
2020 年 8 月 25 日

学生各位

早稲田大学教育・総合科学学術院

【重要】対面授業実施日の注意事項

１．キャンパス入構時の注意点

1-1．キャンパスの入構にあたっては、当日自宅で体温測定を行い、平熱であること、

新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がないことを必ず確認して下さい。

２．教室における衛生上の注意点

2-1．教室に入る前に手指を消毒してください。

2-2．常時マスクを着用してください。

2-3．お互いに距離をとって着席してださい。

2-4．窓・教室のドアを閉めないでください。

2-5．やむを得ず教室内で食事をとる場合には、話をしないでください。

３．学内でオンライン授業を受講する際の注意点

3-1．対面授業の前後にリアルタイムのオンライン授業がある場合には、所有するノート

PC やタブレット、スマートフォン等を用いて、対面授業を実施する教室で受講し、

終了後は速やかに帰宅してください。

3-2．教室でリアルタイム配信のオンライン授業を受ける際には、ハウリング防止のため

ヘッドセットやイヤフォン等を使用し、マイクを OFF にしてください。

４．大学からの各種案内（9/25 追記）

4-1．大学案内の感染予防対策について

https://www.waseda.jp/top/news/70216

4-2．大学として共通に開放しているオンライン授業受講用教室

https://www.wnpspt.waseda.jp/student/learnanywhere/important-notice/

（Learn Anywhere 内リンクです。ログイン ID とパスワードが必要です。）

以上



箇所 科目管轄 科目名 科目区分 配当年次 単位数 開講学期 教員氏名 資格 実施頻度 備考（すべて予定です）

教育学部 教育学専修 教育学演習Ｉ Ｃ ３年必修 ３年以上 4 通年 湯川 次義 教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 教育学専修 教育学演習Ｉ Ｆ ３年必修 ３年以上 4 通年 野口 穂高 准教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 教育学専修 教育学演習Ｉ Ｇ ３年必修 ３年以上 4 通年 菊地 栄治 教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 教育学専修 教育学演習II Ｃ ４年必修 ４年以上 4 通年 湯川 次義 教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 教育学専修 教育学演習II Ｆ ４年必修 ４年以上 4 通年 野口 穂高 准教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 教育学専修 教育学演習II Ｇ ４年必修 ４年以上 4 通年 菊地 栄治 教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習Ｉ-2 Ｂ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 雪嶋 宏一 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習Ｉ-2 Ｃ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 前田 耕司 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習Ｉ-2 Ｄ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 小林 敦子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習Ｉ-2 Ｅ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 濱中 淳子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習Ｉ-2 Ｆ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 矢口 徹也 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習Ｉ-2 Ｇ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 坂内 夏子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習Ｉ-2 Ｈ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 牧野 智和 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習II-2 Ｂ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 雪嶋 宏一 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習II-2 Ｃ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 前田 耕司 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習II-2 Ｄ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 小林 敦子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習II-2 Ｅ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 濱中 淳子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習II-2 Ｆ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 矢口 徹也 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習II-2 Ｇ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 坂内 夏子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 生涯教育学専修 社会教育演習II-2 Ｈ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 前田 崇 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

早稲田大学 教育学部・大学院教育学研究科
2020年度秋学期 対面授業実施予定科目一覧

（１）これらの科目については、対面形式の授業を実施する場合があります。
（２）具体的な対面授業実施日時につきましては、授業開始日以降に科目担当教員から指示がありますので案内を確認してください。
（３）新型コロナウイルスの影響が深刻化し、大学または担当教員の判断で対面授業を実施しない場合があります。

その場合はオンラインで授業を実施します。
（４）対面で授業を実施する日に大学に来ることができない場合も、学外からオンラインで授業を受講できるようにする等の

配慮をいたしますので不利益は生じません。
（５）大学構内でオンライン授業を実施する場合に備え、ノートPCやタブレット、ヘッドセット、イヤフォン等を持参してください。

