
児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

018C1008 日本国憲法 秋セメスター　月曜日　５講時 千々松　愛子

018C1009 日本国憲法 秋セメスター　水曜日　３講時 千々松　愛子

040C0908 健康・スポーツ科学 春セメスター　火曜日　３講時 松田　広則

040C0909 健康・スポーツ科学 春セメスター　月曜日　１講時 松田　広則

042C0901 スポーツ実技 春セメスター　木曜日　２講時 高橋　宗良

042C0902 スポーツ実技 春セメスター　火曜日　１講時 高橋　宗良

042C0903 スポーツ実技 春セメスター　月曜日　２講時 高橋　宗良

042C0904 スポーツ実技 春セメスター　火曜日　４講時 高橋　宗良

榎本　至

高橋　宗良

047C0901 英語① 春セメスター　水曜日　５講時 桑野　弘隆

047C0902 英語① 春セメスター　水曜日　４講時 桑野　弘隆

047C0903 英語① 春セメスター　火曜日　４講時 桑野　弘隆

047C0904 英語① 春セメスター　月曜日　５講時 鈴木　さおり

047C0919 英語① 春セメスター　水曜日　５講時 鈴木　正彦

047C0920 英語① 春セメスター　水曜日　４講時 鈴木　正彦

047C0921 英語① 春セメスター　火曜日　４講時 鈴木　正彦

047C0922 英語① 春セメスター　火曜日　５講時 桑野　弘隆

048C0901 英語② 秋セメスター　金曜日　４講時 大滝　結

048C0902 英語② 秋セメスター　金曜日　５講時 大滝　結

048C0903 英語② 秋セメスター　火曜日　４講時 鈴木　さおり

048C0904 英語② 秋セメスター　月曜日　４講時 太田　一郎

048C0919 英語② 秋セメスター　金曜日　４講時 徳増　多加志

048C0920 英語② 秋セメスター　金曜日　３講時 徳増　多加志

048C0921 英語② 秋セメスター　水曜日　４講時 森　慎二

048C0922 英語② 秋セメスター　月曜日　４講時 徳増　多加志

049C1108 英語③ 春セメスター　木曜日　６講時 徳増　多加志

049C1109 英語③ 春セメスター　木曜日　５講時 徳増　多加志

050C1001 英語コミュニケーション① 春セメスター　木曜日　３講時 栗原　美和

050C1002 英語コミュニケーション① 春セメスター　水曜日　５講時 栗原　美和

050C1003 英語コミュニケーション① 春セメスター　水曜日　４講時 栗原　美和

050C1004 英語コミュニケーション① 春セメスター　木曜日　４講時 栗原　美和

050C1019 英語コミュニケーション① 春セメスター　水曜日　５講時 近久　玲

050C1020 英語コミュニケーション① 春セメスター　水曜日　６講時 近久　玲

050C1021 英語コミュニケーション① 春セメスター　水曜日　４講時 近久　玲

050C1022 英語コミュニケーション① 春セメスター　木曜日　４講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

