
【教育学部】
掲示日 授業科目等 変　　　　更　　　　内　　　　容 ページ

3月25日 国際教育協力論Ｂ【後期】
後期・金曜・２時限　⇒　後期・月曜・４時限
担当教員　村津　蘭 　⇒　稲井　啓之

123

4月7日 スポーツクラブ指導入門【前期→後期】 前期・不特定　⇒　後期・不特定 89

4月8日 コミュニカティブイングリッシュⅡＡ【後期】 後期・月曜・４時限　⇒　後期・月曜・３時限 102

4月17日 リーディングⅡ【後期→前期】 後期・金曜・２時限　⇒　前期・金曜・２時限 123

5月26日 初等教育実習（副免実習）
前期・不特定　⇒　通年・不特定
前期末卒業申請者は「前期・不特定」とする。

89

5月26日 中等教育実習（副免実習）
前期・不特定　⇒　通年・不特定
前期末卒業申請者は「前期・不特定」とする。

89

6月19日
保育内容・健康の指導法【後期】
健康（保）【後期】

後期・木曜・４時限　⇒　後期・月曜・３時限
担当教員　中西　昌子 　⇒　山崎　春人

117

6月19日 児童文化実践論【後期】 後期・月曜・３時限　⇒　後期・月曜・２時限 100

7月10日 日本画研究【後期】 担当教員　宮川　典子 　⇒　辻野　宗一 99

7月20日 学校保健【後期】 担当教員　未定 　⇒　浅沼　徹 127

8月7日 博物館展示論【前期→後期】 前期・集中　⇒　後期・集中 88

8月7日 情報メディアの活用【後期】
【受講条件の変更】受講希望者多数のため、「４回
生以上に限る」。（時間割「備考」欄参照）

109

8月11日 和楽器演習Ⅱ【前期→後期】 前期・集中　⇒　後期・集中 89

8月18日 授業研究【後期】 後期・火曜・３時限　⇒　後期・木曜・３時限 108

8月18日 特別支援教育演習Ⅰ（ｃ）【後期】 後期・金曜・１時限　⇒　後期・火曜・４時限 121

8月20日
教育課程論（ｅ）【後期】
初等教育課程論（ｃ）【後期】
中等教育課程論（ｃ）【後期】

後期・集中　⇒　後期・不開講 128

8月20日
人間関係（保）（ｂ）【後期】
保育内容・人間関係の指導法（ｂ）【後期】

後期・集中　⇒　後期・不開講 128

8月20日
教育課程論（ｃ）【後期】
教育課程論（ｄ）【後期】

【クラス分けの変更（２回生対象）】次のように変更
（ｃ）クラス　社会領域専攻，数学領域専攻
　　　　　　　技術領域専攻、理科領域専攻
（ｄ）クラス　発達障害教育専攻，国語領域専攻

97

8月24日 ドイツ語コミュニケーションＡ（ａ）【前期→後期】
前期・火曜・１時限　⇒　後期・火曜・１時限
担当教員　ボイテル・ビアンカ 　⇒　馬場　綾香

62

8月24日 ドイツ語コミュニケーションＢ（ａ）【後期】
後期・火曜・１時限　⇒　後期・集中
担当教員　ボイテル・ビアンカ 　⇒　馬場　綾香

103

8月24日 ヨーロッパ文化Ⅰ【後期】 担当教員　高坂　純子 　⇒　馬場　綾香 99

8月24日 日本国憲法（ｃ）【後期】 担当教員　比良　友佳理 　⇒　矢島　聖也 112

8月24日 法律学概論【後期】 担当教員　比良　友佳理 　⇒　磯村　晃 102

8月24日
法律学研究【後期】
法律学特講【後期】

担当教員　比良　友佳理 　⇒　梅宮　弘典 98

8月24日
社会科教育演習ⅠＢ（ｆ）【後期】
社会科教育演習ⅡＢ（ｆ）【後期】

後期・木曜・４限　⇒　後期・不開講
118
119

8月24日 教育工学【後期】
【受講定員を設ける】次のように変更
受講定員185名　教育支援システム（通常の登録方
法）により先着順で受け付ける。

98

8月24日 野外教育論【後期】
【受講定員を設ける】次のように変更
受講定員235名　教育支援システム（通常の登録方
法）により先着順で受け付ける。

98

8月26日 声楽演習Ⅱ（ｂ）【後期】 担当教員　二塚　直紀 　⇒　萩原　寛明 101

9月7日 特別支援教育演習Ⅰ（ｂ）【後期】 後期・火曜・３時限　⇒　後期・不特定 108

○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。

時間割等の変更通知（２０２０年度　後期）
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○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。

