
免許教科

表象文化論講義Ａ 日本古典文学解読研究Ｂ

表象文化論講義Ｂ 日本古典文学解読研究Ｅ

表象文化論演習Ａ 日本古典文学解読研究Ｆ

表象文化論演習Ｂ 日本近現代文学注釈研究Ａ

言語文化論講義Ａ 日本近現代文学注釈研究Ｂ

言語文化論講義Ｂ 日本近現代文学解読研究Ａ

言語文化論演習Ａ 日本近現代文学解読研究Ｂ

言語文化論演習Ｂ 日本語学研究Ａ

中国哲学文献研究Ａ 日本語学研究Ｂ

中国哲学文献研究Ｂ 日本語史研究Ａ

中国哲学文献研究Ｃ 日本語史研究Ｂ

中国哲学文献研究Ｄ 中国古典小説演習Ａ

中国思想文献研究Ａ 中国古典小説演習Ｂ

中国思想文献研究Ｂ 中国古典小説演習Ｃ

中国思想文献研究Ｃ 中国古典小説演習Ｄ

中国思想文献研究Ｄ 中国古典詩演習Ａ

中国文化文献研究Ａ 中国古典詩演習Ｂ

中国文化文献研究Ｂ 中国古典詩演習Ｃ

中国文化文献研究Ｃ 中国古典詩演習Ｄ

中国文化文献研究Ｄ 中国古典散文演習Ａ

中国思想学専題講義 中国古典散文演習Ｂ

中国文化学専題研究 中国古典散文演習Ｃ

日本古典文学注釈研究Ａ 中国古典散文演習Ｄ

日本古典文学注釈研究Ｂ 中国古典韻文演習Ａ

日本古典文学注釈研究Ｅ 中国古典韻文演習Ｂ

日本古典文学注釈研究Ｆ 中国古典韻文演習Ｃ

日本古典文学解読研究Ａ 中国古典韻文演習Ｄ

　当該免許状の一種免許状又は所要資格を得た後，所定の専門科目の中から２４単位
以上を修得すれば，以下の専修免許状の授与を申請することができます。

教育職員免許状の取得について

教育職員免許法に定める科目一覧

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）

中学校教諭
専修免許状
（国語）

高等学校教諭
専修免許状
（国語）



免許教科

歴史文化研究 応用倫理学文献研究Ｂ

文化交流－日本と世界－ 倫理思想史基礎演習Ａ

西洋哲学演習Ａ 倫理思想史基礎演習Ｂ

西洋哲学演習Ｂ 倫理思想史文献研究Ａ

西洋哲学特別演習Ａ 倫理思想史文献研究Ｂ

西洋哲学特別演習Ｂ 応用倫理思想基礎演習Ａ

哲学文献資料研究Ａ 応用倫理思想基礎演習Ｂ

哲学文献資料研究Ｂ 日本中世資料解析論Ａ

西洋哲学史演習Ａ 日本中世資料解析論Ｂ

西洋哲学史演習Ｂ 日本中世社会文化研究Ａ

西洋哲学史特別演習Ａ 日本中世社会文化研究Ｂ

西洋哲学史特別演習Ｂ 日本近世資料解析論Ａ

西洋哲学史文献資料研究Ａ 日本近世資料解析論Ｂ

西洋哲学史文献資料研究Ｂ 日本近世社会文化研究Ａ

西洋哲学特講 日本近世社会文化研究Ｂ

インド哲学研究 日本近代資料解析論Ａ

インド哲学史講義 日本近代資料解析論Ｂ

インド哲学演習Ａ 日本近代社会文化研究Ａ

インド哲学演習Ｂ 日本近代社会文化研究Ｂ

インド哲学史演習Ａ アジア歴史文化論Ａ

インド哲学史演習Ｂ アジア歴史文化論Ｂ

仏教学研究 アジア社会史史料研究Ａ

仏教思想史研究 アジア社会史史料研究Ｂ

仏教学演習Ａ アジア政治史史料研究Ａ

仏教学演習Ｂ アジア政治史史料研究Ｂ

仏教思想史講義Ａ アジア地域史研究Ａ

仏教思想史講義Ｂ アジア地域史研究Ｂ

インド哲学仏教学総合演習Ａ アジア地域文化論Ａ

インド哲学仏教学総合演習Ｂ アジア地域文化論Ｂ

倫理学基礎演習Ａ アジア交流史史料研究Ａ

倫理学基礎演習Ｂ アジア交流史史料研究Ｂ

応用倫理学方法論研究Ａ 中国制度史史料講義Ａ

応用倫理学方法論研究Ｂ 中国制度史史料講義Ｂ

応用倫理学基礎演習Ａ 中国経済史史料研究Ａ

応用倫理学基礎演習Ｂ 中国経済史史料研究Ｂ

応用倫理学文献研究Ａ 中国政治史史料講義Ａ

