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前期
日 月 火 水 木 金 土

1 ◎春季休業 4月3日(月)～7日(金)
2 3 4 5 6 7 8 ◎入学式 4月5日(水)
9 10 11 12 13 14 15 ◎新入生オリエンテーション・ガイダンス 4月5日(水)～7日(金)
16 17 18 19 20 21 22 ◎前期授業 4月10日(月)～7月28日(金)
23 24 25 26 27 28 29 7月25日(火)：月曜日授業
30 ◎補講期間 7月31日(月)～8月4日(金)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 ◎Webによる成績通知 4月3日(月)～4月7日(金)
14 15 16 17 18 19 20 ◎Webによる履修登録期間 4月14日(金)～4月20日(木)
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 ◎健康診断・新入生研修（休講） 4月24日(月)

1 2 3 ◎履修科目取消手続期間(前期・通年科目) 4月28日(金)～5月11日(木)
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 ◎卒業論文題目届提出期限 5月31日(水)17時
18 19 20 21 22 23 24 ◎夏季休業 8月7日(月)～9月29日(金)
25 26 27 28 29 30 ◎オープンキャンパス 8月8日(火)、9日(水)【仮】

1 ◎教育実習
2 3 4 5 6 7 8 ・幼稚園(3年次)(附属園、2週間)  8月24日（木）～ 9月 6日（水）
9 10 11 12 13 14 15 ・小学校(3年次)(附属校、2週間)(Ⅰ期)  6月19日（月）～ 6月30日（金）
16 17 18 19 20 21 22 ・小学校(3年次)(附属校、2週間)(Ⅱ期)  8月28日（月）～ 9月 8日（金）
23 24 25 26 27 28 29 ・中学校(3年次)(附属校、2週間)(Ⅰ期)  7月4日（火）～ 7月18日（火）
30 31 ・中学校(3年次)(附属校、2週間)(Ⅱ期)  8月21日（月）～ 9月4日（月）

1 2 3 4 5 ・小学校(4年次)(協力校、3週間)(Ⅰ期)  6月５日（月）～ 6月2３日（金）を基本　　【予定】
6 7 8 9 10 11 12 ・中学校(4年次)(協力校、3週間)(Ⅰ期)  5月15日（月）～ 6月2日（金）を基本
13 14 15 16 17 18 19 ・特別支援学校(4年次)(附属校、2週間)(Ⅰ期)  7月 3日（月）～ 7月14日（金）
20 21 22 23 24 25 26 ・特別支援学校(4年次)(附属校、2週間)(Ⅱ期)  8月28日（月）～ 9月 8日（金）
27 28 29 30 31 ・特別支援学校(4年次)(協力校、2週間) 実習校の定める期間

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

授業
日数

15
(1)

15
(1)

15
(1)

15
(1)

15
(1)

( )は、補講日の日数

5月

7月

9月

8月

注）○印　 7月25日(火)は、月曜日の授業を行う。

6月

日 程
令和5年
(2023)

4月

授業計画
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後期
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 ◎後期授業 10月2日(月)～12月26日(火)
8 9 10 11 12 13 14 1月9日(火)～2月6日(火)（2月5日(月)：補講日）
15 16 17 18 19 20 21 1月23日(火)、30日(火)、2月6日(火)：金曜日授業
22 23 24 25 26 27 28 ◎補講期間 2月5日(月)～13日(火)（2月6日(火)：金曜日授業）
29 30 31

1 2 3 4 ◎Webによる成績通知 9月25日(月)～10月1日(日)
5 6 7 8 9 10 11 ◎Webによる履修科目追加・取消手続期間(後期科目) 10月6日(金)～10月12日(木)
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 ◎創立記念日（休講） 10月18日(水)
26 27 28 29 30 ◎大学祭（休講） 10月27日(金)午後

1 2 ◎教育実習
3 4 5 6 7 8 9 ・小学校(4年次)(協力校、3週間)(Ⅱ期) 10月16日（月）～11月6日（月）を基本
10 11 12 13 14 15 16 ・中学校(4年次)(協力校、3週間)(Ⅱ期) 10月16日（月）～11月6日（月）を基本　　【予定】
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 ◎卒業論文題目変更届提出期限 12月20日(水)17時
31 ◎学校推薦型選抜（休講） 11月24日(金)午後

1 2 3 4 5 6 ◎冬季休業 12月27日(水)～1月5日(金)
7 8 9 10 11 12 13 ◎大学入学共通テスト（休講） 1月12日(金)午後
14 15 16 17 18 19 20 ◎卒業論文提出期限 1月16日(火)正午
21 22 23 24 25 26 27 　ただし、初等教育教員養成課程の理科コース、情報・ものづくりコース、家庭科コースと、
28 29 30 31 　中等教育教員養成課程の理科教育専攻、技術教育専攻、家庭科教育専攻の提出期限は、

1 2 3 　2月8日(木)正午までとする。
4 5 6 7 8 9 10 ◎Webによる成績通知(最終学年) 2月21日(水)～2月25日(日)

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 ◎学年末休業 2月14日(水)～3月29日(金)
25 26 27 28 29 ◎学位記授与式 3月26日(火)

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

授業
日数

15
(1)

15
(1)

15
(1)

15
(1)

15
(1)

( )は、補講日の日数

注）○印　1月23日(火)、30日(火)、2月6日(火)は、金曜日の授業を行う。

11月

12月

令和6年
(2024)

1月

2月

3月

日 程

10月
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履修手続 

  

本学で開設されている授業科目は、概ね自由に受講することができますが、入学年度や学年による受

講制限、実験・演習等の人数制限のあるものもありますので注意してください。 

しかしながら、卒業資格や教育職員免許状を取得するためには、「履修のしおり」に記載されている

教育課程上の科目を受講し、単位の認定を受けることが必要となります。 

このためには、履修登録の手続をして、単位取得の意思表示をしなければなりません。 

以下に履修登録に当たってのルールを述べますが、以下に示す手続をすべて行って初めて登録が完了

したことになります。 

  

１．a，b，cの付いたクラス分けのある授業は、その指定方法や事前連絡が開講科目一覧に掲載してあ

るものの他は、掲示等で指示されるので注意してください。  

  

２．Web による履修登録を期間中に行ってください。  

なお、詳細については、「履修登録の手引き」等を参考にして履修登録（入力）を行ってくださ

い。 

  

履修登録期間（前期・通年・後期科目全て）：４月１４日（金）～４月２０日（木） 
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授業科目の情報  

  

  

 

みなさんが履修する授業の情報は、授業時間割表、『開講科目一覧』、電子化シラバスに掲載されてい

ます。それぞれの掲載情報、利用方法は次のとおりです。  

なお、教室は受講者数などによって変更されることがありますので、掲示板、ポータルサイトの掲示

に注意してください。 

  

１． 授業時間割表  

   前期・後期別、曜日・時限別に、授業科目名、履修対象年次、担当教員（代表）、教室等が記載

されています。 

 

２． 『開講科目一覧』  

それぞれの授業についての基礎情報や履修上の注意事項などが掲載されています。  

１） 「授業ガイド」のページは、入学年度等別に区分けされていますので、履修対象年次・入学年

度に注意して、それぞれの授業科目の出講状況及び時間割、授業担当教員、免許分野等を確認して

ください。「授業ガイド」の見方については、次ページに詳しい説明が書かれていますので、参照し

てください。  

２） そのほか、履修手続について、時間割固定枠のクラス指定、日本国憲法、情報活用の基礎、健

康・運動系科目、外国語科目および専門拡充科目にかかる履修上の注意事項、教育実習の事前・事

後指導の日程など、重要な事項が記載されていますので、よく読んで理解してください。 

 

３． 電子化シラバス  

それぞれの授業についての基礎情報とともに、より詳しい情報（授業概要、具体的な授業計画、

成績評価の方法、教科書・参考書など）が掲載されています。  

    電子化シラバスは、本学ホームページ（http://www.miyakyo-u.ac.jp/）に掲載しております。  
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○「授業ガイド」の見方（例）  

  

 

 

 

 

 

講義名  （例）物理学実験Ⅰ  

シラバス担当教員  ○○ ○○  

代表教員  ○○ ○○  

授業担当教員  ○○ ○○  

授業コード  2H4081  

＜中略＞  

授業概要  

基礎的な熱、光現象、電気実験、単振子による重力加速度定数の測定などを通し、さまざまな物理量を

測定する実験方法についての理解を深める。また、コンピュータを活用して現象の解析や物理的概念を

習得する。これらの観察や実験を通して柔軟な思考力や自分で現象を解析し、理由を考察する態度を

養う。  

授業の到達目標  

「・・・・」では、理科中等教員養成課程１年生の必修科目であり、初等の力学と熱力学を習得することに

より、中学校理科で教えるための基礎的素養を養い、運動の法則やエネルギーの保存法則など基本的

な事項を論理的に理解するとともに、数学的に解説することができるようになることを目標としている。  

授業計画  

１. 金属の抵抗と温度の関係  

＜中略＞  

15. 計算機を用いたデータ解析(2)  

準備学修の内容と必要

な学修時間（目安）  
<略>  

成績評価の方法  ①平常点（参加の姿勢等） （10％） ② レポート課題（20％） ③ 中間試験（30％） ④ 最終試験（40％）  

教科書・参考書  物理学実験 吉田卯三郎（三省堂）  基礎物理実験永田一清他編（東京教学社）  

履修に当たっての留意

事項・メッセージ, 授

業評価へのアンケート

への返答  

グループ毎の実験でも他人に頼らず、自主的･積極的に学習してください。レポートは各人により制作し

ます。提出は、基本的に次の実験前日までです。欠席およびレポート未提出が 4 回以上になると不合

格となるので注意してください。  

授業評価アンケートで昨年度好評だった「・・・」については，今年度も継続して行います。また、昨年度

の「・・・」という点においては，今年度は「・・・」として学生の皆さんへの利便性を向上したいと思います。  

関連リンク  <略>  

備考  <略>  
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学年担当教員一覧（令和3年度以前入学者） クラス担任⼀覧（令和4年度以降入学者）

クラス担任 クラス副担任 クラス担任 クラス副担任

幼児教育コース 飯　島　典　子 佐　藤　哲　也 1 越　中　康　治 中　地　　文

子ども文化コース 中　地　　文 中　地　　文 2 高　橋　亜紀子 吉　村　敏　之

教育学コー ス 田　端　健　人 本　図　愛　実 3 齊　藤　千映美 本　田　伊　克

教育心理学コー ス 樋　口　広　思 久　保　順　也 4 平　　真木夫 市　瀬　智　紀

国語コー ス 児　玉　　忠 津　田　智　史 5 西　城　　潔 津　田　智　史

社会コー ス 川　﨑　惣　一 吉　田　　剛 6 原　田　博　之 ⼭　内　明　美

英語コミュニケーションコース 和　田　あずさ 竹　森　徹　士 7 竹　森　徹　士 村　上　タカシ

数学コー ス 花　園　隼　人 高　瀬　幸　一 8 内　⼭　哲　治 市　川　　啓

理科コー ス 西　⼭　正　吾 菅　原　　敏 9 亀　井　　文 髙　田　淑　子

情報・ものづくりコー ス 板　垣　翔　大 水　谷　好　成 10 猿　渡　英　之 出　口　⻯　作

家庭科コー ス 菅　原　正　則 亀　井　　文 1 仲　谷　健太郎 佐　野　　幹 国　語

音楽コー ス 原　田　博　之 小　塩　さとみ 2 吉　田　　剛 ⽯　田　雅　樹 社　会

美術コー ス 虎　尾　　裕 平垣内　　清 3 鈴　木　　渉 鈴　木　　渉 英　語

体育・健康コース 沼　倉　　学 木　下　英　俊 4 花　園　隼　人 鎌　田　博　行
佐　藤　得　志 佐　藤　得　志 鎌　田　博　行

花　園　隼　人 数　学

佐　野　　幹 佐　野　　幹 5 笠　井　香代子 小　林　恭　士 理　科

田　中　良　英 川　﨑　惣　一 1 日比野　裕　幸 倉　⼾　テ　ル 音　楽

竹　森　徹　士 鈴　木　　渉 2 平垣内　　清 安　彦　文　平 美　術

鎌　田　博　行 高　瀬　幸　一 3 池　田　晃　一 佐　藤　亮　平 佐　藤　亮　平 池　田　晃　一 保健体育

中　⼭　慎　也 福　田　善　之 4 板　垣　翔　大 板　垣　翔　大 技　術

板　垣　翔　大 水　谷　好　成 5 菅　原　正　則 西　川　重　和 家庭科

菅　原　正　則 亀　井　　文 1 松　﨑　　丈 三　科　聡　子

日比野　裕　幸 倉　⼾　テ　ル 2 寺　本　淳　志 野　崎　義　和

虎　尾　　裕 平垣内　　清

黒　川　修　行 佐　藤　亮　平

永　井　伸　幸 三　科　聡　子

松　﨑　　丈 菅　井　裕　行

植木田　　潤 野　崎　義　和

寺　本　淳　志 寺　本　淳　志

備考
1年次（令和5年度入学） 2年次（令和4年度入学）

英語教育専攻

数学教育専攻

初
等
教
育
専
攻

中
等
教
育
専
攻

4年次
（令和3年度以前入学）

3年次
（令和3年度入学）

系・専攻・コース クラスNo.専攻課程

養
成
課
程

特
別
支
援
教
育
教
員

視覚障害教育コース

聴覚・言語障害教育コース

発達障害教育コース

健康・運動障害教育コース

初
等
教
育
教
員
養
成
課
程

発
達
・
教
育
系

言
語
・
社
会
系

理
数
・
生
活
系

芸
術
・
体
育
系

中
等
教
育
教
員
養
成
課
程

国語教育専攻

美術教育専攻

保健体育専攻

家庭科教育専攻 教
育
専
攻

特
別
支
援音楽教育専攻

社会科教育専攻

教
育
専
攻

芸
術
体
育
・
生
活
系

理科教育専攻

技術教育専攻
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E-mail末尾：@staff.miyakyo-u.ac.jp

教員氏名 オフィスアワー・時間帯 内線番号 研究室 E-mail 専攻 運営部会 その他連絡事項

安　彦　文　平 通年 木曜日 事前にメールにてアポを
願います。 3450 美術棟 fumihira 初等 美術教育 E-Mailにて事前にお願いします

飯　島　典　子 通年 木曜日 14：40-16：10 3511 ６号館３Ｆ n-iijima 初等 幼児教育 メールでアポをとってから研究室にいらしてください。

池　田　晃　一
通年
（昼休みは比較的在室していま
す。）

3457 ５号館４Ｆ k-ikeda 芸体・生活 保健体育 アポイントを取るためにメール等にて事前の連絡をし
てください。

石　田　雅　樹 通年 月曜日 ３時限目 3656 ３号館４Ｆ
石田研究室 ishida 中等 社会科教育 訪問される際はできるだけ事前にご連絡ください。

板　垣　翔　大 通年 水曜日 昼休み 3479 １号館３Ｆ
１３３室 s-ita 芸体・生活 技術教育 事前にメールでご連絡ください。

市　川　　啓 前期 月曜日 15:00～16:00頃
後期 金曜日 11:00～12:00頃 3403 ９号館３Ｆ hiraku-i 高度教職/初

等 数学教育 オフィスアワーは特に指定しません。メールにて、まず
はご連絡ください。

市　瀬　智　紀 3381 ６号館４Ｆ ichinose 初等

植木田　　潤 通年 火曜日 午前中 3508 ３号館２Ｆ
植木田研究室 uekida 高度教職/特

別支援 事前にメール等でアポイントメントを取ってください。

内　山　哲　治 随時 3410 １０号館１Ｆ
１１３教員研究室 tetsu-u 高度教職/初

等 理科教育
メールまたは電話で予約をして下さい。
（テストの１週間前は、テストに関する質問禁
止）

越　中　康　治 随時 3519 ５号館２Ｆ etchu 高度教職/初
等 学校教育 事前にメールでご連絡ください。

岡　本　恭　介 前期 月曜日 ３時限目 3536 １０号館２Ｆ
２１７ okakyo 初等 直接研究室に来るのではなく、まずはメールで連絡

をください。その上で調整します。

小　塩　さとみ 随時 3441 音楽棟２Ｆ oshio 芸体・生活 音楽教育 事前に連絡をくれれば確実に対応します。
メールまたは教員に直接声かけしてください。

小　田　美和子 3372 moda 初等

小　野　真喜子 3632 ６号館３Ｆ makiko10 初等 幼児教育

笠　井　香代子 随時 3429

１号館１Ｆ
笠井研究室
（教員研究室
１１４）

kasai 中等 理科教育 日時の約束が必要な場合はメールで連絡下さい。

金　田　裕　子 随時 3215 ５号館３Ｆ kaneta 高度教職/初
等

希望の日時について、メールで事前に連絡をくださ
い。

鎌　田　博　行 3491 ９号館４Ｆ hkamada 中等 数学教育

亀　井　　文 通年 その他 随時 3485
１号館３Ｆ
（１３１１研究
室）

kamei 初等 家庭科教育 まずメールで連絡をして下さい。

川　﨑　惣　一 3392 ３号館４Ｆ soichi-k 初等 社会科教育

川　村　寿　郎 通年 木曜日 ３～４時限目 3419 １号館２Ｆ t-kawa 初等 理科教育

木　下　和　彦 通年 木曜日 ３時限目 3530 ５号館２Ｆ
木下研究室 kino-kz 高度教職/初

等 音楽教育 事前にメールでアポイントメントをとってください。

木　下　英　俊 通年 木曜日 ５時限目 3464 ５号館４Ｆ
木下研究室 h-kino 芸体・生活 保健体育 事前にメールにて連絡下さい。

久　保　順　也 通年 金曜日 ２時限目 3525 ５号館２Ｆ
久保研究室 kuboj 高度教職/初

等 学校教育 事前にメールにてご連絡の上、研究室をお訪ねくだ
さい。

熊　谷　　亮 通年 金曜日 ２時限目 3524 ５号館２Ｆ
熊谷研究室 kumaryo 高度教職/特

別支援 事前にメールでのアポをお願いします。

倉　戸　テ　ル 通年 月曜日 ３時限目 3513 音楽棟２Ｆ
倉戸研究室 teru 芸体・生活 音楽教育 事前にメールで連絡をしてから来てください。

黒　川　修　行 通年 その他 アポイントを取って来てく
ださい。 3459 ５号館４Ｆ

黒川（修）研究室 n-kuro 高度教職/初
等 保健体育 メールでアポイントを取っていただければ、随時。

香曽我部　　琢 通年 火曜日 ２時限目 3484 １号館４Ｆ ko-taku 高度教職/初
等 家庭科教育 まずはメールでアポイントを取ってください。よろしくお

ねがいいたします。

教員オフィスアワーの一覧（五十音順）

　オフィスアワーとは、授業内容等に関するみなさんの質問・相談等に応じるための時間として、教員があらかじめ示す特定の時間帯です。オフィスア
ワーの情報は、ポータルサイト（https://mueportal.miyakyo-u.ac.jp/campusweb/top.do）のオフィスアワー参照からも確認できます。
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教員氏名 オフィスアワー・時間帯 内線番号 研究室 E-mail 専攻 運営部会 その他連絡事項

兒　玉　尚　子 特別支援

児　玉　　忠 通年 水曜日 お昼休み
（12:00～13:00） 3376 ３号館３Ｆ

３１４研究室 tkodama 初等 国語教育

小　林　恭　士 随時 3425

１号館２Ｆ
（教員研究室１２
１）
小林研究室

yasushi 中等 理科教育

メールで事前にアポイントメントを取って下さい。最低限、そのメー
ルは誰宛のメールか（送信先・宛名）、そのメールは誰からの
メールか（送信元・氏名／所属）、用件は何か（件名の記
入）を明記してください。「件名なし」の場合は、メールがこちらに
届かない場合、ご返信できない場合があります。メールはビジネ
ス文書の一種であり、SMS/SNSとは異なること、ご理解くださ
い。

西　城　　潔 通年 木曜日 ２時限目 3385 ３号館４Ｆ saijo 初等 社会科教育

齊　藤　千映美 3534 １０号館１Ｆ csaito 高度教職/初
等

佐　藤　　静 通年 水曜日 随時
（事前連絡/調整要） 3435 ５号館３Ｆ

佐藤（静）研究室 shizuka 高度教職 メール等で連絡してください。

佐　藤　哲　也 通年 水曜日 ２時限目 3512 ６号館４Ｆ tetsuya 初等 幼児教育 メールで事前に予約してください。

佐　藤　得　志

通年 その他 月・木６時限
「質問の時間」を開設する。
詳細は授業の Classroom で通知
する。

3406 ９号館３Ｆ tokusi-s 中等 数学教育

佐　藤　亮　平 通年 水曜日 12:00～13:00 3459 ５号館４Ｆ
佐藤亮平研究室 ryoheis 芸体・生活 保健体育 研究室に直接訪問するか、メールにてご連絡いただ

けると助かります。

佐　野　　幹 通年 水曜日 昼休み 3648 ３号館３Ｆ
教員研究室３３４ sanomiki 中等 国語教育 左記に限らずいつでも対応します。確実に面会した

い時はメールで連絡ください。

猿　渡　英　之 3470 １号館１Ｆ sawatari 初等 理科教育

菅　井　裕　行 前期 木曜日 ２時限目
後期 火曜日 ４時限目 3503 ３号館１Ｆ sugai 高度教職/特

別支援 事前にメールでアポをとってください。

菅　原　　敏 通年 随時 3466 １号館２階
菅原研究室 sugawara 中等 理科教育

菅　原　正　則 通年 随時 3483 １号館３Ｆ msugawa 芸体・生活 家庭科教育 事前にメールにてご連絡下さい。

鈴　木　美佐緒 初等

鈴　木　　渉 通年 木曜日 １時限目 3490 ９号館４Ｆ
鈴木渉研究室 suzukiw 高度教職/中

等 英語教育 メールでアポイントメントを取ってください。

平　　真木夫 通年 その他　随時。メールで質問して
ください。 3523 ５号館２Ｆ

平研究室 m-taira 高度教職/初
等 学校教育

メールで連絡してください。２日以上返信がない場
合は、お手数ですが再度送信してください。氏名、
所属、履修している科目など基礎的な情報を忘れ
ずに書いてください。件名が空白の場合、ファイルが
添付されている場合は、読まずに迷惑メールとして
削除されることがあります。

高　瀬　幸　一 通年 水曜日 ４時限目 3404 ９号館４Ｆ
高瀬研究室 k-taka2 中等 数学教育

髙　田　淑　子 随時 3415 １号館２Ｆ toshiko 初等 理科教育 事前にメールで連絡してください。

高　橋　亜紀子 3371 ６号館４Ｆ
高橋亜紀子研究室 akiko12 初等

コロナ禍なので、メールまたはオンラインで対応しま
す。
まずは、メールで連絡してください。

竹　森　徹　士 通年 月曜日 ３時限目 3496 ９号館５Ｆ takemori 初等 英語教育 事前にメールで連絡をお願いします。オフィスアワー
以外でも在室時は対応します。

田　中　良　英 通年 月曜日 ３時限目 3384 ３号館４階
田中研究室 y-tanaka 中等 社会科教育 他の時間でも空いていれば対応しますが、いずれに

せよ事前に御連絡をお願いします。

田　端　健　人 通年 木曜日 お昼休み 3522 ５号館２Ｆ tabata-t 高度教職/初
等 学校教育

田　谷　久　雄 通年 月曜日 ２時限目 3398 ９号館３Ｆ
田谷研究室 taya 初等 数学教育 事前にメールにてご連絡ください。

津　田　智　史
通年 その他 応相談です。
事前にお問い合わせください。在室時
には、可能な限り対応します。

3375 ３号館３Ｆ stsuda 初等 国語教育 事前に連絡することが望ましいですが、時間がある
限り対応します。

出　口　竜　作 随時 3413 １０号館２階
２１４室 deguchi 高度教職/初

等 理科教育

寺　本　淳　志 随時 3506 ３号館２Ｆ teramoto 特別支援 事前にメールをもらえれば適宜対応します。

戸　塚　　将 高度教職/中
等
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教員氏名 オフィスアワー・時間帯 内線番号 研究室 E-mail 専攻 運営部会 その他連絡事項

虎　尾　　裕 随時 3446 ８号館１Ｆ tora 芸体・生活 美術教育 メールで日時など都合をお知らせいただき、研究室
へ来てください。

永　井　伸　幸 通年 木曜日 ５時限目 3505 ３号館１Ｆ nagai 高度教職/特
別支援

仲　谷　健太郎 3374 ３号館３Ｆ nakatani 高度教職/中
等 国語教育

中　地　　文
通年 木曜日 昼休み
（その他の曜日・時間については、事前に予約
してください）

3379 ３号館３Ｆ nakachi 初等 国語教育 できるだけ事前にメールでご連絡ください。

中　山　慎　也 随時 3420 １号館２Ｆ nakayama 初等 理科教育
在室の場合は随時可能です。メールまたは電話で
前日までに連絡をし、日時の約束をしていると確実
です。

西　川　重　和 通年 金曜日 13:00以降 3481 １号館３Ｆ
西川研究室 nishika 芸体・生活 家庭科教育 空いた時間なら随時対応します。 事前に電話か

メールでの連絡をお願いします。

西　山　正　吾 通年 その他 在室時に随時対応 3422
１号館１Ｆ
西山研究室（教員
研究室１１２）

shogo-n 中等 理科教育 事前にメールで連絡をもらえるといいかと思います。

沼　倉　　学 通年 その他 3462 ５号館４Ｆ
４１１研究室 numakura 初等 保健体育 メールで連絡してください。

野　崎　義　和 通年 火曜日 ４時限目 3500 ３号館２Ｆ nozaki 特別支援

橋　本　潤一郎 3344 保健管理センター 芸体・生活

花　園　隼　人 通年 火曜日 ２時限目 3405 ９号館３Ｆ hanazono 中等 数学教育 前日までにメールで連絡してください。

林　田　由　那 通年 その他 防災教育研修機構会
議室 3535 防災教育研修機構 yuna-h 初等

曜日・時限は固定しません。 メールにて希望日時
をご連絡ください。 防災教育研修機構１階会議
室にて行います。

原　田　博　之 通年 木曜日 ５時限目 3436 音楽棟２Ｆ harada 初等 音楽教育 事前にメールでご連絡ください。

樋　口　広　思 前期 火曜日 ５時限目
後期 金曜日 ５時限目 3517 ５号館２Ｆ hhiguchi 初等 学校教育 事前にメールにてご連絡ください。

日比野　裕  幸 3439 音楽棟２Ｆ hibiken 芸体・生活 音楽教育

平垣内　　清 3448 美術棟 k-hira 芸体・生活 美術教育

廣　瀬　航　也 初等

福　田　善　之 通年 その他 随時 3411 １号館１Ｆ
福田研究室 fukuda 中等 理科教育 事前にメールでご連絡ください。

古　田　このみ 随時 3472 １号館３Ｆ
１３４室 芸体・生活

堀　田　幸　義 前期 木曜日 13:30-14:30
後期 金曜日 15:00-16:00 3396 ３号館４Ｆ

堀田研究室 y-hotta 高度教職/初
等 社会科教育 御用の方はメールにて事前にご連絡下さい。

本　図　愛　実 3822 ５号館２Ｆ mhonzu 高度教職/初
等 学校教育

本　田　伊　克 3520 ５号館２Ｆ y-ho 高度教職/初
等 学校教育

前　田　まどか 初等

松　岡　尚　敏 通年 木曜日 ５時限目 3328 ３号館４Ｆ
松岡研究室 matsuoka 初等 社会科教育 事前に、メールにて連絡の上、来訪してください。

松　﨑　　丈 通年 水曜日 ３時限目 FAX:3501 ３号館１Ｆ joemk 特別支援 ろう者で電話ができないので、あらかじめメールで連
絡してください。

三　科　聡　子 随時 3502 ３号館３Ｆ mishina 特別支援 個別に対応しますので、メール等で連絡を入れてく
ださい。

水　谷　好　成 随時 3468 １号館３Ｆ
１３２室 mizu 高度教職/初

等 技術教育 事前にメールにてご連絡ください。

溝　田　浩　二 通年 その他 適宜 3515 １０号館２Ｆ
２１６研究室 mizota 初等 事前にメールにてご連絡ください。

宮　澤　孝　子 3531 ５号館３Ｆ tamiya 高度教職/初
等

棟　方　有　宗 3414 １０号館２Ｆ munakata 初等 理科教育

村　上　タカシ 通年 その他 個別対応します。 3437 ４１０教室隣 murataka 初等 美術教育 事前にメールで連絡してください。個別対応します。
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教員氏名 オフィスアワー・時間帯 内線番号 研究室 E-mail 専攻 運営部会 その他連絡事項

山　内　明　美 通年 火曜日 ５時限目 3390 ３号館４Ｆ akemi 初等 社会科教育 事前にメールで連絡をいただければと思います。

山　田　美都雄 3537 ２号間１Ｆ yamadami 初等

横　山　貴　史 初等

吉　田　　剛 通年 水曜日 午後 3395 ５号館３Ｆ
３０９ yoshida 高度教職/中

等 社会科教育 左記メールアドレスまで連絡

吉　村　敏　之 通年 その他 随時
（事前に約束をした上で） 3216 ５号館３Ｆ t-yo 高度教職/初

等 メールで連絡のこと

和　田　あずさ 通年 その他 随時 3488 ９号館
５０６ wada 初等 英語教育 必ず事前にメールにて日時の相談をしてください。

渡　辺　　尚 随時 3423 １号館３Ｆ nao-wtnb 高度教職/中
等 理科教育 アポイントメントの連絡をお願いします。
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時間割固定枠のクラス指定  

  
本学では、全学や各課程・専攻等の共通必修科目、教職科目などについては、学生が長期的な履

修計画を立てる際に支障を及ぼさないよう、時間割に固定枠（基本的に毎年同じ時期、曜日、時限

に開講）を設けています。  
クラス分け（授業科目名の後にａ，ｂ，ｃ…が付されているもの）については履修対象コース・

専攻等の指定を導入し、以下のように実施しています。  
次ページ以降に学年別の固定枠となる授業を示しますので、以下に従って間違いのないよう受講

してください。  
 なお、令和４年度以降入学者用、平成３１年度～令和３年度入学者用および平成３０年度以前入

学者用で科目が異なるため、該当する入学年度の固定枠を確認してください。  
  
１．固定枠とする授業科目について  

固定枠とする授業科目については、以下のとおりです。  
  
    ・ 全課程・専攻等共通の必修科目 例：外国語科目など  
    ・ 現代的課題科目 ※令和３年度以前入学者のみ  
    ・ 小学校の教科科目、教材研究法・教科教育法（初等）・実践研究等の教職科目、 

教職選択科目など  
      ［専門教育科目のうち、小学校の専門科目、各教科の教育法（初等）、キャリア 

ステップ科目など］  
［ ］内の科目区分名は、令和４年度以降入学者用カリキュラムによるもの  

    ・ 教育実習事前・事後指導  
     
  
２．固定枠のクラス指定について  

別表のとおり、各クラスに履修対象となるコース・専攻等を指定します。 
なお、科目によっては、掲示によって指定されたクラスを履修することになるので、注意し

てください。 
また、別表中のクラス指定が「全課程」となっているもので、一部のクラスに履修希望者が

集中してクラス間に不均衡が生じた場合は、クラス変更をしていただく場合があります。  
  
３．時間割固定枠の履修方法について  
（１） クラス分けのない授業（クラス指定が「全（課程）」となっている授業）については、履修

対象年次より上の学年であれば履修できます。  
（２） クラス分けのある授業については、以下のように取り扱います。  

① 履修対象年次の学生は、コース・専攻等によって指定されている時期、曜日、時限の授

業しか履修できません。  
② 履修対象年次より上の学年の学生は、指定された時期、曜日、時限以外のクラスの授業

を履修できます。  
③ 前期に履修して単位を修得できなかった科目を、その年度の後期に再履修する（指定外

のクラスを履修する）ことは、４年次学生以外はできません。４年次以外の学年の学生

は、次年度にクラスを一つ選び、再履修してください。  
   （例：前期に「教職入門ａ」を修得できなかった場合、後期に「教職入門ｂ」を履修するこ

とはできない。）  
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【表C:3年】 (　)内は、履修対象となる課程･ｺｰｽ･専攻を示す。
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

実践研究B
(全課程)★

社会科教材研究法a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育心ｺ､社会ｺ)

社会科教材研究法b
(教育学ｺ､視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

道徳教育の研究a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

家庭科教材研究法a
(数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ)

家庭科教材研究法d
(国語ｺ､英語ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

道徳教育の研究b
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

生活科教材研究法e
(視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

理科教材研究法a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育心ｺ､社会ｺ)

生活科教材研究法b
(教育学ｺ､国語ｺ､音楽ｺ)

理科教材研究法d
(数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ)

生活科教材研究法f
(英語ｺ､家庭ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

実践研究B
(全課程)★

家庭科教材研究法c
(幼児ｺ､子どもｺ､教育心ｺ､社会ｺ)

家庭科教材研究法b
(教育学ｺ､視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

道徳教育の研究c
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)

社会科教材研究法c
(国語ｺ､英語ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

理科教材研究法b
(国語ｺ､英語ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

道徳教育の研究d
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

社会科教材研究法d
(数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ)

生活科教材研究法c
(数学ｺ､理科ｺ)

理科教材研究法c
(教育学ｺ､視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

生活科教材研究法a
(子どもｺ､社会ｺ)

生活科教材研究法d
(幼児ｺ､教育心ｺ､情報ｺ)

教育相談a
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

教育相談d
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

児童･生徒理解c
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)

教育相談b
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

児童･生徒理解d
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

教育相談c
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

児童･生徒理解a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

教育と情報（選択科目）
(初等課程､中等課程)

児童･生徒理解b
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

教育現場と法（選択科目）
(初等課程､中等課程)

授業研究（選択科目）
(全課程)

後期
教育の方法･技術a
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

教育の方法･技術b
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)
教育の方法･技術c
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

教育の方法･技術d
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

前期
実践研究B
(全課程)★

教育実習事前･事後指導
(全課程)

後期
実践研究B
(全課程)★

教育実習事前･事後指導
(全課程)

★ 実践研究B(半期､週1ｺﾏ)は､前期または後期の月曜日1時限か金曜日1時限のいずれかで実施

平成30年度以前入学者向け時間割固定枠

金

水
前期

木

前期

後期

月

前期

後期

火

前期

後期

13



【表D:4年】 (　)内は、履修対象となる課程･ｺｰｽ･専攻を示す。
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

前期

後期

前期

後期

前期
特別支援教育実習事前･事後指導
(特支課程)

後期
教職実践演習全体会 特別支援教育実習事前･事後指導

(特支課程)
教職実践演習全体会

前期

後期

前期
教育実習事前･事後指導
(全課程)

後期
教育実習事前･事後指導
(全課程)

木

金

火

水

月

14



【表C:3年】 (　)内は、履修対象となる課程･ｺｰｽ･専攻を示す。
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

実践研究B/実践指導法B
(全課程)★

社会科教育法(初等)a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育心ｺ､社会ｺ)

社会科教育法(初等)b
(教育学ｺ､視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

道徳の理論と指導a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

家庭科教育法(初等)a
(数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ)

家庭科教育法(初等)d
(国語ｺ､英語ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

道徳の理論と指導b
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

生活科教育法(初等)e
(視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

理科教育法(初等)a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育心ｺ､社会ｺ)

生活科教育法(初等)b
(教育学ｺ､国語ｺ､音楽ｺ)

理科教育法(初等)d
(数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ)

生活科教育法(初等)f
(英語ｺ､家庭ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

実践研究B/実践指導法B
(全課程)★

家庭科教育法(初等)c
(幼児ｺ､子どもｺ､教育心ｺ､社会ｺ)

家庭科教育法(初等)b
(教育学ｺ､視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

道徳の理論と指導c
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)

社会科教育法(初等)c
(国語ｺ､英語ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

理科教育法(初等)b
(国語ｺ､英語ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ)

道徳の理論と指導d
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

社会科教育法(初等)d
(数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ)

生活科教育法(初等)c
(数学ｺ､理科ｺ)

理科教育法(初等)c
(教育学ｺ､視覚ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

生活科教育法(初等)a
(子どもｺ､社会ｺ)

生活科教育法(初等)d
(幼児ｺ､教育心ｺ､情報ｺ)

教育相談a
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

教育相談d
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

児童･生徒理解(生徒･進路指導論を含む｡)c
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)

教育相談b
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

児童･生徒理解(生徒･進路指導論を含む｡)d
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

教育相談c
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

児童･生徒理解(生徒･進路指導論を含む｡)a
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

教育現場と法（選択科目）
(初等課程､中等課程)

児童･生徒理解(生徒･進路指導論を含む｡)b
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

後期
総合的な学習の時間の指導法a
(美術ｺ､家庭専､音楽専､美術専､保体専､視覚
ｺ､聴覚ｺ､発達ｺ､健康ｺ)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

総合的な学習の時間の指導法b
(情報ｺ､国語専､社会専､英語専､数学専､理科
専､技術専)
総合的な学習の時間の指導法c
(英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､家庭ｺ､音楽ｺ､体育ｺ)

現代的課題科目
(国語ｺ､社会ｺ､英語ｺ､数学ｺ､理科ｺ､情報ｺ､家
庭ｺ､音楽ｺ､美術ｺ､体育ｺ､国語専､社会専､英語
専､数学専､理科専､技術専､家庭専､音楽専､美
術専､保体専)

総合的な学習の時間の指導法d
(幼児ｺ､子どもｺ､教育学ｺ､教育心ｺ､国語ｺ､社
会ｺ)

前期
実践研究B/実践指導法B
(全課程)★

教育実習事前･事後指導
(全課程)

後期
実践研究B/実践指導法B
(全課程)★

教育実習事前･事後指導
(全課程)

平成31年度～令和3年度入学者向け時間割固定枠

金

前期

木

前期

後期

月

前期

後期

水

前期

★ 実践研究B/実践指導法B(半期､週1ｺﾏ)は､前期または後期の月曜日1時限か金曜日1時限のいずれかで実施

火

後期

15



【表D:4年】 (　)内は、履修対象となる課程･ｺｰｽ･専攻を示す。
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

前期

後期

前期

後期

前期
特別支援教育実習事前･事後指導
(特支課程)

後期
教職実践演習全体会 特別支援教育実習事前･事後指導

(特支課程)
教職実践演習全体会

前期

後期

前期
教育実習事前･事後指導
(全課程)

後期
教育実習事前･事後指導
(全課程)

木

金

火

水

月

16



【表A:1年】
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

英語Aa～Ad
(初等9,10、中等、芸体、特

英語Ae～Ah
(初等1-8)

学校防災教育基礎a
(初等1-4)

情報活用の基礎a
(初等5-8)

情報活用の基礎b
(初等9,10、芸体)

学校防災教育基礎b
(初等5-8)
特別支援教育理解a
(初等9,10、芸体)
特別支援教育理解b
(中等、特支)

英語Ca～Cd
(初等9,10、中等、芸体、特

英語Ce～Ch
(初等1-8)

学校防災教育基礎c
(初等9,10、芸体)
学校防災教育基礎d
(中等、特支）
特別支援教育理解c
(初等1-3)
特別支援教育理解d
(初等4-8)

教職入門a
(初等1-4)

初等算数科内容概論a
(初等1-3)

初等国語科内容概論a
(初等10、芸体、特支)

教育の制度・経営
(全)

教職入門b
(初等5-8)

初等算数科内容概論b
(初等4-6)

初等図画工作科内容概論a
(初等1,2)

教育と地域社会
(全)

初等音楽科内容概論a～e
(初等7-10、芸体、特支)

発達と学習の心理c
(初等9,10、芸体)

初等算数科内容概論c
(初等7-9)

初等国語科内容概論d
(初等1-3)

発達と学習の心理d
(中等、特支)

初等算数科内容概論d
(初等10、芸体、特支)

初等図画工作科内容概論f
(初等5,6)

初等音楽科内容概論f～j
(初等1-6)

初等外国語活動・外国語内容概論d

(初等7,8)
初等外国語活動・外国語内容概論e

(初等9,10)
初等外国語活動・外国語内容概論f

(芸体、特支)
初等図画工作科内容概論b
(初等7,8)

発達と学習の心理a
(初等1-4)

初等図画工作科内容概論c
(初等9,10)

発達と学習の心理b
(初等5-8)

初等外国語活動・外国語内容概論a

(初等1,2)
初等外国語活動・外国語内容概論b

(初等3,4)
初等外国語活動・外国語内容概論c

(初等5,6)
初等国語科内容概論c
(初等7-9)

教職入門c
(初等9,10、芸体)

初等図画工作科内容概論d
(初等3,4)

教職入門d
(中等、特支)

初等図画工作科内容概論e
(芸体、特支)

前期
教育体験初年次演習I
(全)

後期
教育体験初年次演習II
(全)
英語Be～Bh
(初等1-8)

英語Ba～Bd
(初等9,10、中等、芸体、特

体育実習a
(初等1-8)

体育実習b
(初等9,10、中等、芸体、特

教科の学習と言語活動
(初等)

情報活用の基礎c
(中等、特支)

情報活用の基礎d
(初等1-4)

初等国語科内容概論b
(初等4-6)

子どもの問いと理数・自然系教育の

創生(初等)
英語De～Dh
(初等1-8)

英語Da～Dd
(初等9,10、中等、芸体、特

体育実習a／健康・運動論a
(初等1-8)

体育実習b／健康・運動論b
(初等9,10、中等、芸体、特

幼年期の学びと育ち
(初等)
地域教育課題と未来づくり教育

(初等)
(　)内は、履修対象となる専攻･クラス(初等教育専攻)*を示す。

1組 学籍番号の下一桁が１ 6組 学籍番号の下一桁が６
2組 学籍番号の下一桁が２ 7組 学籍番号の下一桁が７
3組 学籍番号の下一桁が３ 8組 学籍番号の下一桁が８
4組 学籍番号の下一桁が４ 9組 学籍番号の下一桁が９
5組 学籍番号の下一桁が５ 10組 学籍番号の下一桁が０

金

前期

後期

*クラス(初等教育専攻)

令和4年度以降入学者向け時間割固定枠

水

前期

後期

月

前期

後期

火

前期

後期

木
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【表B:2年】
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

中等(国語科,数学科,英語科)教育法A

★
英語コミュニケーションAe～Ah
(初等9,10、中等、芸体、特支)

初等国語科教育法a
(初等1,2,3前)

初等算数科教育法b
(初等6,7,8前)

教育の原理a
(初等9,10、芸体)

中等(国語科,数学科,英語科)
実践指導法(教育実践探究演習)A

★

初等体育科内容概論a
(初等5-8)

初等算数科教育法a
(初等3後,4,5)

初等外国語活動・外国語教育法b

(初等8後,9,10)
教育の原理b
(中等、特支)

中等(音楽科,美術科,保健体育科,

技術科,家庭科)教育法A

◆

初等外国語活動・外国語教育法a

(初等6,7,8前)
初等音楽科教育法b
(芸体、特支)

初等音楽科教育法a
(初等8後,9,10)

初等図画工作科教育法b
(初等3後,4,5)

初等図画工作科教育法a
(芸体、特支)

初等体育科教育法a
(初等1,2,3前)

実践指導法(教育実践探究演習)A

(芸体)
英語コミュニケーションBe～Bh
(初等9,10、中等、芸体、特支)

初等国語科教育法c
(初等6,7,8前)

初等国語科教育法d
(初等8後,9,10)

教育課程と教育方法c／

情報活用能力育成実践論c

(初等1-4)

初等体育科内容概論a
(初等5-8)

初等算数科教育法c
(初等8後,9,10)

初等算数科教育法d
(芸体、特支)

教育課程と教育方法d／

情報活用能力育成実践論d

(初等5-8)
初等音楽科教育法d
(初等3後,4,5)

初等外国語活動・外国語教育法d

(初等1,2,3前)
初等図画工作科教育法d
(初等1,2,3前)

初等図画工作科教育法e
(初等6,7,8前)

初等体育科教育法c
(芸体、特支)

初等体育科教育法d
(初等3後,4,5)

初等家庭内容概論a
(初等1-6)

初等体育科内容概論b
(初等1-4)

初等社会科内容概論a
(初等4-6)

初等理科内容概論a
(初等7,8)

初等理科内容概論a
(初等7,8)

初等生活科内容概論a,b
(初等7,8,9)

初等理科内容概論b
(初等9,10)

初等理科内容概論b
(初等9,10)

初等理科内容概論c
(芸体、特支)

初等理科内容概論c
(芸体、特支)

初等家庭内容概論b
(初等7-10、芸体、特支)

初等体育科内容概論c
(初等9,10、芸体、特支)

初等社会科内容概論c
(初等10、芸体、特支)

初等理科内容概論e
(初等1,2)

初等理科内容概論e
(初等1,2)

初等生活科内容概論e,f
(初等1,2,3)

初等理科内容概論f
(初等3,4)

初等理科内容概論f
(初等3,4)

初等理科内容概論g
(初等5,6)