※「スポット実施」とは、秋学期全15回（クォーターは全8回）の内、一部を対面で実施することを意味します。
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教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ａ 博物館 ３年以上 3 通年 増野 恵子 無期非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｂ 博物館 ３年以上 3 通年 小澤 笑理子 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｃ 博物館 ３年以上 3 通年 下野 玲子 兼担講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｄ 博物館 ３年以上 3 通年 奥間 政作 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｅ 博物館 ３年以上 3 通年 鈴木 泉 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｆ 博物館 ３年以上 3 通年 山田 磯夫 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｇ 博物館 ３年以上 3 通年 松山 薫 無期非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｈ 博物館 ３年以上 3 通年 清喜 裕二 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 博物館実習 Ｉ 博物館 ３年以上 3 通年 増野 恵子 無期非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 情報資源組織演習 Ａ 司書 ２年以上 2 通年 阪脇 孝子 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 情報資源組織演習 Ｂ 司書 ２年以上 2 通年 阪脇 孝子 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 情報資源組織演習 Ｃ 司書 ２年以上 2 通年 中村 克明 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 情報資源組織演習 Ｄ 司書 ２年以上 2 通年 森 智彦 非常勤講師 毎週実施

教育学部 生涯教育学専修 生涯学習概論II B １年必修 １年以上 2 秋学期 金山 光一 非常勤講師 スポット実施

教育学部 教育心理学専修 心理学研究法I（心理学統計法） １年必修 １年以上 4 通年 椎名 乾平 教授 スポット実施 9/25 追加

教育学部 教育心理学専修 心理学実験演習Ｉ ２年必修 ２年以上 2 通年 上田 卓司 無期非常勤講師 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 心理学実験演習Ｉ ２年必修 ２年以上 2 通年 東垣内 徹生 非常勤講師 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 心理学実験演習Ｉ ２年必修 ２年以上 2 通年 木 幸子 無期非常勤講師 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 心理学実験演習Ｉ ２年必修 ２年以上 2 通年 椎名 乾平 教授 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 心理学実験演習Ｉ ２年必修 ２年以上 2 通年 中村 國則 非常勤講師 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 心理学研究法IV（心理的アセスメント） 主選択 ２年以上 4 通年 近藤 育代 非常勤講師 スポット実施

教育学部 教育心理学専修 心理学実験演習II Ａ 主選択 ３年以上 2 通年 椎名 乾平 教授 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 教育心理学演習Ｉ Ｄ 主選択 ３年以上 4 通年 椎名 乾平 教授 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 教育心理学演習II Ｄ 主選択 ４年以上 4 通年 椎名 乾平 教授 毎週実施

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 河村 茂雄 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 堀 正士 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 橋 あつ子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 坂爪 一幸 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 梅永 雄二 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 越川 房子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 遠田 将大 非常勤講師 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理実習 副選択 ３年以上 4 通年 藤野 京子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理演習 副選択 ３年以上 4 通年 遠田 将大 非常勤講師 スポット実施
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教育学部 教育心理学専修 公認心理師心理演習 副選択 ３年以上 4 通年 近藤 育代 非常勤講師 スポット実施

