
平成30年度（2018年度）教育学部前期開講科目時間割

コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室
102760 生物学実験 篠原ほか 教養教育生物学実験室 102760 生物学実験 篠原ほか 教養教育生物学実験室 100330 幼児図画工作 吉川 教材研究開発室 101600 中国古典学演習Ⅰ 古橋 822 101060 学級経営論 (ｲ) 毛利 621

100168 教育の方法と技術A 西岡ほか 621 101580 中国古典学講読Ⅰ 古橋 811 107190 英語演習Ⅰ 田村 428 100111 青年心理学 (ｲ) 林　 412 100641 特別活動論 (ｲ) 西岡　 432

101570 中国文学史 古橋 822 101290 保育学概論 松井 演習室9 106975 社会言語学演習 岸江* 435 103040 管楽器ⅠＡ 青山  音楽教室 102260 幾何学Ⅰ 四ツ谷 821

103820 学校保健 宮本 433 101310 児童文化 吉川 教材研究開発室 101840 書道科教育法 小西 書道教室 101117 保育相談支援 松井　 演習室2 101355 病弱児の指導法 西田　 822

108060 教育調査法演習 加野 研究室 101116 保育者論 片岡　 演習室2 105350 臨床心理学実習Ⅰ 山田（俊） 演習室3 100792 教育学チュートリアルⅠ (ｲ) 毛利　

100047 教職概論 (ﾛ) 寺尾ほか 教授法演習室 103291 絵画ⅠA 古草　 絵画実習室 100631 道徳教育論 (ｲ) 櫻井 611 100796 教育学チュートリアルⅠ （ハ） 佐藤（盛） 研究室

100293 初等体育Ⅰ (ｲ) 石川（雄）ほか 第１体育館 100680 学校教育相談学Ｂ 宮前（淳） 621 100231 初等理科 (ｲ) 笠　 321 100797 教育学チュートリアルⅠ （ニ) 櫻井　 研究室

102360 数学科教育論 内藤　 821 105170 関係発達論 西岡 822 100821 教育学チュートリアルⅠ (ﾎ) 十河 研究室

101340 視覚の発達と障害 惠羅　 822 100221 算数科研究 (ｲ) 長谷川 321 100794 教育学チュートリアルⅡ (ｲ) 毛利　

105615 多文化社会演習 平 435 100660 生徒指導論Ｂ 毛利 415 100798 教育学チュートリアルⅡ (ハ) 佐藤（盛） 研究室

日本語教育実習 （ロ） 轟木 631 100799 教育学チュートリアルⅡ （ニ) 櫻井　 研究室

日本語教育実習 （ハ） 山下（直） 436 100822 教育学チュートリアルⅡ (ﾎ) 十河 研究室

101000 総合教育基礎演習 生活・総合全員 423

105755 人間環境教育実践研究入門 石川（徹） 422ほか

101890 日本史学Ⅱ 守田 812 100790 教育学演習ⅠＡ 加野　 演習室5 103830 保健体育科教育論 上野　 428 106020 西洋文化史 唐澤　 322 104320 住居学 妹尾 住居学実習室

103970 木材加工法Ⅰ 宮﨑　 演習室2 105780 生涯学習計画論Ａ 山本（珠） 427 100130 教育経営学 柳澤　 822 105860 家族・社会システム論 時岡 822 102320 解析学Ⅲ 中空* 812

102630 地学概論Ⅰ 松村（雅）　 教養教育地学実験室 101740 日本語方言学 柴田（昭）* 428 102070 地理学実習Ⅰ 平　ほか 426 103540 美術教育演習 吉川　 美術教育資料室 100871 心理検査Ⅰ (ｲ) 宮前（淳） 心理学実習室

106460 日本語教育学概論Ⅰ 山下（直） 631 100779 授業実践論 佐藤（盛） 433ほか 106030 比較社会経済史論 村山 423 103310 彫刻Ⅰ 池田* 彫刻実習室 103310 彫刻Ⅰ 池田* 彫刻実習室

102740 生物学Ⅰ 篠原 教養教育生物学実験室 104310 調理学実習Ⅰ 畦 調理学実習室 103630 美術科授業研究Ⅰ 吉川　 模擬教室 100201 初等国語 (ｲ) 小西　 323 101550 日本古典文学演習Ⅰ 西山　 822

104250 被服整理学・染色学 小川 被服学実習室 102600 生物学概論Ⅰ 松本（一） 教養教育地学実験室 104230 被服学 小川　 103350 デザインⅠＡ 谷川　 デザイン実習室 103360 デザインⅡＡ 谷川　 デザイン実習室

105900 人間存在論 石川（徹） 423 104220 家族関係学 時岡　 822 103995 機械工学Ⅰ 宮﨑　 機械実験室 109020 学習指導と学校図書館 西岡　 教授法演習室 104020 情報基礎Ⅰ 黒田 811

