
番号 科目名 単位 時間割 担当者 備考
1 教育学特論Ｂ 2 秋学期・木・１時限 藤井　千春
2 教育史特論Ａ 2 春学期・木・４時限 湯川　次義
3 教育哲学特論Ｂ 2 春学期・水・３時限 坂倉　裕治
4 教育内容・方法特論Ｂ 2 秋学期・金・３時限 根津　朋実
5 学校経営学特論Ｂ 2 春学期・火・２時限 菊地　栄治
6 比較教育学特論Ａ 2 春学期・木・４時限 長島　啓記
7 教育行財政特論Ｂ 2 秋学期・火・２時限 小松　茂久
8 初等教育学特論２Ａ 2 秋学期・月・４時限 佐藤　隆之
9 初等教育学特論３Ａ 2 秋学期・月・５時限 小林　宏己
10 初等教育学特論４Ａ 2 秋学期・金・４時限 大泉　義一

11
臨床心理学特論Ａ（保健医療分野に関する理論
と支援の展開）

2 春学期・水・４時限 堀　正士

12
臨床心理学特論Ｂ（保健医療分野に関する理論
と支援の展開）

2 秋学期・水・４時限 堀　正士

13 教育評価・測定特論Ａ 2 春学期・月・３時限 椎名　乾平
14 教育評価・測定特論Ｂ 2 秋学期・月・３時限 椎名　乾平

15
学校心理学特論Ａ（教育分野に関する理論と支
援の展開）

2 春学期・金・２時限 本田　恵子

16
学校心理学特論Ｂ（教育分野に関する理論と支
援の展開）

2 秋学期・金・２時限 本田　恵子

17
特別支援教育学特論Ａ（福祉分野に関する理論
と支援の展開）

2 春学期・水・７時限 バーンズ亀山静子

18
特別支援教育学特論Ｂ（福祉分野に関する理論
と支援の展開）

2 秋学期・水・７時限 バーンズ亀山静子

19
発達・教育心理学特論Ａ（教育分野に関する理
論と支援の展開）

2 春学期・木・３時限 上淵　寿

20
発達・教育心理学特論Ｂ（教育分野に関する理
論と支援の展開）

2 秋学期・木・３時限 上淵　寿

21
産業・労働心理学特論Ａ（産業・労働分野に関
する理論と支援の展開）

2 秋学期・火・６時限 村山　光子

22 教育社会学特論Ａ 2 春学期・水・４時限 吉田　文
23 社会教育学特論１Ａ 2 春学期・月・３時限 坂内　夏子
24 社会教育学特論２Ａ 2 春学期・水・５時限 矢口　徹也
25 社会教育学特論３Ｂ 2 秋学期・木・３時限 米村　健司
26 社会調査 2 秋学期・金・１時限 濱中　淳子
27 初等統計学Ａ 2 春学期・木・２時限 上田　卓司
28 初等統計学Ｂ 2 秋学期・金・２時限 上田　卓司
29 教育心理学 2 春学期・火・５時限 山森　光陽
30 教育リテラシー 2 秋学期・火・４時限 本田　恵子　他
31 脳科学を活かしたインクルーシブ教育 2 秋学期・金・４時限 本田　恵子　他

32
家族理解と福祉工学（家族関係・集団・地域社
会における心理支援に関する理論と実践）

2
秋クォーター・土
３時限～５時限

本田　恵子　他

33 指導者養成講座Ｉ 2
夏クォーター・土
３時限～５時限

本田　恵子　他

 ２０２１年度　早稲田大学大学院教育学研究科時間割　（科目等履修生）　
2021.1.29現在

※この時間割は、修士課程の科目になります。専門職学位課程（教職大学院）の科目は、教職大学院のＨＰを確認してください。

※曜日・時限については変更となることがありますので、予めご了承ください。時間割最終版発表後の曜日・時限の変更および
　教室等については、授業開始前（４月上旬）に大学院教育学研究科ホームページおよび掲示板に案内を掲出しますのでご確認くださ
い。

