
〔修士課程〕
（１）学校教育専攻
研究指導

科目名 単位 時間割 担当者 資格
教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育史研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育史研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育哲学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育哲学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育内容・方法研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育内容・方法研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

学校経営学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

学校経営学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

比較教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

比較教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育行財政学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育行財政学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育工学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育工学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

臨床心理学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

臨床心理学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育評価・測定研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育評価・測定研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

障害・神経心理学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

障害・神経心理学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

学校心理学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

学校心理学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

特別支援教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

特別支援教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教育社会学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

教育社会学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

生涯教育学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

生涯教育学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

教授河村 茂雄

教授

小林 宏己

教授佐藤 隆之

教授吉田 文

教授梅永 雄二

教授

教授堀 正士

特任教授水原 克敏

三尾 忠男

教授小松 茂久

教授長島 啓記

教授

教育学研究科学科目配当表（時間割表）

菊地 栄治

教授藤井 千春

教授坂倉 裕治

教授湯川 次義

教授本田 恵子

教授坂爪 一幸

教授椎名 乾平

特任教授岩 正吾

教授矢口 徹也

教授前田 耕司

教授小林 敦子



演 習
科目名 単位 時間割 担当者 資格

教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・６時限

教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・６時限

教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・７時限

教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・７時限

教育史演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・６時限

教育史演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・６時限

教育史演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・７時限

教育史演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・７時限

教育哲学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・４時限

教育哲学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・４時限

教育哲学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

教育哲学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

教育内容・方法演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・４時限

教育内容・方法演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・４時限

教育内容・方法演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

教育内容・方法演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

学校経営学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

学校経営学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・５時限

学校経営学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・６時限

学校経営学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・６時限

比較教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

比較教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

比較教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・７時限

比較教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・７時限

教育行財政学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・４時限

教育行財政学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・４時限

教育行財政学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

教育行財政学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

教育工学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

教育工学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

教育工学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

教育工学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

初等教育学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・土・４時限

初等教育学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・土・４時限

初等教育学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・土・２時限

初等教育学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・土・２時限

初等教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・３時限

初等教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・３時限

初等教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・４時限

初等教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・４時限

初等教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・土・３時限

初等教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・土・３時限

初等教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・土・４時限

初等教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・土・４時限

臨床心理学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・月・３時限

臨床心理学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・月・３時限

臨床心理学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・月・４時限

臨床心理学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・月・４時限

教育評価・測定演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・月・４時限

教育評価・測定演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・月・４時限

教育評価・測定演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・月・１時限

教育評価・測定演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・月・１時限

藤井 千春 教授

湯川 次義

坂倉 裕治

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

河村 茂雄

佐藤 隆之

小林 宏己

堀 正士

椎名 乾平

特任教授水原 克敏

菊地 栄治

長島 啓記

小松 茂久

三尾 忠男

教授

教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
障害・神経心理学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・木・５時限

障害・神経心理学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・木・５時限

障害・神経心理学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・木・６時限

障害・神経心理学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・木・６時限

学校心理学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・金・３時限

学校心理学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・金・３時限

学校心理学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・月・４時限

学校心理学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・月・４時限

特別支援教育学演習（Ｍ１－１）※１ 2 春学期・木・５時限

特別支援教育学演習（Ｍ１－２）※１ 2 秋学期・木・５時限

特別支援教育学演習（Ｍ２－１）※１ 2 春学期・木・２時限

特別支援教育学演習（Ｍ２－２）※１ 2 秋学期・木・２時限

教育社会学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・土・７時限

教育社会学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・土・７時限

教育社会学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

教育社会学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

社会教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・４時限

社会教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・４時限

社会教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・５時限

社会教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・５時限

社会教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

社会教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・５時限

社会教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

社会教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

社会教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・４時限

社会教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・４時限

社会教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・５時限

社会教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・５時限

生涯教育学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

生涯教育学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

生涯教育学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

生涯教育学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

※１：実験実習料として7,500円の納入が必要です。所定の期間に大学生協へ納入してください。

選択科目
科目名 単位 時間割 担当者 資格

教育学特論Ａ 2 ＜休講＞ 藤井 千春 教授
教育学特論Ｂ 2 秋学期・木・５時限 藤井 千春 教授
教育史特論Ａ 2 春学期・木・４時限 湯川 次義 教授
教育史特論Ｂ 2 ＜休講＞ 湯川 次義 教授
教育哲学特論Ａ 2 ＜休講＞ 坂倉 裕治 教授
教育哲学特論Ｂ 2 春学期・水・３時限 坂倉 裕治 教授
教育内容・方法特論Ａ 2 春学期・水・３時限 水原 克敏 特任教授
教育内容・方法特論Ｂ 2 ＜休講＞ 水原 克敏 特任教授
学校経営学特論Ａ 2 ＜休講＞ 菊地 栄治 教授
学校経営学特論Ｂ 2 秋学期・月・２時限 菊地 栄治 教授
比較教育学特論Ａ 2 春学期・木・４時限 長島 啓記 教授
比較教育学特論Ｂ 2 ＜休講＞ 長島 啓記 教授
教育行財政特論Ａ 2 ＜休講＞ 小松 茂久 教授
教育行財政特論Ｂ 2 秋学期・金・４時限 高野 和子 非常勤講師
初等教育学特論１Ａ 2 春学期・土・５時限 河村 茂雄 教授
初等教育学特論１Ｂ 2 秋学期・土・５時限 河村 茂雄 教授
初等教育学特論２Ａ 2 ＜休講＞ 佐藤 隆之 教授

