
教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

018E1700 日本国憲法 春セメスター　火曜日　５講時 千々松　愛子

040E1700 健康・スポーツ科学 春セメスター　月曜日　２講時 松田　広則

042E1701 スポーツ実技 春セメスター　木曜日　１講時 榎本　至

042E1702 スポーツ実技 春セメスター　水曜日　２講時 榎本　至

榎本　至

高橋　宗良

047E1701 英語① 春セメスター　火曜日　２講時 野田　明

047E1702 英語① 春セメスター　月曜日　４講時 田中　弘樹

047E1719 英語① 春セメスター　火曜日　２講時 森　慎二

047E1720 英語① 春セメスター　月曜日　４講時 森　慎二

048E1701 英語② 秋セメスター　水曜日　５講時 栗原　美和

048E1702 英語② 秋セメスター　木曜日　２講時 森　慎二

048E1719 英語② 秋セメスター　月曜日　３講時 田中　弘樹

048E1720 英語② 秋セメスター　火曜日　３講時 田中　弘樹

049E1801 英語③ 春セメスター　木曜日　６講時 田中　弘樹

049E1802 英語③ 春セメスター　火曜日　４講時 田中　弘樹

050E1801 英語コミュニケーション① 春セメスター　水曜日　２講時 田中　弘樹

050E1802 英語コミュニケーション① 春セメスター　火曜日　２講時 田中　弘樹

050E1819 英語コミュニケーション① 春セメスター　火曜日　５講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

050E1820 英語コミュニケーション① 春セメスター　木曜日　２講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

051E1801 英語コミュニケーション② 秋セメスター　火曜日　３講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