初等理科内容概論g
(初等5,6)

初等国語科教育法b
(初等3後,4,5)

初等社会科内容概論b
(初等1-3)

初等外国語活動・外国語教育法c

(芸体、特支)
初等体育科内容概論c
(初等9,10、芸体、特支)

初等音楽科教育法c
(初等1,2,3前)

初等生活科内容概論c,d
(初等4,5,6)

初等図画工作科教育法c
(初等8後,9,10)
初等体育科教育法b
(初等6,7,8前)
初等国語科教育法e
(芸体、特支)

初等社会科内容概論d
(初等7-9)

初等算数科教育法e
(初等1,2,3前)

初等体育科内容概論b
(初等1-4)

初等外国語活動・外国語教育法e

(3後,4,5)
初等生活科内容概論g,h
(初等10,芸体,特支)

初等音楽科教育法e
(初等6,7,8前)
初等体育科教育法e
(初等8後,9,10)

前期

教育の原理c
(初等1-4)
教育の原理d
(初等5-8)
初等教育実践探究演習A
(初等)

英語コミュニケーションAa～Ad
(初等1-8)
教育課程と教育方法a／

情報活用能力育成実践論a

(初等9,10、芸体)
教育課程と教育方法b／

情報活用能力育成実践論b

(中等、特支)
中等(国語科,数学科,英語科)教育法A

★
英語コミュニケーションBa～Bd
(初等1-8)

中等(国語科,数学科,英語科)
実践指導法(教育実践探究演習)A

★
中等(音楽科,美術科,保健体育科,

技術科,家庭科)教育法A

◆
★「中等(国語科,数学科,英語科)教育法A」、「中等(国語科,数学科,英語科)実践指導法(教育実践探究演習)A」は、前期月曜日１時限目か後期金曜日１時限目のいず
◆「中等(音楽科,美術科,保健体育科,技術科,家庭科)教育法A」は、前期月曜日１時限目か後期金曜日１時限目のいずれかで実施
(　)内は、履修対象となる専攻･クラス(初等教育専攻)*を示す。

1組 学籍番号の下一桁が１ 6組 学籍番号の下一桁が６
2組 学籍番号の下一桁が２ 7組 学籍番号の下一桁が７
3組(前半) 学籍番号の下一桁が３(4003-4103) 8組(前半) 学籍番号の下一桁が８(4008-4108)

3組(後半) 学籍番号の下一桁が３(4113-) 8組(後半) 学籍番号の下一桁が８(4118-)

4組 学籍番号の下一桁が４ 9組 学籍番号の下一桁が９
5組(前半) 学籍番号の下一桁が５(4005-4105) 10組(前半) 学籍番号の下一桁が０(4010-4110)

5組(後半) 学籍番号の下一桁が５(4115-) 10組(後半) 学籍番号の下一桁が０(4120-)

(注1) 専門基盤科目・基礎科目（日本国憲法、情報活用の基礎、健康・運動系科目、外国語科目）のクラス分け等は、別頁（各科目の詳細）を参照してください。
(注2) キャリアステップアップ科目（教育体験初年次演習Ⅰ・Ⅱ、教育実践探究演習、教職実践演習）のクラス分け等は、授業ガイドの頁を参照してください。

金

前期

後期

令和4年度以降入学者向け時間割固定枠

*クラス(初等教育専攻)

注. 3,5,8,10組は前半・後半に
分かれる場合があります。

水

前期

後期

木

後期

月

前期

後期

火

前期

後期
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【表C:3年】
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

中等(国語科,数学科,英語科)教育法B

★
初等理科教育法a
(初等1,2,3前)

初等理科教育法c
(初等6,7,8前)

初等生活科教育法a
(初等5,6)

中等(国語科,数学科,英語科)
実践指導法(教育実践探究演習)B

★

初等理科教育法b
(初等3後,4,5)

初等社会科教育法b
(初等1,2,3前)

初等生活科教育法b
(初等7,8)

中等(音楽科,美術科,保健体育科,

技術科,家庭科)教育法B

◆

初等社会科教育法d
(芸体、特支)

初等社会科教育法c
(初等3後,4,5)

道徳の理論及び指導a
(初等9,10、芸体)

初等家庭科教育法b
(初等8後,9,10)

道徳の理論及び指導b
(中等、特支)

実践指導法(教育実践探究演習)B

(芸体)
初等理科教育法d
(初等8後,9,10)

初等理科教育法e
(芸体、特支)

初等生活科教育法e
(初等9,10)

初等社会科教育法a
(初等6,7,8前)

初等社会科教育法e
(初等8後,9,10)

初等生活科教育法f
(芸体、特支)

初等家庭科教育法e
(初等6,7,8前)

道徳の理論及び指導c
(初等1-4)

初等生活科教育法c
(初等1,2)

道徳の理論及び指導d
(初等5-8)

初等生活科教育法d
(初等3,4)

初等家庭科教育法a
(芸体、特支)
教育相談(カウンセリングを

含む。)a

(初等1-4)
教育相談(カウンセリングを

含む。)b

(初等5-8)
児童・生徒理解(生徒指導論・

進路指導論を含む。)c

(初等9,10、芸体)

初等家庭科教育法d
(初等3後,4,5)

児童・生徒理解(生徒指導論・

進路指導論を含む。)d

(中等、特支)

教育相談(カウンセリングを

含む。)c

(初等9,10、芸体)
教育相談(カウンセリングを

含む。)d

(中等、特支)
総合的な学習の時間の指導法

(特別活動を含む。)a

(初等9,10、芸体)
総合的な学習の時間の指導法

(特別活動を含む。)b

(中等、特支)
児童・生徒理解(生徒指導論・

進路指導論を含む。)a

(初等1-4)
児童・生徒理解(生徒指導論・

進路指導論を含む。)b

(初等5-8)

後期
初等家庭科教育法c
(初等1,2,3前)

前期

総合的な学習の時間の指導法

(特別活動を含む。)c

(初等1-4)
総合的な学習の時間の指導法

(特別活動を含む。)d

(初等5-8)

前期
初等教育実践探究演習B
(初等)
中等(国語科,数学科,英語科)教育法B

★
中等(国語科,数学科,英語科)
実践指導法(教育実践探究演習)B

★
中等(音楽科,美術科,保健体育科,

技術科,家庭科)教育法B

◆
★「中等(国語科,数学科,英語科)教育法B」、「中等(国語科,数学科,英語科)実践指導法(教育実践探究演習)B」は、前期月曜日１時限目か後期金曜日１時限目のいずれ
◆「中等(音楽科,美術科,保健体育科,技術科,家庭科)教育法B」は、前期月曜日１時限目か後期金曜日１時限目のいずれかで実施
(　)内は、履修対象となる専攻･クラス(初等教育専攻)*を示す。

1組 学籍番号の下一桁が１ 6組 学籍番号の下一桁が６
2組 学籍番号の下一桁が２ 7組 学籍番号の下一桁が７
3組(前半) 学籍番号の下一桁が３(4003-4103) 8組(前半) 学籍番号の下一桁が８(4008-4108)

3組(後半) 学籍番号の下一桁が３(4113-) 8組(後半) 学籍番号の下一桁が８(4118-)

4組 学籍番号の下一桁が４ 9組 学籍番号の下一桁が９
5組 学籍番号の下一桁が５ 10組 学籍番号の下一桁が０

(注) キャリアステップアップ科目（教育体験初年次演習Ⅰ・Ⅱ、教育実践探究演習、教職実践演習）のクラス分け等は、授業ガイドの頁を参照してください。

*クラス(初等教育専攻)

注. 3組と8組は前半・後半に
分かれる場合があります。

金
後期

水
前期

木
後期

令和4年度以降入学者向け時間割固定枠

月

前期

後期

火

前期

後期
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【表D:4年】
曜日 期 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限

前期

後期

前期

後期

前期
特別支援学校実習事前・事後指導

(特支)
教職実践演習
(全)

特別支援学校実習事前・事後指導

(特支)
教職実践演習
(全)

前期

後期

前期
教育実習事前・事後指導
(全)

後期
教育実習事前・事後指導
(全)

(注) キャリアステップアップ科目（教育体験初年次演習Ⅰ・Ⅱ、教育実践探究演習、教職実践演習）のクラス分け等は、授業ガイドの頁を参照してください。

金

令和4年度以降入学者向け時間割固定枠

後期
水

木

月

火
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「日本国憲法」の履修 

１．開講時期

全専攻等必修科目「日本国憲法」は、集中講義として開講します。

２．履修について

（１） 専攻等（初等教育専攻は学籍番号）により、指定されたクラスを履修してください。

〇令和５年度入学者

・初等教育専攻（1組（学籍番号の下一桁が 1）、2組（〃2）、3組（〃3）、4組（〃4）、

5組（〃5）、6組（〃6））の学生は、日本国憲法ａを受講してください。

・初等教育専攻（7組（学籍番号の下一桁が 7）、8組（〃8）、9組（〃9）、10組（〃0））、

特別支援教育専攻の学生は、日本国憲法ｂを受講してください。

・中等教育専攻、芸術体育・生活系専攻の学生は、日本国憲法ｃを受講してください。

〇過年度入学者

・令和４年度以前に入学した学生は、ａ，ｂ，ｃいずれかのクラスを履修登録し、受講し

てください。なお、同一年度での再履修（複数クラスの履修）は認められません。

（２） ＣＡＰ制について

集中講義は、ＣＡＰ制の適用から除かれることになっていますが、「日本国憲法」は 

例外的にＣＡＰ制の適用とします。
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「情報活用の基礎」の履修 

この授業では、本学での 4年間を通して必要となる基本的な情報活用能力や、学校教員に

なる上で必要となる基礎的な ICT 活用指導力を身に付けることを目標とします。具体的な内

容としては、各自が持参しているコンピュータや本学の情報システム、また情報セキュリテ

ィ等の安全な活用方法を扱います。その上で、小・中学校等で行われている情報教育を踏ま

えた実践的な題材でコンピュータやクラウドサービスの活用方法や、AI・データサイエンス

の基礎など、教員になったときに役立つ内容を学びます。  

講義と演習が組み合わされているので、ひとつひとつの授業内容、課題を確認しながら学

習を進めてください。  

ａ，ｂ，ｃ，ｄからなる 4つのクラスのうち、指定されたクラスで履修します。このクラ

スは健康・運動系科目や外国語科目の履修クラスと組み合わせになっているので、指定され

たクラス以外での履修は認めません。

・情報活用の基礎ａ（前期：月１）

【初等教育専攻（5組（学籍番号の下一桁が 5）、6組（〃6）、7組（〃7）、8組（〃8））

の学生】 

・情報活用の基礎ｂ（前期：月２）

【初等教育専攻（9 組（学籍番号の下一桁が 9）、10 組（〃0））、芸術体育・生活系専攻

の学生】 

・情報活用の基礎ｃ（前期：金１）

【中等教育専攻、特別支援教育専攻の学生】

・情報活用の基礎ｄ（前期：金２）

【初等教育専攻（1組（学籍番号の下一桁が 1）、2組（〃2）、3組（〃3）、4組（〃4））

の学生】 
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健康・運動系科目の履修 

１．体育実習 

・「体育実習」1単位は 1年次に履修してください。  

・「体育実習ａ」は、金曜日 3 時限に初等教育専攻（1 組（学籍番号の下一桁が 1）～8 組

（〃8））の学生が、「体育実習ｂ」は、金曜日 4 時限に初等教育専攻の一部（9 組（学籍

番号の下一桁が 9）、10組（〃0））、中等教育専攻、芸術体育・生活系教育専攻および特別

支援教育専攻の学生が受講してください。  

２．健康・運動論 

・「健康・運動論」1 単位は 1 年次の「体育実習」終了後より、後期終了までの 8 回の講義

をもって当てます。  

・「体育実習」とは別の科目であることに特に注意してください（「体育実習」のほか、「健

康・運動論」の履修登録の手続きも必ず行ってください）。 

・「健康・運動論ａ」は金曜日 3時限、「体育実習ａ」を受講した学生が受講してください。 

・「健康・運動論ｂ」は金曜日 4時限、「体育実習ｂ」を受講した学生が受講してください。 

※旧カリ（令和 3 年度以前に入学）の学生は、「体育実習」、「健康・運動論」とも、どちら

のクラスを受講しても構いません。
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外国語科目の履修 

Ⅰ．１年生（令和５年度入学者） 

外国語の必修単位は４単位で、英語を履修してください。履修方法については、以下の

説明と注をよく読んでください。 

TOEICは必ず受験してください。TOEICの成績は、英語のクラス分けや、学生指導等の

資料として利用される場合があります。  

（1）初等教育専攻（1組（学籍番号の下一桁が 1）～8組（〃8）） 

月曜２時限と金曜１時限のそれぞれ指定されたクラスで履修してください。 

注：前期は学籍番号により指定されたクラスを受講してください。  

後期は前期の TOEIC成績に基づき、指定されたクラスを受講してください。 

（後期のクラス分けは９月に掲示されます。）  

○ 月曜２時限

前期：学籍番号によるクラス分け 後期：TOEIC 成績によるクラス分け 

英語 Ae（佐藤（夏）） 

初等教育専攻（1 組（学籍番号の下一桁が 1）、2 組（〃2）） 

Ce（佐藤（夏））   Cf（柳澤） 

Cg（渡部）     Ch（平塚） 

前期実施の TOEICの成績により、上記

いずれかのクラスに指定されます。 

英語 Af（柳澤） 

初等教育専攻（3 組（学籍番号の下一桁が 3）、4 組（〃4）） 

英語 Ag（渡部） 

初等教育専攻（5 組（学籍番号の下一桁が 5）、6 組（〃6）） 

英語 Ah（平塚） 

初等教育専攻（7 組（学籍番号の下一桁が 7）、8 組（〃8）） 

○ 金曜１時限

前期：学籍番号によるクラス分け 後期：TOEIC 成績によるクラス分け 

英語 Be（ウィルソン） 

初等教育専攻（1 組（学籍番号の下一桁が 1）、2 組（〃2）） 

De（ウィルソン）  Df（キャンベル） 

Dg（キンスマン） Dh（マクファーレン） 

前期実施の TOEICの成績により、上記

いずれかのクラスに指定されます。  

英語 Bf（キャンベル） 

初等教育専攻（3 組（学籍番号の下一桁が 3）、4 組（〃4）） 

英語 Bg（キンスマン） 

初等教育専攻（5 組（学籍番号の下一桁が 5）、6 組（〃6）） 

英語 Bh（マクファーレン） 

初等教育専攻（7 組（学籍番号の下一桁が 7）、8 組（〃8）） 

（2）初等教育専攻（9組（学籍番号の下一桁が 9）、10組（〃0））、中等教育専攻、芸術体

育・生活系教育専攻、特別支援教育専攻 

月曜１時限と金曜２時限のそれぞれ指定されたクラスで履修してください。 

注：前期は専攻等により指定されたクラスを受講してください。  

後期は前期の TOEIC成績に基づき、指定されたクラスを受講してください。 

（後期のクラス分けは９月に掲示されます。）  
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○ 月曜１時限

前期： 専攻等によるクラス分け 後期：TOEIC 成績によるクラス分け 

英語 Aa（ジョーンズ） 

初等教育専攻（9組（学籍番号の下一桁が 9）、10 組（〃0））

Ca（ジョーンズ）  Cb（スクラ） 

Cc（スプリング）  Cd（マクファーレン） 

前期実施の TOEICの成績により、上記

いずれかのクラスに指定されます。  

英語 Ab（スクラ） 

芸術体育・生活系教育専攻 

英語 Ac（スプリング） 

中等教育専攻（国語・数学・理科） 

英語 Ad（マクファーレン） 

中等教育専攻（社会・英語）、特別支援教育専攻 

○ 金曜２時限

前期：専攻等によるクラス分け 後期：TOEIC 成績によるクラス分け 

英語 Ba（佐藤（博）） 

初等教育専攻（9 組（学籍番号の下一桁が 9）、10 組（〃0）） 

Da（佐藤（博））   Db（渡部） 

Dc（布袋）     Dd（竹森（そ）） 

前期実施の TOEICの成績により、上記

いずれかのクラスに指定されます。  

英語 Bb（渡部） 

芸術体育・生活系教育専攻 

英語 Bc（布袋） 

中等教育専攻（国語・数学・理科） 

英語 Bd（竹森（そ）） 

中等教育専攻（社会・英語）、特別支援教育専攻 

Ⅱ．２年生（令和４年度入学者） 

外国語コミュニケーションの必修単位は２単位で、英語コミュニケーションを履修して

ください。 

履修方法については、以下の説明と注をよく読んでください。  

（1）初等教育専攻（9組（学籍番号の下一桁が 9）、10組（〃0））、中等教育専攻、芸術体

育・生活系教育専攻、特別支援教育専攻 

月曜２時限で、前後期ともに指定されたクラスで履修してください。  

注：前期は１年次後期の TOEIC成績に基づき、指定されたクラスを受講してください。 

後期は２年次前期の TOEIC成績に基づき、指定されたクラスを受講してください。 

（前期のクラス分けは３月に掲示します。また、後期のクラス分けは９月に掲示 

します。） 

前期：TOEIC 成績によるクラス分け 後期：TOEIC 成績によるクラス分け 

英語コミュニケーション Ae（スクラ） 
Be（スクラ）      Bf（スプリング） 

Bg（ジョーンズ）  Bh（マクファーレン） 

前期実施の TOEICの成績により、上記

いずれかのクラスに指定されます。  

英語コミュニケーション Af（スプリング） 

英語コミュニケーション Ag（ジョーンズ） 

英語コミュニケーション Ah（マクファーレン） 
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（2）初等教育専攻（1組（学籍番号の下一桁が 1）～8組（〃8）） 

金曜２時限で、前後期ともに指定されたクラスで履修してください。  

注: 前期は１年次後期の TOEIC成績に基づき、指定されたクラスを受講してください。 

後期は２年次前期の TOEIC成績に基づき、指定されたクラスを受講してください。 

（前期のクラス分けは３月に掲示します。また、後期のクラス分けは９月に掲示 

します。） 

前期：TOEIC 成績によるクラス分け 後期：TOEIC 成績によるクラス分け 

英語コミュニケーション Aa（マクファーレン） 
Ba（マクファーレン） Bb（キャンベル） 

Bc（ウィルソン）  Bd（キンスマン） 

前期実施の TOEICの成績により、上記

いずれかのクラスに指定されます。  

英語コミュニケーション Ab（キャンベル） 

英語コミュニケーション Ac（ウィルソン） 

英語コミュニケーション Ad（キンスマン） 

Ⅲ．１年生で１年次の外国語（英語）及び２年生で２年次の英語コミュニケーションを履修す

る場合 

大学（外国語・英語担当教員)から指定された TOEIC試験を必ず受験してください。 

この TOEIC試験は大学から受験費用が補助されており、１年次後期および２年次前後期の

受講クラスを決定するものなので、受験は必須です。万一、やむを得ない理由で指定され

た TOEIC 試験を受験できない場合は、すみやかに外国語・英語担当教員（竹森（徹）・鈴

木先生）に申し出てください。 

Ⅳ．２年生（令和４年度入学者）で１年次の外国語（英語）を履修する場合 

英語 A・Bを再履修する場合は、前年度と同じクラスを受講してください。また、TOEIC

試験は、２年次前期に履修する英語コミュニケーション Aで受験してください。このた

め、この試験とは別の TOEIC試験を新たに受ける必要はありません。  

英語 C・Dを再履修する場合は、前年度と同じクラスを受講し、TOEIC試験も受験してく

ださい。 

なお、指定されたクラスが他の必修科目と重複している場合は、外国語・英語担当教員

（竹森（徹）・鈴木先生）へ相談してください。 

Ⅴ．３年生（令和３年度入学者）およびそれ以上の学生で１年次の外国語（英語）を履修する

場合 

英語 A・B・C・Dを再履修する場合は、過年度と同じクラスを受講し、TOEIC 試験も受験

してください。 

なお、指定されたクラスが他の必修科目と重複している場合は、外国語・英語担当教員

（竹森（徹）・鈴木先生）へ相談してください。  

Ⅵ．３年生（令和３年度入学者）で２年次の英語コミュニケーションを履修する場合 

英語コミュニケーション A・Bを再履修する場合は、前年度と同じクラスを受講してく

ださい。また、英語コミュニケーション Aの再履修者は、TOEIC試験も受験してくださ

い。 
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なお、指定されたクラスが他の必修科目と重複している場合は、外国語・英語担当教員

（竹森（徹）・鈴木先生）へ相談してください。   

   

Ⅶ．４年生（令和２年度入学者）およびそれ以上の学生で２年次の英語コミュニケーションを

履修する場合 

英語コミュニケーション A・Bを再履修する場合は、過年度と同じクラスを受講してく

ださい。また、英語コミュニケーション Aの再履修者は、TOEIC試験も受験してくださ

い。 

なお、指定されたクラスが他の必修科目と重複している場合は、外国語・英語担当教員

（竹森（徹）・鈴木先生）へ相談してください。  

  

Ⅷ．英語コミュニケーション Ai と Biについて  

英語コミュニケーション Ai（前期）、英語コミュニケーション Bi（後期）は、教育職員

免許状の取得を希望する外国人留学生用の専用クラスです。外国人留学生で、教育職員免

許状の取得を希望する者は、このクラスで履修してください。  
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専門拡充科目の履修 
（令和４年度以降入学者対象） 

１．推奨パッケージの選択について 

各専攻・コース毎における推奨パッケージの選択については、原則として学生の自主的

な選択に任されているが、それぞれのパッケージ開設の意義および運営体制等にも考慮し

ながら、下表を参考にして選択するようにしてください。  

専攻・コース等 「専門性の拡大」および「専門性の充実」に関する推奨パッケージ例 

初等教育 
専攻 

幼年期 
教育創生コース 

小学校教科専門プラス または 特別支援教育プラス 

未来づくり 
教育創生コース 

共通の小型パッケージの組み合わせ または 中学校教諭１種 

人文・社会系 
教育創生コース 

特別支援学校教諭２種 または 中学校教諭１種 

数理・自然系 
教育創生コース 

特別支援学校教諭２種 または 中学校教諭１種 

中等教育 
専攻 

言語・社会系 
教育コース 

特別支援学校教諭２種 または 小学校教諭１種 

理数系 
教育コース 

特別支援学校教諭２種 または 小学校教諭１種 

特別支援 
教育専攻 

小履修型 共通の小型パッケージ 

中履修型 共通の小型パッケージ 

専攻・コース等 全専攻・コース共通の小型パッケージ 

全専攻 全コース 

学校防災・安全教育プラス 

特別支援教育プラス 

情報活用能力教育プラス 

小学校教科専門プラス 

小学校英語教育プラス  

学校図書館司書教諭プラス 

グローバル教育プラス  
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２．推奨パッケージ一覧 

※下記の「Ａ」のパッケージについては、副免許等を取得するためには、必修、選択必

修の指示にしたがって履修してください。ただし、副免許等を取得しない場合には、必ず

しも必修、選択必修の指示がある科目を全て履修する必要はなく、あくまでも各コースに

割り当てられた専門拡充科目の必要単位数を満たせば卒業することは可能です。  

Ａ 学校教員として「専門性の拡大」を目指し、副免許状等を取得するための推奨パ

ッケージ例 

Ａ－１ 特別支援学校教諭２種免許状を取得するためのパッケージ 

初等教育専攻および中等教育専攻の学生が、特別支援学校教諭２種免許状を取得する場合

（全２１単位） 

授業科目名 単位数 修得すべき最低修得単位数 

特別支援教育基礎理論  2 必修 

視覚障害の心理・生理・病理  2 授与を受けようとする免許状に定めることとなる 
特別支援教育領域について 
4単位以上選択必修  

聴覚・言語障害の心理・生理・病理  2 

知的障害の心理・生理・病理  2 

視覚障害の教育課程・指導論  2 授与を受けようとする免許状に定めることとなる 
特別支援教育領域について 
4単位以上選択必修  

聴覚・言語障害の教育課程・指導論  2 

知的障害の教育課程・指導論  2 

発達障害への教育支援Ａ  2 2単位以上 ADHD 情緒障害 選択必修 
LD 言語障害  発達障害への教育支援Ｂ  2 

発達障害への教育支援Ｃ  2 必修 LD ADHD 情緒障害 言語障害 

重度・重複障害への教育支援  2 必修 重複 

特別支援教育総論 2 必修 重複 LD ADHD 情緒障害 言語障害 

特別支援教育実習  3 必修 

＊特別支援教育の３領域以上、および１種免許状の取得をめざす場合には、このパッケージを

基本として、適宜、必要単位を上乗せして履修することとする。詳細は履修のしおりを参照

してください。  

＊このパッケージに記載のある領域を変更、あるいは領域を増やして取得する場合、授与を受

けようとする免許状に定めることとなる特別支援教育領域についての「心理・生理・病理」、

「教育課程・指導論」を履修してください。 

Ａ－２ 小学校教諭１種免許状を取得するためのパッケージ 

中等教育専攻の学生が、小学校教諭１種免許状を取得する場合（全３０単位） 

授業科目名 単位数 授業形態 履修年次 備考 

初等国語科内容概論 2 講義 1- 

10単位以上選択必修 初等社会科内容概論 2 講義 2- 

初等算数科内容概論 2 講義 1-
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初等理科内容概論 2 実験・実習 2- 

初等生活科内容概論 2 講義 2- 

初等音楽科内容概論 2 講義 1- 

初等図画工作科内容概論 2 講義 1- 

初等家庭科内容概論 2 講義 2- 

初等体育科内容概論 2 演習 2- 

初等外国語活動・外国語内容概論  2 講義 1- 

初等国語科教育法 2 講義 2- 必修 

初等社会科教育法 2 講義 3- 必修 

初等算数科教育法 2 講義 2- 必修 

初等理科教育法 2 講義 3- 必修 

初等生活科教育法 2 講義 3- 必修 

初等音楽科教育法 2 講義 2- 必修 

初等図画工作科教育法 2 講義 2- 必修 

初等家庭科教育法 2 講義 3- 必修 

初等体育科教育法 2 講義 2- 必修 

初等外国語活動・外国語教育法 2 講義 2- 必修 

Ａ－３ 小学校教諭２種免許状を取得するためのパッケージ 

中等教育専攻の学生が、小学校２種免許状を取得する場合（全１６単位） 

授業科目名 単位数 授業形態 履修年次 備考 

初等国語科内容概論 2 講義 1- 

4単位以上選択必修 

初等社会科内容概論 2 講義 2- 

初等算数科内容概論 2 講義 1- 

初等理科内容概論 2 実験・実習 2- 

初等生活科内容概論 2 講義 2- 

初等音楽科内容概論 2 講義 1- 

初等図画工作科内容概論 2 講義 1- 

初等家庭科内容概論 2 講義 2- 

初等体育科内容概論 2 演習 2- 

初等外国語活動・外国語内容概論 2 講義 1- 

初等国語科教育法 2 講義 2- 8単位 
以上選択 初等社会科教育法 2 講義 3- 

30



初等算数科教育法 2 講義 2- 12単位 
以上選択 
必修 

初等理科教育法 2 講義 3- 

初等生活科教育法 2 講義 3- 

初等家庭科教育法 2 講義 3- 

初等外国語活動・外国語教育法 2 講義 2- 

初等音楽科教育法 2 講義 2- 
4単位 
以上選択 

初等図画工作科教育法 2 講義 2- 

初等体育科教育法 2 講義 2- 

Ａ－４ 中学校教諭１種免許状を取得するためのパッケージ 

初等教育専攻の学生が、中学校国語１種免許状を取得する場合（全２８単位） 

授業科目名 単位数 授業形態 履修年次 備考 

中等国語科教育法Ａ 2 講義 2- 必修 

中等国語科教育法Ｂ 2 講義 3- 必修 

中等国語科実践指導法（教育実践探究演習）Ａ 2 演習 2- 必修 

中等国語科実践指導法（教育実践探究演習）Ｂ  2 演習 3- 必修 

中等国語科内容構成基礎論 2 講義 1- 必修 

国語科内容概論（国語学） 2 講義 2- 必修 

国語科内容講義（国語学Ａ） 2 講義 2- 

国語科内容講義（国語学Ｂ） 2 講義 2- 

国語科内容基礎演習（国語学Ａ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国語学Ｂ） 2 演習 2- 

国語科内容概論（国文学Ａ） 2 講義 2- 必修 

国語科内容概論（国文学Ｂ） 2 講義 2- 必修 

国語科内容講義（国文学Ａ） 2 講義 2- 

国語科内容講義（国文学Ｂ） 2 講義 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ａ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ｂ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ｃ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ｄ） 2 演習 2- 

国語科内容概論（漢文学） 2 講義 2- 必修 

国語科内容講義（漢文学） 2 講義 2- 

国語科内容基礎演習（漢文学Ａ） 2 演習 2-
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国語科内容基礎演習（漢文学Ｂ） 2 演習 2- 

国語科内容実技（書道） 2 演習 1- 必修 

国語科内容基礎演習（国語科教育Ａ） 2 演習 3- 

国語科内容基礎演習（国語科教育Ｂ） 2 演習 3- 

＊中学校での国語以外の教科についても、１種免許状を取得する場合には、それぞれの教

科において所定の科目を２８単位以上履修することが必要です。 

Ａ－５ 中学校教諭２種免許状を取得するためのパッケージ 

初等教育専攻の学生が、中学校国語２種免許状を取得する場合（全１２単位） 

授業科目名 単位数 授業形態 履修年次 備考 

中等国語科教育法Ａ 2 講義 2- 必修 

中等国語科内容構成基礎論 2 講義 1- 必修 

国語科内容概論（国語学） 2 講義 2- 必修 

国語科内容講義（国語学Ａ） 2 講義 2- 

国語科内容講義（国語学Ｂ） 2 講義 2- 

国語科内容基礎演習（国語学Ａ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国語学Ｂ） 2 演習 2- 

国語科内容概論（国文学Ａ） 2 講義 2- 必修 

国語科内容概論（国文学Ｂ） 2 講義 2- 必修 

国語科内容講義（国文学Ａ） 2 講義 2- 

国語科内容講義（国文学Ｂ） 2 講義 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ａ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ｂ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ｃ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（国文学Ｄ） 2 演習 2- 

国語科内容概論（漢文学） 2 講義 2- 必修 

国語科内容講義（漢文学） 2 講義 2- 

国語科内容基礎演習（漢文学Ａ） 2 演習 2- 

国語科内容基礎演習（漢文学Ｂ） 2 演習 2- 

国語科内容実技（書道） 2 演習 1- 必修 

国語科内容基礎演習（国語科教育Ａ） 2 演習 3- 

国語科内容基礎演習（国語科教育Ｂ） 2 演習 3- 

＊中学校での国語以外の教科についても、２種免許状を取得する場合には、それぞれの教

科において所定の科目を１２単位以上履修することが必要です。 

32



Ａ－６ 学校図書館司書教諭の資格を取得するためのパッケージ 

いずれかの専攻の学生が「学校図書館司書教諭」資格を取得する場合（全１０単位） 

授業科目名 もともとの所属授業区分 単位数 

学校図書館 
司書教諭 

学校経営と学校図書館 専門基盤科目（教養科目） 2 

学校図書館メディアの構成 専門基盤科目（教養科目） 2 

学習指導と学校図書館 専門基盤科目（教養科目） 2 

読書と豊かな人間性 専門基盤科目（教養科目） 2 

情報メディアの活用 専門基盤科目（教養科目） 2 

Ｂ 学校教員として「専門性の充実」を目指し、特定の分野・領域に関する資質・ 

能力を身につけるための推奨パッケージ例 

Ｂ－１ 学校防災・安全教育プラスのパッケージ 

いずれかの専攻の学生が「学校防災・安全教育」に関する科目をプラスして取得する場合 

（全６単位） 

授業科目名 もともとの所属授業区分 単位数 

学校防災教育 

学校防災教育基礎 専門基盤科目（基礎科目） 2 

学校の安全管理と防災教育 専門基盤科目（教養科目） 2 

学校防災応用実践演習 専門基盤科目（教養科目） 2 

Ｂ－２ 情報活用能力育成教育プラスのパッケージ 

いずれかの専攻の学生が「情報活用能力育成教育」に関する科目をプラスして取得する 

場合（全１０単位） 

授業科目名 もともとの所属授業区分 単位数 

情報活用能力 
教育 

教育とコンピューター・データサイエンス入門 専門基盤科目（教養科目） 2 

情報活用能力とプログラミングの活用 専門基盤科目（教養科目） 2 

情報活用能力育成実践論 専門教育科目 2 

情報社会と学校教育 専門基盤科目（教養科目） 2 

情報メディアの活用 専門基盤科目（教養科目） 2 

Ｂ－３ 小学校英語教育プラスのパッケージ 

初等教育専攻の学生が「小学校英語教育」に関する科目をプラスして取得する場合 

（全６単位） 

授業科目名 もともとの所属授業区分 単位数 

小学校英語 英語科内容基礎演習（英会話） 専門教育科目 2 
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教育 英語科内容演習（英会話） 専門教育科目 2 

英語科内容演習（異文化理解） 専門教育科目 2 

Ｂ－４ グローバル教育プラスのパッケージ 

いずれかの専攻の学生が「グローバル教育」に関する科目をプラスして取得する場合 

（全１０単位） 

授業科目名 もともとの所属授業区分 単位数 

グローバル教育 

多文化教育入門 専門基盤科目（教養科目） 2 

国際理解教育概論 専門基盤科目（教養科目） 2 

日本語教育概論 専門基盤科目（教養科目） 2 

英語科内容概論（異文化理解） 専門教育科目 2 

海外総合演習Ａ 
海外総合演習Ｂ 
海外総合演習Ｃ 

専門基盤科目（教養科目） 2単位選択 

Ｂ－５ 特別支援教育プラスのパッケージ 

いずれかの専攻の学生が「特別支援教育」に関する科目をプラスして取得する場合 

（全８単位）  

授業科目名 単位数 履修方法等 

特別支援教育基礎理論 2 必修 

発達障害への教育支援Ａ 2 2単位以上 ADHD 情緒障害 選択必修 
LD 言語障害 発達障害への教育支援Ｂ 2 

発達障害への教育支援Ｃ 2 必修 LD ADHD 情緒障害 言語障害 

特別支援教育総論 2 必修 

Ｂ－６ 小学校教科専門プラスのパッケージ 

いずれかの専攻の学生が「小学校教科専門」に関する科目をプラスして取得する場合 

（全１０単位）  

授業科目名 単位数 授業形態 履修年次 備考 

初等国語科内容概論 2 講義 1- 

10単位以上選択 

初等社会科内容概論 2 講義 2- 

初等算数科内容概論 2 講義 1- 

初等理科内容概論 2 実験・実習 2- 

初等生活科内容概論 2 講義 2- 

初等音楽科内容概論 2 講義 1-
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初等図画工作科内容概論 2 講義 1- 

初等家庭科内容概論 2 講義 2- 

初等体育科内容概論 2 演習 2- 

初等外国語活動・外国語内容概論 2 講義 1-
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授業ガイド 
（入学年度等別） 

注）令和５年度開設科目を掲載しています。 

  授業の概要など、詳細は「電子化シラバス」を参照してください。 

  履修対象、学年、入学年度をよく確認してください。 

  該当する入学年度等のページを確認してください。
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

日本国憲法ａ 2A1011 集中 佐俣　紀仁 2 1 H25～R3 開講 日本国憲法

日本国憲法ｂ 2A1012 集中 鈴木　一子 2 1 H25～R3 開講 日本国憲法

日本国憲法ｃ 2A1013 集中 鈴木　一子 2 1 H25～R3 開講 日本国憲法

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

情報機器の操作ａ 2A1211 前：月１（２２０／遠隔） 太田　憲治　ほか 2 1 H25～R3 前期 情報機器の操作

情報機器の操作ｂ 2A1212
前：月２（２３２／２３３／７２１
／７３１／遠隔）

板垣　翔大 2 1 H25～R3 前期 情報機器の操作

情報機器の操作ｃ 2A1213 前：金１（２２０／遠隔） 太田　憲治　ほか 2 1 H25～R3 前期 情報機器の操作

情報機器の操作ｄ 2A1214
前：金２（２２７／７２１／７３１
／遠隔）

岡本　恭介 2 1 H25～R3 前期 情報機器の操作

情報機器の操作ｅ 2A1215 欠講 2 1 H25～R3 欠講 情報機器の操作

情報機器の操作ｆ 2A1216 欠講 2 1 H25～R3 欠講 情報機器の操作

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

体育実習ａ 2A1611
通：金３（８２１／陸上競技場／体
育館／武道場／表現-実１）

池田　晃一　ほか 1 1 H25～R3 通年 体育

体育実習ｂ 2A1612
通：金４（８２１／陸上競技場／体
育館／武道場／表現-実１）

池田　晃一　ほか 1 1 H25～R3 通年 体育

健康･運動論ａ 2A1621 後（後半）：金３（２２０） 黒川　修行　ほか 1 1 H25～R3
後期後
半

体育

健康･運動論ｂ 2A1622 後（後半）：金４（２２０） 黒川　修行　ほか 1 1 H25～R3
後期後
半

体育

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

英語Ａａ 2A1911 前：月１（４２０） D. ジョーンズ 1 1 H25～R3 前期

英語Ａｂ 2A1912 前：月１（２２９） V. スクラ 1 1 H25～R3 前期

英語Ａｃ 2A1913 前：月１（２３６） R. スプリング 1 1 H25～R3 前期

英語Ａｄ 2A1914 前：月１（２３１） E. マクファーレン 1 1 H25～R3 前期

英語Ａｅ 2A1915 前：月２（２２１） 佐藤　夏子 1 1 H25～R3 前期

英語Ａｆ 2A1916 前：月２（２３０） 栁澤　國雄 1 1 H25～R3 開講

英語Ａｇ 2A1917 前：月２（７２０） 渡部　学 1 1 H25～R3 前期

英語Ａｈ 2A1918 前：月２（７３０） 平塚　哲郎 1 1 H25～R3 開講

英語Ｂａ 2A1921 前：金２（７２０） 佐藤　博晴 1 1 H25～R3 開講

英語Ｂｂ 2A1922 前：金２（２３０） 渡部　学 1 1 H25～R3 前期

英語Ｂｃ 2A1923 前：金２（２２１） 布袋　進一 1 1 H25～R3 前期

英語Ｂｄ 2A1924 前：金２（７３０） 竹森　その子 1 1 H25～R3 前期

英語Ｂｅ 2A1925 前：金１（２３６） M. ウィルソン 1 1 H25～R3 前期

英語Ｂｆ 2A1926 前：金１（４２０） R. キャンベル 1 1 H25～R3 前期

英語Ｂｇ 2A1927 前：金１（２２９） D. キンスマン 1 1 H25～R3 前期

英語Ｂｈ 2A1928 前：金１（２３１） E. マクファーレン 1 1 H25～R3 前期

英語Ｃａ 2A1931 後：月１（４２０） D. ジョーンズ 1 1 H25～R3 後期

【令和３年度以前入学者用】

基礎教育科目

日本国憲法

情報機器の操作

健康・運動系科目

外国語科目
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英語Ｃｂ 2A1932 後：月１（２２９） V. スクラ 1 1 H25～R3 後期

英語Ｃｃ 2A1933 後：月１（２３６） R. スプリング 1 1 H25～R3 後期

英語Ｃｄ 2A1934 後：月１（２３１） E. マクファーレン 1 1 H25～R3 後期

英語Ｃｅ 2A1935 後：月２（２２１） 佐藤　夏子 1 1 H25～R3 後期

英語Ｃｆ 2A1936 後：月２（２３０） 栁澤　國雄 1 1 H25～R3 開講

英語Ｃｇ 2A1937 後：月２（７２０） 渡部　学 1 1 H25～R3 後期

英語Ｃｈ 2A1938 後：月２（７３０） 平塚　哲郎 1 1 H25～R3 開講

英語Ｄａ 2A1941 後：金２（７２０） 佐藤　博晴 1 1 H25～R3 開講

英語Ｄｂ 2A1942 後：金２（２３０） 渡部　学 1 1 H25～R3 後期

英語Ｄｃ 2A1943 後：金２（２２１） 布袋　進一 1 1 H25～R3 後期

英語Ｄｄ 2A1944 後：金２（７３０） 竹森　その子 1 1 H25～R3 後期

英語Ｄｅ 2A1945 後：金１（２３６） M. ウィルソン 1 1 H25～R3 後期

英語Ｄｆ 2A1946 後：金１（４２０） R. キャンベル 1 1 H25～R3 後期

英語Ｄｇ 2A1947 後：金１（２２９） D. キンスマン 1 1 H25～R3 後期

英語Ｄｈ 2A1948 後：金１（２３１） E. マクファーレン 1 1 H25～R3 後期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

日本語Ａ 2A201 通：月２（6-国理教演室） 市瀬　智紀　ほか 2 1 H25～R3 開講

日本語Ｂ 2A205 通：金２（6-国理教演室） 市瀬　智紀　ほか 2 1 H25～R3 通年

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

英語コミュニケーションＡａ 2A2121 前：金２（２３１） E. マクファーレン 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｂ 2A2122 前：金２（４２０） R. キャンベル 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｃ 2A2123 前：金２（２３６） M. ウィルソン 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｄ 2A2124 前：金２（２２９） D. キンスマン 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｅ 2A2125 前：月２（２２９） V. スクラ 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｆ 2A2126 前：月２（２３６） R. スプリング 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｇ 2A2127 前：月２（４２０） D. ジョーンズ 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｈ 2A2128 前：月２（２３１） E. マクファーレン 1 2 H25～R3 前期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＡｉ 2A2129 欠講 1 2 H25～R3 未定 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢａ 2A2131 後：金２（２３１） E. マクファーレン 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｂ 2A2132 後：金２（４２０） R. キャンベル 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｃ 2A2133 後：金２（２３６） M. ウィルソン 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｄ 2A2134 後：金２（２２９） D. キンスマン 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｅ 2A2135 後：月２（２２９） V. スクラ 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｆ 2A2136 後：月２（２３６） R. スプリング 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｇ 2A2137 後：月２（４２０） D. ジョーンズ 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｈ 2A2138 後：月２（２３１） E. マクファーレン 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

英語コミュニケーションＢｉ 2A2139 欠講 1 2 H25～R3 後期 外国語コミュニケーション

日本語コミュニケーション 2A215 通：月２（6-国理教演室） 市瀬　智紀　ほか 2 2 H25～R3 通年

外国語コミュニケーション

日本語科目
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

特別支援教育概論ａ 2A2311 前：月３（２３０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1/2 H25～H30 開講
第三欄（視覚･聴覚･知的･肢体･病
弱）

特別支援教育概論ｂ 2A2312 前：月３（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1/2 H25～H30 開講
第三欄（視覚･聴覚･知的･肢体･病
弱）

特別支援教育概論ｃ 2A2313 後：月３（２３０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1/2 H25～H30 開講
第三欄（視覚･聴覚･知的･肢体･病
弱）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

環境・防災教育ａ 2A2421 前：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1/2 H25～R3 前期

環境・防災教育ｂ 2A2422 前：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1/2 H25～R3 前期

環境・防災教育ｃ 2A2423 後：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1/2 H25～R3 後期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教職基礎技法ａ 2A3111 欠講 2 1 H25～R3 未定

教職基礎技法ｂ 2A3112 欠講 2 1 H25～R3 未定

教職基礎技法ｃ 2A3113 欠講 2 1 H25～R3 未定

人権教育 2A312 後（一部集中）：火４（２１０） 勝田　亮　ほか 2 1/2 H25～R3 開講

学校給食 2A313 欠講 教員未定 2 1/2 H25～R3 欠講

情報機器の活用 2A314 後：集中（遠隔） 岡本　恭介　ほか 2 1/2 H25～R3
後期集
中

性・文化・ジェンダー 2A315 後：木３（２２０） 川﨑　惣一　ほか 2 1/2 H25～R3 開講

保幼小連携教育論 2A316 後（一部集中）：金４（２２９） 飯島　典子　ほか 2 2/3 H25～R3
後期＋
一部集

発展英語Ａ 2A317 欠講 1 3 H25～H27 欠講

発展英語Ｂ 2A318 欠講 1 3 H25～H27 欠講

発展英語Ｃ 2A319 欠講 1 3 H25～H27 欠講

発展英語Ｄ 2A320 欠講 1 3 H25～H27 欠講

発展英語Ａ 2A321 欠講 竹森　徹士 1 2 H28～R3 欠講

発展英語Ｂ 2A322 欠講 教員未定 1 2 H28～R3 欠講

発展英語Ｃ 2A323 欠講 教員未定 1 2 H28～R3 欠講

発展英語Ｄ 2A324 欠講 教員未定 1 2 H28～R3 欠講

運動部活動の教育学 2A325 欠講 教員未定 2 1/2 H28～R3 欠講

学校防災教育概論 2A326 欠講 市瀬　智紀　ほか 2 2 H25～R3 欠講

学校防災教育演習 2A327 欠講 小田　隆史　ほか 2 2 H25～R3 欠講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