本田 恵子

坂爪 一幸

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

岩 正吾 特任教授

梅永 雄二

吉田 文

小林 敦子

前田 耕司

矢口 徹也



科目名 単位 時間割 担当者 資格
初等教育学特論２Ｂ 2 秋学期・月・４時限 佐藤 隆之 教授
初等教育学特論３Ａ 2 ＜休講＞ 小林 宏己 教授
初等教育学特論３Ｂ 2 ＜休講＞ 小林 宏己 教授
臨床心理学特論Ａ 2 春学期・水・４時限 堀 正士 教授
臨床心理学特論Ｂ 2 秋学期・水・４時限 堀 正士 教授
教育評価・測定特論Ａ 2 春学期・月・３時限 椎名 乾平 教授
教育評価・測定特論Ｂ 2 秋学期・月・３時限 椎名 乾平 教授
障害・神経心理学特論Ａ 2 春学期・木・４時限 坂爪 一幸 教授
障害・神経心理学特論Ｂ 2 秋学期・木・４時限 坂爪 一幸 教授
学校心理学特論Ａ 2 春学期・金・２時限 本田 恵子 教授
学校心理学特論Ｂ 2 秋学期・金・２時限 本田 恵子 教授
特別支援教育学特論Ａ 2 春学期・木・６時限 梅永 雄二 教授
特別支援教育学特論Ｂ 2 秋学期・木・６時限 梅永 雄二 教授
発達・教育心理学特論Ａ 2 春学期・木・３時限 上淵 寿 教授
発達・教育心理学特論Ｂ 2 秋学期・木・３時限 上淵 寿 教授
教育社会学特論Ａ 2 春学期・水・４時限 吉田 文 教授
教育社会学特論Ｂ 2 ＜休講＞ 吉田 文 教授
社会教育学特論１Ａ 2 春学期・月・２時限 坂内 夏子 教授
社会教育学特論１Ｂ 2 ＜休講＞ 坂内 夏子 教授
社会教育学特論２Ａ 2 春学期・木・３時限 矢口 徹也 教授
社会教育学特論２Ｂ 2 ＜休講＞ 矢口 徹也 教授
社会教育学特論３Ａ 2 ＜休講＞ 米村 健司 教授
社会教育学特論３Ｂ 2 秋学期・木・３時限 米村 健司 教授
初等統計学Ａ 2 ＜休講＞ 久保 沙織 助教
初等統計学Ｂ 2 秋学期・金・３時限 久保 沙織 助教
社会調査 2 秋学期・金・４時限 濱中 淳子 非常勤講師
教育心理学 2 秋学期・火・５時限 山森 光陽 非常勤講師

梅永 雄二 教授
金井 景子 教授
神尾 達之 教授
木村 晶子 教授
久保 純子 教授
幸田 国広 教授
小林 敦子 教授
小森 宏美 教授
橋 あつ子 教授
露木 和男 教授
本田 恵子 教授
松木 正恵 教授
林 幹夫 教授
渡邊 公夫 教授
河村 茂雄 教授
明里 康弘 非常勤講師
粕谷 貴志 非常勤講師

熊谷 圭二郎 非常勤講師
戸室 明 客員教授

水谷 明弘 非常勤講師
脳科学を活かしたインクルーシブ教育 2 秋学期・金・１時限 本田 恵子 教授

橋 あつ子 教授
一ノ瀬 秀司 非常勤講師
佐久間 道則 非常勤講師

水口 洋 非常勤講師

冬クォーター・土・３～５時限

私学における特別支援教育 2

冬季集中
12/25(月)、12/26(火)、

12/27(水)
各日1～5限

教育リテラシー 2 秋学期・火・４時限

インクルーシブ教育における学級経営 2



科目名 単位 時間割 担当者 資格

三尾 忠男 教授

武沢 護 客員教授

三尾 忠男 教授
武沢 護 客員教授

本田 恵子 教授
金森 克浩 非常勤講師
小西 好彦 非常勤講師
松本 政悦 非常勤講師
湯汲 英史 非常勤講師
本田 恵子 教授

バーンズ亀山静子 非常勤講師
鈴村 眞理 非常勤講師
高野 光司 非常勤講師
土屋 佳子 非常勤講師

本田 恵子 教授

鈴村 眞理 非常勤講師

（２）国語教育専攻
研究指導

科目名 単位 時間割 担当者 資格
国語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

日本語学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

日本語学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

国文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他
和田 敦彦

金井 景子

石原 千秋

堀 誠

内山 精也

中嶋 

田渕 句美子

指導者養成講座Ｉ 2 夏クォーター・土・３～５時限

指導者養成講座ＩＩ 2

夏季集中
8/30(水)、8/31(木)、

9/1(金)
各日1～5限

特別支援教育におけるＩＴ実践演習 Ｂ 1 秋クォーター・火・３時限

家族理解と福祉工学 2 秋クォーター・土・３～５時限

教授

教授

教授

教授松木 正恵

教授町田 守弘

教授幸田 国広

大津 雄一

福家 俊幸

教授新美 哲彦

教授松本 直樹

教授

教授

特別支援教育におけるＩＴ実践演習 Ａ 1
夏季集中

8/28(月)、8/29(火)
各日1～4限

教授

教授

教授

教授



演 習
科目名 単位 時間割 担当者 資格

国語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・５時限

国語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・５時限

国語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・６時限

国語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・６時限

国語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

国語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

国語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・４時限

国語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・４時限

日本語学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

日本語学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

日本語学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

日本語学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・月・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・６時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・６時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・金・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・金・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・３時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・４時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・５時限

国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・５時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・４時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・４時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・２時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・２時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・３時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・３時限

金井 景子

石原 千秋

堀 誠

内山 精也

教授幸田 国広

教授

中嶋 

田渕 句美子

大津 雄一

福家 俊幸

新美 哲彦

松本 直樹 教授

教授

教授

教授

教授

教授

松木 正恵

教授町田 守弘

教授

教授

教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
国文学演習（近代文学）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・５時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・５時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・６時限

