
時限
曜日 開講区分 時間割ｺｰﾄﾞ 対象学部 科目名 教員 教室 備考 開講区分 時間割ｺｰﾄﾞ 対象学部 科目名 教員 教室 備考

前期前半 S010021 【共同教育学部】 教育原論 上原 秀一 8A31（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期前半 S010021 【共同教育学部】 教育原論 上原 秀一 8A31（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)
前期後半 S010023 【共同教育学部】 道徳教育授業論 上原 秀一 8A31（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期後半 S010023 【共同教育学部】 道徳教育授業論 上原 秀一 8A31（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)
前期前半 S010032 【共同教育学部】 教育原論 和井内 良樹 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期前半 S010032 【共同教育学部】 教育原論 和井内 良樹 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期後半 S010034 【共同教育学部】 道徳教育授業論 和井内 良樹 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期後半 S010034 【共同教育学部】 道徳教育授業論 和井内 良樹 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期前半 S010080 【共同教育学部】 教職論 安藤 哲也（群大） 6A21（峰6A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期前半 S010080 【共同教育学部】 教職論 安藤 哲也（群大） 6A21（峰6A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期後半 S010081 【共同教育学部】 教職論 安藤 哲也（群大） 6A21（峰6A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I) 前期後半 S010081 【共同教育学部】 教職論 安藤 哲也（群大） 6A21（峰6A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I)
前期前半 S010092 【共同教育学部】 特別支援教育基礎論 齋藤 大地 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I) 前期前半 S010092 【共同教育学部】 特別支援教育基礎論 齋藤 大地 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I)
前期後半 S010093 【共同教育学部】 特別支援教育基礎論 齋藤 大地 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期後半 S010093 【共同教育学部】 特別支援教育基礎論 齋藤 大地 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)

前期 S010172 【共同教育学部】 初等英語科指導法 田所 貴大 8D11（峰8D-1階） (A～F) 前期 S010172 【共同教育学部】 初等英語科指導法 田所 貴大 8D11（峰8D-1階） (A～F)
前期 S010267 【共同教育学部】 小学校体育 加藤 謙一 第1体育館（峰）,第2体育館（峰）,陸上競技場（峰）,ﾌﾟｰﾙ（峰） (G～L) 前期 S010267 【共同教育学部】 小学校体育 加藤 謙一 第1体育館（峰）,第2体育館（峰）,陸上競技場（峰）,ﾌﾟｰﾙ（峰） (G～L)
前期 S103205 【教育学部】 教育制度 小野瀬 善行 8A21（峰8A-2階） <H30以前> 前期 S103205 【教育学部】 教育制度 小野瀬 善行 8A21（峰8A-2階） <H30以前>
前期 S158500 【教育学部】 特別活動論 丸山 剛史 6A12（峰6A-1階） <H30以前> 前期 S158500 【教育学部】 特別活動論 丸山 剛史 6A12（峰6A-1階） <H30以前>
前期 S361005 【教育学部】 理科教材実験法B 出口 明子 理科教育学学生実験室(峰8C-3階） 前期 S361005 【教育学部】 理科教材実験法B 出口 明子 理科教育学学生実験室(峰8C-3階）
前期 S440050 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 髙島 章悟 髙島章悟教員研究室(峰7A-2階） 前期 S440050 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 髙島 章悟 髙島章悟教員研究室(峰7A-2階）

前期 S607004 【教育学部】 技術学実験実習Ⅰ 丸山 剛史 木材加工学実験室(峰8C-1階）

前期 S010278 【共同教育学部】 初等家庭科指導法 艮 香織 6A11（峰6A-1階）,6A21（峰6A-2階） (A～F) 前期 S010278 【共同教育学部】 初等家庭科指導法 艮 香織 6A11（峰6A-1階）,6A21（峰6A-2階） (A～F)
前期 S010318 【共同教育学部】 生活科指導法 丸山 剛史 8E11（峰8E-1階） (G～L) 前期 S010318 【共同教育学部】 生活科指導法 丸山 剛史 8E11（峰8E-1階） (G～L)
前期 S440051 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 平井 李枝 平井李枝教員研究室(峰7A-2階） 前期 S440051 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 平井 李枝 平井李枝教員研究室(峰7A-2階）

前期 S476027 【教育学部】 工芸Ⅲ 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階）

前期前半 S010015 【共同教育学部】 心身の発達と学習過程 宮代 こずゑ 6A21（峰6A-2階） 宇大対面(G～I) 前期前半 S010015 【共同教育学部】 心身の発達と学習過程 宮代 こずゑ 6A21（峰6A-2階） 宇大対面(G～I)
前期後半 S010031 【共同教育学部】 教育方法の実践と事例研究 鈴木 豪（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期後半 S010031 【共同教育学部】 教育方法の実践と事例研究 鈴木 豪（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)
前期後半 S010064 【共同教育学部】 心身の発達と学習過程 宮代 こずゑ 6A21（峰6A-2階） 宇大対面(J～L) 前期後半 S010064 【共同教育学部】 心身の発達と学習過程 宮代 こずゑ 6A21（峰6A-2階） 宇大対面(J～L)
前期前半 S010082 【共同教育学部】 教育学理論探究 三澤 紘一郎（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期前半 S010082 【共同教育学部】 教育学理論探究 三澤 紘一郎（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)
前期後半 S010083 【共同教育学部】 教育学理論探究 三澤 紘一郎（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期後半 S010083 【共同教育学部】 教育学理論探究 三澤 紘一郎（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期前半 S010084 【共同教育学部】 教育方法の実践と事例研究 鈴木 豪（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期前半 S010084 【共同教育学部】 教育方法の実践と事例研究 鈴木 豪（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期前半 S010096 【共同教育学部】 特別支援教育の実践と事例研究 中村 保和（群大） 8E11（峰8E-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期前半 S010096 【共同教育学部】 特別支援教育の実践と事例研究 中村 保和（群大） 8E11（峰8E-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期後半 S010097 【共同教育学部】 特別支援教育の実践と事例研究 中村 保和（群大） 8E11（峰8E-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I) 前期後半 S010097 【共同教育学部】 特別支援教育の実践と事例研究 中村 保和（群大） 8E11（峰8E-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I)

