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外国語第一 健スポ講義 3H762 ●特別支援教育入門（幼・小）（2019年度生～） 赤木 総合教養
3H754 ●乳児心理学演習 木下 （再）情報基礎
3H723 初等算数論（2021年度生～） 岡部 3H761 乳幼児と人間関係（2019年度生～） 中谷
3HH23 初等算数論１（～2020年度） 岡部

3H707 ●初等国語科教育論（2021年度生～） 目黒 3H075 Academic Writing（独）（2021年度生～） シェレター 3H076 Academic Writing（独）（2021年度生～） シェレター 総合教養
3HH07 ●初等国語科教育論１（～2020年度生） 目黒 3HA75 Academic Writing（独）Ａ（～2020年度生） シェレター 3HA76 Academic Writing（独）Ａ（～2020年度生） シェレター 3H752 ●保育内容研究（児童文化と言葉）（2021年度生～） 目黒
3H737 臨床発達支援学１ 山本 3H730 ●発達障害と共生社会１ 赤木 3H755 ●幼児心理学演習（2021年度生〜） 木下 3HH52 ●保育内容研究（児童文化と言葉）１（～2020年度生） 目黒
3L002 ※博物館資料保存論（a）　＊文学部開講 菊地  人文 3HH55 ●幼児心理学演習１（〜2020年度生） 木下

3H072 English for Professional Purpose（2021年度生） スミス
3HA72 English for Professional Purposes A（〜2020年度生） スミス

3H747 教師入門（2021年度生～） 中谷 外国語第II 3H026 国際開発援助論（ＪＩＣＡ）（2021年度生～） 櫻井 外国語第II SA・SB
3HH47 教師入門１（～2020年度生） 中谷 3HA26 国際開発援助論（ＪＩＣＡ）１（～2020年度生） 櫻井 総合教養

3H758 ●乳幼児と言葉（2019年度生〜） 目黒
3H706 教育経営学（幼・小）（2021年度生～） 山下
3HH06 教育経営学（幼・小）１（～2020年度生） 山下

基礎教養 外国語第III 外国語第III 外国語第III 総合教養
3H091 プログラミング基礎演習１ 西田・孫 3H749 保育内容研究（健康Ⅱ）（2021年度生〜） 喜屋武 3H079 コリア語入門２（2021年度生～） 任 3H082 イタリア語入門２（2021年度生～） 菅野
3H750 ●保育内容研究（造形表現）（2021年度生〜） 勅使河原 3HH49 保育内容研究（健康Ⅱ）１（～2020年度生） 喜屋武 3HA79 コリア語入門３（～2020年度生） 任 3HA82 イタリア語入門３（～2020年度生） 菅野
3HH50 ●保育内容研究１（造形表現）（〜2020年度生） 勅使河原 3H721 初等教育方法学（情報通信技術の活用を含む）（2022年度生） 川地

3H720 初等教育方法学（2021年度生） 川地
3HH20 初等教育方法学１（～2020年度生） 川地

3H745 社会認識実践研究（2021年度生） 吉永
3HH45 社会認識実践研究１（～2020年度生） 吉永

3H028 フィールドワーク基礎論 齋藤 外国語第I 健スポ実習１ 3H725 ●初等図工論（2021年度生〜） 勅使河原 総合教養
3HH25 ●初等図工論１（〜2020年度生） 勅使河原

3H724 初等理科論（2021年度生～） 山本（智） 3H742 言語発達と教育１（学習・言語心理学２）（2018年度生～） 西岡 3H716 初等道徳教育論（2021年度生～） 渡邊 3H077 Academic Writing（仏）（2021年度生～） べレック 総合教養
3HH24 初等理科論１（～2020年度生） 山本（智） 3HH42 言語発達と教育１（2017年度生） 西岡 3HH16 初等道徳教育論１（～2020年度生） 渡邊 3HA77 Academic Writing（仏）Ａ（～2020年度生） べレック 3H081 スペイン語入門２（2021年度生～） 平田

3H722 初等社会科論（2021年度生～） 吉永 3HA81 スペイン語入門３（～2020年度生） 平田
3HH22 初等社会科論１（～2020年度生） 吉永 3H083 ラテン語入門２（2021年度生～） 中村

3HA83 ラテン語入門３（～2020年度生） 中村

3H073 English for Professional Purposes スミス
3HA73 English for Professional Purposes A スミス

基礎教養 総合教養 外国語第II 3H064 Test Preparation ゴールド 外国語第II SA・SB
3H061 Test Preparation ゴールド 3H705 教育原理（世界と日本の学校教育）（2021年度生～） 渡邊 総合教養

