
初等教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

018J2108 日本国憲法 秋セメスター　水曜日　５講時 鈴木　正彦

018J2109 日本国憲法 秋セメスター　水曜日　６講時 鈴木　正彦

018J2110 日本国憲法 秋セメスター　火曜日　５講時 千々松　愛子

040J2108 健康・スポーツ科学 秋セメスター　木曜日　３講時 小川　幸代

040J2109 健康・スポーツ科学 秋セメスター　金曜日　４講時 小川　幸代

040J2110 健康・スポーツ科学 秋セメスター　金曜日　５講時 小川　幸代

042J2101 スポーツ実技 春セメスター　月曜日　１講時 小川　幸代

042J2102 スポーツ実技 春セメスター　金曜日　２講時 小川　幸代

042J2103 スポーツ実技 春セメスター　金曜日　５講時 小川　幸代

042J2104 スポーツ実技 春セメスター　金曜日　４講時 西島　大祐

042J2105 スポーツ実技 春セメスター　金曜日　３講時 西島　大祐

042J2106 スポーツ実技 春セメスター　月曜日　５講時 西島　大祐

榎本　至

高橋　宗良

047J2101 英語① 春セメスター　月曜日　３講時 桐生　直幸

047J2102 英語① 春セメスター　水曜日　４講時 野田　明

047J2103 英語① 春セメスター　火曜日　５講時 鈴木　さおり

047J2104 英語① 春セメスター　火曜日　４講時 鈴木　さおり

047J2105 英語① 春セメスター　木曜日　３講時 桐生　直幸

047J2106 英語① 春セメスター　火曜日　５講時 桐生　直幸

047J2119 英語① 春セメスター　月曜日　３講時 徳増　多加志

047J2120 英語① 春セメスター　木曜日　５講時 桐生　直幸

047J2121 英語① 春セメスター　水曜日　４講時 桐生　直幸

047J2122 英語① 春セメスター　火曜日　４講時 桐生　直幸

047J2123 英語① 春セメスター　月曜日　５講時 徳増　多加志

047J2124 英語① 春セメスター　金曜日　４講時 徳増　多加志

048J2211 英語② 春セメスター　金曜日　２講時 徳増　多加志

048J2212 英語② 春セメスター　火曜日　３講時 桑野　弘隆

050J2101 英語コミュニケーション① 秋セメスター　木曜日　４講時 桐生　直幸

050J2102 英語コミュニケーション① 秋セメスター　火曜日　３講時 鈴木　正彦

050J2103 英語コミュニケーション① 秋セメスター　水曜日　４講時 太田　一郎

050J2104 英語コミュニケーション① 秋セメスター　火曜日　４講時 太田　一郎

050J2105 英語コミュニケーション① 秋セメスター　水曜日　６講時 近久　玲

050J2106 英語コミュニケーション① 秋セメスター　水曜日　３講時 桐生　直幸

050J2119 英語コミュニケーション① 秋セメスター　木曜日　４講時 野田　明

050J2120 英語コミュニケーション① 秋セメスター　火曜日　３講時 太田　一郎

050J2121 英語コミュニケーション① 秋セメスター　水曜日　４講時 近久　玲

050J2122 英語コミュニケーション① 秋セメスター　火曜日　５講時 鈴木　正彦

050J2123 英語コミュニケーション① 秋セメスター　火曜日　４講時 鈴木　正彦

050J2124 英語コミュニケーション① 秋セメスター　水曜日　５講時 近久　玲

051J2200 英語コミュニケーション② 秋セメスター　月曜日　３講時 桐生　直幸

053J2101 ドイツ語① 秋セメスター　月曜日　１講時 須藤　正美

053J2102 ドイツ語① 秋セメスター　水曜日　４講時 須藤　正美

053J2103 ドイツ語① 秋セメスター　木曜日　３講時 寺嶋　雅彦

053J2104 ドイツ語① 秋セメスター　水曜日　４講時 久保山　亮

053J2105 ドイツ語① 秋セメスター　水曜日　５講時 久保山　亮

053J2106 ドイツ語① 秋セメスター　木曜日　４講時 寺嶋　雅彦

055J2100 フランス語① 秋セメスター　金曜日　６講時 河合　孝昭

043J2100 スポーツ実技（水泳） 春セメスター　月曜日　５講時



初等教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

044J2101 情報リテラシー 春セメスター　火曜日　３講時 杉浦　学

044J2102 情報リテラシー 春セメスター　火曜日　５講時 佐藤　陽子

044J2103 情報リテラシー 春セメスター　木曜日　１講時 佐藤　陽子

044J2104 情報リテラシー 春セメスター　木曜日　１講時 杉浦　学

044J2105 情報リテラシー 春セメスター　木曜日　２講時 杉浦　学