前期 S010178 【共同教育学部】 ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ ピーター スミス 8A23（峰8A-2階） 非常勤 前期 S010178 【共同教育学部】 ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ ピーター スミス 8A23（峰8A-2階） 非常勤
前期 S010224 【共同教育学部】 中等理科指導法A 人見 久城 8A31（峰8A-3階） 前期 S010224 【共同教育学部】 中等理科指導法A 人見 久城 8A31（峰8A-3階）
前期 S010257 【共同教育学部】 中等美術科指導法B 王 文純 図画工作室（峰8B-1階） 非常勤 前期 S010257 【共同教育学部】 中等美術科指導法B 王 文純 図画工作室（峰8B-1階） 非常勤
前期 S010307 【共同教育学部】 器楽A 平井 李枝 音楽ホール（峰7A-2階） 前期 S010307 【共同教育学部】 器楽A 平井 李枝 音楽ホール（峰7A-2階）
前期 S010317 【共同教育学部】 生涯学習概論 佐々木 英和 8D11（峰8D-1階） 前期 S010317 【共同教育学部】 生涯学習概論 佐々木 英和 8D11（峰8D-1階）
前期 S523005 【共同教育学部・教育学部】 運動発達論 加藤 謙一 6A12（峰6A-1階） 前期 S523005 【共同教育学部・教育学部】 運動発達論 加藤 謙一 6A12（峰6A-1階）
前期 S256503 【教育学部】 中等社会科教育法Ⅲ(地理歴史分野) 熊田 禎介 社会分野セミナー室２（峰6A-3階） 前期 S256503 【教育学部】 中等社会科教育法Ⅲ(地理歴史分野) 熊田 禎介 社会分野セミナー室２（峰6A-3階）

前期 S010003 【共同教育学部】 小学校社会 斎藤 周（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期 S010003 【共同教育学部】 小学校社会 斎藤 周（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期 S010010 【共同教育学部】 小学校理科 岩﨑 博之（群大） 8E11（峰8E-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(F～I) 前期 S010010 【共同教育学部】 小学校理科 岩﨑 博之（群大） 8E11（峰8E-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(F～I)
前期 S010068 【共同教育学部】 小学校家庭 佐々木 和也 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～E) 前期 S010068 【共同教育学部】 小学校家庭 佐々木 和也 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～E)
前期 S010148 【共同教育学部】 漢文学概説 荒井 礼 6A11（峰6A-1階） 非常勤 前期 S010148 【共同教育学部】 漢文学概説 荒井 礼 6A11（峰6A-1階） 非常勤

前期 S010248 【共同教育学部】 工芸A 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階）
前期 S010277 【共同教育学部】 中等保健体育科指導法B 久保 元芳 8A23（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010277 【共同教育学部】 中等保健体育科指導法B 久保 元芳 8A23（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010286 【共同教育学部】 児童福祉論 艮 香織 8A21（峰8A-2階） 前期 S010286 【共同教育学部】 児童福祉論 艮 香織 8A21（峰8A-2階）
前期 S226125 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰBⅠ 守安 敏久 国語分野演習室１（峰6A-2階） 前期 S226125 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰBⅠ 守安 敏久 国語分野演習室１（峰6A-2階）
前期 S440054 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 小原 伸一 小原伸一教員研究室(峰7A-2階） 前期 S440054 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 小原 伸一 小原伸一教員研究室(峰7A-2階）

前期 S470005 【教育学部】 版画A 株田 昌彦 版画実習室(峰8B-1階）
前期 S608000 【教育学部】 技術学実験実習Ⅱ 松原 真理 電気工学実験室(峰8C-1階）

前期 S653010 【教育学部】 英文法演習 天沼 実 8A31（峰8A-3階） 前期 S653010 【教育学部】 英文法演習 天沼 実 8A31（峰8A-3階）
前期 S702160 【教育学部】 知的障害児指導法 司城 紀代美 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階） 前期 S702160 【教育学部】 知的障害児指導法 司城 紀代美 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階）

　共同教育学部・教育学部では、全ての授業を対面で実施した場合の感染リスク等を検討した結果、「新型コロナウイルス感染症対策のための宇都宮大学の対応方針」および「新型コロナウイルス感染症対策 宇都宮大学における授業の実施等に
際してのガイドライン」を担保できると判断したため、「令和３年度授業時間表」通り、全て対面で実施します。実施教室は、以下をご覧ください。
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時限
曜日 開講区分 時間割ｺｰﾄﾞ 対象学部 科目名 教員 教室 備考 開講区分 時間割ｺｰﾄﾞ 対象学部 科目名 教員 教室 備考

前期 S010176 【共同教育学部】 初等英語科指導法 山野 有紀 8D11（峰8D-1階） (G～L) 前期 S010176 【共同教育学部】 初等英語科指導法 山野 有紀 8D11（峰8D-1階） (G～L)
前期 S010268 【共同教育学部】 小学校体育 加藤 謙一 第1体育館（峰）,第2体育館（峰）,陸上競技場（峰）,ﾌﾟｰﾙ（峰） (A～F) 前期 S010268 【共同教育学部】 小学校体育 加藤 謙一 8A31（峰8A-3階） (A～F)
前期 S103308 【教育学部】 生涯学習社会論 若園 雄志郎 8E11（峰8E-1階） <H30以前> 前期 S103308 【教育学部】 生涯学習社会論 若園 雄志郎 8E11（峰8E-1階） <H30以前>
前期 S211003 【教育学部】 国語表現法Ⅰ 森田 香緒里 多目的創作スタジオ(峰6A-2階) 前期 S211003 【教育学部】 国語表現法Ⅰ 森田 香緒里 多目的創作スタジオ(峰6A-2階)
前期 S322000 【教育学部】 解析学Ⅰ 酒井 一博 8A21（峰8A-2階） 前期 S322000 【教育学部】 解析学Ⅰ 酒井 一博 8A21（峰8A-2階）
前期 S388005 【教育学部】 理科研究ｾﾐﾅｰⅠ 人見 久城 理科教育学学生実験室(峰8C-3階） 前期 S388005 【教育学部】 理科研究ｾﾐﾅｰⅠ 人見 久城 理科教育学学生実験室(峰8C-3階）
前期 S388007 【教育学部】 理科研究ｾﾐﾅｰⅠ 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階） 前期 S388007 【教育学部】 理科研究ｾﾐﾅｰⅠ 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階）
前期 S674003 【教育学部】 ｲｷﾞﾘｽ文学史 五十嵐 奈央 ALｽﾍﾟｰｽ4（峰6A-4階） 前期 S674003 【教育学部】 ｲｷﾞﾘｽ文学史 五十嵐 奈央 ALｽﾍﾟｰｽ4（峰6A-4階）

前期 S607004 【教育学部】 技術学実験実習Ⅰ 丸山 剛史 木材加工学実験室(峰8C-1階） 前期 S607004 【教育学部】 技術学実験実習Ⅰ 丸山 剛史 木材加工学実験室(峰8C-1階）
前期 S273700 【教育学部】 地域調査法 松村 啓子 計算機演習室（峰8A-2階） 前期 S273700 【教育学部】 地域調査法 松村 啓子 計算機演習室（峰8A-2階）

