
前　期

教　育

曜日 時限 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室

hgⅠノアピ礎基専 A404 112CBdcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専202A・103A﨑野科活生専
専 知的障害児の生理・病理 中島 A203 専 子どもと英語コミュニケーションⅡ D D215

013C島大ba法導指の会社専721メ）1（論営経館物博学104A)康(邉渡ba楽音専
413D村磯dc論総容内育保専

専初中 105情谷洞論育教館物博学113C澤塩FEDⅠ学分積分微

専 教育制度と社会 ABC 田中(秀) B307 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ gh D D215 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ab 104A田池究研業卒専012CA
feⅠノアピ礎基専 A404 室究研杉小究研業卒専013C島大dc法導指の会社専302A本寺・島中理病・理生・理心の児由自不体肢専

721メ）2（論営経館物博学 専初中 403A澤塩究研業卒専602音利部佐FEDⅠＢーナミセノアピ
204A部磯)hg(作工画図専

人宅新）進日（論概館物博学 2-203

養 外国語（英語Ａ） D1/D2 A C210 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ef C D214 専 子どもと英語コミュニケーションⅡ D D215
井國hg法導指の育体専112CB2E/1E）Ａ語英（語国外養 B308・体育館 413D山青CBA法導指の数算専

学﨑野dc/ba）2（）1（◆境環専 博物館情報・メディア論（日進） 宮下 専初中 数学の指導法Ⅲ DEF 塩澤 C311
専初中 声楽セミナーＡⅠ DEF 池田 A401
専初中 ピアノセミナーＡⅠ DEF 宮田 研究室
専初中 ピアノセミナーＡⅠ DEF 小杉 音206

室究研田宮究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専104A栗小CBA法導指の楽音専703B村松論総育教援支別特専
専初中 井國fe法導指の育体専013C内竹FEDⅠ学数代形線 B308・体育館 103A﨑野dc法導指の科理専

413D山青hg数算専 専初中 声楽セミナーＢⅠ DEF 正木 音116

研)康(邉渡究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専113C澤塩fe数算専412DC2F/1F）Ａ語英（語国外養 究室
専初中 104A田池FEDⅠ楽声
専初中 611音木正FEDⅠ楽声

専 ふれあい実習Ⅰ（観察） a 清 C310 512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専113C達安fe）語英（語国外専
専 ふれあい実習Ⅰ（観察） b 石橋(尚) C405 専 保育指導法（環境） ab 野﨑 A301・A202 専保初 保育実習指導Ⅱ（保育所）（1）（2） ab/cd 伊藤(博美) B307
専 ふれあい実習Ⅰ（観察） c 磯村 D408 専保初 A野上dc育保児乳 203・A201 専 道徳の理論及び指導法 ef 山田(真) D314
専 ふれあい実習Ⅰ（観察） d 朴 A304 専 総合的な学習の時間の指導法 gh 相川 D409

井國)hg(育体専 B308・体育館

専初中 604C内竹FEDⅠ習演学数
専初中 104A田宮FED論概ノアピ

川相究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専504C松重）Ⅰ語ルガトルポ（語国外養803B谷湯礎基法現表語本日養 A304
究研業卒専604C)久(森CBA法導指び及論理の徳道専103A朴ｄｃ）境環（法導指育保専703B)美博(藤伊CBA論育教児幼専 石橋(尚) D214

専初中 113C澤塩FED礎基学析解 専保初 A野上ba育保児乳 203・A201 専 道徳の 902C部磯究研業卒専413D)真(田山hg法導指び及論理
専初中 104A田池FED論概楽声 専初中 012C清究研業卒専804D市古e習演業授擬模専404A)仁(藤伊FEDⅠ法導指の学数

専初中 611音田宮FED法奏伴ノアピ 室究研井國究研業卒専
904D)和(森究研業卒専

実館物博学512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専604C村中）Ⅰ語ツイド（語国外養012CA2A/1A）Ａ語英（語国外養 習 情505
専413D陳）Ⅰ語国中（語国外養112CB2B/1B）Ａ語英（語国外養 事前及び事後指導（初等）（幼稚園）(1) ab 清 B307

養 外国語（英語Ａ） C1/C2 C D214 養 外国語（ポルトガル語Ⅰ） 重松 C405 専 事前及び事後指導（初等）（幼稚園）(2) cd 磯村 B308
113C金）Ⅰルグンハ（語国外養

