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数学 コンピュータ 情報数学要論Ⅱ B1001 ③ 武本 国語 ⼩学校の教科
(国語) ⼩学校専⾨国語 B6100 2 林(朝)

丹保
国語 国⽂学 国⽂学概説 B6200 2 和⽥ 国語

(-66期)
国⽂学 国⽂学講義Ⅳ B6300 2 和⽥ 国語 国語学 ⽇本語学ゼミナールⅣ B6400 1 余

⾳楽 声楽 声楽研究２ B6001 1 ⼸場 国語 ⼩学校の教科
(国語) ⼩学校専⾨国語 B6101 2 丹保

林(朝)
数学 幾何学 幾何学要論Ⅳ B6201 2 新⽥ 国語

(67期-)
国⽂学 国⽂学講義・近代Ⅲ B6301 2 和⽥ 国語

(-66期)
国⽂学 国⽂学演習Ⅳ B6401 1 和⽥

技術 電気 電⼦⼯学 B6002 2 松岡 社会
(-66期)

哲学・倫理学 哲学史 B6102 2 秋元 数学
(-67期)

代数学 代数学概論 B1044 ④ 川向 理科
(67期-)

物理学 基礎物理学B B6302 2 三浦 国語
(67期-) 国⽂学 国⽂学演習・近代Ⅳ B6402 1 和⽥

D類 ⽇本語・専⾨ 第⼆⾔語習得論 B6003 2 早瀬 社会
(67期-)

哲学・倫理学 哲学史Ⅱ B6103 2 秋元 数学 数学 数学講究A(5-8限) B1068 ④ 中⻄(正) 理科 化学 化学講義Ⅱ B6303 2 新居 社会 経済学 経済学演習Ⅰ B1108 ② 内⽥
数学
(-67期)

代数学 代数学概論 B1014 ④ 川向 理科 ⽣物学実験 ⽣物学実験(5-10限) B6202 2 後藤(太)
平⼭

美術 彫刻 彫刻演習 B6304 1 奥⽥ 数学 ⼩学校の教科
(数学) ⼩学校専⾨数学 B6404 2 肥⽥野

理科
(-62期)

⼩学校の教科
(理科) ⼩学校専⾨理科Ⅱ B6104 1 後藤(太)

他
⾳楽 ⾳楽理論 和声法２ B6203 1 森川 美術 ⼯芸 ⼯芸制作Ⅱ B1085 ② 北川(幸) 理科 物理学 物理学講義Ⅱ B6405 2 三浦

理科
(63期-)

⼩学校の教科
(理科) ⼩学校専⾨理科B B6105 2 後藤(太)

他
⾳楽 声楽 声楽ゼミナール２ B6204 1 ⼸場 家政 ⾷物学 調理科学 B6305 2 平島 理科 化学 化学講義Ⅲ B6406 2 市川

⾳楽 声楽 声楽研究４ B6106 1 ⼸場 ⾳楽 声楽 声楽ゼミナール４ B6205 1 ⼸場 英語 英語学 英⽂法ゼミナールⅡ B6306 2 梅⽥ ⾳楽 作曲法 作曲法２ B6407 1 森川

⾳楽 声楽 声楽研究４ B6107 1 森本 美術 絵画 版画 B6206 1 関 英語 英語コミュニ
ケーション

英語スピーキングⅡ
(プレゼンテーション)(他コース) B6307 1 ジュネジャ

美術
(63期-)

⼩学校教科
(図画⼯作) ⼩学校専⾨美術C B6408 2 北川(幸)

美術 彫刻 彫刻Ⅳ B6108 1 奥⽥ 美術 ⼯芸 ⼯芸制作Ⅰ B1049 ② 北川(幸) 英語 英語コミュニ
ケーション

英語リーディングⅡ
(精読Ⅰ) B6308 1 宮地 美術 絵画 絵画特講 B6409 2 関

保健体
育

体育実技 バレーボール B6109 1 ⼤隈 技術 電気 電気⼯学概論 B6207 1 松岡 英語 英語コミュニ
ケーション

英作⽂Ⅵ
(ペーパーライティング) B6309 1 早瀬 美術 彫刻 彫刻Ⅰ B1113 ② 奥⽥

家政 ⾷物学 ⾷品材料学 B6110 2 磯部 家政 被服学 被服構成学 B6208 2 増⽥ 英語 英語コミュニ
ケーション

英作⽂Ⅵ
(ペーパーライティング) B6310 1 ⻄村 保健体育 体育原理 保健体育学ゼミナール B9407 2 重松

英語 英⽶⽂学 英⽶⽂学ゼミナールⅢ
(⼩説) B6111 2 ロバーツ 英語 英語学 英語⾳声学演習 B6209 1 梅⽥ 学校教育

(-67期) 教育哲学 教育哲学 B6311 2 伊藤敏⼦ 技術
(63期-) 電気 計測・制御 B6410 2 松岡

情報 情報通信ネット
ワーク

ネットワークシステム B6112 2 丁 英語 英⽶⽂学 英⽶⽂学史 B6210 2 ロバーツ 学校教育
(68期-)

教育学・学びと
教育の基礎 教育の哲学 B6312 2 伊藤敏⼦ 英語 英語コミュニ

ケーション
英語スピーキングⅡ(プレゼン
テーション)(英語教育コース) B6411 1 ジュネジャ

情報 情報コース
共通科⽬ 代数学概論 B1014 ④ 川向 学校教育

(-67期)
学校教育研究法 教育実践の質的研究法 B6211 2 ⼤⽇⽅ 情報 マルチメディア

表現と技術
マルチメディア応⽤ B6313 2 萩原 特別⽀援

特別⽀援
教育領域

特別⽀援教育演習Ⅴ B1121 ② 郷右近

特別⽀援
特別⽀援教育領
域 病弱教育 B6113 2 郷右近 学校教育

(68期-)
教育学・
教育学研究法 教育実践研究法 B6212 2 ⼤⽇⽅ B類 必修 情報数理解析学Ⅳ B6314 2 萩原 学校教育

(-67期)
学校教育研究法 ⾏動科学基礎実験 B6412 2 南

D類 ⼈発・選択AⅡ 児童臨床⼼理学 B6114 2 渡邉 特別⽀援
特別⽀援教育領
域 肢体不⾃由教育 B6213 2 郷右近 D類 課程共通科⽬ ⼈間発達実地研究Ⅵ B6315 2 林(朝) 他 学校教育

(68期-)
教育⼼理学研究
法 ⾏動科学基礎実験 B6412 2 南

情報 情報通信ネット
ワーク ネットワーク応⽤ B6214 2 奥村 D類 ⼈発・選択AⅠ 教育の哲学 B6312 2 伊藤敏⼦ 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅱ B6414 1 ⼤⽇⽅

情報 情報コース
共通科⽬ 代数学概論 B1044 ④ 川向 D類 ⼈発・選択B ⼈権と教育 B6316 2 余 他 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅳ B6416 1 ⼤⽇⽅

D類 ⼈発・基本 教育実践の質的研究法 B6211 2 ⼤⽇⽅ D類 ⽇本語・専⾨
⽇本語学講義表現法・⾳
声Ⅱ B6317 2 福岡 B類 電気 計測・制御 B6410 2 松岡

D類 ⼈発・選択B 道徳教育論 B6215 2 伊藤敏雄 学部共通 総合科⽬ ⼈権と教育 B6316 2 余 他 D類 ⼈発・基本 ⾏動科学基礎実験 B6412 2 南

D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教授法 B6216 2 服部 D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅱ B6418 1 ⼤⽇⽅

D類 ⽇本語・専⾨
⾔語獲得とコミュニケー
ションの発達 B6217 2 林(朝) D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅳ B6420 1 ⼤⽇⽅

D類 ⽇本語・
⽐較⾔語⽂化 国⽂学概説 B6200 2 和⽥ D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語学ゼミナールⅣ B6400 1 余

