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『授業時間表』の見方（参考） 

※学部・学科・専攻により、掲載科目が異なります。自分の所属学部・学科・専攻の『授業時間表』を参照してください。 

 

１．Web履修登録（KONECO）について  〔ログインページ〕https://koneco.komazawa-u.ac.jp/ 

○ 予め、通年・前期・後期・集中授業を含む、今年度自分が履修する科目の時間割を作成してからWeb履修登録を行ってください。 

 ○ Web履修登録には、本学の KOMAnetユーザ IDとパスワードが必要です。（新入生オリエンテーション時に全員交付済みです） 

 

2．『授業時間表』の見方について  ①                  ②          ③          ④              ⑤ 

曜日時限 科 目 名 履修コード 担当者名 備      考 教 場 名 科目分野 区分 

月・７ 文学 123456 駒沢 太郎 全学科選・◎予 １－３０２ 教養教育科目人文分野 Ｂ 

●●概論 222222 深沢 次郎 法Ｂ１必・学生番号指定科目 ３－３０５ 専門教育  

▲▲特講 333333 用賀 花子 経 1必（2014～年度入学生） ７－３０８ 宗教教育科目  

火・１ 健康・スポーツ実習 444444 玉川 三郎 経 1選（1～66） 玉－体育館 保健体育科目  

                                                          ⑥  ⑦   ⑧  ⑨  ⑩  ⑪ 

① Web履修登録画面で選択するコード（数字６桁）を掲載 

② 備考の「◎」印は抽選科目であることを表し、以下の 2種類に分かれる 

「◎抽」・・・抽選登録    「◎予」・・・受講予約 

※それぞれの違いについては、『履修要項』の「第 1章－Ⅰ 履修・授業－履修－3.履修登録（抽選登録・履修登録）」のページを参照 

③ 「校舎・号館 － 部屋番号」を表す（下記「駒沢校舎案内図」参照） 

④ 科目の分野区分を表す（詳しくは、『履修要項』の「第 2章－Ⅰ 教育課程の編成－授業科目の区分と教育目標」を参照） 

⑤ フレックス A・Ｂ時間帯で履修可能な科目であることを表す（法律学科フレックス A・Bのみが対象） 

⑥ 履修可能な学科名の略称を表す（たとえば、仏教学科なら「仏」、経済学科なら「経」と記されています。下記〔参考〕参照） 

⑦ 履修可能になる年次を表す（詳しくは、『履修要項』の「第 2章－Ⅱ 開設科目－開設科目一覧の見方」を参照） 

⑧ 履修単位の区分を表す（必修・選択必修・選択等のこと） 

⑨ 「学生番号」の下３桁番号を意味し「１年次生以外の学年が対象の曜日・時限を指定した科目」に掲載がある（学生番号 001～066→1～66と表示） 

⑩ 入学年度により科目名・配当等が異なる科目を表す。詳細は以下のとおり。 

 『2018～年度入学生』と記載されている場合は、2018年度以降に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

 『～2017年度入学生』と記載されている場合は、2017年度以前に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

 『2014～2017年度入学生』と記載されている場合は、2014年度から 2017年度に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

  

https://koneco.komazawa-u.ac.jp/


⑪ 「学生番号指定科目一覧」ページに「学生番号」の下３桁番号が指定されていることを意味し、「１年次生が対象の曜日・時限を指定した科目」であることを示

す 

※必修科目及び上記⑪の科目は、KONECO（Web履修登録）の画面上では曜日・時限があらかじめ指定登録されています 

 

3．『授業時間表』閲覧上の注意事項 

 ○ 『授業時間表』記載内容の訂正・変更については、http://jikanwari.komazawa-u.ac.jp/で周知します。 

○ 集中授業科目は集１～集７時限として、また予め曜日時限を特定できない科目については特１～特７時限として、土曜日の次に掲載しています。 

○ 「日本語」「日本事情科目」は、外国人留学生および日本語を母語としない帰国生を対象とする科目です。 

 

4．その他注意事項 

・この『授業時間表』に掲載されている教場は、授業開始以後に変更となる場合もあります。 

・教場の変更については、KONECOおよび教務部ロビーの電子掲示板に随時掲示します。 

 

〔参考〕『授業時間表』における学科・専攻名表記の略称 

    

学科・専攻名 略称 学科・専攻名 略称
禅学科 禅 心理学科 心
仏教学科 仏 経済学科 経
仏教学部（※） 禅仏 商学科 商
国文学科 国 現代応用経済学科 現
英米文学科 英 法律学科フレックスA 法A
地域文化研究専攻 地文 法律学科フレックスB 法B
地域環境研究専攻 環境 政治学科 政
日本史学専攻 日 経営学科 営
外国史学専攻 外 市場戦略学科 市
考古学専攻 考 診療放射線技術科学科 放
社会学専攻 社 グローバル・メディア学科 GM
社会福祉学専攻 福  

    ※平成 26年度以降入学の 1・2年次生が対象 

 

 

 