教育学部 教育心理学専修 私学における特別支援教育 副選択 ３年以上 2 冬季集中 一ノ瀬 秀司 非常勤講師 全回実施

教育学部 教育心理学専修 私学における特別支援教育 副選択 ３年以上 2 冬季集中 水口 洋 非常勤講師 全回実施

教育学部 教育心理学専修 私学における特別支援教育 副選択 ３年以上 2 冬季集中 佐久間 道則 非常勤講師 全回実施

教育学部 教育心理学専修 私学における特別支援教育 副選択 ３年以上 2 冬季集中 橋 あつ子 教授 全回実施

教育学部 教育心理学専修 私学における特別支援教育 副選択 ３年以上 2 冬季集中 草間 浩一 非常勤講師 全回実施

教育学部 初等教育学専攻 初等教育学演習I Ａ 主選択 ３年以上 4 通年 佐藤 隆之 教授 スポット実施

教育学部 初等教育学専攻 初等教育学演習I Ｃ 主選択 ３年以上 4 通年 小林 宏己 教授 スポット実施

教育学部 初等教育学専攻 初等教育学演習I Ｅ 主選択 ３年以上 4 通年 大泉 義一 教授 スポット実施

教育学部 初等教育学専攻 初等教育学演習II Ａ 主選択 ４年以上 4 通年 佐藤 隆之 教授 スポット実施

教育学部 初等教育学専攻 初等教育学演習II Ｃ 主選択 ４年以上 4 通年 小林 宏己 教授 スポット実施

教育学部 初等教育学専攻 初等教育学演習II Ｅ 主選択 ４年以上 4 通年 大泉 義一 教授 スポット実施

教育学部 初等教育学専攻 教育の制度と経営（小） １年必修 １年以上 2 秋学期 佐藤 隆之 教授 スポット実施

教育学部 初等教育学専攻 初等教育学基礎演習II １年必修 １年以上 2 秋学期 大泉 義一 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習I Ｅ １年必修 １年以上 2 秋学期 米田 有里 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習I Ｆ １年必修 １年以上 2 秋学期 南 陽子 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習I Ｇ １年必修 １年以上 2 秋学期 井上 翠 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習I Ｈ １年必修 １年以上 2 秋学期 李 満紅 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習II Ａ １年必修 １年以上 2 秋学期 五味渕 典嗣 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習II Ｂ １年必修 １年以上 2 秋学期 能地 克宜 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習II Ｃ １年必修 １年以上 2 秋学期 和田 敦彦 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本文学基礎演習II Ｄ １年必修 １年以上 2 秋学期 金井 景子 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 書道（書写） Ａ 広域選択 １年以上 4 通年 財前 謙 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 書道（書写） Ｂ 広域選択 １年以上 4 通年 種谷 和信 無期非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 書道（書写） Ｃ 広域選択 １年以上 4 通年 財前 謙 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 書道（書写） Ｄ 広域選択 １年以上 4 通年 種谷 和信 無期非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本語教育演習II（応用） 広域選択 １年以上 2 秋学期 高野 敦志 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 上代文学演習II Ｃ群 ３年以上 4 通年 松本 直樹 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中古文学演習II Ａ Ｃ群 ３年以上 4 通年 福家 俊幸 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中古文学演習II Ｂ Ｃ群 ３年以上 4 通年 新美 哲彦 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中世文学演習II Ａ Ｃ群 ３年以上 4 通年 田渕 句美子 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中世文学演習II Ｂ Ｃ群 ３年以上 4 通年 大津 雄一 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 近世文学演習II Ａ Ｃ群 ３年以上 4 通年 中嶋  教授 スポット実施

3 ページ