学部共通 博物館学 博物館情報・メディア論 J65B1 2 須曽野 D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育学ゼミナールⅣ B6421 1 林(朝)

D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育学ゼミナールⅣ B6422 1 原⽥

D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育学ゼミナールⅣ B6423 1 服部

技術 電気
技術学ゼミナールⅡ
(電気)(11-12限) B6500 1 松岡

技術 機械
技術学ゼミナールⅡ
(機械)(11-12限) B6501 1 松本(⾦)

技術 ⽊材加⼯
技術学ゼミナールⅡ
(材料加⼯)(11-12限) B6502 1 中⻄(康)

家政 家庭 家政教育研究(11-12限) B6503 2 磯部 他

教職 発達と学習 児童臨床⼼理学 B6114 2 渡邉 教職 道徳教育 道徳教育論 B6215 2 伊藤敏雄 教職 教職実践演習
教職実践演習
(幼児・幼⼩)

BD131 2 須永 他 教職 保育内容の指
導 ⼈間関係 B7412 2 吉⽥

教職 教科の指導法 算数教材研究 B6115 2 ⽥中(伸) 教職 教科の指導法 算数教材研究 B6218 2 ⽥中(伸)

教職
(-63期)

教科教育法 社会科教育法Ⅱ B6219 2 ⼭根
教職
(64期-)

教科教育法 社会科教育法Ⅱb B6220 2 ⼭根
教職
(-63期)

教科教育法 技術科教育法Ⅱ B6221 2 ⿂住
教職
(64期-)

教科教育法 技術科教育法Ⅳ B6222 2 ⿂住
S
・
P

教科教職
教科⼜は教職
(⼩)

学校における⾷に関する
指導

B6319 2 磯部 教科教職
教科⼜は教職
(⼩) 早期英語教育論 B6424 2 スコット

Ｓ：教科に関する科⽬  Ｐ：教職に関する科⽬  Ｓ・Ｐ：教科⼜は教職に関する科⽬    単位数に○の付してある授業は通年授業です(後期に追加での履修登録は⾏えません)

⽉

Ｓ

７・８限
１４：４０〜１６：１０

Ｐ

９・１０限
１６：２０〜１７：５０

平 成 ２ ９ 年 度 (後 期) 授 業 時 間 割 表
曜
 
⽇

区
 
分

１・２限
８：５０〜１０：２０

３・４限
１０：３０〜１２：００

５・６限
１３：００〜１４：３０
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国語
(68期-)

⽇本語教育 ⽇本語教育学研究Ⅱ B7000 2 原⽥ 社会
(-66期)

外国史 東洋史特殊講義 B7101 2 ⼤坪 国語
(-66期)

国⽂学 国⽂学講義Ⅴ B7200 2 松本(昭) 国語 国語学 ⽇本語学講義⽅⾔・語史Ⅱ B7300 2 余 社会
(-66期)

⽇本史 ⽇本史演習Ⅰ B4047 ② 藤⽥

技術 電気 電気⼯学実験実習(1-3限) B7001 1 松岡 社会
(67期-)

外国史 東洋史特殊講義Ⅰ B7102 2 ⼤坪 国語
(67期-)

国⽂学 国⽂学講義・古典Ⅰ B7201 2 松本(昭)
社会
(-66期)

外国史 東洋史演習Ⅰ B2096 ② ⼤坪 社会
(67期-)

⽇本史 ⽇本史演習Ⅰｂ B4048 ② 藤⽥

家政 ⾷物学 ⾷⽣活論 B7002 2 平島 社会 地理学 ⽔⽂学概論 B7103 2 宮岡 国語
(68期-)

⽇本語教育 多⽂化コミュニケーション B7202 2 原⽥ 社会
(67期-)

外国史 東洋史演習Ⅰa B2097 ② ⼤坪 社会
(-66期)

地理学 ⾃然地理学演習(3) B2122 ② 宮岡

特別⽀援 特別⽀援教育領域 特別⽀援教育演習Ⅱ B2006 ② 荒川 数学 解析学 解析学概論 B2024 ④ 森⼭ 社会 ⼩学校の教科
(社会)

⼩学校専⾨社会 B7204 2 内⽥ 美術
(63期-)

⼩学校の教科
(図画⼯作)

⼩学校専⾨美術B B7301 2 関 社会
(67期-)

地理学 ⾃然地理学演習Ⅰ B2123 ② 宮岡

情報 情報システム データベース B7003 2 ⼭守 理科
(-62期)

⼩学校の教科
(理科)

⼩学校専⾨理科Ⅰ B7104 1 牧原
市川

社会 地理学 ⾃然地理学概論 B7205 2 宮岡 保健体育 学校保健 スポーツ医学 B7302 2 福⽥ 社会 哲学・倫理学 哲学・倫理学ゼミナールⅡ B2121 ② 秋元

D類 ⼈発・選択AⅡ 発達⼼理学 B7004 2 安藤 理科
(63期-)

⼩学校の教科
(理科)

⼩学校専⾨理科A B7105 2 牧原
市川

社会
(-66期)

哲学・倫理学 哲学演習 B7206 1 秋元 技術 機械 機械⼯学概論 B7303 1 松本(⾦)
社会
(-66期)

地理学 ⼈⽂地理学演習(3) B2124 ② 磯野

D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育学研究Ⅱ B7000 2 原⽥ ⾳楽 ⾳楽史 ⾳楽史2 B7106 2 ⼩沢 社会
(67期)

哲学・倫理学 哲学演習Ⅰ B7207 1 秋元 英語 英語学 英語学講義Ⅱ B7304 2 ⻄村 社会
(67期-)

地理学 ⼈⽂地理学演習Ⅰ B2125 ② 磯野

学部共通 図書館学 学習指導と学校図書館 B7005 2 川合 美術 絵画 絵画Ⅱ B2028 ② 関 数学 コンピュータ 情報数学演習 B7208 1 井岡 D類 ⼈発・選択AⅡ 幼児の発達と⽣活 B7305 2 富⽥ 理科 理科 理科情報基礎(物理) B7400 2 國仲

保健体育
⼩学校の教科
(保健体育)

⼩学校専⾨体育B B7107 2 ⼋⽊
鶴原

理科 物理学実験 理科実験(物理)(5-7限) B7209 1 牧原
國仲

D類
(-65期)

⼈発・選択AⅢ 教師と⽣徒の⼼理Ⅱ B7306 2 松浦均 ⾳楽 器楽 器楽研究B2 B7401 1 朝⽥

保健体育 体育原理 保健体育学ゼミナール B7108 2 後藤(洋) ⾳楽 声楽 声楽ゼミナール2 B7210 1 ⼸場 D類
(66期-)

⼈発・選択AⅢ ⽣徒指導・進路指導論Ⅱ B7306 2 松浦均 美術 絵画 絵画Ⅰ B2100 ② 関

家政 保育学 家庭看護学 B7109 2 川瀬
宮崎

⾳楽 声楽 声楽ゼミナール4 B7211 1 ⼸場 D類 ⼈発・選択B 教職⼊⾨ B7307 2 伊藤敏⼦ 美術 デザイン 基礎デザインⅡ B2126 ② 岡⽥

英語 英語コミュニケー
ション

英語リーディングⅣ(精読Ⅱ) B7110 1 ⻄村 美術 彫刻 彫刻Ⅱ B2073 ② 奥⽥ D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語学講義⽅⾔・語史Ⅱ B7300 2 余 保健体育 体育原理 保健体育学ゼミナール B7402 2 岡野(昇)