国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・６時限

選択科目
科目名 単位 時間割 担当者 資格

国語科教育特論１ 2 春学期・火・２時限 幸田 国広 教授
国語科教育特論２ 2 秋学期・月・２時限 坂口 京子 非常勤講師
国語科教育特論３ 2 春学期・水・２時限 町田 守弘 教授
国語科教育特論４ 2 秋学期・火・５時限 李 軍 非常勤講師
日本語教育特論１ 2 ＜休講＞ 半田 淳子 非常勤講師
日本語教育特論２ 2 ＜休講＞ 半田 淳子 非常勤講師
日本語教育特論３ 2 春学期・木・３時限 半田 淳子 非常勤講師
日本語教育特論４ 2 秋学期・木・３時限 半田 淳子 非常勤講師
日本語教育特論５ 2 ＜休講＞ 川口 さち子 非常勤講師
日本語教育特論６ 2 ＜休講＞ 川口 さち子 非常勤講師
日本語学特論１ 2 ＜休講＞ 仁科 明 教授
日本語学特論２ 2 ＜休講＞ 仁科 明 教授
日本語学特論３ 2 春学期・月・２時限 仁科 明 教授
日本語学特論４ 2 秋学期・月・２時限 仁科 明 教授
日本語学特論５ 2 春学期・火・３時限 笹原 宏之 教授
日本語学特論６ 2 秋学期・火・３時限 笹原 宏之 教授
日本語学特論７ 2 ＜休講＞ 伊藤 雅光 非常勤講師
日本語学特論８ 2 ＜休講＞ 伊藤 雅光 非常勤講師
国文学特論１（古典文学） 2 春学期・木・２時限 内藤 明 教授
国文学特論２（古典文学） 2 秋学期・木・２時限 内藤 明 教授
国文学特論３（古典文学） 2 春学期・水・３時限 新美 哲彦 教授
国文学特論４（古典文学） 2 秋学期・水・３時限 福家 俊幸 教授
国文学特論５（古典文学） 2 秋学期・火・２時限 大津 雄一 教授
国文学特論６（古典文学） 2 春学期・水・２時限 田渕 句美子 教授
国文学特論７（古典文学） 2 春学期・木・３時限 佐藤 勝明 非常勤講師
国文学特論８（古典文学） 2 秋学期・木・３時限 中嶋  教授
国文学特論９（近代文学） 2 春学期・火・２時限 高橋 修 非常勤講師
国文学特論１０（近代文学） 2 秋学期・火・２時限 和田 敦彦 教授
国文学特論１１（近代文学） 2 春学期・火・２時限 金井 景子 教授
国文学特論１２（近代文学） 2 秋学期・火・２時限 千葉 俊二 教授
中国文学特論１ 2 春学期・月・２時限 内山 精也 教授
中国文学特論２ 2 秋学期・月・２時限 内山 精也 教授
中国古典研究１ 2 春学期・金・３時限 井上 一之 非常勤講師
中国古典研究２ 2 秋学期・金・３時限 井上 一之 非常勤講師
国文学特殊研究１ 2 春学期・月・４時限 竹本 幹夫 教授
国文学特殊研究２ 2 秋学期・月・４時限 竹本 幹夫 教授
文献研究１ 2 春学期・水・５時限 鈴木 淳 非常勤講師
文献研究２ 2 秋学期・水・５時限 鈴木 淳 非常勤講師