教育学部 国語国文学科 近世文学演習II Ｂ Ｃ群 ３年以上 4 通年 野村 亞住 講師（任期付） スポット実施

教育学部 国語国文学科 近代文学演習II Ａ Ｃ群 ３年以上 4 通年 和田 敦彦 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 近代文学演習II Ｂ Ｃ群 ３年以上 4 通年 五味渕 典嗣 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 近代文学演習II Ｃ Ｃ群 ３年以上 4 通年 大原 祐治 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 近代文学演習II Ｄ Ｃ群 ３年以上 4 通年 金井 景子 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本語学演習II Ａ Ｃ群 ３年以上 4 通年 仁科 明 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 日本語学演習II Ｂ Ｃ群 ３年以上 4 通年 松木 正恵 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中国文学応用演習 Ａ Ｃ群 ３年以上 4 通年 堀 誠 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中国文学応用演習 Ｂ Ｃ群 ３年以上 4 通年 内山 精也 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 国語教育実践演習 Ａ Ｃ群 ３年以上 4 通年 町田 守弘 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 国語教育実践演習 Ｂ Ｃ群 ３年以上 4 通年 宮川 健郎 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ａ ４年必修 ４年以上 4 通年 松本 直樹 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｂ ４年必修 ４年以上 4 通年 新美 哲彦 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｃ ４年必修 ４年以上 4 通年 福家 俊幸 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｄ ４年必修 ４年以上 4 通年 田渕 句美子 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｅ ４年必修 ４年以上 4 通年 大津 雄一 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｆ ４年必修 ４年以上 4 通年 中嶋  教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｇ ４年必修 ４年以上 4 通年 野村 亞住 講師（任期付） スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｈ ４年必修 ４年以上 4 通年 和田 敦彦 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｉ ４年必修 ４年以上 4 通年 五味渕 典嗣 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｊ ４年必修 ４年以上 4 通年 石原 千秋 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｋ ４年必修 ４年以上 4 通年 金井 景子 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｌ ４年必修 ４年以上 4 通年 仁科 明 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｍ ４年必修 ４年以上 4 通年 松木 正恵 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｎ ４年必修 ４年以上 4 通年 堀 誠 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｏ ４年必修 ４年以上 4 通年 内山 精也 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｐ ４年必修 ４年以上 4 通年 町田 守弘 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 ゼミナール Ｑ ４年必修 ４年以上 4 通年 幸田 国広 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中等国語科インターンシップ 教職選択 ３年以上 4 通年 内木 明子 非常勤講師 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中等国語科インターンシップ 教職選択 ３年以上 4 通年 新美 哲彦 教授 スポット実施

