
令和2年4月

第１クオーター　　4月7日（火）～6月10日（水）

月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不  定 期 　M1：各コース事例研究Ⅰ（各指導教員）

　M2：各コース事例研究Ⅲ（各指導教員）　（短期履修学生はM1時に代替課題）

第２クォーター　　6月4日（木）～8月5日（水）

月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不  定 期 　M1：各コース事例研究Ⅰ（各指導教員）

　M2：各コース事例研究Ⅲ（各指導教員）　（短期履修学生はM1時に代替課題）

夏期集中 　北海道の教育（共通M1)

夏期集中 　特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割と課題（選択科目）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

生徒指導の実際
（選択科目）
　　主：三上（函館）
　　　　川俣（札幌）
　　　　木下（旭川）
　　　　安川（釧路）

学校教育の課題と教員
（共通M1)
　　主：松橋（札幌）
　　　　井門（札幌）
　　　　北村（旭川）
　　　　竹林（釧路）
　　　　中村（函館）
　　　　杉本（函館）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

発達・学習支援の方法と
実践的課題
（子ども理解・学級経営
コース必修)
　　主：川俣（札幌）
　　　　稲葉（旭川）
　　　　室山（釧路）
　　　　小田（函館）

学校と家庭・地域との連
携における成果と課題
（学校組織マネジメント
コース必修)
　　主：安井（釧路）
　　　　喜多山（札幌）
　　　　藤森（旭川）
　　非：　　　（函館）

授業研究の理論と実際
（教職キャリア形成・研修
デザインコース必修)
　　主：前田（札幌）
　　　　姫野（札幌）
　　　　水上（旭川）
　　　　梅本（釧路）
　　　　阿部（函館）

特色ある学校作りと組織
の活性化を図る学校経
営の実際と課題（共通
M1）
　　主：竹林（釧路）
　　　　喜多山（札幌）
　　　　藤森（旭川）
　　非：　　　（函館）

児童生徒理解とその指
導方法（共通M1)
　　主：川俣（札幌）
　　　　小沼（札幌）
　　　　木下（旭川）
　　非：寺嶋（釧路）
　　　　三上（函館）

令和２年度の大学院教育学研究科　高度教職実践専攻時間割(M1)

道徳教育の諸理論と授
業づくり
（選択科目)
　　主：水上（旭川）
　　　　野寺（札幌）
　　　　梅本（釧路）
　　　　小松（函館）

授業づくりの実際
（カリキュラム・授業開発
コース必修）
　主：藤川（旭川）
　　　野寺（札幌）
　　　梅本（釧路）
　　　阿部（函館）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

教科教育の実践と課題
(共通M1)
　　主：前田（札幌）
　　　　野寺（札幌）
　　　　水上（旭川）
　　　　森（釧路）
　　　　阿部（函館）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

「生きる力」を育む学級・
学年経営の実際と課題
（共通M1)
　　主：杉本（函館）
　　　　 喜多山（札幌）
　　　　 藤森（旭川）
　　　　 安井（釧路）

学びとカリキュラム（共通

M1)

　　主：姫野（札幌）
　　　　水上（旭川）
　　　　梅本（釧路）
　　　　橋本（函館）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
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令和２年度の大学院教育学研究科　高度教職実践専攻時間割(M1)

第３クオーター　　10月1日（木）～12月1日（火）

月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不定期 　M1：各コース事例研究Ⅱ（各指導教員）

　M2：各コース事例研究Ⅳ（各指導教員）

　M2：MOB作成（各指導教員）

第４クォーター　　11月26日（木）～2月3日（水）
月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不 定 期 　M1：各コース事例研究Ⅱ（各指導教員）

　M2：各コース事例研究Ⅳ（各指導教員）

　M2：MOB作成（各指導教員）

※土曜授業の第15講
は、2/3（水）6・7限に実施

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

「総合的な学習の時間」
を創る（共通M1)
　　主：藤川（旭川）
　　　　前田（札幌）
　　　　森（釧路）
　　　　橋本（函館）
　　　　小松（函館）

へき地・小規模校の経営
と課題（選択科目）

　　　今年度休講

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

指導と評価の実践的展
開（共通M1)
　　主：森（釧路）
　　　　野寺（札幌）
　　　　姫野（札幌）
　　　　藤川（旭川）
　　　　橋本（函館）

学級の主体性を育む教
育実践活動（子ども理解
コース必修）
　主：藤森（旭川）
　　　小野寺（札幌）
　　　竹林（釧路）
　　　杉本（函館）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

教師に求められるリー
ダーシップと同僚性の今
日的課題（教職キャリア
形成・研修デザインコー
ス必修)
　　主：中村（函館）
　　　　松橋（札幌）
　　　　北村（旭川）
　　　　竹林（釧路）

