
教員一覧 

（１）専任教員 ：授業科目担当や実習指導まで総合的な指導を担う 

氏 名 主な担当予定科目 専門分野 

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム 

石塚等 社会に開かれた教育課程とカリキュラムマネジメン

ト、教育改革の現状と神奈川の教育事情、「資質・能

力」育成のための理論と実践、行政研修の企画・運

営、学校運営と危機管理の実際 

教育課程、学習評価、

教育行政 

泉真由子 子どもの理解と支援、インクルーシブ教育の理論と課

題、学校運営と危機管理の実際、学校マネジメントの

高度教育研究方法論、特別支援教育の内容と実践A、

特別支援教育高度教育研究方法論 

発達臨床心理学、 病

弱児の心理、教育支

援、 リスク心理学 

倉本哲男 社会に開かれた教育課程とカリキュラムマネジメン

ト、学校マネジメントとリーダーシップ、スクールリ

ーダーシップの事例研究、レッスンスタディーとアク

ションリサーチ、学校マネジメントの高度教育研究方

法論 

教育学、教師教育、カ

リキュラムマネジメン

ト、レッスンスタディ

ー、ナレッジリーダー

シップ、アクションリ

サーチ、Ed.D 

小松典子 専門職としての教員の職能発達、教育改革の現状と神

奈川の教育事情、スクールリーダーシップの事例研

究、学校運営と危機管理の実際 

学校マネジメント、学

校教育行政、教育課程 

髙木まさき 授業デザインの理論と実践、「資質・能力」育成のた

めの理論と実践、学校運営と危機管理の実際 

教科教育学、授業研

究、教材研究 

野中陽一 EdTech を活用した授業の方法、グローバル化に対応

した教育、情報モラルと著作権教育、学校マネジメン

トの高度教育研究方法論 

教育工学、教育の情報

化 

藤原寿幸 子どもの理解と支援、学級経営・学級指導の理論と実

践、特別活動の理論と実践、教育相談体制とカウンセ

リング、課題フィールドワーク 

学級経営、特別活動 

松原雅俊 社会に開かれた教育課程とカリキュラムマネジメン

ト、スクールリーダーシップの事例研究、行政研修の

企画・運営、同僚性の構築に関する理論と実践、美術

科の実践演習 

教育課程、学校経営、

教育行政 

脇本健弘 専門職としての教員の職能発達、教職キャリア開発の

方法、同僚性の構築に関する理論と実践、課題フィー

ルドワーク、学校マネジメントの高度教育研究方法論 

教育工学、メンタリン

グ 
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氏 名 主な担当予定科目 専門分野 

教
科
教
育
・
特
別
支
援
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

青山浩之 国語の授業デザイン論と教材デザイン論、国語の教材

デザイン論と実践Ⅰ（文字・言語）、国語の高度教育

研究方法論 

教科教育学、教育学、

言語学 

石田喜美 国語の授業デザイン論と教材デザイン論、国語の教材

デザイン論と実践Ⅱ（文学・テクスト）、国語の高度

教育研究方法論 

リテラシー教育、読書

教育 

尾島司郎 英語科の授業デザイン論と実践、英語科の高度教育研

究方法論 

小学校英語を含む第二

言語習得論 

斉田智里 英語科の学習指導と評価、英語科の高度教育研究方法

論 

英語教育学・言語テス

ト論 

鈴木允 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ、社

会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅱ、社会

系教科の高度教育研究方法論 

社会科教育、人文地理 

教
科
教
育
・
特
別
支
援
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

金馬国晴 総合的な学習の理念とカリキュラム開発、生活科・総

合の授業デザイン論と実践、生活科・総合の高度教育

研究方法論 

教育学、教科教育学、

哲学・倫理学、史学一

般 

松葉口玲子 消費者教育・ＥＳＤの理念と実践、生活科・総合の授

業デザイン論と実践、生活科・総合の高度教育研究方

法論 

環境教育、持続可能性

と生活様式 

池田敏和 数学の授業デザイン論と実践、数学の教材デザイン論

と実践、数学の学習指導と評価 

数学教育学 

両角達男 数学の授業デザイン論と実践、数学の教材デザイン論

と実践、数学の高度教育研究方法論 

算数・数学教育 

山本光 EdTech を活用した授業の方法、情報モラルと著作権

教育、数学の学習指導と評価、数学の高度教育研究方

法論 

離散数学、情報教育、 

著作権教育 

加藤圭司 人間社会と科学、理科の授業デザイン論と実践、理科

の高度教育研究方法論 

科学教育 

平島由美子 人間社会と科学、理科の教材デザイン論と実践、理科

の高度教育研究方法論 

科学教育、 ゲル、相

転移 

和田一郎 人間社会と科学、理科の授業デザイン論と実践、理科

の高度教育研究方法論 

科学教育 

杉山久仁子 食教育の理論と実践、家庭科の教材デザイン論と実践

Ⅰ、家庭科の高度教育研究方法論 

食生活学、 食品科学 

園田菜摘 幼児理解の理論と実践、家庭科の教材デザイン論と実

践Ⅱ、家庭科の高度教育研究方法論 

乳幼児期の子どもの社

会性の発達 

堀内かおる グローバル化に対応した教育、家庭科の学習指導と評

価、家庭科の高度教育研究方法論 

教育学(ジェンダーと

教育)、 教科教育学

(家庭科教育学) 