051C1001 英語コミュニケーション② 秋セメスター　木曜日　４講時 栗原　美和

051C1002 英語コミュニケーション② 秋セメスター　火曜日　２講時 田中　弘樹

051C1003 英語コミュニケーション② 秋セメスター　木曜日　５講時 栗原　美和

051C1004 英語コミュニケーション② 秋セメスター　木曜日　３講時 栗原　美和

051C1019 英語コミュニケーション② 秋セメスター　木曜日　４講時 田中　弘樹

043C0900 スポーツ実技（水泳） 春セメスター　月曜日　５講時



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

051C1020 英語コミュニケーション② 秋セメスター　金曜日　４講時 吉岡　範武

051C1021 英語コミュニケーション② 秋セメスター　木曜日　５講時 田中　弘樹

051C1022 英語コミュニケーション② 秋セメスター　木曜日　３講時 田中　弘樹

052C1100 英語コミュニケーション③ 秋セメスター　金曜日　６講時 吉岡　範武

053C1008 ドイツ語① 秋セメスター　水曜日　３講時 須藤　正美

053C1009 ドイツ語① 秋セメスター　水曜日　２講時 須藤　正美

054C1100 ドイツ語② 春セメスター　水曜日　６講時 久保山　亮

055C1008 フランス語① 秋セメスター　水曜日　３講時 河合　孝昭

055C1009 フランス語① 秋セメスター　水曜日　２講時 河合　孝昭

056C1100 フランス語② 春セメスター　金曜日　３講時 河合　孝昭

044C0901 情報リテラシー 春セメスター　水曜日　４講時 佐藤　陽子

044C0902 情報リテラシー 春セメスター　月曜日　３講時 佐藤　陽子

044C0903 情報リテラシー 春セメスター　火曜日　３講時 佐藤　陽子

044C0904 情報リテラシー 春セメスター　月曜日　２講時 最上　健児

363C1001 国語①（書写を含む） 春セメスター　金曜日　３講時 平井　佳江

363C1002 国語①（書写を含む） 春セメスター　木曜日　２講時 平井　佳江

363C1003 国語①（書写を含む） 春セメスター　木曜日　４講時 平井　佳江

363C1004 国語①（書写を含む） 春セメスター　月曜日　４講時 平井　佳江

363C1007 国語①（書写を含む） 秋セメスター　火曜日　１講時 本田　容子

364C1000 国語② 秋セメスター　月曜日　１講時 善本　久子

365C1001 社会① 春セメスター　金曜日　５講時 鈴木　映二

365C1007 社会① 春セメスター　火曜日　５講時 鈴木　映二

365C1013 社会① 春セメスター　金曜日　２講時 鈴木　映二

366C1200 社会② 秋セメスター　金曜日　４講時 鈴木　映二

368C0901 算数① 秋セメスター　金曜日　３講時 神林　信之

368C0902 算数① 秋セメスター　火曜日　３講時 神林　信之

368C0903 算数① 秋セメスター　金曜日　２講時 神林　信之

368C0904 算数① 秋セメスター　月曜日　３講時 福田　敏人

368C0907 算数① 秋セメスター　金曜日　４講時 橋本　吉貴

369C1200 算数② 秋セメスター　月曜日　６講時 橋本　吉貴

375C1001 理科 春セメスター　火曜日　３講時 早石　周平

375C1007 理科 春セメスター　金曜日　２講時 早石　周平

375C1013 理科 春セメスター　月曜日　２講時 早石　周平

376C1000 理科実験・観察法 秋セメスター　木曜日　１講時 保坂　和彦

378C1001 生活 秋セメスター　火曜日　４講時 齊藤　純

378C1002 生活 秋セメスター　水曜日　２講時 齊藤　純

378C1003 生活 秋セメスター　水曜日　４講時 齊藤　純

378C1004 生活 秋セメスター　水曜日　４講時 渡辺　文

378C1007 生活 秋セメスター　水曜日　５講時 渡辺　文

青山　真以子

パップ　晶子

安藤　友香

塩谷　詩保子

379C0901 音楽① 秋セメスター　火曜日　２講時



