時間割等の変更通知（２０１９年度）
○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
3月25日

授業科目等

変

更

内

容

ページ

哲学概論

前期・月曜・４時限 ⇒ 前期・木曜・３時限

66

4月1日

特別支援教育演習Ⅱ（ａ）

前期・木曜・４時限 ⇒ 前期・水曜・１時限

83

4月1日

初等教育実践基礎演習（ａ）

担当教員 西井 薫 ⇒ 西井 薫、中垣 ますみ

73

4月1日

授業実践基礎演習（ａ）【後期】

担当教員 飛田 祥 ⇒ 飛田 祥、中垣 ますみ

110

4月1日

中等理科教育Ⅰ【後期】

担当教員 村上 忠幸 ほか
⇒ 村上 忠幸、中垣 ますみ ほか

120

4月1日

中等理科教育Ⅱ

担当教員 村上 忠幸 ほか
⇒ 村上 忠幸、中垣 ますみ ほか

78

4月1日

中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ｅ）【後期】

授業の追加、クラス分け変更（次頁に説明あり）
後期・火曜・４限 担当教員 冨永 吉喜

115

4月5日

家庭科教育演習Ⅱ（ｂ）

前期・木曜・２時限 ⇒ 前期・木曜・４時限

80

4月10日

造形芸術学特講（双方向）

前期・水曜・２時限 ⇒ 前期・不開講

75

4月10日

学校保健【後期】

後期・金曜・３時限 ⇒ 後期・火曜・２時限

134

4月10日

スポーツ医学【後期】

後期・金曜・２時限 ⇒ 後期・火曜・１時限

132

4月11日

教職実践演習（数学領域）【後期】

担当教員 柳本 哲、黒田 恭史
⇒ 大竹 博巳、宮崎 充弘

113

4月15日

特別支援教育演習Ⅱ（ｃ）

前期・金曜・２時限 ⇒ 前期・木曜・３時限

88

4月15日

特別支援教育演習Ⅲ（ｃ）【後期】

後期・金曜・２時限 ⇒ 後期・木曜・３時限

131

4月15日

特別支援教育演習Ⅱ（ｂ）

前期・火曜・３時限 ⇒ 前期・木曜・２時限

72

4月18日

スポーツ指導論Ａ

前期・月曜・４時限 ⇒ 前期・不開講

67

4月18日

ドイツ語コミュニケーションＡ（ｂ）

前期・火曜・２時限 ⇒ 前期・不開講

69

4月18日

英語（ＴＯＥＩＣ中級）ⅢＡ

前期・火曜・２時限 ⇒ 前期・不開講

70

【教育学研究科】
4月10日

物理学特論Ⅱ【後期→前期】

後期・金曜・６時限 ⇒ 前期・金曜・６時限

94

4月12日

理科教育教科内容論Ⅰ【後期】

後期・月曜・６時限 ⇒ 後期・月曜・５時限

94

4月19日

音楽学特論Ⅱ

前期・火曜・６時限 ⇒ 前期・金曜・４時限

95

4月19日

学校教育実践総論ⅩⅥ

前期・月曜・６時限 ⇒ 前期・木曜・４時限

79

4月23日

音楽科教育授業研究

前期・木曜・５時限 ⇒ 前期・金曜・３時限

95

4月19日

音楽学特論Ⅱ

前期・火曜・６時限 ⇒ 前期・金曜・４時限

95

5月17日

代数学特論Ⅰ

前期・火曜・６時限 ⇒ 前期・月曜・３時限

91

【特別支援教育特別専攻科】
4月3日

障害児教育臨床Ⅰ

担当教員 西尾 朋子 ⇒ 西尾 朋子、水上 久照

追加掲示日時 2019/5/17 16:43
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時間割等の変更通知（２０１９年度）
○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】
学級経営の実践と課題Ｂ
学級経営の実践と課題（ｃ）
教科指導実践演習Ａ（ａ）
魅力ある授業づくりの実践と課題（ｂ）
多様な授業形態の実践と課題（ｂ）
学校づくりと学校経営Ｂ
学校づくりと学校経営（ｃ）

担当教員 片山 紀子、平山 孝次
⇒ 片山 紀子、竺沙 敏彦

33

担当教員 佐々木 真理、橋本 京子、林 明宏、
辻 元弘 ⇒ 佐々木 真理、冨永 吉喜、林 明
宏、辻 元弘

33

担当教員 滋野 哲秀、塩谷 道次
⇒ 滋野 哲秀、武田 有子

33

4月1日

学校づくりと学校経営Ａ（ａ） Ａ（ｂ）【後期】
学校づくりと学校経営（ａ） （ｂ）【後期】

担当教員 水本 徳明、塩谷 道次
⇒ 水本 徳明、武田 有子

34

4月1日

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

4月1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 保田 直美、平山 孝次
⇒ 保田 直美、竺沙 敏彦
担当教員 滝川 国芳、田中 曜次、佐々木 真理
林 明宏、辻 元弘、橋本 京子
⇒ 滝川 国芳、田中 曜次、佐々木 真理
林 明宏、辻 元弘、冨永 吉喜
担当教員 徳永 俊太、橋本 京子
⇒ 徳永 俊太、冨永 吉喜

4月1日
4月1日
4月1日

4月1日
4月11日

現代的教育課題の教材化と授業実践【後期】
現代的教育課題の授業実践【後期】
教科指導実践演習Ａ（ｂ）
魅力ある授業づくりの実践と課題（ｃ）
多様な授業形態の実践と課題（ｃ）

担当教員 田中 曜次、河村 豊和、石井 大記
⇒ 田中 曜次、河村 豊和、土肥 明男

4月11日

生徒指導実践演習（ａ）（ｂ）（ｃ）【後期】
生徒理解の実践と課題（ｂ）（ｃ）（ｄ）【後期】
不登校理解とその支援の実際（ｂ）（ｃ）（ｄ）【後期】

4月11日

教育相談・特別支援演習
教育相談と特別支援

担当教員 角田
石井
⇒ 角田
土肥
担当教員 角田
⇒ 角田

豊、片山 紀子、河村 豊和、
大記、服部 康子
豊、片山 紀子、河村 豊和、
明男、服部 康子
豊、石井 大記
豊、土肥 明男

4月19日

保育の専門性について考える

前期・月曜・６時限 ⇒ 前期・木曜・４時限

34

36

36
33

34

37
39

【教育学部】
◎中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ｅ）の開講のご案内

後期・火曜・４限 【３回生の幼主免・小主免者】

中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ｅ）の授業を（本年度に限り）追加開講します。
受講対象者は、３回生の幼主免・小主免者です。同一の曜日・時限に開講されている（ｃ）（ｄ）クラスと（ｅ）クラスのクラス分け
を、次のように変更します。
【幼主免・小主免・小基礎免者の副免用，３回生以上に限る】 授業案内５６ページ
中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ｃ） 教育学専攻，幼児教育専攻，発達障害教育専攻，国語領域専攻
中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ｄ） 理科領域専攻，技術領域専攻，音楽領域専攻，体育領域専攻
中等生徒指導・教育相談Ⅰ（ｅ） 社会領域専攻，英語領域専攻，数学領域専攻，家庭領域専攻，美術領域専攻

追加掲示日時 2019/5/17 16:43