前期前半 S010109 【共同教育学部】 教育の社会的背景と制度原理 小野瀬 善行 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期前半 S010109 【共同教育学部】 教育の社会的背景と制度原理 小野瀬 善行 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)
前期後半 S010110 【共同教育学部】 教育の社会的背景と制度原理 小原 一馬 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期後半 S010110 【共同教育学部】 教育の社会的背景と制度原理 小原 一馬 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期前半 S010113 【共同教育学部】 教育の制度と社会 髙橋 望（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期前半 S010113 【共同教育学部】 教育の制度と社会 髙橋 望（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期後半 S010114 【共同教育学部】 教育の制度と社会 新藤 慶（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期後半 S010114 【共同教育学部】 教育の制度と社会 新藤 慶（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)
前期前半 S010125 【共同教育学部】 特別活動論 吉田 浩之（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期前半 S010125 【共同教育学部】 特別活動論 吉田 浩之（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期後半 S010126 【共同教育学部】 特別活動論 吉田 浩之（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I) 前期後半 S010126 【共同教育学部】 特別活動論 吉田 浩之（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I)
前期前半 S010137 【共同教育学部】 子ども理解の心理学 石川 隆行 8A21（峰8A-2階） 前期前半 S010137 【共同教育学部】 子ども理解の心理学 石川 隆行 8A21（峰8A-2階）
前期後半 S010138 【共同教育学部】 青年期以降の心理学 石川 隆行 8A21（峰8A-2階） 前期後半 S010138 【共同教育学部】 青年期以降の心理学 石川 隆行 8A21（峰8A-2階）
前期前半 S010308 【共同教育学部】 発達と教育の心理学 大島 みずき（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I) 前期前半 S010308 【共同教育学部】 発達と教育の心理学 大島 みずき（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I)
前期後半 S010309 【共同教育学部】 発達と教育の心理学 大島 みずき（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期後半 S010309 【共同教育学部】 発達と教育の心理学 大島 みずき（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)

前期 S108105 【共同教育学部・教育学部】 視聴覚教育 川島 芳昭 計算機室（峰8F-2階） 前期 S108105 【共同教育学部・教育学部】 視聴覚教育 川島 芳昭 計算機室（峰8F-2階）
前期 S101620 【教育学部】 音楽B 平井 李枝 音楽ホール（峰7A-2階） 前期 S101620 【教育学部】 音楽B 平井 李枝 音楽ホール（峰7A-2階）
前期 S207006 【教育学部】 中等国語科教育法Ⅲ 森田 香緒里 6A21（峰6A-2階） 前期 S207006 【教育学部】 中等国語科教育法Ⅲ 森田 香緒里 6A21（峰6A-2階）
前期 S357510 【教育学部】 中等理科指導論 南 伸昌 理科教育学学生実験室(峰8C-3階） 前期 S357510 【教育学部】 中等理科指導論 南 伸昌 理科教育学学生実験室(峰8C-3階）
前期 S476027 【教育学部】 工芸Ⅲ 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階） 前期 S476027 【教育学部】 工芸Ⅲ 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階）
前期 S586529 【教育学部】 食生活環境実験 カバリェロ 優子 食品生活環境実験室（峰8B-2階） 前期 S586529 【教育学部】 食生活環境実験 カバリェロ 優子 食品生活環境実験室（峰8B-2階）
前期 S666100 【教育学部】 英語音声学 天沼 実 8A22（峰8A-2階） 前期 S666100 【教育学部】 英語音声学 天沼 実 8A22（峰8A-2階）

前期前半 S010117 【共同教育学部】 ｶﾘｷｭﾗﾑ開発とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 山崎 雄介（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I) 前期前半 S010117 【共同教育学部】 ｶﾘｷｭﾗﾑ開発とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 山崎 雄介（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I)
前期後半 S010118 【共同教育学部】 ｶﾘｷｭﾗﾑ開発とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 山崎 雄介（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期後半 S010118 【共同教育学部】 ｶﾘｷｭﾗﾑ開発とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 山崎 雄介（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期前半 S010121 【共同教育学部】 道徳教育論:歴史･理論･実践 三澤 紘一郎（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期前半 S010121 【共同教育学部】 道徳教育論:歴史･理論･実践 三澤 紘一郎（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期後半 S010122 【共同教育学部】 道徳教育論:歴史･理論･実践 三澤 紘一郎（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I) 前期後半 S010122 【共同教育学部】 道徳教育論:歴史･理論･実践 三澤 紘一郎（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(G～I)
前期前半 S010129 【共同教育学部】 生徒指導･進路指導 久保田 愛子 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期前半 S010129 【共同教育学部】 生徒指導･進路指導 久保田 愛子 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)
前期後半 S010130 【共同教育学部】 生徒指導･進路指導 久保田 愛子 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期後半 S010130 【共同教育学部】 生徒指導･進路指導 久保田 愛子 8D11（峰8D-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期前半 S010133 【共同教育学部】 教育相談の理論と方法 川原 誠司 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F) 前期前半 S010133 【共同教育学部】 教育相談の理論と方法 川原 誠司 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(D～F)
前期後半 S010134 【共同教育学部】 教育相談の理論と方法 川原 誠司 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C) 前期後半 S010134 【共同教育学部】 教育相談の理論と方法 川原 誠司 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(A～C)

前期 S010165 【共同教育学部】 中等社会科指導法A 熊田 禎介 社会分野セミナー室２（峰6A-3階） 前期 S010165 【共同教育学部】 中等社会科指導法A 熊田 禎介 社会分野セミナー室２（峰6A-3階）
前期 S010330 【共同教育学部】 情報教育 川島 芳昭 計算機室（峰8F-2階） 前期 S010330 【共同教育学部】 情報教育 川島 芳昭 計算機室（峰8F-2階）
前期 S154410 【教育学部】 道徳授業論 和井内 良樹 8A21（峰8A-2階） 前期 S154410 【教育学部】 道徳授業論 和井内 良樹 8A21（峰8A-2階）
前期 S314007 【教育学部】 数学科教材論 川上 貴 8A33（峰8A-3階） 前期 S314007 【教育学部】 数学科教材論 川上 貴 8A33（峰8A-3階）
前期 S318002 【教育学部】 幾何学Ⅰ 國川 慶太 数学演習室(峰8C-5階） 前期 S318002 【教育学部】 幾何学Ⅰ 國川 慶太 数学演習室(峰8C-5階）
前期 S519008 【教育学部】 中等保健体育科教育法(保健2) 久保 元芳 8A23（峰8A-2階） 前期 S519008 【教育学部】 中等保健体育科教育法(保健2) 久保 元芳 8A23（峰8A-2階）
前期 S690000 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 岩﨑 宏之 英語科演習室（峰6A-4階） 前期 S690000 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 岩﨑 宏之 英語科演習室（峰6A-4階）

