
コース科目

（教職コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

小林 先生 534 新時代の教職概論 ジダイ社 1,683

佐久間 先生 535 教職概論 学陽書房 2,376

397 現代教職論 弘文堂 2,079

398 教育小六法　２０２３ 学陽書房 2,871

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

中橋 先生 538 教育の方法と技術 北大路書房 2,178

北野 先生 539 教育思想のルーツをもとめて 啓明出版 1,726

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説　総則編 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説　総則編 東洋館出版社 376

間篠 先生 544 教育の哲学・歴史 学文社 2,079

池見 先生 545 発達と学習 弘文堂 1,980

大森 先生 545 発達と学習 弘文堂 1,980

546 人権としての特別支援教育 文理閣 1,800

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

547 教育課程論 大学教育学術出版 2,250

548 高校カリキュラム・マネジメントの基本 学事出版 1,881

佐久間 先生 549 新・教育の制度と経営　三訂版 学事出版 2,079

536 中学校学習指導要領 東山書房 357

537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

教育の社会学 末冨 先生 550 現場で使える教育社会学 ミネルヴァ書房 2,772

551 いじめを生む教室 ＰＨＰ研究所 911

552 中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 教育出版 154

長谷川 先生 552 中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 教育出版 154

553 中学校学習指導要領解説 特別活動編 東山書房 382

554 中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間 東山書房 226

佐藤 先生 555 総合的な学習の時間の指導法 日本文教出版 2,277

中村 先生 556 新しい教職課程講座 教職教育編 特別活動 ミネルヴァ書房 1,980

553 中学校学習指導要領解説 特別活動編 東山書房 382

554 中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間 東山書房 367

望月 先生 557 特別活動・総合的学習の理論と指導法 弘文堂 1,980

土屋 先生 558 教師と保護者のための子ども理解の現象学 八千代出版 2,079

仲野 先生 559 生徒指導提要 教育図書 ー

藤平 先生 560 若手教員の力を引き出す研修でつかえる生徒指導事例５０ 学事出版 1,782

峯岸 先生 559 生徒指導提要 教育図書 ー

望月 先生 561 学生・教員・研究者のための進路指導・キャリア教育論 学事出版 2,178

麻谷 先生 443 教育相談 弘文堂 2,178

芳賀 先生 407 絶対役立つ教育相談 ミネルヴァ書房 2,178

教職特別講義 佐久間 先生 563 2023年度版 全国まるごと過去問題集 教職教養 協同出版 1,881
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　進路指導論



