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115000 理科* 市川直子 C503 115002 社会* 佐藤克士 115019 情報科学入門 小山田隆信 ①305 115024 日本国憲法 鈴木崇之 ELF Communication for Teachers 学生時間割参照

115001 図工* 栗山由加 C102 115008 音楽* 川元真理川元真理 U201/U203 115018 情報科学入門 堀澤早霧 ①304 115025 国語 佐内信之

115009 図工* 栗山由加 C102 115020 社会* 佐藤克士 115282 社会* 佐藤克士

115010 日本史概論 濵田英毅 115021 算数* 柳瀬泰

115262 教育原理 奥野武志 ①201 115012 社会科指導法 小林巧 115023 音楽科指導法 久保紘子久保紘子 U201/U203 115026 教育原理 大沢裕 115035 観光地誌論 小堀貴亮

115004 学習・発達論 田村修一 115014 体育実技（陸上） 川崎登志喜 大G/記G 115022 国語科指導法 佐内信之 115028 図工科指導法 飯田奈津美 C102 115S09 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟA 石井恭子・山田深雪

115005 外国語(英語)指導法 尾関はゆみ 115288 体育科指導法 山田信幸 115030 異文化理解と教育* 具英姫 115S10 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟB 石井恭子・山田深雪

115013 外国語(英語)指導法 尾関はゆみ 115027 音楽科指導法 梅沢一彦梅沢一彦 U201/U203 教612/教611/教610

115011 国語科指導法 佐内信之 115S11 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟC 115S12 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟD

115285 外国史概論 宮本英征 石井恭子・山田深雪 石井恭子・山田深雪

115003 社会科･公民科指導法 I 樋口雅夫 115016 法律学(国際法を含む。) 鈴木崇之 115029 現代社会の教育課題* 谷和樹

115006 保健体育科指導法Ⅰ 阿部隆行 115015 体育実技（ﾀﾞﾝｽ） 小川洋子 多目的 115133 日本と外国の歴史 宮本英征

115017 臨床心理学* 小林亮 115033 総合的な学習の時間の 115032 総合的な学習の時間の

理論と方法 理論と方法

小林亮 小林亮

115031 特別支援教育 115034 特別支援教育

調整中 調整中

115203 ◆精神保健 原田眞理 115204 ◆歴史資料情報論 濵田英毅

太田幸治

115036 教育学概論 坂野慎二 115043 教育原理 杉山倫也 教612 115056 情報科学入門 三橋大輔 ① 115067 音楽Ⅰ【1年1～3組】 朝日公哉

115045 音楽* 朝日公哉 115059 生活* 飯島将仁 E327 115068 音楽Ⅰ【1年4～6組】 佐藤恵利

115044 哲学* 中山剛史 115060 体育(幼・小)* 宇田陽一 E416 115069 音楽Ⅰ【1年7～10組・2年・3年】 調整中

115284 ﾃﾞｰﾀ処理* 藤谷哲 115058 家庭* 伊藤美紀 E417

115046 人文科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(R) 115047 人文科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(R) 115057 理科* 石井恭子 C503

井上マヤ 井上マヤ

115038 教育原理 佐久間裕之 115051 衛生学 庭野裕恵 115064 西洋哲学思想史 山口修二 E331 115071 図工科指導法 石川秀香 115065 公衆衛生学 青栁直子

115041 保育内容指導法(人間関係) 坂本喜一郎 教621 115049 体育科指導法 鈴木淳也 115062 算数科指導法 上野和彦 E516 115073 公衆衛生学 青栁直子 総合的な学習の時間の 総合的な学習の時間の

115040 理科指導法 小川俊哉 115050 東洋思想史 朱浩東 115063 図工科指導法 石川秀香 C102 115074 保育内容指導法(言葉) 河合満俊 理論と方法 理論と方法

115039 算数科指導法 上野和彦 E420 115048 理科指導法 五十嵐敏文 115066 保育内容指導法(環境) 河合満俊 115070 心理学* 高田薫 冨澤美千子 冨澤美千子

115277 体育実技(水泳)【男子】 115278 体育実技(水泳)【女子】 115054 総合的な学習の時間の 115055 総合的な学習の時間の 115061 社会科指導法 小谷恵津子 E419 115072 外国史概論 髙木小苗

鈴木淳也 プール 鈴木淳也 プール 理論と方法 理論と方法

冨澤美千子 冨澤美千子

115042 保健体育科指導法Ⅰ 阿部隆行 115052 教育相談の理論と方法 金田一賢顕 115075 教育相談の理論と方法 原田眞理 115280 教育相談の理論と方法 金田一賢顕

115283 幼児理解と教育相談 松山洋平 115053 運動学(運動方法学を含む。) 武内麻美 115286 生徒・進路指導の理論と方法 増淵則敏 115287 生徒・進路指導の理論と方法 増淵則敏

115K00 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟA【J-SHINE】 松本由美

115205 ◆保健体育科指導法Ⅲ ※左記は4月7月集中授業のため火1・2限と火3・4限にて開講します。 南島永衣子 115203 ◆精神保健 原田眞理

太田幸治

115076 教育学概論 山口圭介 115093 教育学概論 山口圭介 115103 学習・発達論 伊藤令枝

115077 情報科学入門 岡田勇 115094 情報科学入門 岡田勇 115104 体育(幼・小)* 波田寿一

115078 理科* 久保田善彦 115095 家庭* 土屋みさと 115105 外国語(英語)* 西村秀之

115080 人文科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(R) 115079 人文科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(W) 115097 社会科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(R) 115096 社会科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(R) 教育心理学 高平小百合