http://jikanwari.komazawa-u.ac.jp/
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教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
月・1 仏教文化史 004052 加納  和雄 ◎予・学芸員２３４選（国英地文環境日外考社福心） ７－５０８ 教職科目
月・1 地誌学概説 037301 山口  太郎 ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ８－２５７ 教職科目
月・1 第四紀学Ａ 041102 鈴木  毅彦 ◎予（前期）学芸員２３４選（禅仏国英日外考社福心） ３－３０１ 教職科目
月・1 第四紀学Ｂ 041152 鈴木  毅彦 ◎予（後期）学芸員２３４選（禅仏国英日外考社福心） ３－３０１ 教職科目
月・1 日本文化史 047112 菅野  洋介 ◎予・学芸員２３４選（禅仏地文環境社福心） ３－３１２ 教職科目
月・1 情報メディア論 056961 嶋村  元宏 ◎予（前期）学芸員３必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－４０７ 教職科目
月・1 教育課程論 215201 坂野  慎二 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
月・2 国語科教育法Ⅱ 022911 須藤  敬 教職３必（国） ７－５０８ 教職科目
月・2 西洋文化史Ⅱ 046952 毛塚  実江子 ◎予（後期）学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） ２研－２０３ 教職科目
月・2 情報メディア論 056971 嶋村  元宏 ◎予（前期）学芸員３必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－４０７ 教職科目
月・2 総合演習Ⅲ（福祉・ボランティア） 081901 野中  弘敏 （前期）教職２３選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ７－３０１ 教職科目
月・2 総合演習Ⅲ（福祉・ボランティア） 081901 野中  弘敏 （前期）教職２３選（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－３０１ 教職科目
月・2 総合演習Ⅲ（福祉・ボランティア） 082001 野中  弘敏 （後期）教職２３選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ７－３０１ 教職科目
月・2 総合演習Ⅲ（福祉・ボランティア） 082001 野中  弘敏 （後期）教職２３選（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－３０１ 教職科目
月・2 教育関係法規 085101 廣澤  明 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） １－４０８ 教職科目
月・2 教育実習Ａ 087011 遠藤  司 （前期）教職４必（国）（２０１０～年度入学生） ７－４０４ 教職科目
月・2 教育実習Ｂ 087012 遠藤  司 （前期）教職４必（国）（２０１０～年度入学生） ７－４０４ 教職科目
月・2 教職実践演習（中・高） 087611 遠藤  司 ◎予（後期）教職４必（国）（２０１０～年度入学生） ７－４０４ 教職科目
月・2 現代商業論 152651 中原  龍輝 教職２３４教科（市）（２００８～年度入学生） １－４０９ 教職科目
月・2 教育課程論 215601 坂野  慎二 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
月・2 日本宗教文化史 232702 小川  順敬 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考） ７－５０９ 教職科目
月・2 哲学概説 233302 河谷  淳 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ７－４０８ 教職科目
月・3 仏教民俗学 006302 徳野  崇行 ◎予・学芸員２３４選（国英地文環境日外考社福心） ３－４０３ 教職科目
月・3 人文地理学概説 036901 伊藤  慎悟 ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） １－４０４ 教職科目
月・3 教育関係法規 085201 廣澤  明 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） １－４０８ 教職科目
月・3 英語科教育法Ⅰａ 438801 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ａｓｈｗｅｌｌ （前期）教職３必（ＧＭ） ７－３０１ 教職科目
月・3 英語科教育法Ⅰｂ 438911 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ａｓｈｗｅｌｌ （後期）教職３必（ＧＭ） ７－３０１ 教職科目
月・4 教育とメディア 077401 芝崎  順司 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・4 教育とメディア 077401 芝崎  順司 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・4 教育とメディア 077601 芝崎  順司 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・4 教育とメディア 077601 芝崎  順司 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・4 生徒指導論（進路指導を含む） 079401 遠藤  司 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０５ 教職科目
月・4 教育臨床 080401 遠藤  司 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０５ 教職科目
月・4 民法Ⅰａ 098302 和知  恵一 ◎予（前期）教職２３４教科（禅仏地文環境日外考） ８－４６７ 教職科目
月・4 民法Ⅰｂ 098352 和知  恵一 ◎予（後期）教職２３４教科（禅仏地文環境日外考） ８－４６７ 教職科目
月・4 教育基礎論 212201 北村  三子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
月・4 教育基礎論 212201 北村  三子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
月・4 教育制度・環境論 213101 北村  三子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
月・4 教育制度・環境論 213101 北村  三子 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
月・5 地誌学概説 037101 川元  豊和 ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
月・5 家庭福祉論 065102 武山  梅乗 ◎予・社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社心経商現法Ａ政営市放） ３－３０６ 教職科目
月・5 教育とメディア 077501 芝崎  順司 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・5 教育とメディア 077501 芝崎  順司 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・5 教育とメディア 077701 芝崎  順司 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・5 教育とメディア 077701 芝崎  順司 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） １－２０１ 教職科目
月・5 教育実習Ａ 087071 豊田  千代子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・5 教育実習Ａ 087071 豊田  千代子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・5 教育実習Ｂ 087072 豊田  千代子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・5 教育実習Ｂ 087072 豊田  千代子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
月・5 教職実践演習（中・高） 087671 豊田  千代子 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・5 教職実践演習（中・高） 087671 豊田  千代子 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・5 介護等体験指導 087941 北村  三子 （前期）教職３必（地文環境営）（２０１０～年度入学生） ３－６０３ 教職科目
月・5 介護等体験指導 087941 北村  三子 （前期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－６０３ 教職科目
月・5 教育実習指導 088041 北村  三子 （後期）教職３必（地文環境営市）（２０１０～年度入学生） ３－６０３ 教職科目
月・5 教育実習指導 088041 北村  三子 （後期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－６０３ 教職科目
月・5 宗教学概説 233102 川上  新二 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） １－４０３ 教職科目
月・6 介護等体験指導 087911 豊田  千代子 （前期）教職３必（禅仏社福）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・6 介護等体験指導 087911 豊田  千代子 （前期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・6 教育実習指導 088011 豊田  千代子 （後期）教職３必（禅仏社福心）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・6 教育実習指導 088011 豊田  千代子 （後期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
月・6 地誌学概説 304201 川元  豊和 ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
月・6 哲学概説 305301 渋谷  繁明 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ７－３０２ 教職科目
火・1 宗教科教育法Ⅰ 011911 永井  俊道 教職３必（禅仏） １－４０９ 教職科目
火・1 教育基礎論 212401 山本  敏子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
火・1 教育基礎論 212401 山本  敏子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
火・1 教育制度・環境論 213301 山本  敏子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
火・1 教育制度・環境論 213301 山本  敏子 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
火・2 宗教教育 007102 永井  俊道 ◎予・教職２３４選（国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ） ３－３０１ 教職科目
火・2 宗教教育 007102 永井  俊道 ◎予・教職２３４選（法Ｂ） ３－３０１ 教職科目
火・2 書道科教育法 023001 石井  健 教職３必（国） ３－６０１ 教職科目
火・2 人文地理学概説 037001 伊藤  慎悟 ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） １－４０４ 教職科目
火・2 老人福祉論 065522 東條  光雅 （前期）社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考経商現法Ａ政営市放） ８－３６１ 教職科目
火・2 道徳教育の研究 077901 浅見  慎一 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
火・2 道徳教育の研究 077901 浅見  慎一 ◎予（前期）教職２３４選（心市） ３－６０６ 教職科目
