
令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

学校ガバナンスの事例研究 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

教育行政の理論と実践 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

人間発達文化研究科 教職実践専攻 佐藤　和彦 学校マネジメント論及び事例研究 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

授業づくりの理論と実際 教科又は教職

小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・音楽・美
術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理歴史・公
民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理科・農業・
工業・商業・水産・福祉）

教材開発と教育方法の実践と課題 教科又は教職

小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・音楽・美
術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理歴史・公
民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理科・農業・
工業・商業・水産・福祉）

教師の成長と授業研究 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

人間発達文化研究科 教職実践専攻 宗形　潤子 生活科・総合的な学習の時間に関する理論と 教科又は教職

小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・音楽・美
術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理歴史・公
民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理科・農業・
工業・商業・水産・福祉）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 小川　裕 音楽授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（音楽）、高専免（音楽）

特別支援学校における教育課程編成の実際 教科又は教職 特支専免（知肢病）

特別支援学校における学級経営の実践研究 教科又は教職 特支専免（知肢病）

特別支援学校における学校経営の実践研究 教科又は教職 特支専免（知肢病）

特別支援学校と地域の実践研究 教科又は教職 特支専免（知肢病）

自立活動の事例と実践 教科又は教職 特支専免（知肢病）

教職実践専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 教職実践専攻

人間発達文化研究科 教職実践専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000092/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000237/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000626/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000402/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000062/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000064/profile.html

阿内　春生

坂本　篤史

小檜山　宗浩

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140936&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141071&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140779&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141139&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140727&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140916&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141142&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141028&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141069&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141140&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140937&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140778&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141073&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000092/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000237/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000626/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000402/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000062/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000064/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

生徒指導の事例研究 教科又は教職

小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・音楽・美
術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理歴史・公
民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理科・農業・
工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

学校・学級づくりの実践研究 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

道徳科授業の理論と実践 教科又は教職
小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・保健体
育・家庭・英語・理科・技術）、養教専免栄教専免

教育実践高度化プロジェクト研究Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

教育実践高度化プロジェクト研究Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

教育実践高度化プロジェクト研究Ⅲ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

教育実践高度化プロジェクト研究Ⅳ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

学校課題対応プロジェクト研究Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

学校課題対応プロジェクト研究Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

学校課題対応プロジェクト研究Ⅲ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

学校課題対応プロジェクト研究Ⅳ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

人間発達文化研究科 教職実践専攻 植田　啓嗣 世界の教育改革と現在 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

人間発達文化研究科 教職実践専攻 森本　明 算数・数学授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（数学）、高専免（数学）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 菅家　礼子 体育授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（保健体育）、高専免（保健体育）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 太田　孝 国語授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（国語）、高専免（国語）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 瀧口　和也 伝統の数理特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 谷　雅泰 公教育の理念と教育改革 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

人間発達文化研究科 教職実践専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000661/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000297/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000114/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000299/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000625/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000123/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000023/profile.html

松下　行則

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141025&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141070&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140939&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141112&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141163&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140978&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140991&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140868&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140786&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140881&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140894&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140728&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140918&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140780&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140917&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140671&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140843&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000661/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000297/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000114/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000299/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000625/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000123/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000023/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

学校と地域 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

福島の学校と教育課題Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

福島の学校と教育課題Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

障害児に対する実践的指導方法の実際 教科又は教職 特支専免（知肢病）

応用行動分析学からみた知的障害教育の事例 教科又は教職 特支専免（知肢病）

特別支援教育実践プロジェクト研究Ⅰ 教科又は教職 特支専免（知肢病）

特別支援教育実践プロジェクト研究Ⅱ 教科又は教職 特支専免（知肢病）

特別支援教育実践プロジェクト研究Ⅲ 教科又は教職 特支専免（知肢病）

特別支援教育実践プロジェクト研究Ⅳ 教科又は教職 特支専免（知肢病）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 浜島　京子 家庭科授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（家庭）、高専免（家庭）

学校カウンセリングの事例研究 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

特別な支援が必要な生徒に対する学校カウンセリングの実際 教科又は教職 特支専免（知肢病）

障害児に対する実践的指導方法の事例研究 教科又は教職 特支専免（知肢病）

病弱児教育の事例と実践 教科又は教職 特支専免（知肢病）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 鈴木　昭夫 理科授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（理科）、高専免（理科）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 粠田　惣男 社会科授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（社会）

人間発達文化研究科 教職実践専攻 三石　初雄(非)

 文学修士 【著作】
・「本質に迫る“学校ならではの学び”と総合学習」『今だからこそ「子ども発」
の学びを』、新評論、375-389、2020年8月
・「教育課程開発の新しい動き」新しい時代の教育課程第４版、田中耕治・
水原克敏・三石初雄・西岡加名恵、有斐閣、2018年、113-140
・「教師研究の構図と特質―『学会年報』の研究動向―」日本教師教育学会
編『教師教育研究ハンドブック』62-65、学文社、2017年
・「序章　現代学校における理科教育の課題を探る―“現代ならでは”の理
科教育―」「終章　理科の教科カリキュラムの開発と教師の専門職性の探
求」『教科教育学シリーズ　理科教育』11-22、245-251、三石初雄・中西史
編、一藝社、2016年9月
【論文】
・「内発的自発性とコンピテンス概念の検討」三石初雄，関東教育学会紀要
48，25-39、2021年
・「学校ならではの深い学びを創りだす」、教育、67-74、2021,10
・「教科専門科目の位置と教科内容論的研究から教師の専門性を探る、日
本教師教育学会紀要30、8-18、2021年
・「原体験教育と授業での｢深い学び｣往還の可能性を探る」、こどもと自然
学会紀要、23、8-29、2021年
・「専門職課程における「研究能力」育成とアカデミズム」三石初雄、日本教
師教育学会29、22-32、2020年
・「教師教育の課題とこれからの教職大学院を考える―現代日本における
「高度実践型」教師像の探究―」東京学芸大学教員養成カリキュラム開発
研究センター年報、18、19-28、2019年
・「教師の「熟達化」過程と校内研修組織の在り方を考える　―小学校教師
の聞き取り調査結果を事例に―」帝京大学大学院教職研究科年報、9、1-
10、2018年
・「教職科目の“大くくり化”と「教職課程コアカリキュラム」設定」、体育同志
会編『たのしい体育・スポーツ』2018年春号、58-63頁
・「教師教育政策の展開と教師教育の課題を探る」『日本教師教育学会年
報』第24号、2015年9月、72-80頁
・「「高リスク」社会の中で勝ち選択的課題にどのように向きあうか」日本社
会科教育学会紀要119、13-23、2013年
・「「原体験」と「とりたてての授業」を視野に入れた理科カリキュラムの編成
」三石 初雄、理科の教育52(3)、196-197、2003年3月
（現　東京学芸大学・名誉教授、特命教授）