前期 S010004 【共同教育学部】 小学校社会 青山 雅史（群大） 8D11（峰8D-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～E) 前期 S010004 【共同教育学部】 小学校社会 青山 雅史（群大） 8D11（峰8D-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～E)
前期 S010011 【共同教育学部】 小学校理科 岩﨑 博之（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期 S010011 【共同教育学部】 小学校理科 岩﨑 博之（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期 S010069 【共同教育学部】 小学校家庭 佐々木 和也 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(F～I) 前期 S010069 【共同教育学部】 小学校家庭 佐々木 和也 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(F～I)
前期 S010149 【共同教育学部】 中等国語科指導法A 飯田 和明 6A11（峰6A-1階） 前期 S010149 【共同教育学部】 中等国語科指導法A 飯田 和明 6A11（峰6A-1階）
前期 S010187 【共同教育学部】 中等英語科指導法A 山野 有紀 6A21（峰6A-2階） 前期 S010187 【共同教育学部】 中等英語科指導法A 山野 有紀 6A21（峰6A-2階）
前期 S010232 【共同教育学部】 合奏Ⅰ 髙島 章悟 音楽ホール（峰7A-2階） 前期 S010232 【共同教育学部】 合奏Ⅰ 髙島 章悟 音楽ホール（峰7A-2階）
前期 S010248 【共同教育学部】 工芸A 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階） 前期 S010248 【共同教育学部】 工芸A 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階）
前期 S010265 【共同教育学部】 陸上競技 加藤 謙一 第1体育館（峰）,陸上競技場（峰） 前期 S010265 【共同教育学部】 陸上競技 加藤 謙一 第1体育館（峰）,陸上競技場（峰）
前期 S010315 【共同教育学部】 中等家庭科指導法A 艮 香織 8A22（峰8A-2階） 前期 S010315 【共同教育学部】 中等家庭科指導法A 艮 香織 8A22（峰8A-2階）
前期 S152007 【共同教育学部・教育学部】 比較教育 小野瀬 善行 8A21（峰8A-2階） 前期 S152007 【共同教育学部・教育学部】 比較教育 小野瀬 善行 8A21（峰8A-2階）
前期 S180020 【教育学部】 教育心理学演習D 川原 誠司 教育心理学第2実験室（峰8B-4階） 前期 S180020 【教育学部】 教育心理学演習D 川原 誠司 教育心理学第2実験室（峰8B-4階）
前期 S226127 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰBⅠ 鈴木 啓子 国語分野演習室１（峰6A-2階） 前期 S226127 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰBⅠ 鈴木 啓子 国語分野演習室１（峰6A-2階）
前期 S470005 【教育学部】 版画A 株田 昌彦 版画実習室(峰8B-1階） 前期 S470005 【教育学部】 版画A 株田 昌彦 版画実習室(峰8B-1階）
前期 S608000 【教育学部】 技術学実験実習Ⅱ 松原 真理 電気工学実験室(峰8C-1階） 前期 S608000 【教育学部】 技術学実験実習Ⅱ 松原 真理 電気工学実験室(峰8C-1階）
前期 S690020 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 田所 貴大 前期 S690020 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 田所 貴大 田所貴大教員研究室（峰6A-4階）
前期 S720005 【教育学部】 障害児教育方法学演習Ⅰ 司城 紀代美 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階） 前期 S720005 【教育学部】 障害児教育方法学演習Ⅰ 司城 紀代美 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階）
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前期 S010253 【共同教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝ理論 梶原 良成 美術第2演習室（峰8B-1階） 前期 S010253 【共同教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝ理論 梶原 良成 美術第2演習室（峰8B-1階）
前期 S329004 【教育学部】 数学研究ｾﾐﾅｰBⅠ 鈴木 拓 数学演習室(峰8C-5階） 前期 S329004 【教育学部】 数学研究ｾﾐﾅｰBⅠ 鈴木 拓 8A31（峰8A-3階）
前期 S367500 【教育学部】 有機化学 山田 洋一 8A23（峰8A-2階） 前期 S367500 【教育学部】 有機化学 山田 洋一 8A23（峰8A-2階）
前期 S565000 【教育学部】 中等家庭科教育法Ⅲ 岩崎 香織 8A21（峰8A-2階） 非常勤 前期 S565000 【教育学部】 中等家庭科教育法Ⅲ 岩崎 香織 8A21（峰8A-2階） 非常勤
前期 S686200 【教育学部】 現代英語表現法演習 田村 岳充 8A22（峰8A-2階） 前期 S686200 【教育学部】 現代英語表現法演習 田村 岳充 8A22（峰8A-2階）
前期 S702220 【教育学部】 重複障害児教育概論 岡澤 慎一 8A31（峰8A-3階） 前期 S702220 【教育学部】 重複障害児教育概論 岡澤 慎一 8A31（峰8A-3階）

前期 S010007 【共同教育学部】 解析学概論 酒井 一博 8A22（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010007 【共同教育学部】 解析学概論 酒井 一博 8A22（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010088 【共同教育学部】 生物育成学 髙橋 行継 附属農場 前期 S010088 【共同教育学部】 生物育成学 髙橋 行継 附属農場
前期 S010334 【共同教育学部】 食と生命のﾌｨｰﾙﾄﾞ実践演習 長尾 慶和 5B11（峰5B-1階）,附属農場 前期 S010334 【共同教育学部】 食と生命のﾌｨｰﾙﾄﾞ実践演習 長尾 慶和 5B11（峰5B-1階）,附属農場

前期前半 S158530 【教育学部】 特別活動論(小･中･高) 丸山 剛史 8D11（峰8D-1階） 前期前半 S158530 【教育学部】 特別活動論(小･中･高) 丸山 剛史 8D11（峰8D-1階）
前期後半 S158540 【教育学部】 特別活動論(小･中･高) 丸山 剛史 8D11（峰8D-1階） 前期後半 S158540 【教育学部】 特別活動論(小･中･高) 丸山 剛史 8D11（峰8D-1階）

前期 S206001 【教育学部】 古典講読演習(古文) 長嶋 和彦 国語分野演習室１（峰6A-2階） 非常勤 前期 S206001 【教育学部】 古典講読演習(古文) 長嶋 和彦 国語分野演習室１（峰6A-2階） 非常勤
前期 S252650 【教育学部】 法学特講B 黒川 亨子 社会分野セミナー室２（峰6A-3階） 前期 S252650 【教育学部】 法学特講B 黒川 亨子 社会分野セミナー室２（峰6A-3階）
前期 S332056 【教育学部】 数学研究ｾﾐﾅｰCⅡ 川上 貴 数学演習室(峰8C-5階） 前期 S332056 【教育学部】 数学研究ｾﾐﾅｰCⅡ 川上 貴 数学演習室(峰8C-5階）
前期 S380123 【教育学部】 理科教育学実験A 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階） 前期 S380123 【教育学部】 理科教育学実験A 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階）
前期 S440053 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 新井 恵美 演奏室（峰7A-2階） 前期 S440053 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 新井 恵美 演奏室（峰7A-2階）
前期 S459009 【教育学部】 絵画Ⅰ 株田 昌彦 油絵実習室（峰8B-1階） 前期 S459009 【教育学部】 絵画Ⅰ 株田 昌彦 油絵実習室（峰8B-1階）
前期 S584101 【教育学部】 衣生活環境実験 佐々木 和也 衣生活環境実験室（峰8B-2階） 前期 S584101 【教育学部】 衣生活環境実験 佐々木 和也 衣生活環境実験室（峰8B-2階）
前期 S669108 【教育学部】 英語学特殊講義A 岩﨑 宏之 英語科演習室（峰6A-4階） 前期 S669108 【教育学部】 英語学特殊講義A 岩﨑 宏之 英語科演習室（峰6A-4階）