102530 数学科授業研究Ⅱ 松島（充） 811 103980 金属加工 宮﨑　 演習室6 101321 保育実習指導Ⅰ 片岡　 保育実習室 101100 保育原論 片岡　 演習室2 103000 合奏表現法 青山  音楽教室

104270 食物学 畦 調理学実習室 100401 初等音楽科教育法 (ｲ) 岡田（知） 音楽棟ホール 100441 保育内容の指導法（環境） 松井 811 103050 指揮法 青山ほか 音楽教室 102800 理科教育学Ⅰ 笠　 理科教育実習室

103660 基礎運動Ⅰ 石川（雄） 経済運動場 100391 生活科教育法 (ｲ) 北林　 321 100788 小学校英語指導法 バテン 教授法演習室 100351 初等国語教育法 (ｲ)偶数の者 佐藤（明） 611 105281 心理学実験Ⅰ (ﾛ) 岡田（涼） 522

103730 体育心理学 上野　 428 102987 声楽ⅡＡ 若井　 音楽教室 100789 教育法規入門 佐藤（盛）ほか 621 102420 解析学緒論 佐竹 821

102300 解析学Ⅰ 佐竹 821 103330 構成ⅠＡ 谷川　 デザイン実習室 104650 ＬＬ演習ⅠＡ バテン 631 102050 社会科特別演習 社会科教員 423

106455 言語学概論 轟木  413 101620 書道ⅠＡ 小西　 書道教室 104660 ＬＬ演習ⅡＡ バテン 631

103610 美術科教育法 吉川　 教材研究開発室 102660 理科教育論 笠　ほか 理科教育実習室 102280 幾何学Ⅲ 中空* 812

102180 地理歴史教育法 伊藤　 演習室3

107206 英語演習Ⅲ 松島（欣） 外国語資料室

103720 体育原理 米村 524

105940 宇宙地球環境論 寺尾 522 101710 国語科教育論 山本　 822 101246 相談援助 園部 * 811 105761 発達臨床演習Ⅰ 橋本　 102940 ソルフェージュ 東浦 音楽教室

102770 地学Ⅰ 松村　 教養教育地学実験室 103240 音楽科授業研究Ⅰ 岡田（知） 音楽棟ホール 104360 家庭科教育論 松井　 100890 教育心理学実験Ⅰ 大久保ほか 心理学実験室

100320 幼児音楽 岡田（知） ＭＬ 103027 ピアノⅠＡ 東浦 音楽教室 101020 総合教育演習 通年 生活・総合全員 100778 特別支援教育実践演習 通年 山岸ほか 432

104290 栄養学 畦　 調理学実習室 101920 人文地理学 平　 322

106910 日本語音声学 轟木 423 101950 法律学 髙倉 811

103500 工芸ⅢＡ 倉石 工芸実習室 103340 構成ⅡＡ 谷川　 デザイン実習室

100361 初等社会教育法 (ｲ) 鈴木 422 104350 生活情報処理 妹尾　 住居学実習室

102990 器楽奏法基礎Ａ 東浦 音楽教室 100340 幼児体育 藤元　 426ほか

100271 図画工作Ⅰ (ｲ) 古草　 教材研究開発室 104295 小児栄養演習 畦　 調理学実習室

103740 体育社会学 上野 演習室5 103770 運動学 山神 436

102920 理科授業研究Ⅰ 松本（一） 理科教育実習室

104800 英語授業研究Ⅰ バテン 631

102240 代数学Ⅲ 高野 821

102340 確率・統計Ⅰ 内藤 821 101450 日本語学基礎論Ⅰ 柴田　昭二 332 109000 学校経営と学校図書館 高見* 教授法演習室 104000 電気工学Ⅰ 山田（貴） 電気実験室 104030 技術科教育論 黒田 演習室2

100055 教育原論 (ｲ) 小方 621 105160 カウンセリング概論 山田（俊） 811 106350 教育環境デザイン演習Ⅰ 寺尾 812ほか 100591 心理検査Ⅰ (ﾛ) 橋本　 演習室5 103380 工芸ⅡＡ 倉石　 工芸実習室

100082 学校教育心理学 (ﾛ) 岡田（涼）ほか 412 103130 声楽発展研究Ａ 若井　 音楽教室 104600 英国演劇 田村　 教授法演習室 101790 日本近代文学講義 渡邊（史） 822 102950 歌唱法基礎Ａ 若井 音楽教室

109040 情報メディアの活用 宮﨑　ほか 教授法演習室 100431 初等家庭科教育法 (ｲ) 畦　 教授法演習室 100157 学校教育課程論A 山岸　 415 106380 共生社会システム演習Ⅰ 寺尾ほか 812 100861 心理学実験Ⅰ (ｲ) 大久保　 心理学実験室

102911 理科教育法 笠　 423 100382 初等理科教育法 (ﾛ) 北林　 415 100372 算数教育法 (ﾛ) 松島（充） 611 103100 音楽科教育論 岡田（知） ＭＬ 100785 教職の総合的研究 (ｲ) 15L以前入学生対象 大久保ほか 教授法演習室

