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教員養成状況についての情報公表 

教職支援センター 

 

１．教員の養成の目標及び当該の目標を達成するための計画に関すること 

表１．免許種・学校種別教員養成の目標・計画 

免許種・学校種 教員養成の目標 目標達成の計画 

高等学校教諭一種免許「情報」 専門科目の履修を通じ、高等学

校教諭一種免許に必要な教科科

目・教職科目を修得、高等学校教

諭に必要な資質を磨き、教員と

して社会で活躍できる人材を養

成します。 

1 年次から教職科目の履修を通

じ、教員の資質・能力を高め、4

年次に教育実習を実施します。 高等学校教諭一種免許「福祉」 

高等学校教諭一種免許「公民」 

栄養教諭一種免許  子どもたちが将来にわたって健

康に生活できるように、学校給

食を介して食に関する教育を行

い「食に関する望ましい習慣や

自己管理能力」を身につけさせ

るとともに、他の教科、家庭、地

域とも連携して食に関する啓発

を行える教員を養成します。 

養護教諭一種免許 児童・生徒の健康の保持増進に

関する指導や、心身の健康に問

題を持つ子どもの個別指導を行

い、健やかな学校生活を送るた

めの支援ができる教員を養成し

ます。 

幼稚園教諭一種免許状 乳幼児期から小中学校へ、そし

て特別支援学校へと、長い目で、

しかも幅広くとらえる力をも

ち、現代社会の保育・教育にかか

わる多様なニーズに応えていけ

る専門職業人を養成します。 

1 年次から段階的に実習を設定

するとともに、3年次後期は実習

中心の学期にしています。 
小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状（英語） 

特別支援学校教諭一種免許状 

 

註：上記のうち高等学校教諭一種免許についての取得の課程は、平成 28年度をもって募集を停止してい

ます。 
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２．教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科

目に関すること。・組織（学部・学科）・教員の数（免許種・学校種別）・教員の有する学位、業績、担当

授業科目 

  

 表２．免許種・学校種別教員数 

 

免許種・学校種 組  織 

教育の基礎的理解に

関する科目等 

担当者数 

（重複有）（人） 

栄養に係る教育に

関する科目 

担当者数 

（重複有）（人） 

66条の 6該当科目担

当者数（人） 

栄養教諭一種免許 健康福祉学部 

健康栄養学科 
8 ０ 4 

 

免許種・学校種 組  織 

教育の基礎的理解に

関する科目等 

担当者数 

（重複有）（人） 

養護に係る教育に

関する科目 

担当者数 

（重複有）（人） 

66条の 6該当科目担

当者数（人） 

養護教諭一種免許 保健医療学部 

看護学科 
7 22 9 

 

免許種・学校種 組  織 

教育の基礎的理解

に関する科目等 

担当者数 

（重複有）（人） 

・教科(領域)及び教科

(保育内容)の指導法に

関する科目 

・特別支援教育に関す

る科目 

担当者数 

（重複有）（人） 

66条の 6該当科目

担当者数（人） 

幼稚園教諭一種免許状 

人間発達学部 

子ども教育学科 

11 9 

10 

小学校教諭一種免許状 17 12 

中学校教諭一種免許状 

（英語） 
16 4 

特別支援学校教諭 

一種免許状 
0 7 
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【高等学校教諭一種免許「情報」】 

 

長澤亨（健康福祉学部医療情報学科 教授） 

学位： 学士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/1481/  

担当授業科目：情報と職業 

 

木幡直樹（健康福祉学部医療情報学科 講師） 

学位：博士（工学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/1472/ 

担当授業科目：シミュレーション概論 

 

深見匡（健康福祉学部健康栄養学科 講師） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo/1497/  

担当授業科目：高等学校教育実習、教職実践演習(高) 

 

瀧口典子（教職関係科目 非常勤講師）   

担当授業科目：教職指導Ⅱ、教職実践演習（高） 

 

 

【高等学校教諭一種免許「福祉」】 

 

 