和田 敦彦 教授



（３）英語教育専攻
研究指導

科目名 単位 時間割 担当者 資格
英語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

英語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

英語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・金・４～５時限

英語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・金・４～５時限

英語科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・木・６時限

英語科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・金・５時限

英語学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

英語学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

英語学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

英語学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

イギリス文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

イギリス文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

アメリカ文学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

アメリカ文学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

演 習
科目名 単位 時間割 担当者 資格

英語科教育演習（Ｍ１－１） 2 ＜休講＞

英語科教育演習（Ｍ１－２） 2 ＜休講＞

英語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・６時限

英語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・６時限

英語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・４時限

英語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・４時限

英語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・３時限

英語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・３時限

英語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・３時限

英語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・３時限

英語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・２時限

英語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・２時限

英語科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

英語科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

英語科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・火・１時限

英語科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・火・１時限

英語学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・６時限

英語学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・６時限

英語学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

英語学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

英語学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・４時限

英語学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・４時限

英語学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・５時限

英語学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・５時限

イギリス文学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

イギリス文学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

イギリス文学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・５時限

イギリス文学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・５時限

アメリカ文学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・４時限

アメリカ文学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・４時限

アメリカ文学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・５時限

アメリカ文学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・５時限

石原 剛

木村 晶子

久野 正和

村田 久美子

折井 麻美子 教授

教授

教授

教授

教授

教授

原田 哲男

澤木 泰代

教授松坂 ヒロシ

教授

教授

澤木 泰代

教授松坂 ヒロシ

教授

教授

教授折井 麻美子

原田 哲男

教授

教授石原 剛

木村 晶子

久野 正和

村田 久美子 教授



選択科目
科目名 単位 時間割 担当者 資格

英語科教育特論I-1(音声教育理論) 2 春学期・水・５時限 松坂 ヒロシ 教授
英語科教育特論I-2(音声教育実践) 2 秋学期・水・５時限 松坂 ヒロシ 教授
英語科教育特論II (Language assessment 1) 2 春クォーター・月・３／金・３ 澤木 泰代 教授
英語科教育特論II (Language assessment 2) 2 夏クォーター・月・３／金・３ 澤木 泰代 教授
英語科教育特論III-1（Second Language Acquisition） 2 春学期・火・２時限 原田 哲男 教授
英語科教育特論III-2（Second Language Acquisition Research） 2 秋学期・火・２時限 原田 哲男 教授
英語科教育特論IV-1（学習者心理要因） 2 春学期・水・５時限 杉田 麻哉 専任講師
英語科教育特論IV-2（文化と外国語教育） 2 秋学期・水・５時限 杉田 麻哉 専任講師
英語科教育特殊講義(Research methods in language education 1) 2 春学期・木・５時限 杉田 麻哉 専任講師
英語科教育特殊講義(Research methods in language education 2) 2 秋学期・木・５時限 杉田 麻哉 専任講師
英語学特論I-1(Current topics in language and linguistics) 2 春学期・水・７時限 バックハウス ペート 教授
英語学特論I-2(Understanding language and society) 2 秋学期・水・７時限 バックハウス ペート 教授
英語学特論II-1(Studies in Pragmatics and Discourse Analysis) 2 春学期・水・４時限 村田 久美子 教授
英語学特論II-2(Research on ELF Interaction) 2 秋学期・水・４時限 村田 久美子 教授
英語学特論III-1（古英語「文法編」） 2 春学期・火・３時限 小島 謙一 教授
英語学特論III-2（古英語「読解編」） 2 秋学期・火・３時限 小島 謙一 教授
英語学特論IV-1(発音指導の理論と実践） 2 春学期・木・２時限 折井 麻美子 教授
英語学特論IV-2(聴解指導の理論と実践） 2 秋学期・木・２時限 折井 麻美子 教授
英語学特論V-1（Phonological theory and analysis 1） 2 春学期・木・２時限 クレメンス・ポッペ 専任講師
英語学特論V-2（Phonological theory and analysis 2） 2 秋学期・木・２時限 クレメンス・ポッペ 専任講師
英語学特論VI（統語論特殊講義 1） 2 春学期・金・４時限 久野 正和 教授
英語学特論VI（統語論特殊講義 2） 2 秋学期・金・４時限 久野 正和 教授
言語学特論（生成文法特殊講義 1） 2 春学期・金・５時限 久野 正和 教授
言語学特論（生成文法特殊講義 2） 2 秋学期・金・５時限 久野 正和 教授
英語表現特殊講義１ 2 秋クォーター・金・４～５時限 安間 一雄 非常勤講師
英語表現特殊講義２ 2 冬クォーター・金・４～５時限 安間 一雄 非常勤講師
英文学特論I-1（イギリス小説研究１） 2 春学期・月・４時限 木村 晶子 教授
英文学特論I-2（イギリス小説研究２） 2 秋学期・月・５時限 木村 晶子 教授
英文学特論II(１７世紀・１８世紀英文学 1) 2 春学期・火・２時限 桑子 利男 教授
英文学特論II(１７世紀・１８世紀英文学 2) 2 秋学期・火・２時限 桑子 利男 教授
アメリカ文学特論I-1（近代アメリカ研究１） 2 春学期・木・３時限 石原 剛 教授
アメリカ文学特論I-2（近代アメリカ研究２） 2 秋学期・木・３時限 石原 剛 教授
アメリカ文学特論II(２０世紀アメリカ小説研究 1) 2 春学期・月・５時限 寺沢 みづほ 教授
アメリカ文学特論II(２０世紀アメリカ小説研究 2) 2 秋学期・月・５時限 寺沢 みづほ 教授
英文学文献研究(Renaissance English Literature 1) 2 春学期・水・２時限 ラリー・Ｌ・ハンソン 准教授
英文学文献研究(Renaissance English Literature 2) 2 秋学期・水・２時限 ラリー・Ｌ・ハンソン 准教授
アメリカ文学文献研究１(批評理論入門) 2 春学期・木・５時限 和氣 一成 准教授
アメリカ文学文献研究２(批評理論研究) 2 秋学期・木・５時限 和氣 一成 准教授
英米文学特殊講義１(英国小説とジェンダー) 2 春学期・月・２時限 木村 晶子 教授
英米文学特殊講義２(英国小説と文学理論) 2 秋学期・月・２時限 木村 晶子 教授

（４）社会科教育専攻
研究指導

科目名 単位 時間割 担当者 資格
社会科教育研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

社会科教育研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

社会科教育研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会科教育研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他
北河 賢三

近藤 孝弘

教授池 俊介

教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

歴史学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－１）※２ 春学期・無・その他

地理学研究指導（Ｍ－２）※２ 秋学期・無・その他

政治学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

政治学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

政治学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

政治学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

経済学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

経済学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

経済学研究指導（Ｍ－１） 春学期・木・４時限

経済学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・木・４時限

経済学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

経済学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

社会学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－１） 春学期・月・３時限

メディア・コミュニケーション学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・月・３時限

※２：実験実習料として5,000円の納入が必要です。所定の期間に大学生協へ納入してください。

演 習
科目名 単位 時間割 担当者 資格

社会科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・火・１時限

社会科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・１時限

社会科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・火・２時限

社会科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・火・２時限

社会科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・２時限

社会科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・２時限

社会科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・１時限

社会科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・１時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

教授

教授伊藤 守

花田 達朗

林 幹夫

北澤 裕

藁谷 友紀

熊谷 善彰

稲葉 敏夫

遠藤 美奈

井戸 正伸

山内 昌和

箸本 健二

教授

教授

教授

大橋 幸泰 教授

久保 純子

高木 徳郎

石濱 裕美子

小松 香織

小森 宏美

堀越 宏一

教授

教授

教授

教授

教授

准教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授北河 賢三

教授近藤 孝弘

教授池 俊介



科目名 単位 時間割 担当者 資格
歴史学演習（日本史）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・６時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・６時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・火・２時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・２時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・７時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・７時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・６時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・６時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

歴史学演習（西洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・月・２時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・２時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・無・その他

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・無・その他

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・４時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・４時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・５時限

歴史学演習（東洋史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・５時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－１） 2 春学期・水・３時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・３時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－１） 2 春学期・水・４時限

歴史学演習（日本史）（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・４時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ１－１） 2 春学期・金・５時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・５時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ２－１） 2 春学期・金・６時限

地理学演習（自然地理）（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・６時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－１） 2 春学期・金・５時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・５時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－１） 2 春学期・金・６時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・６時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－１） 2 春学期・木・４時限

地理学演習（人文地理）（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・４時限

政治学演習（Ｍ１－１） 2 ＜休講＞

政治学演習（Ｍ１－２） 2 ＜休講＞

政治学演習（Ｍ２－１） 2 ＜休講＞

政治学演習（Ｍ２－２） 2 ＜休講＞

政治学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・火・１時限

政治学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・１時限

政治学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・１時限

政治学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・１時限

経済学演習（Ｍ１－１） 2 ＜休講＞

経済学演習（Ｍ１－２） 2 ＜休講＞

経済学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・２時限

経済学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・２時限

経済学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

経済学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

経済学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・２時限

経済学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・２時限

稲葉 敏夫

遠藤 美奈

井戸 正伸

山内 昌和

箸本 健二

久保 純子

熊谷 善彰

大橋 幸泰

高木 徳郎

石濱 裕美子

小松 香織

小森 宏美

堀越 宏一

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

准教授

教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
経済学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・火・７時限

経済学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・火・７時限

経済学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・３時限

経済学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・３時限

社会学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・金・４時限

社会学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・金・４時限

社会学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・５時限

社会学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・５時限

社会学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・水・２時限

社会学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・水・２時限

社会学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・１時限

社会学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・１時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－１） 2 ＜休講＞

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－２） 2 ＜休講＞

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・土・２時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・土・２時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・４時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・４時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・２時限

メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・２時限

選択科目
科目名 単位 時間割 担当者 資格

社会科教育特論I 2 春学期・木・２時限 池 俊介 教授
社会科教育特論II 2 秋学期・火・５時限 小国 喜弘 非常勤講師
歴史学特論I-1（西洋史） 2 春学期・月・６時限 堀越 宏一 教授
歴史学特論I-2（西洋史） 2 秋学期・月・６時限 堀越 宏一 教授
歴史学特論II-1（西洋史） 2 春学期・火・２時限 小森 宏美 教授
歴史学特論II-2（西洋史） 2 秋学期・火・２時限 小森 宏美 教授
歴史学特論III-1（東洋史） 2 春学期・水・４時限 石見 清裕 教授
歴史学特論III-2（東洋史） 2 秋学期・水・４時限 石見 清裕 教授
歴史学特論IV-1（日本史） 2 春学期・金・３時限 北河 賢三 教授
歴史学特論IV-2（日本史） 2 秋学期・金・３時限 北河 賢三 教授
歴史学特論V-1（日本史） 2 春学期・水・６時限 高木 徳郎 教授
歴史学特論V-2（日本史） 2 秋学期・水・６時限 高木 徳郎 教授
歴史学特論VI-1（東洋史） 2 春学期・月・３時限 小松 香織 教授
歴史学特論VI-2（東洋史） 2 秋学期・月・３時限 小松 香織 教授
歴史学特論VII-1（東洋史） 2 春学期・木・５時限 石濱 裕美子 教授
歴史学特論VII-2（東洋史） 2 秋学期・木・５時限 石濱 裕美子 教授
歴史学特論VIII-1（日本史） 2 春学期・木・４時限 大橋 幸泰 教授
歴史学特論VIII-2（日本史） 2 秋学期・木・４時限 大橋 幸泰 教授
地理学特論I-1（自然地理） 2 春学期・木・５時限 久保 純子 教授
地理学特論I-2（自然地理） 2 秋学期・木・５時限 久保 純子 教授
地理学特論II-1（人文地理） 2 春学期・金・４時限 箸本 健二 教授
地理学特論II-2（人文地理） 2 秋学期・金・４時限 箸本 健二 教授
地理学特論III-1（地誌学） 2 春学期・水・２時限 山内 昌和 准教授
地理学特論III-2（地誌学） 2 秋学期・水・２時限 山内 昌和 准教授
政治学特論I-1（行政学） 2 春学期・土曜・１～２時限（隔週） 西東 克介 非常勤講師
政治学特論I-2（行政学） 2 秋学期・土曜・１～２時限（隔週） 西東 克介 非常勤講師
政治学特論II-1（政治思想） 2 ＜休講＞

政治学特論II-2（政治思想） 2 ＜休講＞

政治学特論III-1（政治制度） 2 ＜休講＞ 井戸 正伸 教授
政治学特論III-2（政治制度） 2 ＜休講＞ 井戸 正伸 教授

伊藤 守

花田 達朗

林 幹夫

北澤 裕

藁谷 友紀 教授

教授

教授

教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
政治学特論ＩＶ-1（憲法） 2 春学期・金・１時限 遠藤 美奈 教授
政治学特論ＩＶ-2（憲法） 2 秋学期・金・１時限 遠藤 美奈 教授
経済学特論I-1（経済理論） 2 春学期・火・２時限 稲葉 敏夫 教授
経済学特論I-2（経済理論） 2 秋学期・火・２時限 稲葉 敏夫 教授
経済学特論II-1（金融論） 2 春学期・火・２時限 熊谷 善彰 教授
経済学特論II-2（金融論） 2 秋学期・火・２時限 熊谷 善彰 教授
経済学特論III-1（企業経済学） 2 春学期・火・４時限 藁谷 友紀 教授
経済学特論III-2（企業経済学） 2 秋学期・火・４時限 藁谷 友紀 教授
経済学特論ＩＶ-1（応用ミクロ経済学） 2 春学期・火・３時限 黒田 祥子 教授
経済学特論ＩＶ-2（応用ミクロ経済学） 2 秋学期・火・３時限 黒田 祥子 教授
社会学特論I-1（都市社会学） 2 春学期・木・５時限 林 幹夫 教授
社会学特論I-2（都市社会学） 2 秋学期・木・５時限 林 幹夫 教授
社会学特論II-1（視覚社会学） 2 春学期・金・３時限 北澤 裕 教授
社会学特論II-2（視覚社会学） 2 秋学期・金・３時限 北澤 裕 教授
メディア・コミュニケーション学特論I-1 2 春学期・木・２時限 花田 達朗 教授
メディア・コミュニケーション学特論I-2 2 秋学期・木・２時限 花田 達朗 教授
メディア・コミュニケーション学特論II-1 2 春学期・月・５時限 伊藤 守 教授
メディア・コミュニケーション学特論II-2 2 秋学期・月・５時限 伊藤 守 教授

（５）数学教育専攻
研究指導

科目名 単位 単位 担当者 資格
数学科教育研究指導（教科内容・方法）（Ｍ－１） 春学期・無・その他

数学科教育研究指導（教科内容・方法）（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

数学科教育研究指導（教育情報・評価）（Ｍ－１） 春学期・無・その他

数学科教育研究指導（教育情報・評価）（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

解析学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

解析学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

代数学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

代数学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

幾何学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

幾何学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

情報数学研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

情報数学研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

トポロジー研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

トポロジー研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

微分方程式研究指導（Ｍ－１） 春学期・無・その他

微分方程式研究指導（Ｍ－２） 秋学期・無・その他

演 習
科目名 単位 時間割 担当者 資格

数学科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・２時限

数学科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・２時限

数学科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・水・６時限

数学科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・水・６時限

数学科教育演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

数学科教育演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・５時限

数学科教育演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・６時限

数学科教育演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・６時限

石井 仁司

谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子

小林 和夫

瀧澤 武信

教授渡邊 公夫

教授

教授

教授

教授

教授

教授

瀧澤 武信

教授渡邊 公夫

教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
解析学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

