
哲学Ａ (2) 哲学Ｂ (2) 哲学史Ａ (2) 哲学史Ｂ (2)
倫理学基礎論Ａ (2) 倫理学基礎論Ｂ (2) 応⽤倫理学Ａ (2) 応⽤倫理学Ｂ (2)
科学思想史Ａ (2) 科学思想史Ｂ (2) 宗教学ⅠＡ (2) 宗教学ⅠＢ (2)
宗教学ⅡＡ (2) 宗教学ⅡＢ (2) 地球倫理Ａ (2) 地球倫理Ｂ (2)
論理学Ａ (2) 論理学Ｂ (2) 東洋思想 (2)
美術史Ａ (2) 美術史Ｂ (2) ⾳楽学Ａ (2) ⾳楽学Ｂ (2)
歴史の諸問題Ａ (2) 歴史の諸問題Ｂ (2) ⻄欧⽂学Ａ (2) ⻄欧⽂学Ｂ (2)
現代⽇本⽂学Ａ (2) 現代⽇本⽂学Ｂ (2) アジアの⽂学 (2) アジアの古典 (2)
経済学Ａ (2) 経済学Ｂ (2) 統計学Ａ (2) 統計学Ｂ (2)
経営学Ａ (2) 経営学Ｂ (2)
法学Ａ (2) 法学Ｂ (2) 政治学Ａ (2) 政治学Ｂ (2)
社会学Ａ (2) 社会学Ｂ (2) ⼈類学Ａ (2) ⼈類学Ｂ (2)
地理学Ａ (2) 地理学Ｂ (2) ⼼理学Ａ (2) ⼼理学Ｂ (2)
⾃然の数理Ａ (2) ⾃然の数理Ｂ (2) ⽣活と物理Ａ (2) ⽣活と物理Ｂ (2)
エネルギーの科学Ａ (2) エネルギーの科学Ｂ (2) 物質の科学Ａ (2) 物質の科学Ｂ (2)
環境の科学Ａ (2) 環境の科学Ｂ (2) 地球の科学Ａ (2) 地球の科学Ｂ (2)
⽣物学Ａ (2) ⽣物学Ｂ (2) 天⽂学Ａ (2) 天⽂学Ｂ (2)
⾃然科学概論Ａ (2) ⾃然科学概論Ｂ (2) ⾃然誌Ａ (2) ⾃然誌Ｂ (2)
物理学実験講義Ａ (2) 物理学実験講義Ｂ (2) ⽣物学実験講義Ａ (2) ⽣物学実験講義Ｂ (2)
化学実験講義Ａ (2) 化学実験講義Ｂ (2) 地球科学実験講義Ａ (2) 地球科学実験講義Ｂ (2)
数理・情報実習講義Ａ (2) 数理・情報実習講義Ｂ (2) 天⽂学実習講義Ａ (2) 天⽂学実習講義Ｂ (2)
Business English Communication (2) テクニカルライティング (2) アカデミックライティング (2)
地域⽂化研究ⅠＡ (2) 地域⽂化研究ⅠＢ (2) 地域⽂化研究ⅡＡ (2) 地域⽂化研究ⅡＢ (2)
地域⽂化研究ⅢＡ (2) 地域⽂化研究ⅢＢ (2) 国際教育論Ａ (2) 国際教育論Ｂ (2)
多⽂化共⽣論Ａ (2) 多⽂化共⽣論Ｂ (2) 百⼈⼀⾸の⽂化史Ａ (2) 百⼈⼀⾸の⽂化史Ｂ (2)
⽇本の昔話Ａ (2) ⽇本の昔話Ｂ (2) ⽇本⽂学⽂化と⾵⼟Ａ (2) ⽇本⽂学⽂化と⾵⼟Ｂ (2)
⽇本の詩歌Ａ (2) ⽇本の詩歌Ｂ (2) 地域史（⽇本）Ａ (2) 地域史（⽇本）Ｂ (2)
地域史（東洋）Ａ (2) 地域史（東洋）Ｂ (2) 地域史（⻄洋）Ａ (2) 地域史（⻄洋）Ｂ (2)
国際⽐較論Ａ (2) 国際⽐較論Ｂ (2) 国際関係⼊⾨ (2) 地域と⽣活 (2)
異⽂化理解概論 (2) 留学のすすめ (2)
海外研修Ⅰ (2) 海外研修Ⅱ (2) 海外実習Ⅰ (2) 海外実習Ⅱ (2)
短期海外研修Ⅰ (1) 短期海外研修Ⅱ (1) 短期海外研修Ⅲ (1) 短期海外研修Ⅳ (1)
短期海外実習Ⅰ (1) 短期海外実習Ⅱ (1) 短期海外実習Ⅲ (1) 短期海外実習Ⅳ (1)
（留学⽀援科⽬（LEAP））
IELTS for Study Abroad ⅠListening/Speaking (2) IELTS for Study Abroad ⅠReading/Wrinting (2) IELTS for Study Abroad Ⅱ Listening/Speaking (2) IELTS for Study Abroad Ⅱ Reading/Wrinting (2)
Pre-Study Abroad: Listening/Speaking (2) Pre-Study Abroad: Writing (1)
（留学⽣対象科⽬）
⽇本事情ⅠＡ (2) ⽇本事情ⅠＢ (2) ⽇本事情ⅡＡ (2) ⽇本事情ⅡＢ (2)
⽇本事情ⅢＡ (2) ⽇本事情ⅢＢ (2) ⽇本の⽂化と社会 (2)
⽇本国憲法 (2) ベーシック・マーケティング (2) 流通⼊⾨ (2) 基礎会計学 (2)
企業会計 (2) 情報化社会と⼈間 (2) 情報倫理 (2) コンピュータ・リテラシィ (2)
インターンシップ⼊⾨ (2) 社会貢献活動⼊⾨ (2) 公務員論 (2) 地球環境論 (2)
ロジカルシンキング⼊⾨ (2) クリティカルシンキング⼊⾨ (2)
キャリアデザイン⼊⾨ (2) キャリアデザイン実践 (2) キャリアデベロップメント (2)
コミュニケーション＆マナー⼊⾨ (2) コミュニケーション＆マナー実践 (2)