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

パップ　晶子

安藤　友香

渡辺　宏章

及川　飛鳥

青山　真以子

パップ　晶子

薩摩林　淑子

蓮沼　みな子

塩谷　詩保子

パップ　晶子

渡辺　宏章

安藤　友香

渡辺　宏章

武藤　弘子

及川　飛鳥

田村　にしき

渡辺　宏章

塩谷　詩保子

パップ　晶子

武藤　弘子

渡辺　宏章

渡辺　宏章

塩谷　詩保子

安藤　友香

渡辺　宏章

塩谷　詩保子

田村　にしき

381C0901 図画工作① 春セメスター　火曜日　１講時 大沼　蘭

381C0902 図画工作① 春セメスター　火曜日　２講時 大沼　蘭

381C0903 図画工作① 春セメスター　水曜日　６講時 井戸川　敦

381C0904 図画工作① 春セメスター　水曜日　５講時 井戸川　敦

381C0907 図画工作① 春セメスター　火曜日　４講時 大河原　典子

381C0919 図画工作① 春セメスター　月曜日　３講時 大河原　典子

381C0920 図画工作① 春セメスター　火曜日　２講時 大河原　典子

381C0921 図画工作① 春セメスター　水曜日　３講時 大河原　典子

381C0922 図画工作① 春セメスター　火曜日　３講時 大沼　蘭

381C0925 図画工作① 春セメスター　火曜日　４講時 大沼　蘭

382C1008 図画工作② 秋セメスター　木曜日　２講時 大沼　蘭

382C1009 図画工作② 秋セメスター　火曜日　２講時 大河原　典子

383C1001 家庭 秋セメスター　金曜日　４講時 富永　弥生

383C1007 家庭 秋セメスター　金曜日　５講時 富永　弥生

383C1013 家庭 秋セメスター　金曜日　６講時 富永　弥生

384C0901 体育① 秋セメスター　水曜日　２講時 松田　広則

380C1003 音楽② 春セメスター　火曜日　１講時

380C1004 音楽② 春セメスター　月曜日　１講時

380C1001 音楽② 春セメスター　月曜日　２講時

380C1002 音楽② 春セメスター　火曜日　５講時

秋セメスター　火曜日　３講時379C0904 音楽①

379C0907 音楽① 秋セメスター　木曜日　２講時

379C0902 音楽① 秋セメスター　水曜日　２講時

379C0903 音楽① 秋セメスター　金曜日　１講時



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

384C0902 体育① 秋セメスター　月曜日　３講時 高橋　宗良

384C0903 体育① 秋セメスター　木曜日　１講時 高橋　宗良

384C0904 体育① 秋セメスター　木曜日　２講時 高橋　宗良

384C0907 体育① 秋セメスター　火曜日　２講時 高橋　宗良

385C1000 体育② 秋セメスター　火曜日　５講時 高橋　宗良

817C1001 小学校英語① 秋セメスター　月曜日　６講時 桐生　直幸

817C1007 小学校英語① 秋セメスター　木曜日　３講時 桐生　直幸

817C1013 小学校英語① 秋セメスター　火曜日　６講時 桐生　直幸

小学校英語② 開講なし

387C1101 国語科教育法 秋セメスター　木曜日　５講時 平井　佳江

387C1107 国語科教育法 秋セメスター　月曜日　６講時 平井　佳江

387C1113 国語科教育法 秋セメスター　月曜日　３講時 平井　佳江

387C1119 国語科教育法 秋セメスター　金曜日　４講時 平井　佳江

388C1101 社会科教育法 秋セメスター　月曜日　３講時 鈴木　映二

388C1107 社会科教育法 秋セメスター　火曜日　６講時 鈴木　映二

388C1113 社会科教育法 秋セメスター　火曜日　５講時 鈴木　映二

388C1119 社会科教育法 秋セメスター　金曜日　３講時 鈴木　映二

389C1101 算数科教育法 秋セメスター　火曜日　４講時 神林　信之

389C1107 算数科教育法 秋セメスター　水曜日　４講時 福田　敏人

389C1113 算数科教育法 秋セメスター　木曜日　１講時 神林　信之

389C1119 算数科教育法 秋セメスター　木曜日　４講時 神林　信之