051E1802 英語コミュニケーション② 秋セメスター　金曜日　２講時 野田　明

052E1900 英語コミュニケーション③ 春セメスター　木曜日　５講時 栗原　美和

053E1701 ドイツ語① 春セメスター　月曜日　４講時 岡田　聡

053E1702 ドイツ語① 春セメスター　火曜日　２講時 岡田　聡

054E1700 ドイツ語② 秋セメスター　金曜日　６講時 岡田　聡

055E1701 フランス語① 春セメスター　火曜日　１講時 河合　孝昭

055E1702 フランス語① 春セメスター　金曜日　４講時 河合　孝昭

056E1700 フランス語② 秋セメスター　金曜日　５講時 河合　孝昭

044E1701 情報リテラシー 春セメスター　月曜日　５講時 橋本　吉貴

044E1702 情報リテラシー 春セメスター　金曜日　３講時 橋本　吉貴

柴村　抄織

本田　容子

柴村　抄織

本田　容子

364E1700 国語② 秋セメスター　月曜日　１講時 善本　久子

365E1701 社会① 春セメスター　水曜日　２講時 大塚　俊明

365E1702 社会① 春セメスター　月曜日　５講時 大塚　俊明

366E1800 社会② 秋セメスター　月曜日　２講時 大塚　俊明

043E1700 スポーツ実技（水泳） 春セメスター　月曜日　５講時

363E1701 国語①（書写を含む） 秋セメスター　月曜日　２講時

363E1702 国語①（書写を含む） 秋セメスター　月曜日　３講時



教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

368E1702 算数① 春セメスター　金曜日　１講時 橋本　吉貴

368E1701 算数① 春セメスター　金曜日　４講時 橋本　吉貴

369E1801 算数② 秋セメスター　月曜日　６講時 橋本　吉貴

369E1802 算数② 秋セメスター　火曜日　３講時 橋本　吉貴

506E1701 理科① 秋セメスター　月曜日　３講時 佐藤　陽子

506E1702 理科① 秋セメスター　火曜日　３講時 佐藤　陽子

506E1719 理科① 秋セメスター　火曜日　５講時 早石　周平

506E1720 理科① 秋セメスター　金曜日　２講時 早石　周平

507E1800 理科②（実験・観察法） 秋セメスター　火曜日　２講時 佐藤　陽子

508E1801 生活① 春セメスター　金曜日　２講時 渡辺　文

508E1802 生活① 春セメスター　金曜日　３講時 渡辺　文

509E1800 生活② 秋セメスター　水曜日　３講時 渡辺　文

安藤　友香

渡辺　宏章

パップ　晶子

薩摩林　淑子

パップ　晶子

渡辺　宏章

安藤　友香

及川　飛鳥

パップ　晶子

及川　飛鳥

381E1701 図画工作① 秋セメスター　水曜日　３講時 大河原　典子

381E1702 図画工作① 秋セメスター　水曜日　４講時 大河原　典子

381E1719 図画工作① 秋セメスター　水曜日　３講時 井戸川　敦

381E1720 図画工作① 秋セメスター　水曜日　４講時 井戸川　敦

井戸川　敦

大沼　蘭

井戸川　敦

大沼　蘭

510E1801 家庭① 春セメスター　水曜日　３講時 小林　美礼

510E1802 家庭① 春セメスター　水曜日　４講時 小林　美礼

511E1800 家庭②（実習） 秋セメスター　水曜日　４講時 小林　美礼

384E1702 体育① 秋セメスター　月曜日　２講時 榎本　至

384E1701 体育① 秋セメスター　火曜日　３講時 榎本　至

385E1800 体育② 春セメスター　月曜日　３講時 榎本　至

817E1701 小学校英語① 秋セメスター　木曜日　１講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

817E1702 小学校英語① 秋セメスター　木曜日　３講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

720E1800 小学校英語② 秋セメスター　木曜日　２講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