鬼藤明仁 技術の授業デザイン論と実践、技術の実践演習、技術

の高度教育研究方法論 

技術科教育、情報教育 

小林大介 技術の教材デザイン論と実践、技術の実践演習、技術

の高度教育研究方法論 

林産科学木質工学、 

建築環境設備、 生理

人類学 

小川昌文 音楽の授業デザイン論と実践、音楽の高度教育研究方

法論 

音楽科教育学 

河野克典 音楽の教材デザイン論と実践 声学 



氏 名 主な担当予定科目 専門分野 

教
科
教
育
・
特
別
支
援
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

島田広 音楽の教材デザイン論と実践 作曲、音楽理論、ソル

フェージュ 

中嶋俊夫 音楽の高度教育研究方法論 音楽教育学 

小池研二 グローバル化に対応した教育、美術科の教材デザイン

論と実践Ⅱ、美術科の高度教育研究方法論 

美術教育学 

原口健一 美術科の教材デザイン論と実践Ⅰ、美術科の高度教育

研究方法論 

工芸（主として木工） 

伊藤信之 保健体育の学習指導と評価、保健体育の高度教育研究

方法論 

スポーツ科学 

梅澤秋久 保健体育の授業デザイン論と実践、保健体育の高度教

育研究方法論 

体育科教育学、教育工

学 

木村昌彦 保健体育の教材デザイン論と実践、保健体育の高度教

育研究方法論 

スポーツ科学 

物部博文 学校健康教育、保健体育の教材デザイン論と実践、保

健体育の高度教育研究方法論 

応用健康科学、 生活

科学一般 

雁丸新一 特別支援教育と評価、特別支援教育実践演習Ⅰ、特別

支援教育実践演習Ⅱ、特別支援教育の内容と実践C、

特別支援教育高度教育研究方法論

聴覚障害教育、手話 

軍司敦子 特別支援教育コーディネーターの役割と課題、特別支

援教育実践演習Ⅰ、特別支援教育実践演習Ⅱ、特別支

援教育の内容と実践A、特別支援教育高度教育研究方

法論 

障害児生理学、神経科

学、神経生理 

後藤隆章 特別支援教育の授業デザイン、特別支援教育実践演習

Ⅰ、特別支援教育実践演習Ⅱ、特別支援教育の内容と

実践B、特別支援教育高度教育研究方法論 

特別支援教育、学習障

害、 読み書き障害 

徳永亜希雄 特別支援教育のカリキュラムマネジメント、特別支援

教育と評価、特別支援教育実践演習Ⅰ、特別支援教育

実践演習Ⅱ、特別支援教育の内容と実践C、特別支援

教育高度教育研究方法論 

特別支援教育 

渡部匡隆 特別支援教育の授業デザイン、特別支援学校の組織マ

ネジメント、特別支援教育コーディネーターの役割と

課題、特別支援教育実践演習Ⅰ、特別支援教育実践演

習Ⅱ、特別支援教育の内容と実践B、特別支援学校研

究のための授業研究 

心身障害学、 応用行

動分析学 

連
携
教
授 

木原裕二 学級経営・学級指導の理論と実践、教育改革の現状と

神奈川の教育事情、スクールリーダーシップの事例研

究、特別活動の理論と実践 

特別活動、学級経営、

学校経営 

佐藤到 学校マネジメントとリーダーシップ、教育改革の現状

と神奈川の教育事情、スクールリーダーシップの事例

研究 

教育学、学校経営 

水木尚充 教育改革の現状と神奈川の教育事情、スクールリーダ

ーシップの事例研究、子どもの理解と支援 

生徒指導、学校危機管

理、学校経営 

連携教授 特別支援教育のカリキュラムマネジメント、特別支援

学校の組織マネジメント 

特別支援教育、学校経

営 

連携教授 授業デザインの理論と実践、教育改革の現状と神奈川

の教育事情、学校運営と危機管理の実際 

教育学、学校経営、総

合的な学習 



氏 名 主な担当予定科目 専門分野 

客
員
教
授 