教育課程編成実践研究 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・技術・家庭）、高専免（国語・地理
歴史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語・理
科・農業・工業・商業・水産・福祉）、養教専免、栄教専免

人間発達文化研究科 教職実践専攻

人間発達文化研究科 教職実践専攻

教職実践専攻人間発達文化研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000084/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000307/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000403/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000263/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000169/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000170/profile.html

片寄　一

中田　スウラ

鶴巻　正子

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140938&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140844&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140845&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140782&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140921&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140797&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141125&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140922&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140748&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141141&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140842&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140935&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140781&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140783&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140729&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141027&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141068&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000084/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000307/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000403/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000263/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000169/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000170/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人間発達文化研究科 教職実践専攻 芝田　直久（非）

教育学修士 【論文】
・”Encouraging High School Students to Deepen Curren
Topics through Multiple Editorials on the Basis of Four
Skills” 芝田直久.福島大学人間発達文化学類論集.32.39-
54.2020年12月
・”   Encouraging High School Students to Deal with the
Timely Topics four skills (reading, writing, listening and
speaking) English education” 芝田直久. 福島大学人間発達
文化学類論集.31.25-38.2020年6月
・”Encouraging Senior High School Students to Speak
English without Worrying about Mistakes” 芝田直久.福島大
学人間発達文化学類論集.29.25-36.2019年6月
・”  How to Deal with Columns in the Newspapers for High
School Students” Shibata Naohisa.福島大学人間発達文化
学類論集.27.27-38.2018年6月
・”Practical Report on Encouraging High School Students to
Learn Editorials” Shibata Naohisa.福島大学人間発達文化学
類論集.26.1-11.2017年12月

英語授業の理論と実践 教科又は教職

中専免（英語）、高専免（英語）

運動とライフサイエンス特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

健康指導特論演習 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

日本古典文学特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

日本古典文学特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

日本言語文化史特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

日本言語文化史特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

音楽メディア創造演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

作曲特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

現代指揮法演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

日本美術史特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

西洋美術史特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 角間　陽子 生涯生活マネジメント特論 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

ヨーロッパ社会文化史特論 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

ヨーロッパ地域生活史特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

幼児心理学特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

幼児心理学特論演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

幼児心理学特論演習Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

幼児発達心理学特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

進路指導の心理特論 教科又は教職
小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・保健体
育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）

進路指導の心理特論演習Ⅰ 教科又は教職
小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・保健体
育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）

進路指導の心理特論演習Ⅱ 教科又は教職
小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・保健体
育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000285/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000189/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000041/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000210/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000125/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000075/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000243/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000293/profile.html

原野　明子

五十嵐　敦

安田　俊広

井實　充史

横島　浩

加藤　奈保子

鍵和田　賢

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140920&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140605&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140606&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140621&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140688&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140622&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140708&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140677&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140678&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140679&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140723&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140724&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140647&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140574&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140627&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140189&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139795&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139649&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140586&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140000&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139565&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140394&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139745&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139647&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140542&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140110&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000285/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000189/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000041/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000210/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000125/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000075/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000243/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000293/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

日本近代文学特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

日本近代文学特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

比較言語文化特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

比較言語文化特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

乳幼児・小学生の心理学特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

乳幼児・小学生の心理学特論演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

乳幼児・小学生の心理学特論演習Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

近代英米文学特論 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

近代英米文学特論演習 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

近代英米文化研究Ⅰ 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

現代声楽演奏特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

声楽演奏特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

オペラ特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

英語科教育特論Ⅱ 教科又は教職 小専免、中専免（英語）、高専免（英語）

英語科カリキュラム特論演習Ⅱ 教科又は教職 小専免、中専免（英語）、高専免（英語）

英語科教育実践研究Ⅰ 教科又は教職 小専免、中専免（英語）、高専免（英語）

課題研究Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

英語意味論特論 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

英語意味論特論演習 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

英語意味研究Ⅰ 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

国語科教育特論Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

国語科カリキュラム特論演習Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

国語科教育実践研究Ⅱ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

課題研究Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

教育心理学特論演習 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

認知教育方法特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

認知教育方法特論演習 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

心理実験統計法特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）高専免（国語・地理歴史・公民・数
学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

地域と文化特論 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

地域振興とまちづくり特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000037/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000067/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000052/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000176/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000200/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000149/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000171/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000038/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000074/profile.html

佐久間　康之

佐藤　元樹

佐藤　佐敏

住吉　チカ

初澤　敏生

高橋　由貴

高谷　理恵子

髙田　英和

今尾　滋

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140619&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140594&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140620&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140595&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140111&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140503&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140112&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140624&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140625&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140643&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140676&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140701&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140702&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140565&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140636&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140614&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140026&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139591&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140419&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139770&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140664&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140641&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140665&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140564&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139619&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140613&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140025&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139590&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140418&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139769&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139646&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139791&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139792&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141020&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140628&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140693&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000037/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000067/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000052/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000176/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000200/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000149/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000171/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000038/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000074/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