火・2 特別活動論 078711 志村  文穂 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ２研－２０３ 教職科目
火・2 特別活動論 078811 浅見  慎一 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
火・2 生徒指導論（進路指導を含む） 079501 志村  文穂 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ２研－２０３ 教職科目
火・2 社会体育Ⅰ 086501 吉田  実生 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） 特研教育学－１ 教職科目
火・2 社会体育Ⅰ 086501 吉田  実生 ◎予（前期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） 特研教育学－１ 教職科目
火・2 社会体育Ⅱ 086601 吉田  実生 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） 特研教育学－１ 教職科目
火・2 社会体育Ⅱ 086601 吉田  実生 ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） 特研教育学－１ 教職科目
火・2 学校経営と学校図書館 086901 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・2 学校経営と学校図書館 086901 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・2 学校経営と学校図書館 086901 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・2 学校経営と学校図書館 086901 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・2 読書と豊かな人間性 087201 山本  さゆり ◎予（後期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・2 読書と豊かな人間性 087201 山本  さゆり ◎予（後期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・2 読書と豊かな人間性 087201 山本  さゆり ◎予（後期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・2 読書と豊かな人間性 087201 山本  さゆり ◎予（後期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・2 読書と豊かな人間性 087201 山本  さゆり ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３０６ 教職科目
火・2 読書と豊かな人間性 087201 山本  さゆり ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・3 博物館実習（収集） 057051 太田  喜美子 （後期）学芸員３必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生）・國見・中村・瀧音・小泉・熊本・中野・高田 ３－２０３ 教職科目
火・3 道徳教育の研究 078001 浅見  慎一 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
火・3 道徳教育の研究 078001 浅見  慎一 ◎予（前期）教職２３４選（心市） ３－６０６ 教職科目
火・3 特別活動論 078911 浅見  慎一 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
火・3 学校経営と学校図書館 087001 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・3 学校経営と学校図書館 087001 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・3 学校経営と学校図書館 087001 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
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火・3 学校経営と学校図書館 087001 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・3 教育実習Ａ 087131 山本  敏子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
火・3 教育実習Ａ 087131 山本  敏子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
火・3 教育実習Ｂ 087132 山本  敏子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
火・3 教育実習Ｂ 087132 山本  敏子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
火・3 読書と豊かな人間性 087301 山本  さゆり ◎予（後期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・3 読書と豊かな人間性 087301 山本  さゆり ◎予（後期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－３０６ 教職科目
火・3 読書と豊かな人間性 087301 山本  さゆり ◎予（後期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・3 読書と豊かな人間性 087301 山本  さゆり ◎予（後期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・3 読書と豊かな人間性 087301 山本  さゆり ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３０６ 教職科目
火・3 読書と豊かな人間性 087301 山本  さゆり ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０６ 教職科目
火・3 教職実践演習（中・高） 087731 山本  敏子 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
火・3 教職実践演習（中・高） 087731 山本  敏子 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
火・3 学習・発達論 214001 黒住  早紀子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０５ 教職科目
火・3 学習・発達論 214001 黒住  早紀子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０５ 教職科目
火・3 教育課程論 215001 黒住  早紀子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０５ 教職科目
火・4 博物館実習（学内） 057151 角道  亮介 学芸員３必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－７０５ 教職科目
火・4 心理学（福祉） 066523 高橋  良博 （後期）社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社心経商現法Ａ政営市放） ３－３０６ 教職科目
火・4 社会福祉原論 070701 船水  浩行 ◎予・社福主事２必（禅仏国英地文環境日外考社心経商現法Ａ政営市放） １－２０３ 教職科目
火・4 道徳教育の研究 078301 井上  勝 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
火・4 道徳教育の研究 078301 井上  勝 ◎予（前期）教職２３４選（心市） ３－４０３ 教職科目
火・4 特別活動論 079011 井上  勝 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
火・4 政治学原論 134801 梅川  葉菜 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境日外考社福心経商現営） ３－８１２ 教職科目
火・5 道徳教育の研究 078401 井上  勝 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
火・5 道徳教育の研究 078401 井上  勝 ◎予（前期）教職２３４選（心市） ３－４０３ 教職科目
火・5 特別活動論 079111 井上  勝 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
火・5 学習支援論 085001 齋藤  真哉 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０１ 教職科目
火・5 学習支援論 085001 齋藤  真哉 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０１ 教職科目
火・5 社会教育活動・事業・施設 085901 萩原  建次郎 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） １－５１６ 教職科目
火・5 社会教育活動・事業・施設 085901 萩原  建次郎 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） １－５１６ 教職科目
火・5 教育実習Ａ 087041 黒住  早紀子 （前期）教職４必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ３－６０２ 教職科目
火・5 教育実習Ｂ 087042 黒住  早紀子 （前期）教職４必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ３－６０２ 教職科目
火・5 教職実践演習（中・高） 087641 黒住  早紀子 ◎予（後期）教職４必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ３－６０２ 教職科目
火・6 身体表現とコミュニケーション 086101 児玉  周 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３０１ 教職科目
火・6 身体表現とコミュニケーション 086101 児玉  周 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－３０１ 教職科目
火・6 介護等体験指導 087931 黒住  早紀子 （前期）教職３必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ３－６０２ 教職科目
火・6 介護等体験指導 087931 黒住  早紀子 （前期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－６０２ 教職科目
火・6 教育実習指導 088031 黒住  早紀子 （後期）教職３必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ３－６０２ 教職科目
火・6 教育実習指導 088031 黒住  早紀子 （後期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－６０２ 教職科目
火・6 人文地理学概説 304401 今井  理雄 ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０２ 教職科目
火・6 世界史概説 305001 山口  洋 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－６０３ 教職科目
火・7 社会教育計画 084401 萩原  建次郎 社教主事２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０３ 教職科目
火・7 社会教育計画 084401 萩原  建次郎 社教主事２必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－６０３ 教職科目
火・7 道徳教育の研究 305601 井上  勝 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
火・7 道徳教育の研究 305601 井上  勝 ◎予（前期）教職２３４選（心市） ３－４０３ 教職科目
火・7 特別活動論 305711 井上  勝 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－４０３ 教職科目
水・1 仏教美術研究 008712 村松  哲文 ◎予・学芸員３４選（国英地文環境日外考社福心） １－４０４ 教職科目
水・1 自然地理学概説 043201 鈴木  重雄 ◎予・教職２３４教科（禅仏日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） １－３０３ 教職科目
