
曜日 時間割コード 科目名 クラス 担当 教室 時間割コード 科目名 クラス 担当 教室 時間割コード 科目名 クラス 担当 教室 時間割コード 科目名 クラス 担当 教室 時間割コード 科目名 クラス 担当 教室
100081 学校教育心理学 (ｲ) 岡田　涼, 他 Ｌ-４１５ 100291 初等体育Ⅰ (ﾛ) 石川, 宮本 第１体育館 100112 青年心理学 (ﾛ) 有馬　道久 Ｌ-３２３ 101061 学級経営論 (ﾛ) 毛利　猛, 他 教授法演習室

100421 初等体育教育法 (ｲ) 米村, 上野 教授法演習室 100371 算数教育法 (ｲ) 長谷川　順一 Ｌ-８１２ 100525 保育・幼児教育課程論 片岡　元子 演習室2 101270 発達小児科学 西田　智子 Ｌ-８２２
100491 保育内容の指導法（幼児造形） 吉川　暢子 教材研究開発室 100632 道徳教育論 (ﾛ) 櫻井　佳樹, 他 Ｌ-４３２ 100850 生涯発達心理学 林　智一 Ｌ-８１１ 102250 代数学Ⅳ 高野　啓児 Ｌ-８２１
101670 書道Ⅳ 小西　憲一 書道 101680 書鑑賞論 小西　憲一 書道 101500 日本近代文学史 渡邊　史郎 Ｌ-８１２ 102550 物理学概論Ⅱ 藤　博之 Ｌ-８１２
102750 生物学Ⅱ 松本　一範 教地実 103296 絵画ⅠB 古草　敦史 絵画実習室 102230 代数学Ⅱ 高野　啓児 Ｌ-８２２ 104610 英国散文Ⅰ 田村, 田村 Ｌ-４３３

100820 こども・若者論 西岡　圭子 Ｌ-８２１ 103410 美術科教育論 古草, 吉川 美術教育資料室 104560 英語史 永尾　智 Ｌ-４３７ 102290 幾何学Ⅳ 四ッ谷　直仁 Ｌ-８２１ 105745 人間環境教育基礎演習 三宅　岳史, 他 Ｌ-４２７
101371 肢体不自由児の心理・病理 高橋, 西田 Ｌ-８２２ 103423 美術科内容学演習 古草, 倉石 絵画実習室 105335 臨床心理学演習Ⅱ 山田　俊介 Ｌ-８１１ 103320 彫刻Ⅱ 池田, 古草 彫刻実習室 103320 彫刻Ⅱ 池田, 古草 彫刻実習室

102610 生物学概論Ⅱ 篠原　渉 教地実 105630 ジェンダー論 加野　芳正 Ｌ-８２２ 105355 臨床心理学実習Ⅱ 竹森　元彦 演習室2 102730 化学実験 高木, 小森 教化実 102730 化学実験 高木, 小森 教化実
103810 衛生・公衆衛生学 宮本　賢作 Ｌ-４３３ 108040 生涯学習計画論Ｂ 清國　祐二 Ｌ-４１３ 106060 シミュレーション物理 青木　高明 演習室5

100595 障害児心理学 武藏　博文 Ｌ-４１２ 100392 生活科教育法 (ﾛ) 西岡, 北林 Ｌ-３２１ 100412 図画工作教育法 (ﾛ) 吉川　暢子 Ｌ-４３２ 100202 初等国語 (ﾛ) 小西　憲一, 他 Ｌ-６１１ 100404 初等音楽科教育法 (ﾆ) 岡田　知也 音楽棟ホール

101830 国語科教育法 佐藤　明宏 模擬教室 100501 保育内容の指導法（身体表現） 藤元　恭子 演習室3 101640 書道ⅡＡ 小西　憲一 書道 100212 初等社会 (ﾛ) 髙倉　良一, 他 Ｌ-４１１ 101070 比較教育学 柳澤　良明 演習室5
101940 地誌学 新見　治 Ｌ-４３３ 100791 教育学演習ⅠＢ 櫻井　佳樹, 他 演習室5 102200 地理歴史授業研究 守田, 新見 Ｌ-４３６ 100481 保育内容の指導法（幼児音楽） 岡田　知也 音楽棟ホール 101860 国語科授業研究Ⅱ 山本　茂喜 Ｌ-４１１
102010 哲学Ⅱ 石川　徹 Ｌ-４１３ 100845 学校防災論 寺尾　徹, 他 Ｌ-４２３ 102270 幾何学Ⅱ 四ッ谷　直仁 Ｌ-８２１ 100787 生活科授業研究 十河　妹 Ｌ-４１３ 101970 社会学Ⅰ 葛城　浩一 Ｌ-３２３
102640 地学概論Ⅱ 松村, 北林 教地実 102150 社会科教育法 鈴木　正行 Ｌ-４２８ 102510 数学科教育法 松島　充 Ｌ-８１１ 101540 日本近代文学演習Ⅱ 渡邊　史郎 模擬教室 102090 日本社会史論 守田　逸人 Ｌ-８１２
103790 生理学 山神　眞一 Ｌ-４３７ 102350 計算機基礎 内藤, 松島 図書館PCL1 102988 声楽ⅡＢ 若井　健司 音楽教室 101960 政治学 武重　雅文 Ｌ-３１２ 102690 物理学Ⅱ 青木　高明 物理学実験室１