3HH05 教育原理（世界と日本の学校教育）１（～2020年度生） 渡邊

外国語第III 総合教養 外国語第III 外国語第III 総合教養
3H708 ●初等理科教育論（2021年度生〜） 山口 3H731 障害児発達学（障害者・障害児心理学）（2021年度生～） 山根 3H221 ※博物館経営論（2021年度生～） 加藤（義）
3HH08 ●初等理科教育論１（〜2020年度生） 山口 3HH32 障害児発達学１（障害者・障害児心理学１）（2018年～2020年度生） 山根 3HC21 ※博物館経営論１（～2020年度生） 加藤（義）
3H727 グローバル教育演習（教育制度）（2021年度生～） 山下 3HH31 障害児発達学１（2017年度生） 山根 3H748 ●乳幼児教育課程論（2021年度生～） 北野
3HH27 グローバル教育演習（教育制度）１（～2020年度生） 山下 3HH48 ●乳幼児教育課程論１（～2020年度生） 北野

3H728 グローバル教育演習（教育方法学）（2021年度生～） 川地
3HH28 グローバル教育演習（教育方法学）１（～2020年度生） 川地

木

1

3

4

2

水

1

2

3時限（13:20～14:50） 4時限（15:10～16:40）

2

3

4

3

4

5時限（17:00～18:30）

火

1

時限 1時限（08:50～10:20） 2時限（10:40～12:10）

月

1

2

3

4



GSP演習 情報リテラシー演習１ 篠田 3H063 Test Preparation クーパー 3H066 Test Preparation クーパー
3H062 Test Preparation クイン 3H065 Test Preparation クイン 3H759 乳幼児と表現（音楽）（2019年度生～） 長谷川
3H067 Academic Skills 田中キャサリン 3H068 Academic Skills 田中キャサリン

GSP演習 3H726 初等家庭科論（2021年度生～） 中谷 3H042 Academic Writing (英) （2021年度生～） ゴールド 3H045 Academic Writing (英) （2021年度生～） ゴールド 3H093 ＥＳＤ演習Ⅱ１（国際人間科学） 松岡、清野

3HH26 初等家庭科論１（～2020年度生） 中谷 3H041 Academic Writing (英) （2021年度生～） スミス 3H044 Academic Writing (英) （2021年度生～） スミス 3H751 ●保育内容研究（音楽表現）（2021年度生～） 長谷川
3H043 Academic Writing (英) （2021年度生～） Jones 3H046 Academic Writing (英) （2021年度生～） Jones 3HH51 ●保育内容研究（音楽表現）１（～2020年度生） 長谷川
3HA42 Academic Writing（英）Ａ（～2020年度生） ゴールド 3HA45 Academic Writing（英）Ａ（～2020年度生） ゴールド
3HA41 Academic Writing（英）Ａ（～2020年度生） スミス 3HA44 Academic Writing（英）Ａ（～2020年度生） スミス
3HA43 Academic Writing（英）Ａ（～2020年度生） Jones 3HA46 Academic Writing（英）Ａ（～2020年度生） Jones
3H711 ●初等音楽科教育論（2021年度生～） 長谷川
3HH11 ●初等音楽科教育論１（～2020年度生） 長谷川

GSP演習 3H736 ●肢体不自由教育論（2021年度生） 垂髪
3HH36 ●肢体不自由教育論１（～2020年度生） 垂髪

GSP演習 3HH46 ●教職実践演習（幼・小）１（～2020年度生） 中谷・岡部
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外国語第一 4H035 グローバル共生社会論 井口 総合教養
- 初等算数論（2021年度生～） 岡部
4HH23 初等算数論２（～2020年度） 岡部

- ●初等国語科教育論（2021年度生～） 目黒 - Academic Writing（独）（2021年度生～） シェレター - Academic Writing（独） シェレター 総合教養
4HH07 ●初等国語科教育論２（～2020年度生） 目黒 4HA75 Academic Writing（独）Ｂ（～2020年度生） シェレター 4HA76 Academic Writing（独）Ｂ（～2020年度生） シェレター - ●保育内容研究（児童文化と言葉）（2021年度生～） 目黒
4H737 臨床発達支援学２ 山本 4H730 ●発達障害と共生社会２ 赤木 - ●幼児心理学演習（2021年度生〜） 木下 4HH52 ●保育内容研究（児童文化と言葉）２（～2020年度生） 目黒
4L002 ※博物館資料保存論（b）　＊文学部開講 菊地  人文 4HH55 ●幼児心理学演習２（〜2020年度生） 木下

4H729 ●特別支援教育学 金丸

- English for Professional Purpose（2021年度生） スミス
4HA72 English for Professional Purposes B（〜2020年度生） スミス