授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

542 中学校学習指導要領解説 総則篇 東山書房 276

543 高等学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版 376

564 文学国語入門 星海社 1,040

565 「こころ」をどう読むか　増補版 河出書房新社 1,881

566 学びの質を高める！ICTで変える国語の授業 明治図書 1,881

567 学びの質を高める！ICTで変える国語の授業２ 明治図書 2,138

568 中学校学習指導要領解説 社会編 東洋館出版 187

569 高等学校学習指導要領解説 地理・歴史編 東洋館出版 752

570 中学校社会科地図 帝国書院 1,138

568 中学校学習指導要領解説 社会編 東洋館出版 187

569 高等学校学習指導要領解説 地理・歴史編 東洋館出版 752

571 教職のための中等社会科教育の理論と指導法 三恵社 2,079

568 中学校学習指導要領解説 社会編 東洋館出版 187

572 高等学校学習指導要領解説　公民編 東洋館出版 990

573 社会科・地理歴史科・公民科教育法講義 大学教育学術出版 2,250

548 高校カリキュラム・マネジメントの基本 学事出版 1,881

数学科教育法Ⅰ 市原 先生 575 中学校学校学習指導要領解説 数学編 日本文教出版 206

575 中学校学校学習指導要領解説 数学編 日本文教出版 206

576 高等学校学習指導要領解説  数学編 学校図書 356

577 高等学校学習指導要領解説　理科編・理数編 実教出版 524

578 「資質・能力」を育む高校化学 化学同人 2,970

577 高等学校学習指導要領解説　理科編理数編 実教出版 524

578 「資質・能力」を育む高校化学 化学同人 2,970

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

583 保健体育科教育法入門 大修館書店 1,683

581 中学校学校学習指導要領解説 保健体育編 東山書房 446

582 高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 東山書房 497

英語科教育法Ⅰ 桐井 先生 584 行動志向の英語科教育の基礎と実践 三修社 2,574

英語科教育法Ⅲ 桐生 先生 585 英語科教育実習ハンドブック 大修館書店 2,178

書道科教育法Ⅰ 山下 先生 537 高等学校学習指導要領 東山書房 750

586 情報Ⅰ 日本文教出版 1,027

587 高等学校学習指導要領解説 情報編 開隆堂 460

法学通論 松井 先生 588 法学(Next教科書シリーズ） 弘文堂 2,178

政治学概論 上岡 先生 589 新編 現代政治過程 三和書籍 2,574

経済学概論 大塚 先生 4 実験で学ぶ経済学 創成社 2,574

鹿野 先生 590 日本語表現法 翰林書房 970

高橋 先生 590 日本語表現法 翰林書房 970

渡 先生 20 思考を鍛えるレポート論文作成法 慶応義塾大学 1,188

書法１ 徳泉 先生 270 書の古典と理論 光村図書出版 1,980

書法２ 徳泉 先生 270 書の古典と理論 光村図書出版 1,980

書の鑑賞 徳泉 先生 270 書の古典と理論 光村図書出版 1,980

保健体育科教育法Ⅳ 鈴木 先生

情報科教育法Ⅰ 中橋 先生

文章表現法

指導と評価の一体化のための

学習評価に関する参考資料　高等学校理科
東洋館出版 1,683

保健体育科教育法Ⅰ

伊佐野 先生

鈴木 先生

保健体育科教育法Ⅲ 伊佐野 先生

理科教育法Ⅲ 後藤 先生

579
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備考欄

教職実践演習

（中・高）
藤平 先生

国語科教育法Ⅲ

小澤 先生

野中 先生

社会科・

地理歴史科教育法Ⅰ

卜部 先生

西村 先生

社会科・

公民科教育法Ⅰ

宇内 先生

梶 先生

数学科教育法Ⅲ 山崎 先生

理科教育法Ⅰ 後藤 先生

579
指導と評価の一体化のための

学習評価に関する参考資料　高等学校理科
東洋館出版 1,683



（司書教諭コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

学習指導と学校図書館 内海 先生 591 中高生からの論文入門 講談社 832

（司書コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

図書館制度・経営論 吉井 先生 592 事例で学ぶ図書館制度・経営論 青弓社 1,980

図書館サービス概論 吉井 先生 601 事例で学ぶ図書館サービス概論 青弓社 1,980

情報資源組織論 村上 先生 593 情報資源組織論 樹村房 2,079

情報資源組織演習１ 丹 先生 592A 目録法キイノート 樹村房 1,485

情報サービス論 大曲 先生 594 情報サービス論 樹村房 1,980

情報サービス演習１ 川瀬 先生 595 情報サービス演習 ミネルヴァ書房 2,772

264 字典かな 笠間書院 376

290 書誌学入門 勉誠出版 1,782

（学芸員コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

博物館資料保存論１ 佐野 先生 596 文化財保存環境学　第２版 朝倉書店 3,465

博物館実習(学内) 清田 先生 597 図説 鉱物肉眼鑑定事典 秀和システム 1,683

（社会教育主事コース）

授業名 担当者 教科書No. 教科書名 出版社 売価

社会教育演習１ 趙 先生 598 オーストラリア先住民族の主体形成と大学開放 明石書店 3,762

社会教育実習 佐藤 先生 410 生涯学習概論 学陽書房 2,574

生涯学習支援論１ 廣瀬 先生 599 生涯学習・社会教育・地域づくり とちぎ市民協働研究会 2,000

生涯学習支援論２ 廣瀬 先生 599 生涯学習・社会教育・地域づくり とちぎ市民協働研究会 2,000

図書館情報資源特論 久保木 先生

備考欄

備考欄
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