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

3月28日 小学校教科内容論算数（ｃ）【後期】 担当教員　三田　史彦 　⇒　伊藤　望 122

3月28日 教育統計学演習Ⅰ【後期】 担当教員　田村　紋女 　⇒　西山　慧 114

3月28日 国文法論【後期】
後期・木曜・３時限　⇒　後期・金曜・３時限
担当教員　未定 　⇒　近藤　優美子

112

3月28日 国語学概説【後期】 担当教員　未定 　⇒　近藤　正憲 114

3月28日 国語表現論【後期】 担当教員　未定 　⇒　岡崎　渉 122

3月28日 小学校教科内容論国語（ｃ）【後期】
担当教員　中井　祐希、岡田　直樹
　　 　　⇒　中井　祐希、岡田　直樹、近藤　優美子

123

3月28日
中等社会(公民)科教育Ⅲ【後期】
中等社会科教育Ⅲ【後期】

担当教員　田中　曜次 　⇒　本多　千明 110

3月28日 調理科学【後期】 担当教員　湯川　夏子 　⇒　桐村　ます美 97

4月11日 特別支援教育演習Ⅲ（ｃ）【後期】 後期・金曜・２時限　⇒　後期・月曜・１時限 120

4月13日 国際教育・実地研究Ｂ【後期】 後期・水曜・２時限　⇒　後期・金曜・３時限 108

5月18日 トレーニング論【後期】 担当教員　未定 　⇒　図子　浩太佑 94

5月18日 器械運動指導論【後期】 担当教員　金　尚憲 　⇒　和藤　哲史 98

6月23日 小学校教科内容論図画工作（ｂ）【後期】
担当教員　安江　勉、谷口　淳一、丹下　裕史
　　 　　⇒　安江　勉、谷口　淳一、森野　政順

104

8月18日 小学校国語科教材論Ａ【後期】 担当教員　未定 　⇒　堀田　悟史 96

8月18日 スポーツ指導論Ｂ【後期】
後期・木曜・２時限　⇒　後期・集中
担当教員　未定 　⇒　栗田　昇平

111

8月19日 情報メディアの活用（ｂ）【後期】
受講対象者について、「４回生以上」を「３回生以上」
に変更する。詳細（受講条件）ついては、別途掲示を
参照すること。

105

9月8日 国語表現論【後期】 担当教員　岡崎　渉 　⇒　佐竹　久仁子 122

9月13日 英語エクステンシブリーディング（ｉ）【後期】 担当教員　西山　史子 　⇒　西本　有逸 105

9月13日 総合英語（ｅ）【後期】 担当教員　西山　史子 　⇒　松延　亜紀 116

9月13日 総合英語（ｇ）【後期】 担当教員　西山　史子 　⇒　児玉　一宏 118

9月13日 リスニングⅠＢ【後期】 担当教員　西山　史子 　⇒　磯部　達彦 123

9月27日 小学校教科内容論算数（ｃ）【後期】 担当教員　伊藤　望 　⇒　冨田　佳子 122

9月30日 中国語ⅠＢ（ｂ）【後期】 後期・火曜・２時限　⇒　後期・不開講 101

9月30日 中国語ⅡＢ【後期】 後期・火曜・２時限　⇒　後期・不開講 101

9月30日 国際教育協力論Ｂ【後期】 後期・木曜・４時限　⇒　後期・不開講 114

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 108

9月30日 測定・検査法【後期】 後期・金曜・４時限　⇒　後期・不開講 124

9月30日 スポーツ指導論Ｂ【後期】 後期・集中　⇒　後期・不開講 111

10月3日 家庭科教育演習Ⅰ 【後期】 後期・月曜・４時限　⇒　後期・月曜・３時限 98

10月26日 法律学特講【後期】
担当教員　比良　友佳理
　　 　　⇒　比良　友佳理、梅宮　弘典

94

10月26日 法律学概論【後期】
担当教員　比良　友佳理
　　 　　⇒　比良　友佳理、梅宮　弘典

98

10月26日 日本国憲法（ｃ）【後期】
担当教員　比良　友佳理
　　 　　⇒　比良　友佳理、梅宮　弘典

108

時間割等の変更通知（２０２２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。
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時間割等の変更通知（２０２２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】
5月10日 国語科教育特論【前期→後期】 前期・月曜・６時限　⇒　後期・火曜・５時限 84