子どもの逸脱行動への
実践的対応（選択科目)
　主：小沼（札幌）
　　　木下（旭川）
　非：寺嶋（釧路）
　　　三上（函館）

学校組織マネジメントの
理論と実際（学校組織マ
ネジメントコース必修）
　　主：喜多山（札幌）
　　　　松橋（札幌）
　　　　藤森（旭川）
　　　　竹林（釧路）
　　　　杉本（函館）

現代社会と生徒指導（選
択科目)
　　主：稲葉（旭川）
　　　　小沼（札幌）
　　　　室山（釧路）
　　　　小田（函館）

生徒指導の意義と今日
的課題（共通M1)
　　主：稲葉（旭川）
　　　　川俣（札幌）
　　　　室山（釧路）
　　　　小田（函館）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

特別支援教育の理解と
対応（共通M1)
　　主：小野寺（札幌）
　　非：吉崎（旭川）
　　非：庄子（釧路）
　　非：阿部（函館）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

※土曜授業の第15講
は、11/21（土）2・3限に実
施

教材開発・教材研究の方
法と実践（カリキュラム・
授業開発コース必修)
　　主：森（釧路）
　　　　前田（札幌）
　　　　野寺（札幌）
　　　　藤川（旭川）
　　　　阿部（函館）
※15講目は11/21・4限

これからの時代の学校教
育の在り方（共通M1)
　　主：北村（旭川）
　　　　松橋（札幌）
　　　　安井（釧路）
　　　　杉本（函館）
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令和2年4月

第１クオーター　　4月7日（火）～6月10日（水）

月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不  定 期 　M1：各分野事例研究Ⅰ（各指導教員）

　M2：各分野事例研究Ⅲ（各指導教員）

第２クォーター　　6月4日（木）～8月5日（水）

月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不  定 期 　M1：各分野事例研究Ⅰ（各指導教員）

　M2：各分野事例研究Ⅲ（各指導教員）

夏期集中 　北海道の教育（学級・学校経営分野M2)

夏期集中 　特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割と課題（学級・学校経営分野M2）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

生徒指導の実際(生徒指
導・教育相談分野M2）
　　主：三上（函館）
　　　　川俣（札幌）
　　　　木下（旭川）
　　　　安川（釧路）

学校教育の課題と教員
（共通M1)
　　主：松橋（札幌）
　　　　井門（札幌）
　　　　北村（旭川）
　　　　竹林（釧路）
　　　　中村（函館）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

発達・学習支援の方法と
実践的課題（生徒指導・
教育相談分野M2)
　　主：川俣（札幌）
　　　　稲葉（旭川）
　　　　室山（釧路）
　　　　小田（函館）

学校と家庭・地域との連
携における成果と課題
（学級経営・学校経営分
野M2)
　　主：安井（釧路）
　　　　喜多山（札幌）
　　　　藤森（旭川）
　　非：　　　（函館）

授業研究の理論と実際
（授業開発分野M2)
　　主：前田（札幌）
　　　　姫野（札幌）
　　　　水上（旭川）
　　　　梅本（釧路）
　　　　阿部（函館）

特色ある学校作りと組織
の活性化を図る学校経
営の実際と課題（共通
M1）
　　主：竹林（釧路）
　　　　喜多山（札幌）
　　　　藤森（旭川）
　　非：　　　（函館）

児童生徒理解とその指
導方法（共通M1)
　　主：川俣（札幌）
　　　　小沼（札幌）
　　　　木下（旭川）
　　非：寺嶋（釧路）
　　　　三上（函館）

令和２年度の大学院教育学研究科　高度教職実践専攻時間割(M2)

道徳教育の諸理論と授
業づくり（授業開発分野
M2)
　　主：水上（旭川）
　　　　野寺（札幌）
　　　　梅本（釧路）
　　　　小松（函館）

授業づくりの実際（授業開

発分野M2)

　主：藤川（旭川）
　　　野寺（札幌）
　　　梅本（釧路）
　　　阿部（函館）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

教科教育の実践と課題
(共通M1)
　　主：前田（札幌）
　　　　野寺（札幌）
　　　　水上（旭川）
　　　　森（釧路）
　　　　阿部（函館）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

「生きる力」を育む学級・
学年経営の実際と課題
（共通M1)
　　主：杉本（函館）
　　　　 喜多山（札幌）
　　　　 藤森（旭川）
　　　　 安井（釧路）

学びとカリキュラム（共通

M1)

　　主：姫野（札幌）
　　　　水上（旭川）
　　　　梅本（釧路）
　　　　橋本（函館）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
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令和２年度の大学院教育学研究科　高度教職実践専攻時間割(M2)