東北の文学 2A361 欠講 小島　雪子　ほか 2 全 H25～R3 欠講

日本の言語と文化 2A362 欠講 津田　智史 2 全 H25～R3 開講

人間と思想 2A363 前：木３（２２０） 川﨑　惣一 2 全 H25～R3 前期

人間と音楽 2A364 前：水１（７２１） 小塩　さとみ 2 全 H25～R3 開講

教養音楽 2A365 前：木４（８２１） 渡会　純一 2 全 H25～R3 未定

特別支援教育概論

環境・防災教育

基礎教育選択科目

基盤教養科目

人間の発見
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美術による表現Ａ 2A366 前：月３（４１０） 須田　聡宏 2 全 H25～R3 未定

美術による表現Ｂ 2A367 欠講 須田　聡宏 2 全 H25～R3 欠講

英米文学 2A368 前：火３（２１０） 竹森　徹士 2 全 H25～R3 未定

言語学 2A369 前：木３（２２１） 高橋　潔 2 全 H25～R3 開講

自立と共生 2A370 後：木２（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 全 H25～H30 前期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

社会科学入門 2A411 後：水４（２２８） 上田　耕介 2 全 H25～R3 開講

歴史学入門 2A412 前：木２（７３０） 堀田　幸義 2 全 H25～R3 前期

法の世界 2A413 欠講 教員未定 2 全 H25～R3 欠講

現代のコミュニケーション問題 2A414 後：火４（４２０） 山内　明美 2 全 H25～R3 欠講

日本の芸能ａ 2A4151 前（一部集中）：月５（８２１） 沼倉　学 2 全 H25～R3
前期＋
一部集

日本の芸能ｂ 2A4152 後（一部集中）：月５（８２１） 沼倉　学 2 全 H25～R3
後期＋
一部集

フランス語入門ａ 2A4161 後：水３（２３０） フィリップ・ブラシェ 2 全 H25～R3 開講

フランス語入門ｂ 2A4162 欠講 フィリップ・ブラシェ 2 全 H25～R3 欠講

ドイツ語入門 2A417 後：水４（２３２） 森本　浩一 2 全 H25～R3 開講

中国語入門 2A418 後：火４（２２４） 小田　美和子 2 全 H25～R3 後期

韓国語入門ａ 2A4191 後：火３（２２７） 張　基善 2 全 H25～R3 後期

韓国語入門ｂ 2A4192 後：火３（２２６） 権　来順 2 全 H25～R3 後期

海外総合演習Ａ 2A420 集中 市瀬　智紀 2 全 H25～R3 集中

海外総合演習Ｂａ 2A4211 欠講 高橋　亜紀子 2 全 H25～R3 欠講

海外総合演習Ｂｂ 2A4212 欠講 高橋　亜紀子 2 全 H25～R3 欠講

海外総合演習Ｃａ 2A4221 集中 高橋　亜紀子 2 全 H25～R3 集中

海外総合演習Ｃｂ 2A4222 欠講 高橋　亜紀子 2 全 H25～R3 欠講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

数学概論 2A461 前：水３（２２１） 船野　敬 2 全 H25～R3 開講

数学の世界 2A462 前：月３（７２０） 鎌田　博行 2 全 H25～R3 未定

現代生活の科学 2A463 後：火５（７３０） 西川　重和　ほか 2 全 H25～R3 後期

理科基盤講義Ａ 2A464 前：火４（４２０） 内山　哲治 2 1 H25～R3 未定

理科基盤講義Ｂ 2A465 前：月５（２２９） 笠井　香代子　ほか 2 1 H25～R3 前期

理科基盤講義Ｃ 2A466 前：木２（２３０） 出口　竜作　ほか 2 1 H25～R3 未定

理科基盤講義Ｄ 2A467 前：月４（２３１） 川村　寿郎　ほか 2 1 H25～R3 前期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

特別支援教育入門 2A501 欠講 野崎　義和 2 1 H25～R3 欠講

特別支援教育実践演習 2A502 前：火５（２２９） 野崎　義和　ほか 2 3 H25～R3 前期

軽度発達障害への教育支援Ａ 2K303 前：火５（遠隔） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（ADHD、情緒障害）

軽度発達障害への教育支援Ｂ 2K304 後：木２（２３０） 植木田　潤 2 2/3 H25～R3 開講 第三欄（LD、言語障害）

科学の発見

現代的課題科目

特別支援教育

世界の発見
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

臨床心理学概論 2A551 後：木２（２２６） 佐藤　静 2 1 H25～R3 未定

学校論 2A552 欠講 吉村　敏之 2 1 H25～R3 欠講

適応支援論Ａ 2A553 後：木２（２２７） 久保　順也 2 2 H25～R3 未定

適応支援論Ｂ 2A554 後：火５（２２７） 久保　順也 2 2 H25～R3 未定

教育臨床実習Ａａ 2A5551 前：集中 吉村　敏之 1 全 H25～R3
前期集
中

教育臨床実習Ａｂ 2A5552 後：集中 吉村　敏之 1 全 H25～R3
後期集
中

教育臨床実習Ｂ 2A556 欠講 久保　順也 1 3 H25～R3 欠講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

多文化教育入門 2A661 後：木２（７３０） 高橋　亜紀子　ほか 2 1 H25～R3 後期

日本語教育概論 2A662 後：火５（２３６） 市瀬　智紀　ほか 2 1/2/3 H25～R3 後期

国際理解教育概論 2A663 前：木２（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 2/3 H25～R3 前期

フランス語演習 2A664 前：水３（２２６） フィリップ・ブラシェ 2 2/3 H25～R3 前期

ドイツ語演習 2A665 欠講 森本　浩一 2 2/3 H25～R3 欠講

中国語演習 2A666 前：火４（２２７） 小田　美和子 2 2/3 H25～R3 欠講

韓国語演習 2A667 前：火３（２２７） 張　基善 2 2/3 H25～R3 前期

多文化教育総合演習 2A668 後：木２（４３０） 市瀬　智紀 2 2/3/4 H25～R3 後期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

持続可能な社会ａ 2A7011 後：火５（２２６） 横山　貴史 2 1 H25～R3 後期

持続可能な社会ｂ 2A7012 欠講 横山　貴史 2 1 H25～R3 欠講

伝統と近代化 2A702 後：木２（２３３） 田中　良英 2 1 H25～R3 後期

民族と国家 2A703 後：火５（２３１） 高橋　亨 2 2 H25～R3 欠講

環境と開発 2A704 前：火５（２２６） 西城　潔 2 2 H25～R3 前期

人権と法 2A705 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 欠講

国際政治 2A706 後：木２（２２４） 石田　雅樹 2 2 H25～R3 後期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

食･健康教育の基礎 2A751 欠講 教員未定 2 1 H25～R3 欠講

人間と健康 2A752 前：木２（２３１） 橋本　潤一郎 2 1/2 H25～R3 欠講

生活と健康 2A753 欠講 菅原　正則　ほか 2 1/2 H25～R3 未定

食の生産 2A756 欠講 教員未定 2 2/3 H25～R3 欠講

健康と食物 2A757 後（一部集中）：火５（２３０） 八巻　美智子 2 2/3 H25～R3 未定

食と栄養 2A758 欠講 亀井　文 2 1/2 H25～R3 未定

適応支援教育

多文化教育

現代世界論

食・健康教育
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

自然誌 2A811 集中
エチュニケ　ディアズ
ラザロ　ミゲル

2 1/2 H25～R3 欠講

環境教育の方法と技術 2A812 後：火５（理-理１実室） 秋山　貴之　ほか 2 3 H25～R3 欠講

生命環境科学 2A813 後：木２（７３１） 齊藤　千映美 2 1/2 H25～R3 後期

自然フィールドワーク実験 2A814 前：火５（２３１／9-生実室） 齊藤　千映美　ほか 2 3 H25～R3 前期

ビオトープ論 2A815 欠講 溝田　浩二 2 2 H25～R3 欠講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

表現の基礎 2A851 欠講 安彦　文平　ほか 2 1 H25～R3 欠講

ことばと表現 2A852 欠講 前川　錬一 2 2 H25～R3 欠講

音と表現 2A853 後：火５（音-４演室） 日比野　裕幸　ほか 2 2 H25～R3 未定

イメージと表現 2A854 欠講 安彦　文平　ほか 2 2 H25～R3 開講

からだと表現 2A855 前：木３（ダンス室） 佐藤　節子 2 2 H25～R3 前期

表現の応用 2A856
前（一部集中）：火５（４１０／ダ
ンス室）

門脇　篤　ほか 2 3 H25～R3 前期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

情報社会の安全対策と倫理 2A901 前：火３（10-情シ実室） 岡本　恭介 2 1 H25～R3 欠講

情報ネットワーク論 2A902 後：火５（７２０） 太田　憲治 2 2/3 H25～R3 欠講

コンピュータグラフィックス 2A903 欠講 平垣内　清 2 2/3 H25～R3 欠講

マルチメディア活用法 2A904 集中 冨田　則和 2 2/3 H25～R3 欠講

コンピュータ統計 2A905 後：木２（７２１） 山田　美都雄 2 2/3 H25～R3 後期

情報教育実践論 2A906 後：集中（遠隔） 岡本　恭介　ほか 2 3 H25～R3
後期集
中

情報メディアの活用 2R105 欠講 吉植　庄栄 2 2/3 H25～R3 集中

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

数理の潮流 2A951 前：水４（２２１） 高瀬　幸一 2 1/2/3 H25～R3 未定

数理の展望 2A952 欠講 高瀬　幸一 2 1/2/3 H25～R3 未定

数理の考え方 2A953 欠講 鎌田　博行 2 1/2/3 H25～R3 未定

自然科学のすすめ 2A958 欠講 出口　竜作　ほか 2 1/2/3 H25～R3 未定

自然科学とくらし 2A959 欠講 井龍　康文　ほか 2 1/2/3 H25～R3 未定

自然科学のなりたち 2A960 前：木２（２２６） 初山　高仁 2 1/2/3 H25～R3 未定

自然科学のひろがり 2A961 前（一部集中）：火５（２２４） 福田　善之 2 1/2/3 H25～R3 開講

自然環境教育

芸術表現教育

メディア情報教育

自然科学論
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教職入門ａ 2B0011 未定 2 1 H25～R3 欠講
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への
対応を含む。）)（H31～）

教職入門ｂ 2B0012 前：火１（２２０） 田端　健人　ほか 2 1 H25～R3 後期
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への
対応を含む。）)（H31～）

教職入門ｃ 2B0013 後：水２（２３０） 田端　健人　ほか 2 1 H25～R3 後期
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への
対応を含む。）)（H31～）

教職入門ｄ 2B0014 後：水２（２１０） 本田　伊克　ほか 2 1 H25～R3 開講
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への
対応を含む。）)（H31～）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教育の原理ａ 2B1011 前：月５（２２０） 田端　健人　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｂ 2B1012 前：月５（２１０） 本田　伊克 2 2 H25～R3 開講 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｃ 2B1013 後：木１（２２０） 清多　英羽 2 2 H25～R3 開講 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｄ 2B1014 後：木１（２１０） 本田　伊克 2 2 H25～R3 後期 第三欄（教育の理念･･･思想）

発達と学習の心理ａ 2B1111 後：火１（７３０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 後期 第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

発達と学習の心理ｂ 2B1112 後：火１（２１０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 後期 第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

発達と学習の心理ｃ 2B1113 前：水２（７３０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 開講 第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

発達と学習の心理ｄ 2B1114 前：水２（２１０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 前期 第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

教育の制度 2B121 前：火５（遠隔） 本図　愛実　ほか 2 1 H25～H30 前期
第三欄（教育に関する社会的、制度
的又は経営的事項）

教育と社会 2B122 欠講 教員未定 2 1 H25～H30 欠講
第三欄（教育に関する社会的、制度
的又は経営的事項）

社会教育論 2B123 前：火５（２２０） 原　義彦　ほか 2 1 H25～H30 前期
第三欄（教育に関する社会的、制度
的又は経営的事項）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

国語科教材研究法ａ 2B2011 前：月３（７３０） 小池　美幸　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

国語科教材研究法ｂ 2B2012 前：水１（７３０） 児玉　忠　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

国語科教材研究法ｃ 2B2013 後：月３（７３０） 小池　美幸　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

国語科教材研究法ｄ 2B2014 後：月４（４２０） 児玉　忠　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

社会科教材研究法ａ 2B2021 前：月２（２１０） 中辻　正樹　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

社会科教材研究法ｂ 2B2022 前：月３（２１０） 菅原　友子　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

社会科教材研究法ｃ 2B2023 後：月２（２１０） 菅原　友子　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

社会科教材研究法ｄ 2B2024 後：月２（２２７） 伊藤　惠子　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

算数科教材研究法ａ 2B2031 前：月３（２３６） 市川　啓　ほか 2 2 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

算数科教材研究法ｂ 2B2032 前：月４（７３０） 花園　隼人　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

算数科教材研究法ｃ 2B2033 後：月３（２３６） 市川　啓　ほか 2 2 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

算数科教材研究法ｄ 2B2034 後：月４（７２０） 花園　隼人　ほか 2 2 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

算数科教材研究法ｅ 2B2035 後：水１（２３６） 奥山　勉 2 2 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

理科教材研究法ａ 2B2041 前：月３（４２０） 佐々木　敏紘　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

理科教材研究法ｂ 2B2042 後：月３（２２１／理-理１実室） 中山　慎也 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

理科教材研究法ｃ 2B2043 後：月２（２２４） 池田　和正　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

理科教材研究法ｄ 2B2044 前：月３（２２９／理-理１実室） 中山　慎也 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

生活科教材研究法ａ 2B2051 後：月３（４２０） 荒明　聖　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

生活科教材研究法ｂ 2B2052 前：月２（２２３） 鈴木　美佐緒　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

生活科教材研究法ｃ 2B2053 後：月３（２３２） 香曽我部　琢　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

専門教育科目
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生活科教材研究法ｄ 2B2054 後：月３（２２９） 教員未定 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

生活科教材研究法ｅ 2B2055 前：月２（２２７） 遠藤　宏紀　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

生活科教材研究法ｆ 2B2056 前：月２（２２４） 岡　稚佳 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教材研究法ａ 2B2061 前：月３（４３０） 早坂　英里子　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教材研究法ｂ 2B2062 前：月４（４３０） 高橋　弘二 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教材研究法ｃ 2B2063 前：水１（４３０） 佐藤　崇 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教材研究法ｄ 2B2064 後：月３（音-４演室） 早坂　英里子　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

図画工作教材研究法ａ 2B2071 前：月３（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

図画工作教材研究法ｂ 2B2072 後：月４（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

図画工作教材研究法ｃ 2B2073 前：水１（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

図画工作教材研究法ｄ 2B2074 後：月３（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

体育科教材研究法ａ 2B2081 前：月４（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

体育科教材研究法ｂ 2B2082 前：水１（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

体育科教材研究法ｃ 2B2083 後：月３（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

体育科教材研究法ｄ 2B2084 後：月４（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

体育科教材研究法ｅ 2B2085 後：水１（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教材研究法ａ 2B2091 前：月２（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教材研究法ｂ 2B2092 後：月３（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教材研究法ｃ 2B2093 後：月２（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教材研究法ｄ 2B2094 前：月３（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

国語科教育法Ｉ 2B301 後：金１（２１０） 佐野　幹　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

国語科教育法ＩＩ 2B302 後：火３（２３０） 児玉　忠　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

中等社会科教育法Ａ 2B303 前：月１（２１０） 前田　諒　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

中等社会科教育法Ｂ 2B304 後：月１（２２４） 坪田　益美 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

社会･地歴科教育法 2B305 後：金１（２２０） 吉田　剛　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

社会･公民科教育法 2B306 後：月２（２２５） 坪田　益美 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

数学科教育法Ｉ 2B307 前（一部集中）：月１（７３０） 花園　隼人　ほか 2 2 H25～H30
前期＋
一部集

第四欄（各教科の指導法）

数学科教育法ＩＩ 2B308 前：金２（２２６） 市川　啓　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

理科教育法Ｉ 2B309 後：金１（２２４） 渡辺　尚　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

理科教育法ＩＩ 2B310 後：金２（理-理２実室） 中山　慎也 2 3 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教育法Ｉ 2B311 後：金１（音-４演室） 板橋　薫　ほか 2 2 H25～H30 開講 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教育法ＩＩ 2B312 前：火３（４３０） 高橋　弘二 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

美術科教育法Ｉ 2B313 前：火１（４１０） 斎藤　守彦　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

美術科教育法ＩＩ 2B314 後：火３（４１０） 村上　タカシ 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

技術科教育法Ｉ 2B317 欠講 2 2 H25～H30 欠講 第四欄（各教科の指導法）

技術科教育法ＩＩ 2B318 前：木５（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 3 H25～H30 欠講 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教育法Ｉ 2B319 後：金１（1-家教実室） 前田　まどか　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教育法ＩＩ 2B320 前：木３（２２４） 前田　まどか　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

英語科教育法Ｉ 2B321 前：月１（２２６） 鈴木　渉　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

英語科教育法ＩＩ 2B322 前：月１（２３０） 鈴木　渉　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

工業科教育法Ａ 2B323 欠講 2 2/3/4 H25～R3 欠講 第四欄（各教科の指導法）（～H30）第二欄（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。）)（H31～）

工業科教育法Ｂ 2B324 後：木４（1-技実習室２） 阿部　智 2 3/4 H25～R3 欠講
第四欄（各教科の指導法）（～H30）
第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)
（H31～）

保健体育科教育法Ａ 2B325 後（一部集中）：月２（３２１） 黒川　修行　ほか 2 3 H25～H30
前期＋
一部集

第四欄（各教科の指導法）
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保健体育科教育法Ｂ 2B326 前：金１（７３０） 佐藤　亮平　ほか 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

幼児教育実践体験演習 2B401 未定 佐藤　哲也 2 1 H25～R3 欠講

子ども文化実践体験演習 2B402 欠講 遠藤　仁　ほか 2 1 H25～R3 欠講

教育学実践体験演習 2B403 欠講 田端　健人　ほか 2 1 H25～R3 前期

教育心理学実践体験演習 2B404 前：火１（２２６／遠隔） 越中　康治 2 1 H25～R3 前期

国語科教育実践体験演習（初等） 2B405 欠講 児玉　忠 2 1 H25～R3 欠講

社会科教育実践体験演習（初等） 2B406 前（一部集中）：水１（２３０） 吉田　剛 2 1 H25～R3 欠講

英語コミュニケーション教育実践体
験演習

2B407 欠講 和田　あずさ 2 1 H25～R3 欠講

数学科教育実践体験演習（初等） 2B408 欠講 鎌田　博行 2 1 H25～R3 未定

理科教育実践体験演習（初等） 2B409 欠講 西山　正吾 2 1 H25～R3 欠講

情報･ものづくり教育実践体験演習
（初等）

2B410 欠講 安藤　明伸　ほか 2 1 H25～R3 欠講

家庭科教育実践体験演習（初等） 2B411 前：水１（２３３） 西川　重和 2 1 H25～R3 欠講

音楽科教育実践体験演習（初等） 2B412 前：水１（音-４演室） 倉戸　テル 2 1 H25～R3 欠講

美術科教育実践体験演習（初等） 2B413 欠講 虎尾　裕　ほか 2 1 H25～R3 欠講

体育･健康教育実践体験演習（初等） 2B414 欠講 沼倉　学 2 1 H25～R3 欠講

国語科教育実践体験演習（中等） 2B415 欠講 佐野　幹 2 1 H25～R3 前期

社会科教育実践体験演習（中等） 2B416 前（一部集中）：水１（２３０） 吉田　剛 2 1 H25～R3 欠講

英語科教育実践体験演習（中等） 2B417 前：木１（２２９） 鈴木　渉 2 1 H25～R3 未定

数学科教育実践体験演習（中等） 2B418 欠講 佐藤　得志 2 1 H25～R3 欠講

理科教育実践体験演習（中等） 2B419 欠講 教員未定 2 1 H25～R3 欠講

技術科教育実践体験演習（中等） 2B420 欠講 2 1 H25～R3 欠講

家庭科教育実践体験演習（中等） 2B421 前：水１（２３３） 西川　重和 2 1 H25～R3 欠講

音楽科教育実践体験演習（中等） 2B422 前：水１（音-１演室） 倉戸　テル 2 1 H25～R3 欠講

美術科教育実践体験演習（中等） 2B423 未定 安彦　文平 2 1 H25～R3 欠講

保健体育科教育実践体験演習（中
等）

2B424 欠講 佐藤　亮平 2 1 H25～R3 欠講

視覚障害教育実践体験演習 2B425 前：水１（２２８） 永井　伸幸 2 1 H25～R3 欠講

聴覚･言語障害教育実践体験演習 2B426 前：水１（３２２／３２１） 松﨑　丈 2 1 H25～R3 前期

発達障害教育実践体験演習 2B427 後：木１（４２０） 松﨑　丈　ほか 2 1 H25～R3 開講

健康･運動障害教育実践体験演習 2B428 前：水１（７３１） 教員未定 2 1 H25～R3 前期

幼児教育実践研究Ａ 2B501 後：金１（２２８） 飯島　典子　ほか 2 2 H25～R3 後期

子ども文化実践研究Ａ 2B502 欠講 遠藤　仁　ほか 2 2 H25～R3 欠講

教育学実践研究Ａ 2B503 未定 田端　健人　ほか 2 2 H25～R3 欠講

教育心理学実践研究Ａ 2B504 後：金１（７３０） 越中　康治　ほか 2 2 H25～R3 開講

国語科教材実践研究Ａ 2B505 未定 児玉　忠 2 2 H25～H30 欠講

社会科教材実践研究Ａ 2B506 前：金１（２２６） 西城　潔　ほか 2 2 H25～H30 開講

英語コミュニケーション教材実践研
究Ａ

2B507 後：月１（２２１） 遠藤　恵利子　ほか 2 2 H25～H30 後期

数学科教材実践研究Ａ 2B508 後：金２（２１０） 市川　啓　ほか 2 2 H25～H30 欠講

理科教材実践研究Ａ 2B509
前：金１（理-多実室／理-理２実
室）

中山　慎也　ほか 2 2 H25～H30 未定

情報･ものづくり教材実践研究Ａ 2B510 欠講 安藤　明伸　ほか 2 2 H25～H30 欠講

家庭科教材実践研究Ａ 2B511 後：金１（1-家被実室） 西川　重和 2 2 H25～H30 後期

音楽科教材実践研究Ａ 2B512 欠講 教員未定 2 2 H25～H30 欠講

美術科教材実践研究Ａ 2B513 前（一部集中）：月１（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H25～H30
前期＋
一部集

体育･健康教材実践研究Ａ 2B514 欠講 佐藤　亮平　ほか 2 2 H25～H30 欠講
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国語科教育実践研究Ａ 2B515 前：月１（２２３） 佐野　幹 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

社会科教育実践研究Ａ 2B516 前（一部集中）：金１（２１０） 吉田　剛 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

英語科教育実践研究Ａａ 2B5171 後：金１（２２１） 鈴木　渉　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

英語科教育実践研究Ａｂ 2B5172 後：金１（２３０） 鈴木　渉　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

数学科教育実践研究Ａ 2B518 後：金１（７２０） 花園　隼人 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

理科教育実践研究Ａ 2B519 前：月１（理-多実室） 渡辺　尚 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

技術科教育実践研究Ａ 2B520 未定 2 2 H25～H30 欠講 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教育実践研究Ａ 2B521 後：月１（1-家被実室） 西川　重和 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教育実践研究Ａ 2B522 後：月１（音-４演室） 原田　博之　ほか 2 2 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

美術科教育実践研究Ａ 2B523 前（一部集中）：金１（４１０） 2 2 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

保健体育科教育実践研究Ａ 2B524 欠講 佐藤　亮平　ほか 2 2 H25～H30 欠講 第四欄（各教科の指導法）

幼児教育実践研究Ｂ 2B551 後：金２（２２８） 飯島　典子　ほか 2 3 H25～R3 後期

子ども文化実践研究Ｂ 2B552 後（一部集中）：金１（２３２） 遠藤　仁　ほか 2 3 H25～R3 欠講

教育学実践研究Ｂ 2B553 前：金１（２２７） 田端　健人　ほか 2 3 H25～R3 欠講

教育心理学実践研究Ｂ 2B554 後：金１（７３１） 越中　康治　ほか 2 3 H25～R3 開講

国語科教材実践研究Ｂ 2B555 前：月１（７２０） 児玉　忠 2 3 H25～H30 欠講

社会科教材実践研究Ｂ 2B556 前：金１（２２６） 西城　潔　ほか 2 3 H25～H30 開講

英語コミュニケーション教材実践研
究Ｂ

2B557 後：月１（２２１） 遠藤　恵利子 2 3 H25～H30 後期

数学科教材実践研究Ｂ 2B558 後：金２（２１０） 市川　啓 2 3 H25～H30 欠講

理科教材実践研究Ｂ 2B559
前：金１（理-多実室／理-理２実
室）

中山　慎也　ほか 2 3 H25～H30 開講

情報･ものづくり教材実践研究Ｂ 2B560
前：月１（1-技実習室１／1-技実習
室２）

板垣　翔大　ほか 2 3 H25～H30 欠講

家庭科教材実践研究Ｂ 2B561 後：金１（1-家被実室） 西川　重和 2 3 H25～H30 後期

音楽科教材実践研究Ｂ 2B562 欠講 教員未定 2 3 H25～H30 欠講

美術科教材実践研究Ｂ 2B563 前（一部集中）：月１（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 3 H25～H30
前期＋
一部集

体育･健康教材実践研究Ｂ 2B564 欠講 佐藤　亮平　ほか 2 3 H25～H30 欠講

国語科教育実践研究Ｂ 2B565 前：月１（２２３） 佐野　幹 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

社会科教育実践研究Ｂ 2B566 前（一部集中）：金１（２１０） 吉田　剛 2 3 H25～H30
前期＋
一部集

第四欄（各教科の指導法）

英語科教育実践研究Ｂａ 2B5671 後：金１（２２１） 鈴木　渉　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

英語科教育実践研究Ｂｂ 2B5672 後：金１（２３０） 鈴木　渉　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

数学科教育実践研究Ｂ 2B568 後：金１（７２０） 花園　隼人 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

理科教育実践研究Ｂ 2B569 前：月１（理-多実室） 渡辺　尚 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

技術科教育実践研究Ｂ 2B570 前：金１（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

家庭科教育実践研究Ｂ 2B571 後：月１（1-家被実室） 西川　重和 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

音楽科教育実践研究Ｂ 2B572 後：月１（音-４演室） 原田　博之　ほか 2 3 H25～H30 後期 第四欄（各教科の指導法）

美術科教育実践研究Ｂ 2B573 前（一部集中）：金１（４１０） 村上　タカシ 2 3 H25～H30 前期 第四欄（各教科の指導法）

保健体育科教育実践研究Ｂ 2B574 欠講 佐藤　亮平　ほか 2 3 H25～H30 欠講 第四欄（各教科の指導法）

教育課程の研究（特別活動を含む）
ａ

2B6011 前：金２（２２０／遠隔） 金田　裕子 2 2 H25～H30 未定
第四欄（教育課程の意義･･･、特別活
動の指導法）

教育課程の研究（特別活動を含む）
ｂ

2B6012 欠講 金田　裕子　ほか 2 2 H25～H30 欠講
第四欄（教育課程の意義･･･、特別活
動の指導法）

教育課程の研究（特別活動を含む）
ｃ

2B6013 後：月５（２２０／遠隔） 金田　裕子 2 2 H25～H30 未定
第四欄（教育課程の意義･･･、特別活
動の指導法）

教育課程の研究（特別活動を含む）
ｄ

2B6014 欠講 教員未定　ほか 2 2 H25～H30 欠講
第四欄（教育課程の意義･･･、特別活
動の指導法）

教育の方法･技術（情報機器及び教材
の活用を含む）ａ

2B6111 前：金２（３２１） 平　真木夫 2 3 H25～H30 前期 第四欄（教育の方法及び技術）

教育の方法･技術（情報機器及び教材
の活用を含む）ｂ

2B6112 前：金２（２１０） 荒井　龍弥　ほか 2 3 H25～H30 前期 第四欄（教育の方法及び技術）

教育の方法･技術（情報機器及び教材
の活用を含む）ｃ

2B6113 後：月５（２２０） 吉村　敏之 2 3 H25～H30 欠講 第四欄（教育の方法及び技術）
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教育の方法･技術（情報機器及び教材
の活用を含む）ｄ

2B6114 後：月５（３２１） 工藤　与志文 2 3 H25～H30 後期 第四欄（教育の方法及び技術）

授業研究 2B621 欠講 教員未定 2 3 H25～H30 未定 第四欄（教育の方法及び技術（情報の機器及び
教材の活用法を含む））

道徳教育の研究ａ 2B7011 前：月４（２１０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（道徳の指導法）

道徳教育の研究ｂ 2B7012 前：月４（２２０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（道徳の指導法）

道徳教育の研究ｃ 2B7013 後：月４（２１０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（道徳の指導法）

道徳教育の研究ｄ 2B7014 後：月４（２２０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H25～H30 開講 第四欄（道徳の指導法）

幼稚園教育課程論 2B801 後：火４（７２０） 佐藤　哲也 2 3 H25～R3 開講
第四欄（教育課程の意義･編成の方法）（～H30）
第三欄（教育課程の意義･編成の方法（カリキュラムマネジメントを
含む。）)（H31 ～）

保育内容(健康)指導法 2B816 後：水５（７２１／８２１） 柴田　卓 2 2/3 H25～R3 後期 第四欄（保育内容の指導法）

保育内容(人間関係)指導法 2B817 後：火２（２２９） 飯島　典子 2 2/3 H25～R3 後期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)
（H31～）

保育内容(環境)指導法 2B818 後：木４（７２０） 佐藤　哲也 2 2/3 H25～R3 後期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)
（H31～）

保育内容（言葉）指導法 2B819 後：木１（７２０） 山本　信 2 2/3 H25～R3 前期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)
（H31～）

保育内容（表現）指導法 2B820 後：木２（４１０） 香曽我部　琢　ほか 2 2/3 H25～R3 前期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)
（H31～）

児童･生徒理解ａ 2B8511 前：水１（２１０） 渡部　敦子 2 3 H25～H30 未定
第四欄（生徒指導･進路指導の理論及
び方法）

児童･生徒理解ｂ 2B8512 前：水１（２２０） 久保　順也 2 3 H25～H30 未定
第四欄（生徒指導･進路指導の理論及
び方法）

児童･生徒理解ｃ 2B8513 後：火１（７２０） 佐藤　宏平 2 3 H25～H30 未定
第四欄（生徒指導･進路指導の理論及
び方法）

児童･生徒理解ｄ 2B8514 後：火１（２２０） 久保　順也 2 3 H25～H30 未定
第四欄（生徒指導･進路指導の理論及
び方法）

幼児理解 2B861 後：火３（７３１） 飯島　典子 2 3 H25～R3 後期 第四欄（幼児理解の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ａ

2B8711 前：火２（２１０） 樋口　広思 2 3 H25～R3 前期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｂ

2B8712 後：火２（７２０） 樋口　広思 2 3 H25～R3 後期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｃ

2B8713 後：火２（４２０） 熊谷　亮 2 3 H25～R3 後期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｄ

2B8714 前：火２（４２０） 熊谷　亮 2 3 H25～R3 前期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｅ

2B8715 欠講 教員未定 2 3 H25～R3 欠講 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教職実践演習（幼・小）1　幼児教育
コース

2B9511 後：水５（6-幼共研室） 飯島　典子　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）2　子ども文
化コース

2B9512 後：水４・５（3-国子共研） 遠藤　仁　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）3　教育学
コース

2B9513
後（一部集中）：水４・５（２２
０）

本図　愛実　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）4　教育心理
学コース

2B9514 後：水４・５（２２６） 越中　康治　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）5　国語コー
ス

2B9515 後：水４・５（3-国資室） 児玉　忠　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）6　社会コー
ス

2B9516
後（一部集中）：水４・５（２１
０）

吉田　剛　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）7　英語コ
ミュニケーションコース

2B9517 後：水４・５（２３６） 竹森　徹士　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）8　数学コー
ス

2B9518
後（一部集中）：水４・５（９２
４）

市川　啓　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）9　理科コー
ス

2B9519
後（一部集中）：水４・５（理-理２
実室）

菅原　敏　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）10　情報・
ものづくりコース

2B9520 後：水４・５（1-技実習室１） 板垣　翔大　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）11　家庭科
コース

2B9521 後：水４・５（1-家教実室） 亀井　文　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）12　音楽
コース

2B9522 後：水４・５（４３０） 小塩　さとみ　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）13　美術
コース

2B9523 後（一部集中）：火５（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）14　体育・
健康コース

2B9524 後：水４・５（２２９／２２１／体育館）.後：
金２（２２６／２２７／体育館）

沼倉　学　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）15　特別支
援

2B9525
後（一部集中）：水４・５（２２７
／３２２）

特別支援教育専攻運営
委員会

2 4 H25～R3
後期＋
一部集

教職実践演習

教職実践演習（中・高）1　国語教育
専攻

2B9611 後：水４・５（３２１） 佐野　幹　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（中・高）2　社会科教
育専攻

2B9612 後：水４・５（２１０） 川﨑　惣一　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）3　英語教育
専攻

2B9613 後：水４・５（２３６） 鈴木　渉　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教育実践演習
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教職実践演習（中・高）4　数学教育
専攻

2B9614
後（一部集中）：水４・５（９２
１）

市川　啓　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）5　理科教育
専攻

2B9615
後（一部集中）：水４・５（理-多実
室）

福田　善之　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）6　技術教育
専攻

2B9616 後：水４・５（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）7　家庭科教
育専攻

2B9617 後：水４・５（1-家教実室） 西川　重和　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）8　音楽教育
専攻

2B9618 後：水４・５（４３０） 倉戸　テル　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）9　美術教育
専攻

2B9619
後（一部集中）：火１・４・５（４
１０）

高橋　直人 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）10　保健体
育専攻

2B9620
後：水４・５（２２９／２２１／体
育館）

佐藤　亮平　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）11　特別支
援

2B9621
後（一部集中）：水４・５（２２７
／３２２）

特別支援教育専攻運営
委員会

2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

幼稚園実習（事前･事後指導1単位を
含む。）

2C411 集中 学部実習専門委員会 3 3 H25～R3 集中 教育実習

小学校3年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C412 集中 学部実習専門委員会 3 3 H25～R3 集中 教育実習

中学校3年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C413 集中 学部実習専門委員会 3 3 H25～R3 集中 教育実習

小学校4年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C414 集中 学部実習専門委員会 4 4 H25～R3 集中 教育実習

中学校4年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C415 集中 学部実習専門委員会 4 4 H25～R3 集中 教育実習

高等学校実習（事前･事後指導1単位
を含む｡）

2C416 集中 学部実習専門委員会 3 4 H25～R3 集中 教育実習

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教育の歴史 2D101 前：木４（遠隔） 八鍬　友広 2 2 H25～R3 未定
第三欄（教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想）

比較教育事情 2D102 後：火４（遠隔） 本図　愛実 2 2 H25～R3 後期
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項）（～H30）
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。））（H31～）

子ども学 2D103 前：金４（２２０） 田端　健人　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科又は教職に関する科目（～H30）
大学が独自に設定する科目（H31～）

生涯学習論 2D104 後：火４（２２０） 松本　大 2 2 H25～R3 未定 教科又は教職に関する科目（～H30）
大学が独自に設定する科目（H31～）

教育現場と法 2D105 前：水２（２２０） 笹村　恵司　ほか 2 3 H25～R3 前期
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項）（～H30）
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。））（H31～）

教育と情報 2D106 欠講 教員未定 2 3 H25～H30 未定 第四欄（教育の方法及び技術）

教育実習

教職選択科目
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教職入門ａ 2B0011 未定 2 1 H25～R3 欠講
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を
含む。）)（H31～）

教職入門ｂ 2B0012 前：火１（２２０） 田端　健人　ほか 2 1 H25～R3 後期
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を
含む。）)（H31～）

教職入門ｃ 2B0013 後：水２（２３０） 田端　健人　ほか 2 1 H25～R3 後期
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を
含む。）)（H31～）

教職入門ｄ 2B0014 後：水２（２１０） 本田　伊克　ほか 2 1 H25～R3 開講
第二欄（教職の意義等に関する科目）(～H30）
第三欄（教職の意義及び教育の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を
含む。）)（H31～）

教育の原理ａ 2B1011 前：月５（２２０） 田端　健人　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｂ 2B1012 前：月５（２１０） 本田　伊克 2 2 H25～R3 開講 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｃ 2B1013 後：木１（２２０） 清多　英羽 2 2 H25～R3 開講 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｄ 2B1014 後：木１（２１０） 本田　伊克 2 2 H25～R3 後期 第三欄（教育の理念･･･思想）

発達と学習の心理ａ 2B1111 後：火１（７３０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 後期
第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～
H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

発達と学習の心理ｂ 2B1112 後：火１（２１０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 後期
第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～
H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

発達と学習の心理ｃ 2B1113 前：水２（７３０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 開講
第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～
H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

発達と学習の心理ｄ 2B1114 前：水２（２１０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1 H25～R3 前期
第三欄（幼児、児童及び生徒の･･･（障害のある･･･過程を含む。））（～
H30）
第三欄（幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程）（H31～）

教育の制度・経営 2B124 前：火５（遠隔） 本図　愛実　ほか 2 1 H31～R3 前期 第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域･･･学校
安全･･･を含む。））

教育と地域社会 2B125 前：火５（２２０） 原　義彦　ほか 2 1 H31～R3 前期 第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域･･･学校
安全･･･を含む。））

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

国語科教育法（初等）ａ 2B2101 前：月３（７３０） 小池　美幸　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

国語科教育法（初等）ｂ 2B2102 前：水１（７３０） 児玉　忠　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

国語科教育法（初等）ｃ 2B2103 後：月３（７３０） 小池　美幸　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

国語科教育法（初等）ｄ 2B2104 後：月４（４２０） 児玉　忠　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育法（初等）ａ 2B2111 前：月２（２１０） 中辻　正樹　ほか 2 3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育法（初等）ｂ 2B2112 前：月３（２１０） 菅原　友子　ほか 2 3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育法（初等）ｃ 2B2113 後：月２（２１０） 菅原　友子　ほか 2 3 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育法（初等）ｄ 2B2114 後：月２（２２７） 伊藤　惠子　ほか 2 3 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

算数科教育法（初等）ａ 2B2121 前：月３（２３６） 市川　啓　ほか 2 2 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

算数科教育法（初等）ｂ 2B2122 前：月４（７３０） 花園　隼人　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

算数科教育法（初等）ｃ 2B2123 後：月３（２３６） 市川　啓　ほか 2 2 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

算数科教育法（初等）ｄ 2B2124 後：月４（７２０） 花園　隼人　ほか 2 2 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

算数科教育法（初等）ｅ 2B2125 後：水１（２３６） 奥山　勉 2 2 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育法（初等）ａ 2B2131 前：月３（４２０） 佐々木　敏紘　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育法（初等）ｂ 2B2132 後：月３（２２１／理-理１実室） 中山　慎也 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育法（初等）ｃ 2B2133 後：月２（２２４） 池田　和正　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育法（初等）ｄ 2B2134 前：月３（２２９／理-理１実室） 中山　慎也 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

生活科教育法（初等）ａ 2B2141 後：月３（４２０） 荒明　聖　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

生活科教育法（初等）ｂ 2B2142 前：月２（２２３） 鈴木　美佐緒　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

生活科教育法（初等）ｃ 2B2143 後：月３（２３２） 香曽我部　琢　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

生活科教育法（初等）ｄ 2B2144 後：月３（２２９） 教員未定 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

生活科教育法（初等）ｅ 2B2145 前：月２（２２７） 遠藤　宏紀　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

生活科教育法（初等）ｆ 2B2146 前：月２（２２４） 岡　稚佳　ほか 2 3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

専門教育科目

教職科目【平成31年度以降入学者用】
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音楽科教育法（初等）ａ 2B2151 前：月３（４３０） 早坂　英里子　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

音楽科教育法（初等）ｂ 2B2152 前：月４（４３０） 高橋　弘二 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

音楽科教育法（初等）ｃ 2B2153 前：水１（４３０） 佐藤　崇 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

音楽科教育法（初等）ｄ 2B2154 後：月３（音-４演室） 早坂　英里子　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

図画工作教育法（初等）ａ 2B2161 前：月３（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

図画工作教育法（初等）ｂ 2B2162 後：月４（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

図画工作教育法（初等）ｃ 2B2163 前：水１（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

図画工作教育法（初等）ｄ 2B2164 後：月３（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

体育科教育法（初等）ａ 2B2171 前：月４（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

体育科教育法（初等）ｂ 2B2172 前：水１（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

体育科教育法（初等）ｃ 2B2173 後：月３（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

体育科教育法（初等）ｄ 2B2174 後：月４（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

体育科教育法（初等）ｅ 2B2175 後：水１（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育法（初等）ａ 2B2181 前：月２（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育法（初等）ｂ 2B2182 後：月３（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育法（初等）ｃ 2B2183 後：月２（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育法（初等）ｄ 2B2184 前：月３（理-理２実室） 前田　まどか　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

外国語活動・外国語教育法（初等）
ａ

2B2191 前：月４（２３６） 清水　遥 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

外国語活動・外国語教育法（初等）
ｂ

2B2192 前：水１（２２９） 和田　あずさ 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

外国語活動・外国語教育法（初等）
ｃ

2B2193 後：月４（２３６） 清水　遥 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

外国語活動・外国語教育法（初等）
ｄ

2B2194 後：水１（２２９） 和田　あずさ 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

工業科教育法Ａ 2B323 欠講 2 2/3/4 H25～R3 欠講
第四欄（各教科の指導法）（～H30）第二欄
（各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を
含む。）)（H31～）

工業科教育法Ｂ 2B324 後：木４（1-技実習室２） 阿部　智 2 3/4 H25～R3 欠講
第四欄（各教科の指導法）（～H30）
第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。）)（H31～）

国語科教育法Ｉ（中等） 2B327 後：金１（２１０） 佐野　幹　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

国語科教育法II（中等） 2B328 後：火３（２３０） 児玉　忠　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育法Ａ（中等） 2B329 前：月１（２１０） 前田　諒　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育法Ｂ（中等） 2B330 後：月１（２２４） 坪田　益美 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会・地歴科教育法（中等） 2B331 後：金１（２２０） 移川　恵理　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会・公民科教育法（中等） 2B332 後：月２（２２５） 坪田　益美 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

数学科教育法Ｉ（中等） 2B333 前（一部集中）：月１（７３０） 花園　隼人　ほか 2 2 H31～R3
前期＋
一部集

第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

数学科教育法II（中等） 2B334 前：金２（２２６） 市川　啓　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育法Ｉ（中等） 2B335 後：金１（２２４） 渡辺　尚　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育法II（中等） 2B336 後：金２（理-理２実室） 中山　慎也 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

音楽科教育法Ａ（中等） 2B337 後：金１（音-４演室） 板橋　薫　ほか 2 2 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

音楽科教育法Ｂ（中等） 2B338 前：火３（４３０） 高橋　弘二 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

美術科教育法Ａ（中等） 2B339 前：火１（４１０） 斎藤　守彦　ほか 2 2/3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

美術科教育法Ｂ（中等） 2B340 後：火３（４１０） 村上　タカシ 2 2/3 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

保健体育科教育法Ａ（中等） 2B341 後（一部集中）：月２（３２１） 黒川　修行　ほか 2 3 H31～R3
前期＋
一部集

第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

保健体育科教育法Ｂ（中等） 2B342 前：金１（７３０） 佐藤　亮平　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

技術科教育法Ｉ（中等） 2B343 未定 2 2 H31～R3 欠講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

技術科教育法II（中等） 2B344 前：木５（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育法Ｉ（中等） 2B345 後：金１（1-家教実室） 前田　まどか　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育法II（中等） 2B346 前：木３（２２４） 前田　まどか　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））
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英語科教育法Ａ（中等） 2B347 前：月１（２２６） 鈴木　渉　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

英語科教育法Ｂ（中等） 2B348 前：月１（２３０） 鈴木　渉　ほか 2 3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

国語科教育法Ａ（中等） 2B349 欠講 佐野　幹 2 2/3 H31～R3 欠講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

国語科教育法Ｂ（中等） 2B350 前：水２（２２３） 佐野　幹 2 2/3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

数学科教育法Ａ（中等） 2B351 欠講 市川　啓　ほか 2 2/3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

数学科教育法Ｂ（中等） 2B352 後：金１（２２６） 市川　啓　ほか 2 2/3 H31～R3 欠講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

