
 

2018 年度 履修の手引き 別冊 

教員免許資格科目「教科に関する科目」の修正について 

＜該当免許及び該当ページ＞ 

■人文社会学部 人間社会学科 

 中学校一種免許（国語）・高等学校一種免許（国語）  [P.13] 

＜修正概要＞ 

 以下の科目が教科に関する科目として新たに追加 

  ・日本文学史A＜101＞  ・日本文学史Ａ＜102＞ 

  ・日本文学史Ａ＜103＞  ・日本文学史Ａ＜104＞ 

   ※日本文学史Ａから日本文学史Ａ＜104＞に名称変更 

  ・日本言語文化概論ⅡＡ＜105＞ 

  ・日本古典Ａ＜103＞   ・日本古典Ａ＜104＞ 

  ・日本古典Ａ＜105＞ 

  ・日本文学講義ⅠＡ＜104＞  ・日本文学講義ⅠＡ＜105＞ 

  ・日本文学講義ⅡＡ＜101＞ 

  ・日本文学演習ⅠＡ＜106＞  

  ・日本文学演習ⅡＡ＜105＞ 

 

 ②「日本文学史Ａ」必修から、「日本文学史Ａ＜101＞」、 

  「日本文学史Ａ＜102＞」、「日本文学史Ａ＜103＞」、 

  「日本文学史Ａ＜104＞」の 4科目の内、1科目選択必修に変更 

 

 ③以下の科目を教科に関する科目から廃止 

  ・日本言語文化概論ⅡＡ＜104＞ 

  ・日本古典Ａ＜101＞ 

  ・日本文学講義ⅠＡ＜101＞ 

  ・日本文学講義ⅡＡ 

  ・日本文学演習ⅡＡ＜101＞ 

   ※ただし、2018年度若しくは2019 年度に開講した５科目についての

み単位計上可 
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○日本文学史Ａ＜101＞ 2   

 

１科目選択 

○日本文学史Ａ＜102＞ 2  

○日本文学史Ａ＜103＞ 2  

○日本文学史Ａ＜104＞ 2 
 ※18 年度開講の日本文学史 A は 

  日本文学史 A＜104＞に読み替え 

 日本言語文化概論ⅡＡ 

 ＜101＞＜102＞＜104＞＜105＞ 
2 

※日本言語文化概論ⅡＡ＜104＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 日本古典Ａ 

 ＜101＞＜102＞＜103＞＜104＞ 

＜105＞ 

2 
※日本古典Ａ＜101＞は 

 18 年度開講科目の単位のみ計上可 

 日本文学講義ⅠＡ 

 ＜101＞＜102＞＜104＞＜105＞ 
2 

※日本文学講義ⅠＡ＜101＞は計上不可 

 （18,19 年度不開講） 

 日本文学講義ⅡＡ 4 ※19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 日本文学講義ⅡＡ＜101＞ 4  

 日本文学演習ⅠＡ 

 ＜101＞～＜104＞＜106＞ 
2  

 日本文学演習ⅡＡ 

 ＜101＞～＜104＞＜105＞ 
4 

※日本文学演習ⅡＡ＜101＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 

  



 

2018 年度 履修の手引き 別冊 

教員免許資格科目「教科に関する科目」の修正について 

＜該当免許及び該当ページ＞ 

■人文社会学部 人文学科 

 中学校一種免許（国語）・高等学校一種免許（国語）  [P.19] 

＜修正概要＞ 

 以下の科目が教科に関する科目として新たに追加 

  ・日本語学演習Ⅰ＜101＞ 

  ・日本語学演習Ⅱ 

   ※日本語学演習から日本語学演習Ⅱに名称変更 

  ・日本文学史＜101＞   ・日本文学史＜102＞ 

  ・日本文学史＜103＞   ・日本文学史＜104＞ 

   ※日本文学史から日本文学史＜104＞に名称変更 

  ・日本言語文化概論Ⅱ＜105＞ 

  ・日本古典＜103＞   ・日本古典＜104＞ 

  ・日本古典＜105＞ 

  ・日本文学講義Ⅰ＜104＞  ・日本文学講義Ⅰ＜105＞ 

  ・日本文学講義Ⅱ＜101＞ 

  ・日本文学演習Ⅰ＜106＞ 

  ・日本文学演習Ⅱ＜105＞ 

 

 ②「日本文学史」必修から、「日本文学史＜101＞」、 

  「日本文学史＜102＞」、「日本文学史＜103＞」、 

  「日本文学史＜104＞」の 4科目の内、1科目選択必修に変更 

 

 ③以下の科目を教科に関する科目から廃止 

  ・日本言語文化概論Ⅱ＜104＞ 

  ・日本古典＜101＞ 

  ・日本文学講義Ⅰ＜101＞ 

  ・日本文学講義Ⅱ 

  ・日本文学演習Ⅱ＜101＞ 

   ※ただし、2018年度若しくは2019 年度に開講した５科目についての

み単位計上可  
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 日本語学演習Ⅰ＜101＞ 2  

 日本語学演習Ⅱ 4 
※18,19 年度開講の日本語学演習は 

 日本語学演習Ⅱに読み替え 

○日本文学史＜101＞ 2   

 

