時間割等の変更通知（平成３０年度 後期）
○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27日

近・現代文学演習【後期】

担当教員 天野 知幸 ⇒ 天野 勝重

140

3月27日

人権と法【後期→前期】

後期・火曜・２時限 ⇒ 前期・木曜・１時限

127

3月27日

生物育成実習【後期】

担当教員 土屋 英男 ⇒ 井上 博茂

125

3月27日

中等農業科教育Ⅱ【後期】

後期・火曜・４時限 ⇒ 後期・集中

132

3月27日

漢文学演習Ｃ【後期】

後期・月曜・４時限 ⇒ 後期・木曜・４時限

124

3月30日

力学応用【後期】

後期・火曜・３時限 ⇒ 後期・火曜・４時限

131

3月30日

教職実践演習（技術領域）【後期】

担当教員 原田 信一、多田 知正
⇒ 原田 信一、伊藤 伸一

130

4月12日

情報システム論【後期】

後期・不開講 ⇒ 後期・集中
【備考欄の訂正】奇数年度開講 平成３１年度まで
開講 ⇒ 偶数年度開講 平成３０年度まで開講

157

4月12日

保健体育学演習Ⅱ（ｋ）－学校保健－【後期】

後期・不開講 ⇒ 後期・木曜・３時限

157

4月16日

障害児診断学【後期】

担当教員 小谷 裕実 ⇒ 全 有耳

127

5月1日

表現Ⅰ（保）【後期】

担当教員 平井 恭子
⇒ 平井 恭子、竹下 則子

136

7月4日

国語音声学【後期】

担当教員 林 由華 ⇒ 南本 徹

134

7月4日

教育の理念と歴史（ｃ）【後期】

担当教員 相澤 伸幸 ⇒ 和崎 光太郎

136

7月4日

特別支援教育演習Ⅲ（ｂ）【後期】

後期・木曜・２時限 ⇒ 後期・火曜・２時限

137

社会学概論【後期】 ２クラス開講に変更

社会学概論（ａ）月曜・３限 社会領域専攻の２回生
に限る
社会学概論（ｂ）月曜・４限 社会領域専攻の２回生
は履修不可

124

8月7日

（ただし、社会領域専攻２回生で、やむを得ない理由で（ｂ）クラ
スの受講希望者は、第１回目の授業日までに担当者に申し出
ること。）

9月14日

健康（保） 【後期】

後期・月曜・３時限 ⇒ 後期・未定 ⇒ 後期・月曜・３時限
担当教員 中西 昌子 ⇒ 未定 ⇒ 中西 昌子、斎藤真由美

122

9月14日

教育心理学基礎講読【後期】

担当教員 伊藤 崇達 ⇒ 藤岡 秀樹

124

9月18日

教育心理学実験ⅠＢ【後期】

担当教員 田爪 宏二、伊藤 崇達 ⇒ 田爪 宏二

149

9月18日

初等家庭科教育（ｃ）（ｄ）（ｅ）（ｆ）【後期】

担当教員 井上 えり子、唐津 育子
⇒ 田中 任代、唐津 育子

121
134

9月18日

家庭科教育演習Ⅰ（ｂ）【後期】

後期・月曜・３時限 ⇒ 後期・木曜・３時限

123

9月26日

テニス【後期】

担当教員 未定 ⇒ 林 英彰

147

9月27日

社会科教育演習ⅡＢ（ｆ）【後期】

後期・木曜・４時限 ⇒ 後期・月曜・３時限
担当教員 比良 友佳理 ⇒ 石川 誠
（法律学演習室で実施する）

141

10月1日

フランス語ⅡＢ【後期】

後期・金曜・３時限 ⇒ 後期・不開講

147

数学科教育講究Ⅱ（ｇ）【後期】 クラス追加

【時間割】後期・不特定 【担当教員】川原田 茜
数学科教育講究Ⅱ（ｆ）の次行に追加

152

10月29日

【教育学部の「授業案内」の訂正】
掲示日

変

更

内

容

ページ

3月30日

「教育学部教育課程表の変更について」の「専門教育科目 専攻専門科目 英語領域専攻」の「リーデイング
Ⅱ」の行について、変更内容欄の単位数「２」を削除

3月30日

「受講登録の注意事項」の「平成２５～２９年度入学生」の「初等算数科教育（ｅ）」について、曜日欄の「火曜
日」を「月曜日」に変更

3
71

追加掲示日時 2018/11/12 12:04

時間割等の変更通知（平成３０年度 後期）
○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。

【教育学研究科】
3月27日

技術科教育特別演習Ⅱ【後期】

後期・月曜・６時限 ⇒ 後期・集中

102

3月27日

性教育特論【後期】

後期・月曜・４時限 ⇒ 後期・月曜・５時限

82

9月14日

教育心理学特別演習Ⅰ【後期】

後期・火曜・６時限 ⇒ 後期・不開講

82

9月14日

学校教育実践総論Ⅷ【後期】

後期・月曜・５時限 ⇒ 後期・不開講

82

10月1日

解析学特論Ⅱ【後期】

後期・金曜・７時限 ⇒ 後期・金曜・５時限

92

10月15日

保健体育科教育教科内容論Ⅰ【後期】

後期・火曜・６時限 ⇒ 後期・火曜・５時限

100

11月12日

保健体育科教育教科内容論Ⅹ【後期】

後期・金曜・５時限 ⇒ 後期・木曜・４時限

100

【連合教職実践研究科】
4月10日

学級経営の実践と課題Ａ（ａ）【後期】
学級経営の実践と課題（ａ）【後期】

後期・月曜・５時限 ⇒ 後期・月曜・４時限

34

4月10日

学級経営の実践と課題Ａ（ｂ）【後期】
学級経営の実践と課題（ｂ）【後期】

後期・月曜・６時限 ⇒ 後期・月曜・５時限

34

4月10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、田中 曜次、佐々木 真理、林 明
宏、畑中 佳美、橋本 京子 ⇒ 内海 成治、田
中 曜次、佐々木 真理、林 明宏、辻 元弘、橋
本 京子

36

4月10日

授業研究の理論と実践【後期】
授業力を高める授業研究会の実践【後期】

担当教員 徳永 俊太、畑中 佳美
⇒ 徳永 俊太、辻 元弘

36

社会認識を培う授業の実践【後期】

後期・月曜・５時限 ⇒ 後期・不開講

40

授業力高度化実践研究Ⅰ（ｄ）【通年】
授業力高度化実践研究Ⅱ（ｄ）【後期】

担当教員 田中 曜次 ⇒ 児玉 祥一

36

9月5日
9月27日

【特別支援教育特別専攻科】
4月16日

障害児診断学【後期】

担当教員 小谷 裕実 ⇒ 全 有耳

193

追加掲示日時 2018/11/12 12:04