深見匡（健康福祉学部健康栄養学科 講師） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo/1497/  

担当授業科目：高等学校教育実習、教職実践演習（高） 

 

瀧口典子（教職関係科目 非常勤講師） 

担当授業科目：教職指導Ⅱ、教職実践演習（高） 
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【高等学校教諭一種免許「公民」】 

 

 

深見匡（健康福祉学部健康栄養学科 講師） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo/1497/  

担当授業科目：高等学校教育実習、教職実践演習（高） 

 

瀧口典子（教職関係科目 非常勤講師） 

担当授業科目： 教職指導Ⅰ、教職指導Ⅱ、教職実践演習（高） 

 

 

 

【栄養教諭一種免許】 

 

石川勉（健康福祉学部健康栄養学科 教授） 

担当授業科目：道徳教育の研究、特別活動論 

 

大家千枝子（健康福祉学部健康栄養学科 准教授） 

学位：体育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo_labo/1791/  

担当授業科目：体育実技、体育理論  

 

曽根保子（健康福祉学部健康栄養学科 准教授） 

学位：博士（学術） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo_labo/1791/ 

担当授業科目：教職実践演習（栄養教諭） 

 

深見匡（健康福祉学部健康栄養学科 講師） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo/1497/  

担当授業科目：教職論、教育基礎論、教育制度論、事前・事後指導、教職実践演習（栄養教諭）、栄養教

育実習 

 

髙橋大志（医療情報学科 講師） 

学位：博士（工学） 

http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo_labo/1791/
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業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/29481/ 

担当授業科目：コンピュータ入門Ⅰ,Ⅱ、コンピュータ実習Ⅰ,Ⅱ 

 

高橋真悟（医療情報学科 助教） 

学位：博士（保健福祉学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/24712/ 

担当授業科目：コンピュータ実習Ⅰ,Ⅱ、コンピュータ入門Ⅰ,Ⅱ 

 

栗原幸正（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/24704/ 

担当授業科目：教育方法論、教育課程論  

 

小西尚之（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：修士（教育学） 

業績：http//www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20382/ 

担当授業科目：生徒指導論 

 

松下広美（教職関係科目 非常勤講師） 

担当授業科目：学校食指導各論、栄養教諭論 

 

栗原恵美子（教職関係科目 非常勤講師） 

担当授業科目：事前・事後指導、教職実践演習（栄養教諭） 

 

金井洋行（共通教養科目 非常勤講師） 

学位：法学修士  

担当授業科目：日本国憲法  

 

宮内洋（教職関係科目 非常勤講師） 

学位：修士（教育学） 

担当授業科目：教育相談 、教育心理学 

 

 

【養護教諭一種免許】 

 

高田絵理子（保健医療学部看護学科 教授） 

学位： 修士（看護学） 

http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/29481/
http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/24712/
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業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/  

担当授業科目：精神看護学概論、精神看護学方法論Ⅰ、心の健康 

 

石田順子（保健医療学部看護学科 教授） 

学位：保健学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_kango/1625/  

担当授業科目：成人看護学方法論Ⅰ－ A、成人看護学方法論Ⅰ－B 

 

倉林しのぶ（保健医療学部看護学科 教授） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_kango/1624/  

担当授業科目：公衆衛生看護学概論、地域ケアシステム実習  

 

桑原敦志（保健医療学部看護学科 教授） 

学位：博士（医学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_kango/1631/  

担当授業科目：解剖生理学Ⅰ，Ⅱ、微生物学  

 

箕輪千佳（保健医療学部看護学科 准教授） 

学位：博士（保健学） 

業績： 

担当授業科目：基礎看護技術Ⅱ、基礎看護学実習Ⅱ 

 

砂賀道子（保健医療学部看護学科 准教授） 

学位：修士（保健学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_kango/1618/  

担当授業科目：成人看護学方法論Ⅰ－A、成人看護学方法論Ⅰ－B 

 