専任教員 特別支援教育コーディネーターの役割と課題、インク

ルーシブ教育の理論と課題 

特別支援教育 

専任教員 学級経営・学級指導の理論と実践、教育相談体制とカ

ウンセリング 

教育相談 

専任教員 授業デザインの理論と実践、教職キャリア開発の方法 教師教育 

（２）兼担教員 ：教職大学院の授業科目を担当する 

氏 名 主な担当予定科目 専門分野 

一柳廣孝 国語の授業デザイン論と教材デザイン論、国語の教材デ

ザイン論と実践Ⅱ（文学・テクスト）、国語の高度教育

研究方法論 

日本文学・思想史 

高芝麻子 国語の授業デザイン論と教材デザイン論、国語の高度教

育研究方法論 

中国古典文学、日本漢

文 

古田恵美子 国語の授業デザイン論と教材デザイン論、国語の教材デ

ザイン論と実践Ⅰ（文字・言語）、国語の高度教育研究

方法論 

日本語学 

田中秀毅 英語科の教材デザイン論と実践 英語学（意味論・統語

論） 

渡辺雅仁 英語科の教材デザイン論と実践、英語科の高度教育研究

方法論 

言語学、英語学、音声

学 

池口明子 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅱ 人文地理学 

小沢奈々 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ 法学、日本近代法史 

片岡浩二 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ 経済学 

重松克也 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ、社会

系教科の高度教育研究方法論 

教科教育学（社会科教

育学） 

下城一 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ 哲学・倫理学 

白取道博 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ 教育学 

棚橋信明 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ ドイツ近代史 

多和田雅保 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ 日本史 

河潟俊吾 理科の教材デザイン論と実践 海洋古微生物学 

倉田薫子 理科の教材デザイン論と実践 植物系統進化学、植物

地理学 

鈴木俊彰 理科の教材デザイン論と実践 有機金属化学 

津野宏 人間社会と科学、理科の教材デザイン論と実践 無機地球化学 

西栄二郎 理科の教材デザイン論と実践 生態・環境、生物多様

性・分類、水産学一般 

筆保弘徳 理科の教材デザイン論と実践 気象学 

古本猛憲 人間社会と科学、理科の教材デザイン論と実践 原子核物理学、計算物

理学 

佐桑あずさ 家庭科の教材デザイン論と実践Ⅱ、家庭科の高度教育研

究方法論 

住居学・住環境学・地

域居住学 

薩本弥生 家庭科の教材デザイン論と実践Ⅱ、家庭科の高度教育研

究方法論 

生活科学一般（含衣環

境）、被服環境学 

三戸夏子 食教育の理論と実践、家庭科の教材デザイン論と実践

Ⅰ、家庭科の高度教育研究方法論 

栄養学、食生活学 



氏 名 主な担当予定科目 専門分野 

北川晃 技術の実践演習 量子物理学、電気電子

工学、光工学、光ファ

イバ工学 

坂本智 技術の教材デザイン論と実践 環境に優しい機械加

工、精密加工 

金光真理子 音楽の教材デザイン論と実践 音楽学、民族音楽学 

有元典文 学びと授業づくりの心理学 教育心理学、教育工学 

鈴木雅之 学びと授業づくりの心理学 教育心理学 