幼児教育実践体験演習 2B401 未定 佐藤　哲也 2 1 H25～R3 欠講

子ども文化実践体験演習 2B402 欠講 遠藤　仁　ほか 2 1 H25～R3 欠講

教育学実践体験演習 2B403 欠講 田端　健人　ほか 2 1 H25～R3 前期

教育心理学実践体験演習 2B404 前：火１（２２６／遠隔） 越中　康治 2 1 H25～R3 前期

国語科教育実践体験演習（初等） 2B405 欠講 児玉　忠 2 1 H25～R3 欠講

社会科教育実践体験演習（初等） 2B406 前（一部集中）：水１（２３０） 吉田　剛 2 1 H25～R3 欠講

英語コミュニケーション教育実践体
験演習

2B407 欠講 和田　あずさ 2 1 H25～R3 欠講

数学科教育実践体験演習（初等） 2B408 欠講 鎌田　博行 2 1 H25～R3 未定

理科教育実践体験演習（初等） 2B409 欠講 西山　正吾 2 1 H25～R3 欠講

情報･ものづくり教育実践体験演習
（初等）

2B410 欠講 安藤　明伸　ほか 2 1 H25～R3 欠講

家庭科教育実践体験演習（初等） 2B411 前：水１（２３３） 西川　重和 2 1 H25～R3 欠講

音楽科教育実践体験演習（初等） 2B412 前：水１（音-４演室） 倉戸　テル 2 1 H25～R3 欠講

美術科教育実践体験演習（初等） 2B413 欠講 虎尾　裕　ほか 2 1 H25～R3 欠講

体育･健康教育実践体験演習（初等） 2B414 欠講 沼倉　学 2 1 H25～R3 欠講

国語科教育実践体験演習（中等） 2B415 欠講 佐野　幹 2 1 H25～R3 前期

社会科教育実践体験演習（中等） 2B416 前（一部集中）：水１（２３０） 吉田　剛 2 1 H25～R3 欠講

英語科教育実践体験演習（中等） 2B417 前：木１（２２９） 鈴木　渉 2 1 H25～R3 未定

数学科教育実践体験演習（中等） 2B418 欠講 佐藤　得志 2 1 H25～R3 欠講

理科教育実践体験演習（中等） 2B419 欠講 教員未定 2 1 H25～R3 欠講

技術科教育実践体験演習（中等） 2B420 欠講 2 1 H25～R3 欠講

家庭科教育実践体験演習（中等） 2B421 前：水１（２３３） 西川　重和 2 1 H25～R3 欠講

音楽科教育実践体験演習（中等） 2B422 前：水１（音-１演室） 倉戸　テル 2 1 H25～R3 欠講

美術科教育実践体験演習（中等） 2B423 未定 安彦　文平 2 1 H25～R3 欠講

保健体育科教育実践体験演習（中
等）

2B424 欠講 佐藤　亮平 2 1 H25～R3 欠講

視覚障害教育実践体験演習 2B425 前：水１（２２８） 永井　伸幸 2 1 H25～R3 欠講

聴覚･言語障害教育実践体験演習 2B426 前：水１（３２２／３２１） 松﨑　丈 2 1 H25～R3 前期

発達障害教育実践体験演習 2B427 後：木１（４２０） 松﨑　丈　ほか 2 1 H25～R3 開講

健康･運動障害教育実践体験演習 2B428 前：水１（７３１） 教員未定 2 1 H25～R3 前期

幼児教育実践研究Ａ 2B501 後：金１（２２８） 飯島　典子　ほか 2 2 H25～R3 後期

子ども文化実践研究Ａ 2B502 欠講 遠藤　仁　ほか 2 2 H25～R3 欠講

教育学実践研究Ａ 2B503 未定 田端　健人　ほか 2 2 H25～R3 欠講

教育心理学実践研究Ａ 2B504 後：金１（７３０） 越中　康治　ほか 2 2 H25～R3 開講

国語科教育実践指導法Ａ（初等） 2B525 欠講 児玉　忠 2 2 H31～R3 欠講

社会科教育実践指導法Ａ（初等） 2B526 前：金１（２２６） 西城　潔　ほか 2 2 H31～R3 開講

英語コミュニケーション教育実践指
導法Ａ（初等）

2B527 後：月１（２２１） 遠藤　恵利子 2 2 H31～R3 後期

数学科教育実践指導法Ａ（初等） 2B528 後：金２（２１０） 市川　啓 2 2 H31～R3 未定

理科教育実践指導法Ａ（初等） 2B529
前：金１（理-多実室／理-理２実
室）

中山　慎也　ほか 2 2 H31～R3 未定
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情報･ものづくり教育実践指導法Ａ
（初等）

2B530 欠講 板垣　翔大　ほか 2 2 H31～R3 欠講

家庭科教育実践指導法Ａ（初等） 2B531 後：金１（1-家被実室） 西川　重和 2 2 H31～R3 開講

音楽科教育実践指導法Ａ（初等） 2B532 欠講 教員未定 2 2 H31～R3 欠講

美術科教育実践指導法Ａ（初等） 2B533 前（一部集中）：月１（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2 H31～R3
前期＋
一部集

体育･健康教育実践指導法Ａ（初等） 2B534
前（一部集中）：月１（２２１／体
育館／表現-実１）

沼倉　学　ほか 2 2 H31～R3
前期＋
一部集

国語科教育実践指導法Ａ（中等） 2B535 前：月１（２２３） 佐野　幹 2 2 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育実践指導法Ａ（中等） 2B536 前（一部集中）：金１（２１０） 吉田　剛 2 2 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

英語科教育実践指導法Ａ（中等） 2B5371 後：金１（２２１） 鈴木　渉　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

英語科教育実践指導法Ａ（中等） 2B5372 後：金１（２３０） 鈴木　渉　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

数学科教育実践指導法Ａ（中等） 2B538 後：金１（７２０） 花園　隼人 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育実践指導法Ａａ（中等） 2B5391 前：月１（理-多実室） 渡辺　尚 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育実践指導法Ａｂ（中等） 2B5392 前：月１（理-理１実室／遠隔） 渡辺　尚　ほか 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

技術科教育実践指導法Ａ（中等） 2B540 未定 2 2 H31～R3 欠講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育実践指導法Ａ（中等） 2B541 後：月１（1-家被実室） 西川　重和 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

音楽科教育実践指導法Ａ（中等） 2B542 後：月１（音-４演室） 原田　博之　ほか 2 2 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

美術科教育実践指導法Ａ（中等） 2B543 前（一部集中）：金１（４１０） 高橋　直人 2 2 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

保健体育科教育実践指導法Ａ（中
等）

2B544
前（一部集中）：金１（７２０／体
育館／表現-実１）

佐藤　亮平　ほか 2 2 H31～R3
前期＋
一部集

第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

幼児教育実践研究Ｂ 2B551 後：金２（２２８） 飯島　典子　ほか 2 3 H25～R3 後期

子ども文化実践研究Ｂ 2B552 後（一部集中）：金１（２３２） 遠藤　仁　ほか 2 3 H25～R3 欠講

教育学実践研究Ｂ 2B553 前：金１（２２７） 田端　健人　ほか 2 3 H25～R3 欠講

教育心理学実践研究Ｂ 2B554 後：金１（７３１） 越中　康治　ほか 2 3 H25～R3 開講

国語科教育実践指導法Ｂ（初等） 2B575 前：月１（７２０） 児玉　忠 2 3 H31～R3 欠講

社会科教育実践指導法Ｂ（初等） 2B576 前：金１（２２６） 西城　潔　ほか 2 3 H31～R3 開講

英語コミュニケーション教育実践指
導法Ｂ（初等）

2B577 後：月１（２２１） 遠藤　恵利子　ほか 2 3 H31～R3 後期

数学科教育実践指導法Ｂ（初等） 2B578 後：金２（２１０） 市川　啓　ほか 2 3 H31～R3 未定

理科教育実践指導法Ｂ（初等） 2B579
前：金１（理-多実室／理-理２実
室）

中山　慎也　ほか 2 3 H31～R3 開講

情報・ものづくり教育実践指導法Ｂ
（初等）

2B580 前：月１（1-技実習室１） 板垣　翔大　ほか 2 3 H31～R3 欠講

家庭科教育実践指導法Ｂ（初等） 2B581 後：金１（1-家被実室） 西川　重和 2 3 H31～R3 開講

音楽科教育実践指導法Ｂ（初等） 2B582 前：金１（４３０） 原田　博之　ほか 2 3 H31～R3 前期

美術科教育実践指導法Ｂ（初等） 2B583 前（一部集中）：月１（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 3 H31～R3
前期＋
一部集

体育・健康教育実践指導法Ｂ（初
等）

2B584
前（一部集中）：月１（２２１／体
育館／表現-実１）

沼倉　学　ほか 2 3 H31～R3 開講

国語科教育実践指導法Ｂ（中等） 2B585 前：月１（２２３） 佐野　幹 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

社会科教育実践指導法Ｂ（中等） 2B586 前（一部集中）：金１（２１０） 吉田　剛 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

英語科教育実践指導法Ｂａ（中等） 2B5871 後：金１（２２１） 鈴木　渉　ほか 2 3 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

英語科教育実践指導法Ｂｂ（中等） 2B5872 後：金１（２３０） 鈴木　渉　ほか 2 3 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

数学科教育実践指導法Ｂ（中等） 2B588 後：金１（７２０） 花園　隼人 2 3 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育実践指導法Ｂａ（中等） 2B5891 前：月１（理-多実室） 渡辺　尚 2 3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

理科教育実践指導法Ｂｂ（中等） 2B5892 前：月１（理-理１実室） 渡辺　尚　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

技術科教育実践指導法Ｂ（中等） 2B590 前：金１（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

家庭科教育実践指導法Ｂ（中等） 2B591 後：月１（1-家被実室） 西川　重和 2 3 H31～R3 後期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

音楽科教育実践指導法Ｂ（中等） 2B592 後：月１（音-４演室） 原田　博之　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

美術科教育実践指導法Ｂ（中等） 2B593 前（一部集中）：金１（４１０） 村上　タカシ 2 3 H31～R3 前期 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

保健体育科教育実践指導法Ｂ（中
等）

2B594
前（一部集中）：金１（７２０／体
育館）

佐藤　亮平　ほか 2 3 H31～R3 開講 第二欄（各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。））

52



特別支援教育理解ａ 2B6121 前：月３（２３０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1 H31～R3 開講 第三欄（特別の支援を必要とする幼児、児童及
び生徒に対する理解）

特別支援教育理解ｂ 2B6122 前：月３（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1 H31～R3 開講 第三欄（特別の支援を必要とする幼児、児童及
び生徒に対する理解）

特別支援教育理解ｃ 2B6123 後：月３（２３０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1 H31～R3 開講 第三欄（特別の支援を必要とする幼児、児童及
び生徒に対する理解）

教育課程と教育方法ａ 2B7021 前：金２（２１０） 本田　伊克　ほか 2 2 H31～R3 前期 第三欄（教育課程の意義･･･（カリキュラムマネジメントを含
む。））第四欄（教育方法及び技術（情報機器･･･を含む。））

教育課程と教育方法ｂ 2B7022 前：金２（２２０） 金田　裕子　ほか 2 2 H31～R3 前期 第三欄（教育課程の意義･･･（カリキュラムマネジメントを含
む。））第四欄（教育方法及び技術（情報機器･･･を含む。））

教育課程と教育方法ｃ 2B7023 後：月５（２２０） 金田　裕子　ほか 2 2 H31～R3 後期 第三欄（教育課程の意義･･･（カリキュラムマネジメントを含
む。））第四欄（教育方法及び技術（情報機器･･･を含む。））

教育課程と教育方法ｄ 2B7024 後：月５（２１０） 本田　伊克　ほか 2 2 H31～R3 後期 第三欄（教育課程の意義･･･（カリキュラムマネジメントを含
む。））第四欄（教育方法及び技術（情報機器･･･を含む。））

道徳の理論と指導ａ 2B7031 前：月４（２１０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H31～R3 開講 第四類（道徳の理論及び指導法）

道徳の理論と指導ｂ 2B7032 前：月４（２２０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H31～R3 開講 第四類（道徳の理解及び指導法）

道徳の理論と指導ｃ 2B7033 後：月４（２１０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H31～R3 開講 第四類（道徳の理論及び指導法）

道徳の理論と指導ｄ 2B7034 後：月４（２２０／遠隔） 荒明　聖　ほか 2 3 H31～R3 開講 第四類（道徳の理論及び指導法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ａ

2B7041 前：木１（２１０／遠隔） 吉村　敏之　ほか 2 3 H31～R3 開講
第四欄（総合的な学習の時間の指導
法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ｂ

2B7042 前：木１（遠隔） 吉村　敏之　ほか 2 3 H31～R3 開講
第四欄（総合的な学習の時間の指導
法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ｃ

2B7043 後：木１（遠隔） 吉村　敏之　ほか 2 3 H31～R3 開講
第四欄（総合的な学習の時間の指導
法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ｄ

2B7044 後：木１（２３０／遠隔） 吉村　敏之　ほか 2 3 H31～R3 開講
第四欄（総合的な学習の時間の指導
法）

幼稚園教育課程論 2B801 後：火４（７２０） 佐藤　哲也 2 3 H25～R3 開講
第四欄（教育課程の意義･編成の方法）（～H30）
第三欄（教育課程の意義･編成の方法（カリキュラムマネジメントを含
む。）)（H31 ～）

保育内容(健康)指導法 2B816 後：水５（７２１／８２１） 柴田　卓 2 2/3 H25～R3 後期 第四欄（保育内容の指導法）

保育内容(人間関係)指導法 2B817 後：火２（２２９） 飯島　典子 2 2/3 H25～R3 後期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)（H31
～）

保育内容(環境)指導法 2B818 後：木４（７２０） 佐藤　哲也 2 2/3 H25～R3 後期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)（H31
～）

保育内容（言葉）指導法 2B819 後：木１（７２０） 山本　信 2 2/3 H25～R3 前期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)（H31
～）

保育内容（表現）指導法 2B820 後：木２（４１０） 香曽我部　琢　ほか 2 2/3 H25～R3 前期
第四欄（保育内容の指導法）（～H30）
第二欄（保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）)（H31
～）

児童・生徒理解（生徒・進路指導論
を含む。）ａ

2B8521 前：水１（２１０） 渡部　敦子 2 3 H31～R3 開講 第四欄（生徒指導の理論及び方法）
第四欄（進路指導及びキャリア教育の理論及び方法）

児童・生徒理解（生徒・進路指導論
を含む。）ｂ

2B8522 前：水１（２２０） 久保　順也 2 3 H31～R3 開講 第四欄（生徒指導の理論及び方法）
第四欄（進路指導及びキャリア教育の理論及び方法）

児童・生徒理解（生徒・進路指導論
を含む。）ｃ

2B8523 後：火１（７２０） 佐藤　宏平 2 3 H31～R3 開講 第四欄（生徒指導の理論及び方法）
第四欄（進路指導及びキャリア教育の理論及び方法）

児童・生徒理解（生徒・進路指導論
を含む。）ｄ

2B8524 後：火１（２２０） 久保　順也 2 3 H31～R3 開講 第四欄（生徒指導の理論及び方法）
第四欄（進路指導及びキャリア教育の理論及び方法）

幼児理解 2B861 後：火３（７３１） 飯島　典子 2 3 H25～R3 後期 第四欄（幼児理解の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ａ

2B8711 前：火２（２１０） 樋口　広思 2 3 H25～R3 前期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｂ

2B8712 後：火２（７２０） 樋口　広思 2 3 H25～R3 後期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｃ

2B8713 後：火２（４２０） 熊谷　亮 2 3 H25～R3 後期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｄ

2B8714 前：火２（４２０） 熊谷　亮 2 3 H25～R3 前期 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含む）
ｅ

2B8715 欠講 教員未定 2 3 H25～R3 欠講 第四欄（教育相談（カウンセリング･･･含む。）
の理論及び方法）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教職実践演習（幼・小）1　幼児教育
コース

2B9511 後：水５（6-幼共研室） 飯島　典子　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）2　子ども文
化コース

2B9512 後：水４・５（3-国子共研） 遠藤　仁　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）3　教育学
コース

2B9513
後（一部集中）：水４・５（２２
０）

本図　愛実　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）4　教育心理
学コース

2B9514 後：水４・５（２２６） 越中　康治　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）5　国語コー
ス

2B9515 後：水４・５（3-国資室） 児玉　忠　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）6　社会コー
ス

2B9516
後（一部集中）：水４・５（２１
０）

吉田　剛　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）7　英語コ
ミュニケーションコース

2B9517 後：水４・５（２３６） 竹森　徹士　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）8　数学コー
ス

2B9518
後（一部集中）：水４・５（９２
４）

市川　啓　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）9　理科コー
ス

2B9519
後（一部集中）：水４・５（理-理２
実室）

菅原　敏　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教育実践演習
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教職実践演習（幼・小）10　情報・
ものづくりコース

2B9520 後：水４・５（1-技実習室１） 板垣　翔大　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）11　家庭科
コース

2B9521 後：水４・５（1-家教実室） 亀井　文　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）12　音楽
コース

2B9522 後：水４・５（４３０） 小塩　さとみ　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）13　美術
コース

2B9523 後（一部集中）：火５（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）14　体育・
健康コース

2B9524 後：水４・５（２２９／２２１／体育館）.後：
金２（２２６／２２７／体育館）

沼倉　学　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（幼・小）15　特別支
援

2B9525
後（一部集中）：水４・５（２２７
／３２２）

特別支援教育専攻運営
委員会

2 4 H25～R3
後期＋
一部集

教職実践演習

教職実践演習（中・高）1　国語教育
専攻

2B9611 後：水４・５（３２１） 佐野　幹　ほか 2 4 H25～R3 開講 教職実践演習

教職実践演習（中・高）2　社会科教
育専攻

2B9612 後：水４・５（２１０） 川﨑　惣一　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）3　英語教育
専攻

2B9613 後：水４・５（２３６） 鈴木　渉　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）4　数学教育
専攻

2B9614
後（一部集中）：水４・５（９２
１）

市川　啓　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）5　理科教育
専攻

2B9615
後（一部集中）：水４・５（理-多実
室）

福田　善之　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）6　技術教育
専攻

2B9616 後：水４・５（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）7　家庭科教
育専攻

2B9617 後：水４・５（1-家教実室） 菅原　正則　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）8　音楽教育
専攻

2B9618 後：水４・５（４３０） 倉戸　テル　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）9　美術教育
専攻

2B9619
後（一部集中）：火１・４・５（４
１０）

高橋　直人 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）10　保健体
育専攻

2B9620
後：水４・５（２２９／２２１／体
育館）

佐藤　亮平　ほか 2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

教職実践演習（中・高）11　特別支
援

2B9621
後（一部集中）：水４・５（２２７
／３２２）

特別支援教育専攻運営
委員会

2 4 H25～R3 後期 教職実践演習

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

幼稚園実習（事前･事後指導1単位を
含む。）

2C411 集中 学部実習専門委員会 3 3 H25～R3 集中 教育実習

小学校3年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C412 集中 学部実習専門委員会 3 3 H25～R3 集中 教育実習

中学校3年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C413 集中 学部実習専門委員会 3 3 H25～R3 集中 教育実習

小学校4年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C414 集中 学部実習専門委員会 4 4 H25～R3 集中 教育実習

中学校4年次実習（事前･事後指導1単
位を含む｡）

2C415 集中 学部実習専門委員会 4 4 H25～R3 集中 教育実習

高等学校実習（事前･事後指導1単位
を含む｡）

2C416 集中 学部実習専門委員会 3 4 H25～R3 集中 教育実習

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教育の歴史 2D101 前：木４（遠隔） 八鍬　友広 2 2 H25～R3 未定
第三欄（教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想）

比較教育事情 2D102 後：火４（遠隔） 本図　愛実 2 2 H25～R3 後期
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項）（～H30）
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。））（H31～）

子ども学 2D103 前：金４（２２０） 田端　健人　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科又は教職に関する科目（～H30）
大学が独自に設定する科目（H31～）

生涯学習論 2D104 後：火４（２２０） 松本　大 2 2 H25～R3 未定 教科又は教職に関する科目（～H30）
大学が独自に設定する科目（H31～）

教育現場と法 2D105 前：水２（２２０） 笹村　恵司　ほか 2 3 H25～R3 前期
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項）（～H30）
第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。））（H31～）

教育実習

教職選択科目
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

国語ａ 2E1011 前：火３（２２９） 中地　文 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

国語ｂ 2E1012 前：金４（２３６） 津田　智史 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

国語ｃ 2E1013 後：水１（２１０） 遠藤　仁 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

国語ｄ 2E1014 後：火３（２２９） 中地　文 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

社会ａ 2E1021 前：火３（４２０） 川﨑　惣一　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

社会ｂ 2E1022 前：水２（２３１） 西城　潔　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

社会ｃ 2E1023 後：火３（７３０） 横山　貴史　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

社会ｄ 2E1024 後：水２（７２０） 西城　潔　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

数学ａ 2E1031 前：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

数学ｂ 2E1032 前：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

数学ｃ 2E1033 後：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

数学ｄ 2E1034 後：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

理科ａ 2E1041 前：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

理科ｂ 2E1042 前：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

理科ｃ 2E1043 前：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

理科ｄ 2E1044 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

理科ｅ 2E1045 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

理科ｆ 2E1046 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

理科ｇ 2E1047 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

生活ａ 2E1051
前：火３（理-理１実室／理-多実
室）

教員未定 2 2 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

生活ｂ 2E1052
前：水２（理-理１実室／理-多実
室）

教員未定 2 2 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

生活ｃ 2E1053 後：火３（理-理１実室） 教員未定 2 2 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

生活ｄ 2E1054 後：水２（理-理１実室） 教員未定 2 2 H25～R3 未定 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

生活ｅ 2E1055 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 欠講 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

生活ｆ 2E1056 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 欠講 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

生活ｇ 2E1057 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 欠講 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ａ 2E1061 前：火２（４３０） 榊原　光裕 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｂ 2E1062 前：火２（音-４演室） 倉戸　テル 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｃ 2E1063 前：火２（音-５演室） 小塩　さとみ 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｄ 2E1064 前：火２（８２０） 原田　博之 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｅ 2E1065 前：火２（８２１／音-１演室） 日比野　裕幸 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｆ 2E1066 後：火２（４３０） 榊原　光裕 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｇ 2E1067 後：火２（音-４演室） 倉戸　テル 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｈ 2E1068 後：火２（８２０） 原田　博之 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｉ 2E1069 後：火２（音-５演室） 小塩　さとみ 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

音楽ｊ 2E1070 後：火２（音-１演室） 日比野　裕幸 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

図画工作ａ 2E1081 後：水１（４１０／理-理１実室） 高橋　直人 2 1 H25～R3 開講 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

図画工作ｂ 2E1082 欠講 安彦　文平 2 1 H25～R3 欠講 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

図画工作ｃ 2E1083 欠講 平垣内　清 2 1 H25～R3 欠講 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

教科科目

小学校の教科科目
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図画工作ｄ 2E1084 後：水１（４１０／理-理１実室） 高橋　直人 2 1 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

図画工作ｅ 2E1085 後：水１（４１０） 平垣内　清 2 1 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

体育ａ 2E1091
通：火２（グラウンド／体育館／ダ
ンス室／表現-実２）

沼倉　学　ほか 2 2 H25～R3 通年 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

体育ｂ 2E1092
通：水２（グラウンド／体育館／ダ
ンス室／表現-実２）

沼倉　学　ほか 2 2 H25～R3 通年 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

家庭ａ 2E1101 前：火１（２３０） 菅原　正則　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

家庭ｂ 2E1102 前：火１（２３０） 菅原　正則　ほか 2 2 H25～R3 前期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

家庭ｃ 2E1103 後：火１（２３０） 菅原　正則　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

家庭ｄ 2E1104 後：火１（２３０） 菅原　正則　ほか 2 2 H25～R3 後期 教科に関する科目（～H30）
第二欄（教科に関する専門的事項）（H31 ～）

外国語活動・外国語ａ 2E1111 前：水１（２２１） 竹森　徹士　ほか 2 1 H31～R3 未定 第二欄（教科に関する専門的事項）

外国語活動・外国語ｂ 2E1112 前：水１（２２１） 竹森　徹士　ほか 2 1 H31～R3 未定 第二欄（教科に関する専門的事項）

外国語活動・外国語ｃ 2E1113 後：火３（２２１） 竹森　徹士　ほか 2 1 H31～R3 未定 第二欄（教科に関する専門的事項）

外国語活動・外国語ｄ 2E1114 後：火３（２２１） 竹森　徹士　ほか 2 1 H31～R3 未定 第二欄（教科に関する専門的事項）
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

障害児保育学 2F103 未定 2 2 H25～R3 欠講

小児保健･小児栄養 2F104 前：金５（２３３） 亀井　文　ほか 2 2/3 H25～R3 開講

幼児と保育Ａ 2F105 前：火４（２３２） 飯島　典子　ほか 2 2/3 H25～R3 前期

幼児と保育Ｂ 2F106 後：火５（４３０） 飯島　典子　ほか 2 2/3 H25～R3 開講

幼児教育研究演習Ａ 2F107 前：木４（２２１） 佐藤　哲也 2 3 H25～R3 開講

幼児教育研究演習Ｂ 2F108 後：金３（6-幼教共研室） 飯島　典子 2 3 H25～R3 開講

幼児教育研究演習Ｃ 2F109 前：火５（４３０） 飯島　典子　ほか 2 3 H25～R3 前期

幼児心理学 2F110 前：火３（７２０） 飯島　典子 2 2 H25～R3 前期

幼児教育学 2F111 後：金５（２２１） 佐藤　哲也 2 1 H25～R3 開講

卒業研究 2F191 通：集中 飯島　典子　ほか 6 4 H25～R3 通年

子どもと文学 2F202 前：金３（７３０） 中地　文 2 2/3 H25～R3 前期

子どもと表現 2F203 未定 2 2/3 H25～R3 欠講

臨床心理学Ａ 2F414 前：火４（２２４） 樋口　広思 2 2/3 H25～R3 未定

臨床心理学Ｂ 2F415 欠講 久保　順也 2 2/3 H25～R3 未定

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

幼児教育学 2F102 後：金５（２２１） 佐藤　哲也 2 1 H25～R3 開講

子ども文化基礎演習 2F201 欠講 遠藤　仁　ほか 2 1 H25～R3 欠講

子どもと文学 2F202 前：金３（７３０） 中地　文 2 2/3 H25～R3 前期

子どもと表現 2F203 未定 2 2/3 H25～R3 欠講

子ども文化研究法Ａ 2F205 前：木２（３２１） 中地　文 2 3/4 H25～R3 前期

子ども文化研究法Ｂ 2F206 後：木２（３２１） 中地　文 2 3/4 H25～R3 後期

子ども文化実習 2F207 欠講 遠藤　仁　ほか 1 2/3 H25～R3 欠講

子ども文化テーマ研究 2F208 集中 加藤　理 2 2/3 H25～R3 未定

卒業研究 2F291 通：集中 遠藤　仁　ほか 6 4 H25～R3 開講

教育学講義 2F301 未定 田端　健人 2 2/3 H25～R3 欠講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教育学講義 2F301 未定 田端　健人 2 2/3 H25～R3 欠講

教育史講義 2F302 欠講 教員未定 2 2/3 H25～R3 欠講

教育内容･方法講義 2F303 欠講 2 2/3 H25～R3 欠講

教育制度講義 2F304 欠講 本図　愛実 2 2/3 H25～R3 未定

教育社会学講義 2F305 前：木２（２２９） 本田　伊克 2 2/3 H25～R3 欠講

社会教育講義 2F306 後：火５（２２９） 松本　大 2 2/3 H25～R3 未定

教育学特設講義Ａ 2F307 未定 田端　健人 2 2/3/4 H25～R3 欠講

教育学特設講義Ｂ 2F308 前：集中 梨本　雄太郎　ほか 2 2/3/4 H25～R3 欠講

初等教育教員養成課程

コース専門科目

幼児教育コース

子ども文化コース

教育学コース
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学校教育基礎演習ａ 2F3091 前：木３・４（研究室） 田端　健人 4 3 H25～R3 前期

学校教育基礎演習ｂ 2F3092 前：木３・４（研究室） 教員未定 4 3 H25～R3 欠講

学校教育基礎演習ｃ 2F3093 前：木３・４（研究室） 本図　愛実 4 3 H25～R3 前期

学校教育基礎演習ｄ 2F3094 前：木３・４（研究室） 本田　伊克 4 3 H25～R3 前期

学校教育基礎演習ｅ 2F3095 前：木３・４（２２５） 教員未定 4 3 H25～R3 前期

学校教育基礎演習ｆ 2F3096 欠講 教員未定 4 3 H25～R3 欠講

学校教育応用演習ａ 2F3101 後：木４（研究室） 田端　健人 2 3 H25～R3 後期

学校教育応用演習ｂ 2F3102 後：木４（研究室） 教員未定 2 3 H25～R3 欠講

学校教育応用演習ｃ 2F3103 後：木４（研究室） 本図　愛実 2 3 H25～R3 後期

学校教育応用演習ｄ 2F3104 後：木４（研究室） 本田　伊克 2 3 H25～R3 開講

学校教育応用演習ｅ 2F3105 後：木４（２２５） 教員未定 2 3 H25～R3 後期

学校教育応用演習ｆ 2F3106 欠講 教員未定 2 3 H25～R3 欠講

教育学コース卒業研究演習ａ 2F3911
通前：水１（研究室）.通後：木３
（研究室）

田端　健人 6 4 H25～R3 通年

教育学コース卒業研究演習ｂ 2F3912 欠講 教員未定 6 4 H25～R3 欠講

教育学コース卒業研究演習ｃ 2F3913 通：月５（研究室） 本図　愛実 6 4 H25～R3 通年

教育学コース卒業研究演習ｄ 2F3914 通：金５（研究室） 本田　伊克 6 4 H25～R3 開講

教育学コース卒業研究演習ｅ 2F3915 通：月４（研究室） 金田　裕子 6 4 H25～R3 通年

教育学コース卒業研究演習ｆ 2F3916 欠講 教員未定 6 4 H25～R3 欠講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

幼児心理学 2F101 前：火３（７２０） 飯島　典子 2 2 H25～R3 前期

教育心理学文献講読 2F401 後：金４（２３１／遠隔） 越中　康治 2 1 H25～R3 後期

教育心理学研究法 2F402 未定 久保　順也 2 2 H25～R3 未定

教育心理学実験実習 2F403 前：集中 越中　康治　ほか 2 2 H25～R3
前期集
中

発達心理学 2F404 前：金２（２２３／遠隔） 越中　康治 2 2/3 H25～R3 開講

学習心理学 2F405 前：火４（７２１） 平　真木夫 2 2/3 H25～R3 欠講

教育心理学研究演習 2F408 前：木４（２３６） 越中　康治　ほか 2 3 H25～R3 未定

発達心理学演習 2F409 後：金２（２２５／遠隔） 越中　康治 2 3 H25～R3 開講

学習心理学演習 2F410 後：火４（研究室） 平　真木夫 2 3 H25～R3 後期

臨床心理学演習ａ 2F4111 後：金２（２３３） 樋口　広思 2 3 H25～R3 未定

臨床心理学演習ｂ 2F4112 後：木３（6-院心実室１） 久保　順也 2 3 H25～R3 未定

教育心理学特殊講義Ａ 2F412 未定 久保　順也　ほか 2 2/3/4 H25～R3 未定

教育心理学特殊講義Ｂ 2F413 欠講 邑本　俊亮 2 2/3/4 H25～R3 欠講

臨床心理学Ａ 2F414 前：火４（２２４） 樋口　広思 2 2/3 H25～R3 未定

臨床心理学Ｂ 2F415 欠講 久保　順也 2 2/3 H25～R3 未定

卒業研究 2F491 通：集中 越中　康治　ほか 6 4 H25～R3 開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

国語理解Ａ 2F502 集中 加藤　理 2 2/3 H25～R3 未定

国語理解Ｂ 2F503 後：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2/3 H25～R3 後期

国語表現Ａ 2F504 欠講 児玉　忠 2 2/3 H25～R3 欠講

教育心理学コース
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国語表現Ｂ 2F505 後：火４（２２３） 市瀬　智紀　ほか 2 2/3 H25～R3 未定

国語教育課題演習 2F506 後：水２（２２３） 児玉　忠　ほか 1 3/4 H25～R3 欠講

卒業研究 2F591 通：集中 児玉　忠 6 4 H25～R3 開講

国語基礎講読 2H002 前：木２（２２３） 津田　智史　ほか 2 1 H25～R3 未定

国語学概論 2H003 前：火４（７２０） 津田　智史 2 2 H25～R3 前期 国語学（音声言語・・・を含む）

国文学概論 2H010 前：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2 H25～R3 前期 国文学

漢文学概論 2H019 前：水４（２１０） 渡部　東一郎 2 2 H25～R3 開講 漢文学

書道演習 2H029 前：月５（２２１） 小野寺　東史 2 1/2 H25～R3 開講 書道（書写を中心とする。）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

社会ゼミナールＡ 2F601 欠講 西城　潔 2 1 H25～R3 欠講

社会ゼミナールＢ 2F602 欠講 教員未定 2 1 H25～R3 前期

資料調査法Ａ 2F603 前：水１（２３２） 堀田　幸義 2 2 H25～R3 前期

資料調査法Ｂ 2F604 前：水１（３４１） 石田　雅樹 2 2 H25～R3 前期

卒業研究 2F691 通：集中 教員未定 6 4 H25～R3 通年

日本史概論 2H102 後：木３（２３６） 堀田　幸義 2 1 H25～R3 後期 社会日本史･地歴日本史

外国史概論 2H107 後：月４（２３１） 田中　良英 2 1 H25～R3 後期 社会外国史･地歴外国史

人文地理学概論 2H112 後：木２（３２２） 横山　貴史 2 1 H25～R3 後期 社会地理学･地歴人文地理学

自然地理学概論 2H114 後：木５（７２０） 西城　潔 2 1 H25～R3 前期 社会地理学･地歴自然地理学

法律学概論 2H118 集中 加藤　雄大 2 1 H25～R3 前期
社会法律学･公民法律学（国際法を含
む。）

政治学概論 2H122 前：金５（２３１） 石田　雅樹 2 2 H25～R3 前期
社会政治学･公民政治学（国際政治を
含む。）

経済学概論 2H124 前：木２（７２０） 泉　正樹 2 2 H25～R3 未定
社会経済学･公民経済学（国際経済を
含む。）

社会学概論 2H126 前：金４（７３０） 山内　明美 2 2 H25～R3 前期 社会社会学･公民社会学

哲学概論 2H128 前：金３（２３１） 川﨑　惣一 2 2 H25～R3 前期 社会哲学･公民哲学

倫理学概論 2H130 前：水４（２３６） 池田　準 2 2 H25～R3 前期 社会倫理学･公民倫理学

日本史演習 2H135 通：木４（３４１） 堀田　幸義 2 3/4 H25～R3 通年 社会日本史･地歴日本史

地理学演習Ａ 2H137 通：木４（3-社地理実室） 横山　貴史 2 3/4 H25～R3 通年 社会地理学･地歴人文地理学

地理学演習Ｂ 2H138 通：木３（３２２） 西城　潔 2 3/4 H25～R3 通年 社会地理学･地歴自然地理学

政治学演習 2H141 通：木４（２２４／２３１） 石田　雅樹 2 3/4 H25～R3 通年 社会政治学･公民政治学

経済学演習 2H142 欠講 竹内　洋 2 3/4 H25～R3 未定 社会経済学･公民経済学

社会学演習 2H143
通前：水４（２２９）.通後：月５
（２２９）

山内　明美 2 3/4 H25～R3 通年 社会社会学･公民社会学

哲学演習 2H144 通：木４（２２７） 川﨑　惣一 2 3/4 H25～R3 通年 社会哲学･公民哲学

社会科教育演習Ａ 2H146 通：木４（3-社実室） 松岡　尚敏 2 3/4 H25～R3 通年

社会科教育演習Ｂ 2H147 通：金２（２２４） 吉田　剛 2 3/4 H25～R3 通年

法律学演習 2H148 欠講 教員未定 2 3/4 H25～R3 欠講 社会法律学･公民法律学

外国史演習Ａ 2H150 通：金５（２２８） 田中　良英 2 3/4 H25～R3 通年 社会外国史･地歴外国史

外国史演習Ｂ 2H151 欠講 教員未定 2 3/4 H25～R3 欠講 社会外国史･地歴外国史
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

小学校英語教育概論 2F701 後：月１（２２１） 遠藤　恵利子　ほか 2 2 H25～R3 欠講 教科又は教職（小学校）（～H30）
大学が独自に設定する科目（小学校）（H31～）

英会話Ａａ（初等） 2F7021 通：木５（２３６） M. ナール 2 1 H25～R3 通年

英会話Ａｂ（初等） 2F7022 欠講 教員未定 2 1 H25～R3 欠講

英会話Ｂ（初等） 2F703 通：水３（２３１） D. ダードン 2 2 H25～R3 通年

英会話Ｃ（初等） 2F704 通：水３（２３１） D. ダードン 2 2 H25～R3 未定

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ総合演習Ａ 2F709 前：金３（２２８） M. ウィルソン 1 3 H25～R3 前期

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ総合演習Ｂ 2F710 後：金３（２２８） M. ウィルソン 1 3 H25～R3 後期

英語コミュニケーションコース卒業
研究演習ａ

2F7911 欠講 教員未定 6 4 H25～R3 未定

英語コミュニケーションコース卒業
研究演習ｂ

2F7912 集中 鈴木　渉 6 4 H25～R3 通年

英語コミュニケーションコース卒業
研究演習ｃ

2F7913 通：集中 戸塚　将 6 4 H25～R3 未定

英語コミュニケーションコース卒業
研究演習ｄ

2F7914 通：集中 和田　あずさ 6 4 H25～R3
通年集
中

英語コミュニケーションコース卒業
研究演習ｅ

2F7915 通：集中 竹森　徹士 6 4 H25～R3 開講

英語コミュニケーションコース卒業
研究演習ｆ

2F7916 欠講 教員未定 6 4 H25～R3 未定

英文法概論Ａ 2H203 欠講 高橋　潔 1 1/2 H25～R3 未定 英語学

英文法概論Ｂ 2H204 欠講 高橋　潔 1 1/2 H25～R3 欠講 英語学

英語音声学概論 2H205 前：火４（２２６） 和田　あずさ 2 1/2 H25～R3 前期 英語学

第二言語習得論 2H2081 前：金１（２２４） 佐藤　博晴 2 3 H25～R3 後期

英作文Ａａ 2H2131 前：水４（２３１） D. ダードン 1 1/2 H25～R3 前期 英語コミュニケーション

英作文Ａｂ 2H2132 欠講 教員未定 1 1/2 H25～R3 欠講 英語コミュニケーション

英作文Ｂａ 2H2141 後：水４（２３１） D. ダードン 1 1/2 H25～R3 後期 英語コミュニケーション

英作文Ｂｂ 2H2142 欠講 教員未定 1 1/2 H25～R3 欠講 英語コミュニケーション

異文化理解講読Ａａ 2H2171 後：金３（２２１） 竹森　徹士 1 2/3 H25～R3 開講 異文化理解

異文化理解講読Ａｂ 2H2172 欠講 竹森　徹士 1 2/3 H25～R3 欠講 異文化理解

異文化理解講読Ｂａ 2H2181 後：金４（２３６） 高橋　潔 1 2/3 H25～R3 開講 異文化理解

異文化理解講読Ｂｂ 2H2182 後：月３（２３１） 渡部　学 1 2/3 H25～R3 開講 異文化理解

異文化理解講読Ｃａ 2H2191 欠講 教員未定 1 2/3 H25～R3 未定 異文化理解

異文化理解講読Ｃｂ 2H2192 欠講 教員未定 1 2/3 H25～R3 未定 異文化理解

異文化理解講読Ｄ 2H220 前：月３（２２６） 渡部　学 1 2/3 H25～R3 前期 異文化理解

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

微分と積分Ａ 2F801 欠講 佐藤　得志 2 1 H25～R3 欠講

微分と積分Ｂ 2F802 欠講 佐藤　得志 2 1 H25～R3 欠講

幾何の基礎 2F805 後：月４（９２０） 鎌田　博行 2 3/4 H25～R3 未定

解析の基礎 2F806 後：水３（９２０） 清水　悟 2 3/4 H25～R3 未定

初等数学特選題目 2F807 欠講 佐藤　得志 2 3/4 H25～R3 未定

代数の基礎 2F808 後：火４（７３０） 高瀬　幸一 2 3/4 H25～R3 未定

数学コース卒業研究演習ａ 2F8911 通：集中 花園　隼人 6 4 H25～R3
通年集
中

数学コース卒業研究演習ｂ 2F8912 通前：火２・３・５（９２４）.通後：火３・
４・５（９２４）

市川　啓 6 4 H25～R3 未定

数学コース卒業研究演習ｃ 2F8913 通：集中 佐藤　得志 6 4 H25～R3 未定

英語コミュニケーションコース
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数学コース卒業研究演習ｄ 2F8914 通：集中 鎌田　博行 6 4 H25～R3 未定

数学コース卒業研究演習ｅ 2F8915 通：集中 田谷　久雄 6 4 H25～R3 未定

数学コース卒業研究演習ｆ 2F8916 通：集中 高瀬　幸一 6 4 H25～R3 未定

代数学入門 2H305 前：火４（２２１） 田谷　久雄 2 2 H25～R3 未定 代数学

幾何学入門Ａ 2H310 前：火５（２１０） 鎌田　博行 2 2 H25～R3 開講 幾何学

幾何学入門Ｂ 2H311 後：木２（２１０） 鎌田　博行 2 2 H25～R3 開講 幾何学

解析学入門 2H315 前：木３（２３２） 尾畑　伸明 2 2 H25～R3 未定 解析学

線形代数学Ａ 2H324 前：火４（２２９） 高瀬　幸一 2 1/2/3 H25～R3 未定 代数学

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

理科講義Ａ 2F901 後：月１（２２６） 西山　正吾 2 1/2 H25～R3 欠講

理科講義Ｂ 2F902 欠講 池山　剛　ほか 2 1/2 H25～R3 未定

理科講義Ｃ 2F903 欠講 小林　恭士　ほか 2 1/2 H25～R3 開講

理科講義Ｄ 2F904 後：金２（２２３） 高田　淑子 2 1/2 H25～R3 未定

理科演習Ａ 2F906 後：火４（２３２） 内山　哲治　ほか 2 3 H25～R3 後期

理科演習Ｂ 2F907 後（一部集中）：火４（９２１） 笠井　香代子　ほか 2 3 H25～R3 未定

理科演習Ｃ 2F908 後：火４（理-生１実室） 棟方　有宗　ほか 2 3 H25～R3 未定

理科演習Ｄ 2F909
後（一部集中）：月５（理-地１実
室）

川村　寿郎　ほか 2 3 H25～R3 未定

卒業研究 2F991 通：集中 内山　哲治　ほか 6 4 H25～R3 開講

物理学実験Ｉｂ 2H4082
前（一部集中）：木３・４・５（理-
物１実室）

内山　哲治　ほか 2 2/3 H25～R3 前期
物理学実験（コンピュータ活用を含
む。）

化学実験Ｉｂ 2H4092
前（一部集中）：金３・４・５（理-
化１実室）

池山　剛　ほか 2 2/3 H25～R3 未定
化学実験（コンピュータ活用を含
む。）

生物学実験Ｉｂ 2H4102 後：木３・４・５（理-生１実室） 出口　竜作　ほか 2 2/3 H25～R3 後期
生物学実験（コンピュータ活用を含
む。）

地学実験Ｉｂ 2H4112
後：金３・４・５（理-理１実室／理
-多実室）

川村　寿郎　ほか 2 2/3 H25～R3 開講
地学実験（コンピュータ活用を含
む。）

理科教育学演習 2H432
前：木２（理-多実室／図-スパラ
ボ）

中山　慎也 2 3 H25～R3 未定 教科又は教職（理科）（～H30）
大学が独自に設定する科目（理科）（H31 ～）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

機械工作 2G101 欠講 2 2 H25～R3 欠講

教材植物の栽培･利用 2G106 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 未定

電気・情報ものづくり 2G107 後：火４（1-技実習室１） 水谷　好成 2 2 H25～R3 未定

教育と情報システム論 2G108 前：火１（10-情シ実室） 岡本　恭介 2 1 H25～R3 欠講

卒業研究 2G191 通：集中 水谷　好成　ほか 6 4 H25～R3 通年

木材加工入門 2H501 前：月４（２２４） 板垣　翔大 2 1 H25～R3 前期
木材加工（製図及び実習を含む。）･
工業

電気技術入門 2H506 前：木５（２２３） 水谷　好成 2 2 H25～R3 未定 電気･工業

教材植物入門 2H512 前：集中 金澤　俊成 2 1 H25～R3 未定 栽培

情報ものづくり教材演習 2H515 後：集中 板垣　翔大　ほか 2 3 H25～R3
後期集
中

コンピュータネットワークの活用 2H522 後：木５（遠隔） 安藤　明伸 2 3 H25～R3 欠講
情報とコンピュータ（実習を含
む。）･工業

機械技術入門 2H527 前：木５（２３２） 古田　このみ 2 2 H25～R3 開講 機械･工業

情報技術 2L104 後：金１（1-技実習室１） 岩本　正敏　ほか 2 3 H25～R3 未定
情報とコンピュータ（実習を含
む。）･工業

情報・ものづくりコース

理科コース
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

家庭科ゼミナール 2G201 欠講 菅原　正則 2 1 H25～R3 欠講

初等教育家庭科演習 2G202 通：水５（研究室） 菅原　正則　ほか 2 3 H25～R3 通年

卒業研究 2G291 通：集中 菅原　正則　ほか 6 4 H25～R3 通年

被服の材料 2H604 集中 宮田　剣 2 3 H25～R3 前期 被服学

編織学 2H605 前：金１（1-家被実室／２２８） 西川　重和 2 3 H25～R3 前期 被服学

食品の科学 2H607 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 未定 食物学（食品学を含む。）