前期 S010153 【共同教育学部】 文章表現 森田 香緒里 6A21（峰6A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010153 【共同教育学部】 文章表現 森田 香緒里 6A21（峰6A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010163 【共同教育学部】 社会学概論 小原 一馬 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010163 【共同教育学部】 社会学概論 小原 一馬 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010204 【共同教育学部】 基礎の生物科学 井口 智文 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010204 【共同教育学部】 基礎の生物科学 井口 智文 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010229 【共同教育学部】 電気工学 松原 真理 8A34（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010229 【共同教育学部】 電気工学 松原 真理 8A34（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010246 【共同教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝA 梶原 良成 ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習室(峰8E-2階） 前期 S010246 【共同教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝA 梶原 良成 ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習室(峰8E-2階）
前期 S010280 【共同教育学部】 衣生活論 前田 亜紀子（群大） 8A36（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ非常勤 前期 S010280 【共同教育学部】 衣生活論 前田 亜紀子（群大） 8A36（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ非常勤
前期 S010296 【共同教育学部】 肢体不自由児の心理･生理･病理 岡澤 慎一 8A31（峰8A-3階） 前期 S010296 【共同教育学部】 肢体不自由児の心理･生理･病理 岡澤 慎一 8A31（峰8A-3階）
前期 S160500 【共同教育学部・教育学部】 人格心理学 川原 誠司 8A22（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S160500 【共同教育学部・教育学部】 人格心理学 川原 誠司 8A22（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S254200 【教育学部】 公共政策論 三田 妃路佳 721教室（陽7-2階） 前期 S254200 【教育学部】 公共政策論 三田 妃路佳 721教室（陽7-2階）
前期 S257003 【教育学部】 中等社会科教育法Ⅳ(公民分野) 溜池 善裕 社会分野セミナー室２（峰6A-3階） 前期 S257003 【教育学部】 中等社会科教育法Ⅳ(公民分野) 溜池 善裕 社会分野セミナー室２（峰6A-3階）
前期 S384005 【教育学部】 環境分析化学実験 山田 洋一 化学学生実験室(峰8C-2階） 前期 S384005 【教育学部】 環境分析化学実験 山田 洋一 化学学生実験室(峰8C-2階）
前期 S410035 【教育学部】 音楽分析 木下 大輔 6A11（峰6A-1階） 前期 S410035 【教育学部】 音楽分析 木下 大輔 6A11（峰6A-1階）
前期 S486002 【教育学部】 美術教育論 本田 悟郎 美術第2演習室（峰8B-1階） 前期 S486002 【教育学部】 美術教育論 本田 悟郎 美術第2演習室（峰8B-1階）
前期 S566006 【教育学部】 中等家庭科教育法Ⅳ 赤塚 朋子 8A21（峰8A-2階） 前期 S566006 【教育学部】 中等家庭科教育法Ⅳ 赤塚 朋子 8A21（峰8A-2階）

前期 S010001 【共同教育学部】 小学校国語 守安 敏久 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L) 前期 S010001 【共同教育学部】 小学校国語 守安 敏久 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(J～L)
前期 S010006 【共同教育学部】 算数 川上 貴 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(F～I) 前期 S010006 【共同教育学部】 算数 川上 貴 8E11（峰8E-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ(F～I)
前期 S010014 【共同教育学部】 小学校英語 渡部 孝子（群大） 8D11（峰8D-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～E) 前期 S010014 【共同教育学部】 小学校英語 渡部 孝子（群大） 8D11（峰8D-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ(A～E)
前期 S010156 【共同教育学部】 日本史概説 髙山 慶子 6A12（峰6A-1階） 前期 S010156 【共同教育学部】 日本史概説 髙山 慶子 6A12（峰6A-1階）
前期 S010180 【共同教育学部】 英作文Ⅰ 天沼 実 4A42（峰4A-4階） 前期 S010180 【共同教育学部】 英作文Ⅰ 天沼 実 4A42（峰4A-4階）
前期 S010191 【共同教育学部】 代数学基礎Ⅰ 鈴木 拓 6A21（峰6A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010191 【共同教育学部】 代数学基礎Ⅰ 鈴木 拓 6A21（峰6A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010202 【共同教育学部】 基礎の化学 南 伸昌 8A22（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010202 【共同教育学部】 基礎の化学 南 伸昌 8A22（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010234 【共同教育学部】 声楽A 小原 伸一 音楽ホール（峰7A-2階） 前期 S010234 【共同教育学部】 声楽A 小原 伸一 音楽ホール（峰7A-2階）
前期 S010242 【共同教育学部】 絵画A 株田 昌彦 ﾃﾞｯｻﾝ室(峰8B-1階） 前期 S010242 【共同教育学部】 絵画A 株田 昌彦 ﾃﾞｯｻﾝ室(峰8B-1階）
前期 S010290 【共同教育学部】 住生活論 田中 麻里（群大） 8A36（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010290 【共同教育学部】 住生活論 田中 麻里（群大） 8A36（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010299 【共同教育学部】 発達障害教育概論 石川 由美子 8A31（峰8A-3階） 前期 S010299 【共同教育学部】 発達障害教育概論 石川 由美子 8A31（峰8A-3階）
前期 S010323 【共同教育学部】 製図II 戸田 富士夫 製図室(峰8F-2階） 非常勤 前期 S010323 【共同教育学部】 製図II 戸田 富士夫 製図室(峰8F-2階） 非常勤
前期 S010337 【共同教育学部】 教育社会学特講 新藤 慶（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010337 【共同教育学部】 教育社会学特講 新藤 慶（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010339 【共同教育学部】 教育･倫理･哲学 三澤 紘一郎（群大） 8A23（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010339 【共同教育学部】 教育･倫理･哲学 三澤 紘一郎（群大） 8A23（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S473004 【教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝBⅠ 梶原 良成 前期 S473004 【教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝBⅠ 梶原 良成 ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習室(峰8E-2階）
前期 S500005 【教育学部】 体操･器械運動 松浦 佑希 第1体育館（峰） 前期 S500005 【教育学部】 体操･器械運動 松浦 佑希 第1体育館（峰）
前期 S616003 【教育学部】 技術科教育法Ⅱ 松原 真理 技術分野実験授業室（峰8C-1階） 前期 S616003 【教育学部】 技術科教育法Ⅱ 松原 真理 技術分野実験授業室（峰8C-1階）
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前期 S010228 【共同教育学部】 小学校音楽A 髙島 章悟 6A11（峰6A-1階） (社,音,特,技) 前期 S010228 【共同教育学部】 小学校音楽A 髙島 章悟 6A11（峰6A-1階） (社,音,特,技)
前期 S010238 【共同教育学部】 図画工作 本田 悟郎 8E11（峰8E-1階） (教,心,国) 前期 S010238 【共同教育学部】 図画工作 本田 悟郎 8A31（峰8A-3階） (教,心,国)
前期 S010285 【共同教育学部】 住環境論 陣内 雄次 8A22（峰8A-2階） 非常勤 前期 S010285 【共同教育学部】 住環境論 陣内 雄次 8A22（峰8A-2階） 非常勤
前期 S150004 【共同教育学部・教育学部】 教育哲学 上原 秀一 8A23（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S150004 【共同教育学部・教育学部】 教育哲学 上原 秀一 8A23（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S226120 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 三宅 俊浩 国語分野演習室１（峰6A-2階） 前期 S226120 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 三宅 俊浩 国語分野演習室１（峰6A-2階）
前期 S688014 【教育学部】 英語科教育法特殊講義C 田所 貴大 英語科演習室（峰6A-4階） 前期 S688014 【教育学部】 英語科教育法特殊講義C 田所 貴大 英語科演習室（峰6A-4階）
前期 S719315 【教育学部】 障害児心理学演習BⅠ 岡澤 慎一 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階） 前期 S719315 【教育学部】 障害児心理学演習BⅠ 岡澤 慎一 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階）