専404A市古）等初（導指後事び及前事専413D陳）Ⅰ語国中（語国外養tiripS木植CBA法憲国本日養 事前及び事後指導（初等）（幼稚園）(1) ab 清 B307
専302A川相）等初（導指後事び及前事専113C金）Ⅰルグンハ（語国外養012CA2D/1D）Ａ語英（語国外養 事前及び事後指導（初等）（幼稚園）(2) cd 磯村 B308

養 外国語（英語Ａ） E1/E2 B C211 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ef C D214 専 事前及び事後指導（初等） 相川 A203
学 博物館実習 情505

012CAbaⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専512DDhgⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専703B）康（橋石会社養 専初中 事前及び事後指導（中等） 塩澤 A404
養 外国語（英語Ａ） F1/F2 C D214 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ cd B C211 専初中 事前及び事後指導（中等） 山中 B308

専初中 事前及び事後指導（中等） 塩澤 A404
専初中 事前及び事後指導（中等） 山中 B308

専 ふれあい実習Ⅰ（観察） e 古市 D408 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ef C D214 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ab A C210
専 ふれあい実習Ⅰ（観察） f 森(和) C311 112CBdcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専604C頭鬼)CBA(会社専
専 ふれあい実習Ⅰ（観察） g 伊藤(博美) C310 512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専103A﨑野科理専
専 ふれあい実習Ⅰ（観察） h 松村 D314 専初中 403A内竹FEDⅢ学数代形線

dcⅠノアピ礎基専 A404 専初中 602音田久富FEDＡ楽器
821メ田見論示展館物博学

512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専904D川相)FED(会社専302A朴FED習学と達発専 専初中 DEF 竹内 A304
baⅠノアピ礎基専 A404 A清b習演業授擬模専113C達安CBA）語英（語国外専 201・E219

803B）厚（藤佐FED法現表語本日専 専初中 902C羽丹究研業卒専602音田久富FEDⅠーナミセ楽器
専初中 音楽の指導法Ⅰ DEF 山中 音116

専初中 512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専803B）厚（藤佐CBA法現表語本日専604C)仁(藤伊FED礎基学数代
専初中 室fe法導指の科庭家専室教LM中山hg法導指の楽音専611音杉小FEDュジーェフルソ

013C)美博(藤伊FED論育教児幼専 専初中 104A田池feⅠ楽声
学 博物館資料保存論（日進） 渡邉(晶) 人2-204 専 A清c習演業授擬模 201・E219

業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専302A)美博(藤伊CBA論程課育教専012CA2A/1A）Ａ語英（語国外養 403A)仁(藤伊究研
養 外国語（英語Ａ） B1/B2 B C211 専初中 013C﨑野究研業卒専室hg法導指の科庭家専104A田池hgⅠ楽声
養 外国語（英語Ａ） C1/C2 C D214 専 総合的な学習の時間の指導法 ef 安達 C311

703B)和(森FED論職教専 A清a習演業授擬模専 201・E219

山究研業卒専804D市古h習演業授擬模専512DDhgⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専012CA2D/1D）Ａ語英（語国外養 中 ML教室
養 外国語（英語Ａ） E1/E2 B C211 専 総合的な学習の時間の指導法 ABC 安達 C311
養 外国語（英語Ａ） F1/F2 C D214

703B)和(森CBA論職教専
112CBdcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専703B市古FED論ムラュキリカ専502B治竹baⅠ報情とターュピンコ養

専 国語（書写を含む。） gh 佐藤(洋)・上小倉 D314・A303 学 512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専913情田見）1（論概館物博
専初中 104A久天FEDⅠーナミセ楽器
専初中 611音田澤FEDⅠーナミセ楽器

養 コンピュータと情報Ⅰ cd 竹治 B205 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ gh D D215 専保初 902C島中究研業卒専804D・703B藤後dc/ba）2（）1（◆援支て育子
専 国語（書写を含む。） ef 佐藤(洋)・上小倉 D314・A303 専保初 保育実習指導ⅠＡ（保育所）（1）（2） ab/cd 朴 A203・A201 専 室究研谷深究研業卒専013C)和(森f習演業授擬模

専初中 FEDⅢ習演学数 伊藤(仁) 人野河）進日（論習学涯生学504C 112C村松究研業卒専103-2
専初中 久天FEDＡ楽器 A401 専初中 DEF 竹内 A304

養 外国語（英語Ａ） A1/A2 A C210 専 健康◆/人間関係◆(1) ab 中島・國井/石橋(尚) 902C)美博(藤伊究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専113C/803B
養 外国語（英語Ａ） B1/B2 B C211 専 人間関係◆/健康◆(2) cd 石橋(尚)/中島・國井 403A内竹究研業卒専103A井浅ba法導指の科理専803B/113C