※願書提出後に、研究科の時間割変更により、履修希望科目の曜日・時限が重複した場合等は、研究科事務所にご相談ください。

　＜早稲田大学　授業時間帯＞
　１時限：　９：００～１０：３０　　※在留資格を取得したい場合は、春・秋学期から、それぞれ４科目以上履修してください。
　２時限：１０：４０～１２：１０　　※半期しか科目を履修しない場合は、在籍期間も半期になります。
　３時限：１３：００～１４：３０　　※外国学生入試の英語教育専攻希望者で、英語による授業（ＥＭＩ）のみ履修する場合は、
　４時限：１４：４５～１６：１５　　　備考欄にEMIと書かれている科目のみ履修可能です。
　５時限：１６：３０～１８：００　　※在留資格「留学」を取得したい場合は、自由選択科目のうち母語と同じ外国語を履修しない
　６時限：１８：１５～１９：４５　　　ようにしてください。在留資格の科目として認定されない可能性があります。
　７時限：１９：５５～２１：２５　　※聴講料が理系となるのは、備考欄に理系と書かれている科目になります。

（１）学校教育専攻

選択科目
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科目名 単位 時間割 担当者
34 国語科教育特論１ 2 春学期・火・２時限 幸田　国広
35 国語科教育特論２ 2 秋学期・金・４時限 奥泉　香
36 国語科教育特論３ 2 春学期・木・３時限 町田　守弘
37 国語科教育特論４ 2 秋学期・木・３時限 町田　守弘
38 日本語教育特論３ 2 春学期・木・２時限 半田　淳子
39 日本語教育特論４ 2 秋学期・木・２時限 半田　淳子
40 日本語学特論３ 2 春学期・月・２時限 仁科　明
41 日本語学特論４ 2 秋学期・月・２時限 仁科　明
42 日本語学特論５ 2 春学期・火・３時限 笹原　宏之
43 日本語学特論６ 2 秋学期・火・３時限 笹原　宏之
44 日本語学特論７ 2 春学期・水・５時限 丸山　岳彦
45 日本語学特論８ 2 秋学期・水・５時限 丸山　岳彦
46 国文学特論１（古典文学） 2 春学期・木・２時限 内藤　明
47 国文学特論２（古典文学） 2 秋学期・木・２時限 内藤　明
48 国文学特論３（古典文学） 2 春学期・水・３時限 新美　哲彦
49 国文学特論４（古典文学） 2 秋学期・水・３時限 福家　俊幸
50 国文学特論５（古典文学） 2 春学期・金・２時限 大津　雄一
51 国文学特論６（古典文学） 2 秋学期・水・２時限 田渕　句美子
52 国文学特論７（古典文学） 2 春学期・木・３時限 野村　亞住
53 国文学特論８（古典文学） 2 秋学期・木・３時限

54 国文学特論９（近代文学） 2 春学期・月・２時限 石原　千秋
55 国文学特論１０（近代文学） 2 秋学期・火・２時限 和田　敦彦
56 国文学特論１１（近代文学） 2 春学期・水・２時限 金井　景子
57 国文学特論１２（近代文学） 2 秋学期・水・４時限 五味渕　典嗣
58 中国文学特論１ 2 春学期・月・２時限 内山　精也
59 中国文学特論２ 2 秋学期・月・２時限 内山　精也
60 中国古典研究１ 2 春学期・木・５時限 井上　一之
61 中国古典研究２ 2 秋学期・木・５時限 井上　一之
62 文献研究１ 2 春学期・水・５時限 佐々木　孝浩
63 文献研究２ 2 秋学期・水・５時限 佐々木　孝浩

（２）国語教育専攻
選択科目
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科目名 単位 時間割 担当者
64 英語科教育特論I-1(発音指導の理論と実践) 2 春学期・木・２時限 折井　麻美子
65 英語科教育特論I-2(聴解指導の理論と実践) 2 秋学期・木・２時限 折井　麻美子
66 英語科教育特論II (Language assessment 1) 2 春学期・火・２時限 澤木　泰代 EMI
67 英語科教育特論II (Language assessment 2) 2 秋学期・火・２時限 澤木　泰代 EMI
68 英語科教育特論III-1（Second Language Acquisition） 2 春学期・火・２時限 原田　哲男 EMI
69 英語科教育特論III-2（Second Language Research） 2 秋学期・火・２時限 原田　哲男 EMI
70 英語科教育特論IV-1（学習者心理要因） 2 春学期・水・２時限 マキュワン　麻哉
71 英語科教育特論IV-2（文化と外国語教育） 2 秋学期・水・２時限 マキュワン　麻哉