日本社会文化史特論 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

日本地域生活史特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

課題研究Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

身体教育とスポーツ文化特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

現代スポーツ特論演習 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

課題研究Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（国語・社会・数学・音楽・美術・
保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴史・公民・
数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間開発の倫理学特論 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（公民）

共生の倫理学特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（公民）

保健体育科教育特論Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

保健体育科カリキュラム特論演習Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

保健体育科教育実践研究Ⅰ 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

環境と彫刻特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

環境と彫刻特論演習Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

環境と彫刻特論演習Ⅱ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

生命環境科学特論 教科又は教職 小専免

生命環境科学特論演習 教科又は教職 小専免

自然環境科学特論 教科又は教職 小専免

自然環境科学特論演習 教科又は教職 小専免

課題研究Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

スポーツ医科学特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

健康科学と運動処方特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 杉田　政夫 音楽科教育実践研究Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

衣生活特論 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

衣生活支援研究 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000137/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000065/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000219/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000177/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000126/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000059/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000110/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000628/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000116/profile.html

千葉　桂子

小川　宏

小野原　雅夫

松本　健太

新井　浩

水澤　玲子

杉浦　弘一

小松　賢司

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140692&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140667&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140028&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139593&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140421&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139772&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140650&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140579&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140039&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139604&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140432&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139783&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140645&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140575&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142090&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142091&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142092&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140720&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140583&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140608&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140649&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140715&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140697&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140672&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139995&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139560&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140389&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139740&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140653&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140654&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139620&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140629&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140577&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000137/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000065/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000219/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000177/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000126/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000059/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000110/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000628/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000116/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

食品科学特論 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

食物学研究 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

課題研究Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

初期近代英米文学特論 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

初期近代英米文学特論演習 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

初期近代英米文化研究Ⅰ 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

スポーツトレーニング特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

トレーニング実践特論演習 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

代数構造の数理特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

代数構造の数理特論演習Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

代数構造の数理特論演習Ⅱ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

物質化学特論 教科又は教職 小専免

物質化学特論演習 教科又は教職 小専免

食生活特論 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

食生活支援研究 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

風土と生活特論 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

環境地理学特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

多様体と構造の幾何特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

多様体と構造の幾何特論演習Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

多様体と構造の幾何特論演習Ⅱ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

現代ピアノ演奏演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

ピアノ演奏特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

鍵盤楽器特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

英語構造論特論 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

英語構造論特論演習 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

英語構造研究Ⅰ 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

現代文化と絵画特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

現代文化と絵画特論演習Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

現代文化と絵画特論演習Ⅱ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

課題研究Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000166/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000291/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000135/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000173/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000168/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000298/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000292/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000209/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000181/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000211/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000053/profile.html

中村　恵子

中村　洋介

中田　文憲

中畑　淳

朝賀　俊彦

渡邊　晃一

千葉　養伍

川田　潤

川本　和久

相原　義弘

村上　正義

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140600&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140646&formatCD=1
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

美術科教育特論 教科又は教職 小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

美術科カリキュラム特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

美術科教育実践研究Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

図画工作・美術授業の理論と実践 教科又は教職 中専免（美術）、高専免（美術）

現代日本語特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

現代日本語特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

地域言語特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

地域言語特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

現代英米文学特論 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

現代英米文学特論演習 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

現代英米文化研究Ⅰ 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

集団の心理特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

集団の心理特論演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

集団の心理特論演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

社会心理学特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

中学生・高校生の心理学特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

中学生・高校生の心理学特論演習 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間理解特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間理解特論演習 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 平中　宏典 理科教育実践研究Ⅰ 教科又は教職 小専免

幼児教育学特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

幼児教育学特論演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

幼児教育学特論演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

コミュニティ文化特論 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（公民）

コミュニティ形成特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（社会）、高専免（公民）

運動発達のバイオメカニクス特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

発達と加齢の運動学特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000231/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000240/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000040/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000039/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000112/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000172/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000294/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000629/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000066/profile.html
牧田　実

本嶋　良恵

内藤　良行

半沢　康

飯嶋　良太

飛田　操

富永　美佐子

保木井　啓史
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

住生活特論 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

住環境とまちづくり特論演習 教科又は教職 小専免、中専免（家庭）、高専免（家庭）

舞踊教育特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

舞踊表現特論演習 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

スポーツ社会政策特論 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

スポーツクラブマネジメント特論演習 教科又は教職
幼専免、小専免、中専免（保健体育）、高専免（保健体
育）

自然現象の数理特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

自然現象の数理特論演習Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

自然現象の数理特論演習Ⅱ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（数学）、高専免（数学）

課題研究Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

課題研究Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

専門演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

中国文化特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

中国文化特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

中国思想特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

中国思想特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

幼児教育内容特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

幼児教育内容特論演習Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

幼児教育内容特論演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 髙橋　純一 インクルーシブ教育システムと障害理解教育 教科又は教職 特支専免（知肢病）

英語科カリキュラム特論演習Ⅰ 教科又は教職 小専免、中専免（英語）、高専免（英語）

外国語教授学特論 教科又は教職 中専免（英語）、高専免（英語）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 伊藤　宏之（非）

政治学修士 【MISC】
・「社会契約論史におけるスミスとマルクス 」福島大学人間発達文
化学類論集 第２号 （社会科学部門） 2005年
・「ホッブスをめぐるカントとスミス ― ウィリアムズとマウスの新研究
を検討する ― 」福島大学教育学部論集 第75号 （社会科学部門）
2004年
【書籍等出版物】
・ジョン・ロック『改訂版　全訳統治論』八朔社 2020年
・ロバート・フィルマー『フィルマー著作集』京都大学学術出版会
2016年 渡部秀和と共訳
・トマス・ホッブズ『哲学原論／自然法および国家法の原理』柏書房
2012年 渡部秀和と共訳
・「社会契約論がなぜ大事か知っていますか」柏書房 2011年