相原雅子 相原雅子 小島佐恵子 小島佐恵子

115081 全人教育実践演習A【2年1組】 田澤里喜 115100 体育科指導法 鈴木淳也 名著講読（人文科学）（社会科学）（自然科学） 115137 学習・発達論 伊藤令枝 115140 生活科指導法 相場博明

115082 全人教育実践演習A【2年2組】 高平小百合 115099 理科指導法 五十嵐敏文 115106 市川直子 115119 市川直子 115138 生活科指導法 相場博明 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)A 渋谷行成・岩田恵子

115083 全人教育実践演習A【2年3組】 尾関はゆみ 115098 国語科指導法 山田深雪 115107 今尾佳生 115120 今尾佳生 115139 外国語(英語)指導法 西村秀之 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)B 渋谷行成・岩田恵子

115084 全人教育実践演習A【2年4組】 市川直子 115007 体育原理 神田俊平 U323 115108 上田よう子 115121 上田よう子 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)C 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)D

115085 全人教育実践演習A【2年5組】 小林亮 115109 梅沢一彦 115122 梅沢一彦 渋谷行成・岩田恵子 渋谷行成・岩田恵子

115086 全人教育実践演習A【2年6組】 宮本英征 115110 尾関はゆみ 115123 尾関はゆみ

115087 全人教育実践演習A【2年7組】 調整中 115111 朱浩東 115124 朱浩東

115088 全人教育実践演習A【2年8組】 阿部隆行 115112 杉山倫也 115125 杉山倫也

115089 全人教育実践演習A【2年9組】 岩田恵子 115113 調整中 115126 調整中

115090 全人教育実践演習A【2年10組】 上田よう子 115114 中西茂 115127 中西茂

115115 樋口雅夫 115128 樋口雅夫

115116 調整中 115129 調整中

115117 宮﨑豊 115130 宮﨑豊

115118 山田徹志 115131 山田徹志

115091 教育課程編成論 湯藤定宗 115187 社会科･地理歴史科指導法 I 宮本英征

115092 宗教学* ゴッタルドマルコ 115101 体育経営管理学 川崎登志喜 115132 生徒・進路指導の理論と方法 工藤亘

115279 道徳教育の理論と方法 木村元彦 115102 教育実習（事前指導）【幼稚園】 115134 総合的な学習の時間の 115135 総合的な学習の時間の

田甫綾野・田澤里喜・佐藤博子・鳥塚惠子 理論と方法 理論と方法

小林亮 小林亮

115206 ◆保健体育科指導法Ⅲ ※左記は4月7月集中授業のため水1・2限と水3・4限にて開講します。 南島永衣子 115207 ◆異文化理解と教育 大谷千恵

115213 ◆教職演習A【社会】 髙岡麻美 115204 ◆歴史資料情報論 濵田英毅

115208 ◆教職演習A【小学校】 有馬武裕

115211 ◆教職演習A【小学校】 宇田陽一

115212 ◆教職演習A【小学校】 調整中

115210 ◆教職演習A【小学校】 宮谷映美子

115209 ◆教職演習A【小学校】 山重ふみ子

115141 日本国憲法 大久保悠貴 115144 日本国憲法 大久保悠貴 健康教育【1年1～5組】 別紙参照 健康教育【1年6～10組】 別紙参照

115145 情報科学入門 田畑忍 115148 日本国憲法 鈴木崇之 115152 日本国憲法 始澤真純

115142 教育原理 山口意友 115146 経済学(国際経済を含む｡) 今井祐之 115149 生理学(運動生理学を含む。) 野上順子 115153 学習・発達論 魚崎祐子

115147 体育科指導法 高島二郎

現代教育研究Ⅰ 別紙参照 115150 幼児教育課程論 栗原啓祥 115281 保育内容指導法(人間関係) 栗原啓祥

115151特別活動の理論と方法 115289 特別活動の理論と方法

山口祐一 山口祐一

115215 ◆教職演習A【小学校】 飯島将仁 ◆卒業課題研究Ⅰ ※左記は4月7月集中授業のため木5・6限と木7・8限にて開講します。 別紙参照

115214 ◆教職演習A【小学校】 今城徹

115217 ◆教職演習A【小学校】 瀧澤優子

115216 ◆教職演習A【小学校】 波田寿一

115218 ◆教職演習A【保健体育】 永松由次

115143 図工科指導法 小林貴史

115154 一年次セミナー101【1年1組】 朝日公哉 115168 情報科学入門 古性淑子 115176 情報科学入門 古性淑子 115192 情報科学入門 古性淑子

115155 一年次セミナー101【1年2組】 渋谷行成 115169 体育(幼・小)* 高島二郎 115175 教育学概論 今尾佳生 115191 教育学概論 今尾佳生