302A市古FED専412DC2C/1C）Ａ語英（語国外養 専初中 413D)仁(藤伊FED論続学何幾
703B井國FED◆学科康健養 A清d習演業授擬模専 201・E219

902C達安究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専室科庭家専502B)行博(藤伊feⅠ報情とターュピンコ養
703B井國CBA◆学科康健養 専保初 子ども家庭支援論 ABC 朴 A203

専 健康◆/人間関係◆ DEF 中島・國井/森(里) 人2-402 専 013C)和(森g習演業授擬模
専初中 413D)仁(藤伊FED論要学何幾
専初中 音楽史Ａ（日本及びアジアの音楽） DEF 小沢 A401

105情村大）1（論概習学涯生学
養 コンピュータと情報Ⅰ gh 伊藤(博行) B205 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ef C D214 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ab A C210

512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専113C達安hg）語英（語国外専
専 造形表現◆/保育指導法（造形表現）◆ ab 磯部 A402

105情村大）2（論概習学涯生学

504C村磯究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専803B原西床臨理心専013C岡片界世の理数養
専302A朴CBA習学と達発専 音楽表現◆/保育指導法（音楽表現）◆ 204A部磯Ａドッソメスーケ専杉小dc

804D羽丹Ａドッソメスーケ専
谷深Ａドッソメスーケ専100メ田見）2（論概館物博学 B204
村松Ａドッソメスーケ専 C209

)康(邉渡Ａドッソメスーケ専 音116

302A野高学類人養 専・司教 413D市古究研業卒専012CAbaⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専502B谷深ーシラテリ・アィデメ
12CBdcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専113C)尚(橋石ｄｃ）係関間人（法導指育保専803B)彰(中田解理の題問事時養 403A朴究研業卒専1

専 教育制度と社会 DEF 小長井 B307 専 音楽表現◆/保育指導法（音楽表現）◆ 902C)真(田山究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専杉小ba
専初中 504C内竹FED論数関素複

専初中 013C岡片FEDⅢ学分積分微
CBA論間人全 オムニバス B307 専 保育指導法（言葉） cd 磯村 D314 専 子どもと英語コミュニケーションⅡ D D215

養 外国語（英語Ａ） D1/D2 A C210 専 保育指導法（人間関係） ab 石橋(尚) C311 専保初 子どもの健康と安全 cd 中島・安本・小林(豊) A203・A201
養 外国語（英語Ａ） E1/E2 B C211 専初中 602音田宮FEDⅠノアピ 専保初 羽丹ba習演育保児害障 A404
養 外国語（英語Ａ） F1/F2 C D214 専初中 502音杉小FEDⅠノアピ

FED論間人全 オムニバス B307 専 保育指導法（言葉） ab 磯村 D314 902C室究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専
養 外国語（英語Ａ） A1/A2 A C210 専初中 602音田宮FEDⅠノアピ 専保初 子どもの健康と安全 ab 中島・安本・小林(豊) A203・A201
養 外国語（英語Ａ） B1/B2 B C211 専初中 502音)ゆ(中田FEDⅠノアピ 専保初 羽丹dc習演育保児害障 A404
養 外国語（英語Ａ） C1/C2 C D214 専初中 作曲法Ⅰ（和声・編曲を含む。） DEF 渡邉(康) B204

302A堀FED談相育教専412DCfeⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専803B)智(口谷学科の境環養
専初中 512DDhgⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専611音)康(邉渡FED論理楽音

専 造形表現◆/保育指導法（造形表現）◆ cd 磯部 A402

【英語Ａ・Ｂ、子どもと英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ･Ⅱ 前半・後半クラス実施時間帯】 【集中講義】 【クラス欄】
１限 前半    9：10～ 9：50 ／ 後半 10：00～10：40 学年 区分 担当教員 教室
２限 703B)真(田山専102：21～04：11半後／03：11～05：01半前
３限 -)真(田山専105：41～01：41半後／00：41～02：31半前
４限 703B清専103：61～05：51半後／04：51～00：51半前
５限 703B村磯専101：81～03：71半後／02：71～04：61半前

703B)真(田山専4～1）火（日１１月４：始開業授語英期前※ 【区分欄】
等初・育保目科育教門専：初保専目科通共学全：全104A)健(中田専2え替れ入スラク半後・スラク半前で期後・期前はＢ・Ａ語英※ 教育専修の学生のみ履修可能な科目