教育学部 国語国文学科 中等国語科インターンシップ 教職選択 ３年以上 4 通年 幸田 国広 教授 スポット実施

教育学部 英語英文学科 Introduction to Language and Communication Ｅ １年必修 １年以上 2 秋学期 新川 清治 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 Introduction to Language and Communication Ｆ １年必修 １年以上 2 秋学期 オオガ‐ボールドウィン ウィリアム 教授 スポット実施 学期中に3回程度
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教育学部 英語英文学科 Introduction to Language and Communication Ｇ １年必修 １年以上 2 秋学期 折井 麻美子 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 Introduction to Language and Communication Ｈ １年必修 １年以上 2 秋学期 ポッペ・クレメンス 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 Introduction to Literature and Culture Ｅ １年必修 １年以上 2 秋学期 三好 力 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 Introduction to Literature and Culture Ｆ １年必修 １年以上 2 秋学期 佐久間 由梨 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 Introduction to Literature and Culture Ｇ １年必修 １年以上 2 秋学期 田ノ口 正悟 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 Introduction to Literature and Culture Ｈ １年必修 １年以上 2 秋学期 和氣 一成 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｂ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 佐々木 みゆき 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｄ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 新川 清治 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｅ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 松永 典子 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｆ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 原田 哲男 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｇ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 田ノ口 正悟 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｈ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 オオガ‐ボールドウィン ウィリアム 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｉ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 木村 晶子 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｊ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 久野 正和 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｋ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 吉田 雅之 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｌ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 澤木 泰代 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｎ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 桑子 利男 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｏ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 ポッペ・クレメンス 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｐ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 マキュワン 麻哉 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｑ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 折井 麻美子 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｒ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 バックハウス ペート 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｓ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 佐久間 由梨 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習Ｉ-２ Ｔ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 三好 力 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｂ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 佐々木 みゆき 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｄ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 新川 清治 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｅ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 松永 典子 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｆ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 原田 哲男 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｇ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 田ノ口 正悟 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｈ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 オオガ‐ボールドウィン ウィリアム 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｉ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 木村 晶子 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｊ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 久野 正和 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｋ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 吉田 雅之 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｌ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 澤木 泰代 教授 スポット実施 学期中に3回程度
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教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｎ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 桑子 利男 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｏ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 ポッペ・クレメンス 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｐ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 マキュワン 麻哉 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｑ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 折井 麻美子 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｒ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 バックハウス ペート 教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｓ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 佐久間 由梨 准教授 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 英語英文学科 英米文学語学演習ＩＩ-２ Ｔ ４年必修 ４年以上 2 秋学期 三好 力 専任講師 スポット実施 学期中に3回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学入門演習 Ａ １年必修 １年以上 2 秋学期 久保 純子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学入門演習 Ｂ １年必修 １年以上 2 秋学期 箸本 健二 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学入門演習 Ｃ １年必修 １年以上 2 秋学期 川元 豊和 無期非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学入門演習 Ｄ １年必修 １年以上 2 秋学期 山本 隆太 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学基礎演習 Ａ ２年必修 ２年以上 2 秋学期 高木 徳郎 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学基礎演習 Ｂ ２年必修 ２年以上 2 秋学期 大門 正克 特任教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学基礎演習 Ｄ ２年必修 ２年以上 2 秋学期 河原 温 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ａ ３年必修 ３年以上 4 通年 高木 徳郎 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｂ ３年必修 ３年以上 4 通年 大橋 幸泰 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｃ ３年必修 ３年以上 4 通年 大門 正克 特任教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｄ ３年必修 ３年以上 4 通年 石見 清裕 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｅ ３年必修 ３年以上 4 通年 石濱 裕美子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｆ ３年必修 ３年以上 4 通年 小松 香織 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｈ ３年必修 ３年以上 4 通年 小森 宏美 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｊ ３年必修 ３年以上 4 通年 望月 雅士 無期非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習Ｉ Ｋ ３年必修 ３年以上 4 通年 松原 俊文 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学演習Ｉ Ａ ３年必修 ３年以上 4 通年 久保 純子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学演習Ｉ Ｂ ３年必修 ３年以上 4 通年 箸本 健二 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学演習Ｉ Ｃ ３年必修 ３年以上 4 通年 山内 昌和 准教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学演習Ｉ Ｄ ３年必修 ３年以上 4 通年 池 俊介 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学演習I Ｇ ３年必修 ３年以上 4 通年 荒井 良雄 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 歴史学演習II Ｋ ４年必修 ４年以上 4 通年 松原 俊文 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学演習II Ａ ４年必修 ４年以上 4 通年 久保 純子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学演習II Ｃ ４年必修 ４年以上 4 通年 山内 昌和 准教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学研究法３ 主選択 ２年以上 2 秋学期 久保 純子 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 地理歴史専修 地理学研究法４ 主選択 ２年以上 2 冬季集中 久保 純子 教授 スポット実施 月1回程度