学校教育 教育学・教育実践の
創造と開発 教育課程の国際⽐較 B7111 2 佐藤(年) 美術 デザイン デザイン研究Ⅱ B7212 2 岡⽥ D類 ⽇本語・

⽐較⾔語⽂化
⽇本語・⽇本事情Ⅱ B7308 2 服部 保健体育 運動学 ⾝体運動科学実験(9-11限) B7403 1 ⼋⽊

鶴原

幼児 幼児教育学 幼児教育学演習Ⅱ B7112 1 須永 技術 機械 設計製図 B7213 2 松本(⾦) 学部共通 図書館学 読書と豊かな⼈間性 B7309 2 中垣 家政 ⼩学校の教科
(家庭)

⼩学校専⾨家庭B B7404 1 平島
増⽥

幼児
(68期)

幼児⼼理学 保育の⼼理学演習 B7113 1 富⽥ 家政
(-62期)

⼩学校の教科
(家庭)

⼩学校専⾨家庭A B7214 2 乘本 家政 家庭電気・機械 家庭電気・機械 B7405 2 松本(⾦)

情報 情報コース共通
科⽬

解析学概論 B2024 ④ 森⼭ 家政 被服学 被服実習Ⅰ(5-7限) B7215 1 増⽥ 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅱ B7406 1 伊藤敏⼦

D類 ⼈発・選択AⅠ 教育⼼理学 B7114 2 安藤 英語 英語学 英語史 B7216 2 ⻄村 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅳ B7407 1 伊藤敏⼦

D類
(-65期)

⼈発・選択AⅡ 教育臨床Ⅰ B7115 2 瀬⼾(健) 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅱ B6413 1 佐藤(年) 特別⽀援
特別⽀援教育領域
以外の領域 視覚障害者概論 B7408 2 前川

郷右近
D類
(66期-)

⼈発・選択AⅡ 教育相談 I B7115 2 瀬⼾(健) 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅳ B6415 1 佐藤(年) D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅱ B7409 1 伊藤敏⼦

D類
(-66期)

⼈発・選択AⅢ 現代社会の課題と国⺠的教養 B7116 2 佐藤(年)
学校教育
(-67期) 発達臨床 発達臨床 B7217 2 瀬⼾(美) D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅳ B7410 1 伊藤敏⼦

D類
(67期-)

⼈発・選択AⅢ 教育課程の国際⽐較 B7111 2 佐藤(年)
学校教育
(68期-)

教育学隣接領域 発達臨床 B7217 2 瀬⼾(美) D類 ⼈発・選択AⅡ ⼼理的問題解決論 B7411 2 鈴⽊(英)

D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育学ゼミナールⅣ B7117 1 守⽥ 学校教育
(68期-) 臨床・社会 発達臨床 B7217 2 瀬⼾(美)

D類 ⽇本語・
⽐較⾔語⽂化

中国語・中国事情Ⅱ B7118 2 武 特別⽀援 特別⽀援教育領域 知的障害者の教育と福祉 B7218 2 栗⽥
荒川

D類 ⽇本語・
⽐較⾔語⽂化

東洋史概説 B7119 2 ⼤坪 D類 課程共通科⽬ コミュニケーション実習Ⅱ B7219 2 原⽥ 社会
(-66期)

地理学 ⾃然地理学演習(４)
(11-12限)

B2137 ② 宮岡

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅱ B6417 1 佐藤(年)
社会
(-66期)

地理学 ⼈⽂地理学演習(４)
(11-12限)

B2138 ② 磯野

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅳ B6419 1 佐藤(年)
社会
(67期-)

地理学 ⼈⽂地理学演習Ⅱ
(11-12限)

B2139 ② 磯野

D類 ⼈発・選択ＡⅠ 教育学 B7220 2 伊藤敏⼦ 情報 コンピュータ及
び情報処理

情報処理実習Ⅱ(11-12限) B2142 ② ⼭守

D類 ⼈発・選択AⅡ 発達臨床 B7217 2 瀬⼾(美) B類 選択 情報処理講究Ⅰ(11-12限) B2140 ② ⼭守
D類
(-65期)

⼈発・選択AⅢ ⽣活指導論 B7221 2 ⼤⽇⽅ 他 B類 選択 情報処理講究Ⅰ(11-12限) B2141 ② 丁
D類
(66期-)

⼈発・選択AⅢ 特別活動論Ⅰ B7222 2 ⼤⽇⽅ 他

D類 ⼈発・選択B 教育と福祉 B7223 2 栗⽥

教職 発達と学習 発達⼼理学 B7004 2 安藤 教職 発達と学習 教育⼼理学 B7114 2 安藤 教職 教育学・教育史 教育学 B7220 2 伊藤敏⼦
教職
(-65期)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導 教師と⽣徒の⼼理Ⅱ B7306 2 松浦均

教職 教科の指導法 国語教材研究 B7006 2 守⽥ 教職
(-65期)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導 教育臨床Ⅰ B7115 2 瀬⼾(健)

教職
(-65期)

特別活動 ⽣活指導論 B7221 2 ⼤⽇⽅ 他 教職
(66-68期)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導 ⽣徒指導・進路指導論Ⅱ B7306 2 松浦均

教職 教科教育法 保健体育科教育法Ⅲ B7007 2 岡野(昇)
教職
(66期-)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導 教育相談 I B7115 2 瀬⼾(健)

教職
(66期-)

特別活動 特別活動論Ⅰ B7222 2 ⼤⽇⽅ 他
教職
(69期-)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導 ⽣徒指導・進路指導論 B7310 2 松浦均 教職 教職実践演習

教職実践演習(技術・幼⼩)
(11-12限)

BD081 2 ⿂住 他

教職 教科教育法 保健体育科教育法Ⅳ B7008 2 岡野(昇) 教職 教科の指導法 社会教材研究 B7120 2 ⼭根 教職 教科の指導法 ⾳楽教材研究 B7225 2 川村 教職 幼児理解の理論
と⽅法

幼児の発達と⽣活 B7305 2 富⽥ 教職 教職実践演習
教職実践演習(技術・中⾼)
(11-12限)

BD082 2 森脇 他

教職 教科教育法 家庭科教育法Ⅱ B7121 2 吉本 教職 教科教育法 英語科教育法Ⅱ B7226 2 早瀬 教職 教職の意義及び
教員の役割

教職⼊⾨ B7307 2 伊藤敏⼦

教職 教科教育法 公⺠科教育法 B2118 ④ ⽔野悟

教職 教科教育法 美術科教育法Ⅰ B7311 2 上⼭
教職
(-63期)

教科教育法 技術科教材研究 B7312 2 ⿂住
教職
(64期-)

教科教育法 技術科教育法Ⅱ B7313 2 ⿂住
教職
(64期-)

教科教育法 英語科教育法講義 B7314 2 早瀬
教職
(-65期)

教科教育法 情報科教育法 B2116 ④ 下村
教職
(66期-)

教科教育法 情報科教育法Ⅱ B7315 2 下村

教科教職 教科⼜は教職(⼩) 早期英語教育論 B7009 2 スコット 教科教職 国語教育 国語教育ゼミナールⅣ B7122 1 守⽥ 教科教職 社会科教育学 社会科授業論 B7227 2 永⽥ 教科教職 ⾳楽教育 ⾳楽教育学ゼミナール２ B7316 1 川村 教科教職 ⾳楽教育 ⾳楽教育学ゼミナール4 B7413 1 川村

教科教職 特別⽀援教育⼊⾨ 特別⽀援教育⼊⾨ B7010 2 郷右近 他
教科教職
(-63期) 英語教育 第⼆⾔語習得論 B7317 2 早瀬

Ｓ：教科に関する科⽬  Ｐ：教職に関する科⽬  Ｓ・Ｐ：教科⼜は教職に関する科⽬    単位数に○の付してある授業は通年授業です(後期に追加での履修登録は⾏えません)

⽕

Ｓ

Ｐ

Ｓ
・
Ｐ

平 成 ２ ９ 年 度 (後 期) 授 業 時 間 割 表
曜
 
⽇

区
 
分

１・２限
８：５０〜１０：２０

３・４限
１０：３０〜１２：００

５・６限
１３：００〜１４：３０

７・８限
１４：４０〜１６：１０

９・１０限
１６：２０〜１７：５０



主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業
コード

単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業
コード

単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 単位 教員

社会
(-66期)

