
科目名 担当者名 学年 教室等 科目名 担当者名 学年 教室等 科目名 担当者名 学年 教室等 科目名 担当者名 学年 教室等

【春ターム】教育学概説(教育の自
由・権利と法)

光本 2～ W410
【春ターム】教育学概説(教育と社会
１)

上山 2～ W410
教育基礎論調査実習(教育行政・学
校経営調査実習1)

篠原 3～ W508

【春ターム】教育課程論　　【新課程】 大竹 教職 文系8番
【夏ターム】教育学概説(教育の思
想)

白水 2～ W410
【夏ターム】教育学概説(教育と社会
２)

辻 2～ W410
教育社会科学調査実習(基礎調査
実習)

上山 2～ W410

【春ターム】教育課程論Ⅰ　【旧課
程】

大竹 教職 文系8番 専門演習(言語発達論Ib・Ⅲ) 伊藤 ＊ W518

【夏ターム】特別活動論　　【新課程】 辻他 教職 文系8番

【夏ターム】教科外教育論Ⅰ　【旧課
程】

辻他 教職 文系8番

教育学基礎演習 近藤他 2～ W410他
教育社会科学講義(社会教育実践
論)

丸山 3～ W507
教育社会科学講義(地域教育計画
論)

光本 3～ W508 健康体育学講義(生活健康学) 山仲 2～ W408

教育社会科学講義(職業能力形成
論)

駒川 3～ W508
教育心理学講義(現象学的心理学
演習)

守屋 2～ W518 専門演習(教育思想Ib・Ⅲ) 白水 ＊ W509

健康体育学講義(身体文化論) 池田 2～ W410 教育心理学講義(臨床心理学) 渡邊 2～ W410 専門演習(社会教育Ib) 宮﨑・丸山 ＊ W105

【春ターム】教育心理学実験実習
（心理演習）

（非）川俣 4～ W105
教育心理学講義(特別支援教育概
論)

安達 2～ W507 専門演習(教育社会学Ib・Ⅲ) 上山 ＊ W518

【夏ターム】教育心理学講義(病虚
弱教育概論)

関・(非)石川・(非)今野 3～ W105 専門演習(教育方法学AIb･Ⅲ) 大野 ＊ W512
専門演習(特殊教育・臨床心理学
Ib・Ⅲ)

安達 ＊ C302

専門演習(教育方法学BIb･Ⅲ) 大竹 ＊ W512 専門演習(教育臨床心理学Ib・Ⅲ) 渡邊 ＊ W410

専門演習(産業教育Ib･Ⅲ) 上原 ＊ W509 専門演習(身体文化論Ib・Ⅲ) 池田 ＊ W508

教育基礎論講義(教育行政論) 横井 2～ W410 教育心理学講義(知的障害心理学) 関 2～ W410 教育基礎論講義(学校経営論) 篠原 2～ W105 専門演習(教育史Ib･Ⅲ) 北村 ＊ W509

健康体育学講義(福祉スポーツ論) 山崎 2～ W518 教育社会科学講義(産業教育論) 上原 3～ W518 専門演習(教育福祉AIb・Ⅲ) 松本 ＊ W410

教育社会科学調査実習(青年期教
育調査実習)

辻 3～ W512 教育心理学講義(認知心理生理学) 河西 3～ W508 専門演習(教育福祉BIb･Ⅲ) 鳥山 ＊ W410

専門演習(教師教育制度論Ib) 張 ＊ W105
【春ターム】教育心理学講義（精神
疾患とその治療）

（非）安岡 2～ W410 専門演習(福祉臨床心理学Ib･Ⅲ) 井出 ＊ W518

専門演習(学習・授業論Ib・Ⅲ) 守屋 ＊ W508
【夏ターム】教育学国際講義(ESD事
前学習2022)

鳥山他 2～ W410 専門演習(認知・動機づけ論Ib・Ⅲ) 大谷 ＊ W507

専門演習(青年期教育Ib・Ⅲ) 辻 ＊ W509 専門演習(運動生理学Ib･Ⅲ) 柚木 ＊ 研究室

専門演習(発達臨床論Ib・Ⅲ) 岡田 ＊ C302 専門演習(福祉スポーツ論Ib･Ⅲ) 山崎 ＊ W508

専門演習(体育方法論Ib・Ⅲ) 﨑田 ＊ W507

教育社会科学講義(子ども・家族福
祉論)

