
児童教育コースカリキュラム

⑷　履修モデル

教　

養　

科　

目

専門科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児 童 教 育 コース

基幹科目

必修

選択

専門分野ユニット 
( レベル )

学校教育系 基礎教育系 心理系 表現系 保育・幼児教育系

基礎科目群 100

教職入門（１年）②幼必 小必
国語概論（書写を含む）（３年）②幼小 
社会科概説（３年）②小
数学概論（３年）②幼小
理科概説（３年）②小
生活科概説（３年）②幼小
家庭科概説（３年）②小
児童体育演習Ⅰ（２年）②幼小
体育概論（３年）②幼小
児童文学（３年）②幼小

児童教育学Ⅰ（１年）②幼必 小必
児童教育学Ⅱ（１年）②幼小
初等道徳教育論（２年）②小必
初等特別活動論（２年）②小必
教育課程・方法論（２年）②小必
生徒・進路指導論（３年）②小必
生涯学習論（３年）②学必
児童英語教育（２年）②
特別支援教育論（４年）②

心理学概論（１年）②
発達心理学（１年）②幼必 小必
教育心理学（２年）②幼小
臨床心理学（２年）②幼小
社会心理学（３年）②

音楽史（１年）②
保育内容・表現Ⅱ（１年）②幼必 
児童音楽論（１年）②幼小
児童音楽演習Ⅰ（１年）②幼小
美術史（1年）②
保育内容・表現Ⅰ（１年）②幼必
児童美術演習Ⅰ（２年）②幼小
児童美術論（３年）②幼小

幼児教育法Ⅰ（１年）②幼必
保育者論（１年）②
保育原理（１年）②
社会福祉（１年）②
保育内容・人間関係（１年）②幼必
保育内容・環境（１年）②幼必
保育内容・言葉（２年）②幼必
保育内容・健康（２年）②幼必
保育総論（２年）②幼必
児童家庭福祉（４年）②

発展科目群 200

初等国語科教育法（２年）②小必
初等社会科教育法（２年）②小必
初等算数科教育法（２年）②小必
初等理科教育法（２年）②小必
理科教材実験（３年）②小
初等生活科教育法（２年）②小必
初等家庭科教育法（２年）②小必
初等体育科教育法（２年）②小必

児童教育学特講（２年）②幼小
学校と教育の歴史A（３年）②幼小
学校と教育の歴史 B（３年）②幼小
教育経営論（３年）②幼必 小必
教育制度論（３年）②幼小
視聴覚教育メディア論（３年）②小
教育社会学（４年）②幼小
教育哲学（４年）②幼小

心理・教育統計法（２年）②
発達心理学特講（２年）②幼小
臨床心理学特講（２年）②幼小
教育相談（４年）②小必

児童音楽演習Ⅱ（２年）②幼小
初等音楽科教育法（２年）②小必
音楽実践演習（３年）②幼小
児童美術演習Ⅱ（２年）②幼小
初等図画・工作科教育法（２年）②小必

幼児教育法Ⅱ（１年）②幼必
保育課程論（２年）②
子どもの保健ⅠA（２年）②
子どもの保健ⅠB（２年）②
児童体育演習Ⅱ（２年）②幼小
子ども文化Ⅰ（３年）②
子ども文化Ⅱ（３年）②
社会的養護（２年）②
家庭支援論（４年）②
幼児理解と教育相談（４年）②幼必

卒業研究
基礎演習
科目群

300

学校教育学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校教育学演習Ⅱ（３年）②幼小

学校教育学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校教育学演習Ⅱ（３年）②幼小

発達心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
発達心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
心理学研究法（３年）②
発達心理学研究法（４年）②
教育心理学研究法（４年）②
臨床心理学研究法（４年）②
学校心理学研究法（４年）②
心理学基礎実験（３年）②