72
英語科教育特殊講義I-1(Research methods in
language education 1)

2 春学期・金・４時限 オオガ‐ボールドウィン EMI

73
英語科教育特殊講義I-2(Research methods in
language education 2)

2 秋学期・金・４時限 オオガ‐ボールドウィン EMI

74
英語学特論I-1(Current topics in language
and linguistics)

2 春学期・木・６時限 バックハウス　ペート EMI

75 英語学特論I-2(Understanding language and society) 2 秋学期・木・６時限 バックハウス　ペート EMI
76 英語学特論III-1（古英語「文法編」） 2 春学期・月・３時限 新川　清治
77 英語学特論III-2（古英語「読解編」） 2 秋学期・月・３時限 新川　清治
78 英語科教育特論V-1 2 春学期・木・３時限 佐々木　みゆき
79 英語科教育特論V-2 2 秋学期・木・３時限 佐々木　みゆき
80 英語学特論IV-1（Phonology） 2 春学期・火・１時限 ポッペ・クレメンス EMI
81 英語学特論IV-2（Morphology） 2 秋学期・火・１時限 ポッペ・クレメンス EMI
82 英語学特論V-1（統語論特殊講義 1） 2 春学期・金・６時限 久野　正和
83 英語学特論V-2（統語論特殊講義 2） 2 秋学期・金・６時限 久野　正和
84 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
85 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

86
英語科教育特殊講義II(質的研究)-1 (Qualitative
research methods in language education II-1) 2 春学期・木・３時限 宮原　万寿子 EMI

87
英語科教育特殊講義II(質的研究)-2 (Qualitative
research methods in language education II-2) 2 秋学期・木・３時限 宮原　万寿子 EMI

88 英文学特論I-1（イギリス小説研究１） 2 春学期・月・５時限 木村　晶子
89 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
90 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
91 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
92 アメリカ文学特論II-1(２０世紀アメリカ小説研究 1) 2 春学期・月・４時限 佐久間　由梨
93 アメリカ文学特論II-2(２０世紀アメリカ小説研究 2) 2 秋学期・月・４時限 佐久間　由梨
94 英文学文献研究(Renaissance English Literature 1) 2 春学期・火・１時限 三好　力 EMI
95 英文学文献研究(Renaissance English Literature 2) 2 秋学期・火・１時限 三好　力 EMI
96 アメリカ文学文献研究１(批評理論入門) 2 春学期・水・４時限 和氣　一成
97 アメリカ文学文献研究２(批評理論研究) 2 秋学期・水・４時限 和氣　一成