115156 一年次セミナー101【1年3組】 小谷恵津子 115177 国語* 山田深雪 115193 算数* 柳瀬泰

115157 一年次セミナー101【1年4組】 調整中 115178 社会* 西川克行 115194 図工* 石川秀香

115158 一年次セミナー101【1年5組】 大谷千恵 115179 音楽* 久保紘子

115159 一年次セミナー101【1年6組】 武内麻美 115181 外国語(英語)* 尾関はゆみ

115160 一年次セミナー101【1年7組】 松本由美 115182 社会科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(R) 115183 社会科学ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙｽﾞ(R)

115161 一年次セミナー101【1年8組】 南島永衣子 中西茂 中西茂

115162 一年次セミナー101【1年9組】 山田徹志

115163 一年次セミナー101【1年10組】 濵田英毅

115165 国語科指導法 増田泉 115170 国語科指導法 増田泉 体育科指導法 南島永衣子 115197 地理学概論 宮本英征

115164 教育原理 杉山倫也 115171 音楽科指導法 小口浩司 115185 家庭科指導法 土屋みさと 115195 国語科指導法 山口政之

115166 保育内容指導法(表現) 田澤里喜 115172 家庭科指導法 土屋みさと 115184 国語科指導法 山口政之 115277 体育実技(水泳)【男子】 115278 体育実技(水泳)【女子】

石川秀香 115173 保育内容指導法(健康) 鈴木隆 115190 特別活動の理論と方法 鈴木淳也 鈴木淳也

本城菊乃 115174 特別活動の理論と方法 115290 特別活動の理論と方法 川本和孝

赤坂雅裕 赤坂雅裕

115167 教育課程編成論 齋藤義雄 115186 教育課程編成論 末松裕基 115199 教育課程編成論 末松裕基 115202 自然地理学 青木かおり

115188 保健体育科指導法Ⅰ 永松由次 115198 教育課程編成論 山田朋子

115189 運動学(運動方法学を含む。) 武内麻美 115201 人文地理学 青木かおり

115200 栄養学 古泉佳代

115207 ◆異文化理解と教育 大谷千恵

115219 体育実技(スキー) 【2023年2月実施済】 鈴木淳也・川崎登志喜・山田信幸・工藤亘・阿部隆行・児玉基

115S13 教育実習 (小学校) 石井恭子・田澤里喜 115S15 教育実習 (中学校)【保健体育】 鈴木淳也

115S14 教育実習 (中学校)【社会】 樋口雅夫・宮本英征 教育実習 (高等学校)【保健体育】 鈴木淳也

教育実習 (高等学校)【公民】 樋口雅夫・宮本英征 115R00 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ A 松本由美

教育実習 (高等学校)【地理歴史】 宮本英征・樋口雅夫 515R00 教育実習 (幼稚園) 田甫綾野・田澤里喜

【校舎略称の説明】　①:大学１号館　　教:大学教育棟 　C: Consilience Hall 2020 (U-20)　　E: ELF Study Hall 2015 　FSH: Food Science Hall　　S: STREAM Hall 2019 (U-19)　　U: University Concert Hall 2016　　大体:大体育館　　多目的:大体育館多目的　　大G:大グラウンド　　プール：屋内プール　　記G:記念グラウンド
【クラス指定科目の説明】 科目名の後ろに（学年・クラス・出席番号指定）がされている場合は、その対象しかＷｅｂ履修登録ができません。指定されていないクラスが履修する場合は、教務担当に相談をすること。

【*の説明】 科目名の後ろに＊がついている科目は抽選科目となります。
【◆の説明】科目名の前に◆が付いている科目は4月7月集中科目となります。（5月6月の教育実習期間を避け、4月と7月に集中的に授業を行います。授業日程は別紙「○○」で確認すること。）
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※上記は4月7月集中授業のため月5・6限と火5・6限にて開講します。

※上記は4月7月集中授業のため月3・4限と水3・4限にて開講します。

※上記は4月7月集中授業のため月5・6限と火5・6限にて開講します。
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※授業日程については履修ガイダンスの資料を確認すること

※上記は4月7月集中授業のため月3・4限と水3・4限にて開講します。

※上記は4月7月集中授業のため水5・6限と金7・8限にて開講します。

※授業日程については履修ガイダンスの資料を確認すること

※授業日程については履修ガイダンスの資料を確認すること
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ELF 学生時間割参照 ELF 学生時間割参照 国語＊ 佐内信之 社会＊ 佐藤克士 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟA 石井恭子・山田深雪

515000 社会学* 小林正幸 515004 哲学* 有源探ジェラード 社会＊ 梅田比奈子 国語＊ 佐内信之 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟB 石井恭子・山田深雪

515001 理科* 黒田篤志 515018 国語* 山田深雪 日本史概論 濵田英毅 発達心理学* 魚崎祐子 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟA 濵田英毅・山田徹志

515007 教育社会学* 藤村朝子 515005 理科* 黒田篤志 保育内容総論 栗原啓祥 心理学* 小林亮 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟB 濵田英毅・山田徹志

515100 家庭* 伊藤美紀 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟC 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟD

教育社会学* 藤村朝子 石井恭子・山田深雪 石井恭子・山田深雪

515170 音楽* 川元真理 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟC ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟD

教育方法・技術論 教育方法・技術論 濵田英毅・山田徹志 濵田英毅・山田徹志

河合冬樹 河合冬樹

ICT活用の理論と実践 ICT活用の理論と実践

山田徹志 山田徹志

515016 日本史各論B 奥野武志 教育原理 大沢裕 社会科指導法 佐藤克士 図工科指導法 飯田奈津美

515014 国語科指導法 山田深雪 社会科指導法 佐藤克士 理科指導法 市川直子 異文化理解と教育* 具英姫

515015 外国語(英語)指導法 尾関はゆみ 家庭科指導法 土屋みさと 日本史各論A 中大輔 全人教育論 今尾佳生

外国語(英語)指導法 尾関はゆみ 家庭科指導法 土屋みさと 理科指導法 市川直子

音楽科指導法 久保紘子 生命と性の教育* 茂木輝順 音楽科指導法 梅沢一彦

515035 体育実技(球技A) 板倉令奈 体育実技(球技A)【男性】 体育実技(球技A)【女性】 幼児教育課程論 栗原啓祥

臨床心理学* 小林亮 板倉令奈 板倉令奈

社会科・公民科指導法II 樋口雅夫 運動部活動の指導法 川崎登志喜・山下誠 教育実習(事前指導)【社会・公民・地理歴史】

515034 世界の教育と文化環境* 小林亮 教育実習(副･事前指導)【社会】

515037 体育実技(球技B) 体育実技(球技B) 樋口雅夫・宮本英征・髙岡麻美

山田信幸/阿部隆行 山田信幸/阿部隆行

教育哲学* 冨澤美千子 教育哲学* 冨澤美千子 体育(幼・小)* 宇田陽一 音楽Ⅱ【1年1～3組】 朝日公哉

ICT活用の理論と実践 倫理学* 佐々木雄大 教育の制度と経営 黒川悠輔 音楽Ⅱ【1年4～6組】 佐藤恵利

佐藤修 佐藤修 ﾃﾞｰﾀ処理* 藤谷哲 発達心理学* 高平小百合 音楽Ⅱ【1年7～10組・2年・3年】 調整中

教育方法・技術論 ICT活用の理論と実践 教育の制度と経営 黒川悠輔 教育方法・技術論 ICT活用の理論と実践

田畑忍 田畑忍 体育実技(体操)【男性】 体育実技(体操)【女性】 田畑忍 田畑忍

三橋綾子/武内麻美 三橋綾子/武内麻美 教育方法・技術論 ICT活用の理論と実践

佐藤修 佐藤修

理科指導法 小川俊哉 算数科指導法 上野和彦 算数科指導法 柳瀬泰 地誌学概論 牛垣雄矢

学校保健 高島二郎 国語科指導法 河合冬樹 体育実技（ﾀﾞﾝｽ） 小川洋子 体育実技（ﾀﾞﾝｽ） 小川洋子

特別支援教育 特別支援教育 理科指導法 五十嵐敏文 図工科指導法 石川秀香 図工科指導法 石川秀香

調整中 調整中 東洋文化史 朱浩東 外国語(英語)指導法 松本由美 体育科指導法 鈴木淳也

特別活動の理論と方法 特別活動の理論と方法 特別活動の理論と方法 保育内容指導法(環境) 河合満俊 保育内容指導法(言葉) 河合満俊

嶋田克彦 嶋田克彦 嶋田克彦 外国史各論B 髙木小苗 理科指導法 石井恭子

体育科指導法 南島永衣子 生活科指導法 小谷恵津子

教育実習(副・事前指導)【数学】 朝山芳弘・成川康男 教職演習 A【情報系】 教育相談の理論と方法 金田一賢顕 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟA【J-SHINE】 松本由美

保健体育科指導法Ⅱ 南島永衣子 藤谷哲 総合的な学習の時間の 総合的な学習の時間の 教育相談の理論と方法 金田一賢顕

理論と方法 理論と方法 地理情報論

冨澤美千子 冨澤美千子

教職演習 B【情報系】 外国史概論 髙木小苗

藤谷哲

515093 玉川の教育 調整中　別紙参照 教職概論 山口圭介 理科* 有馬武裕 生活* 相場博明 生活* 相場博明

515094 玉川の教育 山田徹志　別紙参照 発達心理学* 魚崎祐子 体育(幼・小)* 波田寿一 日本語表現 101* 小島佐恵子 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)A 渋谷行成・岩田恵子

ボランティア概論* 中村香 教育社会学* 谷村英洋 教育社会学* 谷村英洋 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)B 渋谷行成・岩田恵子

体育実技(陸上)【男性】 体育実技(陸上)【女性】 国語* 山田深雪 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)C 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼)D