音楽演習（３年）②幼小
美術特講（３年）②幼小
表現教育演習（３年）②幼小

卒業研究
400
必修

卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥

注記　（　）は開講年次　◯数字は単位数　幼　小は教職課程の科目　学は学芸員課程の科目　必はそれぞれの課 程の必修科目

児童教育講座Ⅲ（３年）② 教育実践研究Ⅰ（３年）①小必 教育実践研究Ⅱ（３年）①幼必 保育･教職実践演習（幼･小）（４年）②幼必 小必
児童教育講座Ⅳ（４年）② 教育実習ⅠA（３年）②小必 教育実習ⅡA（３年）②幼必
 教育実習ⅠB（３年）②小必 教育実習ⅡB（３年）②幼必

アカデミックスキル基礎講座（１年）②　児童教育講座Ⅰ（１年）②　児童教育講座Ⅱ（２年）② 実践児童英語（２年）②
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⑷　履修モデル

教　

養　

科　

目

専門科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児 童 教 育 コース

基幹科目

必修

選択

専門分野ユニット 
( レベル )

学校教育系 基礎教育系 心理系 表現系 保育・幼児教育系

基礎科目群 100

教職入門（１年）②幼必 小必
国語概論（書写を含む）（３年）②幼小 
社会科概説（３年）②小
数学概論（３年）②幼小
理科概説（３年）②小
生活科概説（３年）②幼小
家庭科概説（３年）②小
児童体育演習Ⅰ（２年）②幼小
体育概論（３年）②幼小
児童文学（３年）②幼小

児童教育学Ⅰ（１年）②幼必 小必
児童教育学Ⅱ（１年）②幼小
初等道徳教育論（２年）②小必
初等特別活動論（２年）②小必
教育課程・方法論（２年）②小必
生徒・進路指導論（３年）②小必
生涯学習論（３年）②学必
児童英語教育（２年）②
特別支援教育論（４年）②

心理学概論（１年）②
発達心理学（１年）②幼必 小必
教育心理学（２年）②幼小
臨床心理学（２年）②幼小
社会心理学（３年）②

音楽史（１年）②
保育内容・表現Ⅱ（１年）②幼必 
児童音楽論（１年）②幼小
児童音楽演習Ⅰ（１年）②幼小
美術史（1年）②
保育内容・表現Ⅰ（１年）②幼必
児童美術演習Ⅰ（２年）②幼小
児童美術論（３年）②幼小

幼児教育法Ⅰ（１年）②幼必
保育者論（１年）②
保育原理（１年）②
社会福祉（１年）②
保育内容・人間関係（１年）②幼必
保育内容・環境（１年）②幼必
保育内容・言葉（２年）②幼必
保育内容・健康（２年）②幼必
保育総論（２年）②幼必
児童家庭福祉（４年）②

発展科目群 200

初等国語科教育法（２年）②小必
初等社会科教育法（２年）②小必
初等算数科教育法（２年）②小必
初等理科教育法（２年）②小必
理科教材実験（３年）②小
初等生活科教育法（２年）②小必
初等家庭科教育法（２年）②小必
初等体育科教育法（２年）②小必

児童教育学特講（２年）②幼小
学校と教育の歴史A（３年）②幼小
学校と教育の歴史 B（３年）②幼小
教育経営論（３年）②幼必 小必
教育制度論（３年）②幼小
視聴覚教育メディア論（３年）②小
教育社会学（４年）②幼小
教育哲学（４年）②幼小

心理・教育統計法（２年）②
発達心理学特講（２年）②幼小
臨床心理学特講（２年）②幼小
教育相談（４年）②小必

児童音楽演習Ⅱ（２年）②幼小
初等音楽科教育法（２年）②小必
音楽実践演習（３年）②幼小
児童美術演習Ⅱ（２年）②幼小
初等図画・工作科教育法（２年）②小必

幼児教育法Ⅱ（１年）②幼必
保育課程論（２年）②
子どもの保健ⅠA（２年）②
子どもの保健ⅠB（２年）②
児童体育演習Ⅱ（２年）②幼小
子ども文化Ⅰ（３年）②
子ども文化Ⅱ（３年）②
社会的養護（２年）②
家庭支援論（４年）②
幼児理解と教育相談（４年）②幼必