6 ページ



教育学部 公共市民学専修 ゼミナールII（経済学） Ａ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 大西 宏一郎 准教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 公共市民学専修 ゼミナールII（経済学） Ｂ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 藁谷 友紀 教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 公共市民学専修 ゼミナールII（経済学） Ｄ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 黒田 祥子 教授 スポット実施 土曜日にPCルームを1～2回

教育学部 公共市民学専修 ゼミナールII（政治学） Ｃ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 高橋 義人 非常勤講師 スポット実施 5回を対面

教育学部 公共市民学専修 ゼミナールII（政治学） Ｄ ３年必修 ３年以上 2 秋学期 坪内 淳 非常勤講師 スポット実施 月1回程度

教育学部 公共市民学専修 ゼミナールII（ジャーナリズム論） ３年必修 ３年以上 2 秋学期 野中 章弘 教授 スポット実施 月1回程度、フィールドワークを検討中

教育学部 公共市民学専修 演習II（経済学） Ａ ４年必修 ４年以上 4 通年 大西 宏一郎 准教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 公共市民学専修 演習II（経済学） Ｂ ４年必修 ４年以上 4 通年 藁谷 友紀 教授 スポット実施 月1～2回程度

教育学部 公共市民学専修 演習II（経済学） Ｄ ４年必修 ４年以上 4 通年 黒田 祥子 教授 スポット実施 土曜日にPCルームを1～2回

教育学部 公共市民学専修 演習II（政治学） Ｂ ４年必修 ４年以上 4 通年 池谷 知明 教授 スポット実施

教育学部 公共市民学専修 演習II（新聞学） ４年必修 ４年以上 4 通年 野中 章弘 教授 スポット実施 月1回程度

教育学部 公共市民学専修 オープンデータ論 選択B群 ２年以上 2 秋学期 伊藤 守 教授 スポット実施 2回を対面、フィールドワークを検討中

教育学部 生物学専修 化学実験II Ａ １年必修 １年以上 2 秋学期 大江 親臣 非常勤講師 毎週実施 15週の内、11週を対面実施

教育学部 生物学専修 物理学実験II １年必修 １年以上 2 秋学期 伊藤 悦朗 教授 毎週実施 履修者を2グループに分けて実施

教育学部 生物学専修 生物学基礎実験II ２年必修 ２年以上 2 秋学期 加藤 尚志 教授 毎週実施 最大14回対面実施

教育学部 生物学専修 生物学基礎実験II ２年必修 ２年以上 2 秋学期 小川 敬子 講師（任期付） 毎週実施 最大14回対面実施

教育学部 生物学専修 動物形態学・実験 ２年必修 ２年以上 2 秋学期 中田 友明 非常勤講師 毎週実施 秋クォーターを対面、冬クォーターをオンライン

教育学部 生物学専修 生物学通論実験ＩＩ 選択 ２－４ 1 秋学期 富永 基樹 准教授 毎週実施

教育学部 生物学専修 生物学実験II ３年必修 ３年以上 2 通年 伊藤 悦朗 教授 毎週実施

教育学部 生物学専修 生物学実験III ３年必修 ３年以上 2 通年 園池 公毅 教授 毎週実施

教育学部 生物学専修 生物学実験Ｖ ３年必修 ３年以上 2 通年 花嶋 かりな 准教授 毎週実施

教育学部 生物学専修 生物学実験VII ３年必修 ３年以上 2 通年 大山 隆 教授 毎週実施

教育学部 生物学専修 生命科学探索法 Ｂ群 ２年以上 2 秋学期 加藤 尚志 教授 スポット実施 4回を対面

教育学部 地球科学専修 化学実験II Ｂ １年必修 １年生 2 秋学期 安井 万奈 客員次席研究員 毎週実施 秋クォーターを対面、冬クォーターは検討中

教育学部 地球科学専修 地学通論実験ＩＩ Ｂ群 ２年以上 1 秋学期 清家 一馬 非常勤講師 毎週実施 野外実習あり

教育学部 地球科学専修 地学通論実験ＩＩ Ｂ群 ２年以上 1 秋学期 更科 功 非常勤講師 毎週実施 野外実習あり

教育学部 地球科学専修 地学通論実験ＩＩ Ｂ群 ２年以上 1 秋学期 高木 秀雄 教授 毎週実施 野外実習あり

教育学部 地球科学専修 地質図学演習 Ｂ群 ２年生 2 秋学期 高木 秀雄 教授 スポット実施 5回を対面

教育学部 地球科学専修 地質図学演習 Ｂ群 ２年生 2 秋学期 太田 亨 教授 スポット実施 5回を対面

教育学部 地球科学専修 地質調査実習 Ｃ群 ３年生 4 通年 守屋 和佳 教授 スポット実施 2回を対面

教育学部 地球科学専修 地質調査実習 Ｃ群 ３年生 4 通年 高木 秀雄 教授 スポット実施 2回を対面

教育学部 地球科学専修 地質調査実習 Ｃ群 ３年生 4 通年 太田 亨 教授 スポット実施 2回を対面

教育学部 地球科学専修 岩石記載法 Ｂ群 ２年生 2 秋学期 鈴木 由希 准教授 スポット実施 8回を対面（1週2コマ、計4週）
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教育学部 地球科学専修 岩石記載法 Ｂ群 ２年生 2 秋学期 田口 知樹 専任講師 スポット実施 8回を対面（1週2コマ、計4週）