前期 S010089 【共同教育学部】 生物育成学演習 髙橋 行継 附属農場 前期 S010089 【共同教育学部】 生物育成学演習 髙橋 行継 附属農場
前期 S010167 【共同教育学部】 哲学特講 山田 有希子 社会分野セミナー室１（峰6A-3階） 前期 S010167 【共同教育学部】 哲学特講 山田 有希子 社会分野セミナー室１（峰6A-3階）
前期 S010210 【共同教育学部】 初等理科指導法 出口 明子 8E11（峰8E-1階） (数,英,美) 前期 S010210 【共同教育学部】 初等理科指導法 出口 明子 8E11（峰8E-1階） (数,英,美)
前期 S010271 【共同教育学部】 初等体育科指導法 石塚 諭 6A12（峰6A-1階）,第1体育館（峰） (社,音,特,技) 前期 S010271 【共同教育学部】 初等体育科指導法 石塚 諭 6A12（峰6A-1階）,第1体育館（峰） (社,音,特,技)

前期前半 S010320 【共同教育学部】 生活 丸山 剛史 8D11（峰8D-1階） (理,体,家,教,心,国) 前期前半 S010320 【共同教育学部】 生活 丸山 剛史 8D11（峰8D-1階） (理,体,家,教,心,国)
前期 S010334 【共同教育学部】 食と生命のﾌｨｰﾙﾄﾞ実践演習 長尾 慶和 5B11（峰5B-1階）,附属農場 前期 S010334 【共同教育学部】 食と生命のﾌｨｰﾙﾄﾞ実践演習 長尾 慶和 5B11（峰5B-1階）,附属農場
前期 S579000 【共同教育学部・教育学部】 生活福祉論 赤塚 朋子 8A23（峰8A-2階） 前期 S579000 【共同教育学部・教育学部】 生活福祉論 赤塚 朋子 8A23（峰8A-2階）
前期 S212000 【教育学部】 日本語学特講 三宅 俊浩 6A11（峰6A-1階） 前期 S212000 【教育学部】 日本語学特講 三宅 俊浩 6A11（峰6A-1階）
前期 S316000 【教育学部】 代数学Ⅰ 鈴木 拓 数学演習室(峰8C-5階） 前期 S316000 【教育学部】 代数学Ⅰ 鈴木 拓 数学演習室(峰8C-5階）
前期 S380123 【教育学部】 理科教育学実験A 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階） 前期 S459017 【教育学部】 絵画Ⅱ 株田 昌彦 油絵実習室（峰8B-1階）
前期 S459009 【教育学部】 絵画Ⅰ 株田 昌彦 油絵実習室（峰8B-1階）
前期 S504000 【教育学部】 武道A 山田 博子 剣道場（峰） 非常勤 前期 S504000 【教育学部】 武道A 山田 博子 剣道場（峰） 非常勤
前期 S690015 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 五十嵐 奈央 五十嵐奈央教員研究室（峰6A-4階） 前期 S690015 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 五十嵐 奈央 五十嵐奈央教員研究室（峰6A-4階）

前期 S010146 【共同教育学部】 日本語学概説B 小林 正行（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010146 【共同教育学部】 日本語学概説B 小林 正行（群大） 6A11（峰6A-1階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010175 【共同教育学部】 英語文学入門B 金田 仁秀（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010175 【共同教育学部】 英語文学入門B 金田 仁秀（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010205 【共同教育学部】 基礎生物学実験 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階） 前期 S010205 【共同教育学部】 基礎生物学実験 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階）
前期 S010226 【共同教育学部】 金属加工学 楠元 一臣（群大） 8A34（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010226 【共同教育学部】 金属加工学 楠元 一臣（群大） 8A34（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010246 【共同教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝA 梶原 良成 ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習室(峰8E-2階）
前期 S010282 【共同教育学部】 調理実習Ⅰ カバリェロ 優子 調理実習室(峰8B-2階） 前期 S010282 【共同教育学部】 調理実習Ⅰ カバリェロ 優子 調理実習室(峰8B-2階）
前期 S010295 【共同教育学部】 知的障害児教育課程･指導法 齋藤 大地 8A33（峰8A-3階） 前期 S010295 【共同教育学部】 知的障害児教育課程･指導法 齋藤 大地 8A33（峰8A-3階）
前期 S200001 【教育学部】 日本語学概説Ⅰ 三宅 俊浩 6A21（峰6A-2階） 前期 S200001 【教育学部】 日本語学概説Ⅰ 三宅 俊浩 6A21（峰6A-2階）
前期 S226123 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰCⅠ 飯田 和明 国語分野演習室２（峰6A-2階） 前期 S226123 【教育学部】 国語研究ｾﾐﾅｰCⅠ 飯田 和明 国語分野演習室２（峰6A-2階）
前期 S323006 【教育学部】 解析学Ⅱ 酒井 一博 8A22（峰8A-2階）,計算機演習室（峰8A-2階） 前期 S323006 【教育学部】 解析学Ⅱ 酒井 一博 8A22（峰8A-2階）,計算機演習室（峰8A-2階）

前期 S326005 【教育学部】 数学研究ｾﾐﾅｰAⅠ 國川 慶太 数学演習室(峰8C-5階） 前期 S326005 【教育学部】 数学研究ｾﾐﾅｰAⅠ 國川 慶太 数学演習室(峰8C-5階）
前期 S384005 【教育学部】 環境分析化学実験 山田 洋一 化学学生実験室(峰8C-2階）
前期 S440052 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 木下 大輔 音楽演習室（峰6A-1階） 前期 S440052 【教育学部】 音楽研究ｾﾐﾅｰⅠ 木下 大輔 音楽演習室（峰6A-1階）