川崎登志喜/山下誠 川崎登志喜/山下誠 社会* 小谷恵津子 渋谷行成・岩田恵子 渋谷行成・岩田恵子

国語科指導法 余郷和敏 全人教育実践演習B【2年1組】 調整中 体育科指導法 高島二郎 外国語(英語)指導法 西村秀之

教育哲学* 山口圭介 全人教育実践演習B【2年2組】 調整中 外国語(英語)指導法 西村秀之

体育社会学 川崎登志喜 全人教育実践演習B【2年3組】 調整中

理科指導法 五十嵐敏文 全人教育実践演習B【2年4組】 調整中

全人教育実践演習B【2年5組】 調整中

全人教育実践演習B【2年6組】 調整中

全人教育実践演習B【2年7組】 調整中

全人教育実践演習B【2年8組】 調整中

全人教育実践演習B【2年9組】 調整中

全人教育実践演習B【2年10組】 調整中

教育実習（副・事前指導）【英語】 村越亮治 臨床心理学* 小林亮 英語科指導法Ⅰ 村越亮治 生徒・進路指導の理論と方法 山重ふみ子

道徳教育の理論と方法 木村元彦 道徳教育の理論と方法 元笑予 総合的な学習の時間の 総合的な学習の時間の

保健体育科指導法Ⅱ 南島永衣子 体育実技(球技B) 体育実技(球技B) 理論と方法 理論と方法

体育実技(球技B) 山田信幸/阿部隆行 山田信幸/阿部隆行 山田信幸/阿部隆行 元笑予 元笑予

教育の制度と経営 内山絵美子 教育の制度と経営 内山絵美子 教職概論 山口意友

教育方法学＊ 後藤正矢 教育方法学＊ 後藤正矢

図工科指導法 小林貴史 体育実技(球技A)【男性】 体育実技(球技A)【女性】 体育実技(体操) 武内麻美

野中俊英 野中俊英

現代教育研究Ⅱ 別紙参照 教育実習 (事前指導)【保健体育】 教育実習 (事前指導)【小学校】

教育実習 (副･事前指導)【保健体育】 教育実習 (副･事前指導)【小学校】

鈴木淳也・武内麻美・永松由次 田澤里喜・松本由美

保育内容指導法(人間関係) 栗原啓祥 教職演習A（幼）

佐藤博子・鳥塚惠子

卒業課題研究Ⅱ 別紙参照 教職実践演習(中・高)【社会・公民・地理歴史】 樋口雅夫

教職実践演習(中・高)【社会・公民・地理歴史】 宮本英征

515158 一年次セミナー102【1年1組】 朝日公哉 社会* 小林巧 生活* 飯島将仁 算数* 柳瀬泰 教育心理学* 遠山孝司

515159 一年次セミナー102【1年2組】 渋谷行成 図工* 栗山由加 図工* 栗山由加 教育心理学* 遠山孝司

515160 一年次セミナー102【1年3組】 小谷恵津子 教職概論 杉山倫也 教育心理学* 高平小百合 外国語(英語)* 尾関はゆみ

515161 一年次セミナー102【1年4組】 三橋綾子 体育実技(体操)【男性】 体育実技(体操)【女性】 国語* 山口政之 国語* 山口政之

515162 一年次セミナー102【1年5組】 大谷千恵 三橋綾子/武内麻美 三橋綾子/武内麻美 教育方法・技術論 教育方法・技術論 体育実技(陸上)【男性】 体育実技(陸上)【女性】

