
教育学研究科専門職学位課程（教職大学院の課程）教青実践高度化専攻

2 0 1 9年度 時間割
0不定時科目及び集中講義はWEB登録の必要はありませんロ

集中講義の開講日時や履修登録期間については、 掲示をよく確認してください。

0授業時間
1·2時限： 8:50-10:20 3·4時限： 10: 30-12: 00 
5·6時限： 12.50-14:20 7·8時限： 14:30-16:00 9·10時限： 16:10-17:40 

通年開講

曜日 時限 科目区分 時コー間割ド

金 5-8 IJ1. 曹C..t ... 11111 、M403110

金 I s-s ヽ.,.. , 輪,111-n M403120 

不定時 教JII'実醤科目 M404110 

不定時 教育実習科目 M404120 

不定時 数冑実習科目 M404130 

不定時 唸胄冑llllU M404140 

不定時 尊＂舅盲110 M404150 

不定時 on"'s11n ME404160 

不定時 n頁雙冒no M404170 

不定時 鬱W賓111'0 M404180 

前期開講

曜日 時限 科目区分 時
コ間ー割ド

月 1-2 共通科目 M401220 

月 3-4 共通科目 M401420 

月 5-6 共通科目 M401110 

月 7-8 共通科目 M401210 

月 9-10 選択科目 M401230 

火 1-2 選択科目 M40231 o 

火 3-4 共通科目 M40131 O 

水 1-2 選択科目 M402150 

水 1-2 選択科目 M402210 

水 1-2 選択科目 M402221 

水 3-4 選択科目 M402110 

水 5-£ 選択科目 M402215 12019不閣1111

水 I s-6 選択科目 M402230 

水 7-8 選択科目 M402330 

木 1-2 選択科目 M402260 

木 3-4 共通科目 M401510 

木 5-6 共通科目 M401520 

木 7-8 共通科目 M401410 

金 1-2 共通科目 M401320 

金 3-4 共通科目 M401120 

不定時 選択科目 M402295 

不定時 選択科目 M402280 

集中 選択科目 M402250 

集中 選択科目 M402340 

集中1 選択科目 M402130 

集中 隕年間頑 選択科目 M402120 (201�::r-1111:JI) 

集中 "隔"年'間闇SI謂 選択科目 M402140 

後期開講

曜日 時限 科目区分 時コー1111割ド

月 7-8 選択科目 M402270 

月 9-10 選択科目 M402300 

金 I 1-2 選択科目 M402240 

金 3-4 選択科目 M402290 

不定時 選択科目 M402320 

不定時 選択科目 M4014300 

不定時 選択科目 M401440 

集中 選択科目 M401235 

科 目

リフレクションI

リフレクションIl

教育実践プロジェクトI

教育実践プロジェクトIlA

長期インターンシッブ

教育実践プロジェクトIlB

教育実習プロジェクトI (特別支援学校）

教育実習プロジェクトIlA (特別支援学校）

長期インターンシップ（特別支援学校）

教育実践プロジェクトIIB(特別支援学校）

科 目名

授業研究の運営と課題

学級経営の実践と課題

カリキュラム1!1!発の実践と課題

教材開発と教育方法の実践と課題

肢体不自由教育の理論と実践

授業における個のとらえ方と対応

生徒指導の実践と課題

学校における「管理」実践とその課題

授業実践基礎

授業実践基礎（特別支援学校）

集団づくり論

学習科学と協調学習

言語活動を軸にした教育内容·方法論

特別な支援が必要な子どもへの理解と対応

社会科授業デザイン譲

学校教育をめぐる現代的社会状況とその対処

現代教師論

学校改革の実際と課題

持別支援教育の実践と課題

個に応じた指導の実際と評価

教育実践研究方法論

英語授業デザイン論

算数・数学授業デザイン論

障害の璽い子どもへの教育の在り方

栃木の学校改革

学校評価の開発実践

学校と地域の連携に関する実践と課題

科 目名

理科授業デザイン請

病弱教育の理論と実践

国語授業デザイン論

道徳授業デザイン槍

特別支援教育コ ーディネーターの役割と課題

教科教育特綸

教材論

知的障害教育の理論と実践

代表教貝 担当教員

小野瀬善行， 全教員

小野瀬善行 全教員
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司城紀代美 池本・岡澤

司城紀代美 池本・岡澤

司城紀代美 ： 池本・岡澤

司城紀代美 池本• 岡瀑

代表教員 担当教員

松本敏 人見久城

丸山剛史 菊地高夫

青柳宏 和井内 良樹

日野圭子 田村 岳充

岡澤慎一

司城紀代美 松本・石嶋・高久

青柳宏 菊地高夫

小野瀬

青柳宏 人見
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岡澤慎一 司城紀代美

菊地高夫 小野瀬·皆/II· 石嶋

（未定）

青柳宏

司城紀代美

松本敏

小原 一 馬

小野瀬善行， 司城・（未定）

小野瀬善行 ，

司城紀代美 ， 原田浩司

田村岳充 原田浩司

日野圭子 司城・小野瀬

田村岳充

日野圭子 （島田）・（森本）

岡澤慎一 （未定）

菊地高夫 （未定）• 石嶋

小野瀬善行

（廣瀬隆人）

代表教員 担当教員

人見久城

岡瀑慎一

菊地高夫

和井内良樹 上原 秀一

原田 浩司

牧野智彦 i 出li口lB山・ 野
話田

・
簸井濯:ti久HI且上石II

井口智文 南伸昌

司城紀代美 池本、 石川

教室

6号館B棟1F講暴室

6号館B棟IF講養室

教室

6号館B棟IF講鶴室

6号館0棟1「講轟室

6号館8棟1F講讀室

6号館8棟1F講轄室

6号館B棟IF讃裏室

6号館B棟lF講讀室

6� 館0棟IF講穣室

8831 

6号館B棟1F講義室

BBJ1 

BBJI 

6号飽B棟IF講嚢室

8831 

6号館8棟IF講義室

6号館B棟IF請纏室

6号館8棟lF講讀室

6号館B棟1F講義室

6号館8棟IF講義室

6号館8棟IF講纏室

英語漬9'32晉室or

6号館B棟lF講義室
8号l!IIB櫂4蜻特別支tl

．冑!, , 翼●量
6号館B棟lF講義室

6号館8棟1F講覆室

教室

6号館B棟IF謂繕室

6号館8棟1F講覇室

8B31 

絹誼8操IF讀晨室

6号館B棟IF講嚢室