前期 S010002 【共同教育学部】 初等国語科指導法 森田 香緒里 8E11（峰8E-1階） (F～K) 前期 S010002 【共同教育学部】 初等国語科指導法 森田 香緒里 8E11（峰8E-1階） (F～K)
前期 S010005 【共同教育学部】 初等社会科指導法 溜池 善裕 8D11（峰8D-1階） (A～E，L) 前期 S010005 【共同教育学部】 初等社会科指導法 溜池 善裕 8D11（峰8D-1階） (A～E，L)
前期 S010145 【共同教育学部】 日本文学概説A 鈴木 啓子 6A21（峰6A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010145 【共同教育学部】 日本文学概説A 鈴木 啓子 6A21（峰6A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010159 【共同教育学部】 地誌学概論 松村 啓子 社会分野セミナー室２（峰6A-3階） 前期 S010159 【共同教育学部】 地誌学概論 松村 啓子 社会分野セミナー室２（峰6A-3階）
前期 S010208 【共同教育学部】 基礎地学実験 瀧本 家康 基礎地学実験室(峰8C-3階） 前期 S010208 【共同教育学部】 基礎地学実験 瀧本 家康 基礎地学実験室(峰8C-3階）
前期 S010236 【共同教育学部】 中等音楽科指導法A 小原 伸一 6A11（峰6A-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010236 【共同教育学部】 中等音楽科指導法A 小原 伸一 6A11（峰6A-1階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010242 【共同教育学部】 絵画A 株田 昌彦 ﾃﾞｯｻﾝ室(峰8B-1階）
前期 S010264 【共同教育学部】 生理学 島 孟留（群大） 8A23（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010264 【共同教育学部】 生理学 島 孟留（群大） 8A23（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010281 【共同教育学部】 被服構成実習Ⅰ 塩崎 正恵 被服実習室（峰8B-2階） 非常勤 前期 S010281 【共同教育学部】 被服構成実習Ⅰ 塩崎 正恵 被服実習室（峰8B-2階） 非常勤
前期 S010292 【共同教育学部】 肢体不自由児教育課程･指導法 任 龍在（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ非常勤 前期 S010292 【共同教育学部】 肢体不自由児教育課程･指導法 任 龍在（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ非常勤
前期 S010325 【共同教育学部】 中等技術科指導法B 小熊 良一（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010325 【共同教育学部】 中等技術科指導法B 小熊 良一（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S520003 【共同教育学部・教育学部】 解剖学 小宮 秀明 8A21（峰8A-2階） 前期 S520003 【共同教育学部・教育学部】 解剖学 小宮 秀明 8A21（峰8A-2階）
前期 S410045 【教育学部】 指揮法 髙島 章悟 音楽ホール（峰7A-2階） 前期 S410045 【教育学部】 指揮法 髙島 章悟 音楽ホール（峰7A-2階）
前期 S473004 【教育学部】 ﾃﾞｻﾞｲﾝBⅠ 梶原 良成 ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習室(峰8E-2階）
前期 S611011 【教育学部】 機械工学Ⅱ 蓮田 裕一 非常勤 前期 S611011 【教育学部】 機械工学Ⅱ 蓮田 裕一 技術分野実験授業室（峰8C-1階） 非常勤
前期 S690010 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 山野 有紀 英語科演習室（峰6A-4階） 前期 S690010 【教育学部】 英語研究ｾﾐﾅｰAⅠ 山野 有紀 英語科演習室（峰6A-4階）
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前期 S010170 【共同教育学部】 人文地理学特講 松村 啓子 計算機演習室（峰8A-2階）,8A34（峰8A-3階） 前期 S010170 【共同教育学部】 人文地理学特講 松村 啓子 計算機演習室（峰8A-2階）,8A34（峰8A-3階）

前期 S010231 【共同教育学部】 小学校音楽A 髙島 章悟 6A11（峰6A-1階） (理,体,家) 前期 S010231 【共同教育学部】 小学校音楽A 髙島 章悟 8A31（峰8A-3階） (理,体,家)
前期 S010239 【共同教育学部】 図画工作 本田 悟郎 8E11（峰8E-1階） (数,英,美) 前期 S010239 【共同教育学部】 図画工作 本田 悟郎 8E11（峰8E-1階） (数,英,美)
通年 S169200 【教育学部】 教育心理学研究法 石川 隆行 8A23（峰8A-2階） 通年 S169200 【教育学部】 教育心理学研究法 石川 隆行 8A23（峰8A-2階）
前期 S684005 【教育学部】 中等英語科内容構成研究 山野 有紀 英語科演習室（峰6A-4階） 前期 S684005 【教育学部】 中等英語科内容構成研究 山野 有紀 英語科演習室（峰6A-4階）
前期 S859500 【教育学部】 住生活環境実験 陣内 雄次 住環境実験・実習室(峰8E-3階） 非常勤 前期 S859500 【教育学部】 住生活環境実験 陣内 雄次 住環境実験・実習室(峰8E-3階） 非常勤

前期 S010072 【共同教育学部】 表現基礎(彫刻) 林 耕史（群大） 8A22（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010072 【共同教育学部】 表現基礎(彫刻) 林 耕史（群大） 8A22（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ

前期 S010100 【共同教育学部】 保育内容の指導法(環境) 佐々木 和也 8A23（峰8A-2階） 前期 S010100 【共同教育学部】 保育内容の指導法(環境) 佐々木 和也 8A23（峰8A-2階）
前期 S010198 【共同教育学部】 算数科指導法 川上 貴 6A11（峰6A-1階） (理,体,家) 前期 S010198 【共同教育学部】 算数科指導法 川上 貴 6A11（峰6A-1階） (理,体,家)
前期 S010219 【共同教育学部】 初等理科指導法 人見 久城 8E11（峰8E-1階） (社,音,特,技) 前期 S010219 【共同教育学部】 初等理科指導法 人見 久城 8E11（峰8E-1階） (社,音,特,技)
前期 S010270 【共同教育学部】 初等体育科指導法 渡邉 宏 6A12（峰6A-1階）,第1体育館（峰） (教,心,国)非常勤 前期 S010270 【共同教育学部】 初等体育科指導法 渡邉 宏 6A12（峰6A-1階）,第1体育館（峰） (教,心,国)非常勤
前期 S260101 【教育学部】 歴史学特講A 髙山 慶子 8A21（峰8A-2階） 前期 S260101 【教育学部】 歴史学特講A 髙山 慶子 8A21（峰8A-2階）
前期 S459017 【教育学部】 絵画Ⅱ 株田 昌彦 油絵実習室（峰8B-1階） 前期 S459017 【教育学部】 絵画Ⅱ 株田 昌彦 油絵実習室（峰8B-1階）
前期 S666200 【教育学部】 英語文学特殊講義A 五十嵐 奈央 英語科演習室（峰6A-4階） 前期 S666200 【教育学部】 英語文学特殊講義A 五十嵐 奈央 英語科演習室（峰6A-4階）
前期 S673007 【教育学部】 ｱﾒﾘｶ文学史 米山 正文 4B33（峰4B-3階） 前期 S673007 【教育学部】 ｱﾒﾘｶ文学史 米山 正文 4B33（峰4B-3階）