103800 運動生理学 石川　雄一 Ｌ-４３２ 102580 化学概論Ⅱ 高木　由美子 教地実 103335 構成ⅠＢ 谷川　博史 デザイン実習室 102810 理科教育学Ⅱ 北林　雅洋 理科教育実習室 103365 デザインⅡＢ 谷川　博史 デザイン実習室

104300 食品学・調理学 畦　五月 調理学実習室 103670 身体表現Ⅰ 上野　耕平 第１体育館 103940 保健体育科教育法 米村, 宮本 Ｌ-４１３ 103355 デザインⅠＢ 谷川　博史 デザイン実習室 103975 木材加工法Ⅱ 宮﨑　英一 木材加工室

107030 日本語教育学概論Ⅱ 山下　直子 Ｌ-４２６ 104450 調理学実習Ⅱ 畦　五月 調理学実習室 103990 機械工学Ⅱ 宮﨑　英一 機械実験室 103550 美術教育研究 吉川　暢子 美術教育資料室 104050 計算機システム 黒田　勉 演習室3
105600 地域居住論 時岡　晴美 Ｌ-８１２ 104190 工業教育法 山田　貴志 電気実験室 104005 電気工学Ⅱ 山田　貴志 電気実験室 104330 福祉住環境論 妹尾　理子 住居学実習室

107207 英語演習Ⅳ 松島　欣哉 外国語資料室 104240 被服材料学・環境学 小川　育子 被服学実習室 104260 被服構成学実習Ⅰ 小川　育子 被服学実習室 105117 人間環境学Ⅱ 三宅　岳史 Ｌ-４２３
108020 生涯学習概論Ⅱ 山本　珠美 Ｌ-４２６ 104810 英語科授業研究Ⅱ ポール・バテン Ｌ-４３７ 104440 食生活論 畦　五月 調理学実習室 105282 心理学実験Ⅱ (ﾛ) 岡田　涼 Ｌ-５２２
109030 読書と豊かな人間性 佐藤, 山本 Ｌ-８１１ 105031 人間発達環境入門演習 三宅　岳史, 他 522,523 104655 ＬＬ演習ⅠＢ ポール・バテン Ｌ-６３１

105120 多文化共生論 松島　欣哉 Ｌ-４１１ 104665 ＬＬ演習ⅡＢ ポール・バテン Ｌ-６３１
105890 経済文化論 村山　聡 Ｌ-４３３ 105580 音楽環境論（14L以前） 唐澤　晃一 Ｌ-８１２

105585 芸術環境論 唐澤　晃一 Ｌ-８１２
106470 国際理解教育実践研究Ⅰ 平　篤志 Ｌ-４３７
106490 国際比較文化研究（留学生対象） 平　篤志 Ｌ-４３７

100274 図画工作Ⅰ (ﾊ) 谷川　博史 工芸実習室 100085 特別支援教育基礎論 小方, 中島栄美子 Ｌ-４１５ 106480 国際理解教育実践研究Ⅱ 松島　欣哉 100862 心理学実験Ⅱ (ｲ) 大久保, 宮前 心理学実習室 100891 教育心理学実験Ⅱ 大久保　智生, 他 心理学実験室

100275 図画工作Ⅰ （ﾆ) 古草　敦史 教材研究開発室 100910 学習心理学 岡田　涼 Ｌ-８１２ 104510 家庭科教育法 妹尾　理子 演習室2 103060 楽曲構成基礎論Ａ 17L以前入学生用 東浦　亜希子 MLホール
101040 同和教育 櫻井, 加野 Ｌ-４２２ 105771 発達臨床演習Ⅱ 橋本　忠行, 他 研究室 103065 楽曲構成基礎論Ｂ 17L以前入学生用 東浦　亜希子 MLホール
101050 人権教育 櫻井, 加野 Ｌ-４２２ 103066 楽曲構成基礎論 18L以降入学生用 東浦　亜希子 MLホール