ファシリテーション概論 (2)
スポーツ健康科学実技ⅠＡ (1) スポーツ健康科学実技ⅠＢ (1) スポーツ健康科学実技ⅡＡ (1) スポーツ健康科学実技ⅡＢ (1)
スポーツ健康科学実技ⅢＡ (1) スポーツ健康科学実技ⅢＢ (1) スポーツ健康科学実技ⅣＡ (1) スポーツ健康科学実技ⅣＢ (1)
スポーツ健康科学講義Ⅰ (2) スポーツ健康科学講義ⅡＡ (2) スポーツ健康科学講義ⅡＢ (2) スポーツ健康科学演習Ⅰ (2)
《特設テーマ：東洋⼤学フィロソフィ〜⾃校について学ぶ〜》
全学総合Ａ (2) 全学総合Ｂ (2) 全学総合Ｃ (2)
総合Ａ (2) 総合Ｂ (2)
全学総合Ｆ (2) 全学総合Ｇ (2) 全学総合Ｈ (2) 全学総合Ｉ (2)
全学総合Ｊ (2) 全学総合Ｋ (2) 全学総合Ｌ (2) 全学総合Ｍ (2)
総合Ｃ (2) 総合Ｄ (2) 総合Ｅ (2) 総合Ｆ (2)
総合Ｇ (2) 総合Ｈ (2) 総合Ｉ (2) 総合Ｊ (2)
総合Ｋ (2) 総合Ｌ (2) 総合Ｍ (2)

⽂学部 第1部 基盤教育科⽬

第2学年 第3学年 第4学年

キャリア・市⺠形成

区分

世界の伝統と⽂化

グローバル
社会の実際

語学

国際⼈の形
成

第1学年

基盤教育

哲学・思想

学問の基礎

⼈⽂科学

社会科学

⾃然科学

健康・スポーツ科学

総合・学際



2021カリ第1部⽂学部教育学科 ⽂学部基盤科⽬
第1 学年 第2 学年 第3 学年 第4 学年

東洋大学・井上円了研究(2) 伝統文化講座 (2)