松本・鳥山 2～ W410
【春ターム】教育学概説(教育の内
容と方法)

大竹 2～ W410
【春ターム】教育学概説(健康体育と
衛生１)

山崎・柚木・山仲・池田・
﨑田

2～ W410 専門演習(生徒指導論Ib・Ⅲ) 浅川 ＊ W508

教育基礎論講義(教育文化史) 北村 3～ W518
【夏ターム】教育学概説(教育の歴
史)

北村 2～ W410
【夏ターム】教育学概説(健康体育と
衛生２)

山崎・柚木・山仲・池田・
﨑田

2～ W410 専門演習(教育行政学Ib・Ⅲ) 横井 ＊ W410

教育心理学講義(乳幼児発達論) 川田 3～ W518 専門演習(学校史Ib・Ⅲ) 近藤 ＊ W511 専門演習(学校経営論Ib・Ⅲ) 篠原 ＊ W410

教育基礎論調査実習(地域・学校調
査実習)

浅川 3～ W508
教育基礎論調査実習(地域・学校調
査実習)

浅川 3～ W508
専門演習（視知覚認知過程論Ib･
Ⅲ)

河西 ＊ 生心実

専門演習(障碍者臨床心理学Ib・
Ⅲ)

松田 ＊ W509

【春ターム】教育学概説(発達と学習
２)

岡田・井出 2～ W410
教育社会科学調査実習(社会教育
調査実習)

宮﨑・丸山 3～ W105
【春ターム】教育学概説(発達と学習
１)

川田・大谷 2～ W410

【夏ターム】教育心理学実験実習(教
育心理学実験１)

河西・伊藤 2～ W410
【夏ターム】教育心理学実験実習
(教育心理学実験１)

河西・伊藤 2～ W410
教育社会科学調査実習(社会教育
調査実習)

宮﨑・丸山 3～ W105

専門演習(乳幼児発達論Ib・Ⅲ) 川田 ＊ W507 教育基礎論調査実習(教授学実験) 大野 3～ W518
【集中講義（学部専門科目）】

科目名 担当者名 学年 教室等

文系：文系共同講義棟 W：人文・社会科学総合教育研究棟 C：附属子ども発達臨床研究センター 教育基礎論調査実習(教授学実験) 大野 3～

体力実：体力科学実験室(体育研究棟) 生心実：生理心理学実験室(教育学部研究棟203室) 運動実：運動生理学実験室(体育研究棟) 身体実：身体運動科学実験室(体育研究棟) 教育社会科学調査実習(基礎調査
実習)

上山 2～

トレ：体育館トレーニングルーム 教育社会科学調査実習(社会教育
調査実習)

宮﨑・丸山 3～

◆ 【春ターム】は1学期前半(4月～6月)，【夏ターム】は1学期後半(6月～8月)に実施する授業です。いずれのタームの授業も履修希望の場合は，学期当初の所定期間にwebで登録する必要があります(後からの追加登録はできません)。 教育社会科学調査実習(青年期教
育調査実習)

辻 3～

◆ 各科目の教室・実施曜日講時は時間割配布後に変更となる場合がありますので，留意願います。変更が生じた場合は，掲示でお知らせします。 3～

＊ 専門演習の履修学年は以下のとおりです。
【集中講義（教職科目）】

教育心理学講義(からだとことば) 守屋 2～

　・「専門演習Ⅰa」２年～　　・「専門演習Ⅰb」３年～　　・「専門演習Ⅱ」３年～　　・「専門演習Ⅲ」４年 科目名 担当者名 学年 教室等 教育心理学講義(病虚弱教育概論) 関・(非)石川・(非)今野 3～