⽇本史 ⽇本史史料講読 B3002 ② 藤⽥ 国語 国語学 ⽇本語学概説 B8100 2 余
丹保

社会
(67期-)

⽇本史 ⽇本史史料講読Ⅰ B3003 ② 藤⽥
国語
(68期-)

⽇本語教育 ⾔語研究Ⅱ B7203 2 服部

美術 美術理論及び美術史 美術史演習Ⅱ B8000 2 ⼭⼝ 数学 解析学 解析学要論Ⅱ B8101 2 肥⽥野

技術 電気 エネルギー変換⼯学 B8001 2 松岡 美術 図法及び製図 製図Ⅰ B8102 2 岡⽥

英語 英⽶⽂学 英⽶⽂学講読演習Ⅱ(⼩説) B8002 1 宮地 英語 英語学 英語学ゼミナールⅡ(英語の機能) B8103 2 ⻄村

学校教育
(68期-)

学校教育セミナー 学校教育最先端セミナー B8104 2 伊藤敏⼦
瀬⼾(美)

特別⽀援
特別⽀援教育領域以外
の領域 ⼼理⽣理実験(障害者) B3030 ② 荒川 他

特別⽀援
特別⽀援教育領域以外
の領域

特別⽀援教育ゼミナールⅡ B8105 2 松浦(直) 他

幼児 幼児造形 幼児の造形 B8106 2 松本(愛)

情報 情報選択必修科⽬ プログラミング実習 B8107 1 丁

D類 ⽇本語・基本 ⽇本語学概説 B8100 2 余
丹保

D類
⽇本語・
⽐較⾔語⽂化

中国語概説Ⅱ B7224 2 服部

⽣活科 ⼩学校の教科(⽣活) ⼩学校専⾨⽣活Ｃ B8108 2 宮岡 他

⽣活科 ⼩学校の教科(⽣活) ⼩学校専⾨⽣活Ｄ B8109 2 平島 他

学部共通 総合科⽬ 総合的な学習の展望と実践 B8110 2 中⻄(康) 他

教職
(-67期) 保育内容の指導指導法 保育指導論 B8003 2 須永 教職 教科の指導法 ⽣活教材研究A B8111 2 荻原 他

教職
(68期) 保育職の意義役割 保育者論 B8004 2 須永 教職 教科の指導法 ⽣活教材研究Ｂ B8112 2 川村 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(幼⼩)Ｐ１ 2 教職 教科教育法 家庭科教育法Ⅳ B8113 2 林(未)

教職 教職実践演習 教職実践演習(幼⼩)Ｐ２ 2

教職 教職実践演習 教職実践演習(幼⼩)Ｐ３ 2

教職 教職実践演習 教職実践演習(幼⼩)Ｐ４ 2

教職 教職実践演習 教職実践演習(中⾼)Ｊ１ 2

教職 教職実践演習 教職実践演習(中⾼)Ｊ２ 2

教職 教職実践演習 教職実践演習(中⾼)Ｊ３ 2

教職 教職実践演習 教職実践演習(中⾼)Ｊ４ 2

教科教職 英語教育 ICTと英語教育 B8006 2 早瀬 教科教職 社会科⼊⾨ 社会科⼊⾨ B3020 ② ⾺原

Ｓ：教科に関する科⽬  Ｐ：教職に関する科⽬  Ｓ・Ｐ：教科⼜は教職に関する科⽬    単位数に○の付してある授業は通年授業です(後期に追加での履修登録は⾏えません)
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平 成 ２ ９ 年 度 (後 期) 授 業 時 間 割 表

曜
 
⽇

区
 
分

１・２限
８：５０〜１０：２０

３・４限
１０：３０〜１２：００

５・６限
１３：００〜１４：３０

７・８限
１４：４０〜１６：１０

９・１０限
１６：２０〜１７：５０



主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業
コード 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業

コード 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 単位 教員

社会
(-66期)

⽇本史 ⽇本史史料講読 B3002 ② 藤⽥ 国語 国語学 ⽇本語学概説 B8100 2 余
丹保

社会
(67期-)

⽇本史 ⽇本史史料講読Ⅰ B3003 ② 藤⽥ 国語
(68期-)

⽇本語教育 ⾔語研究Ⅱ B7203 2 服部

美術 美術理論及び美術史 美術史演習Ⅱ B8000 2 ⼭⼝ 数学 解析学 解析学要論Ⅱ B8101 2 肥⽥野

技術 電気 エネルギー変換⼯学 B8001 2 松岡 美術 図法及び製図 製図Ⅰ B8102 2 岡⽥

英語 英⽶⽂学 英⽶⽂学講読演習Ⅱ(⼩説) B8002 1 宮地 英語 英語学 英語学ゼミナールⅡ(英語の機能) B8103 2 ⻄村

学校教育
(68期-)

学校教育セミナー 学校教育最先端セミナー B8104 2 伊藤敏⼦
瀬⼾(美)

特別⽀援 特別⽀援教育領域以外
の領域 ⼼理⽣理実験(障害者) B3030 ② 荒川 他

特別⽀援
特別⽀援教育領域以外
の領域 特別⽀援教育ゼミナールⅡ B8105 2 松浦(直) 他

幼児 幼児造形 幼児の造形 B8106 2 松本(愛)

情報 情報選択必修科⽬ プログラミング実習 B8107 1 丁

D類 ⽇本語・基本 ⽇本語学概説 B8100 2 余
丹保

D類 ⽇本語・
⽐較⾔語⽂化 中国語概説Ⅱ B7224 2 服部

⽣活科
⼩学校の教科
(⽣活) ⼩学校専⾨⽣活Ｃ B8108 2 宮岡 他

⽣活科
⼩学校の教科
(⽣活) ⼩学校専⾨⽣活Ｄ B8109 2 平島 他

学部共通 総合科⽬ 総合的な学習の展望と実践 B8110 2 中⻄(康) 他

教職
(-67期)

保育内容の指導指導
法

保育指導論 B8003 2 須永 教職 教科の指導法 ⽣活教材研究A B8111 2 荻原 他
教職
(68期)

保育職の意義役
割

保育者論 B8004 2 須永 教職 教科の指導法 ⽣活教材研究Ｂ B8112 2 川村 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(国語・幼⼩) BD011 2 守⽥ 他 教職 教科教育法 家庭科教育法Ⅳ B8113 2 林(未)

教職 教職実践演習 教職実践演習(国語・中⾼) BD012 2 守⽥ 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(社会科・幼⼩) BD021 2 永⽥ 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(社会科・中⾼) BD022 2 ⼭根

教職 教職実践演習 教職実践演習(数学・幼⼩) BD031 2 ⽥中(伸) 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(数学・中⾼) BD032 2 中⻄(正) 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(理科・幼⼩) BD041 2 平賀(伸) 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(理科・中⾼) BD042 2 平賀(伸) 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(⾳楽・幼⼩) BD051 2 川村 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(⾳楽・中⾼) BD052 2 川村 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(美術・幼⼩) BD061 2 ⼭⽥ 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(美術・中⾼) BD062 2 ⼭⽥ 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(保健体育・幼⼩) BD071 2 加納

教職 教職実践演習 教職実践演習(保健体育・中⾼) BD072 2 岡野(昇)

教職 教職実践演習 教職実践演習(家政・幼⼩) BD091 2 吉本 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(家政・中⾼) BD092 2 吉本 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(英語・幼⼩) BD101 2 荒尾 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(英語・中⾼) BD102 2 荒尾

教職 教職実践演習 教職実践演習
 (学校教育・⼈間発達科学コース・幼⼩)