390C1101 理科教育法 春セメスター　月曜日　３講時 保坂　和彦

390C1107 理科教育法 春セメスター　火曜日　４講時 保坂　和彦

390C1113 理科教育法 春セメスター　水曜日　２講時 保坂　和彦

390C1119 理科教育法 春セメスター　木曜日　３講時 保坂　和彦

391C1101 生活科教育法 春セメスター　月曜日　４講時 齊藤　純

391C1107 生活科教育法 春セメスター　火曜日　５講時 齊藤　純

391C1113 生活科教育法 春セメスター　木曜日　３講時 齊藤　純

391C1119 生活科教育法 春セメスター　月曜日　３講時 齊藤　純

392C1101 音楽科教育法 秋セメスター　木曜日　４講時 田村　にしき

392C1107 音楽科教育法 秋セメスター　木曜日　６講時 田村　にしき

392C1113 音楽科教育法 秋セメスター　火曜日　４講時 田村　にしき

392C1119 音楽科教育法 秋セメスター　木曜日　５講時 田村　にしき

393C1101 図画工作科教育法 春セメスター　木曜日　４講時 曽我　市太郎

393C1107 図画工作科教育法 春セメスター　木曜日　５講時 曽我　市太郎

393C1113 図画工作科教育法 春セメスター　月曜日　４講時 大河原　典子

393C1119 図画工作科教育法 春セメスター　木曜日　２講時 大河原　典子

394C1101 家庭科教育法 秋セメスター　水曜日　５講時 鈴木　真優美

394C1107 家庭科教育法 春セメスター　水曜日　４講時 鈴木　真優美

394C1113 家庭科教育法 秋セメスター　水曜日　３講時 鈴木　真優美

394C1119 家庭科教育法 秋セメスター　水曜日　４講時 鈴木　真優美

395C1101 体育科教育法 春セメスター　木曜日　３講時 藤原　昌太

395C1107 体育科教育法 春セメスター　木曜日　６講時 藤原　昌太



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

395C1113 体育科教育法 春セメスター　火曜日　５講時 藤原　昌太

395C1119 体育科教育法 春セメスター　木曜日　５講時 藤原　昌太

396C1200 小学校英語教育法 春セメスター　木曜日　３講時 野田　明

830C1101 小学校英語教育法 春セメスター　木曜日　２講時 野田　明

830C1107 小学校英語教育法 春セメスター　水曜日　３講時 野田　明

830C1113 小学校英語教育法 春セメスター　金曜日　１講時 野田　明

830C1119 小学校英語教育法 春セメスター　木曜日　４講時 野田　明

332C1001 保育内容総論 春セメスター　火曜日　５講時 榊原　久子

332C1002 保育内容総論 春セメスター　金曜日　５講時 榊原　久子

332C1003 保育内容総論 春セメスター　金曜日　３講時 榊原　久子

332C1004 保育内容総論 春セメスター　木曜日　３講時 榊原　久子

332C1007 保育内容総論 春セメスター　水曜日　４講時 上田　陽子

333C1000 保育内容演習人間関係 春セメスター　金曜日　４講時 山﨑　隆史

333C1002 保育内容演習人間関係 春セメスター　木曜日　３講時 佐伯　妙有

333C1003 保育内容演習人間関係 春セメスター　木曜日　２講時 佐伯　妙有

333C1004 保育内容演習人間関係 春セメスター　金曜日　３講時 山﨑　隆史

333C1007 保育内容演習人間関係 秋セメスター　火曜日　２講時 西本　和月

334C1101 保育内容演習環境 春セメスター　火曜日　４講時 小林　保子

334C1102 保育内容演習環境 春セメスター　木曜日　２講時 小林　保子

334C1103 保育内容演習環境 春セメスター　水曜日　４講時 榊原　久子

334C1104 保育内容演習環境 春セメスター　月曜日　６講時 亀井　以佐久

334C1107 保育内容演習環境 春セメスター　月曜日　４講時 上田　陽子

334C1119 保育内容演習環境 春セメスター　月曜日　１講時 上田　陽子

335C1101 保育内容演習言葉 春セメスター　月曜日　１講時 関川　満美