水・1 地域福祉論 065902 川上  富雄 社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考心経商現法Ａ政営市放） １－２０２ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
水・1 生徒指導論（進路指導を含む） 080101 川原  誠司 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
水・1 教育臨床 081101 川原  誠司 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
水・1 教育臨床心理学 085601 小田切  紀子 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ） ７－５０８ 教職科目
水・1 教育臨床心理学 085601 小田切  紀子 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ７－５０８ 教職科目
水・1 学習・発達論 214301 角野  善司 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
水・1 学習・発達論 214301 角野  善司 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０５ 教職科目
水・1 教育課程論 215301 角野  善司 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
水・2 仏教美術史 006202 村松  哲文 ◎予・学芸員２３４選（国英地文環境社福心） １－４０４ 教職科目
水・2 民間信仰論 017903 小川  順敬 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考） ２研－２０９ 教職科目
水・2 考古学特講Ⅲ 052912 小林  謙一 ◎予・学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） ３－３０６ 教職科目
水・2 教育評価 085301 川原  誠司 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ） ７－２０１ 教職科目
水・2 教育評価 085301 川原  誠司 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ７－２０１ 教職科目
水・2 教育実習Ａ 087101 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・2 教育実習Ａ 087101 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・2 教育実習Ｂ 087102 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・2 教育実習Ｂ 087102 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・2 教職実践演習（中・高） 087701 伊藤  茂樹 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・2 教職実践演習（中・高） 087701 伊藤  茂樹 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・2 社会科教育法Ⅰ 088401 藤木  正国 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
水・2 社会科教育法Ⅱ 088501 藤木  正国 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
水・2 教育基礎論 212001 豊田  千代子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
水・2 教育基礎論 212001 豊田  千代子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
水・2 教育制度・環境論 212901 豊田  千代子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
水・2 教育制度・環境論 212901 豊田  千代子 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
水・2 学習・発達論 214401 角野  善司 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
水・2 学習・発達論 214401 角野  善司 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０５ 教職科目
水・2 教育課程論 215401 角野  善司 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
水・3 現代美術 028602 矢野  陽子 ◎予・学芸員２３４選（禅仏国地文環境日外考社福心） ３－２１２ 教職科目
水・3 社会科教育法Ⅲ（地理歴史） 057301 藤木  正国 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
水・3 社会科教育法Ⅳ（地理歴史） 057401 藤木  正国 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
水・3 宗教人類学特講 075003 別所  裕介 ◎予（後期）学芸員２３４選（禅仏国英地文環境日外考福） ３－３０６ 教職科目
水・3 宗教人類学特講 075003 別所  裕介 ◎予（後期）教職２３４教科（地文環境日外考） ３－３０６ 教職科目
水・3 教育実習Ａ 087081 豊田  千代子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・3 教育実習Ａ 087081 豊田  千代子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・3 教育実習Ｂ 087082 豊田  千代子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・3 教育実習Ｂ 087082 豊田  千代子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・3 教職実践演習（中・高） 087681 豊田  千代子 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・3 教職実践演習（中・高） 087681 豊田  千代子 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８０９ 教職科目
水・3 教育基礎論 212701 伊藤  茂樹 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
水・3 教育基礎論 212701 伊藤  茂樹 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
水・3 教育制度・環境論 213601 伊藤  茂樹 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０６ 教職科目
水・3 教育制度・環境論 213601 伊藤  茂樹 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０６ 教職科目
水・3 学習・発達論 214501 角野  善司 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
水・3 学習・発達論 214501 角野  善司 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０５ 教職科目
水・3 教育課程論 215501 角野  善司 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
水・4 美術史概説 017803 吉澤  早苗 ◎予・学芸員２３４選（禅仏英地文環境社福心） ３－２０５ 教職科目
水・4 西洋文化史Ⅰ 046912 真道  洋子 ◎予（前期）学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） １－４０２ 教職科目
水・4 日本史概説 056302 岡野  浩二 教職２３４教科（禅仏地文環境社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ８－３６３ 教職科目
水・4 博物館実習（館園） 056981 小泉  雅弘 （後期）学芸員３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生）・酒井清治・太田喜美子・高田良太・村松哲文 ３－２０３ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
水・4 教育とメディア 076801 石橋  達也 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・4 教育とメディア 076801 石橋  達也 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・4 教育とメディア 076901 石橋  達也 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・4 教育とメディア 076901 石橋  達也 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・4 社会科教育法Ⅰ 089001 蚊野  秀明 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
水・4 社会科教育法Ⅱ 089101 蚊野  秀明 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
水・5 宗教科教育法Ⅱ 012001 磯邉  浩道 教職３必（禅仏） １－４０８ 教職科目
水・5 日本民俗学 017103 牧野  眞一 ◎予・学芸員２３４選（禅仏英地文環境社福心） １－４０２ 教職科目
水・5 教育とメディア 077001 石橋  達也 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・5 教育とメディア 077001 石橋  達也 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・5 教育とメディア 077101 石橋  達也 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・5 教育とメディア 077101 石橋  達也 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３０９ 教職科目
水・5 教育調査 086001 須藤  康介 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－４０８ 教職科目
水・5 教育調査 086001 須藤  康介 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－４０８ 教職科目
水・5 教育調査 086001 須藤  康介 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－４０８ 教職科目
水・5 教育調査 086001 須藤  康介 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－４０８ 教職科目
水・6 博物館概論 056701 小泉  雅弘 （後期）学芸員１必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生）・太田喜美子・菅野洋介 １－２０３ 教職科目
水・6 博物館概論 056701 小泉  雅弘 （後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ）（２０１２～年度入学生）・太田喜美子 １－２０３ 教職科目
水・6 博物館資料論 056801 寺前  直人 （前期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） １－２０３ 教職科目
水・6 地誌学概説 304301 今井  理雄 ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０３ 教職科目
水・6 日本史概説 304801 大久保  俊昭 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－２０５ 教職科目
水・6 教育とメディア 305501 石橋  達也 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０９ 教職科目
水・6 社会科教育法Ⅰ 306301 蚊野  秀明 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
