
活水女子大学

教員養成に係るカリキュラム

教科及び教科の指導法に関する科目（外国語（英語））　

国際文化学部　英語学科（2022年度入学生）

上野　葉子　教授 英米文学入門Ⅱ

英米文学演習Ⅰ

狩野　暁洋　教授 言語の意味と構造

Language Acquisition

西原　真弓　教授 English Pronunciation

異文化コミュニケーション論

英語科教育法Ⅰ

英語科教育法Ⅱ

深堀　悦子　教授 英米文学入門Ⅰ

吉牟田　聡美　准教授 English Pronunciation

英語科教育法Ⅲ

英語科教育法Ⅳ

Karen Strydom　講師 Academic English Ⅰ

Academic English Ⅲ

John Anderson　講師 Academic English Ⅱ

Academic English Ⅳ

Richard Bent　講師 Comparative Cultural Studies

Andrew Gorringe　講師 Academic English Ⅲ

Academic English Ⅳ

Sergio Mazzarelli　講師 Academic English Ⅰ

Academic English Ⅱ

Academic Writing

西原　俊明　非常勤講師 英語の発想と表現入門

言語学入門

山崎　祐一　非常勤講師 国際コミュニケーション論

黒木　香　教授 日本文学概論

日本文学講義Ⅰ

日本文学講義Ⅲ

日本文学講義Ⅳ

渡辺　誠治　教授 日本語学概論

日本語学講義Ⅱ

日本語学講義Ⅲ

日本語教育概論

古家　敏亮　准教授 日本文学講義Ⅱ

国語科教育法Ⅰ

国語科教育法Ⅱ

国語科教育法Ⅳ

荒木　龍太郎　非常勤講師 漢文学講義Ⅰ

漢文学講義Ⅱ

鈴木　慶子　非常勤講師 書道Ⅰ

書道Ⅱ

高橋　敬一　非常勤講師 日本語学講義Ⅰ

原田　拓馬　非常勤講師 国語科教育法Ⅲ

国際文化学部　日本文化学科（2022年度入学生）

教科及び教科の指導法に関する科目（国語）　



教科及び教科の指導法に関する科目（音楽）　

音楽学部　音楽学科（2022年度入学生）

碓井　貴美子　教授 ソルフェージュⅠa

ソルフェージュⅠb

ソルフェージュⅡa

ソルフェージュⅡb

草場　紀久子　教授 ソルフェージュⅠa

ソルフェージュⅠb

ソルフェージュⅡa

ソルフェージュⅡb

教職器楽合奏

安川　徹　教授 ソルフェージュⅠa

ソルフェージュⅠb

ソルフェージュⅡa

ソルフェージュⅡb

音楽理論基礎

作曲法

編曲法

吉田　峰明　教授 音楽理論Ⅰa

音楽理論Ⅰb

龍田　優美子　講師 ソルフェージュⅠa

ソルフェージュⅠb

ソルフェージュⅡa

ソルフェージュⅡb

伴奏と即興a

伴奏と即興b

中村　仁　助教 ソルフェージュⅠa

ソルフェージュⅠb

ソルフェージュⅡa

ソルフェージュⅡb

教職声楽

音楽科教育法Ⅰ

尼﨑　裕子　非常勤講師 合唱Ⅰa

合唱Ⅰb

合唱Ⅱa

合唱Ⅱb

大谷　研二　非常勤講師 合唱Ⅰa

合唱Ⅰb

合唱Ⅱa

合唱Ⅱb

加藤　豊　非常勤講師 指揮法

嘉村　真衣　非常勤講師 音楽史

民族音楽概論

西　真由美　非常勤講師 日本音楽演習

西田　治　非常勤講師 音楽科教育法Ⅱ

音楽科教育法Ⅲ

音楽科教育法Ⅳ

宮坂　純子　非常勤講師 教職ピアノ



教科及び教科の指導法に関する科目（家庭）　

健康生活学部　生活デザイン学科（2022年度入学生）

上江洲　香代子　教授 食べ物と栄養

寺田　貴子　教授 アパレル科学

山口智美　教授　他 看護・介護概論

池田　光壱　准教授 食品学Ⅰ

橋口　剛　准教授 建築計画

毛利　洋子　准教授 インテリアデザイン

インテリアコーディネート

余公　裕次　准教授 保育学

稲田　文　講師 アパレル科学

家庭科教育法Ⅰ

家庭科教育法Ⅱ

家庭科教育法Ⅲ

家庭科教育法Ⅳ

牟田口　加奈子　講師 調理実習

梅本　雄史　助教 アプリケーション演習

小畑　拓未　助教 建築製図

家庭電気・機械

芹田　千穂　助教 食物学

石川　由香里　非常勤講師 家族関係学

北逵　勝久　非常勤講師 家庭経営学