青栁千春（保健医療学部看護学科 准教授） 

学位：修士（保健学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_kango/14609/ 

担当授業科目：養護概説、学校保健、養護実習、教職実践演習（養護教諭） 

 

櫻井美和（保健医療学部看護学科 准教授） 

学位：看護学博士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_kango/8006/ 

担当授業科目：小児看護学概論、小児看護学方法論Ⅱ、小児看護学実習 
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星野千春（保健医療学部看護学科 講師） 

学位：修士（保健学） 

業績： 

担当授業科目：基礎看護技術Ⅱ、基礎看護学実習Ⅱ 

 

赤堀八重子（保健医療学部看護学科 講師） 

学位：修士（看護学） 

担当授業科目：地域ケアシステム実習 

 

星野美穂（保健医療学部看護学科 講師） 

学位：看護学博士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_kango/8007/ 

担当授業科目：小児看護学概論、小児看護学方法論Ⅱ、小児看護学実習 

 

藤本桂子（保健医療学部看護学科 講師） 

学位：修士（保健学） 

担当授業科目：成人看護学方法論Ⅰ－Ａ、成人看護学方法論Ⅰ－Ｂ 

 

武居明美（保健医療学部看護学科 助教） 

学位：修士（保健学） 

担当授業科目：地域ケアシステム実習 

 

松﨑奈々子（保健医療学部看護学科 助教） 

学位：修士（看護学） 

担当授業科目：小児看護学方法論Ⅱ、小児看護学実習 

 

入澤孝一（保健医療学部理学療法学科 教授） 

学位：体育学士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_rigaku/1526/ 

担当授業科目：体育理論 

 

栗原幸正（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/24704/ 

担当授業科目：教育課程論、教育方法論・方法論 

 

上原徹（健康福祉学部社会福祉学科 教授） 

学位：医学博士  
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業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_fukushi/1451/  

担当授業科目：臨床医学Ⅵ（精神医学） 

 

クリス・ターン（健康福祉学部医療情報学科 教授） 

学位：学士 

業績： 

担当授業科目：英語Ⅰ 

 

ステイシー・クローズ（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：MA 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/24705/ 

担当授業科目：英語Ⅱ 

 

石川勉（健康福祉学部健康栄養学科 教授） 

学位： 

担当授業科目：道徳教育の研究、特別活動論 

 

木幡直樹（健康福祉学部医療情報学科 講師） 

学位：博士（工学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/1472/  

担当授業科目：コンピュータ実習Ⅰ，Ⅱ 

 

深見匡（健康福祉学部健康栄養学科 講師） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_eiyo/1497/  

担当授業科目：教職論、教育基礎論、教育制度論、 

 

伊藤政明（薬学部薬学科 助教） 

学位：修士（薬学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_yaku/1564/  

担当授業科目：薬理学  

 

小西尚之（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：修士（教育学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20382/ 

担当授業科目：生徒指導論 

 

水出房子（保健医療学部看護学科 非常勤講師） 
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業績：準備中 

担当授業科目：健康相談Ⅰ，Ⅱ 

 

宮内 洋（教職関係科目 非常勤講師） 

学位：修士（教育学） 

担当授業科目：教育心理学、教育相談 

 

新田浩司（共通教養科目 非常勤講師） 

学位：法学修士  

担当授業科目：日本国憲法  

 

出雲春明（共通教養科目 非常勤講師） 

担当授業科目：英語Ⅰ，Ⅱ 

 

岡田和子（共通教養科目 非常勤講師） 

担当授業科目：英語Ⅰ 

 

柳澤順一（共通教養科目 非常勤講師） 

担当授業科目：英語Ⅱ 

 

亀尾聡美（保健医療学部看護学科 非常勤講師） 

学位：博士（環境科学） 

担当授業科目：公衆衛生学  

 

宮崎有紀子（保健医療学部看護学科 非常勤講師） 

学位：医学博士、保健学博士 

担当授業科目：疫学 

 

渡邊美鈴（保健医療学部看護学科 非常勤講師） 

担当授業科目：栄養学Ⅰ，Ⅱ 

 