BD111 2 ⼤⽇⽅ 他

教職 教職実践演習 教職実践演習
(⼈間発達科学コース・中⾼)

BD112 2 中⻄(良) 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(特別⽀援教育・幼⼩) BD121 2 栗⽥ 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(特別⽀援教育・中⾼) BD122 2 栗⽥ 他

教職 教職実践演習 教職実践演習(情報・中⾼) BD142 2 萩原 他
Ｓ
・
Ｐ

教科教職 英語教育 ICTと英語教育 B8006 2 早瀬 教科教職 社会科⼊⾨ 社会科⼊⾨ B3020 ② ⾺原
Ｓ：教科に関する科⽬  Ｐ：教職に関する科⽬  Ｓ・Ｐ：教科⼜は教職に関する科⽬    単位数に○の付してある授業は通年授業です(後期に追加での履修登録は⾏えません)

⽔

Ｓ

Ｐ

平 成 ２ ９年 度 (後 期) 授 業 時 間 割 表
曜
 
⽇

区
 
分

１・２限
８：５０〜１０：２０

３・４限
１０：３０〜１２：００

５・６限
１３：００〜１４：３０

７・８限
１４：４０〜１６：１０

９・１０限
１６：２０〜１７：５０



主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業 単位 教員

社会 ⼩学校の教科
(社会) ⼩学校専⾨社会 B9000 2 藤⽥ 国語

(68期-)
⽇本語教育 ⾔語研究Ⅱ B9100 2 原⽥ 国語 国⽂学 国⽂学ゼミナールⅡ B9200 1 和⽥ 社会

(-66期)
⽇本史 ⽇本史演習Ⅱ B4100 ② 藤⽥ 国語 国語学

⽇本語学講義表現法・⾳声
Ⅰ

B9400 2 余

数学 解析学 解析学講究(1-4限) B4021 ④ 川向 数学
⼩学校の教科
(数学) ⼩学校専⾨数学 B9101 2 ⽥中(伸) 国語 書道 書道Ⅱ B9201 1 林(朝) 社会

(67期-)
⽇本史 ⽇本史演習Ⅱｂ B4101 ② 藤⽥ 国語 書道 書道ゼミナールⅡ B9401 1 林(朝)

理科 化学 基礎化学Ａ B9001 2 市川 数学 確率論・統計学 確率・統計学 B4049 ④ ⽟城 国語
(68期-)

⽇本語教育 ⽇本語教育の現状と課題 B9202 2 原⽥ 社会 地誌学 地誌学概論 B9300 2 磯野 社会
(-66期)

外国史 東洋史演習Ⅱ B4141 ② ⼤坪

美術 美術理論及び美術史 造形芸術論 B9002 2 ⼭⼝ ⾳楽 ソルフェージュ ソルフェージュ演習 B9102 1 兼重 社会
(-66期)

外国史 東洋史史料講読 B4083 ② ⼤坪 数学 代数学 代数学演習 B4103 ② 肥⽥野 社会
(67期-)

外国史 東洋史演習Ⅱａ B4142 ② ⼤坪

技術 ⾦属加⼯ ⾦属加⼯学概論 B9003 1 中⻄(康) 美術
(63期-)

⼩学校の教科
(図画⼯作) ⼩学校専⾨美術A B9103 2 ⼭⽥ 社会

(67期-)
外国史 東洋史史料講読Ⅰ B4084 ② ⼤坪 数学 代数学 代数学要論Ⅳ B9301 2 露峰 社会 地理学 都市地理学特論 B9402 2 磯野

学校教育
(-67期)

学習⼼理学 学習⼼理学実践技法 B9004 2 中⻄(良) 保健体育
(-62期)

⼩学校の教科
(保健体育) ⼩学校専⾨体育Ⅰ B9104 1 加納 理科 地学実験 理科実験(地学)(5-7限) B9203 1 伊藤(信)

栗原
美術 デザイン 基礎デザインⅠ B4050 ② 岡⽥ 理科 理科 理科情報基礎(地学) B9403 2 伊藤(信)

特別⽀援
特別⽀援教育領域以
外の領域

軽度発達障害者の⼼理・⽣
理・病理 B9005 2 松浦(直) 保健体育

(63期-)
⼩学校の教科
(保健体育) ⼩学校専⾨体育A B9105 2 加納 ⾳楽

(62期)
⼩学校の教科
(⾳楽) ⼩学校専⾨⾳楽Ⅰa B9204 1 ⾼瀬 美術

美術理論
及び美術史 美術史演習Ⅲ B4086 ② ⼭⼝ ⾳楽

⼩学校の教科
(⾳楽) ⼩学校専⾨⾳楽Ａ B9404 2 ⼩畑

情報 情報社会と情報倫理 情報科学概論 B9006 2 萩原 技術 ⽊材加⼯ ⽊材⼯学概論 B9106 1 中⻄(康) ⾳楽
(63期-)

⼩学校の教科
(⾳楽) ⼩学校専⾨⾳楽A B9205 2 ⾼瀬 保健体育

衛⽣学及び
公衆衛⽣学

衛⽣学及び公衆衛⽣学 B9302 2 重松 ⾳楽 作曲法 作曲ゼミナール2 B9405 1 森川

情報 マルチメディア表現
と技術 マルチメディア概論 B9007 2 ⼭守 技術 機械 原動機⼯学 B9107 2 松本(⾦) ⾳楽 ⾳楽理論 マルチメディア・アート B9206 2 森川 技術 ⾦属加⼯ ⾦属加⼯実習及び製図

(7-9限)
B9303 1 中⻄(康)

松本(⾦)
⾳楽 作曲法 作曲ゼミナール4 B9406 1 森川

D類 ⼈発・選択AⅢ 学習⼼理学実践技法 B9004 2 中⻄(良) 家政 住居学 住⽣活環境論 B9108 2 伊東 美術 デザイン デザイン演習 B4085 ② 岡⽥ 英語
英語コミュニケー
ション

英作⽂Ⅱ
(パラグラフライティング)

B9304 1 ロバーツ 保健体育 体育原理 保健体育学ゼミナール B9408 2 加納

D類 ⼈発・選択B 教育原理 B9008 2 寳來 英語 英語コミュニケー
ション

英作⽂Ⅳ
(エッセイライティング)

B9109 1 ロバーツ 技術
(-62期)

情報とコンピュータ 電⼦計算機基礎 B9207 2 中⻄(康) 特別⽀援
特別⽀援教育領域
以外の領域 軽度発達障害教育 B9305 2 栗⽥ 家政 ⾷物学 栄養学概論 B9409 2 磯部

D類 ⽇本語・⽐較⾔語⽂
化 中国語会話Ⅲ B9009 2 武 学校教育

(-67期)
学校教育研究法 授業観察・分析法 B9110 2 森脇 技術

(63期-)
情報とコンピュータ 情報処理⼯学 B9208 2 中⻄(康) 幼児 保育内容研究 保育内容特別研究Ⅱ B9306 2 吉⽥ 英語 英語

コミュニケーション
英作⽂Ⅵ
(ペーパーライティング)

B9410 1 荒尾

D類 ⽇本語・⽐較⾔語⽂
化 ⽇本美術史概説 B9010 2 ⼭⼝ 学校教育

(68期-)
臨床・社会 カウンセリング実習 B9111 1 ⽔⾕ 家政 住居学 住居学実習(製図を含む。)

(5-7限)
B9209 1 伊東 D類 ⼈発・選択AⅢ

特別なニーズをもつ⼦どもの
教育 B9307 2 栗⽥ 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅱ B9411 1 中⻄(良)

学部共通 図書館学 情報メディアの活⽤ B9011 2 川合 特別⽀援
特別⽀援教育領域以外
の領域 聴覚障害教育概論 B9112 2 荒川

栗⽥
英語 英⽶⽂学 英⽶⽂学講義Ⅱ B9210 2 ロバーツ D類 ⽇本語・専⾨ 語⽤論 B9308 2 別府 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅱ B9412 1 南