異文化共生の政治学特論演習 教科又は教職

小専免、中専免（社会）、高専免（公民）

生活と工芸特論 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

生活と工芸特論演習Ⅰ 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

生活と工芸特論演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（美術）、高専免（美術）

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000236/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000099/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000113/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000235/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000624/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000246/profile.html

修士（教育学） 【委員歴】
・2005年～2011年　福島県総合美術展運営委員長　福島県総合美
術展審査委員(工芸美術部門)
【著書】
・共著『造形の基礎技法』1984年、建帛社。
・共著『新・造形の基礎技法』1993年、建帛社。
【論文】
・「高齢者の美術・造形活動の傾向と課題」、『大学美術教育学会
誌』第29号、1997年。
【実技・技能に関する業績】
・「杜のうた」第17回日展（東京都美術館）、1985年。
・「菱」第8回日本新工芸家展（東急デパート本店他）、1986年。

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000256/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000022/profile.html

澁澤　尚

齋藤　美智子

片野　一（非）

鈴木　晃

鈴木　裕美子

蓮沼　哲哉

和田　正樹

髙木　修一

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140630&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140631&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140607&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140655&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140652&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140580&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140635&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140714&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140578&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139983&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139548&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140380&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139731&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140663&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140623&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140689&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140690&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139796&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139797&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139650&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141072&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140658&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140642&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140644&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140721&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140584&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140722&formatCD=1
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

現代器楽演奏演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

器楽演奏特論演習 教科又は教職 幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

器楽アンサンブル特論演習 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 佐藤　恒徳(非)

博士(国際文化) 【論文】
・「否定と制限―石川求『カントと無限判断の世界』に寄せて― 」
『東北哲学会年報』（東北哲学会） No.36 63-73 2020年
・「バウムガルテンはヴォルフを読めたか―1734年以降の禁令事情
― 」『ヨーロッパ研究』（東北大学大学院国際文化研究科（旧）ヨー
ロッパ文化論講座） 第11号 167-187 2016年3月
・「最完全世界の唯一性をめぐって―カント『最善説試論』のヴォル
フ主義的背景― 」日本カント研究（日本カント協会編） 17 142-156
2016年  査読有り
・「（博士論文）完全性の哲学の解体―ヴォルフ学派とカント― 」東
北大学 2015年3月
・「無限の論理と無限の美感―カントの崇高論― 」『倫理学年報』
（日本倫理学会） 第57集 157-171 2008年  査読有り

人間理解の哲学特論 教科又は教職

小専免、中専免（社会）、高専免（公民）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 三田　辰彦(非)

博士（文学） 【論文】
・「東晋南朝の皇太妃」三田辰彦, 『集刊東洋学』 (122) 1-21 2020
年1月
・「唐代記録南朝陵墓信息的背景――従《元和郡県図志》看該行
為的歴史意義 」周秦漢唐文化研究 10 64-81 2018年
・「東晋中期の皇帝と礼制運営 」『文化』 78(1・2) 18-37 2014年9月
・「東晋皇帝制度研究」 東北大学 2012年7月
【書籍等出版物】
・『中国ジェンダー史研究入門』（分担執筆）京都大学学術出版会
2018年

アジア社会文化史特論 教科又は教職

小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 小塩　さとみ（非）

博士（人文科学） 【論文・書評】
・小塩さとみ　2021「音楽科の「資質・能力」を考える〜音楽学の立場から
〜」『宮城教育大学教職大学院紀要』(2), pp.11-20.
・Oshio Satomi 2019 “Traditional Music and World Music in Japanese
School Education（日本學校教育中的傳統音樂及世界音樂）”, in 民俗曲藝
（Journal of Chinese Ritual, Theatre and Folklore） vol.203,pp.73-110.
・小塩さとみ 2018「ヤオ族の儀礼で用いられる「長鼓の舞」の動作分析」、
『横浜ユーラシア文化館紀要』(6)、pp.53-70.
・川口明子；小塩さとみ；山下正美 2015「教員養成・採用・研修における日
本伝統音楽実技の現状と課題」、『音楽教育学』45(2),pp.59-63.
・小塩さとみ；田代治之；配川美加；羽山裕；望月太佐衛 2013「2012「長唄研
究(６)長唄≪四つ竹節≫」、『芸能』(19)、pp.91-06.
【書籍】
・小塩さとみ　2019『フレーズで覚える三味線入門』、東京：音楽之友社.
・小塩さとみ　2019「唱歌と種目」、日本音楽の教育と研究をつなぐ会（編
著）；徳丸吉彦（監修）2019『唱歌で学ぶ日本音楽（DVD２枚付）』、東京：音
楽之友社、pp.17-19.
・小塩さとみ;寺田巳保子　2019「４．長唄」、日本音楽の教育と研究をつなぐ
会（編著）；徳丸吉彦（監修）2019『唱歌で学ぶ日本音楽（DVD２枚付）』、東
京：音楽之友社、pp.84-99.
【学会での口頭発表】
・シンポジウム「音楽を競技する− − コンクールを考える」（シンポジウム企
画・司会・および「日本音楽におけるコンクール」報告者）、日本音楽学会東
日本支部第62 回定例研究会（於宮城教育大学）、2019年12月14日.
・「植民地台湾における「邦楽」の広がり－三曲・長唄・検番を事例として－」
（劉麟玉；福田千絵との共同発表）、音楽学会東日本支部第111 回定例研
究会（於武蔵野音楽大学江古田キャンパス）、2019年7月6日.
・「唱歌でつなぐ研究・演奏・教育」（寺田己保子；薦田治子；小塩さとみ；山
下正美川口明子；中村仁美；猶原和子；加藤富美子との共同発表）、東洋音
楽学会第69 回大会（於大正大学巣鴨キャンパス）、2018年11月11日.