（次頁に続く）

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）

中学校教諭
専修免許状
（社会）



免許教科

中国政治史史料講義Ｂ 自然地理学基礎論演習Ｂ

中国文化史史料研究Ａ 自然地理学特論演習Ａ

中国文化史史料研究Ｂ 自然地理学特論演習Ｂ

中国社会史史料研究Ａ 地表変動論演習Ａ

中国社会史史料研究Ｂ 地表変動論演習Ｂ

アジア歴史社会論Ａ 自然地域形成論演習Ａ

アジア歴史社会論Ｂ 自然地域形成論演習Ｂ

近代国家論研究 自然地域システム論研究

欧米社会構造論研究 地表変動論研究

欧米政治文化史史料研究Ａ 地理情報システム学講義

欧米政治文化史史料研究Ｂ 地理情報システム学演習

欧米社会経済史史料研究Ａ 地理学野外実験

欧米社会経済史史料研究Ｂ 地理学野外演習

欧米社会経済史史料研究Ｃ 日本考古学解析Ａ

欧米社会経済史史料研究Ｄ 日本考古学解析Ｂ

西洋社会史文書研究Ａ アジア考古学解析

西洋社会史文書研究Ｂ 日本考古学特論

西洋文化史文書研究Ａ 世界考古学解析Ａ

西洋文化史文書研究Ｂ 世界考古学解析Ｂ

地中海世界史研究Ａ 考古学広領域講義

地中海世界史研究Ｂ 考古文献評論Ａ

地中海文書解析学Ａ 考古文献評論Ｂ

地中海文書解析学Ｂ 考古資料評論

人文地理学特別講義 アジア比較考古学演習Ａ

人文地理学基礎論演習Ａ アジア比較考古学演習Ｂ

人文地理学基礎論演習Ｂ 考古学資料実習Ａ

人文地理学特論演習Ａ 考古学資料実習Ｂ

人文地理学特論演習Ｂ 考古学資料実習Ｃ

世界地域システム論演習Ａ 有形文化財研究法Ⅰ

世界地域システム論演習Ｂ 有形文化財研究法Ⅱ

グローバル経済地域論演習Ａ 有形文化財解析演習Ⅰ

グローバル経済地域論演習Ｂ 有形文化財解析演習Ⅱ

経済地理学研究 有形文化財調査実習Ⅰ

農村地理学研究 有形文化財調査実習Ⅱ

自然地理学特別講義 文化財学特殊講義Ⅰ

自然地理学基礎論演習Ａ 文化財学特殊講義Ⅱ

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）

中学校教諭
専修免許状
（社会）



免許教科

日本地域研究 日本近世社会文化研究Ｂ

アジア文化論（表象文化） 日本近代資料解析論Ａ

アジア文化論（伝統文化） 日本近代資料解析論Ｂ

ヨーロッパ社会論 日本近代社会文化研究Ａ

ヨーロッパ文化論 日本近代社会文化研究Ｂ

欧米地域研究 アジア歴史文化論Ａ

アジア地域研究 アジア歴史文化論Ｂ

英米文化論 アジア社会史史料研究Ａ

民族誌論 アジア社会史史料研究Ｂ

科学・技術・社会論 アジア政治史史料研究Ａ

社会文化史 アジア政治史史料研究Ｂ

教育文化史 アジア地域史研究Ａ

異文化理解 アジア地域史研究Ｂ

持続可能な観光発展論 アジア地域文化論Ａ

文化観光論 アジア地域文化論Ｂ

持続可能地域論 アジア交流史史料研究Ａ

歴史文化研究 アジア交流史史料研究Ｂ

文化交流－日本と世界－ 中国制度史史料講義Ａ

西洋哲学特講 中国制度史史料講義Ｂ

インド哲学史講義 中国経済史史料研究Ａ

インド哲学史演習Ａ 中国経済史史料研究Ｂ

インド哲学史演習Ｂ 中国政治史史料講義Ａ

仏教思想史研究 中国政治史史料講義Ｂ

仏教思想史講義Ａ 中国文化史史料研究Ａ

仏教思想史講義Ｂ 中国文化史史料研究Ｂ

倫理思想史基礎演習Ａ 中国社会史史料研究Ａ

倫理思想史基礎演習Ｂ 中国社会史史料研究Ｂ

倫理思想史文献研究Ａ アジア歴史社会論Ａ

倫理思想史文献研究Ｂ アジア歴史社会論Ｂ