中国文献学Ａ (2) 比較文学Ⅰ (2) 倫理学概論Ａ (2)

中国文献学Ｂ (2) 比較文学Ⅱ (2) 倫理学概論Ｂ (2)

英語圏の社会と文化ⅠＡ (2) 英語圏の社会と文化ⅠＢ (2) 中国文学史Ａ (2) 中国現代文学史Ａ (2)

英語圏の社会と文化ⅡＡ (2) 英語圏の社会と文化ⅡＢ (2) 中国文学史Ｂ (2) 中国現代文学史Ｂ (2)

中国哲学史Ａ (2) 日本漢学Ａ (2)

中国哲学史Ｂ (2) 日本漢学Ｂ (2)

西洋哲学史基礎概説Ａ (2) 英文学特講ⅠＡ (2) 米文学特講ⅠＡ (2)

西洋哲学史基礎概説Ｂ (2) 英文学特講ⅠＢ (2) 米文学特講ⅠＢ (2)

論理学概論Ａ (2) 英文学特講ⅡＡ (2) 米文学特講ⅡＡ (2)

論理学概論Ｂ (2) 英文学特講ⅡＢ (2) 米文学特講ⅡＢ (2)

中国学概論Ａ (2) 英文学特講ⅢＡ (2)

中国学概論Ｂ (2) 英文学特講ⅢＢ (2)

哲学とキリスト教Ａ (2) インド文化概論Ａ (2) インド・仏教の美術Ａ (2) サンスクリット語ⅠＡ (1)

哲学とキリスト教Ｂ (2) インド文化概論Ｂ (2) インド・仏教の美術Ｂ (2) サンスクリット語ⅠＢ (1)

ヒンディー語Ａ (1) インド現代思想 (2) 海外文化研修Ⅰ (2) 世界の文学文化と日本Ⅰ (2)

ヒンディー語Ｂ (1) 現代のインド (2) 海外文化研修Ⅱ (2) 世界の文学文化と日本Ⅱ (2)

世界の文学文化と日本Ⅲ (2) 日本美術の世界 (2) 伝統行事を学ぶ (2) 日本文化表象ⅠＡ (2)

世界の文学文化と日本Ⅳ (2) 韓国の文化と社会 (2) 伝統芸能を学ぶ (2) 日本文化表象ⅠＢ (2)

ドイツ文化・文学研究Ａ (2) フランス文化・文学研究Ａ (2) 国際文化理解Ａ (2)

ドイツ文化・文学研究Ｂ (2) フランス文化・文学研究Ｂ (2) 国際文化理解Ｂ (2)

西洋史概説A (2) 現代倫理学A (2) 哲学と科学A (2) 比較思想Ａ (2)

西洋史概説Ｂ (2) 現代倫理学Ｂ (2) 哲学と科学Ｂ (2) 比較思想Ｂ (2)

東洋史概説Ａ (2) サンスクリット語ⅡＡ (1) パーリ語Ａ (1) チベット語Ａ (1)

東洋史概説Ｂ (2) サンスクリット語ⅡＢ (1) パーリ語Ｂ (1) チベット語Ｂ (1)

日本史概説Ａ (2) インド仏教史Ａ (2) 日本仏教史Ａ (2) 中国仏教史Ａ (2)

日本史概説Ｂ (2) インド仏教史Ｂ (2) 日本仏教史Ｂ (2) 中国仏教史Ｂ (2)

チベット仏教史 (2) 異文化交流論ⅠＡ (2) ドイツ語で学ぶ異文化交流Ⅰ (2)

日本の児童文学 (2) 異文化交流論ⅠＢ (2) フランス語で学ぶ異文化交流Ⅰ (2)

ドイツ語リーディングⅠ (2)

フランス語リーディングⅠ (2)

ドイツ語リーディングⅡ (2) ドイツ語で学ぶ異文化交流Ⅱ (2)

フランス語リーディングⅡ (2) フランス語で学ぶ異文化交流Ⅱ (2)

哲学概論Ａ (2)

哲学概論Ｂ (2)