2 専保初 目科な能可修履みの生学の修専育教等中等初目科育教門専：中初専目科育教養教：養-朴
2 専初中 樽本 C310 専：専門教育科目　すべての学生が履修可能な科目 専・司教：専門教育科目・司書教諭資格取得に関する科目
2 専初中 佐野 A401 学：学芸員資格専門科目
3 専初中 安野 C405
3 専初中 渡邉(康) B204 【◆印の科目について】
3 専初中 田中(健) 音116

113C)尚(橋石専3
502B子金専3

-﨑野専3
3 専保初 伊藤(博美)・朴 - 【教室欄】

。す表を棟の下以は字文るいてい付に頭先の号番室教-羽丹・村松専3
3･4 専 清・磯村 - A～E：教育学部棟（A～E棟）
3･4 専 清・磯村 - 音：教育学部棟（音楽棟）

棟部学ンョシーケニュミコ際国：国-)健(中田専4
棟部学報情化文：情-市古/川相専4･3

棟アィデメ部学報情化文：メ-市古/川相専4･3
）スパンャキ進日（棟部学係関間人：人-市古/川相専4･3

3・4 専初中 塩澤/山中 - Spirit：大学会館3階大講義室
3・4 専初中 塩澤/山中 - ※司書・司書教諭科目、他学部他学科開放科目の時間割は教務課で配布する別時間割を確認してください。
3・4 専初中 塩澤/山中 -

305情野河学3

保育実習ⅠA（保育所）

子どもの情報教育（日程：8/21～8/24）
ケースメソッドA

社会教育研究（生涯学習を含む。）（日程：8/4,7,8,9）

介護等体験

教育実習（初等）B

教育実習（初等）（幼稚園）
教育実習（初等）B（幼稚園）

教育実習（初等）A

教育実習（中等）B

保育実習Ⅱ（保育所）

教育実習（初等）

五百部・見田・
宮下・宮里

博物館実習（館園実習日程：9/4,12,13,19,20）

教育実習（中等）

教育実習（初等）A（幼稚園）

4 学

3限

３ 年

2限

月

火

水

5限

1限

3限

４ 年

小林(修)・
野田・持田

２ 年

小林(修)・
野田・持田

１ 年

人2-305
MMS

土

情505

教育実習（中等）A

青木/安藤/
大隅/高木/
麦/久野

五百部・見田・
宮下・宮里

五百部・見田・
宮下・宮里

A404・A201
A202

A404・A201
A202

数学科内容構成Ａ/
数学教材研究Ａ青木/安藤/

大隅/高木/
麦/久野

4限

5限

木 3限 教育の方法と技術（情報通信技術の
活用を含む。）

1限

B307・A301
A202

小杉/佐部利/
田中(ゆ)/高木/麦

青木/大隅/
田中(ゆ)/高木/麦

4限

4限

5限

1限

5限

4限

2限

3限

4限

2限

金

5限

2限

1限

3限

1限

2限

いのちの教育（日程：初回4/7 5限、以降別途連絡）

海外教育研修Ⅰ（事前指導）

離散数学（日程：8/25～8/26,9/1～9/2）

授業科目

音楽の指導法ef（日程：9/12～9/15）

音楽の指導法Ⅲ（日程：8/7～8/10）

ふれあい実習Ⅱ（参加）(1)１年ab

作曲法Ⅱ（和声・編曲を含む。）

海外教育研修Ⅱ（実地研修）

日本の音楽A（楽器）（日程：8/7～8/10）

ふれあい実習Ⅱ（参加）(2)１年ｃｄ

1限

ふれあい実習Ⅱ（参加）1年DEFおよび2～4年

日本の音楽B（声楽）（日程：8/28～8/31）

講義名の後ろに◆のついている科目は、講義回数が7.5回の科目です。「前半◆/後半◆」2科目掲載されている科目については、1科目のみの履修はでき
ませんので、2科目とも履修登録をしてください。（ただし、初中クラスの「健康◆/人間関係◆」については1科目のみ履修することが可能です。）

数学科内容構成Ｂ/
数学教材研究Ｂ

A401
第3競技場

A401
第3競技場

A404・A201
A202

クラス欄にアルファベットが記載されている科目はクラスが指定されていますので、当該科目の履修を希望する学生は指定の曜日・時限で履修してくださ
い。なお、クラスに（ ）がついているものは履修者のバランスを図るため、できる限り指定されたクラスで履修することを勧めるものです。ただし、（ ）があるか
ないかによってその科目が必修科目か選択科目かを区別するものではありません。必修・選択の区別は「履修の手引」を確認してください。