卒業研究
基礎演習
科目群

300

学校教育学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校教育学演習Ⅱ（３年）②幼小

学校教育学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校教育学演習Ⅱ（３年）②幼小

発達心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
発達心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
心理学研究法（３年）②
発達心理学研究法（４年）②
教育心理学研究法（４年）②
臨床心理学研究法（４年）②
学校心理学研究法（４年）②
心理学基礎実験（３年）②

音楽演習（３年）②幼小
美術特講（３年）②幼小
表現教育演習（３年）②幼小

卒業研究
400
必修

卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥

注記　（　）は開講年次　◯数字は単位数　幼　小は教職課程の科目　学は学芸員課程の科目　必はそれぞれの課 程の必修科目

心理学基礎実験の履修条件
・「100レベル」の科目4単位以上
・「200レベル」の科目4単位以上
を履修していること
編入生の心理学基礎実験★履修条件
・「200レベル」の科目4単位以上
を3年後期までに履修予定であること

児童教育講座Ⅲ（３年）② 教育実践研究Ⅰ（３年）①小必 教育実践研究Ⅱ（３年）①幼必 保育･教職実践演習（幼･小）（４年）②幼必 小必
児童教育講座Ⅳ（４年）② 教育実習ⅠA（３年）②小必 教育実習ⅡA（３年）②幼必
 教育実習ⅠB（３年）②小必 教育実習ⅡB（３年）②幼必

アカデミックスキル基礎講座（１年）②　児童教育講座Ⅰ（１年）②　児童教育講座Ⅱ（２年）② 実践児童英語（２年）②

─ 183 ─

児童教育学科



保育・幼児教育コースカリキュラム

幼児教育講座Ⅲ（３年）② 教育実践研究Ⅰ（３年）①小必 教育実践研究Ⅱ（３年）①幼必
幼児教育講座Ⅳ（４年）② 教育実習ⅠA（３年）②小必 教育実習ⅡA（３年）②幼必
 教育実習ⅠB（３年）②小必 教育実習ⅡB（３年）②幼必

教　

養　

科　

目

専門科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保 育・幼 児 教 育 コース

基幹科目

必修

選択

専門分野ユニッ
ト （レベル）

保育・幼児教育系 心理系 表現系 学校教育系 基礎教育系

基礎科目群 100

幼児教育法Ⅰ（１年）②保 幼必
保育者論（１年）②保必
保育原理（１年）②保必
社会福祉（１年）②保必
保育内容・人間関係（１年）②保必 幼必
保育内容・環境（１年）②保必 幼必
保育内容・言葉（２年）②保必 幼必
保育内容・健康（２年）②保必 幼必
保育総論（２年）②保必 幼必
児童家庭福祉（４年）②保必

心理学概論（１年）②
発達心理学（１年）②保必 幼必 小必
教育心理学（２年）②保幼小
臨床心理学（２年）②保幼小
社会心理学（３年）②

音楽史（１年）②
保育内容・表現Ⅱ（１年）②保必 幼必 
児童音楽論（１年）②保幼小
児童音楽演習Ⅰ（１年）②保幼小
美術史（１年）②
保育内容・表現Ⅰ（１年）②保必 幼必
児童美術演習Ⅰ（２年）②幼小
児童美術論（３年）②幼小

教職入門（１年）②保 幼必 小必
国語概論（書写を含む）（３年）②幼小 
社会科概説（３年）②小
数学概論（３年）②幼小
理科概説（３年）②小
生活科概説（３年）②幼小
家庭科概説（３年）②小
児童体育演習Ⅰ（２年）②幼小
体育概論（３年）②幼小
児童文学（３年）②幼小

児童教育学Ⅰ（１年）②保必 幼必 小必
児童教育学Ⅱ（１年）②保幼小
初等道徳教育論（２年）②小必
初等特別活動論（２年）②小必
教育課程・方法論（２年）②小必
生徒・進路指導論（３年）②小必
生涯学習論（３年）②
児童英語教育（２年）②
特別支援教育論（４年）② 保