387E1902 国語科教育法 秋セメスター　火曜日　４講時 本田　容子

379E1701 音楽① 秋セメスター　水曜日　４講時

379E1702 音楽① 秋セメスター　水曜日　３講時

380E1800 音楽② 秋セメスター　木曜日　４講時

382E1801 図画工作② 春セメスター　水曜日　１講時

382E1802 図画工作② 春セメスター　水曜日　２講時



教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

387E1901 国語科教育法 秋セメスター　金曜日　４講時 本田　容子

388E1902 社会科教育法 春セメスター　月曜日　４講時 大塚　俊明

388E1901 社会科教育法 春セメスター　木曜日　４講時 大塚　俊明

389E1901 算数科教育法 春セメスター　月曜日　４講時 橋本　吉貴

389E1902 算数科教育法 春セメスター　水曜日　４講時 橋本　吉貴

390E1901 理科教育法 春セメスター　月曜日　５講時 佐藤　陽子

390E1902 理科教育法 春セメスター　木曜日　４講時 佐藤　陽子

391E1901 生活科教育法 春セメスター　水曜日　４講時 渡辺　文

391E1902 生活科教育法 春セメスター　水曜日　５講時 渡辺　文

392E1901 音楽科教育法 秋セメスター　月曜日　４講時 田村　にしき

392E1902 音楽科教育法 秋セメスター　月曜日　５講時 田村　にしき

393E1901 図画工作科教育法 秋セメスター　木曜日　４講時 曽我　市太郎

393E1902 図画工作科教育法 秋セメスター　木曜日　５講時 曽我　市太郎

394E1901 家庭科教育法 秋セメスター　火曜日　４講時 鈴木　真優美

394E1902 家庭科教育法 秋セメスター　火曜日　５講時 鈴木　真優美

395E1902 体育科教育法 秋セメスター　木曜日　４講時 藤原　昌太

395E1901 体育科教育法 秋セメスター　木曜日　５講時 藤原　昌太

396E1902 小学校英語教育法 秋セメスター　金曜日　４講時 野田　明

396E1901 小学校英語教育法 秋セメスター　火曜日　５講時 野田　明

204E1702 教育原理 春セメスター　火曜日　３講時 鈴木　樹

204E1701 教育原理 春セメスター　金曜日　１講時 鈴木　樹

483E1900 教育の歴史（日本） 秋セメスター　金曜日　６講時 江島　顕一

484E1900 教育の歴史（外国） 春セメスター　金曜日　１講時 岡田　聡

306E1701 教職概論（同和教育を含む） 春セメスター　金曜日　３講時 稲川　英嗣

306E1702 教職概論（同和教育を含む） 春セメスター　金曜日　５講時 稲川　英嗣

208E1802 教育制度 秋セメスター　火曜日　５講時 稲川　英嗣

208E1801 教育制度 秋セメスター　金曜日　２講時 稲川　英嗣

485E1800 教育社会学 秋セメスター集中講義 望月　由起

500E1900 教育経営論 秋セメスター　金曜日　１講時 稲川　英嗣

209E1900 教育法規 春セメスター　火曜日　４講時 稲川　英嗣

487E1701 教育心理学① 秋セメスター　火曜日　２講時 藤澤　文

487E1702 教育心理学① 秋セメスター　金曜日　４講時 藤澤　文

488E1900 教育心理学② 秋セメスター　木曜日　３講時 藤澤　文

206E1800 発達心理学 春セメスター　木曜日　１講時 富田　庸子

503E1800 特別支援教育 春セメスター　月曜日　４講時 伊藤　大郎

496E1800 カリキュラム論Ⅳ 春セメスター　月曜日　５講時 鈴木　樹

219E1802 道徳教育の理論と方法 春セメスター　金曜日　２講時 中島　朋紀

219E1801 道徳教育の理論と方法 春セメスター　金曜日　３講時 中島　朋紀

716E1801
特別活動及び総合的な学習の時間の

指導法
春セメスター　木曜日　４講時 高橋　宏明



教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

716E1802
特別活動及び総合的な学習の時間の

指導法
春セメスター　木曜日　５講時 高橋　宏明

223E1801 教育方法・技術 秋セメスター　火曜日　５講時 鈴木　樹

223E1802 教育方法・技術 秋セメスター　水曜日　２講時 鈴木　樹

224E1800 教育方法・技術演習 秋セメスター　火曜日　４講時 大塚　俊明

355E1801 児童指導 春セメスター　火曜日　２講時 大塚　俊明

355E1802 児童指導 春セメスター　火曜日　５講時 大塚　俊明

498E1900 キャリア教育 春セメスター集中講義 望月　由起

227E1801 教育相談 秋セメスター　水曜日　２講時 大塚　俊明

227E1802 教育相談 秋セメスター　木曜日　５講時 大塚　俊明

228E1900 学校カウンセリング 秋セメスター　水曜日　２講時 伊藤　嘉奈子

230E1902 教育実習指導（小学校） 秋セメスター　月曜日　４講時 大塚　俊明

230E1901 教育実習指導（小学校） 秋セメスター　月曜日　５講時 大塚　俊明

588E2000 教育実習（小学校） 通年集中　その他　集中講義 榎本　至

鈴木　樹

大塚　俊明

稲川　英嗣

福田　敏人

稲川　英嗣

佐藤　陽子

銭谷　真人

大塚　俊明

牧野　久実

榎本　至

601E1900 教職等インターンシップ② 秋セメスターその他 銭谷　真人

稲川　英嗣

早石　周平

西島　大祐

榎本　至

野田　明

小川　幸代

漆間　浩一

福田　敏人