時間割等の変更通知（２０２０年度　後期）

【教育学部】
掲示日 授業科目等 変　　　　更　　　　内　　　　容 ページ

9月23日
初等道徳教育論（ｃ）【後期】
　　　　２０１７年度以前入学生用

【受講条件の変更】
主免校種に関わらず、履修可

97

9月23日
中等道徳教育論（ｃ）【後期】
　　　　２０１７年度以前入学生用

【受講条件の変更】
主免校種に関わらず、履修可

97

9月30日 スポーツ医学【後期】 担当教員　未定 　⇒　松井　知之、森原　徹 124

9月30日 フランス語プログレッシブＢ【後期】 後期・月曜・４時限　⇒　後期・不開講 102

9月30日 授業研究【後期】 後期・木曜・３時限　⇒　後期・不開講 108

9月30日 フランス語コミュニケーションＢ（ｂ）【後期】 後期・火曜・２時限　⇒　後期・不開講 105

9月30日 国際教育協力論Ｂ【後期】 後期・月曜・４時限　⇒　後期・不開講 123

9月30日 国際教育・実地研究Ｂ【後期】 後期・金曜・３時限　⇒　後期・不開講 126

9月30日 ドイツ語プログレッシブＢ【後期】 後期・金曜・３時限　⇒　後期・不開講 126

10月7日 特別支援教育演習Ⅰ（ｃ）【後期】 後期・火曜・４時限　⇒　後期・火曜・３限 121

10月9日 幼児教育演習Ⅲ（ｄ）【後期】 後期・月曜・４時限　⇒　後期・火曜・４限 101

10月21日 表現Ⅰ（保）【後期】 担当教員 平井　恭子　⇒ 平井　恭子、竹下　則子 113

10月21日 保育内容・表現の指導法【後期】 担当教員 平井　恭子　⇒ 平井　恭子、竹下　則子 113

11月6日 介護等体験事前教育（ａ）【前期→後期】 前期・集中　⇒　後期・集中 88

【教育学研究科】
3月25日 保育学特論【前期→後期】 前期・集中　⇒　後期・集中 104

4月8日 理科教育特別演習Ⅰ【後期→前期】 後期・集中　⇒　前期・集中 95

7月20日 保健体育科教育教科内容論Ⅸ【後期】 担当教員　未定 　⇒　浅沼　徹 101

8月7日 英語学特論Ⅳ【後期】 後期・月曜・５時限　⇒　後期・月曜・３時限 107

8月24日 発達障害心理特講【前期→後期】 前期・集中　⇒　後期・集中 86

8月24日 社会科教育教科内容論Ⅶ【後期】 後期・火曜・６時限　⇒　後期・不開講 91

8月26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・７時限 101

9月7日 英語学特論Ⅳ（クラス分けを行う､今年度限り）
英語学特論Ⅳ（ａ）　後期・月曜・３時限
英語学特論Ⅳ（ｂ）　後期・不特定

107

9月30日 解析学特論Ⅱ【後期】 後期・金曜・７時限　⇒　後期・木曜・３時限 93

10月2日 代数学特論Ⅱ【後期】 後期・集中　⇒　後期・不開講 93

10月7日 保健体育科教育教科内容論Ⅸ【後期】 後期・火曜・６時限　⇒　後期・火曜・５時限 101

10月23日 国語科教育教科内容論Ⅵ【後期】 後期・月曜・７時限　⇒　後期・月曜・３時限 89

10月29日 保健体育科教育特別演習Ⅲ【後期】 後期・金曜・６時限　⇒　後期・水曜・５時限 101

【連合教職実践研究科】
4月14日 学級経営の実践と課題Ａ（ａ）【後期】 後期・月曜・５時限　⇒　後期・月曜・４時限 35

4月14日 学級経営の実践と課題Ａ（ｂ）【後期】 後期・月曜・６時限　⇒　後期・月曜・５時限 35

4月14日 生徒指導充実のための学校内外の連携【後期】 後期・火曜・５時限　⇒　後期・月曜・６時限 38

4月17日 授業力高度化実践研究Ⅱ（ｅ）【通年→後期】 通年・不特定　⇒　後期・不特定 37

　英語学特論Ⅳ（ａ）は、１年次生に限る。（各自、教育支援システムから登録すること。）
　英語学特論Ⅳ（ｂ）は、２年次生以上に限る。（受講希望者は、児玉教員に申し出ること。）
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○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。

時間割等の変更通知（２０２０年度　後期）
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掲示日 授業科目等 変　　　　更　　　　内　　　　容 ページ

4月21日 授業力高度化演習【後期】

担当教員　滝川国芳、田中曜次、佐々木真理
　　　　　　　林 明宏、辻 元弘、冨永吉喜
　　　 　⇒　滝川国芳、田中曜次、佐々木真理
　　　　　　　林 明宏、西 祐子、冨永吉喜

37

4月21日 授業研究の理論と実践【後期】
担当教員　徳永　俊太、辻　元弘
　　 　　⇒　徳永　俊太、西　祐子

37

5月11日 生徒指導実践演習（ａ）（ｂ）（ｃ）【後期】

担当教員　角田 豊、片山紀子、安達知郎
　　　　　　　佐古 清、土肥明男
　　　 　⇒　角田 豊、片山紀子、安達知郎
　　　　　　　佐古 清、新谷幸三、服部康子

35

5月11日 学校づくりと学校経営Ａ（ａ）（ｂ）【後期】
担当教員　水本　徳明、武田　有子
　　 　　⇒　水本　徳明、上山　義宏

35

【特別支援教育特別専攻科】
8月11日 障害児の発達診断と教育【前期→通年】 前期・集中　⇒　通年・集中 167

8月24日
障害児の発達特論【前期→後期】
障害児の発達概論【前期→後期】

前期・集中　⇒　後期・集中 167
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