044J2106 情報リテラシー 春セメスター　木曜日　３講時 杉浦　学

370J2101 国語 春セメスター　火曜日　４講時 銭谷　真人

370J2102 国語 春セメスター　月曜日　１講時 銭谷　真人

370J2103 国語 春セメスター　金曜日　２講時 本田　容子

370J2104 国語 春セメスター　火曜日　６講時 本田　容子

370J2105 国語 春セメスター　金曜日　４講時 杉山　勇人

370J2106 国語 春セメスター　月曜日　３講時 杉山　勇人

371J2100 社会 春セメスター　月曜日　２講時 鈴木　映二

372J2101 算数 春セメスター　木曜日　１講時 福田　敏人

372J2102 算数 春セメスター　木曜日　３講時 福田　敏人

372J2103 算数 春セメスター　火曜日　４講時 福田　敏人

372J2104 算数 春セメスター　火曜日　３講時 福田　敏人

372J2105 算数 春セメスター　火曜日　５講時 福田　敏人

372J2106 算数 春セメスター　木曜日　２講時 福田　敏人

373J2101 図画工作 春セメスター　火曜日　５講時 山成　美穂

373J2102 図画工作 春セメスター　木曜日　５講時 正木　浩司

373J2103 図画工作 春セメスター　水曜日　４講時 正木　浩司

373J2104 図画工作 春セメスター　水曜日　５講時 正木　浩司

373J2105 図画工作 春セメスター　火曜日　６講時 山成　美穂

373J2106 図画工作 春セメスター　水曜日　６講時 正木　浩司

373J2119 図画工作 春セメスター　木曜日　３講時 山成　美穂

373J2120 図画工作 春セメスター　木曜日　１講時 山成　美穂

373J2121 図画工作 春セメスター　金曜日　３講時 山成　美穂

373J2122 図画工作 春セメスター　金曜日　２講時 山成　美穂

373J2123 図画工作 春セメスター　木曜日　３講時 正木　浩司

373J2124 図画工作 春セメスター　火曜日　３講時 山成　美穂

374J2101 体育 秋セメスター　水曜日　３講時 小川　幸代

374J2102 体育 秋セメスター　月曜日　１講時 小川　幸代

374J2103 体育 秋セメスター　月曜日　５講時 西島　大祐

374J2104 体育 秋セメスター　水曜日　１講時 小川　幸代

374J2105 体育 秋セメスター　金曜日　４講時 西島　大祐

374J2106 体育 秋セメスター　金曜日　３講時 小川　幸代

375J2111 理科 秋セメスター　月曜日　６講時 佐藤　陽子

375J2112 理科 秋セメスター　月曜日　５講時 佐藤　陽子

378J2200 生活 秋セメスター　火曜日　３講時 相澤　昭宏

パップ　晶子

根來　章子

薩摩林　淑子

蓮沼　みな子

安藤　友香

薩摩林　淑子

パップ　晶子

塩谷　詩保子

379J2101 音楽① 春セメスター　金曜日　２講時

379J2102 音楽① 春セメスター　火曜日　３講時



初等教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

薩摩林　淑子

パップ　晶子

及川　飛鳥

田村　にしき

青山　真以子

田村　にしき

渡辺　宏章

安藤　友香

及川　飛鳥

渡辺　宏章

パップ　晶子

田村　にしき

パップ　晶子

根來　章子

薩摩林　淑子

蓮沼　みな子

青山　真以子

塩谷　詩保子

薩摩林　淑子

青山　真以子

薩摩林　淑子

安藤　友香

383J2200 家庭 秋セメスター　金曜日　５講時 富永　弥生

386J2200 小学校英語 春セメスター　月曜日　６講時 桐生　直幸

332J2201 保育内容総論 春セメスター　月曜日　１講時 幸喜　健

332J2202 保育内容総論 春セメスター　金曜日　４講時 幸喜　健

332J2203 保育内容総論 春セメスター　木曜日　４講時 幸喜　健

332J2204 保育内容総論 春セメスター　水曜日　３講時 幸喜　健

332J2205 保育内容総論 春セメスター　金曜日　２講時 上田　陽子

332J2206 保育内容総論 春セメスター　金曜日　１講時 上田　陽子

337J2101 保育内容演習健康 秋セメスター　水曜日　６講時 松古　洋佳

337J2102 保育内容演習健康 秋セメスター　水曜日　２講時 瀬川　真寿美

337J2103 保育内容演習健康 秋セメスター　水曜日　１講時 西島　大祐

337J2104 保育内容演習健康 秋セメスター　水曜日　５講時 松古　洋佳

337J2105 保育内容演習健康 秋セメスター　水曜日　３講時 瀬川　真寿美

337J2106 保育内容演習健康 秋セメスター　水曜日　４講時 瀬川　真寿美

