国語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・７時限

国語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・７時限

国語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

国語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

日本語学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・７時限

日本語学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・７時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 ＜休講＞

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 ＜休講＞

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

近代文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

近代文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・７時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・７時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１）※【隔週開講】 2 春学期・金・６～７時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・６時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・４時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・４時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・４時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・４時限

英語学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

英語学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

英語学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・火・３時限

英語学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・火・３時限

アメリカ文学・文化研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・６時限

アメリカ文学・文化研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・６時限

イギリス文学・文化研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

イギリス文学・文化研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

社会科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・２時限

社会科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・２時限

幸田 国広

福家 俊幸

松本 直樹

新美 哲彦

松木 正恵

木村 晶子

町田 守弘

池 俊介

田渕 句美子

大津 雄一

金井 景子

石原 千秋

堀 誠

内山 精也

中嶋 

折井 麻美子

原田 哲男

澤木 泰代

村田 久美子

石原 剛

久野 正和

松坂 ヒロシ

和田 敦彦
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科目名 単位 時間割 担当者

社会科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・３時限

社会科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・３時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・火・６時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・火・６時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・２時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・２時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・６時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・６時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・３時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・３時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・４時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・４時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・無・その他

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・無・その他

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・４時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・４時限

地理学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・土・３時限

地理学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・土・３時限

地理学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・火・１時限

地理学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・火・１時限

地理学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

地理学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

政治学研究演習（Ｄ－１） 2 ＜休講＞

政治学研究演習（Ｄ－２） 2 ＜休講＞

経済学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・４時限

経済学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・３時限

経済学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・１時限

経済学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・１時限

社会学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

社会学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

社会学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

社会学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・無・その他

数学科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・７時限

数学科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・７時限

数学科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・７時限

数学科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・７時限

解析学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

解析学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

代数学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・火・３時限

代数学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・２時限

幾何学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

幾何学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

情報数学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

情報数学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

情報数学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・３時限

情報数学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・３時限

トポロジー研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・４時限

トポロジー研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・４時限

山内 昌和

箸本 健二

谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子

小林 和夫

瀧澤 武信

渡邊 公夫

高木 徳郎

近藤 孝弘

伊藤 守

野中 章弘

久保 純子

石濱 裕美子

北河 賢三

大橋 幸泰

熊谷 善彰

小森 宏美

堀越 宏一

小松 香織

小柴 健史

林 幹夫

北澤 裕

藁谷 友紀

井戸 正伸
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４． 履修方法（博士後期課程）

① 通則

(1) 研究指導のうち、自己の専攻する専門分野から１研究指導を選定する。

(2) 学生の研究指導を担当する教員を指導教員とし、論文の作成、研究一般についてはその指導を受けること。

(3) 前項のほか、指導教員が必要と認めるときは、所定の単位外にその指定する授業科目も履修すること。

② 修了要件・履修方法

(1) 博士後期課程は、通常３年以上在学（※1）し、「指導教員が指定する、指導教員の担当する演習科目以外の演習科目」につ

いて２科目４単位（※2）を修得し、所要の研究指導が６セメスター以上「合格」であり（※3）、かつ博士論文の審査および

試験に合格することを修了要件とする。

(2) 研究指導および前項の指導教員が指定する「指導教員の担当する演習科目以外の演習科目」２科目４単位（※2）は、通常次

のように履修する。

第１年度 指導教員の行う研究指導および「指導教員が指定する、指導教員の担当する演習科目以外の演習科目」

２科目４単位（※2）は、この年度に履修することが望ましい。

第２年度 指導教員の行う研究指導

第３年度 指導教員の行う研究指導

※1 優れた研究業績を上げた場合、早期に修了を申請できる場合がある。「優れた研究業績」として申請できる内容の研究業

績があるかどうかについては、指導教員に相談すること。

※2 通年開講の演習については１科目４単位

※3 通年開講の研究指導の合格については１科目につき２セメスター合格したものとみなす。

③ 現職教員および専門職業人等の学生の履修方法の特例

(1) 教育上特別に必要があると認められる場合には、特定の時間または時期において、適当な方法により授業または研究指導を

行うことがある。

(2) 上記の方法による履修を希望する学生は、入学志願の際その旨を申し出なければならない。
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◆その他案内

