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平成27年度以前に入学した学生に対する新カリキュラムの読み替えについて（学部授業科目）

教職科目

【旧カリキュラム】 【新カリキュラム】

科目区分 授業科目名 単位数 学院等 系等 科目名 単位数 備考

教養科目群 教職科目 教職概論Ａ 1-0-0

教養科目群 教職科目 教職概論Ｂ 1-0-0

教職科目 発達と学習Ｉ 1-0-0 教養科目群 教職科目 発達と学習Ｉ 1-0-0 旧発達と学習Ｉを修得済の場合履修不可

教職科目 発達と学習II 1-0-0 教養科目群 教職科目 発達と学習II 1-0-0 旧発達と学習IIを修得済の場合履修不可

 教養科目群  教職科目  教育の課程・方法の設計と改善 0-1-0
 旧教育工学Iを修得済の場合履修不可
（2017/04/01修正）

教養科目群 教職科目 教育の課程・方法の設計と改善Ａ 0-1-0
旧教育工学I，あるいは旧教育の課程・方法の設計と改善
を修得済の場合履修不可（2017/04/01修正）

教職科目 工業科教育法I 1-0-0 教養科目群 教職科目 工業科教育法I 1-0-0 旧工業科教育法Iを修得済の場合履修不可

教職科目 工業科教育法II 1-0-0 教養科目群 教職科目 工業科教育法II 1-0-0 旧工業科教育法IIを修得済の場合履修不可

教職科目 工業科教育法III 0-1-0 教養科目群 教職科目 工業科教育法III 0-1-0 旧工業科教育法IIIを修得済の場合履修不可

教職科目 情報科教育法I 0-1-0 教養科目群 教職科目 情報科教育法I 0-1-0 旧情報科教育法Iを修得済の場合履修不可

教職科目 特別活動の運営 1-0-0 教養科目群 教職科目 特別活動の運営 0-1-0 旧特別活動の運営を修得済の場合履修不可

教養科目群 教職科目 生徒・進路指導論 1-0-0

教養科目群 教職科目 教育相談論 1-0-0

教職科目 教育実習基礎Ａ 0-0-1 教養科目群 教職科目 教育実習基礎Ａ 0-0-1 旧教育実習基礎Ａを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第一Ａ 0-0-1 教養科目群 教職科目 教育実習第一Ａ 0-0-1 旧教育実習第一Ａを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第二Ａ 0-0-2 教養科目群 教職科目 教育実習第二Ａ 0-0-2 旧教育実習第二Ａを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第二Ｃ 0-0-2 教養科目群 教職科目 教育実習第二Ｃ 0-0-2 旧教育実習第二Ｃを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第三Ａ 0-0-3 教養科目群 教職科目 教育実習第三Ａ 0-0-3 旧教育実習第三Ａを修得済の場合履修不可

教職科目 生徒・進路指導と教育相談Ｉ 2-0-0
旧生徒・進路指導と教育相談Ｉの内容を学修したい場合，
両科目とも履修することが望ましい
旧生徒・進路指導と教育相談Ｉを修得済の場合履修不可

教職科目 教職概論 2-0-0
旧教職概論の内容を学修したい場合，両科目とも履修する
ことが望ましい
旧教職概論を修得済の場合履修不可

教職科目 教育工学I 0-1-0
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【旧カリキュラム】 【新カリキュラム】

科目区分 授業科目名 単位数 学院等 系等 科目名 単位数 備考

教職科目 教育実習第四Ａ 0-0-4 教養科目群 教職科目 教育実習第四Ａ 0-0-4 旧教育実習第四Ａを修得済の場合履修不可

教職科目 マルチメディアと学習環境 1-1-0 教養科目群 教職科目 マルチメディアと学習環境 1-1-0
旧マルチメディアと学習環境を修得済の場合履修不可
（2017/09/05修正）