音楽文化特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（音楽）、高専免（音楽）

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 瀬戸　真之(非)

博士（理学） 【論文】
・「新潟県上越市国川地すべりにおける発災直後と現在(4年後)と
の比較 」中村 洋介, 瀬戸 真之, 花渓 和希, 福島大学人間発達文
化学類論集 25(25) 1-10 2017年6月
・「吾妻山火山噴火による火山泥流に関する地形学的検討 」瀬戸
真之, 中村 洋介, FURE研究報告 3 154-159 2015年3月  査読有り

人間と社会の地理学特論 教科又は教職

小専免、中専免（社会）、高専免（地理歴史）

地域文化創造専攻人間発達文化研究科

芸術学修士 【MISC】
・「合奏活動をもとにした弦楽器学習を考える 」cmc音楽文化の創
造 (20) 84-89 2001年
・「Learning of Stringed Instrument on Ensemble Movement 」
CREATING MUSIC CULTURE (20) 84-89 2001年
・「チュロにおける構えの指導に関する研究 」福島大学教育学部実
践研究紀要 (39) 15-22 2000年
・「A Teaching Method of the Way to Hold the Cello 」BULLETIN
OF THE RESEARCH AND GUIDANCE CEIVTER OF THACHING
PRACTICE THE FACULTY OF EDUCATTON (39) 15-22 2000年
・「チェロ運指技術の熟達に関わる諸問題 II 運指技術の向上を阻
害する要因 」「教育実践研究紀要」 (37) 1999年

金谷　昌治（非）

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140582&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140674&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140675&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140696&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140712&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140680&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140694&formatCD=1


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人間発達文化研究科 地域文化創造専攻 中川　祐治（非）

博士(学術) 【論文】
・「地域の日本語ボランティアに求められる能力とは何か―日本語
ボランティアの「語り」から― 」中川 祐治, 福島大学地域創造 30(1)
31-42 2018年9月  査読有り
・「『今昔物語集』における極度・高度を示す程度副詞の諸相 」中川
祐治, 言文 (65) 1-16 2018年3月
・「特定課題研究 地域日本語教育が育む異文化間能力―対話を
通じて 」中川 祐治, 異文化間教育 (47) 50-67 2018年3月  招待有
り
・「「地域」を活かした動画作成活動の実践―地域日本語教室にお
ける相互学習型活動の試み 」中川 祐治, 永島 恭子, 福島大学地
域創造 28(2) 3-18 2017年2月  査読有り
・「地域の日本語学習支援活動における支援者の省察―SCAT法
による質的分析 」中川 祐治, 福島大学地域創造 28(1) 42-52 2016
年9月  査読有り

日本語史特論演習 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語）、高専免（国語）

福祉分野（福祉心理特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床発達心理学特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床心理査定演習Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

学校教育臨床研究ⅠA 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

教育分野（学校臨床心理特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

心理支援（心理学研究法特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床心理学特論Ⅰ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

心理支援（精神分析学特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

投影法特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床心理基礎実習 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床心理面接特論Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

家族・集団・地域（家族臨床心理学特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

司法・犯罪分野（犯罪・非行臨床特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

教育分野（教育臨床学特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

心理アセスメント（心理アセスメント特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメント） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

学校臨床心理専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻

学校臨床心理専攻人間発達文化研究科

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000257/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000102/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000175/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000191/profile.html

安部　郁子

岸　竜馬

青木　真理

生島　浩

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140617&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140585&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140587&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141138&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140725&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140609&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140912&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140840&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140913&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140726&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141066&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140774&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141021&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141023&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140841&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140914&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140915&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140934&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140777&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000257/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000102/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000175/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000191/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

障害児心理学特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

福祉分野（家族福祉臨床特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 茨木　博子(非)

博士 (心理学) 【論文】
・慢性分裂病者への心理劇の試み(その3)―補助自我の治療的意
義をめぐってー.(共),芸術療法Vol.10,39-46, 1979
・一女性分裂病者への心理劇的アプローチ.(単),上智大学臨床心理
学研究第6巻,107-127, 1982
・分裂病者と心理劇―心理劇の治療効果について―.(単),芸術療
法Vol.24,132-148, 1993
・分裂病者と心理劇―心理劇評価表作成の試みー.(単),集団精神
療法Vol.10,141-150, 1994
・分裂病者と心理劇―心理劇の治療効果について(その2)―.(単),
芸術療法Vol.26,134-153, 1995
・慢性分裂病者に対する心理劇の臨床心理学的研究(博士論文).
上智大学, 1998
・集団心理療法におけるウォーミングアップの体験内容とその治療
的意味について.(共),心理劇第13巻第1号,29-43, 2008
・心理臨床におけるロール・プレイングー精神科クリニックにおける
ロール・プレイング.(単),臨床心理学第10巻第3号,348-353, 2010
・科学としての心理劇―病院臨床における実践と研究からー.(単),
心理劇第18巻第1号,9-17, 2013
・サイコドラマにおけるウォーミングアップの進め方―構成型及び単
一型ウォーミングアップの気分による比較検討―.(共),心理劇第24
巻第1号,45-59, 2019

家族集団地域（グループ・アプローチ特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 横山　浩之(非)