河崎和代（保健医療学部看護学科 非常勤講師） 

担当授業科目：体育実技 

 

深澤英子（保健医療学部看護学科 非常勤講師） 

学位：修士（看護学） 

担当授業科目：公衆衛生看護学概論  
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【幼稚園教諭一種免許状】 

 

板津裕己（人間発達学部子ども教育学科 学科長） 

学位：文学修士 

業績： http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1183/ 

担当授業科目：教育心理学Ａ 

 

岡本拡子（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士(教育学)  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1185/  

担当授業科目：幼児と表現、保育内容表現 

 

千葉千恵美（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（保健福祉学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1181/  

担当授業科目：保育方法論、特別の支援を必要とする子ども理解と支援法、保育・教職実践演習（幼）  

 

浦﨑源次（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士 

業績： 

担当授業科目：教育基礎論Ａ 

 

内田祥子（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1195/  

担当授業科目：幼児と人間関係、保育内容人間関係、遊びの指導、幼児教育の方法と技術、子どもの理解

と援助、幼稚園教育基礎実習、幼稚園教育実習（事前事後指導含む）、保育・教職実践演習（幼） 

（旧課程科目）幼児教育指導論 

 

山西加織（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：博士（保健福祉学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1193/  

担当授業科目：幼児と健康、保育内容健康、幼稚園教育基礎実習、幼稚園教育実習（事前事後指導含む）、

保育・教職実践演習（幼） 

（旧課程科目）体育 
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石原綱成（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：文学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1190/  

担当授業科目：幼児と表現、保育内容表現 

（旧課程科目）造形と表現Ⅱ 

 

今井邦枝（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1189/  

担当授業科目：幼児と言葉、保育内容言葉、幼稚園教育基礎実習、幼稚園教育実習（事前事後指導含む） 

（旧課程科目）子どもの理解の理論と方法 

 

角野善司（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：修士（教育学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20433/ 

担当授業科目：心身の発達と学習過程、幼小教育相談 

 

吉田惠子（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（保健福祉学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1187/  

担当授業科目：地域教育社会論 

 

小西尚之（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：修士（教育学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20382/ 

担当授業科目：教育基礎論Ａ、教育制度論Ａ 

 

五十嵐一徳（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：教育学修士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14630/ 

担当授業科目：特別の支援を必要とする子ども理解と支援法 

 

今井麻美（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：修士（教育学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1197/  

担当授業科目：保育内容総論、保育内容指導法、親子遊び論 

 

富田純喜（人間発達学部子ども教育学科 講師） 
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学位：修士（教育学）  

業績： http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14628/ 

担当授業科目：教育基礎論Ａ、保育者論、カリキュラム論、保育内容指導法、保育・教職実践演習（幼） 

 

増田金吾（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（教育学） 

業績： 

担当授業科目：（旧課程科目）図画工作 

 

坂田恭子（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：（旧課程科目）身体と表現Ⅱ 

 

望月文代（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：幼児と環境、保育内容環境 

 

 

【小学校教諭一種免許状】 

 

板津裕己（人間発達学部子ども教育学科 学科長） 

学位：文学修士 

業績： http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1183/ 

担当授業科目：教育心理学Ａ  

 

栗原幸正（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/24704/ 

担当授業科目：社会、社会科指導法、生活、生活科指導法、教育課程論Ａ、総合的な学習の時間論 A、初

等特別活動論、初等教育方法論、教職実践演習（小中） 

 

片山豪（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位： 博士（医学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1185/  

担当授業科目：理科 、理科指導法、小学校教育基礎実習、小学校教育実習（事前事後指導含む）、 

教職実践演習（小中） 

 

増田金吾（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（教育学） 
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業績： 

担当授業科目：図画工作、図画工作科指導法 

 

浦﨑源次（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士 

業績： 

担当授業科目：教育基礎論Ａ 

 

武井英昭（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士 

業績： 

担当授業科目：国語、国語科指導法 

 