食物と栄養 2H608 前：木３（２２３） 亀井　文 2 2 H25～R3 未定 食物学（栄養学を含む。）

生活と住居 2H610 前：月５（２３３） 菅原　正則 2 3 H25～R3 前期 住居学

発達と保育 2H612 前：火４（２２３） 香曽我部　琢 2 3 H25～R3 前期 保育学

家庭科実験 2H620 通：金３・４（２３２） 小林　仁　ほか 2 2 H25～R3 通年 教科又は教職（家庭）（～H30）
大学が独自に設定する科目（家庭）（H31～）

被服学実験･実習Ａ 2H621 前：月４・５（理-理１実室） 西川　重和 1 1 H25～R3 前期 被服学（被服製作実習を含む。）

被服学実験･実習Ｂ 2H622 後：木３・４（1-家被実室） 加藤　博子 1 1 H25～R3 集中 被服学（被服製作実習を含む。）

食物学実験･実習Ａ 2H623 前：木４・５（1-家食実室） 八巻　美智子 1 2 H25～R3 未定 食物学（調理実習を含む。）

食物学実験･実習Ｂ 2H624 後：木３・４（1-家食実室） 亀井　文 1 2 H25～R3 未定 食物学（調理実習を含む。）

住居学実験･実習Ａ 2H625 前：木３・４（２３３） 菅原　正則 1 1 H25～R3 開講 住居学（製図を含む。）

住居学実験･実習Ｂ 2H626 後：金３・４（２３３） 菅原　正則 1 3 H25～R3 後期 住居学

保育学実験･実習Ｂ 2H628 後：木３・４（２３２） 香曽我部　琢 1 3 H25～R3 開講 保育学（実習を含む。）

保育学実験･実習Ａ 2H629 後：月４・５（9-生実室） 香曽我部　琢 1 1 H25～R3 開講 保育学（実習を含む。）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

音楽基礎演習Ａ（声楽） 2G301 欠講 髙橋　真美　ほか 2 1/2 H25～R3 欠講

音楽基礎演習Ｂ（ピアノ） 2G302 欠講 教員未定　ほか 2 1/2 H25～R3 欠講

音楽基礎演習Ｃ（指揮と表現） 2G303 欠講 日比野　裕幸 2 1/2 H25～R3 未定

音楽基礎演習Ｄ（作曲･音楽理論） 2G304 欠講 木下　和彦 2 1/2 H25～R3 未定

音楽基礎演習Ｅ（音楽学） 2G305 欠講 小塩　さとみ 2 1/2 H25～R3 欠講

キーボード・ハーモニー 2G307 前：金４（音-１演室） 吉川　和夫 2 1/2 H25～R3 未定
音楽理論、作曲法（編曲法を含
む。）

卒業研究 2G391 通：集中 音楽教育授業運営部会 6 4 H25～R3 開講

ソルフェージュａ 2H7011 後：火４（４３０） 石丸　友貴 2 1/2 H25～R3 開講 ソルフェージュ

ソルフェージュｂ 2H7012 欠講 石丸　友貴 2 1/2 H25～R3 欠講 ソルフェージュ

合唱 2H708 通：木３（音-４演室） 原田　博之 2 全 H25～R3 通年 声楽（合唱）

合奏（弦楽） 2H713 通：金３（音-４演室） 青田　知子 2 全 H25～R3 通年 器楽（合奏）

合奏（吹奏楽） 2H714 通：金３（音-４演室） 青田　知子 2 全 H25～R3 通年 器楽（合奏）

民族音楽演習Ｂ 2H719 欠講 飯田　茂樹　ほか 2 全 H25～R3 集中

音楽学概論 2H725 前：火４（４３０） 小塩　さとみ 2 1/2 H25～R3 開講
音楽史（日本の伝統音楽･･･を含
む。）

家庭科コース

音楽コース
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

造形 2G401 欠講 平垣内　清 2 2/3 H25～R3 欠講

生活デザイン 2G402 欠講 浅野　治志　ほか 2 2/3 H25～R3 欠講

鑑賞 2G403 後：火４（美-デ工演室） 安彦　文平 2 2/3 H25～R3 欠講 美術理論及び美術史

卒業研究 2G491 通：集中 教員未定 6 4 H25～R3 通年

絵画基礎 2H801 欠講 安彦　文平 2 1 H25～R3 欠講 絵画（映像メディア表現を含む。）

彫塑基礎 2H805 後：木３（美-彫塑アト） 虎尾　裕 2 1 H25～R3 後期 彫刻

デザイン基礎 2H809 欠講 平垣内　清 2 1 H25～R3 欠講
デザイン（映像メディア表現を含
む。）

工芸基礎 2H813 前：月４（４１０） 須田　聡宏 2 1 H25～R3 前期 工芸

クラフト 2H817 欠講 2 2/3 H25～R3 未定 工芸

美術理論・美術史基礎 2H818 欠講 瀬戸　典彦 2 1 H25～R3 欠講
美術理論及び美術史（鑑賞･日本
の･･･を含む。）

美術特殊演習Ａ 2H821 集中 安彦　文平 2 3/4 H25～R3 欠講

美術特殊演習Ｂ 2H822 欠講 平垣内　清 2 3/4 H25～R3 欠講

映像表現Ａ 2H823 前：水３（４１０） 小岩　勉 2 3/4 H25～R3 欠講 絵画

映像表現Ｂ 2H824 後：月５（情-情２演室） 鈴木　専 2 3/4 H25～R3 開講 デザイン

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

体育･健康基礎演習 2G501 欠講 黒川　修行　ほか 2 1 H25～R3 欠講

体育･健康･スポーツ演習 2G502 欠講 池田　晃一　ほか 2 2 H25～R3 欠講

卒業研究 2G591 通：集中 池田　晃一　ほか 6 4 H25～R3 通年

体育基礎理論 2H901 欠講 木下　英俊　ほか 2 1 H25～R3 未定

健康科学基礎理論 2H902 欠講 黒川　修行 2 1 H25～R3 欠講

保健体育研究法演習 2H916 通：水５（２３１） 池田　晃一　ほか 4 3 H25～R3 通年

体育実技 2H917
通（一部集中）：木５（８２１／体
育館／プール）

沼倉　学　ほか 2 1 H25～R3
通年＋
一部集

体育実技

器械運動 2H918 前：月５（表現-実２） 木下　英俊 1 2/3 H25～R3 前期 体育実技

陸上競技 2H919
前：木４（陸上競技場／体育館／表
現-実１）

柴山　一仁 1 2/3 H25～R3 前期 体育実技

サッカーＩ 2H920
後：月４（陸上競技場／体育館／表
現-実１）

池田　晃一 1 全 H25～R3 後期 体育実技

バスケットボールＩ 2H921 前：月４（体育館） 杉浦　弘一 1 全 H25～R3 前期 体育実技

水泳 2H922 集中 渡邉　泰典　ほか 1 2/3 H25～R3 集中 体育実技

舞踊Ｂ 2H936 後：水４（８２１） 安藤　正樹 1 全 H25～R3 後期 体育実技

舞踊ＡＩ 2H937 前：金２（８２１／ダンス室） 佐藤　節子 1 全 H25～R3 後期 体育実技

美術コース

体育・健康コース
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

国語基礎講読 2H002 前：木２（２２３） 津田　智史　ほか 2 1 H25～R3 未定

国語学概論 2H003 前：火４（７２０） 津田　智史 2 2 H25～R3 前期 国語学（音声言語・・・を含む）

国語学講義Ａ 2H004 後：火４（２２６） 津田　智史 2 2/3/4 H25～R3 欠講 国語学

国語学講義Ｂ 2H005 欠講 津田　智史 2 2/3/4 H25～R3 開講 国語学

国語学演習Ａ 2H006 前：火２（２２９） 津田　智史 2 2/3/4 H25～R3 開講 国語学

国語学演習Ｂ 2H007 欠講 2 2/3/4 H25～R3 欠講 国語学

国語学演習Ｃ 2H008 後：火２（２２３） 津田　智史 2 2/3/4 H25～R3 開講 国語学

国語学演習Ｄ 2H009 欠講 津田　智史 2 2/3/4 H25～R3 欠講 国語学

国文学概論 2H010 前：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2 H25～R3 前期 国文学

国文学講義Ａ 2H011 後：木３（７２１） 仲谷　健太郎 2 2/3/4 H25～R3 開講 国文学

国文学講義Ｂ 2H012 後：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2/3/4 H25～R3 後期 国文学

国文学演習Ａ 2H013 前：火２（２３１） 仲谷　健太郎 2 2/3/4 H25～R3 開講 国文学

国文学演習Ｂ 2H014 後：木２（２２３） 仲谷　健太郎 2 2/3/4 H25～R3 開講 国文学

国文学演習Ｃａ 2H0151 前：火３（３２１） 廣瀬　航也 2 2/3/4 H25～R3 前期 国文学

国文学演習Ｃｂ 2H0152 前：木４（３２１） 中地　文 2 2/3/4 H25～R3 前期 国文学

国文学演習Ｄａ 2H0161 後：火２（３２２） 廣瀬　航也 2 2/3/4 H25～R3 後期 国文学

国文学演習Ｄｂ 2H0162 後：木４（３２１） 中地　文 2 2/3/4 H25～R3 後期 国文学

国文学史Ａ 2H017 前：木３（２３１） 仲谷　健太郎 2 2/3/4 H25～R3 開講 国文学史

国文学史Ｂ 2H018 後：水４（７３１） 虫明　美喜 2 2/3/4 H25～R3 未定 国文学史

漢文学概論 2H019 前：水４（２１０） 渡部　東一郎 2 2 H25～R3 開講 漢文学

漢文学講義Ａ 2H020 後：水４（７２０） 三田　辰彦 2 2/3/4 H25～R3 開講 漢文学

漢文学講義Ｂ 2H021 欠講 教員未定 2 2/3/4 H25～R3 未定 漢文学

漢文学演習Ａａ 2H0221 後：水３（２３６） 三田　辰彦 2 2/3/4 H25～R3 未定 漢文学

漢文学演習Ａｂ 2H0222 欠講 2 2/3/4 H25～R3 欠講 漢文学

漢文学演習Ｂａ 2H0231 欠講 三田　辰彦 2 2/3/4 H25～R3 未定 漢文学

漢文学演習Ｂｂ 2H0232 欠講 2 2/3/4 H25～R3 欠講 漢文学

国語教育演習Ａ 2H027 前：火３（２２３） 佐野　幹 2 3/4 H25～R3 未定

国語教育演習Ｂ 2H028 後：月２（3-国資室） 児玉　忠 2 3/4 H25～R3 欠講

書道演習 2H029 前：月５（２２１） 小野寺　東史 2 1/2 H25～R3 開講 書道（書写を中心とする。）

卒業研究 2H091 通：集中 児玉　忠　ほか 6 4 H25～R3 開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

社会科教育ゼミナール 2H101 欠講 田中　良英 2 1 H25～R3 欠講

日本史概論 2H102 後：木３（２３６） 堀田　幸義 2 1 H25～R3 後期 社会日本史･地歴日本史

日本史講義Ａ 2H103 前：金４（２３１） 堀田　幸義 2 2 H25～R3 前期 社会日本史･地歴日本史

日本史講義Ｂ 2H104 前：水３（２３２） 徳竹　亜紀子 2 1 H25～R3 未定 社会日本史･地歴日本史

日本史講義Ｃ 2H105 欠講 三好　俊文 2 2 H25～R3 未定 社会日本史･地歴日本史

国語教育専攻

社会科教育専攻

中等教育教員養成課程

専攻専門科目
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日本史講義Ｄ 2H106 欠講 藤澤　敦 2 2 H25～R3 未定 社会日本史･地歴日本史

外国史概論 2H107 後：月４（２３１） 田中　良英 2 1 H25～R3 後期 社会外国史･地歴外国史

外国史講義Ａ 2H108 前：木４（２２３） 田中　良英 2 2 H25～R3 前期 社会外国史･地歴外国史

外国史講義Ｂ 2H109 欠講 高橋　亨 2 2 H25～R3 後期 社会外国史･地歴外国史

外国史講義Ｃ 2H110 前：火４（２３６） 高橋　亨 2 2 H25～R3 欠講 社会外国史･地歴外国史

外国史講義Ｄ 2H111 欠講 田中　良英 2 2 H25～R3 欠講 社会外国史･地歴外国史

人文地理学概論 2H112 後：木２（３２２） 横山　貴史 2 1 H25～R3 後期 社会地理学･地歴人文地理学

人文地理学講義 2H113 前：木２（２２４） 横山　貴史 2 2 H25～R3 前期 社会地理学･地歴人文地理学

自然地理学概論 2H114 後：木５（７２０） 西城　潔 2 1 H25～R3 前期 社会地理学･地歴自然地理学

自然地理学講義 2H115 前：木５（２２６） 西城　潔 2 2 H25～R3 後期 社会地理学･地歴自然地理学

地誌学講義Ａ 2H116 後：火４（２３０） 西城　潔 2 1 H25～R3 欠講 社会地誌･地歴地誌

地誌学講義Ｂ 2H117 欠講 西城　潔 2 1 H25～R3 欠講 社会地誌･地歴地誌

法律学概論 2H118 集中 加藤　雄大 2 1 H25～R3 前期
社会法律学･公民法律学（国際法を含
む。）

政治学概論 2H122 前：金５（２３１） 石田　雅樹 2 2 H25～R3 前期
社会政治学･公民政治学（国際政治を
含む。）

政治学講義 2H123 後：金５（２２４） 石田　雅樹 2 2 H25～R3 後期 社会政治学･公民政治学

経済学概論 2H124 前：木２（７２０） 泉　正樹 2 2 H25～R3 未定
社会経済学･公民経済学（国際経済を
含む。）

経済学講義 2H125 後：木２（２３２） 泉　正樹 2 2 H25～R3 未定 社会経済学･公民経済学

社会学概論 2H126 前：金４（７３０） 山内　明美 2 2 H25～R3 前期 社会社会学･公民社会学

社会学講義 2H127 後：金４（２２３） 山内　明美 2 2 H25～R3 後期 社会社会学･公民社会学

哲学概論 2H128 前：金３（２３１） 川﨑　惣一 2 2 H25～R3 前期 社会哲学･公民哲学

哲学講義 2H129 後：金３（２２９） 川﨑　惣一 2 2 H25～R3 後期 社会哲学･公民哲学

倫理学概論 2H130 前：水４（２３６） 池田　準 2 2 H25～R3 前期 社会倫理学･公民倫理学

倫理学講義 2H131 欠講 池田　準 2 2 H25～R3 未定 社会倫理学･公民倫理学

法律学講義 2H149 欠講 佐俣　紀仁 2 2 H25～R3 後期 社会法律学･公民法律学

地理学実習Ａ 2H132 前：火５（3-社地理実室） 横山　貴史 2 3 H25～R3 前期 社会地理学･地歴人文地理学

地理学実習Ｂ 2H133 前（一部集中）：木４（３２２） 西城　潔 2 3 H25～R3 前期 社会地理学･地歴自然地理学

社会学実習 2H134 集中 山内　明美 2 3 H25～R3 開講 社会社会学･公民社会学

日本史演習 2H135 通：木４（３４１） 堀田　幸義 2 3/4 H25～R3 通年 社会日本史･地歴日本史

地理学演習Ａ 2H137 通：木４（3-社地理実室） 横山　貴史 2 3/4 H25～R3 通年 社会地理学･地歴人文地理学

地理学演習Ｂ 2H138 通：木３（３２２） 西城　潔 2 3/4 H25～R3 通年 社会地理学･地歴自然地理学

政治学演習 2H141 通：木４（２２４／２３１） 石田　雅樹 2 3/4 H25～R3 通年 社会政治学･公民政治学

経済学演習 2H142 欠講 竹内　洋 2 3/4 H25～R3 未定 社会経済学･公民経済学

社会学演習 2H143
通前：水４（２２９）.通後：月５
（２２９）

山内　明美 2 3/4 H25～R3 通年 社会社会学･公民社会学

哲学演習 2H144 通：木４（２２７） 川﨑　惣一 2 3/4 H25～R3 通年 社会哲学･公民哲学

社会科教育演習Ａ 2H146 通：木４（3-社実室） 松岡　尚敏 2 3/4 H25～R3 通年

社会科教育演習Ｂ 2H147 通：金２（２２４） 吉田　剛 2 3/4 H25～R3 通年

法律学演習 2H148 欠講 教員未定 2 3/4 H25～R3 欠講 社会法律学･公民法律学

外国史演習Ａ 2H150 通：金５（２２８） 田中　良英 2 3/4 H25～R3 通年 社会外国史･地歴外国史

外国史演習Ｂ 2H151 欠講 教員未定 2 3/4 H25～R3 欠講 社会外国史･地歴外国史

卒業研究 2H191 通：集中 教員未定 6 4 H25～R3 通年
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

英語講読Ａ 2H201 欠講 竹森　徹士 1 1 H25～R3 欠講

英語講読B 2H202 欠講 高橋　潔 1 1 H25～R3 欠講

英文法概論Ａ 2H203 欠講 高橋　潔 1 1/2 H25～R3 未定 英語学

英文法概論Ｂ 2H204 欠講 高橋　潔 1 1/2 H25～R3 欠講 英語学

英語音声学概論 2H205 前：火４（２２６） 和田　あずさ 2 1/2 H25～R3 前期 英語学

英米文学作品論 2H206 前：火４（２１０） 竹森　徹士 2 1/2 H25～H30 開講 英米文学

英米文学テーマ論 2H207 前：木２（２３６） 大河内　昌 2 2 H25～H30 開講 英米文学

第二言語習得論 2H2082 前：金１（２２４） 佐藤　博晴 2 2/3 H25～R3 後期

英会話Ａ（中等） 2H209 通：水３（４２０） R. キャンベル 2 1/2 H25～R3 通年 英語コミュニケーション

英会話Ｂ（中等） 2H210 通：水３（４２０） R. キャンベル 2 1/2 H25～R3 通年 英語コミュニケーション

英会話Ｃ（中等） 2H211 通：木５（２３６） M. ナール 2 2/3 H25～R3 通年 英語コミュニケーション

英会話Ｄ（中等） 2H212 欠講 教員未定 2 2/3 H25～R3 欠講 英語コミュニケーション

英作文Ａａ 2H2131 前：水４（２３１） D. ダードン 1 1/2 H25～R3 前期 英語コミュニケーション

英作文Ａｂ 2H2132 欠講 教員未定 1 1/2 H25～R3 欠講 英語コミュニケーション

英作文Ｂａ 2H2141 後：水４（２３１） D. ダードン 1 1/2 H25～R3 後期 英語コミュニケーション

英作文Ｂｂ 2H2142 欠講 教員未定 1 1/2 H25～R3 欠講 英語コミュニケーション

英語コミュニケーション研究演習 2H216
通前：水２（２３６）.通後：火４
（２３６）

D. ダードン 2 4 H25～R3 通年

異文化理解講読Ａａ 2H2171 後：金３（２２１） 竹森　徹士 1 2/3 H25～R3 開講 異文化理解

異文化理解講読Ａｂ 2H2172 欠講 竹森　徹士 1 2/3 H25～R3 欠講 異文化理解

異文化理解講読Ｂａ 2H2181 後：金４（２３６） 高橋　潔 1 2/3 H25～R3 開講 異文化理解

異文化理解講読Ｂｂ 2H2182 後：月３（２３１） 渡部　学 1 2/3 H25～R3 開講 異文化理解

異文化理解講読Ｃａ 2H2191 欠講 教員未定 1 2/3 H25～R3 未定 異文化理解

異文化理解講読Ｃｂ 2H2192 欠講 教員未定 1 2/3 H25～R3 未定 異文化理解

異文化理解講読Ｄ 2H220 前：月３（２２６） 渡部　学 1 2/3 H25～R3 前期 異文化理解

英語学演習Ａ 2H221 前：金３（２２１） 高橋　潔 2 2/3 H25～R3 開講 英語学

英語学演習Ｂ 2H222 欠講 高橋　潔 2 2/3 H25～R3 開講 英語学

英語学演習Ｃ 2H223 前：金３（２２１） 高橋　潔 2 2/3 H25～R3 開講 英語学

英語学演習Ｄ 2H224 欠講 高橋　潔 2 2/3 H25～R3 開講 英語学

英米文学演習Ａ 2H225 後：木２（２２９） 大河内　昌 2 2/3 H25～H30 欠講 英米文学

英米文学演習Ｂ 2H226 欠講 竹森　徹士 2 2/3 H25～H30 未定 英米文学

現代文法論 2H227 後：木３（２２１） 高橋　潔 2 2/3 H25～R3 未定 英語学

英米文化論 2H228 後：金３（２２１） 竹森　徹士 2 2/3 H25～R3 開講 異文化理解

英米文学論 2H229 欠講 竹森　徹士 2 2/3 H25～H30 未定 英米文学

日英対照言語学 2H230 欠講 高橋　潔 2 2/3 H25～R3 未定 異文化理解

西洋文化 2H231 欠講 教員未定 2 2/3 H25～R3 欠講 異文化理解

英語コミュニケーション演習Ａ 2H235 未定 教員未定 1 2/3 H25～R3 前期

英語コミュニケーション演習Ｂ 2H236 未定 教員未定 1 2/3 H25～R3 後期

英語文学作品論 2H237 前：火４（２１０） 竹森　徹士 2 1/2 H31～R3 未定 英語文学

英語文学テーマ論 2H238 前：木２（２３６） 大河内　昌 2 2 H31～R3 開講 英語文学

英語文学演習Ａ 2H239 後：木２（２２９） 大河内　昌 2 2/3 H31～R3 欠講 英語文学

英語教育専攻
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英語文学演習Ｂ 2H240 欠講 竹森　徹士 2 2/3 H31～R3 未定 英語文学

英語文学論 2H241 欠講 竹森　徹士 2 2/3 H31～R3 未定 英語文学

英語教育卒業研究演習ａ 2H2911 欠講 教員未定 6 4 H25～R3 未定

英語教育卒業研究演習ｂ 2H2912 集中 鈴木　渉 6 4 H25～R3 通年

英語教育卒業研究演習ｃ 2H2913 通：集中 戸塚　将 6 4 H25～R3 未定

英語教育卒業研究演習ｄ 2H2914 通：集中 和田　あずさ 6 4 H25～R3
通年集
中

英語教育卒業研究演習ｅ 2H2915 通：集中 竹森　徹士 6 4 H25～R3 開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

微分積分学Ａ 2H301
前：月その他（２２１）.前：木その
他（２２１）

佐藤　得志 4 1 H25～R3 未定 解析学

微分積分学Ｂ 2H302
後：月その他（２２１）.後：木その
他（２２１）

佐藤　得志 4 1 H25～R3 未定 解析学

代数学入門 2H305 前：火４（２２１） 田谷　久雄 2 2 H25～R3 未定 代数学

代数学基礎講義 2H306 後：火４（２２７） 田谷　久雄 2 2 H25～R3 未定 代数学

代数学講義Ａ 2H307 前：水５（２２１） 高瀬　幸一 2 3/4 H25～R3 未定 代数学

代数学講義Ｂ 2H308 後：水５（２３０） 高瀬　幸一 2 3/4 H25～R3 未定 代数学

代数学講義Ｃ 2H309 後：火２（２２６） 尾形　庄悦 2 3/4 H25～R3 未定 代数学

幾何学入門Ａ 2H310 前：火５（２１０） 鎌田　博行 2 2 H25～R3 開講 幾何学

幾何学入門Ｂ 2H311 後：木２（２１０） 鎌田　博行 2 2 H25～R3 開講 幾何学

幾何学講義Ａ 2H312 後：月３（２２１） 鎌田　博行 2 3/4 H25～R3 未定 幾何学

幾何学講義Ｂ 2H313 欠講 2 3/4 H25～R3 未定 幾何学

幾何学講義Ｃ 2H314 前：金１（２２３） 土橋　宏康 2 3/4 H25～R3 欠講 幾何学

解析学入門 2H315 前：木３（２３２） 尾畑　伸明 2 2 H25～R3 未定 解析学

解析学基礎講義 2H316 後：月２（２２３） 村上　斉 2 2 H25～R3 未定 解析学

解析学講義Ａ 2H317 前：水３（２３６） 清水　悟 2 3/4 H25～R3 後期 解析学

解析学講義Ｂ 2H318 後：水３（２２１） 須川　敏幸 2 3/4 H25～R3 欠講 解析学

解析学講義Ｃ 2H319 欠講 福泉　麗佳 2 3/4 H25～R3 開講 解析学

確率論･統計学Ａ 2H320 前：金４（２２１） 佐藤　得志 2 3 H25～R3 前期 確率論･統計学

確率論･統計学Ｂ 2H321 後：月１（２２７） 佐藤　得志 2 3 H25～R3 後期 確率論･統計学

コンピュータ 2H322 後：火５（４２０／遠隔） 田谷　久雄 2 2 H25～R3 開講 コンピュータ

数学特選題目 2H323 後：金２（９２０） 土橋　宏康 2 3/4 H25～R3 未定

線形代数学Ａ 2H324 前：火４（２２９） 高瀬　幸一 2 1/2/3 H25～R3 未定 代数学

線形代数学Ｂ 2H325 後：木２（２２１） 田谷　久雄 2 1/2/3 H25～R3 未定 代数学

数学教育卒業研究演習ａ 2H3911 通：火３・４・５（9-数１討室） 花園　隼人 6 4 H25～R3 未定

数学教育卒業研究演習ｂ 2H3912 通前：火２・３・５（９２４）.通後：火３・
４・５（９２４）

市川　啓 6 4 H25～R3 未定

数学教育卒業研究演習ｃ 2H3913 前：木３・４・５（9-数１討室）.後：木２・
３・４（9-数１討室）

佐藤　得志 6 4 H25～R3 未定

数学教育卒業研究演習ｄ 2H3914 通：木３・４・５（９２０） 鎌田　博行 6 4 H25～R3 未定

数学教育卒業研究演習ｅ 2H3915 通：木３・４・５（9-数計室） 田谷　久雄 6 4 H25～R3 未定

数学教育卒業研究演習ｆ 2H3916 通：木３・４・５（９２１） 高瀬　幸一 6 4 H25～R3 未定

数学教育専攻
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

理科基礎実験 2H403 欠講 内山　哲治　ほか 2 1 H25～R3 欠講

物理学講義Ｉ 2H404
後：月５（４２０）.後：水１（４２
０）

西山　正吾　ほか 4 1 H25～R3 後期 物理学

化学講義Ｉ 2H405
後：火４（２２９）.後：水２（２２
９）

笠井　香代子　ほか 4 1 H25～R3 後期 化学

生物学講義Ｉ 2H406 前（一部集中）：火４（２３０）.後（一部集
中）：月４（２３０）

小林　恭士　ほか 4 2 H25～R3 開講 生物学

地学講義Ｉ 2H407
通前：火３（２３０）.通後：木２
（２３１）

川村　寿郎　ほか 4 2 H25～R3 通年 地学

物理学実験Ｉａ 2H4081
前（一部集中）：木３・４・５（理-
物１実室）

内山　哲治　ほか 2 2 H25～R3 前期
物理学実験（コンピュータ活用を含
む。）

化学実験Ｉａ 2H4091
前（一部集中）：金３・４・５（理-
化１実室）

池山　剛　ほか 2 2 H25～R3 未定
化学実験（コンピュータ活用を含
む。）

生物学実験Ｉａ 2H4101 後：木３・４・５（理-生１実室） 出口　竜作　ほか 2 2 H25～R3 後期
生物学実験（コンピュータ活用を含
む。）

地学実験Ｉａ 2H4111
後：金３・４・５（理-理１実室／理
-多実室）

川村　寿郎　ほか 2 2 H25～R3 開講
地学実験（コンピュータ活用を含
む。）

物理学講義ＩＩＡ 2H412 後：月３（２２７） 西山　正吾 2 2/3 H25～R3 未定 物理学

物理学講義ＩＩＢ 2H413 欠講 内山　哲治 2 2/3 H25～R3 未定 物理学

化学講義ＩＩＡ 2H415 欠講 猿渡　英之 2 2/3 H25～R3 未定 化学

化学講義ⅡＢ 2H416 前：月３（２３６） 笠井　香代子 2 2/3 H25～R3 欠講 化学

生物学講義ＩＩＡ 2H418 欠講 棟方　有宗　ほか 2 2/3 H25～R3 開講 生物学

生物学講義ⅡＢ 2H419
前（一部集中）：火４（理-生１実
室）

小林　恭士　ほか 2 2/3 H25～R3 欠講 生物学

地学講義ＩＩＡ 2H421 欠講 高田　淑子 2 2/3 H25～R3 開講 地学

地学講義ⅡＢ 2H422 後：水１（２３１） 菅原　敏 2 2/3 H25～R3 欠講 地学

物理学実験ＩＩ 2H424 前：金３・４・５（理-物１実室） 内山　哲治　ほか 2 3 H25～R3 前期 物理学実験

化学実験ＩＩ 2H425 前（一部集中）：木３・４・５（理-化２実室／
理-化１実室）

池山　剛　ほか 2 3 H25～R3 未定 化学実験

生物学実験ＩＩ 2H426
前（一部集中）：金３・４・５（理-
生１実室）

出口　竜作　ほか 2 3 H25～R3 未定 生物学実験

地学実験ＩＩ 2H427
前：木３・４・５（理-理１実室／理
-多実室）

川村　寿郎　ほか 2 3 H25～R3 未定 地学実験

物理学演習 2H428 後：火４（９２０） 内山　哲治　ほか 2 3 H25～R3 後期

化学演習 2H429 後（一部集中）：火４（２２８） 笠井　香代子　ほか 2 3 H25～R3 未定

生物学演習 2H430 後：火４（理-生２実室） 棟方　有宗　ほか 2 3 H25～R3 未定

地学演習 2H431 後（一部集中）：月５（２２３） 川村　寿郎　ほか 2 3 H25～R3 後期

理科教育学演習 2H432
前：木２（理-多実室／図-スパラ
ボ）

中山　慎也 2 3 H25～R3 未定 教科又は教職（理科）（～H30）
大学が独自に設定する科目（理科）（H31 ～）

物理学講義ⅡＣ 2H434 前：金２（２３３） 福田　善之 2 3/4 H25～R3 欠講 物理学

化学講義ＩＩＣ 2H435 欠講 池山　剛 2 3/4 H25～R3 未定 化学

生物学講義ⅡＣ 2H436 後：火３（７２１） 出口　竜作 2 3/4 H25～R3 欠講 生物学

地学講義ⅡＣ 2H437 後：木２（４２０） 川村　寿郎 2 3/4 H25～R3 未定 地学

卒業研究 2H491 通：集中 内山　哲治　ほか 6 4 H25～R3 開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

木材加工入門 2H501 前：月４（２２４） 板垣　翔大 2 1 H25～R3 前期
木材加工（製図及び実習を含む。）･
工業

金属加工入門 2H502 後：月４（２２４） 小沢　喜仁　ほか 2 1 H25～R3 開講
金属加工（製図及び実習を含む。）･
工業

木材加工実験実習 2H503 前：木３・４（技-木工実室） 板垣　翔大 2 2 H25～R3 前期 木材加工（実習を含む。）･工業

電気技術入門 2H506 前：木５（２２３） 水谷　好成 2 2 H25～R3 未定 電気･工業

電気技術基礎 2H507 後：木５（２２３） 水谷　好成 2 2 H25～R3 未定 電気･工業

情報工学入門 2H510
前：水１（1-技実習室１／10-情シ実
室）

岡本　恭介　ほか 2 2 H25～R3 前期
情報とコンピュータ（実習を含
む。）･工業
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教材植物入門 2H512 前：集中 金澤　俊成 2 1 H25～R3 未定 栽培

製図 2H514 欠講 教員未定 2 1 H25～R3 未定 金属加工（製図を含む。）･工業

情報ものづくり教材演習 2H515 後：集中 板垣　翔大　ほか 2 3 H25～R3
後期集
中

金属加工実験実習 2H516 後：木３・４（技-金工実室） 佐藤　勇貴 2 2 H25～R3 開講 金属加工（実習を含む。）･工業

木材加工応用 2H517 未定 安孫子　啓 2 2/3 H25～R3 欠講 木材加工･工業

金属加工応用 2H518 欠講 教員未定 2 2/3 H25～R3 未定 金属加工･工業

コンピュータネットワークの活用 2H522 後：木５（遠隔） 安藤　明伸 2 3 H25～R3 欠講
情報とコンピュータ（実習を含
む。）･工業

職業指導 2H526 欠講 2 2/3/4 H25～R3 欠講 工業（職業指導）

機械技術入門 2H527 前：木５（２３２） 古田　このみ 2 2 H25～R3 開講 機械･工業

機械技術実験実習 2H528 後：金３・４（1-技実習室１） 古田　このみ 2 2 H25～R3 開講 機械（実習を含む。）･工業

電気技術実験実習ａ 2H5291 後：月３・４（1-技電工実室） 水谷　好成 2 2 H25～R3 後期 電気（実習を含む。）･工業

電気技術実験実習ｂ 2H5292
後（一部集中）：水３・４（1-技電
工実室）

水谷　好成 2 2 H25～R3 欠講 電気（実習を含む。）･工業

電気技術応用 2H530 後：火２（1-技電工実室） 水谷　好成 2 3 H25～R3 未定 電気・工業

情報技術実験実習 2H531 前：月３・４（1-技実習室１） 水谷　好成 2 2 H25～R3 未定
情報とコンピュータ（実習を含
む。）･工業

栽培実験実習 2H532 通前：金３・４（1-技実習室１／栽実圃場）.通
後：水２・３（1-技実習室１／栽実圃場）

金澤　俊成 4 2 H25～R3 未定 栽培（実習を含む。）

機械技術応用 2H534 前：木４（1-技実習室２） 古田　このみ 2 3 H25～R3 未定 機械･工業

生物育成技術 2H535 欠講 教員未定 2 3/4 H25～R3 未定 栽培

卒業研究 2H591 通：集中 水谷　好成　ほか 6 4 H25～R3 通年

情報技術 2L104 後：金１（1-技実習室１） 岩本　正敏　ほか 2 3 H25～R3 未定
情報とコンピュータ（実習を含
む。）･工業

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

機械基礎 2H601 欠講 鈴木　明宏 2 全 H25～R3 開講
機械（～H30）
家庭機械（H31～）

電気基礎 2H602 後：金５（２３２） 野角　光治 2 全 H25～R3 欠講 家庭電気

材料加工 2H603 欠講 菅原　正則 2 1 H25～R3 欠講 教科又は教職（家庭）（～H30）
大学が独自に設定する科目（家庭）（H31～）

被服の材料 2H604 集中 宮田　剣 2 3 H25～R3 前期 被服学

編織学 2H605 前：金１（1-家被実室／２２８） 西川　重和 2 3 H25～R3 前期 被服学

生活と被服 2H606 後：水１（２３２） 西川　重和 2 3 H25～R3 後期 被服学

食品の科学 2H607 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 未定 食物学（食品学を含む。）

食物と栄養 2H608 前：木３（２２３） 亀井　文 2 2 H25～R3 未定 食物学（栄養学を含む。）

生活と食物 2H609 欠講 教員未定 2 3 H25～R3 欠講 食物学（食品学を含む。）

生活と住居 2H610 前：月５（２３３） 菅原　正則 2 3 H25～R3 前期 住居学

住居と環境 2H611 後：火４（1-生系共室２） 菅原　正則 2 3 H25～R3 後期 住居学

発達と保育 2H612 前：火４（２２３） 香曽我部　琢 2 3 H25～R3 前期 保育学

家族と保育 2H613 前：木４（２３２） 香曽我部　琢 2 3 H25～R3 欠講 保育学

健康の科学 2H614 前：金３（２３３） 亀井　文 2 2 H25～H30 未定 保育学（家庭看護を含む）

家庭の経営 2H615 後：水４（２２４） 牛渡　亮 2 全 H25～R3 欠講
家庭経営学（家族関係学及び家庭経
済学を含む。）

家族と生活 2H616 欠講 牛渡　亮 2 全 H25～R3 開講
家庭経営学（家族関係学及び家庭経
済学を含む。）

家庭科特別講義Ａ 2H617 欠講 千葉　ひろみ 2 全 H25～R3 欠講 教科又は教職（家庭）（～H30）
大学が独自に設定する科目（家庭）（H31～）

家庭科特別講義Ｂ 2H618 欠講 教員未定 2 全 H25～R3 欠講 教科又は教職（家庭）（～H30）
大学が独自に設定する科目（家庭）（H31～）

家庭科演習 2H619 通：水５（研究室） 菅原　正則　ほか 2 3 H25～R3 通年 教科又は教職（家庭）（～H30）
大学が独自に設定する科目（家庭）（H31～）

家庭科実験 2H620 通：金３・４（２３２） 小林　仁　ほか 2 2 H25～R3 通年 教科又は教職（家庭）（～H30）
大学が独自に設定する科目（家庭）（H31～）

被服学実験･実習Ａ 2H621 前：月４・５（理-理１実室） 西川　重和 1 1 H25～R3 前期 被服学（被服製作実習を含む。）

家庭科教育専攻

69



被服学実験･実習Ｂ 2H622 後：木３・４（1-家被実室） 加藤　博子 1 1 H25～R3 集中 被服学（被服製作実習を含む。）

食物学実験･実習Ａ 2H623 前：木４・５（1-家食実室） 八巻　美智子 1 2 H25～R3 未定 食物学（調理実習を含む。）

食物学実験･実習Ｂ 2H624 後：木３・４（1-家食実室） 亀井　文 1 2 H25～R3 未定 食物学（調理実習を含む。）

住居学実験･実習Ａ 2H625 前：木３・４（２３３） 菅原　正則 1 1 H25～R3 開講 住居学（製図を含む。）

住居学実験･実習Ｂ 2H626 後：金３・４（２３３） 菅原　正則 1 3 H25～R3 後期 住居学

保育学実験･実習Ｂ 2H628 後：木３・４（２３２） 香曽我部　琢 1 3 H25～R3 開講 保育学（実習を含む。）

保育学実験･実習Ａ 2H629 後：月４・５（9-生実室） 香曽我部　琢 1 1 H25～R3 開講 保育学（実習を含む。）

健康の科学 2H630 前：金３（２３３） 亀井　文 2 3 H31～R3 未定 保育学（家庭看護を含む）

卒業研究 2H691 通：集中 菅原　正則　ほか 6 4 H25～R3 通年

情報科学 2L103 後：集中（遠隔） 岡本　恭介　ほか 2 2 H25～R3
後期集
中

情報処理

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

ソルフェージュａ 2H7011 後：火４（４３０） 石丸　友貴 2 1/2 H25～R3 開講 ソルフェージュ

ソルフェージュｂ 2H7012 欠講 石丸　友貴 2 1/2 H25～R3 欠講 ソルフェージュ

声楽基礎 2H702 通：木４（８２０／音-４演室） 髙橋　真美　ほか 2 1 H25～R3 通年
声楽（日本の伝統的な歌唱を含
む。）

声楽ＩＡ 2H703 前：火４（８２０） 原田　博之 1 2/3/4 H25～R3 前期 声楽

声楽ＩＢａ 2H7041 後：月４（８２０） 髙橋　真美 1 2/3/4 H25～R3 開講 声楽

声楽ⅠＢｂ 2H7042 欠講 教員未定 1 2/3/4 H25～R3 欠講 声楽

声楽ＩＩＡａ 2H7051 前：月４（８２０） 髙橋　真美 1 3/4 H25～R3 開講

声楽ⅡＡｂ 2H7052 欠講 教員未定 1 3/4 H25～R3 欠講

声楽ＩＩＢ 2H706 後：火４（８２０） 原田　博之 1 3/4 H25～R3 開講

声楽アンサンブル 2H707 通：月５（８２０） 髙橋　真美 2 2/3/4 H25～R3 通年

合唱 2H708 通：木３（音-４演室） 原田　博之 2 全 H25～R3 通年 声楽（合唱）

ピアノ基礎 2H709 欠講 倉戸　テル 2 1 H25～R3 未定 器楽（伴奏を含む。）

ピアノＩａ 2H7101 通：月４（音-４演室） 倉戸　テル 2 1/2 H25～R3 開講 器楽（伴奏を含む。）

ピアノＩｂ 2H7102 欠講 倉戸　テル 2 1/2 H25～R3 未定 器楽（伴奏を含む。）

ピアノⅠｃ 2H7103 欠講 倉戸　テル 2 1/2 H25～R3 欠講 器楽（伴奏を含む。）

ピアノⅠｄ 2H7104 欠講 教員未定 2 1/2 H25～R3 未定 器楽（伴奏を含む。）

ピアノⅠｅ 2H7105 欠講 教員未定 2 1/2 H25～R3 欠講 器楽（伴奏を含む。）

ピアノＩＩａ 2H7111 通：月２（音-４演室） 倉戸　テル 2 2/3 H25～R3 開講

ピアノＩＩｂ 2H7112 通：月５（音-４演室） 浅野　純子　ほか 2 2/3 H25～R3 開講

ピアノⅡｃ 2H7113 通：火４（音-４演室） 倉戸　テル 2 2/3 H25～R3 未定

ピアノⅡｄ 2H7114 欠講 教員未定 2 2/3 H25～R3 未定

ピアノⅡｅ 2H7115 欠講 教員未定 2 2/3 H25～R3 未定

オルガン･チェンバロ 2H712 欠講 渡辺　真理 2 全 H25～R3 開講 器楽

合奏（弦楽） 2H713 通：金３（音-４演室） 青田　知子 2 全 H25～R3 通年 器楽（合奏）

合奏（吹奏楽） 2H714 通：金３（音-４演室） 青田　知子 2 全 H25～R3 通年 器楽（合奏）

和楽器 2H717 後：水３（８２０／８２１） 大学　みき子 2 全 H25～R3 開講 器楽（和楽器）

民族音楽演習Ａ（ガムラン） 2H718 集中 守屋　圭子 2 全 H25～R3 欠講

民族音楽演習Ｂ 2H719 欠講 飯田　茂樹　ほか 2 全 H25～R3 集中

音楽理論Ｉ 2H720 通：木５（４３０） 木下　和彦 2 1 H25～R3 開講 音楽理論（作曲、編曲法を含む。）

音楽理論ＩＩ 2H721 前：金２（音-１演室） 木下　和彦 2 2/3/4 H25～R3 開講
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作曲演習 2H722 後：金２（４３０） 木下　和彦 2 2/3/4 H25～R3 開講
作曲法（音楽理論、編曲法を含
む。）