選択科目
（３）英語教育専攻
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科目名 単位 時間割 担当者
98 社会科教育特論I 2 秋学期・木・２時限 池　俊介
99 社会科教育特論II 2 春学期・木・２時限 近藤　孝弘
100 歴史学特論II-1（日本中世史） 2 春学期・水・３時限 高木　徳郎
101 歴史学特論II-2（日本中世史） 2 秋学期・水・３時限 高木　徳郎
102 歴史学特論IV-1（日本近世史） 2 春学期・木・４時限 大橋　幸泰
103 歴史学特論IV-2（日本近世史） 2 秋学期・木・４時限 大橋　幸泰
104 歴史学特論V-1（日本近現代史） 2 春学期・金・３時限 大門　正克
105 歴史学特論V-2（日本近現代史） 2 秋学期・金・３時限 大門　正克
106 歴史学特論VI-1（東洋古代中世史） 2 春学期・水・４時限 石見　清裕
107 歴史学特論VI-2（東洋古代中世史） 2 秋学期・水・４時限 石見　清裕
108 歴史学特論VII-1（東洋近現代史） 2 春学期・木・５時限 石濱　裕美子
109 歴史学特論VII-2（東洋近現代史） 2 秋学期・木・５時限 石濱　裕美子
110 歴史学特論IX-1（中東近現代史） 2 春学期・月・３時限 小松　香織
111 歴史学特論IX-2（中東近現代史） 2 秋学期・月・３時限 小松　香織
112 歴史学特論XI-1（西洋中近世史） 2 春学期・水・４時限 堀越　宏一
113 歴史学特論XI-2（西洋中近世史） 2 秋学期・水・４時限 堀越　宏一
114 歴史学特論XII-1（西洋近現代史） 2 春学期・月・２時限 小森　宏美
115 歴史学特論XII-2（西洋近現代史） 2 秋学期・月・２時限 小森　宏美
116 地理学特論I-1（自然地理） 2 春学期・木・５時限 久保　純子
117 地理学特論I-2（自然地理） 2 秋学期・木・５時限 久保　純子
118 地理学特論II-1（人文地理） 2 春学期・金・４時限 上村　博昭
119 地理学特論II-2（人文地理） 2 秋学期・金・４時限 箸本　健二
120 地理学特論III-1（地誌学） 2 春学期・木・２時限 池口　明子
121 地理学特論III-2（地誌学） 2 秋学期・木・２時限 池口　明子
122 政治学特論I-1（行政学） 2 春学期・金・４時限 藤井　浩司
123 政治学特論I-2（行政学） 2 秋学期・金・４時限 藤井　浩司
124 政治学特論II-1（政治思想） 2 春学期・火・３時限 千野　貴裕
125 政治学特論II-2（政治思想） 2 秋学期・火・３時限 千野　貴裕
126 政治学特論IV-2（憲法） 2 秋学期・金・３時限 遠藤　美奈
127 経済学特論II-1（金融論） 2 春学期・火・２時限 熊谷　善彰
128 経済学特論II-2（金融論） 2 秋学期・火・２時限 熊谷　善彰
129 経済学特論III-1（企業経済学） 2 春学期・火・４時限 藁谷　友紀
130 経済学特論III-2（企業経済学） 2 秋学期・火・４時限 藁谷　友紀
131 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
132 社会学特論I-1（都市社会学） 2 春学期・水・２時限

133 社会学特論I-2（都市社会学） 2 秋学期・水・２時限

134 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 野中　章弘
135 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 野中　章弘
136 メディア・コミュニケーション学特論III-1 2 春学期・水・７時限 伊藤　守
137 メディア・コミュニケーション学特論III-2 2 秋学期・水・７時限 伊藤　守

（４）社会科教育専攻
専門科目
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科目名 単位 時間割 担当者
138 数学科教育特論I-1 2 春学期・水・４時限 宮川　健 理系
139 数学科教育特論I-2 2 秋学期・水・４時限 宮川　健 理系
140 数学科教育特論II-1 2 春学期・金・２時限 小森　洋平 理系
141 数学科教育特論II-2 2 秋学期・金・２時限 小森　洋平 理系
142 数学科教育特論III-1 2 春学期・火・６時限 瀧澤　武信 理系
143 数学科教育特論III-2 2 秋学期・火・６時限 瀧澤　武信 理系
144 解析学特論I-1 2 春学期・火・２時限 新井　仁之 理系
145 解析学特論I-2 2 秋学期・火・２時限 新井　仁之 理系
146 解析学特論II-1 2 春学期・月・３時限 梁　松 理系
147 解析学特論II-2 2 秋学期・月・３時限 梁　松 理系
148 解析学特論III-1 2 春学期・金・４時限 戸松　玲治 理系
149 解析学特論III-2 2 秋学期・金・４時限 戸松　玲治 理系
150 代数学特論I-1 2 春学期・月・４時限 広中　由美子 理系
151 代数学特論II-1 2 春学期・金・２時限 村井　聡 理系
152 代数学特論II-2 2 秋学期・金・２時限 村井　聡 理系
153 代数学特論III-1 2 春学期・木・２時限 北川　宜稔 理系
154 代数学特論IＩI-2 2 秋学期・木・２時限 北川　宜稔 理系
155 情報数学特論I-1 2 春学期・金・５時限 小柴　健史 理系
156 情報数学特論I-2 2 秋学期・金・５時限 小柴　健史 理系
157 情報数学特論III-1 2 春学期・火・５時限 瀧澤　武信 理系
158 情報数学特論III-2 2 秋学期・火・５時限 瀧澤　武信 理系
159 トポロジー特論I-1 2 春学期・木・１時限 谷山　公規 理系
160 トポロジー特論I-2 2 秋学期・木・１時限 谷山　公規 理系

