
■教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること

※各教員の詳細は、松本大学WEBサイトの「研究者情報データベース」をご確認ください。

○教員養成に関する教員紹介
【中学校教諭・高校教諭・養護教諭・栄養教諭】

NO. 教員 職位 担当科目

1 山﨑 保寿 教授 教育基礎論、教育課程総論

2 小松 茂美 教授
教職論、教育実習事前・事後指導、教育実習Ⅱ、教職実践演習、教育実践特講、
教職特講演習Ⅰ(教師に求められる実践的指導力）、教職特講演習Ⅵ(学校課題の
理解と教師の対応力）、保健科指導法Ⅲ、保健科指導法Ⅳ

3 川島 一夫 教授
教育と発達、生徒指導概論（進路指導を含む。）、生徒指導概論、教育実践特
講、発達心理学特講、教職特講演習Ⅶ（教職課題の基礎）

4 岸田 幸弘 教授
教育と発達、生徒指導概論（進路指導を含む。）、生徒指導概論、特別活動の指
導法、教育実習事前・事後指導、教育実習Ⅰ、教育実践特講

5 守 一雄 教授 教育心理学特講

6 羽田 行男 教授 教育相談

7 小島 哲也 教授 特別支援教育概論

8 小林 敏枝 教授 学校教育活動

9 岩間 英明 教授
教職実践演習、体育科指導法Ⅰ、体育科指導法Ⅱ、保健科指導法Ⅰ、保健科指導
法Ⅱ、教職特講演習Ⅱ（保健体育科教員としての基礎知識）、教職特講演習Ⅲ
（保健体育科の学習指導法）、教職特講演習Ⅸ(学校体育実技指導の基礎)

10 室谷 心 教授 教職実践演習、情報科指導法Ⅰ、情報科指導法Ⅱ

11 尻無浜 博幸 教授 介護等体験入門

12 征矢野 達彦 准教授
道徳の指導法、特別活動の指導法、教育実践特講、地域教育活動、学校教育活
動、教職特講演習Ⅷ(教師に求められる文章表現能力）

13 和田 順一 准教授 英語科指導法Ⅰ、英語科指導法Ⅱ、英語科指導法Ⅲ、英語科指導法Ⅳ

14 中島 節子 専任講師
教職実践演習、看護実習Ⅰ（臨床実習）、看護実習Ⅱ（特別支援学校実習）、教
職特講演習Ⅳ(養護教諭としての基礎知識）、教職特講演習Ⅴ（養護教諭として
の実践的指導力）

15 大蔵 真由美 専任講師 教育基礎論、教育史、教職特講演習Ⅶ（教職課題の基礎）

16 内藤 千尋 専任講師 介護等体験入門、学校教育活動、特別支援教育概論

17 武者 一弘 非常勤講師 学校の制度

18 小山 茂喜 非常勤講師 教育方法論

19 田村 徳至 非常勤講師 教育方法論

20 仁科 利明 非常勤講師 地理歴史科指導法Ⅰ、地理歴史科指導法Ⅱ

21 宮本 和夫 非常勤講師 公民科指導法Ⅰ、公民科指導法Ⅱ

22 平澤 香 非常勤講師 社会科指導法Ⅰ、社会科指導法Ⅱ

23 丸山 新吉 非常勤講師 商業科指導法Ⅰ、商業科指導法Ⅱ
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【小学校教諭】

NO. 教員 職位 担当科目

1 川島 一夫 教授
発達心理学（初中等）、生徒指導・進路指導（初中等）、教育相談（初中等）、
教職実践演習（初中等）

2 岸田 幸弘 教授
特別活動指導論（初中等）、生徒指導・進路指導（初中等）、教育相談（初中
等）

3 今泉 博 教授 教職論（初中等）

4 守 一雄 教授 教育心理学（初中等）

5 羽田 行男 教授 教育方法論（初中等）、初等教育実習事前・事後指導

6 増田 吉史 教授 初等算数科指導法、教職実践演習（初中等）、教育実践特講

7 山﨑 保寿 教授 教育基礎論（初中等）、教育課程総論（初中等）

8 征矢野 達彦 准教授
道徳教育指導論（初中等）、初等教育実習事前・事後指導、初等教育実習、学校
インターンシップ

9 國府田 祐子 准教授
初等国語科指導法、学校インターンシップ、教職実践演習（初中等）、教育実践
特講

10 秋田 真 准教授
総合的な時間の指導法（初中等）、初等社会科指導法、初等生活科指導法、初等
教育実習、地域学校教育活動、地域活動実習

11 澤柿 教淳 准教授
総合的な時間の指導法（初中等）、初等理科指導法、初等生活科指導法、学校イ
ンターンシップ、地域活動実習

12 和田 順一 准教授 初等英語科指導法

13 濱田 敦志 准教授 初等体育科指導法

14 安藤 江里 専任講師 地域学校教育活動

15 大蔵 真由美 専任講師 教育基礎論（初中等）、教育史（初中等）、地域学校教育活動、介護等体験入門

16 佐藤 茂太郎 専任講師 初等算数科指導法

17 内藤 千尋 専任講師 介護等体験入門

18 武者 一弘 非常勤講師 教育制度論（初中等）、学校経営（初中等）、教育課程総論（初中等）

19 安達 一寿 非常勤講師 教育方法論（初中等）

20 狩野 浩二 非常勤講師 教育方法論（初中等）

21 中山 裕一郎 非常勤講師 初等音楽科指導法

22 岡田 匡史 非常勤講師 初等図画工作科指導法

23 千葉 悦子 非常勤講師 初等家庭科指導法

【特別支援学校教諭】

NO. 教員 職位 担当科目

1 小島 哲也 教授
特別支援教育総論、知的障害児の心理・生理・病理、発達障害児・者等の支援と
教育、知的障害児の教育課程と指導法、障害児臨床支援演習Ⅰ、特別支援学校教
育実習

2 小林 敏枝 教授
肢体不自由児の心理・生理・病理、障害児臨床支援演習Ⅱ、特別支援学校教育実
習

3 羽田 行男 教授 発達障害児・者等の支援と教育

4 内藤 千尋 専任講師 特別支援教育総論、発達障害児・者等の支援と教育、特別支援学校教育実習

5 関 ひろみ 非常勤 知的障害児の心理・生理・病理、病弱児の心理・生理・病理

6 加藤 光朗 非常勤 肢体不自由児の心理・生理・病理

7 宮地 弘一郎 非常勤 病弱児の心理・生理・病理、発達障害児・者等の支援と教育

8 渡邉 流里也 非常勤 肢体不自由児の教育課程と指導法、病弱児の教育課程と指導法

9 大庭 重治 非常勤 視覚障害児教育総論

10 庄司 和史 非常勤 聴覚障害児教育総論

11 都築 繁幸 非常勤 知的障害児の教育課程と指導法、障害児臨床支援演習Ⅰ

12 滝川 国芳 非常勤 病弱児の教育課程と指導法

13 吉川 知夫 非常勤 障害児臨床支援演習Ⅱ
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