博士（医学） 【論文】
・Yokoyama H, Tomizawa Y, et al. Team-based parent training by
child specialists helps maltreated children. Pediatri Int. 60, 1051-
55, 2018.
・Numata-Uematsu Y, Yokoyama H, et al. Attachment Disorder and
Early Media Exposure: Neurobehabioral symptoms mimicking
autism spectrum disorder, J Med Invest 65:208-2, 2018
・A patient with a 6q22.1 deletion and a phenotype of non-
progressive early-onset generalized epilepsy with tremor.Haginoya
K, Sekiguchi F, Munakata M, Yokoyama H, Hino-Fukuyo N,
Uematsu M, Jin K, Nagamatsu K, Ando T, Miyake N, Matsumoto N,
Kure S.Epilepsy & behavior reports.15.100405.2021年
・「発達障害を疑われて来院したメディアによる行動異常の3例」横
山 浩之, 鈴木 雄一, 加藤 朝子, 細矢 光亮, 市川 陽子.日本小児科
学会雑誌.124 (1).86 - 86.2020年01月
・「 知的能力障害に対する支援と教育」横山 浩之.脳と発達.52
(6).374-378.2020年
・「小児科一次クリニックにおけるADHD小児400例の患者背景の検
討」勝島 由利子, 横山 浩之, 勝島 史夫.日本小児科医会会
報.(58).141-145.2019年10月
・「メディア中毒と愛着形成障害　自閉スペクトラム症に類似した症
状」植松 有里佳, 横山 浩之, 佐藤 寛記, 遠藤 若葉, 植松 貢, 奈良
千恵子, 呉 繁夫.日本小児科学会雑誌.123 (3).643 - 643.2019年03
月

保健医療分野（神経生理学特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 熊切　力（非）

博士（医学） 【論文】
・高齢者における抑肝散の効果　熊切 力 , 村上 敦浩　漢方の臨床
55(9), 1311-1323, 2008-09-25
・漢方（苓桂朮甘湯）が効果を示した不登校の2例　熊切力　第49回
日本児童精神医学会　2008
・行動制限療法に感情制御スキル・トレーニングを試みた神経性大
食症の入院例(第1084回千葉医学会例会・第21回千葉精神科集談
会)
    宇井るい 阿部哲也 吉村一郎 柳橋諭 秋元武之 渡邉博幸 中里
道子 伊豫雅臣 佐藤理恵 熊切力
    千葉医学雑誌 80 (5) 228 2004-10-01 千葉大学
・統合失調症における血清ミッドカインの異常 Abnormalities of
serum midkine levels in patients with schizophrenia
  清水栄司 橋本謙二 SALAMA Ragaa H. M. 渡邉博幸 小松尚也
岡村斉恵 小池香 篠田直之 中里道子 熊切力 岡田真一 村松寿子
村松喬 伊豫雅臣
  日本神経精神薬理学雑誌 = Japanese journal of
psychopharmacology 23 (6) 264 2003-12-25

保健医療分野（精神医学特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

学校臨床心理専攻人間発達文化研究科

https://researchmap.jp/read0210499

渡邊　隆

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141065&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141136&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141022&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140610&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140612&formatCD=1
https://researchmap.jp/read0210499


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 竹林　由武（非）

博士（学術） 【論文】
・"May risk communication with non-experts contribute to post-disaster
restoration of normalcy? A survey on the disaster-struck prefectures after
the Great East Japan Earthquake " Tomoyuki Kobayashi, Yoshitake
Takebayashi, Aya Goto, Kazuya Nakayachi, Michio Murakami, International
Journal of Disaster Risk Reduction 65 102564-102564 2021年11月
・"Classifying patients with depressive and anxiety disorders according to
symptom network structures: A Gaussian graphical mixture model-based
clustering " Jun Kashihara, Yoshitake Takebayashi, Yoshihiko Kunisato,
Masaya Ito, PLOS ONE 16(9) e0256902-e0256902 2021年9月1日
・"Associations of Autism Traits With Obsessive Compulsive Symptoms
and Well-Being in Patients With Obsessive Compulsive Disorder: A Cross-
Sectional Study " Satomi Doi, Yuki Kobayashi, Yoshitake Takebayashi,
Eriko Mizokawa, Atsuo Nakagawa, Masaru Mimura, Masaru Horikoshi,
Frontiers in Psychology 12 2021年7月30日
・"Trajectory and factors of radiation risk perception of students aged 10
to 12 years at the time of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station
accident. " Kiyotaka Yasui, Yoshitake Takebayashi, Ryo Motoya, Shuntaro
Aoki, Teruko Horiuchi, Toshio Hatsuzawa, Kazunori Nakano, Takashi Ohba,
Kazuki Yoshida, Sanae Midorikawa, Akira Ohtsuru, Michio Murakami,
Journal of radiological protection : official journal of the Society for
Radiological Protection 2021年5月25日
・"Trajectories of peer relationship problems and emotional symptoms in
children 5 years after a nuclear disaster: Fukushima Health Management
Survey. " Shuntaro Itagaki, Yoshitake Takebayashi, Michio Murakami,
Mayumi Harigane, Masaharu Maeda, Rie Mizuki, Yuichi Oikawa, Saori Goto,
Maho Momoi, Itaru Miura, Tetsuya Ohira, Misari Oe, Hirooki Yabe, Seiji
Yasumura, Kenji Kamiya, Journal of radiation research 62(Supplement_1)
i114-i121 2021年5月5日

臨床心理学特論Ⅱ 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 渡部　純夫(非)

修士(カウンセリン
グ)

【MISC】
・「心理療法」高齢者の「こころ」事典(中央法規出版) 2000年
・「子供の健康」奥会津書房 2000年
・"Psycho therapy "Bychology Aging : A Handbook 2000年
・"Health of child "2000年

心理支援（心理療法特論） 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 武士　清昭（非）

博士（医学） 【論文】
・”Clinical practice at a multi-dimensional treatment center for
individuals with early psychosis in Japan” Nemoto T,Funatogawa
T, Takeshi K, Tobe M, Yamaguchi T, Mori ta K, Katagi ri N, Tsujino
N, Mizuno M.East Asian Arch Psychiatry.22.110-113.2012
・”Reduced prefrontal cortex activation during divergent thinking
in schizophrenia : a multi-channel NIRS study” Kiyoaki
Takeshi.Progress in Neurosychopharmacology and Biological
Psychiatry.34.1327-1332.2010
・「統合失調症の早期発見・介入の試み:特殊外来の現状と課題:東
邦大学大森病院」武士清昭.精神科.17.225-229.2010
・”Reduced prefrontal cortex activation during divergent thinking
in schizophrenia: a multi-channel NIRS study” Takeshi K, Nemoto
T, Fumoto M, Arita H, Mizuno M.  Prog Neuropsychopharmacol Biol
Psychiatry.34.1327-1332.2010