333J2101 保育内容演習人間関係 秋セメスター　金曜日　１講時 伊澤　昭治

333J2102 保育内容演習人間関係 秋セメスター　金曜日　２講時 伊澤　昭治

333J2103 保育内容演習人間関係 秋セメスター　金曜日　３講時 坂巻　清

333J2104 保育内容演習人間関係 秋セメスター　木曜日　４講時 細野　美幸

333J2105 保育内容演習人間関係 秋セメスター　木曜日　３講時 細野　美幸

333J2106 保育内容演習人間関係 秋セメスター　金曜日　４講時 坂巻　清

334J2101 保育内容演習環境 秋セメスター　月曜日　４講時 関川　満美

334J2102 保育内容演習環境 秋セメスター　火曜日　１講時 関川　満美

334J2103 保育内容演習環境 秋セメスター　木曜日　４講時 関川　満美

334J2104 保育内容演習環境 秋セメスター　月曜日　３講時 関川　満美

334J2105 保育内容演習環境 秋セメスター　水曜日　１講時 関川　満美

334J2106 保育内容演習環境 秋セメスター　火曜日　４講時 関川　満美

380J2212 音楽② 春セメスター　火曜日　４講時

379J2106 音楽① 春セメスター　金曜日　３講時

380J2211 音楽② 春セメスター　火曜日　２講時

379J2103 音楽① 春セメスター　水曜日　３講時

379J2104 音楽① 春セメスター　月曜日　４講時

379J2105 音楽① 春セメスター　水曜日　４講時



初等教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

335J2101 保育内容演習言葉 秋セメスター　水曜日　４講時 浜田　和幸

335J2102 保育内容演習言葉 秋セメスター　水曜日　３講時 浜田　和幸

335J2103 保育内容演習言葉 秋セメスター　水曜日　５講時 吉濱　優子

335J2104 保育内容演習言葉 秋セメスター　金曜日　３講時 金子　智昭

335J2105 保育内容演習言葉 秋セメスター　金曜日　２講時 金子　智昭

335J2106 保育内容演習言葉 秋セメスター　水曜日　６講時 吉濱　優子

山成　美穂

青山　真以子

山成　美穂

薩摩林　淑子

山成　美穂

薩摩林　淑子

山成　美穂

薩摩林　淑子

山成　美穂

根來　章子

山成　美穂

根來　章子

586J2101 児童文化 春セメスター　金曜日　３講時 児玉　ひろ美

586J2102 児童文化 春セメスター　金曜日　４講時 児玉　ひろ美

586J2103 児童文化 春セメスター　月曜日　４講時 関川　満美

586J2104 児童文化 春セメスター　水曜日　４講時 関川　満美

586J2105 児童文化 春セメスター　火曜日　３講時 関川　満美

586J2106 児童文化 春セメスター　火曜日　４講時 関川　満美

387J2100 国語科教育法 春セメスター　金曜日　１講時 平井　佳江

388J2200 社会科教育法 春セメスター　月曜日　４講時 鈴木　映二

389J2100 算数科教育法 秋セメスター　火曜日　２講時 福田　敏人

390J2200 理科教育法 春セメスター　火曜日　６講時 保坂　和彦

391J2200 生活科教育法 春セメスター　木曜日　２講時 相澤　昭宏

392J2111 音楽科教育法 春セメスター　金曜日　６講時 根來　章子

392J2112 音楽科教育法 春セメスター　金曜日　５講時 根來　章子

393J2100 図画工作科教育法 秋セメスター　火曜日　６講時 山成　美穂

394J2200 家庭科教育法 春セメスター　水曜日　４講時 鈴木　真優美

395J2200 体育科教育法 春セメスター　木曜日　６講時 藤原　昌太

396J2200 小学校英語教育法 秋セメスター　木曜日　６講時 野田　明

204J2108 教育原理 春セメスター　水曜日　１講時 中島　朋紀

204J2109 教育原理 春セメスター　月曜日　５講時 中島　朋紀

204J2110 教育原理 春セメスター　木曜日　５講時 中島　朋紀

306J2108 教職概論（同和教育を含む） 秋セメスター　月曜日　５講時 中島　朋紀

306J2109 教職概論（同和教育を含む） 秋セメスター　金曜日　１講時 高橋　正尚

306J2110 教職概論（同和教育を含む） 秋セメスター　木曜日　６講時 相澤　昭宏

208J2208 教育制度 秋セメスター　火曜日　５講時 梨本　加菜

208J2209 教育制度 秋セメスター　木曜日　５講時 相澤　昭宏

208J2210 教育制度 秋セメスター　火曜日　４講時 相澤　昭宏

206J2108 発達心理学 春セメスター　月曜日　５講時 細野　美幸

206J2109 発達心理学 春セメスター　木曜日　２講時 細野　美幸

206J2110 発達心理学 春セメスター　月曜日　４講時 細野　美幸