音楽理論演習 2H723 後：金４（４３０） 吉川　和夫 2 3/4 H25～R3 未定

情報芸術演習 2H724 欠講 榊原　光裕 2 1/2 H25～R3 未定

音楽学概論 2H725 前：火４（４３０） 小塩　さとみ 2 1/2 H25～R3 開講
音楽史（日本の伝統音楽･･･を含
む。）

西洋音楽史 2H726 前：火５（音-１演室） 小塩　さとみ 2 全 H25～R3 開講 音楽史

日本音楽史 2H727 後：火４（音-１演室） 小塩　さとみ 2 全 H25～R3 開講 音楽史（日本の伝統音楽を含む。）

民族音楽学 2H728 前：月５（音-１演室） 小塩　さとみ 2 全 H25～R3 前期 音楽史（諸民族の音楽を含む。）

音楽学演習 2H729 前：木１（音-３演室） 小塩　さとみ 2 2/3/4 H25～R3 開講

音楽療法の基礎と歴史 2H730 欠講 教員未定 2 全 H25～R3 前期

音楽療法の構造と評価 2H731 欠講 教員未定 2 全 H25～R3 欠講

音楽療法実践 2H732 欠講 教員未定 2 全 H25～R3 欠講

音楽療法各論 2H733 前：水２（４３０） 佐藤　香里 2 全 H25～R3 欠講

指揮法 2H735 通：金４（音-４演室） 日比野　裕幸 2 2 H25～R3 通年 指揮法

指揮実践演習 2H736 前：木５（音-４演室） 日比野　裕幸 2 3/4 H25～R3 開講 指揮法

卒業研究 2H791 通：集中 音楽教育授業運営部会 6 4 H25～R3 通年

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

絵画基礎 2H801 欠講 安彦　文平 2 1 H25～R3 欠講 絵画（映像メディア表現を含む。）

絵画Ｉ 2H802 欠講 安彦　文平 2 2 H25～R3 欠講 絵画

絵画ＩＩＡ 2H803 前：木４・５（７１０／10-版画アト／美-デ工
演室／美-版画アト）

平垣内　清 2 3 H25～R3 欠講 絵画

絵画ＩＩＢ 2H804
後：木３・４（美-デ工芸演室／美-
１アト）

安彦　文平 2 3 H25～R3 欠講 絵画

彫塑基礎 2H805 後：木３（美-彫塑アト） 虎尾　裕 2 1 H25～R3 後期 彫刻

彫塑Ｉ 2H806 前：木３・４（8-彫塑室） 虎尾　裕 2 2 H25～R3 前期 彫刻

彫塑ＩＩＡ 2H807 前：金３・４（美-彫塑アト） 虎尾　裕 2 3 H25～R3 前期 彫刻

彫塑ＩＩＢ 2H808 後：水１・２（8-彫塑室） 虎尾　裕 2 3 H25～R3 後期 彫刻

デザイン基礎 2H809 欠講 平垣内　清 2 1 H25～R3 欠講
デザイン（映像メディア表現を含
む。）

デザインＩ 2H810 欠講 平垣内　清 2 2 H25～R3 欠講 デザイン

デザインＩＩＡ 2H811
後：金３・４（美-デ工演室／情-情
２演室）

桂　雅彦 2 3 H25～R3 欠講 デザイン

デザインⅡＢ 2H812 欠講 教員未定 2 3 H25～R3 欠講 デザイン

工芸基礎 2H813 前：月４（４１０） 須田　聡宏 2 1 H25～R3 前期 工芸

工芸Ｉ 2H814 後：木４・５（４１０） 杉﨑　正則 2 2 H25～R3 後期 工芸

工芸ＩＩＡ 2H815 前：木２・３（４１０） 杉﨑　正則 2 3 H25～R3 前期 工芸

工芸ⅡＢ 2H816 欠講 2 3 H25～R3 欠講 工芸

クラフト 2H817 欠講 2 2/3 H25～R3 未定 工芸

美術理論・美術史基礎 2H818 欠講 瀬戸　典彦 2 1 H25～R3 欠講
美術理論及び美術史（鑑賞･日本
の･･･を含む。）

美術理論･美術史 2H819 前：集中 和田　浩一 2 2 H25～R3 開講
美術理論及び美術史（～H30）
美術理論・美術史（H31～）

美術理論･美術史演習 2H820 後（一部集中）：金３（４１０） 清水　有　ほか 2 2/3 H25～R3 未定
美術理論及び美術史（～H30）
美術理論・美術史（H31～）

美術特殊演習Ａ 2H821 集中 安彦　文平 2 3/4 H25～R3 欠講

美術特殊演習Ｂ 2H822 欠講 平垣内　清 2 3/4 H25～R3 欠講

映像表現Ａ 2H823 前：水３（４１０） 小岩　勉 2 3/4 H25～R3 欠講 絵画

映像表現Ｂ 2H824 後：月５（情-情２演室） 鈴木　専 2 3/4 H25～R3 開講 デザイン

卒業研究 2H891 通：集中 教員未定 6 4 H25～R3 通年

美術教育専攻
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

体育基礎理論 2H901 欠講 木下　英俊　ほか 2 1 H25～R3 未定

健康科学基礎理論 2H902 欠講 黒川　修行 2 1 H25～R3 欠講

体育原理･体育史 2H903 欠講 佐藤　節子 2 1/2 H25～R3 開講 体育原理、体育史

体育社会学 2H904 欠講 甲斐　健人 2 2/3/4 H25～R3 欠講 体育社会学

体育経営管理学 2H905 欠講 永田　秀隆 2 2/3/4 H25～R3 未定 体育経営管理学

体育心理学 2H906 後：木４（２２６） 髙野　淳司 2 1/2 H25～R3 後期 体育心理学

スポーツバイオメカニクス 2H907 前：金５（５４１） 池田　晃一 2 2/3 H25～R3 前期 運動学（運動方法学を含む。）

スポーツ運動学 2H908 後：金５（２２６） 木下　英俊 2 2/3 H25～R3 後期 運動学（運動方法学を含む。）

人体生理学 2H909 前：金３（７２１） 藤本　敏彦 2 1 H25～R3 前期 生理学（運動生理学を含む。）

機能解剖学 2H910 欠講 藤本　敏彦 2 1/2 H25～R3 欠講

運動生理学実験 2H911
通：木４・５（5-保運生実室／５４
１）

黒川　修行 2 2/3 H25～R3 通年 生理学（運動生理学を含む）

衛生･公衆衛生学 2H912 前：火４（７２１） 黒川　修行 2 2 H25～R3 前期 衛生学及び公衆衛生学（～H30)
衛生学・公衆衛生学（H31～）

学校保健 2H913 後：火４（７２１） 黒川　修行 2 2 H25～R3 後期 学校保健（小児保健･精神保健･学校安全･救急処
置を含む。）

保健体育研究法演習 2H916 通：水５（２３１） 池田　晃一　ほか 4 3 H25～R3 通年

体育実技 2H917
通（一部集中）：木５（８２１／体
育館／プール）

沼倉　学　ほか 2 1 H25～R3
通年＋
一部集

体育実技

器械運動 2H918 前：月５（表現-実２） 木下　英俊 1 2/3 H25～R3 前期 体育実技

陸上競技 2H919
前：木４（陸上競技場／体育館／表
現-実１）

柴山　一仁 1 2/3 H25～R3 前期 体育実技

サッカーＩ 2H920
後：月４（陸上競技場／体育館／表
現-実１）

池田　晃一 1 全 H25～R3 後期 体育実技

バスケットボールＩ 2H921 前：月４（体育館） 杉浦　弘一 1 全 H25～R3 前期 体育実技

水泳 2H922 集中 渡邉　泰典　ほか 1 2/3 H25～R3 集中 体育実技

バレーボール 2H925 後：木３（体育館） 髙野　淳司 1 全 H25～R3 後期 体育実技

柔道 2H926 後：水３（武道場） 平間　哲雄 1 全 H25～R3 後期 体育実技

剣道 2H927 前：水３（武道場） 齋藤　浩二 1 全 H25～R3 前期 体育実技

特殊種目実技 2H928 前：木３（体育館／テニスコート） 池田　晃一 1 全 H25～R3 前期 体育実技

遠泳 2H929 欠講 沼倉　学　ほか 1 全 H25～R3 集中 体育実技

野外活動 2H930 集中 黒川　修行　ほか 1 全 H25～R3 欠講 体育実技

スキー 2H931 集中 池田　晃一　ほか 1 1/2 H25～R3 欠講 体育実技

サッカーＩI 2H932 未定 池田　晃一 1 2/3 H25～R3 未定 体育実技

バスケットボールＩＩ 2H933 欠講 杉浦　弘一 1 2/3 H25～R3 未定 体育実技

舞踊Ｂ 2H936 後：水４（８２１） 安藤　正樹 1 全 H25～R3 後期 体育実技

舞踊ＡＩ 2H937 前：金２（８２１／ダンス室） 佐藤　節子 1 全 H25～R3 後期 体育実技

舞踊ＡⅡ 2H938 後：金２（８２１／ダンス室） 佐藤　節子 1 2/3 H25～R3 未定 体育実技

卒業研究 2H991 通：集中 池田　晃一　ほか 6 4 H25～R3 通年

保健体育専攻
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

特別支援教育基礎理論ａ 2K0011 前：月２（２２０） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

特別支援教育基礎理論ｂ 2K0012 後：水２（２２０／遠隔） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

重度･重複障害への教育支援 2K002 後：火５（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 後期 第三欄（重複）

特別支援学校教育実習（事前･事後指
導1単位を含む。）

2K003 集中 学部実習専門委員会 3 4 H25～R3 開講 第四欄（教育実習）

特別支援教育総論 2K004 後：木２（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 2 H31～R3 前期
第三欄（視覚・聴覚・知的・肢体・
病弱）

視覚障害の心理･生理･病理 2K101 前：木５（４２０） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理等）

視覚障害の教育課程･指導論 2K102 後：木４（４２０） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･教育課程等）

視覚障害への教育支援Ａ 2K103 前：木４（２２９） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

視覚障害への教育支援Ｂ 2K104 後：火４（２３１） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

視覚障害への教育支援演習Ａ 2K105 欠講 教員未定 2 3 H25～R3 欠講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

視覚障害への教育支援演習Ｂ 2K106 前：木２（３２２） 三科　聡子 2 3 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

視覚障害への教育支援演習Ｃ 2K107 後：木２（２３６） 永井　伸幸 2 3 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害の心理･生理･病理 2K201 前：金３（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理等）

聴覚･言語障害の教育課程･指導論 2K202 前：木１（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ａ 2K203 前：木４（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ｂ 2K204 後：金３（２１０） 菅井　裕行　ほか 2 2 H25～R3 後期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

知的障害の心理･生理･病理 2K301 欠講 野崎　義和 2 2 H25～R3 欠講 第二欄（知的･心理等）

知的障害の心理・生理・病理ａ 2K3011 前：集中 野崎　義和　ほか 2 2 H25～R3
前期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の心理・生理・病理ｂ 2K3012 後：集中 野崎　義和　ほか 2
2

H25～R3
後期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の教育課程･指導論ａ 2K3021 後：月２（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

知的障害の教育課程･指導論ｂ 2K3022 後：水１（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

軽度発達障害への教育支援Ａ 2K303 前：火５（遠隔） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（ADHD、情緒障害）

軽度発達障害への教育支援Ｂ 2K304 後：木２（２３０） 植木田　潤 2 2/3 H25～R3 開講 第三欄（LD、言語障害）

病弱の心理･生理･病理 2K401 前：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（病弱･心理等）

病弱の教育課程･指導論 2K402 後：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 後期 第二欄（病弱･教育課程等）

肢体不自由の心理･生理･病理 2K403 後：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 後期 第二欄（肢体･心理等）

肢体不自由の教育課程･指導論 2K404 前：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 前期 第二欄（肢体･教育課程等）

卒業研究 2K191 通：集中 三科　聡子　ほか 6 4 H25～R3 開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

特別支援教育基礎理論ａ 2K0011 前：月２（２２０） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

特別支援教育基礎理論ｂ 2K0012 後：水２（２２０／遠隔） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

重度･重複障害への教育支援 2K002 後：火５（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 後期 第三欄（重複）

特別支援学校教育実習（事前･事後指
導1単位を含む。）

2K003 集中 学部実習専門委員会 3 4 H25～R3 開講 第四欄（教育実習）

特別支援教育総論 2K004 後：木２（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 2 H31～R3 前期
第三欄（視覚・聴覚・知的・肢体・
病弱）

視覚障害の心理･生理･病理 2K101 前：木５（４２０） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理等）

視覚障害の教育課程･指導論 2K102 後：木４（４２０） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･教育課程等）

特別支援教育教員養成課程

コース専門科目

視覚障害教育コース

聴覚・言語障害教育コース

73



視覚障害への教育支援Ａ 2K103 前：木４（２２９） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

視覚障害への教育支援Ｂ 2K104 後：火４（２３１） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害の心理･生理･病理 2K201 前：金３（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理等）

聴覚･言語障害の教育課程･指導論 2K202 前：木１（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ａ 2K203 前：木４（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ｂ 2K204 後：金３（２１０） 菅井　裕行　ほか 2 2 H25～R3 後期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援演習Ａ 2K205 後：金２（３２１） 松﨑　丈 2 3 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援演習Ｂ 2K206 前：金２（２２８） 菅井　裕行 2 3 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援演習Ｃ 2K207 欠講 松﨑　丈 2 3 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

知的障害の心理・生理・病理ａ 2K3011 前：集中 野崎　義和　ほか 2 2 H25～R3
前期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の心理・生理・病理ｂ 2K3012 後：集中 野崎　義和　ほか 2
2

H25～R3
後期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の教育課程･指導論ａ 2K3021 後：月２（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

知的障害の教育課程･指導論ｂ 2K3022 後：水１（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

軽度発達障害への教育支援Ａ 2K303 前：火５（遠隔） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（ADHD、情緒障害）

軽度発達障害への教育支援Ｂ 2K304 後：木２（２３０） 植木田　潤 2 2/3 H25～R3 開講 第三欄（LD、言語障害）

病弱の心理･生理･病理 2K401 前：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（病弱･心理等）

病弱の教育課程･指導論 2K402 後：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 後期 第二欄（病弱･教育課程等）

肢体不自由の心理･生理･病理 2K403 後：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 後期 第二欄（肢体･心理等）

肢体不自由の教育課程･指導論 2K404 前：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 前期 第二欄（肢体･教育課程等）

卒業研究 2K291 通：集中 菅井　裕行　ほか 6 4 H25～R3 開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

特別支援教育基礎理論ａ 2K0011 前：月２（２２０） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

特別支援教育基礎理論ｂ 2K0012 後：水２（２２０／遠隔） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

重度･重複障害への教育支援 2K002 後：火５（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 後期 第三欄（重複）

特別支援学校教育実習（事前･事後指
導1単位を含む。）

2K003 集中 学部実習専門委員会 3 4 H25～R3 開講 第四欄（教育実習）

特別支援教育総論 2K004 後：木２（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 2 H31～R3 前期
第三欄（視覚・聴覚・知的・肢体・
病弱）

視覚障害の心理･生理･病理 2K101 前：木５（４２０） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理等）

視覚障害の教育課程･指導論 2K102 後：木４（４２０） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･教育課程等）

視覚障害への教育支援Ａ 2K103 前：木４（２２９） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

視覚障害への教育支援Ｂ 2K104 後：火４（２３１） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害の心理･生理･病理 2K201 前：金３（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理等）

聴覚･言語障害の教育課程･指導論 2K202 前：木１（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ａ 2K203 前：木４（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ｂ 2K204 後：金３（２１０） 菅井　裕行　ほか 2 2 H25～R3 後期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

知的障害の心理・生理・病理ａ 2K3011 前：集中 野崎　義和　ほか 2 2 H25～R3
前期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の心理・生理・病理ｂ 2K3012 後：集中 野崎　義和　ほか 2
2

H25～R3
後期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の教育課程･指導論ａ 2K3021 後：月２（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

知的障害の教育課程･指導論ｂ 2K3022 後：水１（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

軽度発達障害への教育支援Ａ 2K303 前：火５（遠隔） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（ADHD、情緒障害）

軽度発達障害への教育支援Ｂ 2K304 後：木２（２３０） 植木田　潤 2 2/3 H25～R3 開講 第三欄（LD、言語障害）

知的障害への教育支援演習Ａ 2K305 後：木３（3-特カンファ） 植木田　潤 2 3 H25～R3 開講 第二欄（知的･心理、教育課程等）

発達障害教育コース
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知的障害への教育支援演習Ｂ 2K306 後：火５（3-特カンファ） 熊谷　亮 2 3 H25～R3 後期 第二欄（知的･心理、教育課程等）

知的障害への教育支援演習Ｃ 2K307 後：火３（２２８） 野崎　義和 2 3 H25～R3 後期 第二欄（知的･心理、教育課程等）

病弱の心理･生理･病理 2K401 前：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（病弱･心理等）

病弱の教育課程･指導論 2K402 後：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 後期 第二欄（病弱･教育課程等）

肢体不自由の心理･生理･病理 2K403 後：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 後期 第二欄（肢体･心理等）

肢体不自由の教育課程･指導論 2K404 前：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 前期 第二欄（肢体･教育課程等）

卒業研究 2K391 通：集中 植木田　潤　ほか 6 4 H25～R3 開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

特別支援教育基礎理論ａ 2K0011 前：月２（２２０） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

特別支援教育基礎理論ｂ 2K0012 後：水２（２２０／遠隔） 植木田　潤 2 2 H25～R3 開講 第一欄（基礎理論に関する科目）

重度･重複障害への教育支援 2K002 後：火５（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 後期 第三欄（重複）

特別支援学校教育実習（事前･事後指
導1単位を含む。）

2K003 集中 学部実習専門委員会 3 4 H25～R3 開講 第四欄（教育実習）

特別支援教育総論 2K004 後：木２（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 2 H31～R3 前期
第三欄（視覚・聴覚・知的・肢体・
病弱）

視覚障害の心理･生理･病理 2K101 前：木５（４２０） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理等）

視覚障害の教育課程･指導論 2K102 後：木４（４２０） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･教育課程等）

視覚障害への教育支援Ａ 2K103 前：木４（２２９） 三科　聡子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

視覚障害への教育支援Ｂ 2K104 後：火４（２３１） 永井　伸幸 2 2 H25～R3 開講 第二欄（視覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害の心理･生理･病理 2K201 前：金３（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理等）

聴覚･言語障害の教育課程･指導論 2K202 前：木１（２２０） 菅井　裕行 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ａ 2K203 前：木４（２２０） 松﨑　丈 2 2 H25～R3 前期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

聴覚･言語障害への教育支援Ｂ 2K204 後：金３（２１０） 菅井　裕行　ほか 2 2 H25～R3 後期 第二欄（聴覚･心理、教育課程等）

知的障害の心理・生理・病理ａ 2K3011 前：集中 野崎　義和　ほか 2 2 H25～R3
前期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の心理・生理・病理ｂ 2K3012 後：集中 野崎　義和　ほか 2
2

H25～R3
後期集
中

第二欄（知的・心理等）

知的障害の教育課程･指導論ａ 2K3021 後：月２（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

知的障害の教育課程･指導論ｂ 2K3022 後：水１（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 開講 第二欄（知的･教育課程等）

軽度発達障害への教育支援Ａ 2K303 前：火５（遠隔） 植木田　潤　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（ADHD、情緒障害）

軽度発達障害への教育支援Ｂ 2K304 後：木２（２３０） 植木田　潤 2 2/3 H25～R3 開講 第三欄（LD、言語障害）

病弱の心理･生理･病理 2K401 前：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 開講 第二欄（病弱･心理等）

病弱の教育課程･指導論 2K402 後：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 後期 第二欄（病弱･教育課程等）

肢体不自由の心理･生理･病理 2K403 後：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2 H25～R3 後期 第二欄（肢体･心理等）

肢体不自由の教育課程･指導論 2K404 前：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2 H25～R3 前期 第二欄（肢体･教育課程等）

肢体不自由への教育支援演習 2K405 後：火２（３２１） 寺本　淳志 2 3 H25～R3 後期 第二欄（肢体･心理、教育課程等）

病弱への教育支援演習Ａ 2K407 後：水３（３２１） 兒玉　尚子 2 3 H25～R3 後期 第二欄（病弱･心理、教育課程等）

病弱への教育支援演習Ｂ 2K408 前：火４（７３１） 佐藤　静 2 3 H25～R3 未定 第二欄（病弱･心理、教育課程等）

卒業研究 2K491 通：集中 寺本　淳志 6 4 H25～R3
通年集
中

健康・運動障害教育コース
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

情報科学基礎 2L101 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 未定

情報メディア基礎演習 2L102 欠講 教員未定 2 2 H25～R3 未定

情報科学 2L103 後：集中（遠隔） 岡本　恭介　ほか 2 2 H25～R3
後期集
中

情報処理

情報技術 2L104 後：金１（1-技実習室１） 岩本　正敏　ほか 2 3 H25～R3 未定
情報とコンピュータ（実習を含
む。）･工業

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

環境・防災教育ａ 2A2421 前：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1/2 H25～R3 前期

環境・防災教育ｂ 2A2422 前：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1/2 H25～R3 前期

環境・防災教育ｃ 2A2423 後：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1/2 H25～R3 後期

人権教育 2A312 後（一部集中）：火４（２１０） 勝田　亮　ほか 2 1/2 H25～R3 開講

教育の原理ａ 2B1011 前：月５（２２０） 田端　健人　ほか 2 2 H25～R3 前期 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｂ 2B1012 前：月５（２１０） 本田　伊克 2 2 H25～R3 開講 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｃ 2B1013 後：木１（２２０） 清多　英羽 2 2 H25～R3 開講 第三欄（教育の理念･･･思想）

教育の原理ｄ 2B1014 後：木１（２１０） 本田　伊克 2 2 H25～R3 後期 第三欄（教育の理念･･･思想）

社会教育論 2B123 前：火５（２２０） 原　義彦　ほか 2 1 H25～H30 前期
第三欄（教育に関する社会的、制度
的又は経営的事項）

教育と地域社会 2B125 前：火５（２２０） 原　義彦　ほか 2 1 H31～R3 前期 第三欄（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地
域･･･学校安全･･･を含む。））

生涯学習論 2D104 後：火４（２２０） 松本　大 2 2 H25～R3 未定 教科又は教職に関する科目（～H30）
大学が独自に設定する科目（H31～）

社会教育講義 2F306 後：火５（２２９） 松本　大 2 2/3 H25～R3 未定

社会教育計画論 2N101 集中 石井山　竜平 2 2/3 H25～H31 未定

社会教育実践論 2N102 集中 安藤　耕己 2 2/3 H25～H31 未定

社会教育演習 2N103 前：木２（２３２） 石井山　竜平 2 3 H25～H31 開講

社会教育実習 2N104 集中 学務専門委員会 2 3 H25～H31 集中

現代社会教育論 2N105 集中 内藤　隆史 2 2/3 H25～R3 未定

教育調査論 2N106 後：月２（２２６） 原　義彦 2 2/3 H25～R3 未定

社会教育経営論 2N107 集中 石井山　竜平 2 2/3 R2･R3 未定

生涯学習実践論 2N108 集中 安藤　耕己 2 2/3 R2･R3 未定

社会教育課題研究Ｉ 2N109 前：木２（２３２） 石井山　竜平 2 3 R2･R3 開講

社会教育課題研究ＩＩ 2N110 集中 梨本　雄太郎 1 3 R2･R3 開講

社会教育実習 2N111 集中 学務専門委員会 1 3 R2･R3 集中

学校図書館メディアの構成 2R102 後：集中 吉植　庄栄 2 全 H25～R3 集中

情報メディアの活用 2R105 欠講 吉植　庄栄 2 2/3 H25～R3 集中

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

学校経営と学校図書館 2R101 欠講 今野　和賀子 2 全 H25～R3 開講

学校図書館メディアの構成 2R102 後：集中 吉植　庄栄 2 全 H25～R3 集中

学習指導と学校図書館 2R103 前：集中 伊藤　弘昭 2 全 H25～R3 欠講

読書と豊かな人間性 2R104 後：水２（７３０） 菅原　孝代 2 全 H25～R3 欠講

情報メディアの活用 2R105 欠講 吉植　庄栄 2 2/3 H25～R3 集中

全課程共通

情報処理専門教育科目

社会教育主事の任用資格取得授業科目

学校図書館司書教諭の任用資格取得授業科目
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

日本国憲法ａ 3AA1001 集中 佐俣　紀仁 2 1- R4･R5 開講 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（日本国憲法）

日本国憲法ｂ 3AA1002 集中 鈴木　一子 2 1- R4･R5 開講 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（日本国憲法）

日本国憲法ｃ 3AA1003 集中 鈴木　一子 2 1- R4･R5 開講 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（日本国憲法）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

情報活用の基礎ａ 3AB1001 前：月１（２２０／遠隔） 太田　憲治　ほか 2 1- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（情報機器の操作）

情報活用の基礎ｂ 3AB1002
前：月２（２３２／２３３／７２１
／７３１／遠隔）

板垣　翔大 2 1- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（情報機器の操作）

情報活用の基礎ｃ 3AB1003 前：金１（２２０／遠隔） 太田　憲治　ほか 2 1- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（情報機器の操作）

情報活用の基礎ｄ 3AB1004
前：金２（２２７／７２１／７３１
／遠隔）

岡本　恭介 2 1- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（情報機器の操作）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

体育実習ａ 3AC1001 通：金３（８２１／陸上競技場／体育館／武道
場／表現-実１）

池田　晃一　ほか 1 1- R4･R5 通年 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（体育）

体育実習ｂ 3AC1002 通：金４（８２１／陸上競技場／体育館／武道
場／表現-実１）

池田　晃一　ほか 1 1- R4･R5 通年 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（体育）

健康・運動論ａ 3AC1101 後（後半）：金３（２２０） 黒川　修行　ほか 1 1- R4･R5
後期後
半

66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（体育）

健康・運動論ｂ 3AC1102 後（後半）：金４（２２０） 黒川　修行　ほか 1 1- R4･R5
後期後
半

66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（体育）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

英語Ａａ 3AD1001 前：月１（４２０） D. ジョーンズ 1 1- R4･R5 前期

英語Ａｂ 3AD1002 前：月１（２２９） V. スクラ 1 1- R4･R5 前期

英語Ａｃ 3AD1003 前：月１（２３６） R. スプリング 1 1- R4･R5 前期

英語Ａｄ 3AD1004 前：月１（２３１） E. マクファーレン 1 1- R4･R5 前期

英語Ａｅ 3AD1005 前：月２（２２１） 佐藤　夏子 1 1- R4･R5 前期

英語Ａｆ 3AD1006 前：月２（２３０） 栁澤　國雄 1 1- R4･R5 前期

英語Ａｇ 3AD1007 前：月２（７２０） 渡部　学 1 1- R4･R5 前期

英語Ａｈ 3AD1008 前：月２（７３０） 平塚　哲郎 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂａ 3AD1101 前：金２（７２０） 佐藤　博晴 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂｂ 3AD1102 前：金２（２３０） 渡部　学 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂｃ 3AD1103 前：金２（２２１） 布袋　進一 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂｄ 3AD1104 前：金２（７３０） 竹森　その子 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂｅ 3AD1105 前：金１（２３６） M. ウィルソン 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂｆ 3AD1106 前：金１（４２０） R. キャンベル 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂｇ 3AD1107 前：金１（２２９） D. キンスマン 1 1- R4･R5 前期

英語Ｂｈ 3AD1108 前：金１（２３１） E. マクファーレン 1 1- R4･R5 前期

英語Ｃａ 3AD1201 後：月１（４２０） D. ジョーンズ 1 1- R4･R5 後期

基礎科目

日本国憲法

情報活用の基礎

健康・運動系科目

【令和４年度以降入学者用】

専門基盤科目

外国語科目
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英語Ｃｂ 3AD1202 後：月１（２２９） V. スクラ 1 1- R4･R5 後期

英語Ｃｃ 3AD1203 後：月１（２３６） R. スプリング 1 1- R4･R5 後期

英語Ｃｄ 3AD1204 後：月１（２３１） E. マクファーレン 1 1- R4･R5 後期

英語Ｃｅ 3AD1205 後：月２（２２１） 佐藤　夏子 1 1- R4･R5 後期

英語Ｃｆ 3AD1206 後：月２（２３０） 栁澤　國雄 1 1- R4･R5 後期

英語Ｃｇ 3AD1207 後：月２（７２０） 渡部　学 1 1- R4･R5 後期

英語Ｃｈ 3AD1208 後：月２（７３０） 平塚　哲郎 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄａ 3AD1301 後：金２（７２０） 佐藤　博晴 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄｂ 3AD1302 後：金２（２３０） 渡部　学 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄｃ 3AD1303 後：金２（２２１） 布袋　進一 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄｄ 3AD1304 後：金２（７３０） 竹森　その子 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄｅ 3AD1305 後：金１（２３６） M. ウィルソン 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄｆ 3AD1306 後：金１（４２０） R. キャンベル 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄｇ 3AD1307 後：金１（２２９） D. キンスマン 1 1- R4･R5 後期

英語Ｄｈ 3AD1308 後：金１（２３１） E. マクファーレン 1 1- R4･R5 後期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

英語コミュニケーションＡａ 3AE1001 前：金２（２３１） E. マクファーレン 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＡｂ 3AE1002 前：金２（４２０） R. キャンベル 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＡｃ 3AE1003 前：金２（２３６） M. ウィルソン 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＡｄ 3AE1004 前：金２（２２９） D. キンスマン 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＡｅ 3AE1005 前：月２（２２９） V. スクラ 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＡｆ 3AE1006 前：月２（２３６） R. スプリング 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＡｇ 3AE1007 前：月２（４２０） D. ジョーンズ 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＡｈ 3AE1008 前：月２（２３１） E. マクファーレン 1 2- R4･R5 前期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢａ 3AE1100 後：金２（２３１） E. マクファーレン 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢｂ 3AE1101 後：金２（４２０） R. キャンベル 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢｃ 3AE1102 後：金２（２３６） M. ウィルソン 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢｄ 3AE1103 後：金２（２２９） D. キンスマン 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢｅ 3AE1104 後：月２（２２９） V. スクラ 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢｆ 3AE1105 後：月２（２３６） R. スプリング 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢｇ 3AE1106 後：月２（４２０） D. ジョーンズ 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

英語コミュニケーションＢｈ 3AE1107 後：月２（２３１） E. マクファーレン 1 2- R4･R5 後期 66条の6に定める科目、文部科学省令で定める
科目（外国語コミュニケーション）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

学校防災教育基礎ａ 3AF1001 前：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1- R4･R5 前期

学校防災教育基礎ｂ 3AF1002 前：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1- R4･R5 前期

学校防災教育基礎ｃ 3AF1003 後：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1- R4･R5 後期

学校防災教育基礎ｄ 3AF1004 後：月３（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1- R4･R5 後期

外国語コミュニケーション

防災教育
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

人権教育 3BA1000 後（一部集中）：火４（２１０） 三條　秀夫　ほか 2 1- R4･R5
後期＋
一部集

日本の言語と文化 3BA1100 欠講 津田　智史 2 1- R4･R5 開講

人間と思想 3BA1200 前：木３（２２０） 川﨑　惣一 2 1- R4･R5 前期

人間と音楽 3BA1300 前：水１（７２１） 小塩　さとみ 2 1- R4･R5 前期

美術による表現 3BA1400 前：月３（４１０） 須田　聡宏 2 1- R4･R5 前期

言語学 3BA1500 前：木３（２２１） 高橋　潔 2 1- R4･R5 開講

歴史学入門 3BA1600 前：木２（７３０） 堀田　幸義 2 1- R4･R5 前期

現代生活の科学 3BA1700 後：火５（７３０） 西川　重和　ほか 2 1- R4･R5 後期

持続可能な社会 3BA1800 後：火５（遠隔） 教員未定 2 1- R4･R5 未定

伝統と近代化 3BA1900 後：木２（２３３） 田中　良英 2 1- R4･R5 後期

環境と開発 3BA2000 前：火５（２２６） 西城　潔 2 2- R4･R5 前期

国際政治 3BA2100 後：木２（２２４） 石田　雅樹 2 2- R4･R5 後期

人間と健康 3BA2200 前：木２（２３１） 橋本　潤一郎 2 1- R4･R5 欠講

教育とコンピューター・データサイ
エンス入門

3BA2300 後：集中（遠隔） 岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5
後期集
中

数理の潮流 3BA2400 前：水４（２２１） 高瀬　幸一 2 1- R4･R5 未定

物理基盤講義 3BA2500 前：火４（４２０） 内山　哲治 2 1- R4･R5 前期

化学基盤講義 3BA2600 前：月５（２２９） 笠井　香代子　ほか 2 1- R4･R5 前期

生物基盤講義 3BA2700 前：木２（２３０） 出口　竜作　ほか 2 1- R4･R5 前期

地学基盤講義 3BA2800 前：月４（２３１） 川村　寿郎　ほか 2 1- R4･R5 前期

学校経営と学校図書館 3BA2900 欠講 今野　和賀子 2 1- R4･R5 集中

社会教育経営論 3BA3000 未定 石井山　竜平 2 2- R4 集中

現代社会教育論 3BA3100 未定 内藤　隆史 2 2- R4 開講

性・文化・ジェンダー 3BA3200 後：木３（２２０） 川﨑　惣一　ほか 2 1- R4･R5 後期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

情報活用能力とプログラミングの活
用a

3BB1001 後：集中（遠隔） 岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5
後期集
中

情報活用能力とプログラミングの活
用b

3BB1002 欠講 岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5 欠講

情報活用能力とプログラミングの活
用c

3BB1003 欠講 岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5 欠講

情報活用能力とプログラミングの活
用d

3BB1004 欠講 岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5 欠講

コミュニケーション論 3BB1100 後：火４（４２０） 山内　明美 2 1- R4･R5 後期

日本の芸能 3BB1200 通：月５（８２１） 沼倉　学 4 1- R4･R5
通年＋
一部集

フランスの言語と文化 3BB1300 後：水３（２３０） フィリップ・ブラシェ 2 1- R4･R5 未定

ドイツの言語と文化 3BB1400 後：水４（２３２） 森本　浩一 2 1- R4･R5 未定

中国の言語と文化 3BB1500 後：木４（２３０） 程　艶春 2 1- R4･R5 未定

韓国の言語と文化ａ 3BB1601 後：火３（２２７） 張　基善 2 1- R4･R5 開講

韓国の言語と文化ｂ 3BB1602 後：火３（２２６） 権　来順 2 1- R4･R5 開講

海外総合演習A 3BB1700 集中 市瀬　智紀 2 1- R4･R5 集中

海外総合演習B 3BB1800 集中 竹森　徹士 2 1- R4･R5 集中

教養科目

知る科目

磨く科目
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海外総合演習Cａ 3BB1901 集中 高橋　亜紀子 2 1- R4･R5 集中

海外総合演習Cｂ 3BB1902 集中 高橋　亜紀子 2 1- R4･R5 欠講

数学概論 3BB2000 前：水３（２２１） 船野　敬 2 1- R4･R5 前期

自然科学と現代的課題 3BB2100 前（一部集中）：火５（２２４） 福田　善之 2 2- R4･R5 前期

多文化教育入門 3BB2200 後：木２（７３０） 高橋　亜紀子　ほか 2 1- R4･R5 後期

日本語教育概論 3BB2300 後：火５（２３６） 市瀬　智紀　ほか 2 1- R4･R5 開講

国際理解教育概論 3BB2400 前：木２（２２０） 市瀬　智紀　ほか 2 1- R4･R5 開講

情報社会と学校教育 3BB2500 前：金１（２３０） 稲垣　忠 2 2- R4･R5 前期

環境教育 3BB2600 後：木３（２２９） 永幡　嘉之 2 1- R4･R5 開講

学校図書館メディアの構成 3BB2700 後：集中 吉植　庄栄 2 1- R4･R5 集中

情報メディアの活用 3BB2800 欠講 吉植　庄栄 2 1- R4･R5 集中

教育調査論 3BB2900 未定 水谷　修 2 2- R4 集中

社会教育講義 3BB3000 後：火５（２２９） 松本　大 2 2- R4 未定

読書と豊かな人間性 3BB3100 後：水２（７３０） 菅原　孝代 2 1- R4･R5 欠講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

発達と学びをつなぐ教育実践論 3BC1000 後：金４（２２１） 佐藤　哲也　ほか 2 2- R4･R5
後期＋
一部集

学校論 3BC1100 後：火３（７２０） 吉村　敏之 2 1- R4･R5 後期 第六欄、大学が独自に設定する科目

適応支援論 3BC1200 後：木２（２２７） 久保　順也 2 2- R4･R5 開講 第六欄、大学が独自に設定する科目

比較教育事情 3BC1300 後：火４（遠隔） 本図　愛実 2 2- R4･R5 開講

子ども学 3BC1400 前：金４（２２０） 田端　健人　ほか 2 2- R4･R5 前期 第六欄、大学が独自に設定する科目

生涯学習論 3BC1500 後：火４（２２０） 松本　大 2 2- R4･R5 未定 第六欄、大学が独自に設定する科目

社会教育課題研究Ｉ 3BC1600 未開講 石井山　竜平 2 3- R4 開講

社会教育課題研究ＩＩ 3BC1700 未開講 梨本　雄太郎 1 3- R4 開講

社会教育実習 3BC1800 未開講 学務専門委員会 1 3- R4 開講

教育現場と法 3BC1900 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講

学校の安全管理と防災教育 3BC2000 後（一部集中）：木３（２１０） 林田　由那　ほか 2 2- R4･R5 開講

学校防災応用実践演習 3BC2100 後：集中 林田　由那 2 2- R4･R5 開講

特別支援保育論 3BC2200 未定 川﨑　聡大 2 2- R4･R5 前期

学習指導と学校図書館 3BC2300 前：集中 伊藤　弘昭 2 1- R4･R5 欠講

生涯学習実践論 3BC2400 集中 安藤　耕己 2 2- R4 未定

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教育の原理ａ 3CA1001 前：月５（２２０） 田端　健人　ほか 2 2- R4･R5 前期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想）

教育の原理ｂ 3CA1002 前：月５（２１０） 本田　伊克 2 2- R4･R5 前期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想）

教育の原理ｃ 3CA1003 後：木１（２２０） 清多　英羽 2 2- R4･R5 開講 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想）

教育の原理ｄ 3CA1004 後：木１（２１０） 本田　伊克 2 2- R4･R5 後期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想）

教職入門ａ 3CB1001 前：火１（７２０） 本図　愛実　ほか 2 1- R4･R5 前期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））

教職入門ｂ 3CB1002 前：火１（２２０） 田端　健人　ほか 2 1- R4･R5 前期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））

教職入門ｃ 3CB1003 後：水２（２３０） 田端　健人　ほか 2 1- R4･R5 後期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））

育む科目

専門教育科目

教育の基礎的理解に関する科目
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教職入門ｄ 3CB1004 後：水２（２１０） 本田　伊克　ほか 2 1- R4･R5 後期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教職の意義及び教員の役
割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。））

教育の制度・経営 3CC1000 前：火５（遠隔） 本図　愛実　ほか 2 1- R4･R5 前期
第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育に関する社会的、制度
的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含
む。））

教育と地域社会 3CC1100 前：火５（２２０） 原　義彦　ほか 2 1- R4･R5 前期
第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育に関する社会的、制度
的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含
む。））

発達と学習の心理ａ 3CD1201 前：水２（７３０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1- R4･R5 前期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身
の発達及び学習の過程）

発達と学習の心理ｂ 3CD1202 前：水２（２１０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1- R4･R5 前期 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身
の発達及び学習の過程）

発達と学習の心理ｃ 3CD1203 後：火１（７３０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1- R4･R5 未定 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身
の発達及び学習の過程）

発達と学習の心理ｄ 3CD1204 後：火１（２１０／遠隔） 越中　康治　ほか 2 1- R4･R5 未定 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（幼児、児童及び生徒の心身
の発達及び学習の過程）

特別支援教育理解ａ 3CE1001 前：月３（２３０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1- R4･R5 未定 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解）

特別支援教育理解ｂ 3CE1002 前：月３（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1- R4･R5 未定 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解）

特別支援教育理解ｃ 3CE1003 後：月３（２３０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1- R4･R5 未定 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解）

特別支援教育理解ｄ 3CE1004 後：月３（２１０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1- R4･R5 未定 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解）

幼稚園教育課程論 3CF1000 未開講 佐藤　哲也 2 3- R4･R5 開講 第三欄、教育の基礎的理解に関する科目（教育課程の意義及び編成の
方法（カリキュラム・マネジメントを含む。））

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

道徳の理論及び指導ａ 3DA1001 未開講 越中　康治 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（道徳の理論及び指導法）

道徳の理論及び指導ｂ 3DA1002 未開講 越中　康治 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（道徳の理論及び指導法）

道徳の理論及び指導ｃ 3DA1003 未開講 越中　康治 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（道徳の理論及び指導法）

道徳の理論及び指導ｄ 3DA1004 未開講 越中　康治 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（道徳の理論及び指導法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ａ

3DB1001 未開講 吉村　敏之　ほか 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（総合的な学習の時間の指導法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ｂ

3DB1002 未開講 吉村　敏之　ほか 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（総合的な学習の時間の指導法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ｃ

3DB1003 未開講 吉村　敏之　ほか 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（総合的な学習の時間の指導法）

総合的な学習の時間の指導法（特別
活動を含む。）ｄ

3DB1004 未開講 吉村　敏之　ほか 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（総合的な学習の時間の指導法）

教育課程と教育方法ａ 3DC1001 前：金２（２１０） 本田　伊克　ほか 1 2- R4･R5 前期 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育の方法及び技術）

教育課程と教育方法ｂ 3DC1002 前：金２（２２０） 金田　裕子 1 2- R4･R5 前期 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育の方法及び技術）

教育課程と教育方法ｃ 3DC1003 後：月５（２２０） 金田　裕子 1 2- R4･R5 後期 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育の方法及び技術）

教育課程と教育方法ｄ 3DC1004 後：月５（２１０） 本田　伊克　ほか 1 2- R4･R5 後期 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育の方法及び技術）

情報活用能力育成実践論ａ 3DD1001
前：金２（２２７／７２１／７３１
／遠隔）

岡本　恭介　ほか 1 2- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

情報活用能力育成実践論ｂ 3DD1002
前：金２（２２７／７２１／７３１
／遠隔）

岡本　恭介　ほか 1 2- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

情報活用能力育成実践論ｃ 3DD1003 後：月５（７２０／７３０／遠隔） 岡本　恭介　ほか 1 2- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

情報活用能力育成実践論ｄ 3DD1004 後：月５（７２０／７３０／遠隔） 岡本　恭介　ほか 1 2- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法）

児童・生徒理解（生徒指導論・進路
指導論を含む。）ａ

3DE1001 未開講 久保　順也 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（生徒指導の理論及び方法）

児童・生徒理解（生徒指導論・進路
指導論を含む。）ｂ

3DE1002 未開講 久保　順也 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（生徒指導の理論及び方法）

児童・生徒理解（生徒指導論・進路
指導論を含む。）ｃ

3DE1003 未開講 久保　順也 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（生徒指導の理論及び方法）

児童・生徒理解（生徒指導論・進路
指導論を含む。）ｄ

3DE1004 未開講 久保　順也 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（生徒指導の理論及び方法）

幼児理解 3DF1000 未開講 飯島　典子 2 3- R4･R5 開講 第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（幼児理解の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含
む。）ａ

3DG1001 未開講 樋口　広思 2 3- R4･R5 開講
第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含
む。）ｂ

3DG1002 未開講 樋口　広思 2 3- R4･R5 開講
第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含
む。）ｃ

3DG1003 未開講 樋口　広思 2 3- R4･R5 開講
第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法）

教育相談（カウンセリングを含
む。）ｄ

3DG1004 未開講 樋口　広思 2 3- R4･R5 開講
第四欄、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相
談等に関する科目（教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法）

道徳・総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教育体験初年次演習Ｉ（初等1クラ
ス）

3EA1001 前：木１（２２１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等2クラ
ス）

3EA1002 前：木１（２２３） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等3クラ
ス）

3EA1003 前：木１（２２４） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等4クラ
ス）

3EA1004 前：木１（２２６） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等5クラ
ス）

3EA1005 前：木１（２２７） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等6クラ
ス）

3EA1006 前：木１（２２８） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等7クラ
ス）

3EA1007 前：木１（２３１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等8クラ
ス）

3EA1008 前：木１（２３２） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等9クラ
ス）

3EA1009 前：木１（２３３） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（初等10クラ
ス）

3EA1010 前：木１（２３６） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（中等国語ク
ラス）

3EA1011 前：木１（７２１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（中等社会ク
ラス）

3EA1012 前：木１（３４１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（中等英語ク
ラス）

3EA1013 前：木１（７３１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（中等数学ク
ラス）

3EA1014 前：木１（９２４） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（中等理科ク
ラス）

3EA1015 前：木１（理-多実室） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（芸体音楽ク
ラス）

3EA1016 前：木１（４３０） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（芸体美術ク
ラス）

3EA1017 前：木１（４１０） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（芸体保体ク
ラス）

3EA1018 前：木１（５４１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（芸体技術ク
ラス）

3EA1019 前：木１（９２０） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（芸体家庭科
クラス）

3EA1020 前：木１（９２１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（特支1クラ
ス）

3EA1021 前：木１（３２１） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

教育体験初年次演習Ｉ（特支2クラ
ス）

3EA1022 前：木１（３２２） クラス担任 2 1- R4･R5 前期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教育体験初年次演習ＩＩ（初等1クラ
ス）

3EB1001 後：木１（２２１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等2クラ
ス）

3EB1002 後：木１（２２３） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等3クラ
ス）

3EB1003 後：木１（２２４） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等4クラ
ス）

3EB1004 後：木１（２２６） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等5クラ
ス）

3EB1005 後：木１（２２７） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等6クラ
ス）

3EB1006 後：木１（２２８） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等7クラ
ス）

3EB1007 後：木１（２３１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等8クラ
ス）

3EB1008 後：木１（２３２） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等9クラ
ス）

3EB1009 後：木１（２３３） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（初等10ク
ラス）

3EB1010 後：木１（２３６） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（中等国語
クラス）

3EB1011 後：木１（７２１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（中等社会
クラス）

3EB1012 後：木１（３４１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（中等英語
クラス）

3EB1013 後：木１（７３１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（中等数学
クラス）

3EB1014 後：木１（９２４） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習Ⅱ（学校インターンシップを含む）

キャリアステップアップ科目

教育体験初年次演習Ⅰ
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教育体験初年次演習ＩＩ（中等理科
クラス）