教職科目 教育基礎 1-0-0 教養科目群 教職科目 教育基礎 1-0-0 旧教育基礎を修得済の場合履修不可

教職科目 発達と学習III 1-0-0 教養科目群 教職科目 発達と学習III 1-0-0 旧発達と学習IIIを修得済の場合履修不可

教職科目 教育工学II 0-1-0 教養科目群 教職科目 情報機器およびデジタル教材の活用 0-1-0 旧教育工学IIを修得済の場合履修不可

教職科目 教育制度 1-0-0 教養科目群 教職科目 教育制度 1-0-0 旧教育制度を修得済の場合履修不可

教職科目 教育行財政 1-0-0 教養科目群 教職科目 教育行財政 1-0-0 旧教育行財政を修得済の場合履修不可

教職科目 数学科教育法I 1-0-0 教養科目群 教職科目 数学科教育法I 1-0-0 旧数学科教育法Iを修得済の場合履修不可

教職科目 数学科教育法II 1-0-0 教養科目群 教職科目 数学科教育法II 1-0-0 旧数学科教育法IIを修得済の場合履修不可

教職科目 数学科教育法III 0-1-0 教養科目群 教職科目 数学科教育法III 0-1-0 旧数学科教育法IIIを修得済の場合履修不可

教職科目 数学科教育法IV 0-1-0 教養科目群 教職科目 数学科教育法IV 0-1-0 旧数学科教育法IVを修得済の場合履修不可

教職科目 理科教育法I 1-0-0 教養科目群 教職科目 理科教育法I 1-0-0 旧理科教育法Iを修得済の場合履修不可

教職科目 理科教育法II 1-0-0 教養科目群 教職科目 理科教育法II 1-0-0 旧理科教育法IIを修得済の場合履修不可

教職科目 理科教育法III 0-1-0 教養科目群 教職科目 理科教育法III 0-1-0 旧理科教育法IIIを修得済の場合履修不可

教職科目 理科教育法IV 0-1-0 教養科目群 教職科目 理科教育法IV 0-1-0 旧理科教育法IVを修得済の場合履修不可

教職科目 工業科教育法IV 0-1-0 教養科目群 教職科目 工業科教育法IV 0-1-0 旧工業科教育法IVを修得済の場合履修不可

教職科目 情報科教育法IV 0-1-0 教養科目群 教職科目 情報科教育法IV 0-1-0 旧情報科教育法IVを修得済の場合履修不可

教職科目 情報科教育法II 0-1-0 教養科目群 教職科目 情報科教育法II 0-1-0 旧情報科教育法IIを修得済の場合履修不可

教職科目 情報科教育法III 0-1-0 教養科目群 教職科目 情報科教育法III 0-1-0 旧情報科教育法IIIを修得済の場合履修不可

教職科目 道徳教育の研究 2-0-0 教養科目群 教職科目 道徳の指導法 2-0-0 旧道徳教育の研究を修得済の場合履修不可
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【旧カリキュラム】 【新カリキュラム】

科目区分 授業科目名 単位数 学院等 系等 科目名 単位数 備考

教職科目 生徒・進路指導と教育相談 II 0-2-0 教養科目群 教職科目 生徒・進路指導と教育相談 0-2-0 旧生徒・進路指導と教育相談 IIを修得済の場合履修不可

 教養科目群  教職科目  学習メカニズムと授業設計Ａ 0.5-0.5-0

 教養科目群  教職科目  学習メカニズムと授業設計Ｂ 0.5-0.5-0

教養科目群 教職科目 教育の課程・方法の設計と改善Ｂ 0.5-0.5-0

教養科目群 教職科目 学習者特性に基づく指導方法の設計 0.5-0.5-0

教職科目 教育実習基礎Ｂ 0-0-1 教養科目群 教職科目 教育実習基礎Ｂ 0-0-1 旧教育実習基礎Ｂを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第一Ｂ 0-0-1 教養科目群 教職科目 教育実習第一Ｂ 0-0-1 旧教育実習第一Ｂを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第二Ｂ 0-0-2 教養科目群 教職科目 教育実習第二Ｂ 0-0-2 旧教育実習第二Ｂを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第二Ｄ 0-0-2 教養科目群 教職科目 教育実習第二Ｄ 0-0-2 旧教育実習第二Ｄを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第三Ｂ 0-0-3 教養科目群 教職科目 教育実習第三Ｂ 0-0-3 旧教育実習第三Ｂを修得済の場合履修不可

教職科目 教育実習第四Ｂ 0-0-4 教養科目群 教職科目 教育実習第四Ｂ 0-0-4 旧教育実習第四Ｂを修得済の場合履修不可

教職科目 教職実践演習 0-2-0 教養科目群 教職科目 教職実践演習 0-2-0 旧教職実践演習を修得済の場合履修不可

工学院 教職科目
これからの経営管理とプロフェッショ
ナル育成（工学）

1-1-0

物質理工学院 教職科目
これからの経営管理とプロフェッショ
ナル育成（物質理工学）

1-1-0

環境・社会理工学院 教職科目
これからの経営管理とプロフェッショ
ナル育成（環境・社会理工学）

1-1-0

教職科目 情報と職業 1-1-0 教養科目群 教職科目 情報と職業 1-1-0 旧情報と職業を修得済の場合履修不可（2016/01/18追加）

教職科目 情報技術と人間・社会 1-1-0 対応科目なし（2016/01/18追加）

教職科目
これからの経営管理と
プロフェッショナル育成

1-1-0

これからの経営管理とプロフェッショナル育成（工学），
同（物質理工学），同（環境・社会理工学）のいずれか一
科目に読み替えができる
旧これからの経営管理とプロフェッショナル育成を修得済
の場合履修不可（2016/01/18追加）

 旧学習メカニズムの内容を学修したい場合、両科目とも履
 修することが望ましい
 旧学習メカニズムの数理モデルを修得済の場合履修不可
（2017/04/01修正）

旧学習メカニズムの内容を学修したい場合、両科目とも履
修することが望ましい
旧学習メカニズムの数理モデルを修得済の場合履修不可
（2017/04/01修正）

教職科目 学習メカニズムの数理モデル 1-1-0


