時間割の変更通知（平成２９年度 後期）
○ 時間割の変更がある場合、順次追加して掲示しますので注意してください。

【教育学部】
掲示日

授業科目等

変

更

内

容

ページ

3月28日

住宅計画学【前期→後期】

前期・金曜・２時限 ⇒ 後期・木曜・４時限

91

3月28日

生活情報処理【後期→前期】

後期・木曜・４時限 ⇒ 前期・金曜・２時限

128

日本書道史Ⅰ【後期】

後期・金曜・１時限 ⇒ 後期・不開講

131

4月11日

教育実践基礎演習（ｅ）【後期】
中等教育実践基礎演習（ｂ）【後期】

担当教員 今野 勝明 ⇒ 飛田 祥

6月20日

電気基礎・実習【後期】

担当教員 中峯 浩 ⇒ 福間 則夫

123

6月20日

電気技術概論【後期】

担当教員 中峯 浩 ⇒ 福間 則夫
備考欄の変更：「電気基礎・実習」を履修しているこ
とが望ましい

133

7月5日

日本史研究【後期】

後期・金曜・３限 ⇒ 後期・木曜・３限
担当教員 吉江 崇 ⇒ 中村 翼

135

7月5日

社会科教育演習ⅠＢ（ｊ）【後期】
社会科教育演習ⅡＢ（ｊ）【後期】

担当教員 吉江 崇 ⇒ 中村 翼

127

7月31日

学校における食教育【後期】

担当教員 未定 ⇒ 山下 満智子

121

7月31日

食生活論【後期】

担当教員 未定 ⇒ 桐村 ます美

125

7月31日

初等家庭科教育（ｃ）（ｄ）【後期】

担当教員 井上 えり子 ⇒ 井上 えり子、唐津 育子

106

7月31日

小学校教科内容論家庭（ｂ）【後期】

担当教員 深沢 太香子、杉井 潤子、延原 理恵
⇒ 深沢 太香子、杉井 潤子、延原 理恵、唐津 育子

117

8月3日

生涯スポーツ実習ⅡＤ（ａ）【後期】

担当教員 未定 ⇒ 飯田 陽子

114

9月1日

技術基礎Ⅱ【前期→後期】

前期・不開講 ⇒ 後期・不開講

103

9月7日

英語コミュニケーションＢ（ｄ）【後期】
英語コミュニケーションＢ（ｈ）【後期】

担当教員 蛇持 純子 ⇒ 森 ユキエ

111
112

4月4日

111

【教育学研究科】
4月11日

物理学特論Ⅱ【後期→前期】

後期・金曜・６時限 ⇒ 前期・金曜・５時限

5月1日

英語科教育教科内容論Ⅳ【後期】

後期・不開講 ⇒ 後期・不特定
受講希望者は、９月１９日（水）までに、英語科教
育専修：児玉教員に申し出ること。

5月22日

音楽科教育教科内容論Ⅲ【後期】

後期・月曜・６時限 ⇒ 後期・月曜・５時限

96

日本史特論【後期】

担当教員 吉江 崇 ⇒ 中村 翼

90

発達障害生理・病理特別演習ⅡＢ【後期】

後期・火曜・６時限 ⇒ 後期・火曜・２時限

86

7月5日
9月20日

追加掲示日時2017/9/20 16:52

94
106

時間割の変更通知（平成２９年度 後期）
○ 時間割の変更がある場合、順次追加して掲示しますので注意してください。

【連合教職実践研究科】
カリキュラムの開発と実践Ａ（ａ）【後期】
特色あるカリキュラム開発と課題（ｂ）【後期】
教育課程の評価とマネジメント（ｂ）【後期】
カリキュラムの開発と実践Ａ（ｂ）【後期】
特色あるカリキュラム開発と課題（ｃ）【後期】
教育課程の評価とマネジメント（ｃ）【後期】
教科指導実践演習Ｂ【後期】
魅力ある授業づくりの実践と課題（ｄ）【後期】
多様な授業形態の実践と課題（ｄ）【後期】

担当教員 内海 成治、杉本 和彦
⇒ 内海 成治、林 明宏

33

担当教員 井上 雅彦、栗栖 ゆみ子
⇒ 井上 雅彦、日比 淳子

33

担当教員 浅井 和行、栗栖 ゆみ子
⇒ 浅井 和行、日比 淳子

33

3月28日

授業力高度化演習【後期】
授業における評価の実践と課題【後期】

担当教員 内海 成治、児玉 祥一、佐々木 真理、
杉本 和彦、畑中 佳美、橋本 京子
⇒ 内海 成治、田中 曜次、佐々木 真理、
林 明宏、畑中 佳美、橋本 京子

35

3月28日

授業力高度化実践研究Ⅱ（ｄ）【後期】
授業力高度化実践演習（ｄ）【後期】

担当教員 児玉 祥一 ⇒ 田中 曜次

35

3月28日

社会認識を培う授業の実践【後期】

担当教員 児玉 祥一 ⇒ 田中 曜次

38

8月21日

生徒指導充実のための学校内外の連携【後期】

後期・火曜・７時限 ⇒ 後期・火曜・５時限
担当教員 原 清治、初田 幸隆
⇒ 保田 直美、初田 幸隆

36

学級経営の実践と課題Ａ（ａ）（ｂ）【後期】
学級経営の実践と課題（ａ）（ｂ）【後期】

担当教員 原 清治、平山 孝次
⇒ 保田 直美、平山 孝次

33

3月28日

3月28日

3月28日

9月7日

【特別支援教育特別専攻科】 現在のところ、（後期の）変更事項はありません。

追加掲示日時2017/9/20 16:52