第１限 9：10～10：40
第 2 限 10：50～12：20
第 3 限 13：20～14：50
第 4 限 15：00～16：30
第 5 限 16：40～18：10

2023 年度

教育学部 時間割
2023
前期



後　期

教　育

第１限 9：10～10：40
第 2 限 10：50～12：20
第 3 限 13：20～14：50
第 4 限 15：00～16：30
第 5 限 16：40～18：10

2023
後期

2023 年度

教育学部 時間割

曜日 時限 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室 区分 授業科目 クラス 担当教員 教室

012CAbaⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専202A・103A﨑野科活生専102A朴FED法方と論理の解理児幼専
112CBdcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専512DDhgⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専404AdcⅡノアピ礎基専

専初中 113C内竹FED論要学数代
専 病弱児の心理・生理・病理 中島・谷口(明) B307

102-2人谷洞）進日（論育教館物博学

養 外国語（英語Ｂ） D1/D2 A C210 専保初 902C部磯究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専703B羽丹CBA祉福庭家もど子
養 外国語（英語Ｂ） E1/E2 B C211 専 保育指導法（言葉） DEF 磯村 C310 専初中 室究研杉小究研業卒専104A田池FEDⅡＡーナミセ楽声
養 外国語（英語Ｂ） F1/F2 C C212 専初中 504C達安育教間化文異のもど子専113C澤塩FEDⅡ法導指の学数

404AbaⅡノアピ礎基専 専初中 室究研田宮FEDⅡノアピ
専初中 602音木青FEDⅡノアピ

井國ba法導指の育体専012CA2A/1A）Ｂ語英（語国外養 B308・体育館 104A田池究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専
113C澤塩fe法導指の数算専112CB2B/1B）Ｂ語英（語国外養 専初中 611音)康(邉渡FED法揮指

養 外国語（英語Ｂ） C1/C2 C C212 専初中 602音田宮FEDⅡノアピ 専初中 403A内竹FED学何幾等初
専初中 502音杉小FEDⅡノアピ

井上hg法導指の科理専室教LM杉小dc楽音専 A301 室究研)康(邉渡究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専
井國dc法導指の育体専413D村磯ba論総容内育保専 B308・体育館 専初中 611音田宮FED法奏合楽器

604C達安fe法導指の）語英（語国外専703B)美博(藤伊FED論総容内育保専 専初中 502B・113C澤塩FED学計統・論率確
専初中 403A内竹FEDⅡ習演学数

512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専212CCfeⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専tiripS木玉FED法憲国本日養
604C達安CBA法導指の）語英（語国外専703B)美博(藤伊CBA論質本育教専 専初中 013C内竹・)仁(藤伊FEDⅠ究探学数
113C澤塩hg法導指の数算専

井國CBA育体専 B308・体育館 専 保育指導法（健康） DEF 清 A404・A201 専 子どもと英語コミュニケーションⅡ D D215
611音）健（中田・中山FEDⅡ法導指の楽音中初専703B)美博(藤伊FED 論質本育教専 専初中 ピアノセミナーＡⅡ DEF 小杉 A401
502B﨑野計統育教専 専初中 ピアノセミナーＢⅡ DEF 佐部利 音206

学 博物館情報・メディア論 宮下 メ001 専 特別活動の指導法 ABC 山田(真) D314

践実職教専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専504C松重）Ⅱ語ルガトルポ（語国外養404A・103A代田界世の理物養 演習（教諭） a 石橋(尚) C406
養 外国語（英語Ｂ） A1/A2 A C210 専 図画工作の指導法 ef 磯部 A402 専初中 ピアノセミナーＡⅡ DEF 宮田 A401 専 教職実践演習（教諭） b 清 A203・A201

804D羽丹Ⅱ育教援支別特専112CB2B/1B）Ｂ語英（語国外養 専初中 数学の指導法Ⅳ DEF 塩澤 C311 専 教職実践演習（教諭） c 伊藤(博美) C310
413D山青)CBA(数算専212CC2C/1C）Ｂ語英（語国外養 専 教職実践演習（教諭） d 朴 A304

井國)fe(育体専 B308・体育館

専初中 904D定未FEDⅠ学分積分微

専302A市古）等初（導指後事び及前事専604C村中）Ⅱ語ツイド（語国外養012CA2D/1D）Ｂ語英（語国外養 事前及び事後指導（初等） 相川 B307
陳）Ⅱ語国中（語国外養112CB2E/1E）Ｂ語英（語国外養 D314 505情習実館物博学703B川相）等初（導指後事び及前事専