解析学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

解析学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・４時限

解析学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・４時限

代数学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

代数学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・５時限

代数学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・５時限

代数学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・５時限

幾何学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・３時限

幾何学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・３時限

幾何学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・月・４時限

幾何学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・月・４時限

情報数学演習（Ｍ１－１） 2 春学期・月・５時限

情報数学演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・月・７時限

情報数学演習（Ｍ２－１） 2 春学期・金・４時限

情報数学演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・金・４時限

トポロジー演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・３時限

トポロジー演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・３時限

トポロジー演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・２時限

トポロジー演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・２時限

微分方程式演習（Ｍ１－１） 2 春学期・木・４時限

微分方程式演習（Ｍ１－２） 2 秋学期・木・４時限

微分方程式演習（Ｍ２－１） 2 春学期・木・３時限

微分方程式演習（Ｍ２－２） 2 秋学期・木・３時限

選択科目
科目名 単位 時間割 担当者 資格

数学科教育特論I-1 2 春学期・月・３時限 渡邊 公夫 教授
数学科教育特論I-2 2 秋学期・月・３時限 渡邊 公夫 教授
数学科教育特論II-1 2 春学期・水・２時限 小森 洋平 教授
数学科教育特論II-2 2 ＜休講＞ 小森 洋平 教授
数学科教育特論III-1 2 春学期・火・６時限 瀧澤 武信 教授
数学科教育特論III-2 2 秋学期・火・６時限 瀧澤 武信 教授
数学科教育特論IV-1 2 ＜休講＞ 瀧澤 武信 教授
数学科教育特論IV-2 2 ＜休講＞ 瀧澤 武信 教授
解析学特論I-1 2 春学期・水・２時限 石井 仁司 教授
解析学特論I-2 2 秋学期・木・２時限 小林 和夫 教授
解析学特論II-1 2 ＜休講＞ 石井 仁司 教授
解析学特論II-2 2 ＜休講＞ 小林 和夫 教授
代数学特論I-1 2 ＜休講＞ 広中 由美子 教授
代数学特論I-2 2 ＜休講＞ 広中 由美子 教授
代数学特論II-1 2 春学期・月・４時限 広中 由美子 教授
代数学特論II-2 2 秋学期・月・４時限 広中 由美子 教授
幾何学特論I-1 2 ＜休講＞ 小森 洋平 教授
幾何学特論I-2 2 ＜休講＞ 小森 洋平 教授
幾何学特論II-1 2 春学期・月・３時限 沢田 賢 教授
幾何学特論II-2 2 秋学期・月・３時限 沢田 賢 教授
情報数学特論I-1 2 ＜休講＞ 横森 貴 教授
情報数学特論I-2 2 秋学期・月・６時限 横森 貴 教授
情報数学特論II-1 2 ＜休講＞ 横森 貴 教授
情報数学特論II-2 2 ＜休講＞ 横森 貴 教授
情報数学特論III-1 2 春学期・火・５時限 瀧澤 武信 教授
情報数学特論III-2 2 秋学期・火・５時限 瀧澤 武信 教授

教授

教授

教授石井 仁司

谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子 教授

小林 和夫 教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
コンピュータ数学１ 2 春学期・水・１時限 小柴 健史 教授
コンピュータ数学２ 2 秋学期・水・１時限 小柴 健史 教授
トポロジー特論I-1 2 春学期・木・１時限 谷山 公規 教授
トポロジー特論I-2 2 秋学期・木・１時限 谷山 公規 教授
トポロジー特論II-1 2 ＜休講＞ 谷山 公規 教授
トポロジー特論II-2 2 ＜休講＞ 谷山 公規 教授

（６）各専攻共通選択科目
Ａ群

科目名 単位 時間割 担当者 資格
人間形成論 2 春学期・木・３時限 眞壁 宏幹 非常勤講師
教授・学習論 2 春学期・火・４時限 平野 朝久 非常勤講師
教育工学及び実習 ※３ 2 春学期・金・２時限 三尾 忠男 教授

河村 茂雄 教授
武蔵 由佳 非常勤講師

教育経営論 2 ＜休講＞ 菊地 栄治 教授
学校教育法規 2 春学期・火・６時限 中田 康彦 非常勤講師
教師論 2 秋学期・金・３時限 高野 和子 非常勤講師
初等学習指導論 2 春学期・火・５時限 小林 宏己 教授
初等科学教育論 2 秋学期・水・３時限 露木 和男 教授
発達障害論 2 春学期・火・６時限 齊藤 宇開 非常勤講師
特別支援教育の理論と制度 2 秋学期・月・３時限 梅永 雄二 教授
学校カウンセリングＡ 2 春学期・月・２時限 河村 茂雄 教授
学校カウンセリングＢ 2 秋学期・月・２時限 河村 茂雄 教授
生涯教育論 2 秋学期・月・４時限 雪嶋 宏一 教授
学校コンピュータ１ 2 春学期・火・５時限 佐久間 拓也 非常勤講師
学校コンピュータ２ 2 秋学期・火・５時限 佐久間 拓也 非常勤講師
少年司法と教育 2 秋学期・水・５時限 石川 正興 教授
高等教育論 2 春学期・金・２時限 山岸 直司 助教
特別支援教育インターンシップ（大学院） 4 通年・月・４時限 梅永 雄二 教授

本田 恵子 教授
高野 光司 非常勤講師
本田 恵子 教授
加瀬 恭子 非常勤講師
鎌田 晴美 非常勤講師
菊地 祐子 非常勤講師
小西 好彦 非常勤講師

発達障害の理解と指導実践 1 夏クォーター・金・３時限 橋 あつ子 教授

学習障害の理解と読み・書き・算数の指導実践 1
夏季集中

9/7(木)、9/8(金)
各日1～4限

月森 久江 非常勤講師

バーンズ亀山静子 非常勤講師
鈴村 眞理 非常勤講師

本田 恵子 教授

鈴村 眞理 非常勤講師

ソーシャルワーク研究 2 冬クォーター・火・４～５時限 山田 祐子 非常勤講師
社会的自己と教育 2 春学期・木・２時限 松本 芳之 教授
いのちの教育 2 ＜休講＞

教師が学ぶ情報リテラシー 2 秋学期・火・６時限 武沢 護 客員教授

通年・無・その他

人間理解基盤講座 2 春クォーター・土・３～５時限

個別カウンセリング理論と実践 2 春学期・火・５時限

グループダイナミクスの実践演習 1
夏季集中

8/5(土)、8/6(日)、
8/7(月)