日本中世資料解析論Ａ 近代国家論研究

日本中世資料解析論Ｂ 欧米社会構造論研究

日本中世社会文化研究Ａ 欧米政治文化史史料研究Ａ

日本中世社会文化研究Ｂ 欧米政治文化史史料研究Ｂ

日本近世資料解析論Ａ 欧米社会経済史史料研究Ａ

日本近世資料解析論Ｂ 欧米社会経済史史料研究Ｂ

日本近世社会文化研究Ａ 欧米社会経済史史料研究Ｃ

（次頁に続く）

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）

高等学校教諭
専修免許状

（地理歴史）



免許教科

欧米社会経済史史料研究Ｄ 自然地域システム論研究

西洋社会史文書研究Ａ 地表変動論研究

西洋社会史文書研究Ｂ 地理情報システム学講義

西洋文化史文書研究Ａ 地理情報システム学演習

西洋文化史文書研究Ｂ 地理学野外実験

地中海世界史研究Ａ 地理学野外演習

地中海世界史研究Ｂ 日本考古学解析Ａ

地中海文書解析学Ａ 日本考古学解析Ｂ

地中海文書解析学Ｂ アジア考古学解析

人文地理学特別講義 日本考古学特論

人文地理学基礎論演習Ａ 世界考古学解析Ａ

人文地理学基礎論演習Ｂ 世界考古学解析Ｂ

人文地理学特論演習Ａ 考古学広領域講義

人文地理学特論演習Ｂ 考古文献評論Ａ

世界地域システム論演習Ａ 考古文献評論Ｂ

世界地域システム論演習Ｂ 考古資料評論

グローバル経済地域論演習Ａ アジア比較考古学演習Ａ

グローバル経済地域論演習Ｂ アジア比較考古学演習Ｂ

経済地理学研究 考古学資料実習Ａ

農村地理学研究 考古学資料実習Ｂ

自然地理学特別講義 考古学資料実習Ｃ

自然地理学基礎論演習Ａ 有形文化財研究法Ⅰ

自然地理学基礎論演習Ｂ 有形文化財研究法Ⅱ

自然地理学特論演習Ａ 有形文化財解析演習Ⅰ

自然地理学特論演習Ｂ 有形文化財解析演習Ⅱ

地表変動論演習Ａ 有形文化財調査実習Ⅰ

地表変動論演習Ｂ 有形文化財調査実習Ⅱ

自然地域形成論演習Ａ 文化財学特殊講義Ⅰ

自然地域形成論演習Ｂ 文化財学特殊講義Ⅱ

高等学校教諭
専修免許状

（地理歴史）

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）



免許教科

社会行動論 西洋哲学史特別演習Ｂ

社会人類学 西洋哲学史文献資料研究Ａ

現代哲学 西洋哲学史文献資料研究Ｂ

文化哲学 インド哲学研究

実践倫理学 インド哲学演習Ａ

ヒロシマ平和学 インド哲学演習Ｂ

宗教学 仏教学研究

社会動態論 仏教学演習Ａ

社会学研究法 仏教学演習Ｂ

福祉社会論 インド哲学仏教学総合演習Ａ

世界経済体制論 インド哲学仏教学総合演習Ｂ

産業システム論 倫理学基礎演習Ａ

農村環境社会論 倫理学基礎演習Ｂ

西洋哲学演習Ａ 応用倫理学方法論研究Ａ

西洋哲学演習Ｂ 応用倫理学方法論研究Ｂ

西洋哲学特別演習Ａ 応用倫理学基礎演習Ａ

西洋哲学特別演習Ｂ 応用倫理学基礎演習Ｂ

哲学文献資料研究Ａ 応用倫理学文献研究Ａ

哲学文献資料研究Ｂ 応用倫理学文献研究Ｂ

西洋哲学史演習Ａ 応用倫理思想基礎演習Ａ

西洋哲学史演習Ｂ 応用倫理思想基礎演習Ｂ

西洋哲学史特別演習Ａ

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）

高等学校教諭
専修免許状
（公民）



免許教科

欧米文学語学・言語学概説 英語圏文学作品研究演習Ｂ

近代アメリカ文学演習Ａ 英語圏詩文学作品演習Ａ

近代アメリカ文学演習Ｂ 英語圏詩文学作品演習Ｂ

現代アメリカ文学演習Ａ 英語学概論Ａ

現代アメリカ文学演習Ｂ 英語学概論Ｂ