養 外国語（英語Ｂ） F1/F2 C C212 養 外国語（ポルトガル語Ⅱ） 重松 C405
専 国語（書写を含む。） cd 佐藤(厚)・庄田 B308・A303 専初中 104A木正FEDⅡ楽声

204A田藤ba作工画図専
05情習実館物博学012CAbaⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専413D陳）Ⅱ語国中（語国外養013C江長び遊承伝ともど子専 5

dcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専本岡dc）康健（法導指育保専303A・803B田庄・)厚(藤佐ba）。む含を写書（語国専 B C211
204A田藤dc作工画図専 専 子どもと英語コミュニケーションⅡ D D215

専初中 コンピュータ演習※ DEF 深谷 B204
専初中 声楽セミナーＢⅡ DEF 正木 A401

212CCfeⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専703B原笠理心養 専初中 コンピュータ演習※ DEF 深谷 B204 専初中 事前及び事後指導（中等） 塩澤 A404
512DDhgⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専tiripS部乙ンイザデフイラ養 専初中 事前及び事後指導（中等） 塩澤 A404 専初中 事前及び事後指導（中等） 山中 B308

本岡ba）康健（法導指育保専013C江長び遊承伝ともど子専 専初中 事前及び事後指導（中等） 山中 B308
204A田藤)fe(作工画図専

012CAbaⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専103A﨑野科理専212CC2F/1F）Ｂ語英（語国外養
512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専904D川相fe法導指の会社専404AfeⅡノアピ礎基専
604C野水dc法導指の科活生専113C達安hg法導指の）語英（語国外専

505情田見）1（論料資館物博学413D・703B村磯dc/ba）2（）1（◆葉言専

養 外国語（英語Ｂ） A1/A2 A C210 専保初 保育実習指導ⅠＢ（児童福祉施設） ABC 丹羽 A203 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ cd B C211 専 教職実践演習（教諭） e 古市 D314
養 外国語（英語Ｂ） C1/C2 C C212 専初中 013C)和(森g）諭教（習演践実職教専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専113C)仁(藤伊FED学数相位

404AhgⅡノアピ礎基専 専初中 403A川相究研業卒専604C野水ba法導指の科活生専104A田池FEDⅡ楽声
専初中 602音木正FEDⅡ楽声 902C清究研業卒専

養 外国語（英語Ｂ） B1/B2 B C211 専保初 512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専302A羽丹CBAⅠ護養的会社
養 時事問題の理解 読売新聞社 )尚(橋石dcⅡ学理心達発のもど子専803B)和(森fe法導指の語国専602国 C311

専初中 室ba法導指の科庭家専904D川相hg法導指の会社専413D)仁(藤伊FEDⅡ学数代形線
専初中 )晶(邉渡）進日（論示展館物博学104A田池FEDⅠ唱合 人2-204

養 外国語（英語Ｂ） D1/D2 A C210 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ ef C C212 専 子どもの発達心理学Ⅱ ab 石橋(尚) C311
室dc法導指の科庭家専512DDhgⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専112CB2E/1E）Ｂ語英（語国外養

専保初 522情口樋）Ⅱルグンハ（語国外養302A羽丹CBA祉福会社
611音中山hg楽音専 専初中 定未FED論続学析解 C310

仁(藤伊究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専522情口樋）Ⅱルグンハ（語国外養302A羽丹理心の児害障的知専 ) A304
室教LM中山究研業卒専703B)一(田山CBA談相育教専803B)和(森hg法導指の語国専

103A﨑野fe法導指の科理専
専 子どもの発達心理学Ⅰ ab 石橋(尚) C311 専 音楽表現◆/保育指導法（音楽表現）◆ 512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専杉小FED

専初中 コンピュータ概論 DEF 深谷 B308・B205 専初中 611音久天FEDⅡーナミセ楽器
田見）2（論料資館物博学 情505 専初中 602音田澤FEDⅡーナミセ楽器

504C村磯Ｂドッソメスーケ専
912E・102A清Ｂドッソメスーケ専

904D澤長界世の学化養 専保初 902C羽丹究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専302A島中・朴CBA学理心の援支庭家もど子
803B)和(森CBA法導指の語国専804D)里(森FED）係関間人（法導指育保専113C)尚(橋石dcⅠ学理心達発のもど子専 室究研谷深究研業卒専

専 特別支援教育Ⅰ DEF 松村 B307 専初中 104A田池FEDⅡ楽声 専初中 504C内竹・)仁(藤伊FEDⅡ究探学数
専初中 611音田澤FEDＢ楽器 専初中 502音藤周FEDⅡーナミセ楽器
専初中 602音村野FEDＢ楽器