水・6 社会科教育法Ⅱ 306401 蚊野  秀明 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０２ 教職科目
木・1 禅文化史 004152 大澤  邦由 ◎予・学芸員２３４選（国英地文環境日外考社福心） ３－５０２ 教職科目
木・1 地形学Ａ 039902 平井  幸弘 ◎予（前期）学芸員２３４選（禅仏国英日外考社福心） ３－６０５ 教職科目
木・1 地形学Ｂ 039952 平井  幸弘 ◎予（後期）学芸員２３４選（禅仏国英日外考社福心） ３－６０５ 教職科目
木・1 外国考古学概説 044402 角道  亮介 学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） ３－２０５ 教職科目
木・1 生徒指導論（進路指導を含む） 080001 遠藤  司 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－７０５ 教職科目
木・1 教育臨床 081001 遠藤  司 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－７０５ 教職科目
木・1 社会教育実習 084801 萩原  建次郎 社教主事３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－８０３ 教職科目
木・1 社会教育実習 084801 萩原  建次郎 社教主事３必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－８０３ 教職科目
木・1 教育実習Ａ 087031 黒住  早紀子 （前期）教職４必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ７－５０８ 教職科目
木・1 教育実習Ｂ 087032 黒住  早紀子 （前期）教職４必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ７－５０８ 教職科目
木・1 教育実習Ａ 087051 北村  三子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－６０６ 教職科目
木・1 教育実習Ａ 087051 北村  三子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－６０６ 教職科目
木・1 教育実習Ｂ 087052 北村  三子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－６０６ 教職科目
木・1 教育実習Ｂ 087052 北村  三子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－６０６ 教職科目
木・1 教職実践演習（中・高） 087631 黒住  早紀子 ◎予（後期）教職４必（英ＧＭ）（２０１０～年度入学生） ７－５０８ 教職科目
木・1 教職実践演習（中・高） 087651 北村  三子 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－６０６ 教職科目
木・1 教職実践演習（中・高） 087651 北村  三子 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－６０６ 教職科目
木・1 教育基礎論 212301 伊藤  茂樹 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
木・1 教育基礎論 212301 伊藤  茂樹 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０４ 教職科目
木・1 教育制度・環境論 213201 伊藤  茂樹 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
木・1 教育制度・環境論 213201 伊藤  茂樹 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０４ 教職科目
木・1 英語科教育法Ⅱａ 439001 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ａｓｈｗｅｌｌ （前期）教職３必（ＧＭ） ７－３０１ 教職科目
木・1 英語科教育法Ⅱｂ 439111 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ａｓｈｗｅｌｌ （後期）教職３必（ＧＭ） ７－３０１ 教職科目
木・2 世界史概説 044202 井村  行子 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境社福経商現法Ａ政営法Ｂ） １－２０４ 教職科目
木・2 教育哲学 085401 北村  三子 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ） ３－６０６ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
木・2 教育哲学 085401 北村  三子 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－６０６ 教職科目
木・2 社会教育行政 086301 荒井  隆 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） １－５１３ 教職科目
木・2 社会教育行政 086301 荒井  隆 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） １－５１３ 教職科目
木・2 教育実習Ａ 087091 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
木・2 教育実習Ａ 087091 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
木・2 教育実習Ｂ 087092 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
木・2 教育実習Ｂ 087092 伊藤  茂樹 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
木・2 教職実践演習（中・高） 087691 伊藤  茂樹 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
木・2 教職実践演習（中・高） 087691 伊藤  茂樹 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
木・3 青少年問題研究 006602 讃岐  真佐子 ◎予・教職２３４選（国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０３ 教職科目
木・3 青少年問題研究 006602 讃岐  真佐子 ◎予・社教主事２３４選（国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０３ 教職科目
木・3 青少年問題研究 006602 讃岐  真佐子 ◎予・教職２３４選（法Ｂ） ３－５０３ 教職科目
木・3 青少年問題研究 006602 讃岐  真佐子 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ） ３－５０３ 教職科目
木・3 国語科教育法Ⅰ 022811 加川  紀代子 教職３必（国） ７－５０７ 教職科目
木・3 考古学特講Ⅴ 053012 寺前  直人 ◎予・学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） ３－３０５ 教職科目
木・3 障害者福祉論 065422 齊藤  和良 （前期）社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社経商現法Ａ政営市放） １－４０４ 教職科目
木・3 生徒指導論（進路指導を含む） 079901 遠藤  司 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－７０５ 教職科目
木・3 教育臨床 080901 遠藤  司 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－７０５ 教職科目
木・3 ジェンダーと教育Ⅰ 082511 熊田  陽子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） １－５１４ 教職科目
木・3 ジェンダーと教育Ⅰ 082511 熊田  陽子 ◎予（前期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） １－５１４ 教職科目
木・3 ジェンダーと教育Ⅱ 082521 熊田  陽子 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） １－５１４ 教職科目
木・3 ジェンダーと教育Ⅱ 082521 熊田  陽子 ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） １－５１４ 教職科目
木・3 視聴覚教育 084901 青木  繁 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ） ７－２０１ 教職科目
木・3 視聴覚教育 084901 青木  繁 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ７－２０１ 教職科目
木・3 成人学習論 086401 荒井  隆 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） １－５１３ 教職科目
木・3 成人学習論 086401 荒井  隆 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） １－５１３ 教職科目
木・3 教育実習Ａ 087111 萩原  建次郎 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－４０１ 教職科目
木・3 教育実習Ａ 087111 萩原  建次郎 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－４０１ 教職科目
木・3 教育実習Ｂ 087112 萩原  建次郎 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－４０１ 教職科目
木・3 教育実習Ｂ 087112 萩原  建次郎 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－４０１ 教職科目
木・3 教職実践演習（中・高） 087711 萩原  建次郎 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－４０１ 教職科目
木・3 教職実践演習（中・高） 087711 萩原  建次郎 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－４０１ 教職科目
木・3 学習・発達論 213901 黒住  早紀子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０５ 教職科目
木・3 学習・発達論 213901 黒住  早紀子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－６０５ 教職科目
木・3 教育課程論 214901 黒住  早紀子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－６０５ 教職科目
木・3 宗教学概説 233002 矢野  秀武 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０１ 教職科目
木・3 倫理学概説 233402 河谷  淳 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境日外考社福心経商法Ａ政営） ３－６０６ 教職科目
木・4 考古学特講Ⅰ 052712 酒井  清治 ◎予・学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） ２研－１０２ 教職科目
木・4 日本史概説 056402 松本  信道 教職２３４教科（禅仏地文環境社福経商現法Ａ政営法Ｂ） １－２０２ 教職科目
木・4 公的扶助論 065322 伊藤  秀一 （前期）社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社心経商現法Ａ政営市放） １－２０３ 教職科目
木・4 教育情報学 085501 石橋  達也 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ） ３－４０５ 教職科目
木・4 教育情報学 085501 石橋  達也 ◎予・教職３選（経現）（２００７～年度入学生） ３－４０５ 教職科目
木・4 教育情報学 085501 石橋  達也 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－４０５ 教職科目
木・4 若者の居場所と参加Ⅰ 086701 両角  達平 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ７－３０１ 教職科目