207J2200 教育心理学 秋セメスター　月曜日　６講時 遠山　孝司

336J2106 保育内容演習表現 秋セメスター　金曜日　２講時

336J2104 保育内容演習表現 秋セメスター　木曜日　３講時

336J2105 保育内容演習表現 秋セメスター　金曜日　３講時

336J2102 保育内容演習表現 秋セメスター　木曜日　４講時

336J2103 保育内容演習表現 秋セメスター　木曜日　５講時

336J2101 保育内容演習表現 秋セメスター　火曜日　５講時



初等教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

503J2208 特別支援教育 秋セメスター　木曜日　３講時 伊藤　大郎

503J2209 特別支援教育 秋セメスター　木曜日　４講時 伊藤　大郎

503J2210 特別支援教育 秋セメスター　木曜日　５講時 伊藤　大郎

327J2108 カリキュラム論Ⅰ 秋セメスター　木曜日　５講時 上田　陽子

327J2109 カリキュラム論Ⅰ 秋セメスター　水曜日　３講時 上田　陽子

327J2110 カリキュラム論Ⅰ 秋セメスター　月曜日　６講時 上田　陽子

328J2100 カリキュラム論Ⅱ 秋セメスター　木曜日　１講時 勝木　茂

219J2200 道徳教育の理論と方法 春セメスター　水曜日　２講時 中島　朋紀

716J2200
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　水曜日　４講時 高橋　宏明

223J2208 教育方法・技術 春セメスター　火曜日　３講時 相澤　昭宏

223J2209 教育方法・技術 春セメスター　月曜日　２講時 相澤　昭宏

223J2210 教育方法・技術 春セメスター　火曜日　５講時 相澤　昭宏

224J2208 教育方法・技術演習 秋セメスター　木曜日　４講時 相澤　昭宏

224J2209 教育方法・技術演習 秋セメスター　火曜日　５講時 相澤　昭宏

224J2210 教育方法・技術演習 秋セメスター　水曜日　１講時 相澤　昭宏

354J2208 幼児指導 春セメスター　金曜日　１講時 寳川　雅子

354J2209 幼児指導 春セメスター　木曜日　３講時 関川　満美

354J2210 幼児指導 春セメスター　木曜日　４講時 上田　陽子

355J2100 児童指導 春セメスター　火曜日　１講時 勝木　茂

227J2208 教育相談 秋セメスター　水曜日　３講時 細野　美幸

227J2209 教育相談 秋セメスター　木曜日　３講時 遠山　孝司

227J2210 教育相談 秋セメスター　木曜日　４講時 遠山　孝司

230J2100 教育実習指導<小> 秋セメスター　木曜日　２講時 中島　朋紀

231J2108 教育実習指導<幼> 秋セメスター　木曜日　２講時 上田　陽子

231J2109 教育実習指導<幼> 秋セメスター　木曜日　２講時 上田　陽子

231J2110 教育実習指導<幼> 秋セメスター　木曜日　２講時 関川　満美

815J2200 教育実習 通年集中　その他　集中講義 小泉　裕子

上田　陽子

中島　朋紀

寳川　雅子

幸喜　健

関川　満美

上田　陽子

関川　満美

幸喜　健

寳川　雅子

中島　朋紀

上田　陽子

中島　朋紀

寳川　雅子

幸喜　健

関川　満美

上田　陽子

関川　満美

幸喜　健

寳川　雅子

中島　朋紀

587J2204 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　月曜日　２講時

587J2202 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　月曜日　２講時

587J2203 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　月曜日　２講時

587J2201 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　月曜日　２講時



初等教育学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

上田　陽子

中島　朋紀

寳川　雅子

幸喜　健

関川　満美

上田　陽子

関川　満美

幸喜　健

寳川　雅子

中島　朋紀

600J2100 教職等インターンシップ① 秋セメスターその他 白子　純子

600J2200 教職等インターンシップ① 秋セメスターその他 白子　純子

587J2206 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　月曜日　２講時

587J2205 保育・教職実践演習（幼・小） 秋セメスター　月曜日　２講時