区 分

文学部教育

文学部基礎専門

科目

文

学

部

基

盤

科

目

16

単

位

以

上



第1 学年 第2 学年 第3 学年 第4 学年区 分

検定英語Ａ (2) Practical Writing A (2)

検定英語Ｂ (2) Practical Writing B (2)

英語ⅠＡＡ (1) 英語ⅡＡＡ (1) Business English A(1)

英語ⅠＡＢ (1) 英語ⅡＡＢ (1) Business English B(1)

英語ⅠＢＡ (1) 英語ⅡＢＡ (1) Media English A(1)

英語ⅠＢＢ (1) 英語ⅡＢＢ (1) Media English B(1)

４単位必修 ４単位必修

ドイツ語ⅠＡＡ (1) ドイツ語ⅡＡＡ (1) ドイツ語講読と文化Ａ (1)

ドイツ語ⅠＡＢ (1) ドイツ語ⅡＡＢ (1) ドイツ語講読と文化Ｂ (1)

ドイツ語ⅠＢＡ (1) ドイツ語ⅡＢＡ (1) ドイツ語コミュニケーションと文化Ａ (1)

ドイツ語ⅠＢＢ (1) ドイツ語ⅡＢＢ (1) ドイツ語コミュニケーションと文化Ｂ (1)

フランス語ⅠＡＡ (1) フランス語ⅡＡＡ (1) フランス語講読と文化Ａ (1)

フランス語ⅠＡＢ (1) フランス語ⅡＡＢ (1) フランス語講読と文化Ｂ (1)

フランス語ⅠＢＡ (1) フランス語ⅡＢＡ (1) フランス語コミュニケーションと文化Ａ (1)

フランス語ⅠＢＢ (1) フランス語ⅡＢＢ (1) フランス語コミュニケーションと文化Ｂ (1)

中国語ⅠＡＡ (1) 中国語ⅡＡＡ (1) 中国語講読と文化Ａ (1)

中国語ⅠＡＢ (1) 中国語ⅡＡＢ (1) 中国語講読と文化Ｂ (1)

中国語ⅠＢＡ (1) 中国語ⅡＢＡ (1) 中国語コミュニケーションと文化Ａ (1)

中国語ⅠＢＢ (1) 中国語ⅡＢＢ (1) 中国語コミュニケーションと文化Ｂ (1)

１カ国語４単位選択必修

日本語ⅠＡ (1) 日本語ⅢＡ (1)

日本語ⅠＢ (1) 日本語ⅢＢ (1)

日本語ⅡＡ (1) 日本語と日本社会Ａ (2)

日本語ⅡＢ (1) 日本語と日本社会Ｂ (2)

応用日本語(1)

ビジネス日本語と日本文化Ⅰ (2) ビジネス日本語と日本文化Ⅱ (2) ビジネス日本語と日本文化Ⅲ(2)

日本語アカデミックライティングⅠ(1) 日本語アカデミックライティングⅡ(1) 日本語アカデミックライティングⅢ(1) 日本語アカデミックライティングⅣ(1)

博物館教育論 (2) 博物館資料論 (2)

博物館経営論 (2) 博物館実習ⅠＡ (1) 博物館実習Ⅱ (1)

博物館展示論 (2) 博物館実習ⅠＢ (1)

図書館概論 (2) 図書館サービス概論 (2)

情報サービス論 (2) 図書館情報資源概論 (2) 図書館情報資源特論 (2) 図書館制度・経営論 (2)

児童サービス論 (2) 情報資源組織論 (2) 図書・図書館史 (2) 図書館情報技術論 (2)

情報サービス演習Ａ (1) 情報資源組織演習Ａ (1)

情報サービス演習Ｂ (1) 情報資源組織演習Ｂ (1)

学校経営と学校図書館 (2) 学校図書館メディアの構成(2) 学習指導と学校図書館 (2) 読書と豊かな人間性 (2)

情報メディアの活用 (2)

日本語教育論Ａ (2) 日本の言語行動 (2) 日本語音声学 (2) 日本語教育政策 (2)

日本語教育論Ｂ (2) 文学と社会 (2) 認知と言語 (2) 対照言語学 (2)