インクルーシブ教育インターンシップ（大学院） 4

生徒・生活指導論 2 春学期・月・３時限



科目名 単位 時間割 担当者 資格

自然体験教育を通したグループ活動演習 1
夏季集中

9/4(月)、9/5(火) 本田 恵子 教授

世界の教育制度・政策研究 2 春学期・月・５時限 長島 啓記 教授
教育実践からみた教育法令・法規研究 2 冬クォーター・月・３～４時限 坂田 仰 非常勤講師
人権教育 1 夏クォーター・火・２時限 細谷 美明 客員教授
青少年の居場所と文化 2 冬クォーター・火・３～４時限 阿比留 久美 非常勤講師
生涯学習コーディネーター実践研究 2 春クォーター・火・３～４時限 永堀 宏美 非常勤講師
矯正教育の原理と方法 2 ＜休講＞

非行臨床の実践研究 2 春学期・木・２時限 村松 励 非常勤講師
進路多様校の教育課題 1 春クォーター・水・４時限 羽入田 眞一 客員教授
私立学校の経営と運営 1 ＜休講＞

学校の経営 1 夏クォーター・火・４時限 蔦澤 元晴 非常勤講師

持続可能な開発のための教育(ESD)の理論と実践 2

夏季集中
9/7(木)2～4限、

9/8(金)、9/11(月)、
9/12(火)

各日1～4限

成田 喜一郎 非常勤講師

若者支援の臨床社会学 2 春学期・金・１時限 古賀 正義 非常勤講師
※３：実験実習料として2,000円の納入が必要です。所定の期間に大学生協へ納入してください。

Ｂ群
科目名 単位 時間割 担当者 資格

言語学研究１ 2 春学期・火・６時限 原田 康也 教授
言語学研究２ 2 秋学期・火・６時限 原田 康也 教授
英米文化研究(Background Studies 1) 2 春学期・火・１時限 ラリー・Ｌ・ハンソン 准教授
英米文化研究(Background Studies 2) 2 秋学期・火・１時限 ラリー・Ｌ・ハンソン 准教授
社会言語学1(Language and social interaction) 2 春学期・水・６時限 バックハウス ペート 教授
社会言語学2(Doing sociolinguistic research) 2 秋学期・水・６時限 バックハウス ペート 教授
比較文学１ 2 春学期・金・３時限 及川 和夫 教授
比較文学２ 2 秋学期・金・３時限 及川 和夫 教授
心理言語学Ａ 2 春学期・金・４時限 川 惠里子 非常勤講師
心理言語学Ｂ 2 秋学期・金・４時限 川 惠里子 非常勤講師
文化史研究 2 春学期・月・２時限 根占 献一 非常勤講師
環境論１ 2 春学期・月・４時限 山崎 晴雄 非常勤講師
環境論２ 2 秋学期・金・２時限 須貝 俊彦 非常勤講師
地域研究I 2 春学期・月・４時限 山下 清海 非常勤講師
地域研究II 2 秋学期・火・３時限 加賀美 雅弘 非常勤講師
憲法研究 2 春学期・金・４時限 高橋 義人 非常勤講師
情報処理理論１ 2 秋学期・月・５時限 横森 貴 教授
情報処理理論２ 2 秋学期・木・５時限 横森 貴 教授
歴史を学ぶ意義 2 春学期・火・４時限 小嶋 栄一 非常勤講師
競争社会における教育 2 春学期・火・３時限 藁谷 友紀 教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
内山 精也 教授
大津 雄一 教授
金井 景子 教授
幸田 国広 教授

田渕 句美子 教授
中嶋  教授

新美 哲彦 教授
仁科 明 教授

福家 俊幸 教授
堀 誠 教授

町田 守弘 教授
松木 正恵 教授
松本 直樹 教授
和田 敦彦 教授
稲葉 有祐 助教

Ｃ群
科目名 単位 単位 担当者 資格

河村 茂雄 教授
戸室 明 客員教授

大津 雄一 教授
幸田 国広 教授
内木 明子 非常勤講師

理科教育インターンシップ 4 通年・火・５時限 橘 孝博 客員教授
インターンシップのための教科教育論（英語科） 2 春学期・水・４時限 下山 幸成 非常勤講師
インターンシップのための教科教育論（社会科） 2 春学期・月・２時限 黒川 みどり 非常勤講師
インターンシップのための教科教育論（数学科） 2 春学期・月・５時限 駒野 誠 非常勤講師
※C群科目は、専修免許取得をめざす学生のみ履修してください。

自由選択科目
科目名 単位 時間割 担当者 資格

英語(Academic Reading & Presentation 1) 2 春学期・水・５時限 久野 正和 教授
英語(Academic Reading & Presentation 2) 2 秋学期・水・５時限 久野 正和 教授
英語(Academic Writing & Presentation 1) 2 春学期・火・１時限 バックハウス ペート 教授
英語(Academic Writing & Presentation 2) 2 秋学期・火・１時限 バックハウス ペート 教授
ドイツ語１ 1 春学期・水・３時限 高橋 順一 教授
ドイツ語２ 1 秋学期・水・３時限 高橋 順一 教授
フランス語１ 1 春学期・火・３時限 丸川 誠司 教授
フランス語２ 1 秋学期・火・３時限 丸川 誠司 教授
中国語１ 1 春学期・月・２時限 高橋 良行 教授
中国語２ 1 秋学期・月・２時限 高橋 良行 教授

新国語教育講座 2 秋学期・火曜・３限

学級経営インターンシップ（大学院） 4 通年・月・６時限

中等国語科インターンシップ（大学院） 4 通年・金・２時限



〔博士後期課程〕
（１）教育基礎学専攻
研究指導

科目名 単位 時間割 担当者 資格
教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

初等教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

教育心理学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

演 習
科目名 単位 時間割 担当者 資格

教育思想研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

教育思想研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

教育制度史研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

教育制度史研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

教育哲学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

教育哲学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

教育内容・方法学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

教育内容・方法学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

比較教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

比較教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

特任教授岩 正吾

矢口 徹也

前田 耕司

小林 敦子

梅永 雄二

本田 恵子

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授湯川 次義

教授藤井 千春

教授

教授長島 啓記

吉田 文

特任教授水原 克敏

教授坂倉 裕治

坂爪 一幸

椎名 乾平

堀 正士

佐藤 隆之

河村 茂雄

小松 茂久

教授

教授

教授

教授

教授

水原 克敏 特任教授

長島 啓記

藤井 千春 教授

教授

教授

湯川 次義

坂倉 裕治

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
教育社会学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