335C1102 保育内容演習言葉 春セメスター　木曜日　５講時 吉濱　優子

335C1103 保育内容演習言葉 春セメスター　木曜日　６講時 吉濱　優子

335C1104 保育内容演習言葉 春セメスター　木曜日　２講時 関川　満美

335C1107 保育内容演習言葉 春セメスター　木曜日　４講時 吉濱　優子

335C1119 保育内容演習言葉 春セメスター　火曜日　４講時 金子　智昭

青山　真以子

大河原　典子

大河原　典子

青山　真以子

大沼　蘭

渡辺　宏章

青山　真以子

山成　美穂

大河原　典子

渡辺　宏章

337C1000 保育内容演習健康 春セメスター　水曜日　４講時 幸喜　健

337C1002 保育内容演習健康 春セメスター　水曜日　４講時 瀬川　真寿美

337C1003 保育内容演習健康 春セメスター　木曜日　３講時 幸喜　健

337C1004 保育内容演習健康 春セメスター　月曜日　３講時 幸喜　健

秋セメスター　火曜日　５講時

秋セメスター　金曜日　４講時

秋セメスター　木曜日　３講時

秋セメスター　月曜日　６講時

秋セメスター　月曜日　４講時

保育内容演習表現

保育内容演習表現

保育内容演習表現

保育内容演習表現

保育内容演習表現

336C1007

336C1004

336C1003

336C1002

336C1001



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

337C1007 保育内容演習健康 春セメスター　水曜日　３講時 瀬川　真寿美

318C0901 児童文化① 秋セメスター　火曜日　３講時 澤村　明子

318C0902 児童文化① 秋セメスター　火曜日　１講時 澤村　明子

318C0903 児童文化① 秋セメスター　火曜日　２講時 澤村　明子

318C0904 児童文化① 秋セメスター　木曜日　１講時 榊原　久子

318C0907 児童文化① 秋セメスター　火曜日　１講時 榊原　久子

320C1200 児童文化② 春セメスター　火曜日　４講時 澤村　明子

829C1101 児童文化② 秋セメスター　金曜日　３講時 青山　真以子

829C1102 児童文化② 秋セメスター　月曜日　４講時 児玉　ひろ美

829C1103 児童文化② 秋セメスター　木曜日　４講時 後藤　紀子

829C1104 児童文化② 秋セメスター　木曜日　３講時 後藤　紀子

829C1107 児童文化② 秋セメスター　木曜日　５講時 後藤　紀子

829C1119 児童文化② 秋セメスター　月曜日　３講時 児玉　ひろ美

204C0907 教育原理 春セメスター　金曜日　３講時 神林　信之

204C0908 教育原理 春セメスター　金曜日　４講時 神林　信之

204C0909 教育原理 春セメスター　火曜日　１講時 神林　信之

205C1100 教育の歴史（日本・外国） 開講なし

306C0907 教職概論（同和教育を含む） 春セメスター　水曜日　２講時 齊藤　純

306C0908 教職概論（同和教育を含む） 春セメスター　水曜日　３講時 梨本　加菜

306C0909 教職概論（同和教育を含む） 春セメスター　月曜日　３講時 梨本　加菜

208C1007 教育制度 秋セメスター　金曜日　４講時 梨本　加菜

208C1008 教育制度 秋セメスター　月曜日　２講時 梨本　加菜

208C1009 教育制度 秋セメスター　月曜日　４講時 梨本　加菜

209C1000 教育法規 秋セメスター集中講義 藤本　典裕

323C1000 子どもと教育環境 秋セメスター　金曜日　１講時 梨本　加菜

206C0907 発達心理学 秋セメスター　木曜日　３講時 佐藤　淑子

206C0908 発達心理学 秋セメスター　水曜日　１講時 深谷　博子

206C0909 発達心理学 秋セメスター　金曜日　３講時 深谷　博子

207C0908 教育心理学 秋セメスター　木曜日　１講時 遠山　孝司

207C0909 教育心理学 秋セメスター　木曜日　３講時 富田　庸子

351C1200 学習心理学 秋セメスター　水曜日　３講時 富田　庸子

503C1007 特別支援教育 秋セメスター　月曜日　５講時 伊藤　大郎