林田　裕子　非常勤講師 ファッション製作実習

栄養に係る教育に関する科目

健康生活学部　食生活健康学科（2022年度入学生）

久木野　睦子　教授 学校栄養指導論

芹田　千穂　助教 学校栄養指導論

太田　美代　非常勤講師 学校栄養教育論

養護に関する科目

健康生活学部　子ども学科（2022年度入学生）

江頭　ひとみ　教授 養護概説

健康相談の理論と方法

健康教育活動の研究Ⅰ

永田　耕司　教授 公衆衛生学

池田　光壱　准教授 微生物学

田中　生弥子　講師 学校保健

看護臨床実習

看護技術演習Ⅰ

元村　智恵子　講師 学校保健管理

養護活動論

看護臨床実習

救急法

看護技術演習Ⅰ

看護学Ⅰ

看護学Ⅱ

坂井　詠子　非常勤講師 薬理学

坂本　綾子　非常勤講師 小児保健

玉利　正人　非常勤講師 栄養学

松本　逸郎　非常勤講師 予防医学

解剖生理学Ⅰ

宮田　雄吾　非常勤講師 精神保健



領域及び保育内容の指導法に関する科目（幼稚園）

健康生活学部　子ども学科（2022年度入学生）

金　珉呈　准教授 保育内容の指導法（人間関係）

余公　裕次　准教授 子どもと環境

保育内容の指導法（環境）

島田　知和　講師 子どもと人間関係

子どもと言葉

保育内容総論

保育内容の指導法（言葉）

福地　友子　准教授 子どもと表現

保育内容の指導法（表現）

髙橋　秀樹　非常勤講師 保育内容の指導法（健康）

南條　恵　非常勤講師 子どもと健康

国際文化学部　英語学科（2022年度入学生）　　　国際文化学部　日本文化学科（2022年度入学生）
音楽学部　音楽学科（2022年度入学生）　　　　　　健康生活学部　生活デザイン学科（2022年度入学生）

地頭薗　健司　教授 教職実践演習(中・高)

田渕　久美子　教授 教育原理

特別活動の指導法

生徒・進路指導の理論と方法

教育実習a

教育実習b

村元　宏行　教授 教育制度論

教育法学

教職実践演習(中・高)

古賀　竣也　講師 教育課程論

総合的な学習の時間の指導法

教育方法学

ICT活用の理論と実践

教職実践演習(中・高)

島田　知和　講師 介護等体験

福井　謙一郎　講師 教育心理学

教育相談の理論

上薗　恒太郎　非常勤講師 道徳の理論及び指導法

西村　大介　非常勤講師 特別支援教育論

若松　和彦　非常勤講師 教職概論

教育の基礎的理解に関する科目等（栄養）

健康生活学部　食生活健康学科（2022年度入学生）

久木野　睦子　教授 学校栄養教育実習

教職実践演習(栄養)

田渕　久美子　教授 教育原理

特別活動論

生徒指導論

村元　宏行　教授 教職概論

教育制度論

古賀　竣也　講師 教育課程論

総合的な学習の時間の指導法

教育方法学

福井　謙一郎　講師 教育心理学

教育相談の理論

芹田　千穂　助教 教職実践演習(栄養)

上薗　恒太郎　非常勤講師 道徳の理論

西村　大介　非常勤講師 特別支援教育論

教育の基礎的理解に関する科目等（中学・高校）



教育の基礎的理解に関する科目等（養護）

健康生活学部　子ども学科（2022年度入学生）

江頭　ひとみ　教授 養護実習

教職実践演習(養護)

田渕　久美子　教授 教育原理

特別活動論

生徒指導論

教職実践演習(養護)

村元　宏行　教授 教職概論

教育制度論

教育法学

古賀　竣也　講師 教育課程論

総合的な学習の時間の指導法

教育方法学

田中　生弥子　講師 養護実習

教職実践演習(養護)

福井　謙一郎　講師 教育心理学

教育相談の理論

上薗　恒太郎　非常勤講師 道徳の理論

西村　大介　非常勤講師 特別支援教育論

教育の基礎的理解に関する科目等（幼稚園）

健康生活学部　子ども学科（2022年度入学生）

田渕　久美子　教授 教育原理

村元　宏行　教授 教育制度論

金　珉呈　准教授 保育原理

特別支援教育論

特別支援教育演習

余公　裕次　准教授 保育者論

保育・教育課程論

幼稚園教育実習

保育・教職実践演習

古賀　竣也　講師 教育方法学

福井　謙一郎　講師 子ども家庭支援の心理学

発達心理学

教育相談の理論

幼稚園教育実習

峯　晃子　非常勤講師 子どもの理解と援助