幼児
(65期-)

幼児⼼理学 幼児⼼理学特講 B9113 2 富⽥ 幼児 ⼩児保健学 ⼦どもの保健Ⅱ B9211 1 村端
仁尾

D類 ⽇本語・
⽐較⾔語⽂化 ⽇本地理概説 B9309 2 磯野 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅱ B9413 1 瀬⼾(美)

情報 情報コース共通科⽬ 確率・統計学 B4049 ④ ⽟城 情報 情報選択必修科⽬ 情報産業論 B9212 2 伊藤(貞) 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅳ B9414 1 中⻄(良)

D類 ⼈発・基本 授業観察・分析法 B9110 2 森脇 B類 情報とコンピュータ 情報処理⼯学 B9208 2 中⻄(康) 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅳ B9415 1 南

D類 ⼈発・選択AⅡ カウンセリング実習 B9111 1 ⽔⾕ D類
(-65期)

⼈発・選択AⅢ 教育⼯学Ⅱ B9213 2 下村 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅳ B9416 1 瀬⼾(美)

D類 ⽇本語・専⾨ 世界の中の⽇本Ⅱ B9114 2 原⽥ D類
(66期-)

⼈発・選択AⅢ 教育の⽅法と技術Ⅱ B9213 2 下村 特別⽀援 特別⽀援教育領域 障害者⼼理演習Ⅲ B4151 ② 菊池

D類 ⽇本語・基本 ⽇本語教育の現状と課題 B9202 2 原⽥ 情報 コンピュータ及び情
報処理

コンピュータアルゴリズム B9417 2 奥村

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅱ B9418 1 南

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅱ B9419 1 瀬⼾(美)

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅱ B9420 1 中⻄(良)

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅳ B9421 1 中⻄(良)

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅳ B9422 1 南

D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅳ B9423 1 瀬⼾(美)

D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語学講義表現法・⾳声Ⅰ B9400 2 余

技術 技術教育学 技術教育学ゼミナールⅡ
(11-12限)

B9500 1 ⿂住

B類 選択 情報処理講究Ⅱ
(11-12限)

B4152 ② ⼭守

B類 選択 情報処理講究Ⅱ
(11-12限)

B4153 ② 丁

情報 情報選択必修科⽬
情報システム実習
(11-12限)

B4154 ② ⼭守

情報 情報選択必修科⽬
情報システム実習
(11-12限)

B4155 ② 丁

教職 教育学・教育史 教育原理 B9008 2 寳來 教職 教職の意義及び教員
の役割 教職⼊⾨ B9115 2 楊 教職

(-65期)
教育の⽅法・技術 教育⼯学Ⅱ B9213 2 下村 教職 教科の指導法 国語教材研究 B9310 2 中垣 教職 教職の意義及び教員

の役割 教職⼊⾨ B9424 2 守⼭

教職 教育課程の意義と編
成 教育課程総論 B9012 2 須永 教職 教科の指導法 体育教材研究 B9116 2 岡野(昇) 教職

(66期-)
教育の⽅法・技術 教育の⽅法と技術Ⅱ B9213 2 下村 教職 教科の指導法 図⼯教材研究 B9311 2 ⼭⽥ 教職 教科の指導法 家庭教材研究 B9425 2 林(未)

教職 教科の指導法 ⾳楽教材研究 B9013 2 ⼭中 教職 教科教育法 国語科教育法Ⅱ B9117 2 守⽥ 教職 教科教育法 数学科教育法Ⅱ B4087 ④ 中⻄(正)

教職 教科の指導法 体育教材研究 B9014 2 岡野(昇) 教職 教科教育法 理科教育法Ⅳ B9118 2 平賀(伸)

教職 教科教育法 地理・歴史科教育法 B1097 ④ 永⽥ 教職 教科教育法 ⾳楽科教育法Ⅱ B8005 2 ⼭中

教職 教科教育法 理科教育法Ⅱ B9015 2 荻原
平賀

教職
(64期-)

教科教育法 英語科教育法⼊⾨ B9119 2 荒尾

教職 教科教育法 ⾳楽科教育法Ⅳ B9016 2 川村

教科教職
(-66期)

社会科教育学 社会科教育ゼミナール B4147 ② 永⽥

教科教職
(67期-)

社会科教育学 社会科教育ゼミナールⅠ B4148 ② 永⽥

Ｓ：教科に関する科⽬  Ｐ：教職に関する科⽬  Ｓ・Ｐ：教科⼜は教職に関する科⽬    単位数に○の付してある授業は通年授業です(後期に追加での履修登録は⾏えません)

⽊

Ｓ

Ｐ

Ｓ
・
Ｐ

平 成 ２ ９ 年 度 (後 期) 授 業 時 間 割 表
曜
 
⽇

区
 
分

１・２限
８：５０〜１０：２０

３・４限
１０：３０〜１２：００

５・６限
１３：００〜１４：３０

７・８限
１４：４０〜１６：１０

９・１０限
１６：２０〜１７：５０



主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業
コード 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業

コード 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業
コード 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業

コード 単位 教員 主対象 科⽬ 授業科⽬ 授業
コード 単位 教員

国語 漢⽂学 漢⽂学演習Ⅱ B0100 1 松本(昭) 国語 漢⽂学 漢⽂学講義Ⅱ B0200 2 湯浅 国語 国語学 ⽇本語学演習⽂法・
語彙Ⅰ

B0300 1 丹保 国語 国語学 ⽇本語学講義⽂法・
語彙Ⅰ

B0400 2 丹保 社会 政治学 政治学演習Ⅱ B5115 ② ⾺原

社会 政治学 政治思想史 B0101 2 ⾺原 社会 地理学 ⼈⽂地理学概論 B0201 2 磯野 社会 政治学 現代政治論 B0301 2 ⾺原 国語 国⽂学 国⽂学ゼミナールⅡ B7100 1 松本(昭)
社会
(-66期)

経済学 経済学演習Ⅱ B5090 ② 内⽥

理科
(-66期) ⽣物学 基礎⽣物学Ⅱ B0203 2 後藤(太) 数学 コンピュータ 応⽤数学要論Ⅳ B0202 2 ⽯⾕ 社会 地理学 ⼈⽂地理学実習 B0302 1 磯野 社会 政治学 政治学演習Ⅰ B5092 ② ⾺原 社会

(67期-)
経済学 経済学演習Ⅱａ B5091 ② 内⽥

理科
(67期-) ⽣物学 基礎⽣物学B B0203 2 後藤(太) 理科 地学 地学講義Ⅲ B0204 2 栗原 社会 経済学 ⽇本経済論 B0303 2 内⽥ 社会 地理学 ⾃然地理学実習 B0402 1 宮岡 数学 幾何学 幾何学演習 B5116 ② 古関

理科 物理学 物理学講義Ⅳ B0102 2 牧原 ⾳楽 器楽 器楽研究Ａ４ B0205 1 兼重 数学 幾何学 幾何学概論 B5063 ④ 古関 数学 幾何学 幾何学講究(7-10限) B5094 ④ 森⼭ 理科 化学 化学講義Ｉ B0500 2 若林

⾳楽 器楽 器楽研究Ａ２ B0103 1 兼重 ⾳楽 器楽 器楽研究Ａ４ B0206 1 ⼩畑 数学 代数学 代数学講究(5-8限) B5064 ④ 露峰 数学 解析学 解析学演習 B5093 ② ⽟城 理科 ⽣物学 ⽣物学講義Ⅲ B5119 ② 平⼭

⾳楽 器楽 器楽研究Ａ２ B0104 1 ⼩畑 保健体育
⼩学校の教科
(保健体育) ⼩学校専⾨体育D B0207 2 後藤(洋) 理科 化学実験 化学実験(5-7限) B5067 ② 市川 他 理科 ⽣物学 ⽣物学講義Ⅱ B0403 2 後藤(太) 理科 ⽣物学 ⽣物学講義Ⅳ B5117 ② 後藤(太)