503C1008 特別支援教育 秋セメスター　金曜日　５講時 伊藤　大郎

503C1009 特別支援教育 秋セメスター　月曜日　２講時 伊藤　大郎

327C1007 カリキュラム論Ⅰ 秋セメスター　木曜日　５講時 花岡　隆行

327C1008 カリキュラム論Ⅰ 春セメスター　木曜日　４講時 花岡　隆行

327C1009 カリキュラム論Ⅰ 春セメスター　金曜日　５講時 花岡　隆行

328C1101 カリキュラム論Ⅱ 春セメスター　火曜日　５講時 梨本　加菜

328C1107 カリキュラム論Ⅱ 春セメスター　火曜日　６講時 梨本　加菜

328C1113 カリキュラム論Ⅱ 春セメスター　月曜日　１講時 梨本　加菜

219C1101 道徳教育の理論と方法 秋セメスター　月曜日　４講時 中島　朋紀

219C1107 道徳教育の理論と方法 秋セメスター　金曜日　４講時 中島　朋紀

219C1113 道徳教育の理論と方法 秋セメスター　木曜日　５講時 中島　朋紀



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

716C1001
特別活動及び総合的な学習の時間

の指導法
秋セメスター　火曜日　２講時 齊藤　純

716C1007
特別活動及び総合的な学習の時間

の指導法
秋セメスター　月曜日　４講時 齊藤　純

716C1013
特別活動及び総合的な学習の時間

の指導法
秋セメスター　木曜日　４講時 齊藤　純

223C1107 教育方法・技術 春セメスター　月曜日　３講時 市川　道伸

223C1108 教育方法・技術 春セメスター　月曜日　５講時 遠山　孝司

223C1109 教育方法・技術 春セメスター　金曜日　２講時 神林　信之

224C1101 教育方法・技術演習 秋セメスター　金曜日　１講時 鈴木　映二

224C1107 教育方法・技術演習 秋セメスター　木曜日　３講時 齊藤　純

224C1113 教育方法・技術演習 秋セメスター　金曜日　１講時 平井　佳江

355C1117 児童指導 秋セメスター　火曜日　１講時 齊藤　純

354C1001 幼児指導 秋セメスター　火曜日　３講時 小泉　裕子

354C1002 幼児指導 秋セメスター　月曜日　４講時 小泉　裕子

354C1003 幼児指導 秋セメスター　火曜日　３講時 榊原　久子

354C1004 幼児指導 秋セメスター　金曜日　５講時 榊原　久子

354C1007 幼児指導 秋セメスター　水曜日　１講時 上田　陽子

227C1101 教育相談 春セメスター　木曜日　５講時 齊藤　純

227C1102 教育相談 春セメスター　水曜日　４講時 遠山　孝司

227C1103 教育相談 春セメスター　月曜日　３講時 遠山　孝司

227C1104 教育相談 春セメスター　木曜日　４講時 相澤　昭宏

227C1107 教育相談 春セメスター　木曜日　３講時 相澤　昭宏

227C1109 教育相談 春セメスター　水曜日　４講時 相澤　昭宏

356C1200 子育てカウンセリング 春セメスター　木曜日　４講時 宮田　周平

230C1117 教育実習指導<小> 秋セメスター　火曜日　３講時 鈴木　映二

231C1101 教育実習指導<幼> 秋セメスター　水曜日　３講時
塚田　菜絵
榊原　久子

231C1102 教育実習指導<幼> 秋セメスター　金曜日　３講時
塚田　菜絵
榊原　久子

231C1103 教育実習指導<幼> 秋セメスター　水曜日　４講時
塚田　菜絵
榊原　久子

231C1104 教育実習指導<幼> 秋セメスター　金曜日　４講時
塚田　菜絵
榊原　久子

231C1107 教育実習指導<幼> 秋セメスター　水曜日　２講時
塚田　菜絵
榊原　久子

588C1217 教育実習（小学校） 通年集中　その他　集中講義 齊藤　純

589C1217 教育実習（幼稚園） 通年集中　その他　集中講義 青山　真以子



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

587C1201 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　水曜日　４講時