１科目選択 

○日本文学史＜102＞ 2  

○日本文学史＜103＞ 2  

○日本文学史＜104＞ 2 
 ※18 年度開講の日本文学史は 

  日本文学史＜104＞に読み替え 

 日本言語文化概論Ⅱ 

 ＜101＞＜102＞＜104＞＜105＞ 
2 

※日本言語文化概論Ⅱ＜104＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 日本古典 

 ＜101＞＜102＞＜103＞＜104＞ 

 ＜105＞ 

2 
※日本古典＜101＞は 

 18 年度開講科目の単位のみ計上可 

 日本文学講義Ⅰ 

 ＜101＞＜102＞＜104＞＜105＞ 
2 

※日本文学講義Ⅰ＜101＞は計上不可 

 （18,19 年度不開講） 

 日本文学講義Ⅱ 4 ※19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 日本文学講義Ⅱ＜101＞ 4  

 日本文学演習Ⅰ 

 ＜101＞～＜104＞＜106＞ 
2  

 日本文学演習Ⅱ 

 ＜101＞～＜104＞＜105＞ 
4 

※日本文学演習Ⅱ＜101＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 

  



 

2018 年度 履修の手引き 別冊 

教員免許資格科目「教科に関する科目」の修正について 

＜該当免許及び該当ページ＞ 

■人文社会学部 人間社会学科 

 中学校一種免許（社会）     [P.17] 

 高等学校一種免許（公民）     [P.18] 

＜修正概要＞ 

 ①以下の科目が教科に関する科目として新たに追加 

  ・生涯学習支援論Ⅰ   ・生涯学習支援論Ⅱ 

  ・市民社会と社会教育  ・青少年問題と社会教育 

  ・環境問題と社会教育 

 ②以下の科目を教科に関する科目から廃止 

  ・社会問題と社会教育Ⅰ  ・社会問題と社会教育Ⅱ 

  ・社会教育施設論 

  ・青少年問題と社会教育Ⅰ  ・青少年問題と社会教育Ⅱ 

   ※ただし、2018年度及び 2019 年度に開講した５科目についてのみ単

位計上可 

 

 

 

 生涯学習概論Ⅰ 2  

 生涯学習概論Ⅱ 2  

 生涯学習支援論Ⅰ 2  

 生涯学習支援論Ⅱ 2  

 社会教育学特殊講義Ⅰ 2  

 社会問題と社会教育Ⅰ 2 ※18,19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 社会問題と社会教育Ⅱ 2 ※18,19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 社会教育施設論 2 ※18,19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 青少年問題と社会教育Ⅰ 2 ※18,19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 青少年問題と社会教育Ⅱ 2 ※18,19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 市民社会と社会教育 2  

 青少年問題と社会教育 2  

 環境問題と社会教育 2  



 

2018 年度 履修の手引き 別冊 

教員免許資格科目「教科に関する科目」の修正について 

＜該当免許及び該当ページ＞ 

■人文社会学部 人文学科 

 中学校一種免許（社会）     [P.20,21] 

 

＜修正概要＞ 

 ①以下の科目が教科に関する科目として新たに追加 

  ・東洋史学特殊講義Ⅱ＜902＞ 

  ・考古学特殊講義Ⅰ＜102＞  ・考古学特殊講義Ⅰ＜903＞ 

  ・西洋史学演習Ⅰ＜107＞  ・西洋史学演習Ⅰ＜108＞ 

 

 ②以下の科目を教科に関する科目から廃止 

  ・歴史学概論＜101＞ 

  ・東洋史学特殊講義Ⅲ＜902＞ ・東洋史学特殊講義Ⅲ＜903＞ 

  ・東洋史学演習Ⅱ＜901＞  ・東洋史学演習Ⅱ＜902＞ 

  ・東洋史学演習Ⅱ＜903＞  ・東洋史学演習Ⅱ＜904＞ 
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 歴史学概論＜101＞＜102＞ 2 
※歴史学概論＜101＞は計上不可 

 （18,19 年度不開講） 

 東洋史学特殊講義Ⅱ 

 ＜101＞＜901＞＜902＞ 
2  

 東洋史学特殊講義Ⅲ 

 ＜101＞＜901＞＜902＞＜903＞ 
2 

※東洋史学特殊講義Ⅲ＜902＞,＜903＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 考古学特殊講義Ⅰ 

 ＜101＞＜102＞ 

 ＜901＞＜902＞＜903＞ 

2  

 東洋史学演習Ⅱ 

 ＜101＞～＜104＞＜901＞～＜904＞ 
2 

※東洋史学演習＜901＞～＜904＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

 西洋史学演習Ⅰ ＜101＞～＜108＞ 2  



 

2018 年度 履修の手引き 別冊 

教員免許資格科目「教科に関する科目」の修正について 

＜該当免許及び該当ページ＞ 

■人文社会学部 人文学科 

 中学校一種免許（地理歴史）     [P.22,23] 

 