障害児病理特論 教科又は教職

幼専免、小専免、中専免（国語・中専免・社会・数学・音
楽・美術・保健体育・家庭・英語）、高専免（国語・地理歴
史・公民・数学・音楽・美術・保健体育・家庭・英語）

地域社会と歴史2Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史）

地域社会と歴史2Ⅱ 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 塩谷　弘康 社会と法 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

社会の基礎理論 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

社会計画演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 垣見　隆禎 地域社会と法1 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000042/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000119/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000300/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000104/profile.html

阿部　浩一

加藤　眞義

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140773&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140933&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140911&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140762&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140763&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141462&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141931&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141854&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141523&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140907&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140932&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141196&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141202&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141017&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141208&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141049&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000042/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000119/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000300/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000104/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

地域社会と社会計画2 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

社会計画演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域社会と歴史3Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史）

地域社会と歴史3Ⅱ 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

国際社会の言語と文化3 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 金　炳学 紛争処理科学と法 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 金井　光生 国家と法2 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 荒木田　岳 国家と行政2 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域社会とジェンダー 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 高橋　有紀 地域社会と刑事法 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 黒崎　輝 国際社会と政治 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域社会と社会調査 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

社会計画演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会と情報1 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

国際社会の言語と文化1 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 阪本　尚文 国家と法1 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 山﨑　暁彦 市民と法3 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

国際社会の言語と文化8 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000026/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000272/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000147/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000105/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000303/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000139/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000120/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000043/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000061/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000103/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000060/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000107/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000108/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000128/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000025/profile.html

坂本　恵

照沼　かほる

岩崎　由美子

菊地　芳朗

久我　和巳

髙橋　準

今西　一男

佐々木　康文

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141012&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141197&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141203&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141018&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141209&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140764&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140765&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141461&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141930&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141853&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141522&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140771&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141460&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141929&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141852&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141521&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140838&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141053&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140906&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140766&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141457&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141926&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141849&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141518&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140839&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140923&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141062&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141198&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141204&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141019&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141210&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140768&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141458&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141927&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141850&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141519&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140769&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141459&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141928&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141851&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141520&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140930&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141175&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141543&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141455&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141924&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141847&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141516&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000026/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000272/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000147/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000105/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000303/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000139/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000120/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000043/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000061/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000103/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000060/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000107/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000108/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000128/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000025/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 上床　悠 国家と法4 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

社会計画演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 西田　奈保子 国家と行政1 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

国際社会の言語と文化2 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 大黒　太郎 比較政治 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 中里　真 市民と法2 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 長谷川　珠子 労働・社会保障と法 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域社会と歴史1Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域社会と歴史1Ⅱ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域社会総論 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

社会計画演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 福島　雄一 企業と法2 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻 鈴木　めぐみ 国際社会と法1 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域社会と社会福祉2 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

社会計画演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

社会計画演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域社会と教育1 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域文化演習(Ⅰ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅱ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅲ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

地域文化演習(Ⅳ)A 教科専門 中専免（社会）、高専免（地理歴史・公民）

経済学研究科 経済学専攻 伊藤　俊介 朝鮮近代史特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済学研究科 経済学専攻 井上　健 計量経済学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済思想史特殊研究Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済思想史特殊研究Ⅱ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

比較経済史特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

ヨーロッパ経済論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済学研究科 経済学専攻 吉田　樹 地域経済論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

経済学専攻経済学研究科

経済学専攻経済学研究科

地域政策科学研究科 地域政策科学専攻

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

地域政策科学専攻地域政策科学研究科

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000214/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000106/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000101/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000192/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000131/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000190/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000036/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000027/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000140/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000138/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000404/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000044/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000085/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000028/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000188/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000203/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000109/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000220/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000117/profile.html

板倉　有紀

鈴木　典夫

淺野　かおる

岩本　吉弘

菊池　智裕

新藤　雄介

村上　雄一

田村　奈保子

徳竹　剛

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140759&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141194&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141200&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141015&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141206&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140749&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140770&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141453&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141922&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141845&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141514&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141048&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140931&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141003&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141456&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141925&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141848&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141517&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140760&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140761&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141454&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141923&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141846&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141515&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141063&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141193&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141199&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141014&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141205&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141174&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141176&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141013&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141195&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141201&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141016&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141207&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140767&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141463&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141932&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141855&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141524&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141590&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141933&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141526&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141619&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141939&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141330&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141770&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000214/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000106/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000101/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000192/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000131/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000190/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000036/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000027/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000140/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000138/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/5/0000404/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000044/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000085/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000028/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000188/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000203/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000109/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000220/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000117/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

社会政策論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

労働と福祉特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

ミクロ経済学特殊研究Ⅱ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

国際経済学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

法と経済学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

産業組織論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

ミクロ経済学特殊研究Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

産業連関論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済政策特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

開発経済学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

現代資本主義特殊研究Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

現代資本主義特殊研究Ⅱ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

アジア経済論特殊研究Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

アジア経済論特殊研究Ⅱ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

アメリカ経済論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

世界経済論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済学研究科 経済学専攻 小山　良太 地域産業論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済学研究科 経済学専攻 小島　健 マクロ経済学特殊研究Ⅰ 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

環境経済学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

公共経済学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

日本経済史特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

日本経営史特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

財政学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

租税政策特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策論特殊研究Ⅰ(地域と環境) 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