現代日本語概説 (2) 日本語史概説 (2) 日本語教育文法 (2)

日本語教授法Ａ (2) 日本語教育実践指導Ａ (2)

日本語教授法Ｂ (2) 日本語教育実践指導Ｂ (2)

キャリア支援Ⅰ (2) 教員養成講座Ⅰ (2) 情報処理演習Ａ (1)

キャリア支援Ⅱ (2) 教員養成講座Ⅱ (2) 情報処理演習Ｂ (1)

日本語教育実習 (2)

キャリア教育

文

学

部

基

盤

科

目

16

単

位

以

上
博物館情報・メディア論(2)

博物館概論 (2) 博物館資料保存論 (2)

国

際

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

"

シ

ョ

ン

科

目

1

2

単

位

以

上

英語

ドイツ語

フランス語

中国語

日本語（留

学生用）

諸資格関連科目



2021カリ ⽂学部第1部教育学科⼈間発達専攻 専⾨科⽬
第1 学年 第2 学年 第3 学年 第4 学年

教育学概論 (2) 教育学演習ⅢＡ (2) 教育学卒論演習Ａ (1)

教育心理学概論 (2) 教育学演習ⅢＢ (2) 教育学卒論演習Ｂ (1)

生涯学習概論Ⅰ (2) 卒業論文 (6)

教職論 (2)

生涯発達心理学 (2)

特別支援教育基礎論 (2)

大学生として学ぶ (2) 教育学演習ⅡＡ (2)

教育学演習Ⅰ (2) 教育学演習ⅡＢ (2)

教育の現代的課題 (2) 社会文化史（日本）(2) 文化地誌学 (2) 社会学 (2)

教育とシチズンシップ(2) 社会文化史（西洋）(2) 教育思想 (2) 経済学 (2)

比較政策論 (2) 比較社会論 (2) 教育史（2） 経済と教育 (2)

学校教育社会学 (2) アメリカ思想史 (2) 哲学概説 (2)

倫理学概説 (2)

日本史Ａ (2)

日本史Ｂ (2)

外国史Ａ (2)

外国史Ｂ (2)

心理学の研究と理論 (2) 教育相談の理論と方法 (2)

家族心理学 (2) カウンセリングの理論と実際 (2)

心理学研究の技法 (2) 発達障害児・者の心理 (2)

生涯学習概論Ⅱ (2) 社会教育課題研究Ⅰ (2)

女性問題と学習 (2) 社会教育課題研究Ⅱ (2)

グローバル化と学習 (2) 社会教育経営論Ⅰ (2)

家庭教育論 (2) 社会教育経営論Ⅱ (2)

生涯学習支援論Ⅰ (2) 視聴覚教育（視聴覚メディア論を含む）(2)

生涯学習支援論Ⅱ (2) 社会教育実習 (1)

授業論 (2) 道徳教育論 (2)

教育方法論（情報機器及び教材の活用を含む）(2) 生徒指導・進路指導論 (2)

児童文化研究 (2) 特別活動と総合的な学習の時間の指導法 (2)

教育課程論 (2)

特別支援教育概論Ⅰ (2) 特別支援学校教育実習Ⅰ

特別支援教育概論Ⅱ (2) ( 事前指導を含む )(2)

知的障害教育総論 (2) 特別支援学校教育実習Ⅱ

視覚障害教育総論 (2) ( 事後指導を含む )(2)

聴覚障害教育総論 (2)

肢体不自由教育総論 (2)

病弱児の指導法 (2)

知的障害児・者の心理と臨床  (2)

ユニバーサルデザイン教育Ⅰ  (2)

知的障害教育課程論 (2)

病弱児の病理と臨床 (2)

肢体不自由教育課程論 (2)

肢体不自由児・者の教育臨床 (2)

肢体不自由児の指導法 (2)

特別支援教育実践研究A (1)

特別支援教育実践研究B (1)

民法Ａ (2)

民法Ｂ (2)

政治学原論Ａ (2)

政治学原論Ｂ (2)

国際法ⅠＡ (2)

国際法ⅠＢ (2)