吉田惠子（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（保健福祉学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1187/  

担当授業科目：音楽、音楽科指導法、教師論Ａ、地域教育社会論、教職実践演習（小中） 

 

千葉千恵美（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（保健福祉学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1181/ 

担当授業科目：特別の支援を必要とする子ども理解と支援法 

 

角野善司（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：修士（教育学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20433/ 

担当授業科目：生徒指導論Ａ、幼小教育相談、小学校教育基礎実習、小学校教育実習（事前事後指導含

む）、教職実践演習（小中） 

 

小西 尚之（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：修士（教育学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20382/ 

担当授業科目：教育基礎論Ａ、教師論Ａ、教育制度論Ａ、小学校教育基礎実習、 

小学校教育実習（事前事後指導含む）、教職実践演習（小中）  

 

山西加織（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：博士（保健福祉学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1193/  
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担当授業科目：体育、体育科指導法  

 

富田純喜（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：修士（教育学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14628/ 

担当授業科目：教育基礎論Ａ 

 

中村博生（人間発達学部子ども教育学科 学部長） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14622/ 

担当授業科目：外国語（英語）、外国語（英語）の指導法、教職実践演習（小中） 

 

嶋田和成（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：博士（言語学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/8020/  

担当授業科目：外国語（英語）、外国語（英語）の指導法、教職実践演習（小中） 

 

松田幸子（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：博士（文学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1196/  

担当授業科目：外国語（英語）、教職実践演習（小中） 

 

ステイシー・クローズ（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：MA 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/24705/ 

担当授業科目：外国語（英語）、外国語（英語）の指導法、教職実践演習（小中） 

 

五十嵐一徳（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：教育学修士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14630/ 

担当授業科目：特別の支援を必要とする子ども理解と支援法、教職実践演習（小中） 

 

村田美和（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：博士（理学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20386/ 

担当授業科目：教職実践演習（小中） 

 

大石桂子（健康福祉学部医療情報学科 准教授） 
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学位：博士（文学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/1474/  

担当授業科目：初等道徳教育論  

 

内田幸子（健康福祉学部社会福祉学科 教授） 

学位：博士（家政学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_fukushi/1455/  

担当授業科目：家庭 、家庭科指導法 

 

増田金吾（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：図画工作、図画工作科指導法 

 

小泉健輔（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：算数、算数科指導法 

 

吉田浩之（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：初等キャリア教育論 

 

 

【中学校教諭一種免許状（英語）】 

 

 

板津裕己（人間発達学部子ども教育学科 学科長） 

学位：文学修士 

業績： http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1183/ 

担当授業科目：教育心理学Ａ 

 

浦﨑源次（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士 

業績： 

担当授業科目：教育基礎論Ａ 

 

片山豪（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（医学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1185/  

担当授業科目：教職実践演習（小中） 
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中村 博生（人間発達学部子ども教育学科 学部長） 

学位：教育学修士  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14622/ 

担当授業科目：学校英文法論、英語教育学Ⅱ、英語科指導法Ⅰ，Ⅱ、中学校教育基礎実習、中学校教育実

習（事前事後指導含む）、教職実践演習（小中） 

 

吉田惠子（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：博士（保健福祉学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1187/  

担当授業科目：教師論Ａ、地域教育社会論、教職実践演習（小中） 

 

栗原幸正（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/24074/  

担当授業科目：教育課程論Ａ、総合的な学習の時間論 A、中等特別活動論、中等教育方法論、教職実践演

習（小中） 

 

角野善司（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：修士（教育学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20433/ 

担当授業科目：中学校教育相談、教職実践演習（小中） 

 

嶋田和成（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：博士（言語学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/8020/  

担当授業科目：英語学概論、現代英語学の理論と応用Ⅰ，Ⅱ、英語教育学Ⅰ、英語科教材研究Ⅰ，Ⅱ、 

中学校教育基礎実習、中学校教育実習（事前事後指導含む）、教職実践演習（小中） 

 

松田幸子（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：博士（文学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/1196/  