教科教育法(保健体育Ⅰ)　　【新・旧】 﨑田 教職 教育心理学講義（感情・人格心理
学）

（非）飯田 2～

以下の科目は令和４年度は開講しない。 教科教育法(保健体育Ⅲ)　【新課程】 （非）竹田 教職 教育心理学実験実習(心理実習) 河西・渡邊・関・井出 4～

学校インターンシップ(高校フィール
ドワーク)　　【新・旧】

浅川 教職 健康体育学講義（体育社会学） 山崎 2～

学校インターンシップ(地方版)
【新・旧】

篠原 教職 健康体育学実験実習(運動方法実
習2022)

山崎・池田・柚木・山
仲・﨑田

2～

介護等体験実習　　【新・旧】 松本・鳥山 教職 教育学国際講義（ESD北海道大学
プログラム2022）

池田他 2～

教育社会科学調査実習(高等継続教
育調査実習I)

光本

・教育基礎論講義(生活指導論)

・教育心理学実験実習(カウンセリング実習)

・教育心理学講義(発達心理学)

・教育心理学講義(心理検査論)

S：高等教育推進機構S棟

・専門演習(発達心理学Ib･Ⅲ)

・専門演習(身体運動支援システム論Ib･Ⅲ)

・健康体育学講義（身体運動支援システム論）　　　　　・教育心理学実験実習（発達障害援助実習）

・健康体育学実験実習（健康体育学実験）　　　　　　　 ・専門演習(社会教育Ⅲ)

金

教科教育法(社会・地理歴史Ⅰ) 【新課
程】

(非)相庭 教職 W410

教科教育法(地理歴史Ⅰ)　　【旧課程】 (非)相庭 教職 W410

水

教育心理学講義(学習・授業論) 守屋 2～ W105

健康体育学講義(小児学校保健) 山仲・柚木・池田 2～ W410

専門演習(高等継続教育Ib・Ⅲ)

【春ターム】教育技術論（R4入学者～
教育情報通信技術論）　【新・旧】

伊藤 他 教職 オンライン

木

専門演習(学習神経心理学Ib･Ⅲ) 関 ＊ W105

専門演習(生活健康学Ib・Ⅲ) 山仲 ＊ 研究室

教育心理学　　【新・旧】 川田・井出・岡田 教職 文系8番

光本 3～ W518

【夏ターム】総合的な学習の時間の指
導法　【新課程】

浅川 教職 文系8番

火

専門演習(職業能力形成論Ib・Ⅲ) 駒川 ＊ W518

教科教育法(社会・公民Ⅰ) 　　【新課
程】

(非)平井 教職 W410

教科教育法(社会Ⅰ)　　【旧課程】 (非)平井 教職 W410

月

教育基礎論調査実習(教育行政・学校
経営調査実習1)

篠原 3～ W508

教育社会科学調査実習(基礎調査実
習)

教育学　【新・旧】 白水・近藤 教職 文系8番

上山 2～ W410

令和４年度第１学期　教育学部授業時間割　【平成２８（２０１６）年度以降に学部移行した学生・平成２９（２０１７）年度以降に編入学した学生用】
※　【平成２７（２０１５）年度以前に学部移行した学生・平成２８（２０１６）年度以前に編入学した学生】は教務担当窓口まで申出ること

令和4年3月16日現在
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

科目名 担当者名 学年 教室等



科目名 担当者名 学年 教室等 科目名 担当者名 学年 教室等 科目名 担当者名 学年 教室等 科目名 担当者名 学年 教室等

教育心理学講義(言語発達論) 伊藤 2～ W410 教育基礎論講義(教育思想史) 白水 2～ W410 教育基礎論講義(教授学) 大野 2～ W105
教育基礎論講義(日本と世界の教
師教育)

張 2～ W410

教育心理学講義(カウンセリング論) 松田 3～ W410 専門演習(言語発達論Ia・II) 伊藤 ＊ W518

【秋ターム】教育方法論　　【新課
程】

大野 教職 文系8番

【秋ターム】教育方法論Ⅰ　【旧課
程】

大野 教職 文系8番 【秋ターム】学校インターンシップ
（授業実践研究）　　【新・旧】

守屋 4～
【秋ターム】学校インターンシップ
（授業実践研究）　　【新・旧】

守屋 4～

【秋ターム】教育心理学実験実習
(教育心理学実験２)

川田・守屋 2～ W410
【秋ターム】教育心理学実験実習
(教育心理学実験２)