科目名 単位 時間割 担当者
161 人間形成論 2 春学期・金・５時限 眞壁　宏幹
162 教授・学習論 2 秋学期・月・４時限 奈須　正裕
163 教育工学及び実習 2 春学期・金・２時限 三尾　忠男 ※
164 生徒・生活指導論(教育分野に関する理論と支援の展開) 2 春学期・月・３時限 河村　茂雄　他
165 学校教育法規 2 春学期・火・６時限 中田　康彦
166 教師論 2 秋学期・火・１時限 小松　茂久
167 初等学習指導論 2 春学期・月・４時限 小林　宏己
168 初等科学教育論 2 春学期・木・３時限 佐藤　寛之
169 発達障害論 2 春学期・火・６時限 齊藤　宇開
170 学校カウンセリングＡ（心理支援に関する理論と実践） 2 春学期・月・２時限 河村　茂雄
171 学校カウンセリングＢ（心理支援に関する理論と実践） 2 秋学期・月・２時限 河村　茂雄
172 生涯教育論 2 秋学期・月・４時限 雪嶋　宏一
173 高等教育論 2 春学期・火・１時限 遠藤　健
174 インクルーシブ教育インターンシップ（大学院） 4 通年・無・その他 本田　恵子

175 人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実践） 2
春クォーター・土
３時限～５時限

本田　恵子　他

176
個別カウンセリング理論と実践（心理支援に関
する理論と実践）

2 春学期・月・４時限 本田　恵子

177 ソーシャルワーク研究 2
冬クォーター・火
４時限～５時限

山田　祐子

178 社会的自己と教育 2 春学期・木・３時限 松本　芳之
179 教師が学ぶ情報リテラシー 2 春学期・火・６時限 吉田　賢史
180 世界の教育制度・政策研究 2 春学期・水・３時限 長島　啓記

181 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時限～４時限

坂田　仰

182 人権教育 1 夏クォーター・火・２時限 細谷　美明

183 青少年の居場所と文化 2
冬クォーター・火
３時限～４時限

宮古　紀宏

184 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
185 学校マネジメントの視点で見た学校教育研究 2 秋学期・土・７時限 三村　隆男　他
186 インクルーシブ教育のシステム構築 1 夏クォーター・金・３時限

※No.163『教育工学及び実習』は実験実習料2000円がかかります。

（６）各専攻共通選択科目
Ａ群

（５）数学教育専攻
選択科目
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科目名 単位 時間割 担当者
187 言語学研究１ 2 春学期・火・６時限 原田　康也
188 言語学研究２ 2 秋学期・火・６時限 原田　康也
189 社会言語学1(Language and social interaction) 2 春学期・木・７時限 バックハウス　ペート EMI
190 社会言語学2(Doing sociolinguistic research) 2 秋学期・木・７時限 バックハウス　ペート EMI
191 文化史研究 2 春学期・木・２時限 河原　温
192 環境論１ 2 春学期・月・４時限 宇根　寛
193 環境論２ 2 秋学期・金・２時限 須貝　俊彦
194 地域研究I 2 春学期・月・４時限 山下　清海
195 憲法研究 2 春学期・金・４時限 高橋　義人
196 情報処理理論１ 2 春学期・月・５時限 理系
197 情報処理理論２ 2 秋学期・月・５時限 理系
198 新国語教育講座 2 秋学期・火・３時限 田渕　句美子　他
199 歴史を学ぶ意義 2 春学期・水・７時限 小嶋　栄一
200 競争社会における教育 2 春学期・火・３時限 藁谷　友紀

科目名 単位 時間割 担当者
201 英語(Academic Reading & Presentation 1) 2 春学期・木・５時限 久野　正和 EMI
202 英語(Academic Reading & Presentation 2) 2 秋学期・木・５時限 久野　正和 EMI
203 英語(Academic Writing & Presentation 1) 2 春学期・月・３時限 バックハウス　ペート EMI
204 英語(Academic Writing & Presentation 2) 2 秋学期・月・３時限 バックハウス　ペート EMI
205 フランス語１ 1 春学期・火・３時限 渡邉　芳敬
206 フランス語２ 1 秋学期・木・２時限 丸川　誠司
207 中国語１ 1 春学期・金・２時限 高橋　良行
208 中国語２ 1 秋学期・金・２時限 高橋　良行

Ｂ群

自由選択科目

6