4H757 乳幼児と環境（2019年度生～） 岡部 - 教師入門（2021年度生～） 中谷 外国語第II 4H760 ●乳幼児と表現（造形）（2019年度生〜） 勅使河原 外国語第II SA・SB
4HH47 教師入門２（～2020年度生） 中谷 - 教育経営学（幼・小）（2021年度生～） 山下 総合教養

4HH06 教育経営学（幼・小）２（～2020年度生） 山下

総合教養 外国語第III 外国語第III 外国語第III 総合教養
4H091 プログラミング基礎演習２ 西田・孫 - 保育内容研究（健康Ⅱ）（2021年度生〜） 喜屋武 － コリア語入門２（2021年度生～） 任 － イタリア語入門２（2021年度生～） 菅野
- ●保育内容研究（造形表現）（2021年度生〜） 勅使河原 4HH49 保育内容研究（健康Ⅱ）２（～2020年度生） 喜屋武 4HA79 コリア語入門４（～2020年度生） 任 4HA82 イタリア語入門４（～2020年度生） 菅野
4HH50 ●保育内容研究２（造形表現）（〜2020年度生） 勅使河原 - 初等教育方法学（情報通信技術の活用を含む）（2022年度生） 川地

- 初等教育方法学（2021年度生） 川地
4HH20 初等教育方法学２（～2020年度生） 川地

- 社会認識実践研究（2021年度生） 吉永
4HH45 社会認識実践研究２（～2020年度生） 吉永

4H029 異文化間教育論（2021年度生～） ラッシラ 外国語第I 健スポ実習２ - ●初等図工論（2021年度生〜） 勅使河原 総合教養
4HA29 異文化間教育論１（～2020年度生） ラッシラ 4HH25 ●初等図工論２（〜2020年度生） 勅使河原
4H027 コミュニティ創成論 松岡

- 初等理科論（2021年度生～） 山本（智） 4H744 言語発達と教育２（学習・言語心理学３）（2018年度生～） 西岡 - 初等道徳教育論（2021年度生～） 渡邊 - Academic Writing（仏）（2021年度生～） べレック 総合教養
4HH24 初等理科論２（～2020年度生） 山本（智） 4HH44 言語発達と教育２（2017年度生） 西岡 4HH17 初等道徳教育論２（～2020年度生） 渡邊 4HA77 Academic Writing（仏）Ｂ（～2020年度生） べレック - スペイン語入門２（2021年度生） 平田

- 初等社会科論（2021年度生～） 吉永 4HA81 スペイン語入門４（～2020年度生） 平田
4HH22 初等社会科論２（～2020年度生） 吉永 - ラテン語入門２（2021年度生） 中村

4HA83 ラテン語入門４（～2020年度生） 中村

－ English for Professional Purposes スミス
4HA73 English for Professional Purposes B スミス

水

1

2

火

1

2

3

4

3

4

月

1

2

3

4

4時限（15:10～16:40） 5時限（17:00～18:30）

金

1

2

3

4

時限 1時限（08:50～10:20） 2時限（10:40～12:10） 3時限（13:20～14:50）



基礎教養 総合教養 外国語第II - Test Preparation ゴールド 外国語第II SA・SB
- Test Preparation ゴールド - 教育原理（世界と日本の学校教育）（2021年度生～） 渡邊 総合教養

4HH05 教育原理（世界と日本の学校教育）２（～2020年度生） 渡邊

外国語第III 外国語第III 外国語第III 外国語第III 総合教養
- ●初等理科教育論（2021年度生〜） 山口 - 障害児発達学（障害者・障害児心理学）（2021年度生～） 山根 - ※博物館経営論（2021年度生～） 加藤（義）
4HH08 ●初等理科教育論２（〜2020年度生） 山口 4HH32 障害児発達学２（障害者・障害児心理学２）（2018年～2020年度生） 山根 4HC21 ※博物館経営論２（～2020年度生） 加藤（義）
- グローバル教育演習（教育制度）（2021年度生～） 山下 4HH31 障害児発達学２（2017年度生） 山根 - ●乳幼児教育課程論（2021年度生～） 北野
4HH27 グローバル教育演習（教育制度）２（～2020年度生） 山下 4HH48 ●乳幼児教育課程論２（～2020年度生） 北野

- グローバル教育演習（教育方法学）（2021年度生～） 川地
4HH28 グローバル教育演習（教育方法学）２（～2020年度生） 川地

4H765 ●知的障害支援学（2021年度生～）→ 赤木 - →●知的障害支援学（2021年度生～） 赤木
4HH65 ●知的障害支援学１（～2020年度生） 赤木 4HH33 ●知的障害支援学２（～2020年度生） 赤木