教育学部 地球科学専修 衛星地球観測学演習 ４年必修 ４年以上 4 通年 永井 裕人 講師（任期付） スポット実施 3回を対面

教育学部 数学科 微積分２ Ｂ １年必修 １年以上 4 通年 高木 悟 教授 スポット実施 9/25 追加

教育学部 数学科 数学序論２ １年必修 １年以上 2 通年 数学科教員のｵﾑﾆﾊﾞｽ ― スポット実施 9/25 追加

教育学部 数学科 数学演習１ Ｃ ３年必修 ３年以上 4 通年 戸松 玲治 教授 毎週実施

教育学部 数学科 数学演習２ Ｃ ４年必修 ４年以上 8 通年 戸松 玲治 教授 毎週実施

教育学部 複合文化学科 複合文化学テーマ演習II Ａ １年必修 １年以上 2 秋学期 渡邉 芳敬 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 複合文化学テーマ演習II Ｂ １年必修 １年以上 2 秋学期 鴻野 わか菜 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 複合文化学テーマ演習II Ｃ １年必修 １年以上 2 秋学期 高橋 順一 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 複合文化学テーマ演習II Ｄ １年必修 １年以上 2 秋学期 西田 文信 准教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 複合文化学テーマ演習II Ｅ １年必修 １年以上 2 秋学期 浜 邦彦 准教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ａ ４年必修 ４年以上 6 通年 神尾 達之 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｂ ４年必修 ４年以上 6 通年 福田 育弘 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｃ ４年必修 ４年以上 6 通年 伊藤 守 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｄ ４年必修 ４年以上 6 通年 村上 公一 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｇ ４年必修 ４年以上 6 通年 後藤 雄介 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｈ ４年必修 ４年以上 6 通年 高橋 順一 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｉ ４年必修 ４年以上 6 通年 渡邉 芳敬 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｊ ４年必修 ４年以上 6 通年 鴻野 わか菜 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｋ ４年必修 ４年以上 6 通年 浜 邦彦 准教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｌ ４年必修 ４年以上 6 通年 高橋 良行 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学部 複合文化学科 卒業論文 Ｎ ４年必修 ４年以上 6 通年 楠元 範明 教授 スポット実施 原則オンライン、状況を見て実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 教育史演習（Ｍ１－２）（湯川） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 湯川 次義 教授 スポット実施 月1回程度

教育学研究科 学校教育専攻 教育史演習（Ｍ２－２）（湯川） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 湯川 次義 教授 スポット実施 月1回程度

教育学研究科 学校教育専攻 教育社会学演習（Ｍ１－２）（吉田） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 小林 雅之 非常勤講師 スポット実施

教育学研究科 学校教育専攻 教育社会学演習（Ｍ２－２）（吉田） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 小林 雅之 非常勤講師 スポット実施

教育学研究科 学校教育専攻 教育評価・測定演習（Ｍ２－２）（椎名） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 椎名 乾平 教授 毎週実施

教育学研究科 学校教育専攻 教育評価・測定特論Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 椎名 乾平 教授 毎週実施

教育学研究科 学校教育専攻 教育社会学研究演習（Ｄ－２）（吉田） 研究指導Ｄ １年以上 0 秋学期 小林 雅之 非常勤講師 スポット実施

教育学研究科 学校教育専攻 教育心理学研究指導（Ｄ－２）（椎名） 研究指導Ｄ １年以上 0 秋学期 椎名 乾平 教授 毎週実施

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 河村 茂雄 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 越川 房子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 塚原 望 非常勤講師 スポット実施 学外実習実施予定
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教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 堀 正士 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 橋 あつ子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 藤野 京子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 坂爪 一幸 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習１ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 梅永 雄二 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 橋 あつ子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 藤野 京子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 坂爪 一幸 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 越川 房子 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 堀 正士 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 塚原 望 非常勤講師 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 梅永 雄二 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 学校教育専攻 公認心理師心理実践実習２ Ｂ 専門選択 １年以上 2 秋学期 河村 茂雄 教授 スポット実施 学外実習実施予定

教育学研究科 国語教育専攻 国語科教育演習（Ｍ１－２）（幸田） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 幸田 国広 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国語科教育演習（Ｍ２－２）（幸田） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 幸田 国広 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国語科教育演習（Ｍ１－２）（町田） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 町田 守弘 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国語科教育演習（Ｍ２－２）（町田） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 町田 守弘 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 日本語学演習（Ｍ１－２）（松木） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 松木 正恵 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 日本語学演習（Ｍ２－２）（松木） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 松木 正恵 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２）（松本） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 松本 直樹 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２）（松本） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 松本 直樹 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２）（新美） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 新美 哲彦 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２）（新美） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 新美 哲彦 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２）（福家） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 福家 俊幸 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２）（福家） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 福家 俊幸 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２）（大津） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 大津 雄一 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２）（大津） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 大津 雄一 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２）（田渕） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 田渕 句美子 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２）（田渕） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 田渕 句美子 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ１－２）（中嶋） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 中嶋  教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（古典文学）（Ｍ２－２）（中嶋） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 中嶋  教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－２）（内山） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 内山 精也 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－２）（内山） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 内山 精也 教授 スポット実施
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教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（中国古典文学）（Ｍ１－２）（堀） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 堀 誠 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（中国古典文学）（Ｍ２－２）（堀） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 堀 誠 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２）（石原） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 石原 千秋 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２）（石原） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 石原 千秋 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２）（金井） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 金井 景子 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２）（金井） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 金井 景子 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２）（五味渕） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 五味渕 典嗣 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２）（五味渕） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 五味渕 典嗣 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ１－２）（和田） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 和田 敦彦 教授 スポット実施

