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

3月27日 絵画制作 担当教員　未定 　⇒　西薗　静 61

3月27日 素描 担当教員　未定 　⇒　西薗　静 71

3月27日 中等美術科教育Ⅳ【後期】 担当教員　未定 　⇒　西薗　静 93

3月27日 小学校教科内容論図画工作（ｂ）【後期】
担当教員　安江　勉、森野　政順、未定
　　 　　⇒　安江　勉、森野　政順、西薗　静

102

3月27日 絵画演習【後期】 担当教員　未定 　⇒　西薗　静 109

3月27日 絵画表現【後期】 担当教員　未定 　⇒　西薗　静 119

3月27日 異文化理解研修（中国） 前期・不特定　⇒　前期・不開講 83

3月27日 国際教育体験実習 前期・不特定　⇒　前期・不開講 83

3月27日 社会問題論 前期・月曜・２時限　⇒　前期・不開講 53

3月27日 社会学特講 前期・月曜・３時限　⇒　前期・不開講 55

3月27日 社会科教育演習ⅠＡ（ｅ） 前期・木曜・４時限　⇒　前期・不開講 73

3月27日 社会科教育演習ⅡＡ（ｅ） 前期・木曜・４時限　⇒　前期・不開講 74

3月31日 総合英語（ｃ）【後期】 担当教員　西本　有逸 　⇒　磯部　達彦 98

4月3日 教職キャリア実践論（ａ）【後期】
担当教員　福間　拓、椙山　直美ほか
　　　　 ⇒　米澤　武史、椙山　直美ほか

94

4月3日 教職キャリア実践論（ｂ）【後期】
担当教員　福間　拓、椙山　直美ほか
　　　　 ⇒　米澤　武史、椙山　直美ほか

121

4月7日
特別活動の指導法（a）
初等特別活動論（ａ）

担当教員　市田　克利、福間　　拓
　　　　 ⇒  市田　克利、米澤　武史

52

4月7日
特別活動の指導法（ｂ）
中等特別活動論（ａ）

担当教員　市田　克利、福間　　拓
　　　　 ⇒  市田　克利、米澤　武史

52

4月7日
特別活動の指導法（ｃ）【後期】
初等特別活動論（ｂ）【後期】

担当教員　市田　克利、福間　　拓
　　　　 ⇒  市田　克利、米澤　武史

91

4月7日
特別活動の指導法（ｄ）【後期】
中等特別活動論（ｂ）【後期】

担当教員　市田　克利、福間　　拓
　　　　 ⇒  市田　克利、米澤　武史

91

4月7日 比較文化【後期】 後期・火曜・１時限　⇒　後期・月曜・４時限 98

4月18日 教育社会学調査演習 前期・木曜・４時限　⇒　前期・木曜・３時限 72

4月19日 異文化間コミュニケーション演習 前期・水曜・２時限　⇒　前期・不開講 66

4月27日 保健体育学演習Ⅰ（ａ） 前期・木曜・３時限　⇒　前期・不特定 72

【教育学部の「授業案内」の訂正】
掲示日 ページ

4月10日 41

4月18日 81

【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

4月3日 生徒指導・教育相談の理論と実践Ｂ
担当教員　網谷　綾香、新谷　幸三
　　 　　⇒　網谷　綾香、吉田　秀紀

43

4月3日 学校臨床とかかわり合う力Ａ【後期】
担当教員　角田　豊、永尾　彰子
　　 　　⇒　角田　豊、新田　　浩

44

時間割等の変更通知（２０２３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。

訂　　　　　正　　　　内　　　　容

「受講登録の注意事項」の「小学校教科内容論生活（ｃ）」について、学期欄を「後期」から「前期」に訂正

【受講対象者の訂正】「数理・データサイエンス・ＡI」について、受講対象者 「２０２２年度以後入学者用」を削除

追加掲示日時 2023/5/17　8:56



時間割等の変更通知（２０２３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】

　◆２０２２年度以降入学者（学校臨床力高度化系）開設授業科目

4月3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、河村　健太
　　 　　⇒　福嶋　祐貴、児玉　祥一、森口　洋一
　　　　　　　佐伯　卓也、吉田　秀紀、河村　健太

44

4月3日 学校臨床とかかわり合う力Ｂ
担当教員　角田　豊、永尾　彰子
　　 　　⇒　角田　豊、新田　　浩

45

【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

3月27日 教科内容構成論　－社会科－
担当教員　土屋　雄一郎、斉藤　恵太、石川　誠、
　　　　　　　小栗　優貴
          ⇒　斉藤　恵太、石川　誠、小栗　優貴