515163 一年次セミナー102【1年6組】 武内麻美 山田徹志 山田徹志 川崎登志喜/山下誠 川崎登志喜/山下誠

515164 一年次セミナー102【1年7組】 松本由美 ICT活用の理論と実践 ICT活用の理論と実践

515165 一年次セミナー102【1年8組】 南島永衣子 古性淑子 古性淑子

515166 一年次セミナー102【1年9組】 山田徹志

515167 一年次セミナー102【1年10組】 濵田英毅

音楽＊ 梅沢一彦 民俗学入門 今尾佳生 体育測定評価* 山田信幸 全人教育論 佐久間裕之

全人教育論 杉山倫也 音楽科指導法 小口浩司 外国史各論A 前川陽祐

保育内容指導法(健康) 鈴木隆 政治学(国際政治を含む。) 福島啓之

体育科指導法 高島二郎 体育科指導法 高島二郎

保育内容指導法(表現) 田澤里喜

石川秀香

本城菊乃

道徳教育の理論と方法 阿部雅子 道徳教育の理論と方法 阿部雅子 道徳教育の理論と方法 山口圭介

体育心理学 山口慎史 生徒・進路指導の理論と方法 千葉吉裕 体育実技(水泳)【サブ体】 目黒拓也

教職演習A【教育法規】 幼児理解と教育相談 守巧 幼児指導論 調整中

体育実技(武道) 体育実技(武道) 病理学 庭野裕恵

桐生習作 桐生習作

日本の伝統文化と歴史 萩原哉 教職実践演習(幼) 田澤里喜 教職実践演習(小) 尾関はゆみ 教職実践演習(中・高)【保健体育】 阿部隆行

保健体育科指導法Ⅳ 阿部隆行 教職実践演習(小) 小谷恵津子 教職実践演習(中・高)【保健体育】 南島永衣子

教職実践演習(小) 坂野慎二 教職実践演習(中・高)【保健体育】 阿部隆行

教職実践演習(小) 松本由美

教職実践演習(小) 山田深雪

教職実践演習(小) 調整中

教職実践演習(小) 調整中

体育【男性】（2023年度秋学期事前登録） 鈴木淳也･高島二郎･川崎登志喜･山田信幸･工藤亘･阿部隆行・南島永衣子･武内麻美･三橋綾子

体育【女性】（2023年度秋学期事前登録） 鈴木淳也･高島二郎･川崎登志喜･山田信幸･工藤亘･阿部隆行・南島永衣子･武内麻美･三橋綾子

教育実習（幼稚園）

教育実習(副・小学校) 教育実習(副・中学校)【国語】

教育実習(副・中学校)【社会】 教育実習(副・中学校)【数学】 朝山芳弘

教育実習(副・中学校)【保健体育】 教育実習(副・中学校)【英語】

【校舎略称の説明】 ①:大学1号館　教:大学教育棟 2014　C: Consilience Hall 2020 (U-20)　E: ELF Study Hall 2015 　S: STREAM Hall 2019 (U-19)　U: University Concert Hall 2016　記G:記念グラウンド　大G:大グラウンド　大体:大体育館球技場　剣道場:記念体育館剣道場　柔道場:記念体育館柔道場　プール:屋内プール　多目的:大体育館多目的体操場
【*の説明】 科目名の後ろに＊がついている科目は抽選科目となります。
【クラス指定科目の説明】 科目名の後ろに（学年・クラス・免許種・資格名）がされている場合は、その対象しかUNITAMAからは履修登録ができません。指定されていないクラスが履修する場合は、教務担当に相談してください。
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授業コード  　     科目名 担当者 教室授業コード  　     科目名   担当者 教室授業コード  　     科目名 担当者 教室授業コード  　     科目名 担当者 教室 授業コード  　     科目名 担当者 教室

115700 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論* 水枝谷奈央 教606 115701 子どもと人間関係 115702 子どもと人間関係 115703 音楽Ⅰ 池田ひろみ　別紙参照

【1年1～5組】若月芳浩 教610 【1年6～10組】若月芳浩 教610

115710 体育(幼)【2年10組】 高島二郎 教615 115711 乳児保育Ⅰ 上田よう子 教612 115712 体育(幼)【2年9組】 高島二郎 教615 115030 異文化理解と教育* 具英姫 ①403

115719 保育内容指導法(環境)【3年10組】 佐藤康富 教513 115720 保育カリキュラム論 宮崎豊 ①201 115721 保育実践論A＊ 水枝谷奈央 教606 115722 教育の方法と技術 田畑忍 教612

115203 ◆精神保健 原田眞理 教612

太田幸治 ①401

115036 教育学概論 坂野慎二 教612 115705 科学入門* 石井恭子 C503

115704 哲学* 野村智清 教513

115713 保育内容指導法(人間関係)【2年10組】　　　　坂本喜一郎 教621 115714 子ども家庭福祉 渋谷行成 教612

115723 特別な支援を必要とする子どもの理解と援助Ⅰ【3年9組】 115724 特別な支援を必要とする子どもの理解と援助Ⅰ【3年10組】 115725 保育実習指導Ⅰ(事前) 教602

宮﨑豊 教611 宮﨑豊 教611 上田よう子・渋谷行成・福田誠・明田貴和子・小野塚正枝

115736 保育実践論C* 林典子 ①504 115737 保育実習指導Ⅱ(事前) 教521/教601 115739 子育て支援演習【4年11組】 調整中 教502 115740 子育て支援演習【4年12組】 調整中 教502

上田よう子・大豆生田啓友・渋谷行成・福田誠・明田貴和子・小野塚正枝 115203 ◆精神保健 原田眞理 教612

太田幸治 ①401

115738 保育実習指導Ⅲ(事前) 教521/①205

渋谷行成・上田よう子・福田誠・明田貴和子・小野塚正枝

115706 保育原理 宮﨑豊 ①201 115707 保育内容総論 大豆生田 啓友 教503 115708 保育内容総論 大豆生田　啓友 教503 ELF Communication for Teachers 時間割表参照

115089 全人教育実践演習Ａ【2年9組】 岩田恵子 教605 名著講読（人文科学）（社会科学）（自然科学） 115S00 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ (幼) A 渋谷行成・岩田恵子

115090 全人教育実践演習Ａ【2年10組】 上田よう子 教606 115106 市川直子 E329 115119 市川直子 E329 115S01 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ (幼) B 渋谷行成・岩田恵子

115107 今尾佳生 ①409 115120 今尾佳生 ①409 115S02 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ A 渋谷行成・岩田恵子

115108 上田よう子 ①405 115121 上田よう子 ①405 115S03 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ B 渋谷行成・岩田恵子

115109 梅沢一彦 E331 115122 梅沢一彦 E331 教602/教605

115110 尾関はゆみ ①406 115123 尾関はゆみ ①406 115S04 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ (幼) C 115S06 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ (幼) D

115111 朱浩東 ①303 115124 朱浩東 ①303 115S05 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ C 115S07 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ D

115112 杉山倫也 ①504 115125 杉山倫也 ①504 渋谷行成・岩田恵子 渋谷行成・岩田恵子

115113 調整中 ①403 115126 調整中 ①403 教602/教605 教602/教605

115114 中西茂 E420 115127 中西茂 E420

115115 樋口雅夫 教505 115128 樋口雅夫 教505

115116 調整中 E327 115129 調整中 E327

115117 宮﨑豊 ①209 115130 宮﨑豊 ①209

115118 山田徹志 E425 115131 山田徹志 E425

115726 教育実習(幼稚園)(事前指導) 教602 115727 社会的養護 渋谷行成 ①501

田甫綾野・田澤里喜・佐藤博子・鳥塚惠子

115741 保育内容指導法(言葉)【4年12組】 調整中 ①405 115743 保育内容指導法(言葉)【4年11組】 調整中 ①405 115744 子どもの遊びと育ち＊ 大崎志保 ①505

