
2019年度　前期　授業時間割表　【子ども発達学科】

科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考

教科社会 水谷 東451 子どもフィールドワークⅠ 廣瀬-小栗-杉山章 東205 保育原理 田中ヒ 東451

子どもと社会 白山 図書館情報学習室

総合学習論 脇田 東203 スポーツ社会学 (小林) 西782 教科体育 （杉山香） 西742･西体育館

知的障害児教育論Ⅰ 杉山章 東203

子どもと社会 白山 図書館情報学習室

３年 聴覚・言語障害児教育総論 杉山章 東209 病弱児の心理・生理・病理 池田 東452 社会科指導法 水谷 東451

４年 子どもの食と栄養Ⅰ 鈴木侑 西731 重複障害児教育総論 池田 東452 教科体育演習 (杉山香) 東405・西体育館 翻訳論 （栗木） 東203 障害児保育Ⅱ 杉山章 東311

１年 教科生活 脇田 東209 保育の心理学Ⅰ （神谷か） 西782 子どもとうた 小栗 西133・231 子ども学総論 菅野-安藤-白山 東205 子どもと遊び 杉山章 東203

子どもの発達支援 池田 東452 社会福祉 長瀬 東520 教科図画工作演習 廣瀬 東551 ワークショップ研究 廣瀬 東551

子どもとうた 小栗 西133・231 子どもと遊び 杉山章 東203

算数科指導法 藤井 東203 外国語活動の実践 下内-（米田） 東203 保育内容・人間関係 田中ヒ 東202

保育内容・健康 (横山) 西732 日本語史 （アルベケル） 東206

乳児保育Ⅱ （鬼頭） 西742 教職実践演習(小)A 中尾 東405 教科音楽演習 菅野 東312 家庭支援論演習 長瀬 東404

発達障害児の心理・生理・病理 池田 東451

１年 教科算数 藤井 東203 教科器楽Ⅰ 小栗-熊沢 西133・134 教科図画工作 廣瀬 東551 教育原理 白山 東209

２年 カウンセリング 中尾 東520 肢体不自由児の心理・生理・病理 池田 東201 保育・教育課程総論 田中ヒ 東452 教育課程論 國枝 東203

理科指導法 安藤 東635 国語科指導法 藤垣 東404 保育内容・環境 (二橋) 西782 教育経営論 脇田 東203 現代語特殊研究A （アルベケル） 東206

文法・文体論 （木戸） 東210 解釈学 （栗木） 東205 専門演習ⅠA 熊沢 東301

教科算数演習 藤井 東652 保育実習指導Ⅲ 杉山章 東203 保育実習指導Ⅱ★ 小栗 東209 地域福祉論 柴崎 東210

教科社会演習 水谷 東356 教科家庭演習 (夫馬) 東202

教科理科Ⅰ 安藤 東407 子ども家庭福祉 長瀬 東404

心理学概論 宮本 東520

２年 教科理科Ⅰ 安藤 東407 教科器楽Ⅱ 小栗-熊沢 西133・西134

３年 社会的養護内容 長瀬 東520 保育実習指導Ⅰ 杉山章-小栗 東203 こども音楽療育演習 菅野 東312 異文化理解論 富田 東202

教科国語演習 藤垣 東452 教科器楽Ⅲ 小栗 西133・134 施設経営論 田上 東451

専門演習ⅡA 廣瀬 東551

１年

２年

教育実習指導Ⅰ(小)★ 脇田-藤垣 東201 特別支援教育実習セミナー★ 池田 東452 後期火4 子どもの保健ⅠＡ （小田香） 東209

教育実習指導Ⅰ(幼)★ 杉山章 東203

教育実習指導Ⅱ(小)★ 藤垣-脇田 東201

教育実習指導Ⅱ(幼)★ 杉山章 東203

１年

２年

３年

卒業研究★ 菅野 卒業研究★ 杉山章 卒業研究★ 長瀬 卒業研究★ 安藤 卒業研究★ 廣瀬

卒業研究★ 脇田 卒業研究★ 池田 卒業研究★ 中尾 卒業研究★ 小栗

卒業研究★ 藤井

卒業研究★ 熊澤

【実習】 ★・・・通年科目    ☆・・・連続開講科目    ◆・・・複数開講科目    【特別】・・・特別開講科目

学年 科目名 担当者

3 保育実習Ⅰ（施設） 杉山-小栗

4 特別支援教育実習 池田

3 教育実習Ⅰ（幼） 杉山

3 教育実習Ⅰ（小） 脇田-藤垣
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