人文地理学Ａ (2) 地誌学Ａ (2) 教育実習Ⅰ

人文地理学Ｂ (2) 地誌学Ｂ (2) ( 事前・事後指導を含む)(5)

自然地理学Ａ (2) 自然地理学Ｂ (2) 教育実習Ⅱ

( 事前・事後指導を含む)(3)

教職実践演習（中・高）(2)

教職科目

他学部他学科開放科目

（専門開放科目）
科目は別表に記載

区 分

専

門

科

目

74

単

位

以

上

必修科目32 単位

選

択

科

目

42

単

位

以

上

教育と現代

社会

心理学と発

達臨床

社会教育

学校教育

特別支援

教育



2021カリ ⽂学部第1部教育学科初等教育専攻 専⾨科⽬
第1 学年 第2 学年 第3 学年 第4 学年

教育学概論(2) 教育学演習ⅢＡ(2) 教育学卒論演習Ａ(1)

教育心理学概論(2) 教育学演習ⅢＢ(2) 教育学卒論演習Ｂ(1)

生涯学習概論Ⅰ(2) 卒業論文(6)

教職論(2)

特別支援教育概論Ⅰ(2)

大学生として学ぶ(2) 教育学演習ⅡＡ(2)

教育学演習Ⅰ(2) 教育学演習ⅡＢ(2)

教育の現代的課題(2) 社会文化史（日本）(2) 文化地誌学(2)

教育とシチズンシップ(2) 社会文化史（西洋）(2) 教育思想(2)

比較政策論(2) 比較社会論(2) 教育史（2）

学校教育社会学(2) アメリカ思想史(2)

心理学の研究と理論(2) カウンセリングの理論と実際(2)

生涯発達心理学(2) 心理学研究の技法(2)

家族心理学(2)

教育相談の理論と方法(2)

生涯学習概論Ⅱ (2) 社会教育課題研究Ⅰ (2)

女性問題と学習 (2) 社会教育課題研究Ⅱ (2)

グローバル化と学習 (2) 社会教育経営論Ⅰ (2)

家庭教育論 (2) 社会教育経営論Ⅱ (2)

生涯学習支援論Ⅰ (2) 視聴覚教育（視聴覚メディア論を含む）(2)

生涯学習支援論Ⅱ (2) 社会教育実習 (1)

授業論(2) 児童文化研究(2)

教育方法論（情報機器及び教材の活用を含む）(2) 道徳教育論(2)

生徒指導・進路指導論(2) 教育評価論(2)

特別活動と総合的な学習の時間の指導法(2) 教育課程論(2)

ユニバーサルデザイン教育Ⅰ(2)

ユニバーサルデザイン教育Ⅱ(2)

通常の学級における特別支援教育の実践研究(2)

初等教科教育法（国語）(2) 初等教科教育法（家庭）(2)

初等教科教育法（社会）(2) 初等教科教育法（音楽）(2)

初等教科教育法（算数）(2) 初等教科教育法（図画工作）(2)

初等教科教育法（理科）(2) 初等教科教育法（体育）(2)

初等教科教育法（生活）(2) 初等教科教育法（英語）(2)

初等科国語(2) 初等科家庭(2)

初等科社会(2) 初等科音楽(2)

初等科算数(2) 初等科図画工作(2)

初等科理科(2) 初等科体育(2)

初等科生活(2) 初等科英語(2)

初等英語特講(2) 初等日本語特講(2) 初等教育実習

(事前・事後指導を含む)(5)

教職実践演習（小学校）(2)

初等教育実践研究ＡＡ(2) 初等教育実践研究ＢＡ(2)

初等教育実践研究ＡＢ(2) 初等教育実践研究ＢＢ(2)

他学部他学科開放科目

（専門開放科目）
科目は別表に記載

学校教育

特別支援

教育

初

等

教

育

共

通

科

目

36

単

位

以

上

必修科目

20単位

選択必修

科目14単

位以上

選択

区　分

専

門

科

目

82

単

位

以

上

必修科目30単位

選

択

科

目

16

単

位

以

上

教育と

現代社会

心理学と

発達臨床

社会教育