教育学研究科 国語教育専攻 国文学演習（近代文学）（Ｍ２－２）（和田） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 和田 敦彦 教授 スポット実施

教育学研究科 英語教育専攻 英語学特論I-2(Understanding language and society) 専門選択 １年以上 2 秋学期 バックハウス ペート 教授 スポット実施

教育学研究科 英語教育専攻 社会言語学2(Doing sociolinguistic research) 共通選択Ｂ群 １年以上 2 秋学期 バックハウス ペート 教授 スポット実施

教育学研究科 社会科教育専攻 歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２）（大門） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 大門 正克 特任教授 スポット実施 月1回程度

教育学研究科 社会科教育専攻 歴史学演習（日本史）（Ｍ２－２）（大門） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 大門 正克 特任教授 スポット実施 月1回程度

教育学研究科 社会科教育専攻 歴史学演習（日本史）（Ｍ１－２）（高木） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 高木 徳郎 教授 スポット実施 2回程度

教育学研究科 社会科教育専攻 地理学演習（自然地理）（Ｍ１－２）（久保） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 久保 純子 教授 スポット実施 隔週または月1回程度、フィールドワーク検討中

教育学研究科 社会科教育専攻 地理学演習（自然地理）（Ｍ２－２）（久保） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 久保 純子 教授 スポット実施 隔週または月1回程度、フィールドワーク検討中

教育学研究科 社会科教育専攻 メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ１－２）（伊藤） 演習Ｍ １年以上 2 秋学期 伊藤 守 教授 スポット実施 2回程度

教育学研究科 社会科教育専攻 メディア・コミュニケーション学演習（Ｍ２－２）（伊藤） 演習Ｍ ２年以上 2 秋学期 伊藤 守 教授 スポット実施 2回程度

教育学研究科 社会科教育専攻 社会科内容学研究指導（Ｄ－２）（伊藤） 研究指導Ｄ １年以上 0 秋学期 伊藤 守 教授 スポット実施 2回程度

教育学研究科 高度教職実践専攻 総合的な学習の時間の実践研究 ２年以上 2 冬クォーター 田中 博之 教授 毎週実施 7回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 子どもの対人関係育成の実践研究 １年以上 2 冬クォーター 長岡 惠理 非常勤講師 毎週実施 8回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 子どもの対人関係育成の実践研究 １年以上 2 冬クォーター 橋 あつ子 教授 毎週実施 8回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 道徳科教育の実践研究 １年以上 1 冬クォーター 岡田 芳廣 教授（任期付） 毎週実施 6回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 授業開発の実践研究 ２年以上 2 冬クォーター 田中 博之 教授 毎週実施 8回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 教材開発と実践 １年以上 2 冬クォーター 李 軍 講師（任期付） 毎週実施 8回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 学校マネジメントと学校再生に関する理論と事例研究 Ｂ １年以上 2 冬クォーター 小山 利一 教授（任期付） 毎週実施 7回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 学校マネジメントと学校再生に関する理論と事例研究 Ｂ １年以上 2 冬クォーター 羽入田 眞一 客員教授 毎週実施 7回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 学校とコミュニティ開発 Ｂ １年以上 2 冬クォーター 小林 敦子 教授 スポット実施 5回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 学校とコミュニティ開発 Ｂ １年以上 2 冬クォーター 小山 利一 教授（任期付） スポット実施 5回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 学校とコミュニティ開発 Ｂ １年以上 2 冬クォーター 矢口 徹也 教授 スポット実施 5回を対面

教育学研究科 高度教職実践専攻 学校とコミュニティ開発 Ｂ １年以上 2 冬クォーター 大塚 尚子 非常勤講師 スポット実施 5回を対面
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