木・4 若者の居場所と参加Ⅰ 086701 両角  達平 ◎予（前期）社教主事２３４選（法Ｂ） ７－３０１ 教職科目
木・4 宗教学概説 232902 別所  裕介 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－２０５ 教職科目
木・5 教育とメディア 077201 石橋  達也 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－４０５ 教職科目
木・5 教育とメディア 077201 石橋  達也 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－４０５ 教職科目
木・5 教育とメディア 077301 石橋  達也 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－４０５ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
木・5 教育とメディア 077301 石橋  達也 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－４０５ 教職科目
木・5 生徒指導論（進路指導を含む） 079601 志村  文穂 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） １－４０２ 教職科目
木・5 若者の居場所と参加Ⅱ 086801 大山  宏 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） １－５１２ 教職科目
木・5 若者の居場所と参加Ⅱ 086801 大山  宏 ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ） １－５１２ 教職科目
木・5 介護等体験指導 087961 萩原  建次郎 （前期）教職３必（経商現）（２０１０～年度入学生） ３－３０１ 教職科目
木・5 介護等体験指導 087961 萩原  建次郎 （前期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０１ 教職科目
木・5 教育実習指導 088061 萩原  建次郎 （後期）教職３必（経商現）（２０１０～年度入学生） ３－３０１ 教職科目
木・5 教育実習指導 088061 萩原  建次郎 （後期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０１ 教職科目
木・5 経済原論 114001 畠中  貴 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境日外考） ８－２５８ 教職科目
木・5 教育基礎論 212601 山本  敏子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
木・5 教育基礎論 212601 山本  敏子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３１２ 教職科目
木・5 教育制度・環境論 213501 山本  敏子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
木・5 教育制度・環境論 213501 山本  敏子 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３１２ 教職科目
木・5 学習・発達論 214101 藤原  善美 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
木・5 学習・発達論 214101 藤原  善美 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０４ 教職科目
木・5 教育課程論 215101 藤原  善美 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
木・6 生涯学習論 056921 大木  真徳 （前期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－３０５ 教職科目
木・6 博物館教育論 056941 大木  真徳 （後期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－３０５ 教職科目
木・6 介護等体験指導 087971 山本  敏子 （前期）教職３必（法Ａ政）（２０１０～年度入学生） ３－３１２ 教職科目
木・6 介護等体験指導 087971 山本  敏子 （前期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３１２ 教職科目
木・6 教育実習指導 088071 山本  敏子 （後期）教職３必（法Ａ政）（２０１０～年度入学生） ３－３１２ 教職科目
木・6 教育実習指導 088071 山本  敏子 （後期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３１２ 教職科目
木・6 宗教学概説 305101 別所  裕介 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－２１０ 教職科目
木・6 生徒指導論（進路指導を含む） 305801 志村  文穂 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） １－４０２ 教職科目
木・6 政治学原論 324302 石川  公彌子 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境日外考社福心経商現営） ３－３０６ 教職科目
木・6 学習・発達論 344001 藤原  善美 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
木・6 学習・発達論 344001 藤原  善美 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
木・6 教育課程論 344101 藤原  善美 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
木・7 商業科教育法 113301 番場  博之 教職３必（経商現営市） ２研－２０４ 教職科目
木・7 自然地理学概説 304501 中村  洋介 ◎予・教職２３４教科（禅仏日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－５０３ 教職科目
木・7 教育基礎論 343801 山本  敏子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
木・7 教育基礎論 343801 山本  敏子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
木・7 教育基礎論 343801 山本  敏子 ◎予（前期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（～２０１１年度入学生） ３－３１２ 教職科目
木・7 教育制度・環境論 343901 山本  敏子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
木・7 教育制度・環境論 343901 山本  敏子 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
木・7 教育制度・環境論 343901 山本  敏子 ◎予（後期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（～２０１１年度入学生） ３－３１２ 教職科目
金・1 教職入門 076701 笠谷  一夫 ◎予（後期）教職１必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－２０７ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅰ 084501 豊田  千代子 （前期）社教主事２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－７０５ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅰ 084501 豊田  千代子 （前期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－７０５ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅰ 084501 豊田  千代子 （前期）社教主事２必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－７０５ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅰ 084501 豊田  千代子 （前期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－７０５ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅱ 084601 豊田  千代子 （後期）社教主事２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－７０５ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅱ 084601 豊田  千代子 （後期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－７０５ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅱ 084601 豊田  千代子 （後期）社教主事２必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－７０５ 教職科目
金・1 生涯学習概論Ⅱ 084601 豊田  千代子 （後期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－７０５ 教職科目
金・2 西域美術史 053102 松平  美和子 ◎予・学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） １－４０３ 教職科目
金・2 社会学原論Ａ 060002 橋爪  敏 ◎予（前期）教職２３４教科（禅仏地文環境日外考） ８－３６３ 教職科目
金・2 社会学原論Ａ 060002 橋爪  敏 ◎予（前期）教職２３４教科（心法Ａ法Ｂ）（２０１１～年度入学生） ８－３６３ 教職科目
金・2 社会学原論Ｂ 060052 橋爪  敏 ◎予（後期）教職２３４教科（禅仏地文環境日外考） ８－３６３ 教職科目
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金・2 社会学原論Ｂ 060052 橋爪  敏 ◎予（後期）教職２３４教科（心法Ａ法Ｂ）（２０１１～年度入学生） ８－３６３ 教職科目
金・2 社会学（福祉） 066153 武山  梅乗 （後期）社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社心経商現法Ａ政営市放） １－２０４ 教職科目
金・2 教職入門 076711 笠谷  一夫 ◎予（後期）教職１必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－２０７ 教職科目
金・2 生徒指導論（進路指導を含む） 079301 佐藤  尚人 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
金・2 教育臨床 080301 佐藤  尚人 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
金・2 社会教育実習 084701 豊田  千代子 社教主事３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－７０５ 教職科目
金・2 社会教育実習 084701 豊田  千代子 社教主事３必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－７０５ 教職科目
金・2 教育実習Ａ 087121 萩原  建次郎 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
金・2 教育実習Ａ 087121 萩原  建次郎 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
金・2 教育実習Ｂ 087122 萩原  建次郎 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
金・2 教育実習Ｂ 087122 萩原  建次郎 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
金・2 教職実践演習（中・高） 087721 萩原  建次郎 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
金・2 教職実践演習（中・高） 087721 萩原  建次郎 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－５０９ 教職科目