7月28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 87

9月29日 教育課程論特別演習 【後期】 後期・火曜・６時限　⇒　後期・火曜・５時限 79

9月30日 保健体育科教育教科内容論Ⅵ 【後期】 後期・集中　⇒　後期・不開講 97

9月30日 技術科教育特別演習Ⅱ【後期】 後期・集中　⇒　後期・不開講 99

10月14日 社会科教育教科内容論Ⅵ【後期】 後期・金曜・５時限　⇒　後期・金曜・４時限 87

10月21日 教育方法学特別演習【後期】 後期・木曜・４時限　⇒　後期・火曜・４時限 79

【連合教職実践研究科】
　◆２０２２年度以降入学者（学校臨床力高度化系）開設授業科目

　◆２０２１年度以前入学者（全コース）開設授業科目

4月7日 現代的教育課題の教材化と授業実践【後期】
担当教員　徳永　俊太、未定
　　 　　⇒　徳永　俊太、吉川　孝

3７、88

4月7日 授業力高度化演習【後期】

担当教員　福嶋　祐貴、児玉　祥一、森口　洋一
　　　　　　　佐伯　卓也、新谷　幸三、日比　淳子
　　 　　⇒　福嶋　祐貴、児玉　祥一、森口　洋一
　　　　　　　佐伯　卓也、新谷　幸三、河村　健太

3７、88

4月7日 授業研究の理論と実践【後期】
担当教員　徳永　俊太、船田　智史、西　祐子
　　 　　⇒　徳永　俊太、船田　智史、中下　和之

3７、88

4月7日 危機管理のための事例演習【後期】
担当教員　網谷　綾香、未定
　　 　　⇒　網谷　綾香、山下　和美

37、38

4月7日
生徒指導充実のための学校内外の連携【後期】
問題行動改善のための事例研究【後期】

担当教員　網谷　綾香
　　 　　⇒　網谷　綾香、山下　和美

89、92

9月30日 小学校英語実践演習【後期】 後期・金曜・５時限　⇒　後期・不開講 92

　◆２０２２年度以降入学者（教科研究開発高度化系）開設授業科目

3月30日 カリキュラムの開発と実践Ｃ【後期】
担当教員　樋口　とみ子、古賀　松香、市田　克利、
　　　　　　　樋口　万太郎
　　 　　⇒　樋口　とみ子、古賀　松香、市田　克利

42

3月30日 学校づくりと学校経営Ｃ（ａ）【後期】
担当教員　榊原　禎宏、中垣　ますみ、未定
　　 　　⇒　榊原　禎宏、中垣　ますみ、小長谷　直樹

42

3月30日 学級経営の実践と課題Ｃ（ｂ）【後期】
担当教員　榊原　禎宏、秋山　雅文
　　 　　⇒　榊原　禎宏、秋山　雅文、辻村　重子

42

3月30日 社会と学校教育・教員における現代的課題【後期】

担当教員　浜田　麻里、丸山 啓史、佐藤　卓也、
　　　　　　　岡本　幹、未定
　　 　　⇒　浜田　麻里、丸山 啓史、佐藤　卓也、
　　　　　　　岡本　幹、小長谷　直樹

42

3月30日 子育て支援の理論【後期】
担当教員　東村　知子、未定
　　　　 ⇒　東村　知子、柳生　和代

44

3月30日 教科授業開発セミナー【後期】

担当教員　植山　俊宏、原田　信一、清村　百合子、
　　　　　　　未定、未定
　　　 　⇒　植山　俊宏、原田　信一、清村　百合子、
　　　　　　　湯浅　康次

45

7月29日 英語科教育実践演習 -構文文法論- 【後期】 後期・火曜・７時限　⇒　後期・木曜・４時限 51

8月4日 教科内容構成論 -家庭科- 【後期】 後期・木曜・７時限　⇒　後期・木曜・５時限 47

9月13日 英語科教育実践演習 -イギリス文学論-  【後期】 後期・金曜・７時限　⇒　後期・金曜・４時限 51
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時間割等の変更通知（２０２２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。

【連合教職実践研究科】
　◆２０２２年度以降入学者（教科研究開発高度化系）開設授業科目

10月4日 国語科教育実践演習 -日本語教育学-  【後期】 後期・金曜・７時限　⇒　後期・火曜・５時限 51

10月14日 家庭科教育実践演習 -食生活-   【後期】 後期・月曜・７時限　⇒　後期・火曜・６時限 51

10月14日 英語科教育実践演習 -構文文法論-   【後期】 後期・木曜・４時限　⇒　後期・月曜・４時限 51

10月14日 音楽科教育実践演習 -伴奏-    【後期】 後期・金曜・７時限　⇒　後期・木曜・３時限 51

【特別支援教育特別専攻科】　　　現在のところ、変更はありません。

追加掲示日時 2022/10/26　16:17