アメリカ文学理論演習Ａ 英語学理論演習Ａ

アメリカ文学理論演習Ｂ 英語学理論演習Ｂ

アメリカ小説作品演習Ａ 近代英語作品研究演習Ａ

アメリカ小説作品演習Ｂ 近代英語作品研究演習Ｂ

アメリカ文学特殊講義Ａ 中期英語概論Ａ

アメリカ文学特殊講義Ｂ 中期英語概論Ｂ

アメリカ文学研究演習Ａ 中期英語作品研究演習Ａ

アメリカ文学研究演習Ｂ 中期英語作品研究演習Ｂ

批評理論演習Ａ 英語学特殊講義Ａ

批評理論演習Ｂ 英語学特殊講義Ｂ

イギリス詩文学作品演習Ａ 言語研究法講義ⅠＡ

イギリス詩文学作品演習Ｂ 言語研究法講義ⅠＢ

イギリス詩文学作品研究演習Ａ 言語研究法講義ⅡＡ

イギリス詩文学作品研究演習Ｂ 言語研究法講義ⅡＢ

イギリス小説作品研究演習Ａ 一般言語学演習Ａ

イギリス小説作品研究演習Ｂ 一般言語学演習Ｂ

イギリス小説作品演習Ａ 一般言語学特別演習Ａ

イギリス小説作品演習Ｂ 一般言語学特別演習Ｂ

英語圏文学概論Ａ 歴史・対照言語学演習Ａ

英語圏文学概論Ｂ 歴史・対照言語学演習Ｂ

英語圏文学特殊講義Ａ 歴史・対照言語学特別演習Ａ

世界英語圏文学批評演習Ａ 歴史・対照言語学特別演習Ｂ

世界英語圏文学批評演習Ｂ ヨーロッパ語比較構文論講義Ａ

英語圏文学作品演習Ａ ヨーロッパ語比較構文論講義Ｂ

英語圏文学作品演習Ｂ ヨーロッパ語比較構文論演習Ａ

英語圏文学作品研究演習Ａ ヨーロッパ語比較構文論演習Ｂ

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）

中学校教諭
専修免許状
（英語）

高等学校教諭
専修免許状
（英語）



免許教科

ドイツ文学理論演習Ａ ドイツ語圏言語文化演習Ｃ

ドイツ文学理論演習Ｂ ドイツ語圏言語文化演習Ｄ

近現代ドイツ語学演習Ａ ドイツ文学発展演習Ａ

近現代ドイツ語学演習Ｂ ドイツ文学発展演習Ｂ

ドイツ文学語学特殊講義Ａ ドイツ近現代文学演習Ａ

ドイツ文学語学特殊講義Ｂ ドイツ近現代文学演習Ｂ

ドイツ文学語学特殊講義Ｃ ドイツ小説演習Ａ

ドイツ語圏文化論演習Ａ ドイツ小説演習Ｂ

ドイツ語圏文化論演習Ｂ ドイツ語コーパス言語学Ａ

ドイツ語圏言語文化演習Ａ ドイツ語コーパス言語学Ｂ

ドイツ語圏言語文化演習Ｂ

免許教科

フランス語文学研究Ａ 近現代フランス語表現小説研究Ａ

フランス語文学研究Ｂ 近現代フランス語表現小説研究Ｂ

フランス語文学批評研究Ａ フランス語コミュニケーションと修辞学演習Ａ

フランス語文学批評研究Ｂ フランス語コミュニケーションと修辞学演習Ｂ

フランス語文学・フランス語学演習Ａ フランス語コミュニケーションと修辞学演習Ｃ

フランス語文学・フランス語学演習Ｂ フランス語コミュニケーションと修辞学演習Ｄ

フランス文学特別研究演習Ａ フランス語圏文化論演習Ａ

フランス文学特別研究演習Ｂ フランス語圏文化論演習Ｂ

近現代フランス語文学作品研究演習Ａ フランス語圏文化論演習Ｃ

近現代フランス語文学作品研究演習Ｂ フランス語圏文化論演習Ｄ

近現代フランス語文学批評演習Ａ フランス語文学・フランス語学特殊講義Ａ

近現代フランス語文学批評演習Ｂ フランス語文学・フランス語学特殊講義Ｂ

中学校教諭
専修免許状

(フランス語)

高等学校教諭
専修免許状

(フランス語)

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）

中学校教諭
専修免許状

（ドイツ語）

高等学校教諭
専修免許状

（ドイツ語）

免許法上の専門科目に相当する大学の専門科目（教科専門科目）