１．科目等履修生

本研究科は、正規の学生の修学を妨げない限り、選考の上、委託履修生・一般履修生の入学を許可する。

委託履修生とは、官公庁、外国政府、学校、研究機関、民間団体等の委託に基づき、本研究科において授業科目を履修

しようとする者、または特定課題についての研究指導を受けようとする者で入学を許可された者をいう。

一般履修生とは、本研究科において授業科目を履修しようとする者で、入学を許された者をいう。

委託履修生または一般履修生に対しては、履修した科目について試験を受け、合格したときは、単位を授与し、本人の

請求によって証明書を交付する。

詳細は、教育学研究科ホームページ「科目等履修生入学試験要項」欄で確認すること。

２．各種奨学金について

大学院の奨学金制度には、本学独自の大隈記念奨学金、小野梓記念奨学金、博士後期課程奨学金、指定寄附に基づく奨

学金などの学内奨学金をはじめ、日本学生支援機構奨学金、民間団体奨学金等の学外奨学金制度があり、多くの大学院学

生がこれらの奨学金を受けています。

教育学研究科で受給可能な、主な奨学金制度の種類と概要は以下のとおりです。

※２０１８年４月時点の情報です。内容は変更になる場合があります。

※詳細については、入学後に配付する『奨学金情報 Challenge』（早稲田大学学生部奨学課発行）を参照してください。

主な奨学金制度の種類と概要

【日本人学生】（在留資格が「永住者」「永住者の配偶者等」を含む）

奨学課ホームページ https://www.waseda.jp/inst/scholarship/

区分 奨学金名 対象 給付・貸与 奨学金額

学内奨学金

大隈記念奨学金 修士 給付 年額 400,000 円

小野梓記念奨学金 修士 給付 年額 400,000 円

校友会給付奨学金 修士 給付 年額 400,000 円

大学院博士後期課程若手研究者

養成奨学金
博士 給付

年額 250,000～400,000 円程度

ただし数学科内容学は

年額 400,000～600,000 円程度

学外奨学金

日本学生支援機構第一種奨学金

（無利子）
修士・博士 貸与 ※１

日本学生支援機構第二種奨学金

（有利子）
修士・博士 貸与 ※１

※１ 詳細は独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイトをご参照ください。



41

【外国人留学生】（在留資格が「永住者」「永住者の配偶者等」以外のもの）

留学センターホームページ https://www.waseda.jp/inst/cie/life/aid

区分 奨学金名 対象 給付・貸与 奨学金額

学内奨学金

私費外国人留学生授業料減免

奨学金
修士 給付 年間授業料の減免

小野梓記念外国人留学生奨学金 修士・博士 給付 年額 400,000 円

大学院博士後期課程若手研究者

養成奨学金
博士 給付

年額250,000～400,000円程度

ただし数学科内容学は

年額400,000～600,000円程度

学外奨学金

文部科学省国費外国人留学生

（国内採用）
修士・博士 給付 ※２

私費外国人留学生学習奨励賞 修士・博士 給付 月額 48.000 円

※２ 詳細は文部科学省ウェブサイトをご参照ください。



◆教員一覧
氏名 資格（本属） 学位 氏名 資格（本属） 学位

ア 久保 純子 教授 博士（理学）都立大

姉川 恭子 講師（大総研） 博士（経済学）九州大 熊谷 善彰 教授

阿比留 久美 非常勤講師 黒川 みどり 非常勤講師 博士（文学）早大

綾井 桜子 非常勤講師 博士（教育学）日本女子大 黒田 祥子 教授 博士（商学）慶應大

新井 仁之 教授 博士（理学）早大 桑子 利男 教授

荒川 信行 非常勤講師 幸田 国広 教授 博士（教育学）早大

安間 一雄 非常勤講師 Ph.D.（レディング大） 河野 哲也 非常勤講師 博士（哲学）慶應大

池 俊介 教授 博士（学術）早大 古賀 正義 非常勤講師

石濱 裕美子 教授 博士（文学）早大 越川 房子 教授(文)