4H746 ●教育・保育実践演習（乳幼児教育） 北野

GSP演習 4H033 情報リテラシー演習２ 篠田 - Test Preparation クーパー - Test Preparation クーパー
- Test Preparation クイン - Test Preparation クイン
- Academic Skills 田中キャサリン - Academic Skills 田中キャサリン

GSP演習 - 初等家庭科論（2021年度生～） 中谷 － Academic Writing (英) （2021年度生～） ゴールド － Academic Writing (英) （2021年度生～） ゴールド 4H093 ＥＳＤ演習Ⅱ２（国際人間科学） 松岡、清野

4HH26 初等家庭科論２（～2020年度生） 中谷 － Academic Writing (英) （2021年度生～） スミス － Academic Writing (英) （2021年度生～） スミス - ●保育内容研究（音楽表現）（2021年度生～） 長谷川
－ Academic Writing (英) （2021年度生～） Jones － Academic Writing (英) （2021年度生～） Jones 4HH51 ●保育内容研究（音楽表現）２（～2020年度生） 長谷川
4HA42 Academic Writing（英）B（～2020年度生） ゴールド 4HA45 Academic Writing（英）B（～2020年度生） ゴールド
4HA41 Academic Writing（英）B（～2020年度生） スミス 4HA44 Academic Writing（英）B（～2020年度生） スミス
4HA43 Academic Writing（英）B（～2020年度生） Jones 4HA46 Academic Writing（英）B（～2020年度生） Jones
- ●初等音楽科教育論（2021年度生～） 長谷川 4H743 ●障害とリハビリテーション 前川
4HH11 ●初等音楽科教育論２（～2020年度生） 長谷川

GSP演習 - ●肢体不自由教育論（2021年度生） 垂髪
4HH36 ●肢体不自由教育論２（～2020年度生） 垂髪

GSP演習 4HH46 ●教職実践演習（幼・小）２（～2020年度生） 中谷・岡部

年
次

時間
割ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員  「初等体育科教育論」（2021年度生～），「初等体育科教育論１」「初等体育科教育論２」（～2020年度生），「乳幼児と健康」（2019年度生～）について，現時点で開講曜日時限や担当教員は未定ですが，後期に開講します。

1 4H753 ●子どもの食と栄養（2021年度生～堤 決定次第，本時間割表及び時間割変更一覧に掲載します。
4H714 初等英語教育論（2021年度生〜） 赤沢
4HH14 初等英語教育論１（～2020年度生） 赤沢
4HH15 初等英語教育論２（～2020年度生） 赤沢
3H709 初等生活科教育論（2021年度生〜） 竹中
3HH09 初等生活科教育論１（～2020年度生） 竹中
3HH10 初等生活科教育論２（～2020年度生） 竹中
3H738 児童青年精神医学（精神疾患とその治療）（2021年度生～） 田中（究）・髙宮

3HH39 児童青年精神医学１（精神疾患とその治療１）（2018～2020年度生） 田中（究）
3HH41 児童青年精神医学２（精神疾患とその治療２）（2018～2020年度生） 田中（究）・髙宮

3HH38 児童青年精神医学１（2017年度生） 田中（究）
3HH40 児童青年精神医学２（2017年度生） 田中（究）・髙宮

4HH53 ●子どもの食と栄養１（～2020年度生） 堤
4HH54 ●子どもの食と栄養２（～2020年度生） 堤
4H763 支援教育臨床学（2021年度生〜） 軍司
4HH63 支援教育臨床学１（～2020年度生） 軍司
4HH64 支援教育臨床学２（～2020年度生） 軍司
4H718 初等特別活動指導論（2021年度生） 中西
4HH18 初等特別活動指導論１（～2020年度生） 中西
4HH19 初等特別活動指導論２（～2020年度生） 中西
4H735 発達障害教育論（2021年度生） 石垣・石田

4HH34 発達障害教育論１（～2020年度生） 石垣
4HH35 発達障害教育論２（～2020年度生） 石田

年
次

時間
割ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員

3H701 ●子ども教育学演習２（2021年度生～） 学科教員
4HH01 ●子ども教育学演習３（～2020年度生） 学科教員
4HH02 ●子ども教育学演習４（～2020年度生） 学科教員
3H224 ※博物館実習 池上
3HH03 ●子ども教育学演習７ 学科教員
4HH04 ●子ども教育学演習８ 学科教員

後期に履修登録が必要な実習・演習科目

3

4

集中講義等

2

3

金

1

2

3

4

木

1

3

4

2