川田・守屋 2～ W410 専門演習(産業教育Ia・II) 上原 ＊ W507
教育心理学講義（認知・動機づけ
論）

大谷 2～ W408

【冬ターム】教育心理学実験実習
(教育心理学調査実習)

大谷・岡田 2～ W410 【冬ターム】教育心理学実験実習
(教育心理学調査実習)

大谷 2～ W410 専門演習(教育方法学AII) 大野 ＊ W512 専門演習(教育方法学AIa) 大野 ＊ W512

教育社会科学講義(図書館学) (非)今 2～ W518 教育基礎論講義(近現代学校史) 近藤 2～ W518 専門演習(教育方法学BII) 大竹 ＊ W512 専門演習(教育方法学BIa) 大竹 ＊ W509

専門演習(福祉スポーツ論Ia・II) 山崎 ＊ W508 専門演習(教育思想Ia・II) 白水 ＊ W507

専門演習(社会教育Ia) 宮﨑・丸山 ＊ W105

専門演習(教育社会学Ia・II) 上山 ＊ W518

専門演習(特殊教育・臨床心理学
Ia・II)

安達 ＊ C302

教職入門　　【新・旧】 光本 教職 S1 専門演習(教育臨床心理学Ia・II) 渡邊 ＊ W410

教育心理学講義（発達障害教育概
論）

岡田 2～ W410 教育心理学講義(福祉臨床心理学) 井出 2～ W410 専門演習(青年期教育Ia・II) 辻 ＊ W509 専門演習(教育史Ia･II) 北村 ＊ W509

健康体育学講義(運動生理学) 柚木 2～ W518 専門演習(体育方法論Ia・II) 﨑田 ＊ W507 専門演習(高等継続教育Ia･II) 光本 ＊ W507

健康体育学講義（体育方法論） 﨑田 2～ W105 専門演習(教育福祉AIa・II) 松本 ＊ W410

専門演習(教師教育制度論Ia・II) 張 ＊ W507 専門演習(教育福祉BIa・II) 鳥山 ＊ W410

専門演習(学習・授業論Ia・II) 守屋 ＊ W508 専門演習(福祉臨床心理学Ia・II) 井出 ＊ W518

専門演習(発達臨床論Ia・II) 岡田 ＊ C302

教科教育法（保健体育Ⅳ）
【新課程】

(非)杉岡 教職 W508 専門演習(運動生理学Ia・II) 柚木 ＊ 研究室

教育社会科学講義(教育社会学) 上山 2～ W410 教育社会科学講義(教育福祉論) 松本・鳥山 2～ W410
教育基礎論講義（生徒指導論特別
演習)

浅川 3～ W508

教育心理学講義(知的障害教育論) 関 2～ W105 専門演習(学校史Ia・II) 近藤 ＊ W511 専門演習(教育行政学Ia・II) 横井 ＊ W410

専門演習(視知覚認知過程論Ia･Ⅱ) 河西 ＊ 生心実 専門演習(学校経営論Ia・II) 篠原 ＊ W410

専門演習(認知・動機づけ論Ia・II) 大谷 ＊ W518

専門演習(障碍者臨床心理学Ia・II) 松田 ＊ W509

【秋ターム】進路指導論Ⅰ　【新・
旧】

上原 教職 W203 専門演習(身体文化論Ia・II) 池田 ＊ W511

【冬ターム】進路指導論Ⅱ　【新・
旧】

駒川 教職 W203

教育社会科学講義(青年期教育論) 辻 2～ W410 教育社会科学講義(生涯学習論) 宮﨑 2～ 未定 教育基礎論講義(学校社会学) 浅川 2～ W410

教育基礎論講義(教科教育論) 大竹 2～ W105

教育心理学講義(視覚・聴覚障害教
育概論)

河西・(非)出井 2～ W410

【秋ターム】特別な教育的ニーズへ
の理解と対応　　　　　【新課程】

関・安達・岡田 教職 未定
教育学特別講義（Effective English
Communication 2022）

タイリル 2～ W518

道徳教育論　　【新・旧】 浅川他 教職 W203 専門演習(乳幼児発達論Ia・II) 川田 ＊ W507

C：附属子ども発達臨床研究センター

体力実：体力科学実験室(体育研究棟) 生心実：生理心理学実験室(教育学部研究棟203室) 運動実：運動生理学実験室(体育研究棟) 身体実：身体運動科学実験室(体育研究棟)