前期 S010152 【共同教育学部】 日本語学講読A 三宅 俊浩 6A21（峰6A-2階） 前期 S010152 【共同教育学部】 日本語学講読A 三宅 俊浩 6A21（峰6A-2階）
前期 S010164 【共同教育学部】 倫理学概論 小谷 英生（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010164 【共同教育学部】 倫理学概論 小谷 英生（群大） 8A33（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010173 【共同教育学部】 英語学入門 山田 敏幸（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010173 【共同教育学部】 英語学入門 山田 敏幸（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010190 【共同教育学部】 情報基礎 飯島 洋祐 計算機演習室（峰8A-2階） 非常勤 前期 S010190 【共同教育学部】 情報基礎 飯島 洋祐 計算機演習室（峰8A-2階） 非常勤
前期 S010205 【共同教育学部】 基礎生物学実験 井口 智文 基礎生物学実験室(峰8C-4階）
前期 S010230 【共同教育学部】 作曲Ⅰ 木下 大輔 6A11（峰6A-1階） 前期 S010230 【共同教育学部】 作曲Ⅰ 木下 大輔 6A11（峰6A-1階）
前期 S010250 【共同教育学部】 美術史 本田 悟郎 8A34（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010250 【共同教育学部】 美術史 本田 悟郎 8A34（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010254 【共同教育学部】 工芸理論 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階） 前期 S010254 【共同教育学部】 工芸理論 松島 さくら子 工芸実習室Ⅰ(峰8E-1階）
前期 S010283 【共同教育学部】 被服素材論 佐々木 和也 8A36（峰8A-3階） 前期 S010283 【共同教育学部】 被服素材論 佐々木 和也 8A36（峰8A-3階）
前期 S010301 【共同教育学部】 視覚障害児の心理･生理･病理 吉野 浩之（群大） 8A23（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010301 【共同教育学部】 視覚障害児の心理･生理･病理 吉野 浩之（群大） 8A23（峰8A-2階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S178111 【教育学部】 教育心理学演習A 宮代 こずゑ 教育心理学第2実験室（峰8B-4階） 前期 S178111 【教育学部】 教育心理学演習A 宮代 こずゑ 教育心理学第2実験室（峰8B-4階）
前期 S254100 【教育学部】 経済政策論 塚本 純 823教室（陽8-2階） 前期 S254100 【教育学部】 経済政策論 塚本 純 823教室（陽8-2階）
前期 S420010 【教育学部】 中等音楽科教育法Ⅲ 新井 恵美 音楽演習室（峰6A-1階） 前期 S420010 【教育学部】 中等音楽科教育法Ⅲ 新井 恵美 音楽演習室（峰6A-1階）
前期 S613010 【教育学部】 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅡ 川島 芳昭 計算機室（峰8F-2階） 前期 S613010 【教育学部】 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅡ 川島 芳昭 計算機室（峰8F-2階）
前期 S716008 【教育学部】 障害児教育学演習Ⅰ 齋藤 大地 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階） 前期 S716008 【教育学部】 障害児教育学演習Ⅰ 齋藤 大地 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階）

前期 S719282 【教育学部】 障害児心理学演習AⅠ 石川 由美子 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階） 前期 S719282 【教育学部】 障害児心理学演習AⅠ 石川 由美子 特別支援教育第1演習室(峰8B-4階）

前期 S010009 【共同教育学部】 幾何学概論 山本 亮介（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010009 【共同教育学部】 幾何学概論 山本 亮介（群大） 8A31（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010012 【共同教育学部】 和声I 新井 恵美 音楽演習室（峰6A-1階） 前期 S010012 【共同教育学部】 和声I 新井 恵美 音楽演習室（峰6A-1階）
前期 S010073 【共同教育学部】 表現基礎(絵画) 喜多村 徹雄（群大） 8A34（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010073 【共同教育学部】 表現基礎(絵画) 喜多村 徹雄（群大） 8A34（峰8A-3階） 群大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010154 【共同教育学部】 外国史概説A 下田 淳 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期 S010154 【共同教育学部】 外国史概説A 下田 淳 8A33（峰8A-3階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S010192 【共同教育学部】 幾何学基礎Ⅰ 國川 慶太 8A21（峰8A-2階） 前期 S010192 【共同教育学部】 幾何学基礎Ⅰ 國川 慶太 8A21（峰8A-2階）
前期 S010208 【共同教育学部】 基礎地学実験 瀧本 家康 基礎地学実験室(峰8C-3階）
前期 S010216 【共同教育学部】 機械工学 蓮田 裕一 技術分野実験授業室（峰8C-1階） 非常勤 前期 S010216 【共同教育学部】 機械工学 蓮田 裕一 技術分野実験授業室（峰8C-1階） 非常勤
前期 S010251 【共同教育学部】 中等美術科指導法A 本田 悟郎 美術第2演習室（峰8B-1階） 前期 S010251 【共同教育学部】 中等美術科指導法A 本田 悟郎 美術第2演習室（峰8B-1階）
前期 S010274 【共同教育学部】 球技F 黒後 洋 体育館（陽東） 前期 S010274 【共同教育学部】 球技F 黒後 洋 体育館（陽東）
前期 S010288 【共同教育学部】 保育学 艮 香織 8A22（峰8A-2階） 前期 S010288 【共同教育学部】 保育学 艮 香織 8A22（峰8A-2階）

前期前半 S010298 【共同教育学部】 視覚障害教育概論 福田 奏子 8A23（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ 前期前半 S010298 【共同教育学部】 視覚障害教育概論 福田 奏子 8A23（峰8A-2階） 宇大ﾒﾃﾞｨｱ
前期 S420015 【教育学部】 中等音楽科教育法Ⅳ 小原 伸一 音楽ホール（峰7A-2階） 前期 S420015 【教育学部】 中等音楽科教育法Ⅳ 小原 伸一 音楽ホール（峰7A-2階）
前期 S634001 【教育学部】 技術研究ｾﾐﾅｰⅠ 松原 真理 製図室(峰8F-2階） 前期 S634001 【教育学部】 技術研究ｾﾐﾅｰⅠ 松原 真理 製図室(峰8F-2階）
前期 S654034 【教育学部】 英語文学演習A 米山 正文 ALｽﾍﾟｰｽ4（峰6A-4階） 前期 S654034 【教育学部】 英語文学演習A 米山 正文 ALｽﾍﾟｰｽ4（峰6A-4階）

木

金

10時限目 16:45～17:309時限目 16:00～16:45
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