美術 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育
造形ﾒﾃﾞｨｱ基礎演習
(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ)

B0105 2 上⼭ 保健体育 体育実技 柔道 B0208 1 佐藤(武) 理科 地学実験 地学実験(5-7限) B5066 ② 伊藤(信)
栗原 ⾳楽 器楽 器楽ゼミナール４ B0404 1 兼重 理科 地学 地学講義Ⅱ B5118 ② 伊藤(信)

家政 ⾷物学 調理実習Ⅱ(2-4限) B0106 1 平島 保健体育 運動学 運動⽅法学演習 B0209 2 ⼋⽊ ⾳楽 器楽 器楽ゼミナール2 B0304 1 兼重 ⾳楽 器楽 器楽ゼミナール４ B0405 1 ⼩畑 理科 地学 地学講義Ⅳ B5120 ② 栗原

英語 英語コミュニケー
ション

英語スピーキングⅣ(ディ
スカッション)

B0107 1 ロバーツ
英語
(63期-)

英語コミュニケー
ション 英語リスニングⅣ B0210 1 ロバーツ ⾳楽 器楽 器楽ゼミナール2 B0305 1 ⼩畑 英語

(63期-)
英語コミュニ
ケーション

英語リスニングⅡ B0406 1 荒尾 ⾳楽 指揮法 指揮法演習2 B0501 1 兼重

幼児 幼児教育学 保育原理 B0108 2 富⽥ 学校教育
(-67期)

学習⼼理学 学習⼼理学 B0211 2 中⻄(良) 家庭 家庭経営学 家族関係論 B0306 2 林(未) 英語 英語コミュニ
ケーション

英作⽂Ⅵ
(ペーパーライティング)

B0407 1 宮地 家政 家庭経営学 家政学原論 B0502 2 乘本

D類
(-65期)

⼈発・選択AⅢ 教師と⽣徒の⼼理Ⅰ B0109 2 廣岡 学校教育
(68期-)

教育学隣接領域 学習⼼理学 B0211 2 中⻄(良) 英語 英⽶⽂学 英⽶⽂学ゼミナールⅡ
(⼩説)

B0307 2 宮地 学校教育 学校教育セミナー 教育⼼理学PBLセミナー B0408 2 南 他 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅱ B0503 1 松浦均

D類
(66期-)

⼈発・選択AⅢ ⽣徒指導・進路指導論Ⅰ B0109 2 廣岡 学校教育
(68期-)

認知・発達・学習 学習⼼理学 B0211 2 中⻄(良) 学校教育
(-67期) 社会⼼理学 社会⼼理学 B0308 2 松浦均 特別⽀援

特別⽀援
教育領域

特別⽀援教育演習Ⅰ B2132 ② 栗⽥ 学校教育 学校教育研究 学校教育研究演習Ⅳ B0504 1 松浦均

特別⽀援 特別⽀援教育領域
知的障害者の⼼理・⽣理・
病理

B0212 2 松浦(直) 学校教育
(68期-)

教育学隣接領域 社会⼼理学 B0308 2 松浦均 情報 コンピュータ及び
情報処理 情報処理実習Ⅰ B5102 ② 萩原 特別⽀援 特別⽀援教育領域 障害者保健演習Ⅳ B5075 ② 松浦(直)

情報 情報と産業 情報と職業 B0213 2 ⽦⽥ 学校教育
(68期-) 臨床・社会 社会⼼理学 B0308 2 松浦均 D類 ⼈発・選択AⅠ 教育⾏政学 B0409 2 織⽥ 情報 情報選択必修科

⽬
情報システム実習 B5131 ② 萩原

D類 ⼈発・選択AⅢ 学習⽀援論 B0214 2 森脇 幼児 幼児⼼理学 幼児⼼理学演習Ⅱ B0309 1 富⽥ D類
(-65期)

AⅡ⼈間関係発
達⽀援 教育臨床Ⅱ B0410 2 廣崎 B類 幾何学 幾何学演習 B5116 ② 古関

D類 ⼈発・選択AⅢ 学習⼼理学 B0211 2 中⻄(良) 情報 情報コース共通
科⽬ 幾何学概論 B5063 ④ 古関 D類

(66期-)
⼈発・選択AⅡ 教育相談Ⅱ B0410 2 廣崎 D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅱ B0505 1 松浦均

D類 ⽇本語・基本 ⽇本語と論理的表現Ⅰ B0216 2 秋元 B類 幾何学 幾何学概論 B5063 ④ 古関 D類 ⽇本語・専⾨
⽇本語学講義⽂法・
語彙Ⅰ

B0400 2 丹保 D類 ⼈発・基本 ⼈間発達科学研究演習Ⅳ B0506 1 松浦均

D類 ⼈発・選択AⅡ 社会⼼理学 B0308 2 松浦均

D類
(-66期)

⽇本語・基本
⾔語表現と⾮⾔語表現
(⾳楽)

B0310 2 ⼭⽥

D類
(67期)

⽇本語・基本 ⾔語表現と⾮⾔語表現 B0310 2 ⼭⽥

D類 ⽇本語・専⾨
⽇本語学演習⽂法・
語彙Ⅰ

B0300 1 丹保

教職
(-65期) 特別活動 教師と⽣徒の⼼理Ⅰ B0109 2 廣岡 教職 教育課程の意義

と編成 教育課程論Ⅱ B0217 2 李 教職 教育課程の意義と
編成 教育課程論Ⅱ B0311 2 李 教職 教育社会・制度・

経営学 教育⾏政学 B0409 2 織⽥

教職
(66-68期)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導

⽣徒指導・進路指導論Ⅰ B0109 2 廣岡 教職 教育の⽅法・技術 学習⽀援論 B0214 2 森脇 教職 教科の指導法 理科教材研究Ⅱ B0312 2 荻原 教職 教育課程の意義と
編成 教育課程論Ⅰ B0411 2 佐藤(年)

教職
(69期)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導

⽣徒指導・進路指導論 B0110 2 廣岡 教職 教科の指導法 理科教材研究Ⅰ B0218 2 平賀(伸) 教職 教科の指導法 図⼯教材研究 B0313 2 上⼭ 教職
(-65期)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導 教育臨床Ⅱ B0410 2 廣崎

教職 保育内容の指導 表現ⅠB B0111 1 吉⽥ 教職 保育内容の指導 表現ⅡB B0219 1 岩附 教職
(66期-)

⽣徒指導・教育相
談・進路指導 教育相談Ⅱ B0410 2 廣崎

教職 教科の指導法 家庭教材研究 B0412 2 吉本

教科教
職

美術教育 美術教育演習Ⅲ B5016 ② ⼭⽥ 教科教職 美術教育 美術教育演習ⅡB B0220 2 上⼭ 教科教職 理科教育 理科教育ゼミナール B5108 ② 荻原
平賀

教科教職
(-66期) 美術教育 美術教育演習Ⅱ B0507 2 ⼭⽥

教科教職 美術教育 美術教育演習Ⅲ B5016 ② 上⼭ 教科教職
(67期-) 美術教育 美術教育演習ⅡA B0508 2 ⼭⽥

Ｓ：教科に関する科⽬  Ｐ：教職に関する科⽬  Ｓ・Ｐ：教科⼜は教職に関する科⽬    単位数に○の付してある授業は通年授業です(後期に追加での履修登録は⾏えません)

⾦

平 成 ２ ９ 年 度 (後 期) 授 業 時 間 割 表
曜
 
⽇

区
 
分

１・２限
８：５０〜１０：２０

３・４限
１０：３０〜１２：００

５・６限
１３：００〜１４：３０

７・８限
１４：４０〜１６：１０

９・１０限
１６：２０〜１７：５０

Ｐ

S
・
P

Ｓ



区 分 主対象 科   ⽬ 授  業  科  ⽬ 授業コード 単位 担   当   教   員 区 分 主対象 科   ⽬ 授  業  科  ⽬ 授業コード 単位 担   当   教   員