トレ：体育館トレーニングルーム 理学部：理学部大講堂(理学部5号館5-203室) 教育社会科学調査実習(社会教育
調査実習)

宮﨑・丸山

◆ 【秋ターム】は2学期前半(10月～11月)に実施する授業です。履修希望の場合は，学期当初の所定期間にwebで登録する必要があります(後からの追加登録はできません)。 辻

◆ 各科目の教室・実施曜日講時は時間割配布後に変更となる場合がありますので，留意願います。変更が生じた場合は，掲示でお知らせします。 教育社会科学調査実習(高等継続
教育調査実習Ⅱ)

光本

＊ 専門演習の履修学年は以下のとおりです。 教育心理学実験実習(心理実習) 河西・渡邊・関・井出

　・「専門演習Ⅰa」２年～　　・「専門演習Ⅰb」３年～　　・「専門演習Ⅱ」３年～　　・「専門演習Ⅲ」４年 教育学国際講義（ESD最終報告会
2022）

池田他

教科教育法(保健体育Ⅱ)　　【新・
旧】

﨑田

以下の科目は令和４年度は開講しない。 学校インターンシップ(高校フィール
ドワーク)　　【新・旧】

浅川

学校インターンシップ(地方版)
【新・旧】

篠原

介護等体験実習　　【新・旧】 松本・鳥山 教職・教育心理学講義(発達心理学)

・教育心理学講義(心理検査論) ・専門演習(発達心理学Ia･Ⅱ)

教職

・教育基礎論講義(生活指導論)

・教育心理学実験実習(カウンセリング実習) ・専門演習(身体運動支援システム論Ia･Ⅱ)

教職・健康体育学講義（身体運動支援システム論）　　　　　・教育心理学実験実習（発達障害援助実習）

・健康体育学実験実習（健康体育学実験）　　　　　　　 ・専門演習(社会教育Ⅱ)

教職

4～

教室等

教育基礎論調査実習(教育行政・学校
経営調査実習2)

篠原 3～

教育社会科学調査実習(青年期教育
調査実習)

3～

3～

2～

3～

【集中講義】

文系：文系共同講義棟 W：人文・社会科学総合教育研究棟 科目名 担当者名 学年

教職実践演習　　【新・旧】 教職課程委員会 教職 W203

S：高等教育推進機構S棟

【冬ターム】教育相談論Ⅰ　　【旧課
程】

渡邊 教職 文系8番

金

木
【秋ターム】教育関係論Ⅰ　　【旧課
程】

宮﨑 教職 文系8番

【冬ターム】教育相談論　　【新課程】 渡邊 教職 文系8番

【秋ターム】生徒指導論　　【新課程】

専門演習(生徒指導論Ia・II) 浅川 ＊ W508

専門演習(生活健康学Ia・II)

宮﨑 教職 文系8番

山仲 ＊ 研究室

専門演習(学習神経心理学Ia・II) 関 ＊ W105

火

専門演習(職業能力形成論Ia・II) 駒川 ＊ W518

教科教育法(公民Ⅱ)　　【旧課程】 (非)川瀬 教職 W410

水

教科教育法(社会・地理歴史Ⅱ) 【新課
程】

(非)平井 教職 W410

教科教育法(社会Ⅱ)　　【旧課程】 (非)平井 教職 W410

教職入門　　【新・旧】 光本 教職 S1

W508 教育制度論　　【新・旧】 横井 教職 文系8番

月

教科教育法(社会・公民Ⅱ)　【新課程】 (非)川瀬 教職 W410

令和４年度第２学期　教育学部授業時間割　【平成２８（２０１６）年度以降に学部移行した学生・平成２９（２０１７）年度以降に編入学した学生用】
※　【平成２７（２０１５）年度以前に学部移行した学生・平成２８（２０１６）年度以前に編入学した学生】は教務担当窓口まで申出ること

令和4年3月16日現在
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

科目名 担当者名 学年 教室等

W508