担当授業科目：英語文学入門、英語文学批評、英語文学論、英語児童文学論、異文化コミュニケーション

論、中学校教育基礎実習、中学校教育実習（事前事後指導含む）、教職実践演習（小中） 

 

ステイシー・クローズ（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：MA 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/24705/ 

担当授業科目：Communicative Classroom EnglishⅠ，Ⅱ、Writing for English Teaching、 
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Speech Workshop、教職実践演習（小中） 

 

小西 尚之（人間発達学部子ども教育学科 准教授） 

学位：修士（教育学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20382/ 

担当授業科目：教育基礎論Ａ、教師論Ａ、教育制度論Ａ、中等生徒指導論、教職実践演習（小中） 

（旧課程科目）生徒・進路指導 

 

五十嵐一徳（人間発達学部子ども教育学科 助教） 

学位：教育学修士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14630/ 

担当授業科目：特別の支援を必要とする子ども理解と支援法、教職実践演習（小中） 

 

村田美和（人間発達学部子ども教育学科 助教） 

学位：博士（理学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20386/ 

担当授業科目：教職実践演習（小中） 

 

大石桂子（健康福祉学部医療情報学科 准教授） 

学位：博士（文学）  

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_joho/1474/  

担当授業科目：中等道徳教育論  

 

吉田浩之（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：中等キャリア教育論 

 

 

【特別支援学校教諭一種免許状】 

 

小竹利夫（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：修士（教育学） 

業績： 

担当授業科目：特別支援教育概論、肢体障害児の心理・生理・病理、肢体障害児の指導、肢体不自由児教

育演習、重複障害児教育総論、特別支援学校教育基礎実習、特別支援学校教育実習（事前事後指導含む） 

 

浦﨑源次（人間発達学部子ども教育学科 教授） 

学位：教育学修士  
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業績： 

担当授業科目：知的障害児の指導、知的障害者教育総論、知的障害児教育演習 

 

五十嵐一徳（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：教育学修士 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/14630/ 

担当授業科目：特別支援教育の課題と実践、障害児の発達診断、発達障害児教育総論、特別支援学校教育

基礎実習、特別支援学校教育実習（事前事後指導含む） 

 

村田美和（人間発達学部子ども教育学科 講師） 

学位：博士（理学） 

業績：http://www.takasaki-u.ac.jp/p_child/20386/ 

担当授業科目：知的障害児の心理・生理・病理、病弱児の指導、病弱児教育演習、発達障害児教育総論、

特別支援学校教育基礎実習、特別支援学校教育実習（事前事後指導含む） 

 

金澤貴之（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：視覚障害・聴覚障害教育総論  

 

中村保和（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：視覚障害・聴覚障害教育総論  

 

吉野浩之（人間発達学部子ども教育学科 非常勤講師） 

担当授業科目：病弱児の心理・生理・病理 

 

３．教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関するこ

と 

・高等学校教諭一種免許「情報」 

http://www.takasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/ea774d1d1c8cf33004ab70679fe9110a.pdf 

・高等学校教諭一種免許「福祉」 

http://www.takasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/7647377f6639bbd036d535921a47a7e8.pdf 

・高等学校教諭一種免許「公民」 

http://www.takasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/1f409aa879375c10b2c9dd277ceb2cb5.pdf 

・栄養教諭一種免許 

http://www.takasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/e26ffc31168e71d5cdd8548e1bdc2dc8.pdf 

・養護教諭一種免許 

http://www.takasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/fd4e3fc1948ff6527ef5672895ad6b74.pdf 

・幼稚園教諭一種免許状 

・小学校教諭一種免許状 
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・中学校教諭一種免許状（英語） 

・特別支援学校教諭一種免許状 

http://www.takasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/6864f770bca49f2a0a026466c7a212b6.pdf 

 

４．卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること（平成 30年度） 

 

表３．平成 30年度卒業生教員免許状取得状況 

 

 

５．教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること 

 