3EB1015 後：木１（理-多実室） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（芸体音楽
クラス）

3EB1016 後：木１（４３０） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（芸体美術
クラス）

3EB1017 後：木１（４１０） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（芸体保体
クラス）

3EB1018 後：木１（５４１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（芸体技術
クラス）

3EB1019 後：木１（９２０） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（芸体家庭
科クラス）

3EB1020 後：木１（９２１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（特支1クラ
ス）

3EB1021 後：木１（３２１） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

教育体験初年次演習ＩＩ（特支2クラ
ス）

3EB1022 後：木１（３２２） クラス担任 2 1- R4･R5 後期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

初等教育実践探究演習A（初等1クラ
ス）

3EC1101 前：金１（２２１） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等2クラ
ス）

3EC1102 前：金１（２３２） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等3クラ
ス）

3EC1103 前：金１（３２２） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等4クラ
ス）

3EC1104 前：金１（２３３） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等5クラ
ス）

3EC1105 前：金１（７２１） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等6クラ
ス）

3EC1106 前：金１（７３１） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等7クラ
ス）

3EC1107 前：金１（３２１） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等8クラ
ス）

3EC1108 前：金１（３４１） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等9クラ
ス）

3EC1109 前：金１（５４１） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習A（初等10ク
ラス）

3EC1110 前：金１（９２４） クラス担任 2 2- R4･R5 前期

初等教育実践探究演習B（初等1クラ
ス）

3EC1201 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等2クラ
ス）

3EC1202 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等3クラ
ス）

3EC1203 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等4クラ
ス）

3EC1204 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等5クラ
ス）

3EC1205 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等6クラ
ス）

3EC1206 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等7クラ
ス）

3EC1207 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等8クラ
ス）

3EC1208 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等9クラ
ス）

3EC1209 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（初等10ク
ラス）

3EC1210 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

初等教育実践探究演習B（幼稚園実習
用）

3EC1211 未開講 クラス担任 2 3- R4･R5 開講

中等国語科実践指導法（教育実践探
究演習）A

3EC1300 前：月１（２２３） 佐野　幹 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等国語科実践指導法（教育実践探
究演習）B

3EC1400 未開講 佐野　幹 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等社会科実践指導法（教育実践探
究演習）A

3EC1500 前（一部集中）：金１（２１０） 吉田　剛 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等社会科実践指導法（教育実践探
究演習）B

3EC1600 未開講 吉田　剛 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等数学科実践指導法（教育実践探
究演習）Aａ

3EC1701 後：金１（７２０） 花園　隼人 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等数学科実践指導法（教育実践探
究演習）Aｂ

3EC1702 後：金１（２２６） 市川　啓　ほか 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等数学科実践指導法（教育実践探
究演習）Bａ

3EC1801 未開講 花園　隼人 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等数学科実践指導法（教育実践探
究演習）Bｂ

3EC1802 未開講 市川　啓　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等理科実践指導法（教育実践探究
演習）A

3EC1900 前：月１（理-多実室） 渡辺　尚 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等理科実践指導法（教育実践探究
演習）B

3EC2000 未開講 渡辺　尚 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等音楽科実践指導法（教育実践探
究演習）A

3EC2100 後：月１（音-４演室） 原田　博之　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

教育実践探究演習
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中等音楽科実践指導法（教育実践探
究演習）B

3EC2200 未開講 原田　博之 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等美術科実践指導法（教育実践探
究演習）A

3EC2300
後（一部集中）：火１・５（４１
０）

高橋　直人　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等美術科実践指導法（教育実践探
究演習）B

3EC2400 未開講 高橋　直人　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等保健体育科実践指導法（教育実
践探究演習）A

3EC2500 後：月１（７２０） 佐藤　亮平　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等保健体育科実践指導法（教育実
践探究演習）B

3EC2600 未開講 佐藤　亮平　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等技術科実践指導法（教育実践探
究演習）A

3EC2700 後：月１（２２３） 板垣　翔大　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等技術科実践指導法（教育実践探
究演習）B

3EC2800 未開講 板垣　翔大　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等家庭科実践指導法（教育実践探
究演習）A

3EC2900 後：月１（1-家被実室） 西川　重和 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等家庭科実践指導法（教育実践探
究演習）B

3EC3000 未開講 西川　重和 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等英語科実践指導法（教育実践探
究演習）Aａ

3EC3101 後：金１（２２１） 鈴木　渉　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等英語科実践指導法（教育実践探
究演習）Aｂ

3EC3102 後：金１（２３０） 鈴木　渉　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等英語科実践指導法（教育実践探
究演習）B

3EC3200 未開講 鈴木　渉 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

幼稚園３年次実習（事前・事後指導
１単位を含む。）

3ED1000 未開講 学部実習専門委員会 3 3- R4･R5 開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
育実習）

小学校３年次実習（事前・事後指導
１単位を含む。）

3ED1100 未開講 学部実習専門委員会 3 3- R4･R5 開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
育実習）

中学校３年次実習（事前・事後指導
１単位を含む。）

3ED1200 未開講 学部実習専門委員会 3 3- R4･R5 開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
育実習）

小学校４年次実習（事前・事後指導
１単位を含む。）

3ED1300 未開講 学部実習専門委員会 4 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
育実習）

中学校４年次実習（事前・事後指導
１単位を含む。）

3ED1400 未開講 学部実習専門委員会 4 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
育実習）

高等学校実習（事前・事後指導１単
位を含む。）

3ED1500 未開講 学部実習専門委員会 3 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
育実習）

特別支援学校教育実習（事前・事後
指導1単位を含む。）

3ED1600 未開講 学部実習専門委員会 3 4 R4･R5 未開講 特別支援教育に関する科目（第四欄、心身に障害のある幼児、児童又
は生徒についての教育実習）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

教職実践演習（初等1クラス） 3EE1201 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等2クラス） 3EE1202 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等3クラス） 3EE1203 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等4クラス） 3EE1204 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等5クラス） 3EE1205 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等6クラス） 3EE1206 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等7クラス） 3EE1207 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等8クラス） 3EE1208 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等9クラス） 3EE1209 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（初等10クラス） 3EE1210 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（幼年期教育創生コー
ス）

3EE1211 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（中等国語クラス） 3EE1212 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（中等社会クラス） 3EE1213 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（中等英語クラス） 3EE1214 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（中等数学クラス） 3EE1215 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（中等理科クラス） 3EE1216 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（芸体音楽クラス） 3EE1217 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（芸体美術クラス） 3EE1218 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教育実習（事前・事後指導を含む）

教職実践演習
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教職実践演習（芸体保体クラス） 3EE1219 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（芸体技術クラス） 3EE1220 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（芸体家庭科クラス） 3EE1221 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（特支1クラス） 3EE1222 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

教職実践演習（特支2クラス） 3EE1223 未開講 クラス担任 2 4 R4･R5 未開講
第五欄、教育実践に関する科目（教
職実践演習）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

保育内容（健康）指導法 3FA1000 後：木５（２３１／８２１） 柴田　卓 2 2- R4･R5 後期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。））

保育内容（人間関係）指導法 3FA1100 後：火２（２２９） 飯島　典子 2 2- R4･R5 後期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。））

保育内容（環境）指導法 3FA1200 後：木４（７２０） 佐藤　哲也 2 2- R4･R5 後期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。））

保育内容（言葉）指導法 3FA1300 後：木１（７２０） 山本　信 2 2- R4･R5 後期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。））

保育内容（表現）指導法 3FA1400 後：木２（４１０） 香曽我部　琢　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。））

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

初等国語科教育法ａ 3FB1001 前：月３（７３０） 佐野　幹 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））国語（書写を含む。）

初等国語科教育法ｂ 3FB1002 前：水１（７３０） 児玉　忠 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））国語（書写を含む。）

初等国語科教育法ｃ 3FB1003 後：月３（７３０） 佐野　幹 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））国語（書写を含む。）

初等国語科教育法ｄ 3FB1004 後：月４（４２０） 児玉　忠 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））国語（書写を含む。）

初等国語科教育法ｅ 3FB1005 後：水１（７３０） 児玉　忠 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））国語（書写を含む。）

初等社会科教育法ａ 3FB1101 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））社会

初等社会科教育法ｂ 3FB1102 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））社会

初等社会科教育法ｃ 3FB1103 未開講 松岡　尚敏 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））社会

初等社会科教育法ｄ 3FB1104 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））社会

初等社会科教育法ｅ 3FB1105 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））社会

初等算数科教育法ａ 3FB1201 前：月３（２３６） 市川　啓　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））算数

初等算数科教育法ｂ 3FB1202 前：月４（７３０） 花園　隼人　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））算数

初等算数科教育法ｃ 3FB1203 後：月３（２３６） 市川　啓　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））算数

初等算数科教育法ｄ 3FB1204 後：月４（７２０） 花園　隼人　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））算数

初等算数科教育法ｅ 3FB1205 後：水１（２３６） 奥山　勉 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））算数

初等理科教育法ａ 3FB1301 未開講 渡辺　尚 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））理科

初等理科教育法ｂ 3FB1302 未開講 中山　慎也 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））理科

初等理科教育法ｃ 3FB1303 未開講 池田　和正　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））理科

初等理科教育法ｄ 3FB1304 未開講 中山　慎也 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））理科

初等理科教育法ｅ 3FB1305 未開講 渡辺　尚　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））理科

初等生活科教育法ａ 3FB1401 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））生活

初等生活科教育法ｂ 3FB1402 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））生活

初等生活科教育法ｃ 3FB1403 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））生活

初等生活科教育法ｄ 3FB1404 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））生活

初等生活科教育法ｅ 3FB1405 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））生活

初等生活科教育法ｆ 3FB1406 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））生活

教科及び教科の指導法に関する科目

保育内容の指導法

各教科の教育法（初等）
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初等音楽科教育法ａ 3FB1501 前：月３（４３０） 早坂　英里子　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））音楽

初等音楽科教育法ｂ 3FB1502 前：月４（４３０） 高橋　弘二 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））音楽

初等音楽科教育法ｃ 3FB1503 前：水１（４３０） 佐藤　崇 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））音楽

初等音楽科教育法ｄ 3FB1504 後：月３（音-４演室） 早坂　英里子　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））音楽

初等音楽科教育法ｅ 3FB1505 後：水１（４３０） 高橋　弘二 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））音楽

初等図画工作科教育法ａ 3FB1601 前：月３（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））図画工作

初等図画工作科教育法ｂ 3FB1602 後：月３（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））図画工作

初等図画工作科教育法ｃ 3FB1603 前：水１（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））図画工作

初等図画工作科教育法ｄ 3FB1604 後：月３（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））図画工作

初等図画工作科教育法ｅ 3FB1605 後：月４（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））図画工作

初等家庭科教育法ａ 3FB1701 未開講 前田　まどか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））家庭

初等家庭科教育法ｂ 3FB1702 未開講 前田　まどか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））家庭

初等家庭科教育法ｃ 3FB1703 未開講 前田　まどか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））家庭

初等家庭科教育法ｄ 3FB1704 未開講 前田　まどか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））家庭

初等家庭科教育法ｅ 3FB1705 未開講 前田　まどか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））家庭

初等体育科教育法ａ 3FB1801 前：月４（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））体育

初等体育科教育法ｂ 3FB1802 前：水１（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））体育

初等体育科教育法ｃ 3FB1803 後：月３（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））体育

初等体育科教育法ｄ 3FB1804 後：月４（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））体育

初等体育科教育法ｅ 3FB1805 後：水１（７２０／体育館） 沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））体育

初等外国語活動・外国語教育法ａ 3FB1901 前：月３（２３１） 和田　あずさ 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））外国語

初等外国語活動・外国語教育法ｂ 3FB1902 前：月４（２３６） 清水　遥 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））外国語

初等外国語活動・外国語教育法ｃ 3FB1903 前：水１（２２９） 和田　あずさ 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））外国語

初等外国語活動・外国語教育法ｄ 3FB1904 後：月４（２３６） 清水　遥 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））外国語

初等外国語活動・外国語教育法ｅ 3FB1905 後：水１（２２９） 和田　あずさ 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））外国語

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

中等国語科教育法A 3FC1000 後：金１（２１０） 佐野　幹　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等国語科教育法B 3FC1100 未開講 児玉　忠 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等社会科教育法A 3FC1200 前：月１（２１０） 吉田　剛　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等社会科教育法B 3FC1300 後：月１（２２４） 坪田　益美 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等社会・地歴科教育法 3FC1400 後：金１（２２０） 吉田　剛　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等社会・公民科教育法 3FC1500 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等数学科教育法A 3FC1600 前（一部集中）：月１（７３０） 花園　隼人　ほか 2 2- R4･R5
前期＋
一部集

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等数学科教育法B 3FC1700 未開講 市川　啓　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等理科教育法A 3FC1800 後：金１（２２４） 渡辺　尚　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等理科教育法B 3FC1900 未開講 中山　慎也 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等音楽科教育法A 3FC2000 後：金１（音-４演室） 板橋　薫　ほか 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等音楽科教育法B 3FC2100 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等美術科教育法A 3FC2200 未定 高橋　直人 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等美術科教育法B 3FC2300 未開講 村上　タカシ 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等保健体育科教育法A 3FC2400 前：金１（７３０） 佐藤　亮平　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

各教科の教育法（中等）
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中等保健体育科教育法B 3FC2500 未開講 黒川　修行　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等技術科教育法A 3FC2600
後（一部集中）：金１（1-技実習室
２）

板垣　翔大　ほか 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等技術科教育法B 3FC2700 未開講 板垣　翔大　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等家庭科教育法A 3FC2800 後：金１（1-家教実室） 前田　まどか　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等家庭科教育法B 3FC2900 未開講 前田　まどか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等英語科教育法A 3FC3000 前：月１（２２６） 鈴木　渉　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

中等英語科教育法B 3FC3100 未開講 畠山　喜彦 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。））

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

保育内容（健康） 3FD1000 前：水５（２３６／８２１） 佐藤　哲也　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科
目（領域に関する専門的事項）

保育内容（人間関係） 3FD1100 前：木５（２２９） 飯島　典子　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科
目（領域に関する専門的事項）

保育内容（環境） 3FD1200 前：木４（７２０） 佐藤　哲也　ほか 2 2- R4･R5
前期＋
一部集

第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科
目（領域に関する専門的事項）

保育内容（言葉） 3FD1300 前：金３（７３０） 中地　文 2 2- R4･R5 前期 第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科
目（領域に関する専門的事項）

保育内容（表現） 3FD1400 前：水２（４１０） 村上　タカシ　ほか 2 2- R4･R5
前期＋
一部集

第二欄、領域及び保育内容の指導法に関する科
目（領域に関する専門的事項）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

初等国語科内容概論ａ 3FE1001 前：火３（２２９） 中地　文 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語（書写を含む。）

初等国語科内容概論ｂ 3FE1002 前：金４（２３６） 津田　智史 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語（書写を含む。）

初等国語科内容概論ｃ 3FE1003 後：水１（２１０） 遠藤　仁 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語（書写を含む。）

初等国語科内容概論ｄ 3FE1004 後：火３（２２９） 中地　文 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語（書写を含む。）

初等社会科内容概論ａ 3FE1101 前：火３（４２０） 川﨑　惣一　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）社会

初等社会科内容概論ｂ 3FE1102 前：水２（２３１） 西城　潔　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）社会

初等社会科内容概論ｃ 3FE1103 後：火３（７３０） 横山　貴史　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）社会

初等社会科内容概論ｄ 3FE1104 後：水２（７２０） 西城　潔　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）社会

初等算数科内容概論ａ 3FE1201 前：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）算数

初等算数科内容概論ｂ 3FE1202 前：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）算数

初等算数科内容概論ｃ 3FE1203 後：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）算数

初等算数科内容概論ｄ 3FE1204 後：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）算数

初等理科内容概論ａ 3FE1301 前：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等理科内容概論ｂ 3FE1302 前：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等理科内容概論ｃ 3FE1303 前：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等理科内容概論ｄ 3FE1304 前：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等理科内容概論ｅ 3FE1305 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等理科内容概論ｆ 3FE1306 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等理科内容概論ｇ 3FE1307 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等理科内容概論ｈ 3FE1308 後：火１・２（理-物１実室／理-化１実室／理-
多実室／理-生１実室）

西山　正吾　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）理科

初等生活科内容概論ａ 3FE1401 前：火３（9-生実室） 教員未定 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

初等生活科内容概論ｂ 3FE1402
前：火３（理-理１実室／理-多実
室）

教員未定 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

初等生活科内容概論ｃ 3FE1403 前：水２（9-生実室） 教員未定 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

初等生活科内容概論ｄ 3FE1404
前：水２（理-理１実室／理-多実
室）

教員未定 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

初等生活科内容概論ｅ 3FE1405 後：火３（9-生実室） 教員未定 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

幼稚園の領域科目

小学校の専門科目

87



初等生活科内容概論ｆ 3FE1406 後：火３（理-理１実室） 教員未定 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

初等生活科内容概論ｇ 3FE1407 後：水２（9-生実室） 教員未定 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

初等生活科内容概論ｈ 3FE1408 後：水２（理-理１実室） 教員未定 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生活

初等音楽科内容概論ａ 3FE1501 前：火２（４３０） 榊原　光裕 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｂ 3FE1502 前：火２（音-４演室） 倉戸　テル 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｃ 3FE1503 前：火２（音-５演室） 小塩　さとみ 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｄ 3FE1504 前：火２（８２０） 原田　博之 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｅ 3FE1505 前：火２（８２１／音-１演室） 日比野　裕幸 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｆ 3FE1506 後：火２（４３０） 榊原　光裕 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｇ 3FE1507 後：火２（音-４演室） 倉戸　テル 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｈ 3FE1508 後：火２（８２０） 原田　博之 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｉ 3FE1509 後：火２（音-５演室） 小塩　さとみ 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等音楽科内容概論ｊ 3FE1510 後：火２（音-１演室） 日比野　裕幸 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽

初等図画工作科内容概論ａ 3FE1601 前（一部集中）：火３（４１０） 村上　タカシ 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）図画工作

初等図画工作科内容概論ｂ 3FE1602
前：水１（理-理１実室／理-理２実
室）

安彦　文平 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）図画工作

初等図画工作科内容概論ｃ 3FE1603
前（一部集中）：水１（４１０／理-
理１実室）

非常勤講師　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）図画工作

初等図画工作科内容概論ｄ 3FE1604 後：水１（４１０／理-理１実室） 非常勤講師　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）図画工作

初等図画工作科内容概論ｅ 3FE1605 後（一部集中）：水１（４１０） 平垣内　清　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）図画工作

初等図画工作科内容概論ｆ 3FE1606 後：火３（４１０） 虎尾　裕 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）図画工作

初等家庭科内容概論ａ 3FE1701 前：火１（２３０） 菅原　正則　ほか 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）家庭

初等家庭科内容概論ｂ 3FE1702 後：火１（２３０） 菅原　正則　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）家庭

初等体育科内容概論ａ 3FE1801
通：月２（グラウンド／体育館／ダ
ンス室／表現-実２）

沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育

初等体育科内容概論ｂ 3FE1802
通前：火２（グラウンド／体育館／ダンス室／表現-実
２）.通後：水２（グラウンド／体育館／ダンス室／表
現-実２）

沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育

初等体育科内容概論ｃ 3FE1803
通前：水２（グラウンド／体育館／ダンス室／表現-実
２）.通後：火２（グラウンド／体育館／ダンス室／表
現-実２）

沼倉　学　ほか 2 2- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育

初等外国語活動・外国語内容概論ａ 3FE1901 前：水１（２２１） 竹森　徹士　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）外国語

初等外国語活動・外国語内容概論ｂ 3FE1902 前：水１（２３１） 竹森　徹士　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）外国語

初等外国語活動・外国語内容概論ｃ 3FE1903 前：水１（２３６） 竹森　徹士　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）外国語

初等外国語活動・外国語内容概論ｄ 3FE1904 後：火３（２２１） 竹森　徹士　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）外国語

初等外国語活動・外国語内容概論ｅ 3FE1905 後：火３（２３１） 竹森　徹士　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）外国語

初等外国語活動・外国語内容概論ｆ 3FE1906 後：火３（２３６） 竹森　徹士　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）外国語

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

国語科内容概論（国語学） 3FF1000 前：火４（７２０） 津田　智史 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容講義（国語学A） 3FF1100 後：火４（２２６） 津田　智史 2 2- R4･R5 欠講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容講義（国語学B） 3FF1200 欠講 津田　智史 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容基礎演習（国語学A） 3FF1300 前：火２（２２９） 津田　智史 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容基礎演習（国語学B） 3FF1400 後：火２（２２３） 津田　智史 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容概論（国文学A） 3FF1500 前：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容概論（国文学B） 3FF1600 前：木３（２３１） 仲谷　健太郎 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（国文学A）a 3FF1701 後：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（国文学A）b 3FF1702 前：金２（７２０） 中地　文 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（国文学B） 3FF1800 後：木３（７２１） 仲谷　健太郎 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

中学校の専門科目
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国語科内容基礎演習（国文学A）ａ 3FF1901 前：火３（３２１） 廣瀬　航也 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容基礎演習（国文学A）ｂ 3FF1902 前：木４（３２１） 中地　文 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容基礎演習（国文学B）ａ 3FF2001 後：火２（３２２） 廣瀬　航也 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容基礎演習（国文学B）ｂ 3FF2002 後：木４（３２１） 中地　文 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容基礎演習（国文学C） 3FF2100 前：火２（２３１） 仲谷　健太郎 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容基礎演習（国文学D） 3FF2200 後：木２（２２３） 仲谷　健太郎 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容概論（漢文学） 3FF2300 前：水４（２１０） 渡部　東一郎 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）漢文学

国語科内容講義（漢文学） 3FF2400 後：水４（７２０） 三田　辰彦 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）漢文学

国語科内容基礎演習（漢文学A） 3FF2500 後：水３（２３６） 三田　辰彦 2 2- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）漢文学

国語科内容基礎演習（漢文学B） 3FF2600 欠講 三田　辰彦 2 2- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）漢文学

国語科内容実技（書道） 3FF2700 前：月５（２２１） 小野寺　東史 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）書道（書写を中心とする。）

中等国語科内容構成基礎論 3FF2800 前：木２（２２３） 津田　智史　ほか 2 1- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

国語科内容基礎演習（国語科教育A） 3FF2900 未開講 佐野　幹 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

国語科内容基礎演習（国語科教育B） 3FF3000 未開講 児玉　忠 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

社会系教科内容概論（日本史） 3FG1000 後：木３（２３６） 堀田　幸義 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（日本史）

社会系教科内容講義（日本史A） 3FG1100 前：金４（２３１） 堀田　幸義 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（日本史）

社会系教科内容講義（日本史B） 3FG1200 未開講 三好　俊文 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（日本史）

社会系教科内容基礎演習（日本史A） 3FG1300 未開講 堀田　幸義 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（日本史）

社会系教科内容基礎演習（日本史B） 3FG1400 未開講 堀田　幸義 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（日本史）

社会系教科内容概論（外国史） 3FG1500 後：月４（２３１） 田中　良英 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（外国史）

社会系教科内容講義（外国史A） 3FG1600 前：木４（２２３） 田中　良英 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（外国史）

社会系教科内容講義（外国史B） 3FG1700 未開講 高橋　亨 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（外国史）

社会系教科内容基礎演習（外国史A） 3FG1800 未開講 田中　良英 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（外国史）

社会系教科内容基礎演習（外国史B） 3FG1900 未開講 田中　良英 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（外国史）

社会系教科内容概論（人文地理学） 3FG2000 後：木２（３２２） 横山　貴史 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容講義（人文地理学） 3FG2100 前：木２（２２４） 横山　貴史 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容実習（人文地理学） 3FG2200 未開講 横山　貴史 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容基礎演習（人文地理
学A）

3FG2300 未開講 横山　貴史 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容基礎演習（人文地理
学B）

3FG2400 未開講 横山　貴史 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容概論（自然地理学） 3FG2500 後：木５（７２０） 西城　潔 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容講義（自然地理学） 3FG2600 前：木５（２２６） 西城　潔 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容実習（自然地理学） 3FG2700 未開講 西城　潔 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容基礎演習（自然地理
学A）

3FG2800 未開講 西城　潔 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容基礎演習（自然地理
学B）

3FG2900 未開講 西城　潔 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容講義（地誌） 3FG3000 後：火４（２３０） 西城　潔 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（地誌）

社会系教科内容概論（法律学） 3FG3100 未開講 加藤　雄大 2 3- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際
政治を含む。）」

社会系教科内容概論（政治学） 3FG3200 前：金５（２３１） 石田　雅樹 2 2- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際
政治を含む。）」

社会系教科内容講義（政治学） 3FG3300 後：金５（２２４） 石田　雅樹 2 2- R4･R5 後期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際
政治を含む。）」

社会系教科内容基礎演習（政治学A） 3FG3400 未開講 石田　雅樹 2 3- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際
政治を含む。）」

社会系教科内容基礎演習（政治学B） 3FG3500 未開講 石田　雅樹 2 3- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際
政治を含む。）」

社会系教科内容概論（経済学） 3FG3600 未開講 泉　正樹 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

社会系教科内容概論（社会学） 3FG3700 未定 山内　明美 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

社会系教科内容講義（社会学） 3FG3800 未定 山内　明美 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」
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社会系教科内容基礎演習（社会学A） 3FG3900 未開講 山内　明美 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

社会系教科内容基礎演習（社会学B） 3FG4000 未開講 山内　明美 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

社会系教科内容概論（哲学） 3FG4100 前：金３（２３１） 川﨑　惣一 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

社会系教科内容概論（倫理学） 3FG4200 未開講 池田　準 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

社会系教科内容講義（哲学） 3FG4300 後：金３（２２９） 川﨑　惣一 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

社会系教科内容基礎演習（哲学A） 3FG4400 未開講 川﨑　惣一 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

社会系教科内容基礎演習（哲学B） 3FG4500 未開講 川﨑　惣一 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

社会系教科内容構成基礎論（社会・
地理歴史科）

3FG4600 前：月５（４２０） 田中　良英　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

社会系教科内容構成基礎論（社会・
公民科）

3FG4700 後：月５（２３２） 石田　雅樹　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

社会系教科内容基礎演習（社会・地
理歴史科教育A）

3FG4800 未開講 吉田　剛 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

社会系教科内容基礎演習（社会・地
理歴史科教育B）

3FG4900 未開講 吉田　剛 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

社会系教科内容基礎演習（社会・公
民科教育A）

3FG5000 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

社会系教科内容基礎演習（社会・公
民科教育B）

3FG5100 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

数学科内容基礎講義（代数学） 3FH1000 前：木２（２２１） 田谷　久雄 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容講義（代数学A） 3FH1100 後：木２（２２１） 田谷　久雄 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容講義（代数学B） 3FH1200 前：火４（２２１） 田谷　久雄 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容演習（代数学系A） 3FH1300 後：火４（２２７） 田谷　久雄 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容演習（代数学系B） 3FH1400 未開講 田谷　久雄 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容基礎講義（幾何学） 3FH1500 後：金３（７２０） 鎌田　博行 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容講義（幾何学A） 3FH1600 前：火５（２１０） 鎌田　博行 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容講義（幾何学B） 3FH1700 後：木２（２１０） 鎌田　博行 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容演習（幾何学系A） 3FH1800 後：月３（２２１） 鎌田　博行 2 2- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容演習（幾何学系B） 3FH1900 未開講 鎌田　博行 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容基礎講義（解析学） 3FH2000 前：火４（７３０） 佐藤　得志 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容講義（解析学A） 3FH2100 後：火４（２２１） 佐藤　得志 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容講義（解析学B） 3FH2200 前：木２（２１０） 佐藤　得志 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容演習（解析学系A） 3FH2300 後：金２（７２１） 佐藤　得志 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容演習（解析学系B） 3FH2400 欠講 佐藤　得志 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容講義（確率論・統計学A） 3FH2500 未開講 佐藤　得志 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「確率論、統計学」

数学科内容講義（確率論・統計学B） 3FH2600 未開講 佐藤　得志 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「確率論、統計学」

数学科内容講義（コンピュータ） 3FH2700 後：火５（４２０） 田谷　久雄 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）コンピュータ

中等数学科内容構成基礎論 3FH2800 前：金３（４２０） 鎌田　博行　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

理科内容基礎講義（物理学A） 3FI1000 後：月５（４２０） 福田　善之 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容基礎講義（物理学B） 3FI1100 後：月３（２２７） 西山　正吾 2 2- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容応用講義（物理学） 3FI1200 未開講 内山　哲治 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容基礎演習（物理学） 3FI1300 未開講 福田　善之　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容基礎実験（物理学）a 3FI1401
前（一部集中）：木３・４・５（理-
物１実室）

福田　善之　ほか 2 2- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

理科内容基礎実験（物理学）b 3FI1402
前（一部集中）：木３・４・５（理-
物１実室）

福田　善之　ほか 2 2- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

理科内容基礎講義（化学A） 3FI1500 後：火４（２２９） 笠井　香代子　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容基礎講義（化学B） 3FI1600 後：水２（２２９） 猿渡　英之　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容応用講義（化学） 3FI1700 未開講 猿渡　英之 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容基礎演習（化学） 3FI1800 未開講 笠井　香代子 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容基礎実験（化学）a 3FI1901
前（一部集中）：金３・４・５（理-
化２実室／理-化１実室）

猿渡　英之 2 2- R4･R5
前期＋
一部集

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」
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理科内容基礎実験（化学）b 3FI1902
前（一部集中）：金３・４・５（理-
化２実室／理-化１実室）

猿渡　英之　ほか 2 2- R4･R5
前期＋
一部集

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

理科内容基礎講義（生物学A） 3FI2000 後（一部集中）：月４（２３０） 小林　恭士　ほか 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

理科内容基礎講義（生物学B） 3FI2100 前（一部集中）：火４（２３０） 小林　恭士　ほか 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

理科内容応用講義（生物学） 3FI2200 未開講 棟方　有宗　ほか 2 3- R4･R5 欠講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

理科内容基礎演習（生物学） 3FI2300 未開講 棟方　有宗　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

理科内容基礎実験（生物学）a 3FI2401 後（一部集中）：木３・４・５（理-生１実室／
理-理２実室）

出口　竜作　ほか 2 2- R4･R5
後期＋
一部集

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

理科内容基礎実験（生物学）b 3FI2402 後（一部集中）：木３・４・５（理-生１実室／
理-理２実室）

出口　竜作　ほか 2 2- R4･R5
後期＋
一部集

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

理科内容基礎講義（地学A） 3FI2500 後：木２（２３１） 川村　寿郎　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

理科内容基礎講義（地学B） 3FI2600 前：火３（２３０） 菅原　敏 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

理科内容応用講義（地学） 3FI2700 未開講 高田　淑子　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

理科内容基礎演習（地学） 3FI2800 未開講 菅原　敏　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

理科内容基礎実験（地学）a 3FI2901
後：金３・４・５（理-理１実室／理
-多実室）

川村　寿郎　ほか 2 2- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

理科内容基礎実験（地学）b 3FI2902
後：金３・４・５（理-理１実室／理
-多実室）

川村　寿郎　ほか 2 2- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項）「物理学実験
（コンピューター活用を含む。）、化学実験（コンピューター活用を含む。）、生物学
実験（コンピューター活用を含む。）、地学実験（コンピューター活用を含む。）」

中等理科内容構成基礎論 3FI3000 前：水１（４２０） 西山　正吾　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

音楽科内容演習（ソルフェージュ） 3FJ1000 後：火４（４３０） 石丸　友貴 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）ソルフェージュ

音楽科内容演習（声楽） 3FJ1100 通：木４（８２０／音-４演室） 原田　博之　ほか 2 1- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）

音楽科内容実技（声楽A） 3FJ1200 前：火４（８２０） 原田　博之 1 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）

音楽科内容実技（声楽B） 3FJ1300 後：火４（８２０） 原田　博之 1 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）

音楽科内容演習（合唱） 3FJ1400 通：木３（音-４演室） 原田　博之 2 1- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）

音楽科内容演習（ピアノ） 3FJ1500 通：月４（音-４演室） 倉戸　テル 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）

音楽科内容実技（ピアノ） 3FJ1600 通：火４（音-４演室） 倉戸　テル 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）

音楽科内容演習（合奏） 3FJ1700 通：金３（音-４演室） 青田　知子 2 1- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）

音楽科内容演習（和楽器） 3FJ1800 後：水３（８２０／８２１） 大学　みき子 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）

音楽科内容演習（指揮法） 3FJ1900 通：金４（音-４演室） 日比野　裕幸 2 2- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）指揮法

音楽科内容実技（指揮法） 3FJ2000 未開講 日比野　裕幸 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）指揮法

音楽科内容演習（音楽理論A） 3FJ2100 通：木５（４３０） 木下　和彦 2 1- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

音楽科内容演習（音楽理論B） 3FJ2200 前：金２（音-１演室） 木下　和彦 2 2- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

音楽科内容演習（作曲法） 3FJ2300 後：金２（４３０） 木下　和彦 2 2- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

音楽科内容講義（音楽学） 3FJ2400 前：火４（４３０） 小塩　さとみ 2 1- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

音楽科内容演習（音楽学A） 3FJ2500 前：火５（音-１演室） 小塩　さとみ 2 2- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

音楽科内容演習（音楽学B） 3FJ2600 後：火４（音-１演室） 小塩　さとみ 2 2- R4･R5 後期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

音楽科内容演習（音楽学C） 3FJ2700 前：月５（音-１演室） 小塩　さとみ 2 2- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

中等音楽科内容構成基礎論 3FJ2800 前：火１（音-４演室） 原田　博之　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

美術科内容基礎演習（絵画） 3FK1000
前：木３（美-デ工演室／美-１ア
ト）

安彦　文平 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）絵画（映像メディア表現を含む。）

美術科内容実技（絵画Ｉ） 3FK1100
前：火３・４（美-デ工演室／美-１
アト）

安彦　文平 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）絵画（映像メディア表現を含む。）

美術科内容実技（絵画ＩＩA） 3FK1200 前：木４・５（７１０／10-版画アト／美-デ工
演室／美-版画アト）

平垣内　清 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）絵画（映像メディア表現を含む。）

美術科内容実技（絵画ＩＩB） 3FK1300
後：木３・４（美-デ工芸演室／美-
１アト）

安彦　文平 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）絵画（映像メディア表現を含む。）

美術科内容基礎演習（彫塑） 3FK1400 後：木３（美-彫塑アト） 虎尾　裕 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）彫刻

美術科内容実技（彫塑Ｉ） 3FK1500 前：木３・４（8-彫塑室） 虎尾　裕 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）彫刻

美術科内容実技（彫塑ＩＩ） 3FK1600 未開講 虎尾　裕 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）彫刻

美術科内容基礎講義（デザイン） 3FK1700
前：火１（７１０／美-デ工演室／情
-情２演室）

平垣内　清 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）デザイン（映像メディア表現を含む。）

美術科内容演習（デザイン） 3FK1800
前：火４（７１０／美-デ工演室／情
-情２演室）

平垣内　清 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）デザイン（映像メディア表現を含む。）

美術科内容基礎講義（工芸） 3FK1900 前：月４（４１０／陶芸場） 須田　聡宏 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）工芸
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美術科内容演習（工芸） 3FK2000 後：木４・５（４１０） 杉﨑　正則 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）工芸

美術科内容基礎講義（美術理論・美
術史）

3FK2100 後：木４（美-デ工演室） 瀬戸　典彦 2 1- R4･R5 後期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）美術理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術
を含む。）

美術科内容演習（美術理論・美術
史）

3FK2200 前：集中 和田　浩一 2 2- R4･R5
前期集
中

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）美術理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術
を含む。）

美術科内容演習（鑑賞） 3FK2300 後：火４（美-デ工演室） 安彦　文平 2 2- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）美術理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術
を含む。）

中等美術科内容構成基礎論 3FK2400 前：金１（美-デ工演室） 安彦　文平　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

保健体育科内容基礎実技（体育実
技）

3FL1000
通（一部集中）：木５（８２１／体
育館／プール）

沼倉　学　ほか 2 1- R4･R5
通年＋
一部集

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・球
技A）

3FL1100
通：月４（陸上競技場／体育館／表
現-実１）

池田　晃一　ほか 2 1- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・球
技B）

3FL1200 通：木３（陸上競技場／体育館／武道場／表現-
実１／テニスコート）

池田　晃一　ほか 2 1- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・武
道）

3FL1300 通：水３（武道場） 齋藤　浩二　ほか 2 1- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・器
械運動）

3FL1400 前：月５（表現-実２） 木下　英俊 1 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・陸
上競技）

3FL1500 前：木４（５４１） 柴山　一仁 1 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・ダ
ンス）

3FL1600 後：金３（８２１／ダンス室） 佐藤　節子 1 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・野
外活動A）

3FL1700 集中 池田　晃一　ほか 1 1- R4･R5 欠講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容実技（体育実技・野
外活動B）

3FL1800 欠講 池田　晃一　ほか 1 1- R4･R5 集中 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）体育実技

保健体育科内容講義（体育原理・体
育史）

3FL1900 欠講 佐藤　節子 2 1- R4･R5 開講
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育
史」・運動学（運動方法学を含む。）

保健体育科内容講義（体育社会学・
体育経営管理学）

3FL2000 前：金４（５４１） 甲斐　健人　ほか 2 2- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育
史」・運動学（運動方法学を含む。）

保健体育科内容講義（体育心理学） 3FL2100 後：木４（２２６） 髙野　淳司 2 1- R4･R5 後期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育
史」・運動学（運動方法学を含む。）

保健体育科内容講義（運動学A） 3FL2200 前：金５（５４１） 池田　晃一 2 2- R4･R5 前期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育
史」・運動学（運動方法学を含む。）

保健体育科内容講義（運動学B） 3FL2300 後：金５（２２６） 木下　英俊 2 2- R4･R5 後期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育
史」・運動学（運動方法学を含む。）

保健体育科内容講義（人体生理学） 3FL2400 前：金３（７２１） 藤本　敏彦 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生理学（運動生理学を含む。）

保健体育科内容講義（衛生学・公衆
衛生学）

3FL2500 前：火４（７２１） 黒川　修行 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）衛生学・公衆衛生学

保健体育科内容講義（学校保健） 3FL2600 後：火４（７２１） 黒川　修行 2 2- R4･R5 後期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含
む。）

中等保健体育科内容構成基礎論 3FL2700 前：火１（２３６） 木下　英俊　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

保健体育科内容実験（生理学、衛生
学・公衆衛生学、学校保健）

3FL2800
通：木４・５（5-保運生実室／５４
１）

黒川　修行 2 2- R4･R5 通年 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

技術科内容講義（木材加工） 3FM1000 前：月４（２２４） 板垣　翔大 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）木材加工（製図及び実習を含む。）

技術科内容実験実習（木材加工） 3FM1100 未定 板垣　翔大 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）木材加工（製図及び実習を含む。）

技術科内容講義（金属加工） 3FM1200 後：月４（２２４） 小沢　喜仁　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）金属加工（製図及び実習を含む。）

技術科内容実験実習（金属加工） 3FM1300 後：木３・４（技-金工実室） 佐藤　勇貴 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）金属加工（製図及び実習を含む。）

技術科内容基礎講義（機械） 3FM1400 前：木５（２３２） 古田　このみ 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）機械（実習を含む。）

技術科内容応用講義（機械） 3FM1500 未開講 古田　このみ 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）機械（実習を含む。）

技術科内容実験実習（機械） 3FM1600 後：金３・４（1-技実習室１） 古田　このみ 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）機械（実習を含む。）

技術科内容基礎講義（電気） 3FM1700 前：木５（２２３） 水谷　好成 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）電気（実習を含む。）

技術科内容応用講義（電気） 3FM1800 後：火５（1-技電工実室） 水谷　好成 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）電気（実習を含む。）

技術科内容実験実習（電気） 3FM1900 未開講 水谷　好成 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）電気（実習を含む。）

技術科内容基礎講義（栽培） 3FM2000 前：集中 金澤　俊成 2 1- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）栽培（実習を含む。）

技術科内容応用講義（栽培／生物育
成）

3FM2100
後：水２（1-技実習室１／栽実圃
場）

金澤　俊成 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）栽培（実習を含む。）

技術科内容実験実習（栽培） 3FM2200
前：金３・４（1-技実習室１／栽実
圃場）

金澤　俊成 2 2- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）栽培（実習を含む。）

技術科内容基礎講義（情報とコン
ピュータ）

3FM2300
前：水１（1-技実習室１／10-情シ実
室）

岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）情報とコンピュータ（実習を含む。）

技術科内容応用講義（情報とコン
ピュータ）

3FM2400 欠講 岡本　恭介　ほか 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）情報とコンピュータ（実習を含む。）

技術科内容実験実習（情報とコン
ピュータ）

3FM2500
後：木３・４（1-技実習室１／10-情
シ実室）

岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）情報とコンピュータ（実習を含む。）

中等技術科内容構成基礎論 3FM2600 前：火１（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

技術科内容講義（材料と加工） 3FM2700 未開講 板垣　翔大 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

家庭科内容講義（家庭経営学） 3FN1000 後：水４（２２４） 牛渡　亮 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）
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家庭科内容講義（被服学A） 3FN1100 未開講 西川　重和 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）被服学（被服製作実習を含む。）

家庭科内容講義（被服学B） 3FN1200 未開講 西川　重和 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）被服学（被服製作実習を含む。）

家庭科内容実験実習（被服学A） 3FN1300 後：木３・４（1-家被実室） 加藤　博子 1 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）被服学（被服製作実習を含む。）

家庭科内容実験実習（被服学B） 3FN1400 前：月４・５（理-理1実室） 西川　重和 1 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）被服学（被服製作実習を含む。）

家庭科内容講義（食物学A） 3FN1500 前：木３（２２３） 亀井　文 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

家庭科内容講義（食物学B） 3FN1600 未開講 亀井　文 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

家庭科内容実験実習（食物学A） 3FN1700 前：木４・５（1-家食実室） 八巻　美智子 1 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

家庭科内容実験実習（食物学B） 3FN1800 後：木３・４（1-家食実室） 亀井　文 1 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

家庭科内容講義（住居学A） 3FN1900 未開講 菅原　正則 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）住居学（製図を含む。）

家庭科内容講義（住居学B） 3FN2000 未開講 菅原　正則 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）住居学（製図を含む。）

家庭科内容実験実習（住居学A） 3FN2100 前：木３・４（２３３） 菅原　正則 1 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）住居学（製図を含む。）

家庭科内容実験実習（住居学B） 3FN2200 未開講 菅原　正則 1 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）住居学（製図を含む。）

家庭科内容講義（保育学A） 3FN2300 未開講 香曽我部　琢 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）保育学（実習及び家庭看護を含む。）

家庭科内容講義（保育学B） 3FN2400 未開講 香曽我部　琢 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）保育学（実習及び家庭看護を含む。）

家庭科内容実験実習（保育学A） 3FN2500 後：月４・５（9-生実室） 香曽我部　琢 1 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）保育学（実習及び家庭看護を含む。）

家庭科内容実験実習（保育学B） 3FN2600 未開講 香曽我部　琢 1 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）保育学（実習及び家庭看護を含む。）

家庭科内容講義（家庭電気） 3FN2700 後：金５（２３２） 野角　光治 2 1- R4･R5 欠講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）家庭電気・家庭機械・情報処理

家庭科内容講義（家庭機械） 3FN2800 欠講 鈴木　明宏 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）家庭電気・家庭機械・情報処理

家庭科内容講義（情報処理） 3FN2900 後：集中（遠隔） 岡本　恭介　ほか 2 1- R4･R5
後期集
中

第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）家庭電気・家庭機械・情報処理

中等家庭科内容構成基礎論 3FN3000 前：火１（２２４） 菅原　正則　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

家庭科内容講義（家庭科教育） 3FN3100 後：火５（２２４） 香曽我部　琢　ほか 2 1- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

家庭科内容演習（家庭科教育） 3FN3200 未開講 菅原　正則 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

英語科内容概論（英語学） 3FO1000 後：火４（７３１） 戸塚　将 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語学

英語科内容講義（英語学） 3FO1100 前：火４（２２６） 和田　あずさ 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語学

英語科内容演習（英語学A） 3FO1200 前：火３（２３１） 高橋　大厚 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語学

英語科内容演習（英語学B） 3FO1300 後：火３（２３２） 高橋　大厚 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語学

英語科内容概論（英語文学） 3FO1400 前：火４（２１０） 竹森　徹士 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語文学

英語科内容講義（英語文学） 3FO1500 前：木２（２３６） 大河内　昌 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語文学

英語科内容演習（英語文学A） 3FO1600 後：木２（２２９） 大河内　昌 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語文学

英語科内容演習（英語文学B） 3FO1700 後：月４（２２３） 竹森　徹士 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語文学