54

3月27日 教科内容構成論 -美術科- 【後期】

担当教員　岡田　直樹、丹下　裕史、安江　勉、
               日野　陽子、山内　朋樹
　　 　　⇒　岡田　直樹、丹下　裕史、安江　勉、
               日野　陽子、山内　朋樹、西薗　静

54

3月27日 教科内容教材論 -美術科-

担当教員　岡田　直樹、丹下　裕史、安江　勉
               日野　陽子、山内　朋樹
　　 　　⇒　岡田　直樹、丹下　裕史、安江　勉、
               日野　陽子、山内　朋樹、西薗　静

55

3月27日 社会科教育実践演習　－社会学－ 前期・水曜・７時限　⇒　前期・不開講 56

4月3日 教科指導実践演習Ｃ

担当教員　寺田　　守、小松崎　敏
　　　　　　　市田　克利、未定、野ヶ山　康弘
          ⇒　寺田　　守、小松崎　敏
　　　　　　　市田　克利、高田　陽子、野ヶ山　康弘

49

4月3日 学級経営の実践と課題Ｃ（ａ）
担当教員　榊原　禎宏、未定
　　 　　⇒　榊原　禎宏、若松　俊介

49

4月3日 授業デザインとICT活用Ｃ

担当教員　徳岡　慶一、黒田　恭史、谷口　和成
　　　　　　　古賀　松香、佐藤　卓也、未定
　　 　　⇒　徳岡　慶一、黒田　恭史、谷口　和成
　　　　　　　古賀　松香、佐藤　卓也、吉田　耕平

49

4月3日 生徒指導・教育相談実践演習（ａ）【後期】
担当教員　西村　佐彩子、北岡　淳子
          ⇒　西村　佐彩子、木村　進哉

49

4月3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、未定
　　 　　⇒　樋口　とみ子、古賀　松香
　　　　　　　市田　克利、若松　俊介

49

4月3日 幼児期の教育相談【後期】
担当教員　佐川　早季子、北岡　淳子
        　⇒　佐川　早季子、木村　進哉

49

4月3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、中村　瑛仁、佐藤　卓也
　　　　　　　未定、小長谷　直樹
　　 　　⇒　浜田　麻里、中村　瑛仁、佐藤　卓也
　　　　　　　吉田　耕平、小長谷　直樹

49

4月4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、未定
　　 　　⇒　榊原　禎宏、秋山　雅文、植田　博樹

49

4月4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、奥　景子

51

4月4日 子育て支援の実践 【後期】
担当教員　平井　恭子、未定
　   　　⇒　平井　恭子、奥　景子

51

4月4日 教科カリキュラム開発セミナー 【後期】

担当教員　植山　俊宏、黒田　恭史、清村　百合子
               未定、未定
          ⇒  植山　俊宏、黒田　恭史、清村　百合子
               植田　博樹、田邊　美野利

52

追加掲示日時 2023/5/17　8:56



時間割等の変更通知（２０２３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】

　◆２０２２年度以降入学者（教科研究開発高度化系）開設授業科目

4月4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
         ⇒　 植山　俊宏、原田　信一
               清村　百合子、田邊　美野利

52

4月5日 【新設】美術科教育実践演習 －絵画－ 【後期】
後期・金曜・５時限　　担当教員　西薗　静
※別紙掲示を参照してください。

4月20日 教科内容構成論 －社会科－ 前期・木曜・７時限　⇒　前期・水曜・７時限 54

4月20日 教科内容教材論 －地学－ 前期・木曜・７時限　⇒　前期・金曜・５時限 55

4月21日 教科内容教材論 －英語科－ 前期・月曜・７時限　⇒　前期・月曜・３時限 55

4月21日 社会科教育実践演習 －倫理－ 前期・火曜・５時限　⇒　前期・火曜・４時限 56

4月25日 理科教育実践演習 －放射線物理学－ 前期・金曜・５時限　⇒　前期・火曜・４時限 57

4月28日 国語科教育実践演習 －近現代文学－ 前期・月曜・７時限　⇒　前期・金曜・７時限 56

5月16日 技術科教育実践演習 －電気－ 前期・金曜・７時限　⇒　前期・金曜・２時限 57

【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。
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