 本学では全学の教職課程の運営を教職支援センター（平成 26年度発足）にて対応しております。全学

の教職課程における、教育の質の向上並びに教職希望学生の学びの質向上を目的として、以下の取組を

進めています。 

 

１）教職に関する情報収集とその提供支援 

 教育職、保育職をめざす学生に対し、都道府県別採用試験の情報をはじめ、県別採用試験過去問題集や

参考書及び教職情報誌、学習指導要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針,幼保連携型認定こども園教育・

保育要領、小中学校使用教科書などを揃え、いつでも閲覧、コピー、貸出・配布等、最新情報の収集・提

供を行っています。 

また、個々の学生が自己の将来目標を明確にし、主体的な教職採用試験対策に取り組むことが出来るよ

う、教職情報、進路情報、教採情報等を提供する講座を適時に実施するとともに、現職教員や教育行政担

当者、採用試験経験者等、外部講師による実践的な講座を導入するなど、具体的ニーズに即した支援を行

い継続性のあるキャリアアップの育成に努めています。 

更に、学生による自主的な「学習サークル」を奨励し、自己分析、自己ＰＲ、グループディスカッショ

ン、論作検討、面接練習など、学生同士のワークショップを通して自己の得意分野や苦手分野等が見つけ

られるよう自主勉強会の場を提供し、能動的、自発的な学習活動の支援指導を行っています。 

 

 

免許種 取得者人数 

高等学校教諭一種免許「情報」 3人 

高等学校教諭一種免許「福祉」 5人 

高等学校教諭一種免許「公民」 5人 

栄養教諭一種免許 8人（課程修了者数） 

養護教諭一種免許 8人 

幼稚園教諭一種免許状 49人 

小学校教諭一種免許状 52人 

中学校教諭一種免許状（英語） 12人 

特別支援学校教諭一種免許状 30人 
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２）教職（教員・幼保）採用試験対策特別講座の実施 

 教育職及び保育職の志望者に対し、予備校や専門塾に行かなくて済むよう、学内「筆記試験対策」講座

を実施しています。学内の教師陣による特別講座をはじめ、外部プロ講師による「教職教養」、「一般教

養」、「小学校全科」、「中学校英語」、「特別支援教育」等の対策講座を開講し、確かな力が身に付けられる

よう支援活動を行っています。 

 また、公立幼稚園教諭や公立保育園の保育士等の志望者に対し、「公務員試験対策」講座も開講し、個々

の目標が実現出来るように支援活動を実施しています。 

 

３）個別支援ガイダンスの実施 

 自己目標の方向性が定まらない学生等への進路相談、就職相談をはじめ、将来に不安や悩みを有する

学生の要望に応じた個別面談等を随時行い、一人一人に即したきめ細かな支援に当たっています。 

ゼミの担当教員と連携しながら採用試験への学習方法をはじめ、志望分野の情報収集の進め方等、個別

ガイダンスに力を入れた指導・支援を行っています。 

更に、個別・集団面接、場面指導、模擬授業、論作指導等の指導や志願書の作成指導等、自分の考えを

しっかりと表現し、伝えることが出来るよう採用試験の内容に対応した個別指導を行っています。 

 

４）教育（教員・幼保）実習支援指導 

 学生にとって、体験実習は将来目標を左右する重要活動であり、不安も多数抱えているので、学校及び

学級生活の様子、幼児・児童・生徒への接し方、会話の内容や話し方等、学生の不安解消に努め、相談や

要望に応じて出来るだけ具体的、実践的な支援活動を行っています。 

 

５）学習指導支援活動 

 教職科目の学習、教育実習の諸準備等のために、全ての小・中学校学習指導要領解説、小・中学校使用

教科書の提供を行うほか、学習指導要領に基づく教科書教材の見方や扱い方等を支援しています。 

更に、教材研究の方法、授業構想の仕方、学習指導案作成の方法、指導方法の在り方等、小中学校の学

年ごとに対応した学習指導が出来るように資料提供、指導・支援活動を行っています。 