教育社会学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

教育行財政学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

教育行財政学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

初等教育学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・土・７時限

初等教育学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・土・７時限

初等教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・５時限

初等教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・５時限

臨床心理学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・水・７時限

臨床心理学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・水・７時限

教育評価・測定研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・月・６時限

教育評価・測定研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・月・６時限

障害・神経心理学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・水・６時限

障害・神経心理学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・水・６時限

学校心理学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・月・６時限

学校心理学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・月・６時限

特別支援教育学研究演習（Ｄ－１）※４ 2 春学期・日・７時限

特別支援教育学研究演習（Ｄ－２）※４ 2 秋学期・日・７時限

社会教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・６時限

社会教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・６時限

社会教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・３時限

社会教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・３時限

社会教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

社会教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

生涯教育学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

生涯教育学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

※４：実験実習料として7,500円の納入が必要です。所定の期間に大学生協へ納入してください。

（２）教科教育学専攻
研究指導

科目名 単位 時間割 担当者 資格
国語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

佐藤 隆之

吉田 文

小松 茂久

河村 茂雄

教授

教授

教授

堀 正士

椎名 乾平

坂爪 一幸

教授

教授

教授

教授

教授

教授

本田 恵子

梅永 雄二

新美 哲彦

松本 直樹

松木 正恵

町田 守弘

教授幸田 国広

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

前田 耕司

矢口 徹也

特任教授岩 正吾

小林 敦子

福家 俊幸 教授

教授

教授

教授

教授内山 精也

大津 雄一

中嶋 

田渕 句美子



科目名 単位 時間割 担当者 資格
国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

国語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・金・４～５時限

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・金・４～５時限

英語科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

英語科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１）※５ 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２）※５ 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） ＜休講＞

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） ＜休講＞

教授

教授

教授

堀 誠

折井 麻美子

原田 哲男

澤木 泰代

松坂 ヒロシ

和田 敦彦

千葉 俊二

近藤 孝弘

池 俊介

石原 剛

木村 晶子

久野 正和

村田 久美子

山内 昌和

金井 景子

石原 千秋

石濱 裕美子

小松 香織

小森 宏美

箸本 健二

久保 純子

高木 徳郎

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授井戸 正伸

堀越 宏一

大橋 幸泰

北河 賢三

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

准教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
社会科内容学研究指導（Ｄ－１） ＜休講＞

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） ＜休講＞

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・火・３時限

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・火・３時限

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

社会科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・水・５時限

社会科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・水・５時限

数学科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科教育学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科教育学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－１） 春学期・無・その他

数学科内容学研究指導（Ｄ－２） 秋学期・無・その他

※５：実験実習料として5,000円の納入が必要です。所定の期間に大学生協へ納入してください。

演 習
科目名 単位 時間割 担当者 資格

国語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・７時限

国語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・７時限

国語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

国語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

日本語学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・６時限

日本語学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・６時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・４時限

古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

稲葉 敏夫

教授瀧澤 武信

渡邊 公夫

伊藤 守

花田 達朗

林 幹夫

北澤 裕

藁谷 友紀

教授熊谷 善彰

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子

小林 和夫

教授

教授

教授

教授

教授

田渕 句美子

大津 雄一

内山 精也

中嶋 

教授幸田 国広

福家 俊幸

松本 直樹

新美 哲彦

松木 正恵

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

町田 守弘



科目名 単位 時間割 担当者 資格
古典文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

古典文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

近代文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

近代文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

近代文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

近代文学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

近代文学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・７時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・７時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・６時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２）※【隔週開講】 2 秋学期・金・６～７時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・４時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・４時限

英語科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・４時限

英語科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・４時限

英語学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・６時限

英語学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・６時限

英語学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・６時限

英語学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・６時限

アメリカ文学・文化研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

アメリカ文学・文化研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

イギリス文学・文化研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

イギリス文学・文化研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・６時限

社会科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・２時限

社会科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・２時限

社会科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・３時限

社会科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・３時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・６時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・６時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・２時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・２時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・無・その他

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・無・その他

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・４時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・４時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・４時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・４時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・３時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・３時限

歴史学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・５時限

歴史学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・５時限

地理学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・土・３時限

地理学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・土・３時限

地理学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・火・１時限

地理学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・火・１時限

地理学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

地理学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

政治学研究演習（Ｄ－１） 2 ＜休講＞

政治学研究演習（Ｄ－２） 2 ＜休講＞

千葉 俊二

金井 景子

石原 千秋

堀 誠

村田 久美子

折井 麻美子

原田 哲男

澤木 泰代

松坂 ヒロシ

和田 敦彦

北河 賢三

近藤 孝弘

池 俊介

木村 晶子

石原 剛

久野 正和

教授

教授

教授

高木 徳郎

石濱 裕美子

小松 香織

小森 宏美

堀越 宏一

大橋 幸泰

久保 純子

准教授

井戸 正伸

山内 昌和

箸本 健二

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授



科目名 単位 時間割 担当者 資格
経済学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・２時限

経済学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・２時限

経済学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・金・３時限

経済学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・金・３時限

経済学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・１時限

経済学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・１時限

社会学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

社会学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

社会学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

社会学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・２時限

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・２時限

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

メディア・コミュニケーション学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

数学科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・水・７時限

数学科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・水・７時限

数学科教育研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・７時限

数学科教育研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・７時限

解析学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・５時限

解析学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・５時限

代数学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・火・３時限

代数学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・２時限

幾何学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・月・５時限

幾何学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・月・５時限

情報数学研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・６時限

情報数学研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・６時限

トポロジー研究演習（Ｄ－１） 2 春学期・木・４時限

トポロジー研究演習（Ｄ－２） 2 秋学期・木・４時限
谷山 公規

横森 貴

小森 洋平

広中 由美子

小林 和夫

瀧澤 武信

渡邊 公夫

伊藤 守

花田 達朗

林 幹夫

北澤 裕

藁谷 友紀

熊谷 善彰

稲葉 敏夫

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授