発展科目群 200

幼児教育法Ⅱ（１年）②保 幼必
保育課程論（２年）②保必
子どもの保健ⅠA（２年）②保必
子どもの保健ⅠB（２年）②保必 
児童体育演習Ⅱ（２年）②幼小
子ども文化Ⅰ（３年）②保
子ども文化Ⅱ（３年）②保
社会的養護（２年）②保必
家庭支援論（４年）②保必
幼児理解と教育相談（４年）②保 幼必

心理・教育統計法（２年）②
発達心理学特講（２年）②幼小
臨床心理学特講（２年）②幼小
教育相談（４年）②小必

児童音楽演習Ⅱ（２年）②幼小
初等音楽科教育法（２年）②小必
音楽実践演習（３年）②幼小
児童美術演習Ⅱ（２年）②幼小
初等図画・工作科教育法（２年）②小必

初等国語科教育法（２年）②小必
初等社会科教育法（２年）②小必
初等算数科教育法（２年）②小必
初等理科教育法（２年）②小必
理科教材実験（３年）②小
初等生活科教育法（２年）②小必
初等家庭科教育法（２年）②小必
初等体育科教育法（２年）②小必

児童教育学特講（２年）②幼小
学校と教育の歴史Ａ（３年）②幼小
学校と教育の歴史Ｂ（３年）②幼小
教育経営論（３年）②幼必 小必
教育制度論（３年）②幼小
視聴覚教育メディア論（３年）②小
教育社会学（４年）②幼小
教育哲学（４年）②幼小

卒業研究
基礎演習
科目群

300

幼児教育学演習（３年）②幼小
保育学演習（３年）②
保育・幼児教育学演習（３年）②

発達心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
発達心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
心理学研究法（３年）②
発達心理学研究法（４年）②
教育心理学研究法（４年）②
臨床心理学研究法（４年）②
学校心理学研究法（４年）②
心理学基礎実験（３年）②

音楽演習（３年）②幼小
美術特講（３年）②幼小
表現教育演習（３年）②幼小

卒業研究
400
必修

卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥

注記　（　）は開講年次　○数字は単位数　幼 小は教職課程の科目　保は保育士課程の科目　必はそれぞれの課程の　　　　　　　　　　　　　　 必修科目

アカデミックスキル基礎講座（１年）②　幼児教育講座Ⅰ（１年）②　幼児教育講座Ⅱ（２年）②
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教　

養　

科　

目

専門科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保 育・幼 児 教 育 コース

基幹科目

必修

選択

専門分野ユニッ
ト （レベル）

保育・幼児教育系 心理系 表現系 学校教育系 基礎教育系

基礎科目群 100

幼児教育法Ⅰ（１年）②保 幼必
保育者論（１年）②保必
保育原理（１年）②保必
社会福祉（１年）②保必
保育内容・人間関係（１年）②保必 幼必
保育内容・環境（１年）②保必 幼必
保育内容・言葉（２年）②保必 幼必
保育内容・健康（２年）②保必 幼必
保育総論（２年）②保必 幼必
児童家庭福祉（４年）②保必

心理学概論（１年）②
発達心理学（１年）②保必 幼必 小必
教育心理学（２年）②保幼小
臨床心理学（２年）②保幼小
社会心理学（３年）②

音楽史（１年）②
保育内容・表現Ⅱ（１年）②保必 幼必 
児童音楽論（１年）②保幼小
児童音楽演習Ⅰ（１年）②保幼小
美術史（１年）②
保育内容・表現Ⅰ（１年）②保必 幼必
児童美術演習Ⅰ（２年）②幼小
児童美術論（３年）②幼小

教職入門（１年）②保 幼必 小必
国語概論（書写を含む）（３年）②幼小 
社会科概説（３年）②小
数学概論（３年）②幼小
理科概説（３年）②小
生活科概説（３年）②幼小
家庭科概説（３年）②小
児童体育演習Ⅰ（２年）②幼小
体育概論（３年）②幼小
児童文学（３年）②幼小