国語 書道 書道研究Ⅰ B0003 ② 林(朝) D期
(63期-) ⼈発・選択AⅢ 教育技術論Ⅰ BC111 2 ⽡林

国語
(68期-) ⽇本語教育 ⽇本語教育実習 B0004 ③ 原⽥ D類

(-65期) ⼈発・選択AⅢ 教師と⽣徒の⼼理Ⅱ BC112 2 後藤(綾)
国語
(-66期) 国⽂学 国⽂学講義Ⅱ BC100 2 柴⽥ D類

(66期-) ⼈発・選択AⅢ ⽣徒指導・進路指導論Ⅱ BC112 2 後藤(綾)
国語
(67期-) 国⽂学 国⽂学講義・古典Ⅱ BC101 2 柴⽥ D類

(-65期) ⼈発・選択AⅢ 教師と⽣徒の⼼理Ⅰ BC114 2 ⽮⽥

社会 外国史 外国史概論 BC102 2 鈴⽊(宏) D類
(66期-) ⼈発・選択AⅢ ⽣徒指導・進路指導論Ⅰ BC114 2 ⽮⽥

理科 ⽣物学実験 野外実習 B0011 ② 後藤(太) D類 ⽇本語・基本 世界の中の⽇本Ⅰ(⽇本⽂化論) BC116 2 鈴⽊(宏)

理科 地学実験 地学実習Ⅱ B0002 ② 栗原 D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育学研究Ⅲ BC117 2 林(朝), 服部

理科 地学実験 地学実習Ⅰ B0013 ② 伊藤(信) D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育実習 B0037 ③ 林(朝)

⾳楽 器楽 器楽研究(⽇本⾳楽) BC103 1 丸⽥ D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育実習 B0004 ③ 原⽥

美術 美術理論及び美術史 古美術研究 BC104 2 ⼭⼝ D類 ⽇本語・専⾨ ⽇本語教育実習 B0036 ③ 服部

保健体育 体育実技 野外運動Ⅰ(スキー) BC105 1 ⼤隈, 重松, 加納, 本多 学部共通 博物館学 博物館経営論 JSCB2 2 道⽥

技術 情報とコンピュータ 情報⼯学概論 BC106 1 ⻑⾕川 学部共通 博物館学 博物館実習(学内実習) JSCB3 2 平賀(⿇), ⽣⽥

技術 電気 ⼯場⾒学 B0020 ① 松岡 教職
(-65期) 特別活動 ⽣活指導論 BC109 2 ⽯垣 他

学校教育 学校教育セミナー 教育学セミナー B0026 ② 佐藤(年) 教職
(66期-) 特別活動 特別活動論Ⅰ BC110 2 ⽯垣 他

学校教育 学校教育実地研究 学校教育実地研究Ⅲ B0025 ② 南, 中⻄(良),
松本(⾦), 松浦均 教職 教育の⽅法・技術 教育技術論Ⅰ BC111 2 ⽡林

学校教育
(-67期) 教育評価 教育評価学 BC107 2 ⻄⼝ 教職 教科教育法 国語科教育法Ⅳ BC118 2 丹藤
学校教育
(68期-) 認知・発達・学習 教育評価学 BC107 2 ⻄⼝ 教職

(-65期)
⽣徒指導・教育相談・進
路指導 教師と⽣徒の⼼理Ⅱ BC112 2 後藤(綾)

特別⽀援
特別⽀援教育領域以外の
領域 特別⽀援教育観察参加 B0027 ② 荒川, 松浦(直), 菊池,

郷右近, 栗⽥
教職
(66-68期)

⽣徒指導・教育相談・進
路指導 ⽣徒指導・進路指導論Ⅱ BC112 2 後藤(綾)

幼児 児童福祉 社会福祉 BC108 2 佐々⽊ 教職
(69期)

⽣徒指導・教育相談・進
路指導 ⽣徒指導・進路指導論 BC113 2 後藤(綾)

D類 課程共通科⽬ ⼈間発達実地研究Ⅲ B0033 ② 南,松浦均,
中⻄(良), 松本(⾦)

教職
(-65期)

⽣徒指導・教育相談・進
路指導 教師と⽣徒の⼼理Ⅰ BC114 2 ⽮⽥

D類 ⼈発・選択AⅠ 教育評価学 BC107 2 ⻄⼝ 教職
(66-68期)

⽣徒指導・教育相談・進
路指導 ⽣徒指導・進路指導論Ⅰ BC114 2 ⽮⽥

D類
(-65期) ⼈発・選択AⅢ ⽣活指導論 BC109 2 ⽯垣 他 教職

(69期)
⽣徒指導・教育相談・進
路指導 ⽣徒指導・進路指導論 BC115 2 ⽮⽥

D類
(66期-) ⼈発・選択AⅢ 特別活動論Ⅰ BC110 2 ⽯垣 他 S・P 教科教職 美術教育 美術教育特講Ⅱ BC119 2 ⼭⽥, 関

曜⽇・時限 単位 担   当   教   員 時限 単位 担   当   教   員

集中 教育実地研究基礎 BE001 1 後藤(太)、栗原、
市川、國仲 集中 教育実地研究  BE017 1 南、松浦(均)、

中⻄(良)、松本(⾦)

集中 教育実地研究基礎 BE002 1 松浦(直)、菊池、
荒川、郷右近、栗⽥ 集中 教育実地研究 BE018 1 磯部、平島

集中 教育実地研究基礎 BE003 1 上⼭ 集中 教育実地研究 BE019 1 吉⽥、富⽥

⽔9-10 教育実地研究基礎 BE004 1 磯部、平島 集中 教育実地研究 BE020 1 上⼭

集中 教育実地研究基礎 BE005 1 守⽥ 集中 教育実地研究 BE021 1 ⼭⽥

集中 教育実地研究基礎 BE006 1 ⿂住、松岡 守 集中 教育実地研究 BE022 1 松岡、⿂住、松本(⾦)、
中⻄(康)

集中 教育実地研究基礎 BE007 1 ⽥中 ⽔1-2 教育実地研究 BE023 1 栗⽥、郷右近、荒川、
松浦(直)、菊池

集中 教育実地研究基礎 BE008 1 ⼭守 集中 教育実地研究 BE024 1 牧原、國仲、市川、後藤(太)、
平⼭、伊藤(信)、栗原、荻原、平賀

集中 教育実地研究基礎 BE009 1 松本(⾦)、⼤⽇⽅ ⾦9-10 教育実地研究 BE025 1 守⽥

集中 教育実地研究基礎 BE010 1 藤⽥ 他

集中 教育実地研究基礎 BE011 1 富⽥

⽔7-10 教育実地研究基礎 BE012 1 松本(⾦)、⼤⽇⽅

集中 教育実地研究基礎 BE013 1 後藤(洋)、 ⼤隈 ※教育実地研究に関する科⽬の履修申告は、担当教員によるガイダンスの際に⾏います。

集中 教育実地研究基礎 BE014 1 兼重、⼸場、森川、
川村、⼩畑

集中 教育実地研究基礎 BE015 1 荒尾

⽔7-10 教育実地研究基礎 BE016 1 松本(⾦)、⼤⽇⽅

後期

後期

学期 授 業 科 ⽬

後期

前期

前期

前期

前期

平 成 ２ ９ 年 度 (後 期) 集 中 講 義

通年

通年

通年

通年

授 業 科 ⽬

通年

通年

通年

通年

通年

学期

通年

通年

通年

平 成 ２ ９ 年 度  教 育 実 地 研 究 に 関 す る 科 ⽬

Ｓ

Ｓ

Ｐ

後期

後期

前期

通年

通年

通年
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