金・2 学習指導と学校図書館 088101 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ８－４６８ 教職科目
金・2 学習指導と学校図書館 088101 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ８－４６８ 教職科目
金・2 学習指導と学校図書館 088101 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ８－４６８ 教職科目
金・2 学習指導と学校図書館 088101 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ８－４６８ 教職科目
金・2 学習・発達論 213801 黒住  早紀子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
金・2 学習・発達論 213801 黒住  早紀子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０５ 教職科目
金・2 教育課程論 214801 黒住  早紀子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０５ 教職科目
金・2 哲学概説 233202 末木  恭彦 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－７０４ 教職科目
金・3 禅美術 006102 村松  哲文 ◎予・学芸員２３４選（国英地文環境日外考社福心） ３－６０２ 教職科目
金・3 英語科教育法Ⅰ 031311 千葉  克裕 教職３必（英） ３－８０９ 教職科目
金・3 自然地理学概説 043101 鈴木  秀和 ◎予・教職２３４教科（禅仏日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） １－３０３ 教職科目
金・3 日本考古学概説 044302 酒井  清治 学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） １－４０２ 教職科目
金・3 社会科教育法Ⅴ（公民） 062401 橋爪  敏 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ８－３６３ 教職科目
金・3 社会科教育法Ⅵ（公民） 062501 橋爪  敏 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ８－３６３ 教職科目
金・3 生徒指導論（進路指導を含む） 079701 佐藤  尚人 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
金・3 教育臨床 080701 佐藤  尚人 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
金・3 教育社会学 085701 伊藤  茂樹 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考福心商法Ａ政ＧＭ） ３－７０３ 教職科目
金・3 教育社会学 085701 伊藤  茂樹 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考福心商法Ａ政） ３－７０３ 教職科目
金・3 教育社会学 085701 伊藤  茂樹 ◎予・教職２３４選（経現）（２００７～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
金・3 教育社会学 085701 伊藤  茂樹 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
金・3 教育社会学 085701 伊藤  茂樹 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
金・3 教育社会学 085701 伊藤  茂樹 ◎予・教職２３４選（営）（２００８～年度入学生） ３－７０３ 教職科目
金・3 学習指導と学校図書館 088201 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ８－４６８ 教職科目
金・3 学習指導と学校図書館 088201 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ８－４６８ 教職科目
金・3 学習指導と学校図書館 088201 山本  さゆり ◎予（前期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ８－４６８ 教職科目
金・3 学習指導と学校図書館 088201 山本  さゆり ◎予（前期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ８－４６８ 教職科目
金・3 社会学原論 133902 呉  炳三 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境日外考） １－２０３ 教職科目
金・3 社会学原論 133902 呉  炳三 ◎予・教職２３４教科（心法Ａ法Ｂ）（２０１１～年度入学生） １－２０３ 教職科目
金・3 学習・発達論 214201 吉野  さやか ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－７０５ 教職科目
金・3 学習・発達論 214201 吉野  さやか ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－７０５ 教職科目
金・3 民衆宗教成立史 232802 鈴木  一馨 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考） １－５１２ 教職科目
金・4 英語科教育法Ⅱ 031401 千葉  克裕 教職３必（英） ３－８０９ 教職科目
金・4 社会科教育法Ⅲ（地理歴史） 042701 生田  清人 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考経商現法Ａ政営法Ｂ） ２研－２０９ 教職科目
金・4 社会科教育法Ⅳ（地理歴史） 042801 生田  清人 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考経商現法Ａ政営法Ｂ） ２研－２０９ 教職科目
金・4 世界史概説 056502 中本  圭亮 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－２１１ 教職科目
金・4 社会心理学Ａ 058332 柳瀬  公 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市） ２研－１０２ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
金・4 社会心理学Ａ 058332 柳瀬  公 ◎予（前期）社教主事２３４選（法Ｂ） ２研－１０２ 教職科目
金・4 社会科教育法Ⅴ（公民） 062601 橋爪  敏 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ８－３６３ 教職科目
金・4 社会科教育法Ⅵ（公民） 062701 橋爪  敏 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ８－３６３ 教職科目
金・4 医療福祉論 065822 宮本  博司 （前期）社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社心経商現法Ａ政営市放） ３－５０２ 教職科目
金・4 生徒指導論（進路指導を含む） 079801 佐藤  尚人 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
金・4 教育臨床 080501 花嶋  裕久 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ２研－１０２ 教職科目
金・4 教育臨床 080801 佐藤  尚人 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－５０４ 教職科目
金・4 教育史 085801 山本  敏子 ◎予・教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営ＧＭ） ３－８１２ 教職科目
金・4 教育史 085801 山本  敏子 ◎予・社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－８１２ 教職科目
金・4 教育史 085801 山本  敏子 ◎予・社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・4 教育史 085801 山本  敏子 ◎予・教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・4 教育実習Ａ 087021 遠藤  司 （前期）教職４必（国）（２０１０～年度入学生） ３－５０１ 教職科目
金・4 教育実習Ｂ 087022 遠藤  司 （前期）教職４必（国）（２０１０～年度入学生） ３－５０１ 教職科目
金・4 教育実習Ａ 087061 北村  三子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－２０２ 教職科目
金・4 教育実習Ａ 087061 北村  三子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－２０２ 教職科目
金・4 教育実習Ｂ 087062 北村  三子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－２０２ 教職科目
金・4 教育実習Ｂ 087062 北村  三子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－２０２ 教職科目
金・4 教職実践演習（中・高） 087621 遠藤  司 ◎予（後期）教職４必（国）（２０１０～年度入学生） ３－５０１ 教職科目
金・4 教職実践演習（中・高） 087661 北村  三子 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－２０２ 教職科目
金・4 教職実践演習（中・高） 087661 北村  三子 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－２０２ 教職科目
金・4 介護等体験指導 087951 豊田  千代子 （前期）教職３必（日外考）（２０１０～年度入学生） ７－４０８ 教職科目
金・4 介護等体験指導 087951 豊田  千代子 （前期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－４０８ 教職科目
金・4 教育実習指導 088051 豊田  千代子 （後期）教職３必（日外考）（２０１０～年度入学生） ７－４０８ 教職科目
金・4 教育実習指導 088051 豊田  千代子 （後期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ７－４０８ 教職科目
金・4 教育基礎論 212501 萩原  建次郎 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０６ 教職科目
金・4 教育基礎論 212501 萩原  建次郎 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３０６ 教職科目
金・4 教育制度・環境論 213401 萩原  建次郎 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０６ 教職科目
金・4 教育制度・環境論 213401 萩原  建次郎 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－３０６ 教職科目
金・4 学習・発達論 214601 吉野  さやか ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－７０５ 教職科目
金・4 学習・発達論 214601 吉野  さやか ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－７０５ 教職科目
金・5 社会保障論 065002 長尾  譲治 社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考心経商現法Ａ政営市放） ３－３０６ 教職科目
金・5 教育臨床 080601 花嶋  裕久 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ２研－１０２ 教職科目
金・5 教育実習Ａ 087141 山本  敏子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・5 教育実習Ａ 087141 山本  敏子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・5 教育実習Ｂ 087142 山本  敏子 （前期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・5 教育実習Ｂ 087142 山本  敏子 （前期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・5 教職実践演習（中・高） 087741 山本  敏子 ◎予（後期）教職４必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市）（２０１０～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・5 教職実践演習（中・高） 087741 山本  敏子 ◎予（後期）教職４必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－８１２ 教職科目