石原 千秋 教授 小柴 健史 教授 博士（理学）東京工業大

石原 剛 教授 Ph.D.（テキサス大オースティン校） 小嶋 栄一 非常勤講師

一ノ瀬 秀司 非常勤講師 小西 好彦 非常勤講師

伊藤 雅光 非常勤講師 博士（文学）大阪大 小林 敦子 教授 博士（教育学）早大

伊藤 守 教授 小林 和夫 教授 理学博士（早大）

稲葉 有祐 講師 博士（文学）立教大 小林 宏己 教授

井上 一之 非常勤講師 小松 香織 教授 博士（文学）東京大学

岩 正吾 特任教授 小松 茂久 教授 博士（学術）神戸大

石見 清裕 教授 博士（文学）早大 駒野 誠 非常勤講師

上淵 寿 教授 博士（教育学）東京学芸大 小森 宏美 教授

内木 明子 非常勤講師 小森 洋平 教授 博士（理学）京都大

内山 精也 教授 博士（文学）早大 近藤 孝弘 教授 博士（教育学）東京大

梅永 雄二 教授 博士（教育学）筑波大 サ

遠藤 美奈 教授 齊藤 宇開 非常勤講師

及川 和夫 教授 坂内 夏子 教授 博士（教育学）早大
Ｗ.オオガ-ボールドウィン 教授 博士（学校教育学）兵庫教育大 坂倉 裕治 教授 博士（教育学）慶大

大津 雄一 教授 博士（文学）早大 坂田 仰 非常勤講師

大橋 幸泰 教授 博士（文学）早大 坂爪 一幸 教授 博士（医学）浜松医科大

奥泉 香 非常勤講師 佐久間 拓也 非常勤講師

折井 麻美子 教授 Ph.D.（ダーラム大） 佐久間 道則 非常勤講師

カ 佐藤 隆之 教授 博士（教育学）早大

加賀美 雅弘 非常勤講師 理学博士（筑波大） 澤木 泰代 教授 Ph.D.（カリフォルニア大）

粕谷 貴志 非常勤講師 沢田 賢 教授(商) 理学博士（早大）

加瀬 恭子 非常勤講師 椎名 乾平 教授 博士（文学）早大

金井 景子 教授 下山 幸成 非常勤講師

金森 克浩 非常勤講師 須貝 俊彦 非常勤講師 博士（理学）東京大

鎌田 晴美 非常勤講師 鈴木 淳 非常勤講師 博士（文学）九州大

神尾 達之 教授 鈴村 眞理 非常勤講師

バーンズ亀山静子 非常勤講師 タ

川口 さち子 非常勤講師 高木 徳郎 教授 博士（文学）早大

川 惠里子 非常勤講師 博士（文学）早大 高野 光司 非常勤講師

川瀬 彩耶 講師 博士（心理言語学）ウェスタンシドニー大 橋 あつ子 教授

河村 昭博 非常勤講師 高橋 修 非常勤講師 博士（文学）上智大

河村 茂雄 教授 博士（心理学）筑波大 高橋 順一 教授

上村 博昭 非常勤講師 高橋 義人 非常勤講師

菊地 栄治 教授 高橋 良行 教授

菊地 祐子 非常勤講師 瀧澤 武信 教授(政経)

北河 賢三 教授 武沢 護 客員教授

北澤 裕 教授 博士（文学）早大 竹本 幹夫 教授 博士（文学）早大

木村 晶子 教授 博士（文学）名古屋大 谷山 公規 教授 博士（理学）早大

木村 佳穂 非常勤講師 田渕 句美子 教授 博士（人文科学）お茶の水女子大

久野 正和 教授 Pｈ.D.（Harvard University） 月森 久江 非常勤講師
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氏名 資格（本属） 学位 氏名 資格（本属） 学位