102120 家族福祉論 髙倉　良一 Ｌ-８１１ 101145 家族援助論 松井　剛太 演習室2 103180 作曲・編曲法Ⅱ 柴田　玲子 ML
102720 化学Ⅱ 小森　博文 教地実 101730 日本語史 柴田, 池田 Ｌ-８２２ 104830 異文化間コミュニケーション論 ﾏｸﾗﾊﾝ Ｌ-４３２
102995 器楽奏法基礎Ｂ 東浦　亜希子 音楽教室 102065 古文書学概論 守田　逸人 Ｌ-８１１
103750 体育経営管理学 上野, 野﨑 演習室5 102440 確率・統計Ⅱ 内藤　浩忠 Ｌ-８２１
104325 住環境学 妹尾　理子 住居学実習室 102930 理科授業研究Ⅱ 笠　潤平, 他 理科教育実習室

105200 生活発達論 松井　剛太 演習室2 103028 ピアノⅠＢ 東浦　亜希子 音楽教室
106200 データ解析論 寺尾　徹 図書館PCL2 103345 構成ⅡＢ 谷川　博史 デザイン実習室

103960 保健体育科授業研究Ⅱ 上野　耕平 保健体育実験室

104025 情報基礎Ⅱ 松下　幸司 教授法演習室

104340 家庭電気・機械 妹尾　理子 住居学実習室

104690 英語科教育論 中住　幸治 Ｌ-６３１
104710 英語学演習Ⅱ 永尾　智 Ｌ-４３５
105110 国際社会論 平　篤志 Ｌ-３２２
107020 音声学演習 轟木  靖子 Ｌ-４３３

100169 教育の方法と技術B 松下, 山岸 Ｌ-６１１ 100056 教育原論 (ﾛ) 櫻井, 小方 Ｌ-６２１ 100158 学校教育課程論B 山岸　知幸, 他 Ｌ-６２１ 100232 初等理科 (ﾛ) 笠　潤平, 他 Ｌ-３２１ 100586 特別支援教育指導法 坂井　聡 Ｌ-８２２
100381 初等理科教育法 (ｲ) 北林　雅洋 Ｌ-６２１ 100120 教育社会学 加野　芳正 Ｌ-４１５ 100222 算数科研究 (ﾛ) 長谷川　順一 Ｌ-８２１ 100592 心理検査Ⅱ (ﾛ) 橋本　忠行 Ｌ-８２１ 100881 教育心理学演習Ⅱ 大久保　智生, 他 Ｌ-８１２
102780 地学Ⅱ 寺尾　徹 教地実 100276 図画工作Ⅰ (ﾎ) 吉川, 古草 教材研究開発室 100312 初等家庭 (ﾛ) 小川　育子, 他 Ｌ-８１２ 100642 特別活動論 (ﾛ) 柳澤　良明 Ｌ-３２３ 101590 中国古典学講読Ⅱ 古橋　紀宏 Ｌ-８２１
102996 器楽奏法基礎Ｂ 東浦　亜希子 音楽教室 100362 初等社会教育法 (ﾛ) 伊藤　裕康 Ｌ-８２２ 100405 初等音楽科教育法 (ﾎ) 岡田　知也 音楽棟ホール 100670 学校教育相談学Ａ 宮前　淳子 Ｌ-６１１ 102820 理科教材研究 笠　潤平 理科教育実習室

103145 ピアノⅢＢ 東浦　亜希子 音楽教室 100422 初等体育教育法 (ﾛ) 米村, 上野 教授法演習室 100650 生徒指導論Ａ 毛利　猛 Ｌ-４１５ 101215 保育内容総論 片岡　元子 演習室5 102955 歌唱法基礎Ｂ 若井　健司 音楽教室
103505 工芸ⅢＢ 倉石　文雄 彫刻実習室 100432 初等家庭科教育法 (ﾛ) 畦　五月 Ｌ-８１１ 100840 臨床心理学 竹森　元彦 Ｌ-８１１ 103045 管楽器ⅠＢ 青山  夕夏 音楽教室 103155 管楽器ⅡＢ 青山  夕夏 音楽教室

100471 保育内容の指導法（健康） 藤元　恭子 Ｌ-８２１ 103226 器楽奏法研究Ⅱ 青山  夕夏 ＭＬ 103230 音楽科教育法 岡田　知也 音楽棟ホール 104160 技術科教育法 黒田　勉 Ｌ-８１１
100781 総合的学習論Ａ 三宅　岳史, 他 演習室3 104200 工業授業研究 山田　貴志 電気実験室 107195 英語演習Ⅱ 田村, 田村 Ｌ-４２８
100786 総合的学習論 北林, 植田 演習室3 104530 家庭科授業研究Ⅱ 妹尾, 畦 演習室2
101460 日本語学基礎論Ⅱ 柴田, 池田 演習室2 106930 日本語文字・表記論 轟木  靖子 Ｌ-４３６ 106390 共生社会システム演習Ⅱ 寺尾　徹, 他 Ｌ-８２２
102830 自然科学論 高橋　尚志 物理学セミナー室 109010 学校図書館メディアの構成 高見　京子 演習室2 107050 日本語教育学演習 山下　直子 Ｌ-５２２
103015 管楽器奏法基礎Ｂ 青山  夕夏 ML
103135 声楽発展研究Ｂ 若井　健司 音楽教室
106890 日本語学概論Ⅱ 柴田　昭二 演習室2
108120 社会教育特講ⅡＡ 山本　珠美 Ｌ-８１２