金・5 民法Ⅰ 127803 石口  修 ◎予・教職２３４教科（禅仏日外考） ７－３０８ 教職科目
金・5 教育基礎論 212101 北村  三子 ◎予（前期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－２０５ 教職科目
金・5 教育基礎論 212101 北村  三子 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－２０５ 教職科目
金・5 教育制度・環境論 213001 北村  三子 ◎予（後期）教職２必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－２０５ 教職科目
金・5 教育制度・環境論 213001 北村  三子 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－２０５ 教職科目
金・6 博物館展示論 056861 寺前  直人 （後期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生）・菅野洋介・太田喜美子 １－４０２ 教職科目
金・6 介護等体験指導 087921 遠藤  司 （前期）教職３必（国）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
金・6 介護等体験指導 087921 遠藤  司 （前期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
金・6 教育実習指導 088021 遠藤  司 （後期）教職３必（国）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
金・6 教育実習指導 088021 遠藤  司 （後期）教職３必（法Ｂ）（２０１０～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
金・6 宗教学概説 305201 宮田  義矢 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－２１０ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
金・6 教育臨床 305901 花嶋  裕久 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ２研－１０２ 教職科目
金・7 博物館資料保存論 056831 和田  浩 ◎予（後期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－５０３ 教職科目
金・7 日本史概説 304901 鈴木  雅晴 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０３ 教職科目
土・1 東洋思想史 016803 末木  恭彦 ◎予・教職２３４教科（地文環境日外考） ３－６０３ 教職科目
土・1 博物館経営論 056891 吉田  政博 （後期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－４０３ 教職科目
土・1 博物館経営論 056891 吉田  政博 （後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市法Ｂ）（２０１２～年度入学生） ３－４０３ 教職科目
土・2 考古学特講Ⅶ 053032 甲斐  章子 ◎予・学芸員２３４選（禅仏国英地文環境社福心） ３－７０４ 教職科目
土・2 学校図書館メディアの構成 087501 笠川  昭治 ◎予（前期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・2 学校図書館メディアの構成 087501 笠川  昭治 ◎予（前期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・2 学校図書館メディアの構成 087501 笠川  昭治 ◎予（前期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・2 学校図書館メディアの構成 087501 笠川  昭治 ◎予（前期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・2 情報メディアの活用 087801 笠川  昭治 ◎予（後期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・2 情報メディアの活用 087801 笠川  昭治 ◎予（後期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・2 情報メディアの活用 087801 笠川  昭治 ◎予（後期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・2 情報メディアの活用 087801 笠川  昭治 ◎予（後期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・2 情報メディアの活用 087801 笠川  昭治 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０５ 教職科目
土・2 情報メディアの活用 087801 笠川  昭治 ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・2 社会科教育法Ⅴ（公民） 113401 橋村  和昭 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０５ 教職科目
土・2 社会科教育法Ⅵ（公民） 113501 橋村  和昭 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０５ 教職科目
土・3 社会科教育法Ⅲ（地理歴史） 042901 加藤  将 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０５ 教職科目
土・3 社会科教育法Ⅳ（地理歴史） 043001 加藤  将 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０５ 教職科目
土・3 児童福祉論 065622 村田  一昭 （前期）社福主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考経商現法Ａ政営市放） ８－１５２ 教職科目
土・3 道徳教育の研究 078101 千葉  勝吾 ◎予（前期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） ３－３０６ 教職科目
土・3 道徳教育の研究 078101 千葉  勝吾 ◎予（前期）教職２３４選（心市） ３－３０６ 教職科目
土・3 特別活動論 078611 千葉  勝吾 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０６ 教職科目
土・3 学校図書館メディアの構成 087601 笠川  昭治 ◎予（前期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・3 学校図書館メディアの構成 087601 笠川  昭治 ◎予（前期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・3 学校図書館メディアの構成 087601 笠川  昭治 ◎予（前期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・3 学校図書館メディアの構成 087601 笠川  昭治 ◎予（前期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・3 情報メディアの活用 087901 笠川  昭治 ◎予（後期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・3 情報メディアの活用 087901 笠川  昭治 ◎予（後期）司書教諭２３４必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ） ３－５０５ 教職科目
土・3 情報メディアの活用 087901 笠川  昭治 ◎予（後期）司書教諭２３４必（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・3 情報メディアの活用 087901 笠川  昭治 ◎予（後期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・3 情報メディアの活用 087901 笠川  昭治 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－５０５ 教職科目
土・3 情報メディアの活用 087901 笠川  昭治 ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－５０５ 教職科目
土・3 職業指導 113801 水島  啓進 教職２３４教科（経商現営市） ７－５０６ 教職科目
土・3 社会科教育法Ⅴ（公民） 134501 小川  光夫 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
土・3 社会科教育法Ⅵ（公民） 134601 小川  光夫 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
土・4 地誌学概説 037201 湯田  ミノリ ◎予・教職２３４教科（禅仏社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３０１ 教職科目
土・4 博物館資料保存論 056841 和田  浩 ◎予（後期）学芸員２必（禅仏国英地文環境日外考社福心）（２０１２～年度入学生） ３－３０３ 教職科目
土・4 現代社会の諸問題と教育Ⅰ 082901 鈴木  朋実 ◎予（前期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－４０４ 教職科目
土・4 現代社会の諸問題と教育Ⅰ 082901 鈴木  朋実 ◎予（前期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－４０４ 教職科目
土・4 現代社会の諸問題と教育Ⅱ 086201 鈴木  朋実 ◎予（後期）社教主事２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市） ３－４０４ 教職科目
土・4 現代社会の諸問題と教育Ⅱ 086201 鈴木  朋実 ◎予（後期）社教主事２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－４０４ 教職科目
土・4 現代社会の諸問題と教育Ⅱ 086201 鈴木  朋実 ◎予（後期）教職２３４選（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ）（２０００～年度入学生） ３－４０４ 教職科目
土・4 現代社会の諸問題と教育Ⅱ 086201 鈴木  朋実 ◎予（後期）教職２３４選（法Ｂ）（２０００～年度入学生） ３－４０４ 教職科目
土・4 社会科教育法Ⅰ 088601 小川  光夫 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
土・4 社会科教育法Ⅱ 088701 小川  光夫 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
土・4 教職入門 305401 千葉  勝吾 ◎予（後期）教職１必（禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ法Ｂ） ３－３０７ 教職科目



教職・資格講座時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
土・4 経済原論 324402 猪俣  賢太郎 ◎予・教職２３４教科（禅仏地文環境日外考） ３－３０５ 教職科目
土・5 道徳教育の研究 078201 千葉  勝吾 ◎予（後期）教職２３必（禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営ＧＭ法Ｂ） ３－３０６ 教職科目
土・5 道徳教育の研究 078201 千葉  勝吾 ◎予（後期）教職２３４選（心市） ３－３０６ 教職科目
土・5 社会科教育法Ⅰ 088801 小川  光夫 ◎予（前期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
土・5 社会科教育法Ⅱ 088901 小川  光夫 （後期）教職３必（禅仏地文環境日外考社福経商現法Ａ政営法Ｂ） ３－３１２ 教職科目
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