蔦澤 元晴 非常勤講師 水原 克敏 特任教授 教育学博士（東北大）

土屋 佳子 非常勤講師 三好 力 専任講師 博士（文学）オックスフォード大

露木 和男 教授 武蔵 由佳 非常勤講師 博士（心理学）筑波大

戸室 明 客員教授 村井 聡 准教授 博士（理学）大阪大

ナ 村田 久美子 教授 Ph.D.（ロンドン大）

内藤 明 教授(社学) 村松 励 非常勤講師

中嶋  教授 博士（文学）早大 ヤ

長島 啓記 教授 矢口 徹也 教授 博士（教育学）早大

中田 康彦 非常勤講師 山内 昌和 准教授 博士（学術）東京大

永堀 宏美 非常勤講師 山崎 晴雄 非常勤講師 理学博士（東京都立大）

成田 喜一郎 非常勤講師 山下 清海 非常勤講師 理学博士（筑波大）

新美 哲彦 教授 博士（文学）早大 山下 里香 非常勤講師 博士（文学）東京大

仁科 明 教授 山田 祐子 非常勤講師

根占 献一 非常勤講師 博士（文学）早大 山森 光陽 非常勤講師

野中 章弘 教授 湯川 次義 教授 博士（教育学）青山学院大

ハ 雪嶋 宏一 教授

箸本 健二 教授 博士（学術）東京大 湯汲 英史 非常勤講師

バックハウス ペート 教授 文学博士（ﾃﾞｭｰｽﾌﾞﾙｸｰｴｯｾﾝ大） 横森 貴 教授 理学博士（東京大）

羽入田 眞一 吉開 多一 非常勤講師

濱中 淳子 博士（教育学）東京大 吉田 文 教授 博士（教育学）東京大

原田 哲男 教授 Ph.D.（カリフォルニア大） 米村 健司 教授 博士（教育学）早大

原田 康也 教授(法) ラ・ワ

半田 淳子 非常勤講師 Ph.D.（Monash大） 林 幹夫 教授 博士（社会学）東京大

平野 朝久 非常勤講師 和氣 一成 准教授 Ph.D.（ニューヨーク州立大）

広中 由美子 教授 理学博士（筑波大） 和田 敦彦 教授 博士（文学）早大

兵藤 裕己 非常勤講師 博士（文学）東京大 渡邊 公夫 教授 理学博士（筑波大）

福家 俊幸 教授 博士（文学）早大 渡邉 芳敬 教授 博士（哲学）パリ第一大

藤井 千春 教授 博士（教育学）早大 藁谷 友紀 教授 経済学博士（ボン大）

藤井 ひとみ 非常勤講師

藤野 京子 教授（文）

細谷 美明

クレメンス・ポッペ 専任講師 博士（言語学）東京大

堀 誠 教授 博士（学術）早大

堀 正士 教授 博士（医学）筑波大

堀越 宏一 教授 Ph.D.（ナンシー第2大）

本田 恵子 教授 博士（教育学）コロンビア大

マ
マーハ ジョン クリストファー 非常勤講師

前田 耕司 教授 博士（教育学）早大

眞壁 宏幹 非常勤講師

マキュワン 麻哉 専任講師 博士（外国語教育学）関西大

町田 守弘 教授 博士（教育学）早大

松木 正恵 教授

松坂 ヒロシ 教授

松永 典子 准教授

松本 直樹 教授 博士（文学）早大

松本 政悦 非常勤講師

松本 芳之 教授 博士（文学）早大

丸川 誠司 教授 文学博士（パリ第８大）

三尾 忠男 教授

水口 洋 非常勤講師

水谷 明弘 非常勤講師
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お問合せのある方は、教育学研究科入試係までお問い合わせください。

住所 〒169-8050 新宿区西早稲田1-6-1 16号館2階
電話 03-3208-0529
FAX 03-3202-2549
E-mail gse-admission@list.waseda.jp
URL: https://www.waseda.jp/fedu/gedu/

[事務所開室時間]
・月曜日～土曜日 9:00～17:00（土曜日は資料閲覧のみ）

（夏季、冬季授業休止期間中の土日は閉室）
・日曜、祝日（授業実施日は開室）

・その他大学が定める休業日は閉室