佐藤　陽子

大塚　俊明

495E2001 教職実践演習（小・中・高） 秋セメスター　水曜日　３講時

495E2002 教職実践演習（小・中・高） 秋セメスター　水曜日　３講時

600E1800 教職等インターンシップ① 秋セメスターその他

577E1700 学校教育実践演習 春セメスターその他

501E1900 授業研究 秋セメスター　木曜日　６講時



教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

515E1701 国語学概論 秋セメスター　木曜日　３講時 銭谷　真人

515E1702 国語学概論 秋セメスター　火曜日　５講時 銭谷　真人

516E1801 国語学①（文章表現） 春セメスター　木曜日　２講時 銭谷　真人

516E1802 国語学①（文章表現） 春セメスター　木曜日　４講時 銭谷　真人

517E1800 国語学②（音声言語） 秋セメスター　月曜日　１講時 銭谷　真人

518E1900 国語学演習 春セメスター　火曜日　５講時 銭谷　真人

519E1701 国文学概論 春セメスター　火曜日　３講時 柴村　抄織

519E1702 国文学概論 春セメスター　火曜日　１講時 柴村　抄織

520E1800 国文学講読① 秋セメスター　月曜日　５講時 柴村　抄織

521E1800 国文学講読② 秋セメスター　木曜日　３講時 柴村　抄織

522E1800 国文学史 春セメスター　月曜日　２講時 柴村　抄織

523E1900 国文学演習 秋セメスター　火曜日　３講時 柴村　抄織

524E1701 漢文学概論 春セメスター　月曜日　３講時 善本　久子

524E1702 漢文学概論 春セメスター　水曜日　３講時 善本　久子

525E1800 漢文学講読 春セメスター　金曜日　５講時 善本　久子

526E1800 漢文学演習 秋セメスター　金曜日　４講時 善本　久子

527E1701 書道 秋セメスター　木曜日　４講時 銭谷　真人

527E1702 書道 秋セメスター　火曜日　２講時 銭谷　真人

550E1900 国語科教育法①（中学・高校） 春セメスター　水曜日　２講時 本田　容子

551E1900 国語科教育法②（中学・高校） 秋セメスター　金曜日　３講時 善本　久子

552E2000 国語科教育法③（中学・高校） 春セメスター　火曜日　４講時 善本　久子

553E2000 国語科教育法④（中学・高校） 秋セメスター　水曜日　２講時 善本　久子

528E1900 日本史① 春セメスター　月曜日　６講時 市川　道伸

529E1900 日本史② 秋セメスター　金曜日　３講時 市川　道伸

530E1700 日本史演習 秋セメスター　木曜日　４講時 市川　道伸

531E1800 外国史① 春セメスター　木曜日　３講時 香坂　直樹

532E1800 外国史② 秋セメスター　木曜日　３講時 香坂　直樹

533E1700 外国史演習 春セメスター　木曜日　４講時 香坂　直樹

534E1900 考古学 秋セメスター　火曜日　３講時 牧野　久実

535E1800 地理学① 秋セメスター　月曜日　５講時 漆間　浩一

536E1800 地理学② 春セメスター　金曜日　５講時 早石　周平

537E1700 地理学③（地誌） 秋セメスター　火曜日　４講時 漆間　浩一

538E1700 地理学演習 春セメスター　月曜日　３講時 漆間　浩一



教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

539E1800 法律学（国際法を含む） 春セメスター　金曜日　４講時 三浦　一郎

540E1800 政治学（国際政治を含む） 春セメスター　水曜日　３講時 田中　周

541E1700 政治学演習 秋セメスター　月曜日　４講時 正田　浩由

542E1900 教科専門・社会学 秋セメスター　水曜日　４講時 飯田　篤司

543E1800 経済学（国際経済を含む） 春セメスター　火曜日　１講時 武井　安彦

544E1700 経済学演習 春セメスター　金曜日　６講時 武井　安彦

545E1900 教科専門・哲学 秋セメスター　月曜日　２講時 岡田　聡

546E2000 倫理学 春セメスター　木曜日　４講時 飯田　篤司

547E1800 倫理学演習 秋セメスター　金曜日　４講時 河合　孝昭

548E1900 宗教学 秋セメスター　金曜日　２講時 飯田　篤司

554E1900 社会科教育法①（中学） 春セメスター　水曜日　２講時 漆間　浩一

555E2000 社会科教育法②（中学） 春セメスター　月曜日　４講時 漆間　浩一

556E1900 社会科・地理歴史科教育法① 秋セメスター　木曜日　３講時 市川　道伸

557E2000 社会科・地理歴史科教育法② 秋セメスター　水曜日　２講時 漆間　浩一

558E1900 社会科・公民科教育法① 春セメスター　木曜日　６講時 漆間　浩一

559E2000 社会科・公民科教育法② 春セメスター　火曜日　４講時 漆間　浩一

549E2000 教科専門・心理学 秋セメスター　火曜日　２講時 伊藤　嘉奈子

497E1800 生徒指導（進路指導を含む） 秋セメスター　木曜日　１講時 森　慎二

231E1900 教育実習指導（中学校・高等学校） 秋セメスター　火曜日　６講時 福田　敏人

573E2000 教育実習（中学校①） 通年・集中講義 本田　容子

574E2000 教育実習（中学校②） 通年・集中講義 本田　容子

575E2000 教育実習（高等学校①） 通年・集中講義 本田　容子

576E2000 教育実習（高等学校②） 通年・集中講義 本田　容子