業卒専012CAbaⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専703B清CBA論職育保専502B)行博(藤伊FEⅡ報情とターュピンコ養 013C達安究研
専保初 業卒専112CBdcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専804D)里(森FED）境環（法導指育保専302A島中CBA健保のもど子 612D内竹究研

904D)和(森究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専104A田池FEDⅡ唱合専
204-2人見赤）進日（論営経館物博学 専初中 403A)仁(藤伊FED史学数

105情野河）1（論各習学涯生学

12D)尚(橋石究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専室科庭家専502B)行博(藤伊BAⅡ報情とターュピンコ養 4
tiripS葉稲門入学事仕養 902C)美博(藤伊究研業卒専604C野水fe法導指の科活生専

専初中 013C﨑野究研業卒専105情野河）2（論各習学涯生学113C)仁(藤伊FEDⅣ習演学数
703B市古CBA専

204-2人見赤）進日（論料資館物博学
604C野水hg法導指の科活生専212CCfeⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専504C木野小学哲養

養 コンピュータと情報Ⅱ CD 伊藤(博行) B205 専 子どもと英語コミュニケーションⅠ gh D D215
専 図画工作の指導法 ABC 磯部 A402

721メ日朝論存保料資館物博学

専 幼児理解の理論と方法 ABC 朴 B307 専保初 512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専野上・)豊(林小dc◆習演育保児乳
413D田鎌/村磯FED◆境環/◆葉言専 専 生徒指導と進路指導 ABC 森(敬) B308

専初中 402B)康(邉渡FED論概楽器 502B)真(田山Ｂドッソメスーケ専

習演践実職教専012CAbaⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専212CCfeⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専100メ谷滝法養 （教諭） f 森(和) C310
2CBdcⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専512DDhgⅠンョシーケニュミコ語英ともど子専tiripS部乙門入論ーダンェジ養 11 専 教職実践演習（教諭） h 山田(真) D314

専初中 113C定未FEDⅡ学分積分微 専保初 403A朴究研業卒専703B)敬(森FED導指路進と導指徒生専野上・)豊(林小ba◆習演育保児乳
902C島中究研業卒専

井國CBAＡ習実ツーポス養 B307・体育館 504C村磯究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専204A部磯hg法導指の作工画図専
)絵(中田CBAＡ習実ツーポス養 B308・体育館 113C市古CBA論ムラュキリカ専 専保初 403A澤塩究研業卒専田丸・島中dc養栄と食のもど子

養 外国語（英語Ｂ） D1/D2 A C210 612D村松究研業卒専
養 外国語（英語Ｂ） E1/E2 B C211 専保初 井寺baⅡ護養的会社 C406 室究研田宮究研業卒専
養 外国語（英語Ｂ） F1/F2 C C212 902C室究研業卒専

412D)真(田山究研業卒専

養 外国語（英語Ｂ） A1/A2 A C210 専初中 413D市古究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専904D定未FED論要学析解
養 外国語（英語Ｂ） B1/B2 B C211 専初中 音楽史Ｂ（西洋の音楽） DEF 渡邉(康) B204 専保初 子どもの食と栄養 ab 中島・丸田
養 外国語（英語Ｂ） C1/C2 C C212 専 知的障害児教育Ⅰ（教育課程） 松村 C311

井國FEDＡ習実ツーポス養 B307・体育館 専保初 井寺dcⅡ護養的会社 C406
)絵(中田FEDＡ習実ツーポス養 B308・体育館 専 特別活動の指導法 ef 村瀬 D408

専 特別支援教育Ⅰ ABC 丹羽 B307 専 造形表現◆/保育指導法（造形表現）◆ 室究研井國究研業卒専512DDⅡンョシーケニュミコ語英ともど子専204A部磯FED
専 特別活動の指導法 gh 村瀬 D408

【英語Ａ・Ｂ、子どもと英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ･Ⅱ 前半・後半クラス実施時間帯】 【集中講義】 【クラス欄】
１限 前半    9：10～ 9：50　／　後半　10：00～10：40 学年 区分 担当教員 教室
２限 611音)健(中田専102：21～04：11　半後　／　03：11～05：01　半前
３限 703B)真(田山専105：41～01：41　半後　／　00：41～02：31　半前
４限 -)真(田山専103：61～05：51　半後　／　04：51～00：51　半前
５限 703B清専101：81～03：71　半後　／　02：71～04：61　半前

703B村磯専1）金（日２２月９：始開業授語英期後※ 【区分欄】
・育保　目科育教門専：初保専目科通共学全：全703B)真(田山専4～1え替れ入スラク半後・スラク半前で期後・期前はＢ・Ａ語英※ 初等教育専修の学生のみ履修可能な科目