児童教育学Ⅰ（１年）②保必 幼必 小必
児童教育学Ⅱ（１年）②保幼小
初等道徳教育論（２年）②小必
初等特別活動論（２年）②小必
教育課程・方法論（２年）②小必
生徒・進路指導論（３年）②小必
生涯学習論（３年）②
児童英語教育（２年）②
特別支援教育論（４年）② 保

発展科目群 200

幼児教育法Ⅱ（１年）②保 幼必
保育課程論（２年）②保必
子どもの保健ⅠA（２年）②保必
子どもの保健ⅠB（２年）②保必 
児童体育演習Ⅱ（２年）②幼小
子ども文化Ⅰ（３年）②保
子ども文化Ⅱ（３年）②保
社会的養護（２年）②保必
家庭支援論（４年）②保必
幼児理解と教育相談（４年）②保 幼必

心理・教育統計法（２年）②
発達心理学特講（２年）②幼小
臨床心理学特講（２年）②幼小
教育相談（４年）②小必

児童音楽演習Ⅱ（２年）②幼小
初等音楽科教育法（２年）②小必
音楽実践演習（３年）②幼小
児童美術演習Ⅱ（２年）②幼小
初等図画・工作科教育法（２年）②小必

初等国語科教育法（２年）②小必
初等社会科教育法（２年）②小必
初等算数科教育法（２年）②小必
初等理科教育法（２年）②小必
理科教材実験（３年）②小
初等生活科教育法（２年）②小必
初等家庭科教育法（２年）②小必
初等体育科教育法（２年）②小必

児童教育学特講（２年）②幼小
学校と教育の歴史Ａ（３年）②幼小
学校と教育の歴史Ｂ（３年）②幼小
教育経営論（３年）②幼必 小必
教育制度論（３年）②幼小
視聴覚教育メディア論（３年）②小
教育社会学（４年）②幼小
教育哲学（４年）②幼小

卒業研究
基礎演習
科目群

300

幼児教育学演習（３年）②幼小
保育学演習（３年）②
保育・幼児教育学演習（３年）②

発達心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
発達心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
教育心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
臨床心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅰ（３年）②幼小
学校心理学演習Ⅱ（３年）②幼小
心理学研究法（３年）②
発達心理学研究法（４年）②
教育心理学研究法（４年）②
臨床心理学研究法（４年）②
学校心理学研究法（４年）②
心理学基礎実験（３年）②

音楽演習（３年）②幼小
美術特講（３年）②幼小
表現教育演習（３年）②幼小

卒業研究
400
必修

卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥ 卒業研究（４年）⑥

注記　（　）は開講年次　○数字は単位数　幼 小は教職課程の科目　保は保育士課程の科目　必はそれぞれの課程の　　　　　　　　　　　　　　 必修科目

心理学基礎実験の履修条件
・「100レベル」の科目 4単位以上
・「200レベル」の科目 4単位以上
を履修していること
編入生の心理学基礎実験★履修条件
・「200レベル」の科目 4単位以上
を3年後期までに履修予定であること

《保育・幼児教育コース限定科目》

保育の心理学演習（２年）①保必
相談援助及び保育支援（２年）②保必
子どもの保健Ⅱ（２年）①保必
乳児保育（２年）②保必
子どもの食と栄養（３年）②保必
特別支援保育（２年）②保必
社会的養護内容（３年）①保必
保育表現技術（身体･音楽）（３年）②保必
保育表現技術（造形・言語）（３年）②保必
保育表現技術（総合講座）（３年）②保必

保育実践研究ⅠA（２年）①保必 保育実践研究ⅠB（３年）①保必 保育実践研究Ⅱ（４年）①保 保育実践研究Ⅲ（４年）①保
保育実習ⅠA（２年）②保必 保育実習ⅠB（３年）②保必 保育実習Ⅱ（４年）②保 保育実習Ⅲ（４年）②保
  保育･教職実践演習（幼･小）（４年）②保必 幼必 小必

アカデミックスキル基礎講座（１年）②　幼児教育講座Ⅰ（１年）②　幼児教育講座Ⅱ（２年）②
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児童教育学科