＜修正概要＞ 

 ①以下の科目が教科に関する科目として新たに追加 

  ・東洋史学特殊講義Ⅱ＜902＞  

  ・考古学特殊講義Ⅰ＜102＞  ・考古学特殊講義Ⅰ＜903＞ 

  ・西洋史学演習Ⅰ＜107＞  ・西洋史学演習Ⅰ＜108＞ 

 

 ②以下の科目を教科に関する科目から廃止 

  ・歴史学概論＜101＞ 

  ・東洋史学特殊講義Ⅲ＜902＞ ・東洋史学特殊講義Ⅲ＜903＞ 

  ・東洋史学演習Ⅱ＜901＞  ・東洋史学演習Ⅱ＜902＞ 

  ・東洋史学演習Ⅱ＜903＞  ・東洋史学演習Ⅱ＜904＞ 
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 考古学特殊講義Ⅰ 

 ＜101＞＜102＞ 

 ＜901＞＜902＞＜903＞ 

2   

 
 

 
 
 

 歴史学概論＜101＞＜102＞ 2 
※歴史学概論＜101＞は計上不可 

 （18,19 年度不開講） 
～  

 東洋史学特殊講義Ⅱ 

 ＜101＞＜901＞＜902＞ 
2  

 東洋史学特殊講義Ⅲ 

 ＜101＞＜901＞＜902＞＜903＞ 
2 

※東洋史学特殊講義Ⅲ＜902＞,＜903＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

～  

 東洋史学演習Ⅱ 

 ＜101＞～＜104＞＜901＞～＜904＞ 
2 

※東洋史学演習＜901＞～＜904＞は 

 19 年度開講科目の単位のみ計上可 

～  

 西洋史学演習Ⅰ ＜101＞～＜108＞ 2  



 

2018 年度 履修の手引き 別冊 

教員免許資格科目「教科に関する科目」の修正について 

＜該当免許及び該当ページ＞ 

■人文社会学部 人文学科 

 中学校一種免許（英語）・高等学校一種免許（英語）  [P.25] 

 

＜修正概要＞ 

 ①以下の科目が教科に関する科目として新たに追加 

  ・英作文Ⅰ＜102＞  

  ・英作文Ⅰ＜903＞   ・英作文Ⅰ＜904＞ 

  ・英語圏文化演習＜103＞  ・英語圏文化演習＜104＞ 

  ・英語圏文化演習＜907＞  ・英語圏文化演習＜908＞ 

 ②「英会話Ⅰ」は４科目（「英会話Ⅰ＜101＞・＜102＞・＜901＞・ 

  ＜902＞」）の内、1科目選択必修 

 ③「英作文Ⅰ」は 6科目（「英作文Ⅰ＜101＞・＜102＞・＜901＞・ 

  ＜902＞・＜903＞・＜904＞」）の内、1科目選択必修 

 

 

 

○英会話Ⅰ＜101＞ 2  

１科目選択 
○英会話Ⅰ＜102＞ 2  

○英会話Ⅰ＜901＞ 2  

○英会話Ⅰ＜902＞ 2  

○英作文Ⅰ＜101＞ 2  

１科目選択 

○英作文Ⅰ＜102＞ 2  

○英作文Ⅰ＜901＞ 2  

○英作文Ⅰ＜902＞ 2  

○英作文Ⅰ＜903＞ 2  

○英作文Ⅰ＜904＞ 2  

 

  



 

2018 年度 履修の手引き 別冊 

教員免許資格科目「教科に関する科目」の修正について 

＜該当免許及び該当ページ＞ 

■人文社会学部 人文学科 

 中学校一種免許（中国語）・高等学校一種免許（中国語）  [P.26] 

 

＜修正概要＞ 

 ①以下の科目が教科に関する科目として新たに追加 

  ・中国語会話Ⅰ＜901＞  ・中国語会話Ⅰ＜902＞ 

   ※中国語会話Ⅰから中国語会話Ⅰ＜901＞に名称変更 

  ・中国語会話Ⅱ＜901＞  ・中国語会話Ⅱ＜902＞ 

   ※中国語会話Ⅱから中国語会話Ⅱ＜901＞に名称変更 

 ②「中国語会話Ⅰ」必修から、「中国語会話Ⅰ＜901＞」、 

  「中国語会話Ⅰ＜902＞」の 2科目の内、1科目選択必修に変更 

 ③「中国語会話Ⅱ」必修から、「中国語会話Ⅱ＜901＞」、 

  「中国語会話Ⅱ＜902＞」の 2科目の内、1科目選択必修に変更 

 

 

 

○中国語会話Ⅰ＜901＞ 2 
 ※18 年度開講の中国語会話Ⅰは 

  中国語会話Ⅰ＜901＞に読み替え 

○中国語会話Ⅰ＜902＞ 2  １科目選択 

○中国語会話Ⅱ＜901＞ 2 
 ※18 年度開講の中国語会話Ⅱは 

  中国語会話Ⅱ＜901＞に読み替え 

○中国語会話Ⅱ＜902＞ 2  １科目選択 

 