目科な能可修履みの生学の修専育教等中等初　目科育教門専：中初専目科育教養教：養
専：専門教育科目　すべての学生が履修可能な科目

※コンピュータ演習について 学：学芸員資格専門科目
1 専 清・磯村 -

【◆印の科目について】

2 専 清・磯村 -
2 専保初 朴 -
2 専保初 丹羽 -
3 専保初 伊藤(博美)・朴 - 【教室欄】
3 専保初 丹羽 B307 教室番号の先頭に付いている文字は以下の棟を表す。
3 専保初 丹羽 - A～E：教育学部棟（A～E棟）
3 専初中 田中(健) 音116 音：教育学部棟（音楽棟）

棟部学ンョシーケニュミコ際国：国-羽丹・村松専3
3･4 専 清・磯村 - 情：文化情報学部棟
3･4 専 清・磯村 - メ ：文化情報学部　メディア棟
4 専 清・磯村 - 人：人間関係学部棟（日進キャンパス）

室義講大階3館会学大：tiripS-市古/川相専4･3
。いさだくてし認確を割間時別るす布配で課務教は割間時の目科放開科学他部学他、目科諭教書司・書司※-市古/川相専4･3

-市古/川相専4･3
3･4 専初中 塩澤/山中 -
3･4 専初中 塩澤/山中 -
3・4 専初中 塩澤/山中 -

-達安専3

　３年生科目「コンピュータ演習」は火曜４・５限目に不定期に開講されま

教育の方法と技術（情報通信技術の
活用を含む。）

保育実習ⅠB（児童福祉施設）

福祉ボランティアⅡ

福祉ボランティアⅠ

保育実習ⅠA（保育所）

授業科目

ふれあい実習Ⅱ（参加）(2)１年cd

学校体験活動Ⅱ/教育ボランティアⅡ

音楽ef（日程：3/4～3/7）

学校体験活動Ⅰ/教育ボランティアⅠ

海外教育研修Ⅱ（実地研修）

2 専

ふれあい実習Ⅱ（参加）(1)１年ab

ふれあい実習Ⅱ（参加）１年DEFおよび２～４年

専

土

1限

5限

1

1限

4 博物館実習

教育実習（中等）

学

音楽の指導法Ⅳ（日程：1/29～2/1）

情505
五百部・見田・
宮下・宮里

教育実習（初等）B

介護等体験

保育実習Ⅱ（保育所）
保育実習指導Ⅲ（児童福祉施設）
保育実習Ⅲ（児童福祉施設）

教育実習（初等）

ケースメソッドＢ（日程：2/6～2/15）

教育実習（中等）A
教育実習（中等）B

教育実習（初等）A（幼稚園）

教育実習（初等）（幼稚園）
教育実習（初等）A

教育実習（初等）B（幼稚園）

４　　年１　　年

3限

３　　年２　　年

渡邉(康)/安藤/
大隅/佐部利/
麦

1限

月

5限

2限

青木/安藤/
大隅/佐部利/
麦

4限

2限

宮田/青木/
高木/久野2限

4限

火

3限

4限

5限

3限

1限

1限

小杉/青木/
高木/久野

五百部・見田・
宮下・宮里

-

山田(真)・森(和)
清・磯村

-

山田(真)・森(和)
清・磯村

A203・A201
A202

A404・A201
A202

A404・A201
A202

A401
第3競技場

A203・A201
A202

A201・A203
A202

A201・A203
A202

A203
第3競技場

A203
第3競技場

講義名の後ろに◆のついている科目は、講義回数が7.5回の科目です。「前半◆/後半◆」2科目掲載されている科目については、1科目のみの履修はで
きませんので、2科目とも履修登録をしてください。（ただし、初中クラスの「言葉◆/環境◆」については1科目のみ履修することが可能です。）

五百部・見田・
宮下・宮里

クラス欄にアルファベットが記載されている科目はクラスが指定されていますので、当該科目の履修を希望する学生は指定の曜日・時限で履修してくださ
い。なお、クラスに（　）がついているものは履修者のバランスを図るため、できる限り指定されたクラスで履修することを勧めるものです。ただし、（　）がある
かないかによってその科目が必修科目か選択科目かを区別するものではありません。必修・選択の区別は「履修の手引」を確認してください。

3限

A404・A201
A202

水

5限

木

金

5限

4限

2限

1限

2限

4限

3限

海外教育研修Ⅰ（事前指導）