地域政策論特殊研究Ⅱ(地方財政) 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

日本経済論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

経済地理学特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

租税法特殊研究Ⅰ 教科専門 高専免（商業）

租税法特殊研究Ⅱ 教科専門 高専免（商業）

価値創造会計特殊研究Ⅰ 教科専門 高専免（商業）

価値創造会計特殊研究Ⅱ 教科専門 高専免（商業）

管理会計論特殊研究 教科専門 高専免（商業）

コスト・マネジメント特殊研究 教科専門 高専免（商業）

財務報告論特殊研究Ⅰ 教科専門 高専免（商業）

財務報告論特殊研究Ⅱ 教科専門 高専免（商業）

財務諸表論特殊研究Ⅰ 教科専門 高専免（商業）

財務諸表論特殊研究Ⅱ 教科専門 高専免（商業）

経済学研究科 経済学専攻 MARINA　KUZNETSOVA 比較社会論特殊研究 教科専門 中専免（社会）、高専免（公民）

サウンドスケープ特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

サウンドスケープ特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

パワーエレクトロニクス特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

パワーエレクトロニクス特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

応用数学特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

応用数学特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

環境モデリング特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

環境モデリング特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）
共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

経済学研究科 経営学専攻

経済学研究科 経営学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経営学専攻

経済学研究科 経営学専攻

経済学研究科 経営学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

経済学研究科 経済学専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000204/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000157/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000208/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000197/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000215/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000054/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000182/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000205/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000635/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000254/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000251/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000195/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000296/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000183/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000193/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000258/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000141/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000045/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000091/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000076/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000156/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000032/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000167/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000077/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000068/profile.html

岡沼　信一

笠井　博則

吉田　龍平

稲村　健太郎

奥山　修司

貴田岡　信

根建　晶寛

平野　智久

永幡　幸司

十河　利明

沼田　大輔

大川　裕嗣

藤原　一哉

藤原　遥

末吉　健治

荒　知宏

佐藤　英司

佐藤　寿博

佐野　孝治

三家本　里実

朱　永浩

熊沢　透

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141392&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141734&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141329&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141784&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141856&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141776&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141410&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142012&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141219&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141293&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141589&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141605&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141723&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141464&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141613&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141728&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141544&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141790&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141474&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142015&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141451&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141857&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141395&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141782&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141682&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141540&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141791&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141334&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141527&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142020&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141465&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141729&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040142013&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141724&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141608&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141786&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141411&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141335&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040141777&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139972&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140130&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139711&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139631&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140548&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139531&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139971&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140371&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000204/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000157/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000208/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000197/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000215/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000054/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000182/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000205/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/7/0000635/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000254/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000251/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000195/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000296/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000183/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000193/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000258/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000141/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000045/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000091/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000076/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000156/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000032/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000167/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000077/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000068/profile.html


令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

有機化学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

有機化学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

分析化学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

分析化学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

メカトロニクス特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

メカトロニクス特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

植物多様性特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

植物多様性特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

製造プロセス工学特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

製造プロセス工学特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

アルゴリズム特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

アルゴリズム特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

物性物理学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

物性物理学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

情報セキュリティ特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

情報セキュリティ特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

地下水盆管理計画特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

地下水盆管理計画特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

材料システム設計特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

材料システム設計特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

ソフトウェア工学特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

ソフトウェア工学特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

生物工学特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

生物工学特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

無機固体化学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

無機固体化学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

技術経営(ＭＯＴ)特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

技術経営(ＭＯＴ)特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

ロジスティクスシステム特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

ロジスティクスシステム特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

物理化学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

物理化学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

合成化学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

合成化学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

最適化特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

最適化特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

データ工学特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

データ工学特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

材料物性特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

材料物性特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

無機化学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

無機化学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

地質学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

地質学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

人間医工学特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

人間医工学特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

動物形態学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

動物形態学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000161/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000071/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000164/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000283/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000163/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000153/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000154/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000160/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000284/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000247/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000031/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000289/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000155/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000233/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000290/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000072/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000216/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000179/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000222/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000021/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000069/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000132/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000162/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000217/profile.html
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中山　明

中村　勝一

中村　和正

猪俣　慎二

小沢　喜仁

神長　裕明

杉森　大助

生田　博将

石岡　賢

石川　友保

黒沢　高秀

佐藤　理夫

三浦　一之

山口　克彦

篠田　伸夫

柴﨑　直明

髙安　徹

高貝　慶隆

髙橋　隆行
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令和３年度　教員養成に係る教員の学位・研究業績・授業科目（教職科目）一覧 修士課程（専修免許）

研究科 専攻 教員名 学位 研究業績 免許科目及びシラバス参照ＵＲＬ
教職専門
教科専門

免許種

エネルギーシステム工学特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

エネルギーシステム工学特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

経営情報システム特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

経営情報システム特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

知能情報学特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

知能情報学特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

ネットワークシステム特論Ⅰ 教科専門 高専免（情報）

ネットワークシステム特論Ⅱ 教科専門 高専免（情報）

環境微生物学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

環境微生物学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

感覚運動工学特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

感覚運動工学特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

宇宙と素粒子の物理学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

宇宙と素粒子の物理学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

交通物流システム工学特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

交通物流システム工学特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

植物生態学特論Ⅰ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

植物生態学特論Ⅱ 教科専門 中専免（理科）、高専免（理科）

生産システム最適化特論Ⅰ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

生産システム最適化特論Ⅱ 教科専門 中専免（技術）、高専免（工業）

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000287/profile.html

筧　宗徳
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000226/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000111/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000030/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000304/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000158/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000152/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000245/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000250/profile.html

https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000145/profile.html

内海　哲史

難波　謙二

二見　亮弘

馬塲　一晴

樋口　良之

木村　勝彦

島田　邦雄

董　彦文

藤本　勝成

https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140365&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139966&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139961&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140123&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139960&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139706&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139625&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140364&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140369&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140524&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139532&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140552&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139710&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139965&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140511&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139707&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139717&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139973&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040140513&formatCD=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subjectID=047040139709&formatCD=1
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000287/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000226/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000111/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/1/0000030/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/4/0000304/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000158/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000152/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000245/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/3/0000250/profile.html
https://search.adb.fukushima-u.ac.jp/Profiles/2/0000145/profile.html