115742 子どもと家族の福祉* 耕田昭子 ①209 115207 ◆異文化理解と教育 大谷千恵 ①401

115141 日本国憲法 大久保悠貴 教612 115144 日本国憲法 大久保悠貴 教612 健康教育 別紙参照 健康教育 別紙参照

115715 人間関係論 髙橋幸子 教611

現代教育研究Ⅰ 別紙参照

◆卒業課題研究Ⅰ ※左記は4月7月集中授業のため木5・6限と木7・8限にて開講します。 別紙参照

115154 一年次セミナー101【1年1組】 朝日公哉 E416 115175 教育学概論 今尾佳生 教602 115191 教育学概論 今尾佳生 教602

115155 一年次セミナー101【1年2組】 渋谷行成 E110 115709 歴史(日本)* 濵田英毅 教505

115156 一年次セミナー101【1年3組】 小谷恵津子 E112

115157 一年次セミナー101【1年4組】 調整中 E327

115158 一年次セミナー101【1年5組】 大谷千恵 E417

115159 一年次セミナー101【1年6組】 武内麻美 E516

115160 一年次セミナー101【1年7組】 松本由美 E326

115161 一年次セミナー101【1年8組】 南島永衣子 E419

115162 一年次セミナー101【1年9組】 山田徹志 E420

115163 一年次セミナー101【1年10組】 濵田英毅 E109

115716 保育内容指導法(表現)【2年9組】 田澤里喜 教602 115717 教育原理 田甫綾野 教602 115718 保育の心理学 岩田恵子 教612

石川秀香 C102

本城菊乃U106/U203

115728 保育内容指導法(健康)【3年9組】 鈴木隆 教620 115729 生活 田澤里喜 教601 115730 児童文化* 佐々木由美子 教519 115732 国語【3年9組】 相澤京子 教620 115734 国語【3年10組】 相澤京子 教620

115731 救急処置法* 山田信幸 教517 115733 子どもの食と栄養【3年10組】 塩原由香 教615 115735 子どもの食と栄養【3年9組】 塩原由香 教615

115745 保育実践論B* 野坂洋子 教519 115207 ◆異文化理解と教育 大谷千恵 ①401

- 保育実習I（履修登録秋学期） 渋谷行成

- 保育実習Ⅱ(履修登録秋学期） 上田よう子

- 保育実習Ⅲ(履修登録秋学期） 渋谷行成

115S08 教育実習(幼稚園1種) 田甫綾野・田澤里喜・上田よう子

【校舎略称の説明】　①:大学１号館　　教:大学教育棟 　C: Consilience Hall 2020 (U-20)　　E: ELF Study Hall 2015 　FSH: Food Science Hall　　S: STREAM Hall 2019 (U-19)　　U: University Concert Hall 2016　　実:実技･実験棟　　記G:記念グラウンド　　大体:大体育館球技場　　多目的：大体育館多目的場

【*の説明】 科目名の後ろに＊がついている科目は抽選科目となります。

【クラス指定科目の説明】 科目名の後ろに（学年・クラス・出席番号指定）がされている場合は、その対象しかＷｅｂ履修登録ができません。指定されていないクラスが履修する場合は、教務担当に相談をすること

【◆の説明】科目名の前に◆が付いている科目は4月7月集中科目となります。（5月6月の教育実習期間を避け、4月と7月に集中的に授業を行います。授業日程は別紙「○○」で確認すること。）

※上記は4月7月集中授業のため水5・6限と金7・8限にて開講します。

※上記は4月7月集中授業のため水5・6限と金7・8限にて開講します。

7

3

5

5

1

7

7

3

3
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令和5年度春学期 教育学部乳幼児発達学科　授業時間割
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※上記は4月7月集中授業のため月5・6限と火5・6限にて開講します。

※上記は4月7月集中授業のため月5・6限と火5・6限にて開講します。
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授業コード  　     科目名 担当者 教室授業コード  　     科目名   担当者 教室授業コード  　     科目名 担当者 教室授業コード  　     科目名 担当者 教室授業コード  　     科目名 担当者 教室

- ELF 時間割表参照 - ELF 時間割表参照 515703 子どもと家庭の発達心理学 岩田恵子 教602 515704 音楽Ⅱ 池田ひろみ　別紙参照

515700 子どもの遊び探究 A* 椎橋げんき C102 515701 子どもの遊び探究 A* 椎橋げんき C102

515702 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論* 水枝谷奈央 ①504

515715 音楽(幼)【2年9組】 久保紘子 515716 乳児保育Ⅱ【2年10組】 上田よう子 教605 515717 乳児保育Ⅱ【2年9組】 上田よう子 教605 異文化理解と教育* 具英姫 ①406

