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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2018年度 講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

後期 月曜日 ７時限 6900110001教師論研究 武蔵野 ◎藤田　祐介 ◎武蔵野７２０３

後期 水曜日 ２時限 6900110002学校教育史研究 武蔵野 ◎貝塚　茂樹 ◎武蔵野６４０３

後期 金曜日 ７時限 6900110003学級経営論研究 武蔵野 ◎山﨑　淳 ◎武蔵野７２０２

後期 水曜日 ７時限 6900110004教育心理学研究 武蔵野 ◎齋藤　慈子 ◎武蔵野７２０５

前期不定期 その他 不定期 6900110005特別支援教育研究 武蔵野 ◎岡　典子 ◎武蔵野６３０３

後期 火曜日 ３時限 6900110006教育制度研究 武蔵野 ◎高橋　寛人 ◎武蔵野４３０４

３学期 火曜日 １時限 6900110007比較教育研究 武蔵野 ◎見世　千賀子 ◎武蔵野４３０３

３学期 火曜日 ２時限 6900110007比較教育研究 武蔵野 ◎見世　千賀子 ◎武蔵野４３０３

前期 水曜日 ２時限 6900110008人間形成論研究 武蔵野 ◎貝塚　茂樹 ◎武蔵野６４０３

前期不定期 その他 不定期 6900110009教育相談とカウンセリング研究 武蔵野 ◎原　裕視 ◎武蔵野６４０１

１学期 月曜日 ５時限 6900110010生徒指導研究（中等） 武蔵野 ◎有村　久春 ◎武蔵野６３０３

１学期 月曜日 ６時限 6900110010生徒指導研究（中等） 武蔵野 ◎有村　久春 ◎武蔵野６３０３

前期 火曜日 ３時限 6900110011特別活動論研究 武蔵野 ◎上岡　学 ◎武蔵野６５０６

前期 水曜日 ７時限 6900110012道徳教育方法論研究 武蔵野 ◎貝塚　茂樹 ◎武蔵野７２０６

後期不定期 その他 不定期 6900110013学校カウンセリング研究 武蔵野 ◎原　裕視 ◎武蔵野６４０１

２学期 月曜日 ５時限 6900110014生徒指導研究（初等） 武蔵野 ◎有村　久春 ◎武蔵野６３０３

２学期 月曜日 ６時限 6900110014生徒指導研究（初等） 武蔵野 ◎有村　久春 ◎武蔵野６３０３

前期 水曜日 １時限 6900110015国語科指導法研究Ａ 武蔵野 ◎初谷　和行 ◎武蔵野７２０６

後期 水曜日 １時限 6900110016国語科指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎初谷　和行 ◎武蔵野７２０６

前期 水曜日 ２時限 6900110017国語科指導法特別演習Ａ 武蔵野 ◎幸田　国広 ◎武蔵野４３０３

後期 水曜日 ２時限 6900110018国語科指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎幸田　国広 ◎武蔵野４３０３

１学期 金曜日 ６時限 6900110019書道科指導法研究Ａ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野６３０１

１学期 金曜日 ７時限 6900110019書道科指導法研究Ａ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野６３０１

３学期 月曜日 ３時限 6900110020書道科指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野６３０４

３学期 月曜日 ４時限 6900110020書道科指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野６３０４

２学期 金曜日 ６時限 6900110021書道科指導法特別演習Ａ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野１１０６

２学期 金曜日 ７時限 6900110021書道科指導法特別演習Ａ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野１１０６

４学期 月曜日 ３時限 6900110022書道科指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野６３０４

４学期 月曜日 ４時限 6900110022書道科指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎廣瀨　裕之 ◎武蔵野６３０４

前期 水曜日 ２時限 6900110023英語科指導法研究Ａ 武蔵野 ◎櫻井　千佳子 ◎武蔵野７２０４

後期 水曜日 ２時限 6900110024英語科指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎櫻井　千佳子 ◎武蔵野７２０１

前期 水曜日 ４時限 6900110025英語科指導法特別演習Ａ 武蔵野 ◎小菅　和也 ◎武蔵野７３０３

後期 水曜日 ４時限 6900110026英語科指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎小菅　和也 ◎武蔵野７３０３

１学期 金曜日 ３時限 6900110027理科指導法研究Ａ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野４３０３

１学期 金曜日 ４時限 6900110027理科指導法研究Ａ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野４３０３

３学期 火曜日 ３時限 6900110028理科指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野１３０１

３学期 火曜日 ４時限 6900110028理科指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野１３０１

２学期 金曜日 ３時限 6900110029理科指導法特別演習Ａ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野４３０３

２学期 金曜日 ４時限 6900110029理科指導法特別演習Ａ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野４３０３
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４学期 火曜日 ３時限 6900110030理科指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野１３０１

４学期 火曜日 ４時限 6900110030理科指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎武蔵野１３０１

前期 月曜日 ７時限 6900110031初等教育指導法研究Ａ 武蔵野 ◎佐藤　克士 ◎武蔵野４２０５

４学期 火曜日 ３時限 6900110032初等教育指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎上岡　学 ◎武蔵野４３０４

４学期 火曜日 ４時限 6900110032初等教育指導法研究Ｂ 武蔵野 ◎上岡　学 ◎武蔵野４３０４

後期 水曜日 ３時限 6900110033初等教育指導法特別演習Ａ 武蔵野 ◎佐藤　克士 ◎武蔵野６４０２

４学期 水曜日 ６時限 6900110034初等教育指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎叶　雅之 ◎武蔵野７２０７

４学期 水曜日 ７時限 6900110034初等教育指導法特別演習Ｂ 武蔵野 ◎叶　雅之 ◎武蔵野７２０７

前期 木曜日 ７時限 6900110035国際教育研究１（理論） 有明 ◎荒木　貴之 ◎有明１－５０１

前期 金曜日 ４時限 6900110036教職インターンシップ（中等） 武蔵野 ◎藤田　祐介 ◎武蔵野６３０２

前期 月曜日 ４時限 6900110037教職インターンシップ（初等） 武蔵野 ◎叶　雅之 ◎武蔵野７３０２

後期 木曜日 ７時限 6900110038国際教育研究２（実践） 有明 ◎荒木　貴之 ◎有明１－５０１

前期不定期 その他 不定期 6900110039修士論文演習 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110039修士論文演習 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6900110040修士論文演習 武蔵野 ◎小菅　和也 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110040修士論文演習 武蔵野 ◎小菅　和也 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6900110041修士論文演習 武蔵野 ◎上岡　学 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110041修士論文演習 武蔵野 ◎上岡　学 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6900110042修士論文演習 武蔵野 ◎貝塚　茂樹 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110042修士論文演習 武蔵野 ◎貝塚　茂樹 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110043修士論文演習 武蔵野 ◎高橋　典嗣 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110044修士論文演習 武蔵野 ◎小菅　和也 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110045修士論文演習 武蔵野 ◎上岡　学 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110046修士論文演習 武蔵野 ◎貝塚　茂樹 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6900110047修士論文演習 武蔵野 ◎荒木　貴之 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6900110047修士論文演習 武蔵野 ◎荒木　貴之 ◎-

      65件
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