齋木　信也
神林　信之
鈴木　映二
平井　佳江
遠山　孝司
片川　智子
小泉　裕子
富田　庸子
保坂　和彦

587C1202 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　水曜日　４講時

齋木　信也
保坂　和彦
富田　庸子
小泉　裕子
片川　智子
遠山　孝司
平井　佳江
鈴木　映二
神林　信之

587C1203 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　水曜日　４講時

齋木　信也
神林　信之
鈴木　映二
平井　佳江
遠山　孝司
片川　智子
小泉　裕子
富田　庸子
保坂　和彦

587C1207 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　水曜日　４講時

齋木　信也
神林　信之
鈴木　映二
平井　佳江
遠山　孝司
片川　智子
小泉　裕子
富田　庸子
保坂　和彦

600C1000 教職等インターンシップ① 秋セメスターその他
齋木　信也
高橋　宗良
鈴木　映二

601C1100 教職等インターンシップ② 秋セメスターその他
齋木　信也
高橋　宗良
鈴木　映二

397C0900 特別支援教育論 春セメスター　木曜日　３講時 齋木　信也

397C0907 特別支援教育論 春セメスター　木曜日　６講時 伊藤　大郎

398C0917
障害児の心理・生理・病理①

（知的障害）
春セメスター　金曜日　２講時

飯村　敦子
小林　保子
飯村　敦子

399C0917
障害児の心理・生理・病理②

（肢体不自由）
秋セメスター　金曜日　６講時

飯村　敦子
小林　保子
小国　美也子

400C0917
障害児の心理・生理・病理③

（病弱）
秋セメスター　金曜日　６講時

小国　美也子
小林　保子
飯村　敦子

401C1000 知的障害教育① 秋セメスター　金曜日　１講時 齋木　信也

401C1007 知的障害教育① 秋セメスター　金曜日　３講時 齋木　信也



児童学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

402C1100 知的障害教育② 春セメスター　木曜日　１講時 齋木　信也

402C1107 知的障害教育② 春セメスター　木曜日　２講時 齋木　信也

403C1000 肢体不自由教育① 春セメスター　木曜日　１講時 小林　保子

403C1007 肢体不自由教育① 春セメスター　月曜日　１講時 齋木　信也

404C1100 肢体不自由教育② 春セメスター　金曜日　４講時 齋木　信也

404C1107 肢体不自由教育② 春セメスター　金曜日　４講時 伊藤　大郎

405C1017 病弱教育① 秋セメスター　木曜日　６講時 齋木　信也

406C1117 病弱教育② 秋セメスター　月曜日　１講時 齋木　信也

407C1007
発達障害児の理解と指導（LD・

ADHD・高機能自閉症等）
春セメスター　火曜日　６講時 飯村　敦子

407C1017
発達障害児の理解と指導（LD・

ADHD・高機能自閉症等）
春セメスター　金曜日　１講時 飯村　敦子

408C1100 情緒障害児の理解と指導 秋セメスター　水曜日　２講時 伊藤　大郎

408C1107 情緒障害児の理解と指導 秋セメスター　金曜日　５講時 小林　保子

408C1125 情緒障害児の理解と指導 秋セメスター　水曜日　３講時 伊藤　大郎

重複障害児の理解と指導 配当年次変更 開講なし

410C1107 聴覚・言語障害児の理解と指導 秋セメスター　火曜日　４講時 飯村　敦子

410C1117 聴覚・言語障害児の理解と指導 秋セメスター　木曜日　２講時 齋木　信也

411C1100 視覚障害児の理解と指導 春セメスター　水曜日　３講時 伊藤　大郎

412C1217 特別支援教育課題研究 秋セメスター　月曜日　４講時 齋木　信也

420C1200 教育実習指導（特別支援教育） 春セメスター　月曜日　３講時 齋木　信也

420C1207 教育実習指導（特別支援教育） 春セメスター　月曜日　３講時 伊藤　大郎

421C1217 教育実習（特別支援教育） 通年・集中その他 齋木　信也