生命と性の教育* 茂木輝順 ①501

515731 保育内容指導法(環境)【3年9組】 佐藤康富 教605 515739 特別な支援を必要とする子どもの理解と援助 II【3年9組】

515738 特別な支援を必要とする子どもの理解と援助 II【3年10組】 宮﨑豊

宮﨑豊

515705 情報科学入門 【1年6～10組】 小山田隆信 ①305 515706 情報科学入門 【1年1～5組】 三橋大輔 ①305

515719 全人教育論 朝日公哉 ①501 515720 幼児理解と教育相談【2年9組】 大豆生田啓友 教610 515721 幼児理解と教育相談【2年10組】 大豆生田啓友 教610 515722 教育の制度と経営 西山俊太郎 教612

515732 算数 調整中 515A00 保育実習指導Ⅰ 515733 社会的養護演習【3年9組】 都留和光 教503

上田よう子・渋谷行成・福田誠・明田貴和子・小野塚正枝 515734 社会的養護演習【3年10組】 渋谷行成 教605

515741 保育実習指導Ⅱ 515743 子ども家庭支援論 調整中 ①501

上田よう子・大豆生田啓友・渋谷行成・福田誠・明田貴和子・小野塚正枝

515742 保育実習指導Ⅲ

渋谷行成・上田よう子・福田誠・明田貴和子・小野塚正枝

515093 玉川の教育 鈴木崇之　別紙参照 - ELF 時間割表参照 515708 保育者論 田甫綾野 515105 教育社会学* 谷村英洋 515A01 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼) A 渋谷行成・岩田恵子

515094 玉川の教育 山田徹志　別紙参照 515707 児童学* 大沼郁子 515A02 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼) B 渋谷行成・岩田恵子

515A03 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ A 渋谷行成・岩田恵子

515A04 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ B 渋谷行成・岩田恵子

515A05 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼) C 515A07 教育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(幼) D

515A06 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ C 515A08 保育ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ D

渋谷行成・岩田恵子 渋谷行成・岩田恵子

515104 全人教育実践演習B【2年9組】 岩田恵子 515723 音楽(幼)【2年10組】 朝日公哉

515106 全人教育実践演習B【2年10組】 上田よう子

現代教育研究Ⅱ 別紙参照 515736 保育実践論A＊ 須永美紀 515152 教職演習A

佐藤博子・鳥塚惠子

卒業課題研究Ⅱ 別紙参照

515158 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年1組】 朝日公哉 515709 教育原理 田甫綾野 ①301 515710 子どもと環境【1年1～5組】 515712 子どもと環境【1年6～10組】 515714 社会福祉 相原信一 教602

515159 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年2組】 渋谷行成 若月芳浩・市川直子 若月芳浩・市川直子

515160 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年3組】 小谷恵津子

515161 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年4組】 三橋綾子 515711 子どもと表現【1年6～10組】 515713 子どもと表現【1年1～5組】

515162 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年5組】 大谷千恵 田澤里喜 田澤里喜

515163 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年6組】 武内麻美 石川秀香 C102 石川秀香 C102

515164 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年7組】 松本由美 梅沢一彦 梅沢一彦

515165 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年8組】 南島永衣子

515166 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年9組】 山田徹志

515167 一年次ｾﾐﾅｰ102【1年10組】 濵田英毅

515724 保育内容指導法(表現)【2年10組】 田澤里喜 515727 子どもの健康と安全【2年9組】 田中和香菜 515728 子どもの健康と安全【2年10組】 田中和香菜 515730 学習・発達論 高田薫 ①501

石川秀香 515729 保育内容指導法(人間関係)【2年9組】 守巧

本城菊乃

515725 教育哲学 鵜海未祐子

515726 子どもの遊びと育ち* 大崎志保 ①403

515737 保育内容指導法(健康)【3年10組】 町山太郎 515740 幼児指導論 調整中 ①401 515735 児童文化* 佐々木由美子

515744 保育・教職実践演習 若月芳浩 ①406 515748 保育実践論C* 上出香波 ①406 515749 保育実践論B* 相原信一 教519

515745 保育・教職実践演習 宮﨑豊 ①503

515746 保育・教職実践演習 田甫綾野 ①505

515747 保育・教職実践演習 上田よう子 ①506

515285 体育【男性】（※2023年度秋学期事前登録） 鈴木淳也･国見保夫･高島二郎･川崎登志喜･山田信幸･工藤亘･阿部隆行・南島永衣子･武内麻美･三橋綾子

515211 体育【女性】（※2023年度秋学期事前登録） 武内麻美･国見保夫･高島二郎･川崎登志喜･山田信幸･工藤亘･阿部隆行・鈴木淳也・南島永衣子･三橋綾子

515A09 保育実習Ⅰ 上田よう子

515750 保育実習Ⅱ 上田よう子

515751 保育実習Ⅲ 渋谷行成

115S08 教育実習(幼稚園1種) 田甫綾野

※2023年春学期履修登録済

【校舎略称の説明】 ①:大学１号館　　教:大学教育棟　　C: Consilience Hall 2020 (U-20)　　E: ELF Study Hall 2015　　FSH: Food Science Hall　　S: STREAM Hall 2019 (U-19)　　U: University Concert Hall 2016　　実:実技･実験棟

【*マークについて】　科目名の後ろに＊がついている科目は抽選科目となります。抽選登録期間中にWebより申込を行ってください。

【クラス指定科目について】 　科目名の後ろに『学年やクラス』が指定されている場合、指定されている対象者しかWebからの履修登録ができません。指定されていない授業の履修が必要な場合は教務担当に相談してください。
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