101850 国語科授業研究Ⅰ 佐藤（明） 模擬教室 102160 社会科授業研究Ⅰ 伊藤　 821 103140 ピアノⅢＡ 東浦 音楽教室 103040 管楽器ⅠＡ 青山  音楽教室 102020 倫理学Ⅰ 三宅　 432

101150 乳児保育 藤元　 演習室2 100403 初等音楽科教育法 (ﾊ) 岡田（知） 音楽棟ホール 104390 被服学実験 小川　 被服学実習室 104390 被服学実験 小川　 被服学実習室

100272 図画工作Ⅰ (ﾛ) 吉川　 教材研究開発室 103221 器楽奏法研究Ⅰ 青山 ＭＬ 104630 英会話 バテン 524 103150 管楽器ⅡＡ 青山  ML

108089 社会教育課題研究Ⅱ 山本（珠） 427 100311 初等家庭 (ｲ) 小川　 812 104630 英会話 バテン 524 100770 教育実践演習A 山岸ほか 611ほか

103010 管楽器奏法基礎Ａ 青山 音楽教室 105330 臨床心理学演習Ⅰ 竹森　 演習室5

104550 英文法① マクラハン 822

102410 幾何学緒論 四ツ谷　 821 102220 代数学Ⅰ 高野　 821 105116 人間環境学Ｉ 寺尾 811 103301 絵画ⅡA 古草　 絵画実習室 101220 幼児教育研究法Ⅰ 松井　 研究室

102540 物理学概論Ⅰ 高橋 313 103500 工芸ⅡＡ 倉石　 工芸実習室 104590 米文学史 松島　欣哉 322 102520 数学科授業研究Ⅰ 松島（充） 821 101090 生涯学習概論Ⅰ 清國　 314

101490 日本古典文学史 西山　 822 101730 日本語史 柴田（昭）* 312 103370 工芸ⅠＡ 倉石　文雄 工芸実習室 101510 日本古典文学講読Ⅰ 西山 822 100980 教育統計学 岡田（涼） 822

107040 日本語教育教材教具論 山下（直） 631 100793 教育学チュートリアルⅠ (ﾛ) 加野 102190 公民教育法 鈴木　正行 426 108100 社会教育特講ⅠＡ 清國　 433 100810 教育学演習ⅢＡ (ｲ) 櫻井　 研究室

102710 化学Ⅰ 高木 教養教育地学実験室 100795 教育学チュートリアルⅡ (ﾛ) 加野　 100561 特別支援教育課程論 坂井　聡 教授法演習室 102030 社会科教育論 髙倉ほか 312 100811 教育学演習ⅢＡ (ﾛ) 加野　 研究室

100211 初等社会 (ｲ) 髙倉ほか 422 101300 保育学各論 松井　 103260 造形基礎Ⅰ 古草　敦史 絵画実習室 102977 声楽ⅠＡ 若井　 音楽教室 100812 教育学演習ⅢＡ (ﾊ) 毛利 研究室

101910 西洋史学 唐澤 332 102570 化学概論Ⅰ 小森 教養教育地学実験室 105450 小児発達論 松井　剛太 821 100800 教育学演習ⅡＡ (ｲ） 櫻井　 研究室 100813 教育学演習ⅢＡ (ﾆ) 佐藤（盛）・十河 研究室

103950 保健体育科授業研究Ⅰ 米村 524 103680 球技ＡⅠ 石川（雄） 第１体育館 101620 書道ⅠＡ 小西　憲一 書道教室 100802 教育学演習ⅡＡ (ﾛ) 加野　 研究室

100626 障害児医学･生理学 西田 322 100241 生活科研究 寺尾ほか 321ほか 102620 基礎生物学実験 前半 松本（一）ほか 教養教育生物学実験室 100803 教育学演習ⅡＡ (ﾊ) 毛利 研究室

103033 ピアノⅡA 東浦 音楽教室 101930 自然地理学 新見 433 102590 基礎化学実験 後半 高木ほか 教養教育化学実験室 100804 教育学演習ⅡＡ (ﾆ) 佐藤（盛）・十河 研究室

100251 初等音楽Ⅰ (ｲ) 青山  音楽教室 102700 物理学実験 高橋　尚志 物理学実験室１ 101530 日本近代文学演習Ⅰ 渡邊（史） 428

105090 コミュニケーション論 武重* 811 100880 教育心理学演習Ⅰ 有馬　 811

102680 物理学Ⅰ 藤　 812 104540 英語音声学  Ⅰ 長井　 426

100535 特別支援教育の理念と実際 小方 332 104570 英語学演習Ⅰ 永尾 435

103870 球技ＡⅡ 石川（雄） 第１体育館 103591 設計製図 倉石　 工芸実習室

100252 初等音楽Ⅰ (ﾛ) 若井 音楽教室 102620 基礎生物学実験 前半 松本（一）ほか 教養教育生物学実験室

102590 基礎化学実験 後半 高木ほか 教養教育化学実験室

102700 物理学実験 高橋　尚志 物理学実験室１
*非常勤講師
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