英語科内容基礎演習（英会話A） 3FO1800 前：水３（４２０） R. キャンベル 1 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容基礎演習（英会話B） 3FO1900 前：水５（４２０） R. キャンベル 1 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容基礎演習（英会話C） 3FO2000 後：水３（４２０） R. キャンベル 1 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容基礎演習（英会話D） 3FO2100 後：水５（４２０） R. キャンベル 1 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容演習（英会話A） 3FO2200 前：水３（２３１） D. ダードン 1 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容演習（英会話B） 3FO2300 前：木５（２３６） M. ナール 1 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容演習（英会話C） 3FO2400 後：水３（２３１） D. ダードン 1 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容演習（英会話D） 3FO2500 後：木５（２３６） M. ナール 1 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容基礎演習（英作文A） 3FO2600 前：水４（２３１） D. ダードン 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容基礎演習（英作文B） 3FO2700 後：水４（２３１） D. ダードン 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容演習（英作文A） 3FO2800 前：水４（４２０） R. キャンベル 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容演習（英作文B） 3FO2900 後：水４（４２０） R. キャンベル 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション

英語科内容演習（プレゼンテーショ
ン）

3FO3000 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語コミュニケーション
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英語科内容概論（異文化理解） 3FO3100 後：金３（２２１） 竹森　徹士 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）異文化理解

英語科内容演習（異文化理解） 3FO3200 後：月３（２３１） 渡部　学 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）異文化理解

中等英語科内容構成基礎論 3FO3300 後：火５（２２１） 竹森　徹士　ほか 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

幼年期の育ちと学び 3FP1000 後：金５（２２１） 佐藤　哲也 2 1- R4･R5 開講 第六欄、大学が独自に設定する科目

幼年期の心理学 3FP1100 前：火３（７２０） 飯島　典子 2 2- R4･R5 前期

子どもの健康と安全 3FP1200 前：金５（２３３） 亀井　文　ほか 2 2- R4･R5 前期

子ども家庭福祉 3FP1300 前：水３（７２０） 松﨑　泰　ほか 2 2- R4･R5 前期

子どもの学びと文化 3FP1400 未開講 中地　文 2 3- R4･R5 開講

幼年期教育の歴史と理論 3FP1500 未開講 佐藤　哲也 2 3- R4･R5 開講

幼年期教育創生研究 3FP1600 未開講 佐藤　哲也 2 3- R4･R5 開講

地域教育課題と未来づくり教育 3FP1700 後：金５（２２０） 板垣　翔大　ほか 2 1- R4･R5 後期

文理融合型研究法 3FP1800 前：火４（２２９） 久保　順也　ほか 2 2- R4･R5 前期

子ども発達と認知の心理学的理解 3FP1900 前：木３（７２０） 平　真木夫　ほか 2 2- R4･R5 前期

学力とグローバル・コンピテンシー 3FP2000 後：木３（４２０） 田端　健人　ほか 2 2- R4･R5 前期

環境と共生のリテラシー 3FP2100 前：木２（２２７） 永幡　嘉之 2 2- R4･R5 開講

授業への教育臨床的接近 3FP2200 前：火５（２２１） 吉村　敏之　ほか 2 2- R4･R5 開講

教科の学習と言語活動 3FP2300 前：金５（２２０） 児玉　忠　ほか 2 1- R4･R5 前期

共生とコミュニケーション 3FP2400 前：木３（２１０） 竹森　徹士　ほか 2 2- R4･R5 開講

社会科資料調査法（地理歴史） 3FP2500 前：水１（２３２） 堀田　幸義 2 2- R4･R5 前期

社会科資料調査法（公民） 3FP2600 前：水１（３４１） 石田　雅樹 2 2- R4･R5 前期

子どもの問いと理数・自然系教育の
創生

3FP2700 前：金５（２１０） 市川　啓　ほか 2 1- R4･R5 前期

数理・自然科学へのいざない 3FP2800 後：火５（２１０） 市川　啓　ほか 2 2- R4･R5 開講

研究演習（初等教育専攻） 3FP2900 未開講 佐藤　哲也 2 4 R4･R5 未開講

言語・社会系教育における資質・能
力

3FP3000 前：月２（２２６） 佐野　幹　ほか 2 1- R4･R5 前期

応用演習（中等教育専攻言語・社会
系教育コース）

3FP3100 未開講 佐野　幹 2 4 R4･R5 未開講

数理・自然科学概論 3FP3200 後：火５（７２１） 市川　啓　ほか 2 1- R4･R5 開講

数学科内容基礎概論a 3FP3301 前：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1- R4･R5 開講

数学科内容基礎概論b 3FP3302 後：火２（２２０） 田谷　久雄　ほか 2 1- R4･R5 開講

理科応用実験 3FP3400 未開講 猿渡　英之 1 3- R4･R5 開講

応用演習（中等教育専攻理数系教育
コース）

3FP3500 未開講 鎌田　博行 2 4 R4･R5 未開講

人間形成における表現と健康 3FP3600 後：月５（２３３／その他） 安彦　文平　ほか 2 1- R4･R5 後期

音と表現 3FP3700 後：火５（音-４演室） 日比野　裕幸　ほか 2 2- R4･R5 未定

民族音楽演習 3FP3800 集中 守屋　圭子 2 1- R4･R5 集中

美術特殊演習A 3FP3900 未開講 安彦　文平 2 3- R4･R5 欠講

美術特殊演習B 3FP4000 未開講 平垣内　清 2 3- R4･R5 開講

からだと表現 3FP4100 前：木３（ダンス室） 佐藤　節子 2 1- R4･R5 前期

野外活動と自然体験A 3FP4200 集中 池田　晃一　ほか 1 1- R4･R5 欠講

野外活動と自然体験B 3FP4300 欠講 池田　晃一　ほか 1 1- R4･R5 集中

生活系教育概論 3FP4400 後：月２（２３３） 板垣　翔大　ほか 2 1- R4･R5 後期

コース専門科目
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授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

国語科内容概論（国語学） 3FF1000 前：火４（７２０） 津田　智史 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容講義（国語学A） 3FF1100 後：火４（２２６） 津田　智史 2 2- R4･R5 欠講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容講義（国語学B） 3FF1200 欠講 津田　智史 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）

国語科内容概論（国文学A） 3FF1500 前：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（国文学A） 3FF1700 欠講 中地　文 2 2- R4･R5 欠講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（国文学A）a 3FF1701 後：木２（７２０） 廣瀬　航也 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（国文学A）b 3FF1702 前：金２（７２０） 中地　文 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（国文学B） 3FF1800 後：木３（７２１） 仲谷　健太郎 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）国文学（国文学史を含む。）

国語科内容講義（漢文学） 3FF2400 後：水４（７２０） 三田　辰彦 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）漢文学

社会系教科内容講義（日本史A） 3FG1100 前：金４（２３１） 堀田　幸義 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（日本史）

社会系教科内容講義（外国史A） 3FG1600 前：木４（２２３） 田中　良英 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）日本史・外国史（外国史）

社会系教科内容講義（人文地理学） 3FG2100 前：木２（２２４） 横山　貴史 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容講義（自然地理学） 3FG2600 前：木５（２２６） 西城　潔 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地理学（地誌を含む。）（人文地理学・自然地理学）

社会系教科内容講義（政治学） 3FG3300 後：金５（２２４） 石田　雅樹 2 2- R4･R5 後期
第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「法律学・政治学」「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際
政治を含む。）」

社会系教科内容講義（社会学） 3FG3800 未定 山内　明美 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「社会学、経済学」「社会学、経済学（国際経済を含む。）」

社会系教科内容講義（哲学） 3FG4300 後：金３（２２９） 川﨑　惣一 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「哲学、倫理学、宗教学」「哲学、倫理学、宗教学、心理学」

数学科内容講義（代数学A） 3FH1100 後：木２（２２１） 田谷　久雄 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容講義（代数学B） 3FH1200 前：火４（２２１） 田谷　久雄 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容演習（代数学系A） 3FH1300 後：火４（２２７） 田谷　久雄 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容演習（代数学系B） 3FH1400 未開講 田谷　久雄 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）代数学

数学科内容講義（幾何学A） 3FH1600 前：火５（２１０） 鎌田　博行 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容講義（幾何学B） 3FH1700 後：木２（２１０） 鎌田　博行 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容演習（幾何学系A） 3FH1800 後：月３（２２１） 鎌田　博行 2 2- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容演習（幾何学系B） 3FH1900 未開講 鎌田　博行 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）幾何学

数学科内容講義（解析学A） 3FH2100 後：火４（２２１） 佐藤　得志 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容講義（解析学B） 3FH2200 前：木２（２１０） 佐藤　得志 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容演習（解析学系A） 3FH2300 後：金２（７２１） 佐藤　得志 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容演習（解析学系B） 3FH2400 欠講 佐藤　得志 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）解析学

数学科内容講義（確率論・統計学B） 3FH2600 未開講 佐藤　得志 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）「確率論、統計学」

理科内容基礎講義（物理学A） 3FI1000 後：月５（４２０） 福田　善之 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容基礎講義（物理学B） 3FI1100 後：月３（２２７） 西山　正吾 2 2- R4･R5 未定 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容応用講義（物理学） 3FI1200 未開講 内山　哲治 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容基礎演習（物理学） 3FI1300 未開講 福田　善之　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）物理学

理科内容基礎講義（化学A） 3FI1500 後：火４（２２９） 笠井　香代子　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容基礎講義（化学B） 3FI1600 後：水２（２２９） 猿渡　英之　ほか 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容応用講義（化学） 3FI1700 未開講 猿渡　英之 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容基礎演習（化学） 3FI1800 未開講 笠井　香代子 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）化学

理科内容基礎講義（生物学A） 3FI2000 後（一部集中）：月４（２３０） 小林　恭士　ほか 2 1- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

理科内容基礎講義（生物学B） 3FI2100 前（一部集中）：火４（２３０） 小林　恭士　ほか 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

理科内容応用講義（生物学） 3FI2200 未開講 棟方　有宗　ほか 2 3- R4･R5 欠講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

以下の「中学校の専門科目」（選択科目）については、「コース専門科目」としても開講します。
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理科内容基礎演習（生物学） 3FI2300 未開講 棟方　有宗　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）生物学

理科内容基礎講義（地学A） 3FI2500 後：木２（２３１） 川村　寿郎　ほか 2 1- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

理科内容基礎講義（地学B） 3FI2600 前：火３（２３０） 菅原　敏 2 2- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

理科内容応用講義（地学） 3FI2700 未開講 高田　淑子　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

理科内容基礎演習（地学） 3FI2800 未開講 菅原　敏　ほか 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）地学

技術科内容応用講義（機械） 3FM1500 未開講 古田　このみ 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）機械（実習を含む。）

技術科内容応用講義（電気） 3FM1800 後：火５（1-技電工実室） 水谷　好成 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）電気（実習を含む。）

技術科内容応用講義（栽培／生物育
成）

3FM2100
後：水２（1-技実習室１／栽実圃
場）

金澤　俊成 2 2- R4･R5 後期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）栽培（実習を含む。）

技術科内容応用講義（情報とコン
ピュータ）

3FM2400 欠講 岡本　恭介　ほか 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）情報とコンピュータ（実習を含む。）

中等技術科内容構成基礎論 3FM2600 前：火１（1-技実習室２） 板垣　翔大　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

技術科内容講義（材料と加工） 3FM2700 未開講 板垣　翔大 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

家庭科内容講義（被服学B） 3FN1200 未開講 西川　重和 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）被服学（被服製作実習を含む。）

家庭科内容講義（食物学B） 3FN1600 未開講 亀井　文 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）

家庭科内容講義（住居学B） 3FN2000 未開講 菅原　正則 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）住居学（製図を含む。）

家庭科内容講義（保育学B） 3FN2400 未開講 香曽我部　琢 2 3- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）保育学（実習及び家庭看護を含む。）

中等家庭科内容構成基礎論 3FN3000 前：火１（２２４） 菅原　正則　ほか 2 1- R4･R5 前期 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科及び教科の指導法
に関する科目における複数の事項を合わせた内容に係る科目）

英語科内容演習（英語学A） 3FO1200 前：火３（２３１） 高橋　大厚 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語学

英語科内容演習（英語文学A） 3FO1600 後：木２（２２９） 大河内　昌 2 2- R4･R5 開講 第二欄、教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事
項）英語文学

社会科資料調査法（地理歴史） 3FP2500 前：水１（２３２） 堀田　幸義 2 2- R4･R5 前期

社会科資料調査法（公民） 3FP2600 前：水１（３４１） 石田　雅樹 2 2- R4･R5 前期

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

特別支援教育基礎理論ａ 3FQ1001 前：月２（２２０） 植木田　潤 2 1- R4･R5 前期 特別支援教育に関する科目（第一欄、特別支援教育の基礎理論に関す
る科目）

特別支援教育基礎理論ｂ 3FQ1002 後：水２（２２０／遠隔） 植木田　潤 2 1- R4･R5 後期 特別支援教育に関する科目（第一欄、特別支援教育の基礎理論に関す
る科目）

視覚障害の心理・生理・病理 3FQ1100 前：木５（４２０） 永井　伸幸 2 2- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関す
る科目））

聴覚・言語障害の心理・生理・病理 3FQ1200 前：金３（２２０） 松﨑　丈 2 2- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関す
る科目））

知的障害の心理・生理・病理ａ 3FQ1301 前：集中 野崎　義和　ほか 2 2- R4･R5
前期集
中

特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関す
る科目））

知的障害の心理・生理・病理ｂ 3FQ1302 後：集中 野崎　義和　ほか 2 2- R4･R5
後期集
中

特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関す
る科目））

肢体不自由の心理・生理・病理 3FQ1400 後：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関す
る科目））

病弱の心理・生理・病理 3FQ1500 前：木３（２３０） 兒玉　尚子 2 2- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関す
る科目））

視覚障害の教育課程・指導論 3FQ1600 後：木４（４２０） 三科　聡子 2 2- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目））

聴覚・言語障害の教育課程・指導論 3FQ1700 未定 菅井　裕行 2 2- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目））

知的障害の教育課程・指導論ａ 3FQ1801 後：月２（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目））

知的障害の教育課程・指導論ｂ 3FQ1802 後：水１（２２０） 植木田　潤　ほか 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目））

肢体不自由の教育課程・指導論 3FQ1900 前：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目））

病弱の教育課程・指導論 3FQ2000 後：木５（２２０） 寺本　淳志 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目
（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目））

視覚障害への教育支援A 3FQ2100 前：木４（２２９） 三科　聡子 2 2- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

視覚障害への教育支援B 3FQ2200 後：火４（２３１） 永井　伸幸 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

視覚障害への教育支援演習A 3FQ2300 未開講 永井　伸幸 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

視覚障害への教育支援演習B 3FQ2400 未開講 三科　聡子 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

聴覚・言語障害への教育支援A 3FQ2500 前：木４（２２０） 松﨑　丈 2 2- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

聴覚・言語障害への教育支援B 3FQ2600 未定 菅井　裕行　ほか 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

特別支援専門科目
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聴覚・言語障害への教育支援演習A 3FQ2700 未開講 松﨑　丈 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

聴覚・言語障害への教育支援演習B 3FQ2800 未開講 菅井　裕行 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

知的障害への教育支援演習A 3FQ2900 未開講 植木田　潤 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

知的障害への教育支援演習B 3FQ3000 未開講 野崎　義和 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

知的障害への教育支援演習C 3FQ3010 未開講 教員未定 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

肢体不自由への教育支援演習 3FQ3100 未開講 寺本　淳志 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

病弱への教育支援演習 3FQ3200 未開講 佐藤　静 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第二欄、特別支援教育領域に関する科目（心身に障害のあ
る幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、
児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目））

発達障害への教育支援A 3FQ3300 前：火５（遠隔） 植木田　潤　ほか 2 2- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育
領域以外の領域に関する科目（（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及
び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に
関する科目））

発達障害への教育支援B 3FQ3400 後：木２（２３０） 植木田　潤 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育
領域以外の領域に関する科目（（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及
び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に
関する科目））

発達障害への教育支援C 3FQ3500 後：月５（２３０） 植木田　潤　ほか 2 3- R4･R5 開講
特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育
領域以外の領域に関する科目（（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及
び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に
関する科目））

重度・重複障害への教育支援 3FQ3600 未定 菅井　裕行 2 2- R4･R5 後期
特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育
領域以外の領域に関する科目（（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及
び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に
関する科目））

特別支援教育総論 3FQ3700 後：木２（２２０）
特別支援教育専攻運営
委員会

2 1- R4･R5 前期
特別支援教育に関する科目（第三欄、免許状に定められることとなる特別支援学校教育
領域以外の領域に関する科目（（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及
び病理に関する科目）（心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に
関する科目））

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

卒業研究（初等教育専攻） 3GA1001 未開講 指導教員 4 4 R4･R5 未開講

卒業研究（中等教育専攻） 3GA1002 未開講 指導教員 4 4 R4･R5 未開講

卒業研究（芸術体育・生活系教育専
攻）

3GA1003 未開講 指導教員 4 4 R4･R5 未開講

卒業研究（特別支援教育専攻） 3GA1004 未開講 指導教員 4 4 R4･R5 未開講

授業科目名 授業コード 出講予定 授業担当教員 単位数
履修対
象学年

履修対象入学
年度

次年度
予定

免許法の相当科目

専門拡充科目については、「専門拡充科目の履修」ページを参照してください。

卒業研究

専門拡充科目
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教育実習 
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学年
専攻 １年次 ４年次

学年
専攻 １年次 ４年次

 小学校4年次実習（事前・事後指導）
（小履修型：協力校）

［3週間］

 小学校4年次実習（事前・事後指導）
（小中履修型：附属小学校）

［3週間］

 中学校4年次実習（事前・事後指導）
（中等連携履修型：附属中学校）

［3週間］

教育実践探究演習Ａ

教育実践探究演習
（中等実践指導法）

Ａ

教育実践探究演習
（各教科の中等実践指導法）

Ａ

教育実践探究演習Ｂ

中等教育専攻
 中学校3年次実習（事前・事後指導）

（附属中学校）
［2週間］

 小学校3年次実習（事前・事後指導）
（小履修型：附属小学校）

［2週間］

 中学校3年次実習（事前・事後指導）
（中履修型：附属中学校）

［2週間］

 小学校3年次実習（事前・事後指導）
（小中履修型：附属小学校）

［2週間］

 中学校3年次実習（事前・事後指導）
（中等連携履修型：附属中学校）

［2週間］

 中学校4年次実習（事前・事後指導）
（協力校）
［3週間］

教育実践探究演習
（中等実践指導法）

Ｂ

初等教育専攻

教育体験初年次演習Ⅰ・Ⅱ

特別支援教育専攻
教育実践探究演習

（中履修型：各教科の中等実践指導法）
Ａ

教育実践探究演習
（中履修型：各教科の中等実践指導法）

Ｂ

教育実践探究演習
（各教科の中等実践指導法）

Ｂ

中学校4年次実習（事前・事後指導）
（中履修型：協力校）

［3週間］

特別支援学校教育実習（事前・事後指導）
（附属特別支援学校または協力校）

［2週間］

芸術体育・生活系教育専攻

介護等体験
（特別支援学校）

［2日間］

介護等体験
（社会福祉施設）

［5日間］

 幼稚園実習（事前・事後指導）
（幼児教育コース：附属幼稚園）

［2週間］  小学校4年次実習（事前・事後指導）
（協力校）
［3週間］ 小学校3年次実習（事前・事後指導）

（その他のコース：附属小学校）
［2週間］

特別支援学校教育実習（事前・事後指導）
（附属特別支援学校または協力校）

［2週間］

中学校4年次実習（事前・事後指導）
（中履修型：協力校）

［3週間］

 小学校4年次実習（事前・事後指導）
（小履修型：協力校）

［3週間］

令和4年度以降入学者
２年次 ３年次

 小学校3年次実習（事前・事後指導）
（小履修型：附属小学校）

［2週間］

 中学校3年次実習（事前・事後指導）
（中履修型：附属中学校）

［2週間］

 小学校4年次実習（事前・事後指導）
（協力校）
［3週間］

 中学校4年次実習（事前・事後指導）
（協力校）
［3週間］

教育実習とそれに直接関連した科目等実施予定図

初等教育教員養成課程

３年次

実践研究Ｂ／実践指導法Ｂ

令和3年度以前入学者
２年次

実践研究Ａ／実践指導法Ａ

実践研究Ａ／実践指導法Ａ
介護等体験

（社会福祉施設）
［5日間］

 幼稚園実習（事前・事後指導）
（幼児教育コース：附属幼稚園）

［2週間］

 小学校3年次実習（事前・事後指導）
（その他のコース：附属小学校）

［2週間］

 中学校3年次実習（事前・事後指導）
（附属中学校）

［2週間］

介護等体験
（特別支援学校）

［2日間］

実践研究Ｂ／実践指導法Ｂ特別支援教育教員養成課程

中等教育教員養成課程

教育実践体験演習
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実習期間： 8月 24日（木）～ 9月 6日（水）

実施日 場所（又は
実施方法） 実施時刻 担　当　者 指　　　導　　　内　　　容

第1回 4月 3日（月） 13:00 学部実習専門委員会 オリエンテーション
（教育実習全般、事前･事後指導の趣旨と実施計画）

第2回 5月17日（水） 16:20 附属幼稚園園長 幼稚園教員の仕事について

第3回 6月 7日（水） 附属幼稚園 実習校の指定
する時間 附属幼稚園教員 附属幼稚園の保育観察　

第4回 6月16日（金） 16:20 附属幼稚園教員 附属幼稚園の実践について　

第5回 6月 30日（金） 16:20 附属幼稚園教員 指導案の作成について

第6回 7月 7日（金） 16:20 附属幼稚園教員 具体的な諸注意

第7回 8月23日（水） 附属幼稚園 実習校の指定
する時間 附属幼稚園教員 実習校での事前打合せ

第8回 9月29日（金） 指定する教室 14:40 担当教員 実習校における研究保育の反省会（大学での事後指導）

附属校園・実習校の実施時刻については、別途掲示

実習期間：Ⅰ期 6月19日（月）～  6月30日（金）
Ⅱ期 8月28日（月）～  9月 8日（金）

実施日 場所（又は
実施方法） 実施時刻 担　当　者 指　　　導　　　内　　　容

第1回 4月 3日（月） 13:00 学部実習専門委員会 オリエンテーション
（教育実習全般、事前･事後指導の趣旨と実施計画）

第2回 4月 6日（木） 14:40 附属小学校校長 小学校教員の仕事について

第3回 4月12日（水） 13:00 附属小学校教員 指導案の作成について（国語）

第4回 4月19日（水） 13:00 附属小学校教員 指導案の作成について（算数）

第5回
第6回 5月10日（水） 附属小学校 実習校の指定

する時間 附属小学校教員 附属小学校の授業観察 等

5月19日（金）
（Ⅰ期）

7月 5日（水）
（Ⅱ期）

第8回 9月29日（金） 指定する教室 14:40 コース別担当教員 実習校における研究授業等の反省会（大学での事後指導）

附属校園・実習校の実施時刻については、別途掲示

実習期間：Ⅰ期  7月4日（火）～ 7月18日（火）
Ⅱ期  8月21日（月）～ 9月4日（月）

実施日 場所（又は
実施方法） 実施時刻 担　当　者 指　　　導　　　内　　　容

第1回 4月 4日（火） 14:40 学部実習専門委員会 オリエンテーション
（教育実習全般、事前･事後指導の趣旨と実施計画）

第2回 4月 6日（木） 14:40 附属中学校長 中学校教員の仕事について

第3回 4月14日（金） 16:20 附属中学校教員 附属中学校の実践について

第4回
第5回 5月 9日（火） 附属中学校 実習校の指定

する時間 附属中学校教員 附属中学校の授業観察，指導案の作成について

第6回 5月30日（火） 附属中学校 実習校の指定
する時間 附属中学校教員 実習校での事前打ち合わせ

第7回 6月16日（金） 16:20 学部実習専門委員会 具体的な諸注意           

第8回 9月29日（金） 指定する教室 16:20 専攻別担当教員 実習校における研究授業等の反省会（大学での事後指導）

附属校園・実習校の実施時刻については、別途掲示

教育実習種別：中学校3年次実習　　実習校：附属中学校

令和５（２０２３）年度 ３年次実習事前･事後指導日程表

第7回 附属小学校 実習校の指定
する時間 附属小学校教員 具体的な諸注意及び実習校での事前打ち合わせ

教育実習種別：小学校3年次実習　　実習校：附属小学校

教育実習種別：幼稚園実習　　実習校：附属幼稚園

100



実習期間：Ⅰ期   6月 5日（月）～ 6月23日（金）
Ⅱ期  10月16日（月）～ 11月6日（月）

実施日 場所（又は
実施方法） 実施時刻 担　当　者 指　　　導　　　内　　　容

第1回 4月 3日（月） 14:40 学部実習専門委員会 オリエンテーション
（教育実習全般、事前･事後指導の趣旨と実施計画）

第2回 4月 7日（金） 14:40 就職支援アドバイザー 小学校教員の現実について

第3回 4月21日（金） 13:00 附属小学校教員 指導案の作成について（国語）

第4回
第5回 5月10日（水） 附属小学校 実習校の指定

する時間 附属小学校教員 附属小学校の授業観察,
指導案の作成について（算数）

5月19日（金）
（Ⅰ期） 16:20 学部実習専門委員会 具体的な諸注意（Ⅰ期のみ）

9月28日（木）
（Ⅱ期） 16:20 学部実習専門委員会 具体的な諸注意（Ⅱ期のみ）

第7回 実習校の指定する日 実習校 実習校の指定
する時間 実習校教諭 実習校での事前打合せ

9月29日（金）
（Ⅰ期）

11月17日（金）
（Ⅱ期）

附属校園・実習校の実施時刻については、別途掲示

実習期間：Ⅰ期  5月15日（月）～ 6月2日（金）
Ⅱ期 10月16日（月）～11月6日（月）

実施日 場所（又は
実施方法） 実施時刻 担　当　者 指　　　導　　　内　　　容

第1回 4月 4日（火） 16:20 学部実習専門委員会 オリエンテーション
（教育実習全般、事前･事後指導の趣旨と実施計画）

第2回 4月 7日（金） 16:20 就職支援アドバイザー 中学校教員の現実について

第3回
第4回 4月19日（水） 附属中学校 実習校の指定

する時間 附属中学校教員 附属中学校の授業観察，中学校の生徒指導等について

第5回 4月21日（金） 16:20 就職支援アドバイザー 中学校の授業について

4月21日（金）
（特支の学生のみ）

18:00 学部実習専門委員会 具体的な諸注意 （特支の学生のみ）

9月28日（木） 16:20 学部実習専門委員会 具体的な諸注意

第7回 実習校の指定する日 実習校 実習校の指定
する時間 実習校教諭 実習校での事前打合せ　

第8回 11月17日（金） 指定する教室 16:20 専攻別担当教員 実習校における研究授業等の反省会（大学での事後指導）

附属校園・実習校の実施時刻については、別途掲示

実習校における研究授業等の反省会（大学での事後指導）

第6回

教育実習種別：小学校4年次実習 　実習校：協力小学校

教育実習種別：中学校4年次実習、高等学校実習 　実習校：協力中学校

令和５（２０２３）年度 ４年次実習事前･事後指導日程表

第6回

第8回 指定する教室 16:20 コース別担当教員
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実施日 場所･教室 実施時刻 担　当　者 指　導　内　容

第1回 4月 3日（月） 16:20 視覚障害コース ガイダンス

第2回 4月 6日（木） 16:20 視覚障害コース 具体的な指導法１

第3回 4月12日（水） 16:20 視覚障害コース 具体的な指導法２

第4回 4月26日（水） 16:20 視覚障害コース 具体的な指導法３

第5回 5月12日（金） 16:20 宮城県立視覚支援学校 視覚障害児教育実習の実際と方法について

第6回 視覚障害コース 具体的な諸注意

第7回 実習校の指定する日 実習校 実習校の指定
する時間 実習校教諭 実習校での事前打合せ及び観察実習

第8回 12月 1日（金） 16:20 視覚障害コース 事後指導

附属校園・実習校の実施時刻は別途掲示

実施日 場所・教室 実施時刻 担　当　者 指　導　内　容

第1回 4月 3日（月） 16:20 聴覚･言語障害コース ガイダンス

第2回 4月 6日（木） 16:20 聴覚･言語障害コース 聴覚障害教育の歴史と今日的課題

第3回 4月12日（水） 16:20 聴覚･言語障害コース 聴覚障害教育の授業の実際

第4回 4月26日（水） 16:20 宮城県立聴覚支援学校 聴覚支援学校教育実習の実際と方法

第5回 5月12日（金） 16:20 聴覚･言語障害コース 聴覚障害教育における手話の使用

第6回 聴覚･言語障害コース 具体的な諸注意

第7回 実習校の指定する日 実習校 実習校の指定
する時間 実習校教諭 実習校での事前打合せ及び観察実習

第8回 12月 1日（金） 16:20 聴覚･言語障害コース 事後指導

附属校園・実習校の実施時刻は別途掲示

実施日 場所・教室 実施時刻 担　当　者 指　導　内　容

第1回 4月 3日（月） 16:20 発達コース・健康運動コース ガイダンス

第2回 4月 6日（木） 16:20 附属特別支援学校教員 指導案の作成について

第3回 4月12日（水） 14:40 附属特別支援学校教員 発達障害児教育実習の実際と方法について

第4回 4月12日（水） 16:20 宮城県立船岡支援学校 運動障害児教育実習の実際と方法について

第5回 4月26日（水） 14:40 宮城県立西多賀支援学校 健康障害児教育実習の実際と方法について

第6回 4月26日（水） 16:20 発達コース・健康運動コース 具体的な諸注意

第7回 実習校の指定する日 実習校 実習校の指定
する時間 実習校教諭 実習校での事前打合せ及び観察実習

7月26日（水） 16:20 発達コース・健康運動コース 事後指導（Ⅰ期日程履修者）

12月15日（金） 16:20 発達コース・健康運動コース 事後指導（Ⅱ期日程履修者）

附属校園・実習校の実施時刻は別途掲示

◆教育実習事前・事後指導の欠席届について（各校種共通）

やむを得ない事由により事前・事後指導を欠席する者は、予め欠席届「所定用紙」を実習支援係へ提出すること。
やむを得ない事由とは

　　1　病気　
　　2　忌引き
　3　サークル活動等　公的機関からの大会等への参加要請が大学にあるとき。
　4　就職及び進学関係　試験等の日時と重なった時
　5　その他の緊急事態

第8回

令和５（２０２３）年度 特別支援学校実習事前･事後指導日程表

教育実習種別：特別支援学校実習（視覚障害）　実習校：宮城県立視覚支援学校および協力校　実習期間：実習校の指定する期間

※後日掲示

教育実習種別：特別支援学校実習（聴覚・言語障害）　実習校：宮城県立聴覚支援学校および協力校　実習期間：実習校の指定する期間

※後日掲示

教育実習種別：特別支援学校実習(発達障害/健康・運動障害）　実習校：附属特別支援学校および協力校　実習期間：実習校の指定する期間
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介護等体験 
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令和５年度介護等体験事前指導実施計画

令和５年度の介護等体験については、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措

置の影響等により、引き続き介護等体験を行う施設における受入れが困難な状況が予想されること

から、代替措置による実施を予定しています。 

代替措置の具体的な内容等については、後日あらためてポータルサイト等により周知しますの

で、留意してください。 

なお、介護等体験（代替措置を含む）について、不明な点などがある場合は、教務課まで申し出

てください。 
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施設配置図 
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２２１教室 ２２３教室 ２２４教室

EV

２１０教室

203

２３２教室

階段

109

←１号館

←１号館

207

２２７教室

階段

EV

女子
ＷＣ

107

倉庫

階段

スロープ

２２５
教室

104

209

非常勤

110

講師室

カ
ウ
ン
タ
ー

２
号
館
事
務
室

107



107 106

▲

312
永井

研究室

ス
ロ
ー

プ

119 118 117 116 115 114

階
段

ＥＶ
掃除
用具
庫

113 112 111 110

前室

特別支援
教育

聴覚・言語
臨床研究室

316
菅井

研究室

315
松﨑

研究室
電気室

階
段

特別支援教育
プレイルーム

男子
ＷＣ

特別支援
教育

ロッカー
室

特別支援
教育

視覚共同
研究室

特別支援
教育
視覚

実験室１
階
段

多目的
ＷＣ

ポ
ン
プ

室

104 103 102 101

１階

109 108 105

特別支援
教育

聴覚・言語
実験室１

特別支援
教育

聴覚・言語
実験室２

給湯
室

特別支援教育
聴覚・言語共同

研究室

特別支援
教育

聴覚検査室
玄関ホール

322
野崎

研究室

特別支援
教育
発達

実験室３

210 209 208 207

特別支援教育
教育実践研究室

【共同利用スペース
１】

特別支援
教育

健康運動
共同研究

室

特別支援
教育

病虚弱
研究室

325
三科

研究室

324
寺本

研究室

階段

216 215 214 213 212 211

特別支援
教育
発達

実験室１

201

女子
ＷＣ

特別支援
教育

学習指導
法実験室

特別支援
教育

発達共同
研究室

特別支援
教育
発達

実験室２

↑

４号館１階

２階

206 205

３２１教室
【共同利用スペース２】

物品
保管庫 ３２２教室

【共同利用
スペース３】

階段

ＥＶ
給
湯

掃除
用具
庫

階段

204 203 202

323
植木田
研究室

332
児玉

研究室

331
仲谷

研究室

国語教育
器材室

特別支援
教育

面談・
検査室

特別支援教育
カンファレンス

ルーム

333
中地

研究室

337
廣瀬

研究室

336
津田

研究室

虫明
特任

教授室

334
佐野

研究室

315 314 313 312 311 310

303 302 301

しょうが
い学生支
援多目的
ルーム

しょうがい
学生支援室

特別支援
教育教材
ラボ

特別支援
教育

資料分析室

階段
前室

男子
ＷＣ

掃除
用具
庫

３階

309 308 306 305

階段

304

国語教育
共同研究室

１

国語教育
共同研究

室２

給湯
室 国語教育

子ども文
化共同研

究室

国語教育資料室

320 319 318 317 316

階段

ＥＶ

女子
ＷＣ 社会科

教育共同研
究室１

社会科
教育
共同

研究室２

411 410 409 408

社会科教育
実験実習室

348
横山

研究室

347
西城

研究室

346
堀田

研究室

345
石田

研究室

344
山内

研究室

417 416 415 414 413 412

343
川﨑

研究室

342
田中

研究室

341
松岡

研究室
学生共同利用室

３号館

Ｒ階 階段

４階

407 406 405 404

階段
３４１教室
【共同利用

スペース４】

階段

ＥＶ
掃除
用具
庫

階段

403 402 401

社会科教育
地理学実験室

給湯
室

社会科教育資料室
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テラス▲
ピロティ

音楽資料室

階段

201

４２０教室

103

ＥＶ

▼

多目的
ＷＣ

渡り廊下
２号館
２階↓

階段

準備室

302

４３０教室３階

ＥＶ

渡り廊下
３号館２階→

４号館

101

４１０教室

倉庫
102

ＥＶ

階段

２階

１階

301

109



405 404 403 402 401

６号館４階→

407

303

６号館３階→

317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305

203

６号館２階→

217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205

▼

103 102 101

６号館１階→

106 105 104

内田洋行フューチャークラス
ルームラボ（FCR Lab.UCHIDA）

【共同利用スペース５】

内田洋行
フューチャークラス

ルームラボ
（FCR Lab.UCHIDA）
【共同利用スペー

ス４】

▲

個室ＷＣ
内田洋行フューチャークラス

ルームラボ（FCR Lab.UCHIDA）
【共同利用スペース３】

内田洋行
フューチャークラス

ルームラボ
（FCR Lab.UCHIDA）
【共同利用スペー

ス２】 内田洋行
フューチャークラス

ルームラボ
（FCR Lab.UCHIDA）

【共同利用
スペース１】

ＥＶ 掃除
用具
庫

多目的ＷＣ

玄関

１階

107

スペースあおば
【カフェ】

階
段 男子

ＷＣ

電気室

平
研究室

越中
研究室

久保
研究室

樋口
研究室

熊谷
研究室

教職大学院教育実
践資料室１

２階

204

階段

202 201

共用室
前田

特任教授
室

佐藤
（静）

特任教授
室

吉田
研究室

猪股
特任教授

室

吉村
研究室

木下
（和）
研究室

本図
研究室

原
特任教授

室

田端
研究室

教職大学
院共同利
用室１

共用室
本田

研究室

教職大学院
共同研究室１

書庫
女子
ＷＣ

実務家教
員

宮澤
研究室

教職大学院
共同研究室２

教職大学院教育実
践資料室２

ＥＶ 掃除
用具
庫

金田
研究室

教職大学院ゼミ室
２

教職大学院学生共同利用室１

３階

304

階段

302 301

教職大学院学生共
同利用室２

更衣室
男子
ＷＣ

教職大学院学生共同利用室３
教職大学院

共同研究室３
教職大学院実習室

ＥＶ 掃除
用具
庫

岩田
特任教授

室

実務家教
員

佐々木
研究室

保健体育共同研究
室１

408

保健体育共同演習
室

保健体育
学生共同
利用室２

保健体育
共同研究

室２

黒川
研究室

共用室
佐藤

（亮）
研究室

保健体育
資料室１

沼倉
研究室

菅原(弘)
特任教授

室

414 413 412 411 410 409

池田
研究室

木下
（英）
研究室

保健体育運動生理学実験室
保健体育生理・衛

生実験室
保健体育運動学実

験室
保健体育
器材室

保健体育
学生共同
利用室１

５号館

Ｒ階

階段

４階

406

階段
５４１教室

【共同利用スペー
ス６】

機材室

ＥＶ 掃除
用具
庫

418 417 416 415

女子
ＷＣ

110



403

408 407 406 405 404

303 302 301

309 308 307 306 305 304

202 201

206 205 204 203

103 102 101

106 105 104

階段

階段
湯沸
室

掃除
用具庫

教職大学院ゼミ室５ 教職大学院ゼミ室４

上廣アカデミー
コーディネーター室

【共同利用スペース７】

図書館書庫
６１２教室

【共同利用スペース１１】

上廣アカデ
ミー特任教授

室
【共同利用ス
ペース１０】

６１１教室
【共同利用スペース８】

←５号館
２階

▲

１階

女子
ＷＣ

【共同利用ス
ペース９】

階段

←５号館
１階

▲

教職大学院教
育心理実験室

２

632
小野

特任教授室

階段
湯沸
室

掃除
用具
庫

国際理解教育
資料室１

保育実践
資料室

幼児教育
資料室

631
佐藤
（哲）
研究室

２階

男子
ＷＣ

教職大学院ゼ
ミ室６

教職大学院共同利用室

階段
教職大学院教
育心理実験室

１

３階

階段
幼児教育心理
学実験室

633
飯島

研究室

←５号館
４階

▲

階段
湯沸
室

掃除
用具庫

←５号館
３階

▲

女子
ＷＣ

幼児教育学生
共同利用室

幼児教育共同研究室 幼児教育実習室

階段

保健体育資料室２
国際理解教育
資料室２

642
高橋

研究室

６号館

４階

402 401

男子
ＷＣ

シャワー室

国際理解教育交流室 国際理解教育演習室

階段

641
市瀬
研究室

湯沸
室

掃除
用具
庫

111



▼

【共同利用スペース1】

101

男子
ＷＣ

２階

階段

階段

７号館

201

７２１教室

７３１教室

３階

階段

階
段

階段

301

302

７３０教室

ス
ロ
ー

プ

１階

202

ホール

７２０教室

女子ＷＣ

【共同利用スペース２】

102

112



８号館

２階

203

階段

201

Ｒ階 階段

R01

８２０教室

器具庫

階段

８２１教室

準備室 準備室

204 202

更衣室 更衣室
ホール

１階

105 104 103 106

石材加工室 彫塑室 金属加工室

機械室

男子
ＷＣ

女子
ＷＣ

102

実習室
（美術）階段 掃除

用具庫

ホール

▲

101

階段
虎尾

研究室

玄関

113



１号館１階→

▲

１階

103 104 105
階段

ＰＳ

生活科実験室

生活科準備室 実験資料室

女子ＷＣ

102 101

数学科文献資料室
数学科

文献閲覧室

ホール

倉庫 多目的
ＷＣ

階
段

９２４演習室 ９２５演習室

女子ＷＣ

男子ＷＣ

ＥＶ

数学教育専攻共同研究室 ９２２演習室 ９２１演習室 ９２０演習室

倉庫
ＥＶ

２階

階段

207 206 205

階段

ＰＳ

数学コース共同研究室

204 203 202 201

302 301

佐藤(得)
研究室

田谷研究室 花園研究室 市川研究室

307 306 305 304 303

数学科第１討論室
数学教育

資料準備室
数学科教員
共通研究室

数学科器材室

女子ＷＣ

男子ＷＣ

ＥＶ

３階

階段

311 310 309 308

階段

ＰＳ

４階

階段

401

英語教育
会議室

英語教育
資料室

鈴木（渉)
研究室

鎌田(博)
研究室

高瀬
特任教授室

基礎数学
資料準備室

407 406 405 404 403 402

和田研究室 竹森研究室 数学科計算室

階段

ＰＳ

英語科資料室
数学科

第２討論室

女子ＷＣ

男子ＷＣ

ＥＶ

411 410 409 408

501

階段

ＰＳ

戸塚研究室 英語科共同研究室 英語科器材室

女子ＷＣ

男子ＷＣ

ＥＶ

５階

階段

510 509 508 507

506 505 504 503 502

９号館

ＰＨ階

階
段

階段

PH01
ＥＶ機械室

天体観測室
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206

▼

111

201

階段

ホール

２階

１０号館

202

鈴木
（美）
研究室

階段

前室

ＥＶ

給
湯

１階

齊藤（千）
研究室

113

内山研究室

112

薄膜作製評価室

101

飼育
準備室

108

101-1

109

階
段

測定室

102 103-1

フィール
ドワーク
衛生管理

室１

学生相談室
【共同利用スペー

ス１】

理科共同利用
測定室

118

環境領域
事務室

階
段

環境領域実験室１

117 115

↑１号館
２階

↑１号館
１階

▲

棟方研究室

【共同利用スペー
ス２】

動物発生学実験室

生物培養
・飼育室

動物行動学実験室

宇宙物理学実験室

211

210209

生化学
実験室

212213

103-2

フィール
ドワーク
衛生管理

室２

104

フィールドワーク実験室

114

物理
演習室

多目的
ＷＣ

給湯室

環境教育ライブラリー
えるふぇ

116

ＥＶ

風除室

110

超伝導実験室

暗室

Ｂ１階

203

情報システム
実験室

218

情報教育実験室

217

岡本
研究室

男子
ＷＣ

214

出口研究室

216

106

ホール

風除室

溝田研究室

215

昆虫学実験室

204

えるふぇ
標本管理

室

205

昆虫
標本室

実習
準備
室

207

環境教育実習室

小田(美)
研究室

女子
ＷＣ

105

115



１号館２階

↓

１号館１階

↓

理科学生実験棟

多…多目
的ＷＣ

▼

理科
共同研究室

204

108

化学第１実験室

201

地学第１実験室

男子
ＷＣ

階段

階
段

１階

２階

208

理系第２実験室

109

理系第１実験室

生物学
第２実験室

203

恒温恒湿室

地学第２実験室

生物学
第３実験室

物理学
準備室

104

103

化学
準備室 物理学

第２実験室

102

多目的実験室

階
段

205

202

207

生物学第１実験室

206

階段

Ｅ
Ｖ

女子
ＷＣ

化学
第２実験室

106

多

105

理科
ロッカー

室

Ｅ
Ｖ

107

101

物理学
第１実験室
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▼

103 102 101

共同利用
スペース

１

安彦
研究室

共同利用
スペース

２

村上
研究室

髙橋
研究室

研究室
平垣内
研究室

104

108

美術教育演習室

107 106 105

ホール

▲
スロープ

女子ＷＣ
湯沸室

中庭

清掃用具庫 美術教育資料室

男子ＷＣ

109 115

メディアラボB
アトリエ４
（版画）

114

アトリエ１ アトリエ２ メディアラボA
アトリエ３
（彫塑）

美術棟

110 111 112 113

117



▲

練習
室
１

女子
ＷＣ

階
段

練習
室
４

練習
室
３

練習
室
２

階
段

105

演習室５

練習
室
７

練習
室
８

101

演習室１

玄関ホール 階
段

103 102

男子
ＷＣ

演習室２
学生共同
研究室

１階

物
入

物
入

ステージ

104

演習室４

練習室
６

練習室
５

機
械
室

EP
S

楽器庫

練習
室
９

練習
室
１０

練習
室
１１

練習
室
１５

練習
室
１４

練習
室
１３

練習
室
１２

203 202 201

演習室３ 原田
研究室

共同利用
スペース

１

日比野
研究室

演習室
６

倉戸
研究室

共同利用
スペース

２

小塩
研究室

練習
室
２２

練習
室
２３

練習
室
２４

練習
室
２５

練習
室
２６

音楽棟

２階

階
段

練習室
１９

練習室
２０

練習室
２１

階
段

208

階段

207 206 205 204

練習室
１８

練習室
１７
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