第３クオーター　　10月1日（木）～12月1日（火）

月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不定期 　M1：各分野事例研究Ⅱ（各指導教員）

　M2：各分野事例研究Ⅳ（各指導教員）

　M2：MOB作成（各指導教員）

第４クォーター　　11月26日（木）～2月3日（水）
月 火 水 木 金 土

1講目（9：00～10：30）
（1・2時限）

2講目（10：40～12：10）
（3・4時限）

3講目（13：00～14：30）
(5・6時限）

4講目（14：40～16：10）
（7・8時限）

5講目（16：20～17：50）
(9・10時限）

6講目（18：00～19：30）
（11・12時限）

7講目（19：40～21：10）
（13・14時限）

不 定 期 　M1：各分野事例研究Ⅱ（各指導教員）

　M2：各分野事例研究Ⅳ（各指導教員）

　M2：MOB作成（各指導教員）

※土曜授業の第15講
は、2/3（水）6・7限に実施

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

「総合的な学習の時間」
を創る（共通M1)
　　主：藤川（旭川）
　　　　前田（札幌）
　　　　森（釧路）
　　　　橋本（函館）
　　　　小松（函館）

へき地・小規模校の経営
と課題（学級経営・学校
経営分野M2)

　　　今年度休講

M2実習（昼間）

【M2ストレート（必修）】
・自己課題解決・検証実習　225時間5単位
　　31日間（月火金×11週）（4/20～7/8）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）
【M2現職（必修）】
・学校課題解決・検証実習　180時間4単位
　　43日間（概ね1日4時間、9週）（5/11～7/10）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

指導と評価の実践的展
開（共通M1)
　　主：森（釧路）
　　　　野寺（札幌）
　　　　姫野（札幌）
　　　　藤川（旭川）
　　　　橋本（函館）

学級の主体性を育む教
育実践活動（学級経営・
学校経営分野M2）
　主：藤森（旭川）
　　　小野寺（札幌）
　　　竹林（釧路）
　　　杉本（函館）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

教師に求められるリー
ダーシップと同僚性の今
日的課題（学級経営・学
校経営分野M2)
　　主：中村（函館）
　　　　松橋（札幌）
　　　　北村（旭川）
　　　　竹林（釧路）

子どもの逸脱行動への
実践的対応（生徒指導・
教育相談分野M2)
　主：小沼（札幌）
　　　木下（旭川）
　非：寺嶋（釧路）
　　　三上（函館）

学校組織マネジメントの
理論と実際（学級経営・
学校経営分野M2）
　　主：喜多山（札幌）
　　　　松橋（札幌）
　　　　藤森（旭川）
　　　　竹林（釧路）
　　　　杉本（函館）

現代社会と生徒指導（生
徒指導・教育相談分野
M2)
　　主：稲葉（旭川）
　　　　小沼（札幌）
　　　　室山（釧路）
　　　　小田（函館）

生徒指導の意義と今日
的課題（共通M1)
　　主：稲葉（旭川）
　　　　川俣（札幌）
　　　　室山（釧路）
　　　　小田（函館）

M1実習（昼間）

【M1　ストレート（必修）】
・学校課題俯瞰実習 　225時間5単位
　　水木金×8週（前期：5/20～6/12、後期：11/4～11/27）
　　事前・事後指導・セミナー4時間×12回（日程は別途）
【M1　現職（選択必修）】
・リーダー力育成基礎実習Ⅰ　135時間3単位
　　42日間（5/18～6/30）
　　事前・事後指導4時間×3回（日程は別途）
・リーダー力育成基礎実習Ⅱ　90時間2単位
　　21日間（10/15～11/13）
　　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

【短期派遣】
・学校課題解決・検証実習　225時間5単位
　40日間（週1～2日×20週間、4/20～1/22）
　事前・事後指導4時間×2回（日程は別途）

実習事前・事後指導
実習セミナー（ストレート）

特別支援教育の理解と
対応（共通M1)
　　主：小野寺（札幌）
　　非：吉崎（旭川）
　　非：庄子（釧路）
　　非：阿部（函館）

事例研究Ⅰ、Ⅲ(不定期）

・事例研究Ⅰ～Ⅳ（2単位×4、うち6単位必修）
　前期（1、2クォーター）
  後期（3、4クォーター）
  各30時間（15コマ）
　主担当教員と院生で日程調整の上で実施

※土曜授業の第15講
は、11/21（土）2・3限に実
施

教材開発・教材研究の方
法と実践（授業開発分野
M2)
　　主：森（釧路）
　　　　前田（札幌）
　　　　野寺（札幌）
　　　　藤川（旭川）
　　　　阿部（函館）
※15講目は11/21・4限

これからの時代の学校教
育の在り方（共通M1)
　　主：北村（旭川）
　　　　松橋（札幌）
　　　　安井（釧路）
　　　　杉本（函館）
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