100253 初等音楽Ⅰ (ﾊ) 東浦　亜希子 音楽教室 101240 社会福祉原論 松井　剛太 Ｌ-３１３ 100805 教育学演習ⅡＢ (ｲ) 櫻井　佳樹 研究室 100815 教育学演習ⅢＢ (ｲ) 櫻井　佳樹 研究室
100776 保育・教職実践演習（幼・小） 山岸　知幸, 他 Ｌ-６２１ 101345 病弱児の病態生理 西田　智子 Ｌ-８２２ 100806 教育学演習ⅡＢ (ﾛ) 加野　芳正 研究室 100816 教育学演習ⅢＢ (ﾛ) 加野　芳正 研究室
100777 教職実践演習（中・高） 山岸　知幸, 他 Ｌ-６２１ 101640 書道ⅡＡ 小西　憲一 書道 100807 教育学演習ⅡＢ (ﾊ) 毛利　猛 研究室 100817 教育学演習ⅢＢ (ﾊ) 毛利　猛 研究室
105540 メディア論 武重　雅文 Ｌ-４３２ 102170 社会科授業研究Ⅱ 鈴木　正行 演習室3 100808 教育学演習ⅡＢ (ﾆ) 佐藤, 十河 研究室 100818 教育学演習ⅢＢ (ﾆ) 佐藤, 十河 研究室

100872 心理検査Ⅱ (ｲ) 宮前, 大久保 心理学実習室 105610 生死文化論 唐澤　晃一 Ｌ-４２３ 102310 解析学Ⅱ 佐竹郁夫 Ｌ-８２１ 100930 性格心理学 大久保　智生 Ｌ-３２２ 101230 幼児教育研究法Ⅱ 松井　剛太, 他 研究室
103034 ピアノⅡＢ 東浦　亜希子 音楽教室 103270 造形基礎Ⅱ 古草　敦史 絵画実習室 101610 中国古典学演習Ⅱ 古橋　紀宏 Ｌ-８２２ 101520 日本古典文学講読Ⅱ 西山　弘子 Ｌ-８２１
103580 工芸理論 倉石　文雄 工芸実習室 103385 工芸ⅡＢ 倉石　文雄 工芸実習室 102400 代数学緒論 内藤　浩忠 Ｌ-８２１ 102210 公民授業研究 髙倉　良一 Ｌ-８１２
105620 生命と倫理 石川　徹 Ｌ-４３３ 104210 家庭経営学 時岡　晴美 Ｌ-８１１ 102978 声楽ⅠＢ 若井　健司 音楽教室 102330 解析学Ⅳ 佐竹郁夫 Ｌ-８１１

104640 英作文 ポール・バテン Ｌ-３３２ 103306 絵画ⅡB 古草　敦史 絵画実習室 103375 工芸ⅠＢ 倉石　文雄 窯工実習室

105845 言語文化論 松島　欣哉 Ｌ-３２２ 103690 球技ＢⅠ 米村, 上野 第１体育館 103840 保健体育科内容学演習 山神　眞一, 他 研究室
102560 基礎物理学実験 高橋, 藤 教物実 103880 球技ＢⅡ 米村, 上野 第１体育館 105950 数理情報論 中空　大幸 Ｌ-８２２
102650 基礎地学実験 松村　雅文, 他 教地実 104545 英語音声学  Ⅱ 長井　克己 図書館PCL1

102790 地学実験 松村, 寺尾 地学実験室 102560 基礎物理学実験 高橋, 藤 教物実
102650 基礎地学実験 松村　雅文, 他 教地実
102790 地学実験 松村, 寺尾 地学実験室

106360

100776

100777

保育・教職実践演習（幼・小）

教職実践演習（中・高）

山岸　知幸, 他

山岸　知幸, 他

初等授業研究 北林　雅洋, 他

寺尾　徹, 他教育環境デザイン演習Ⅱ

松下他

100352 初等国語教育法 山本　茂喜 Ｌ-３３１

127001

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

611，
428，教授
演、811，
821，模擬
教室、教
材開発室

611,421
423,427
428,524
523,522
432,422

(ﾛ)学籍番号
が奇数の者

822,
演1,4,7

611、
522、523

524、
811、821

1校時 2校時 3校時 4校時 5校時

月
曜
日

100046 教職概論 (ｲ)


