
授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 学年 授業科目 教員

経営 佐々木 43 1 子ども理解に基づく教育の理論と実践Ⅰ 川﨑

実践 1 国語科教育指導法特論Ⅰ 坂東

特支 須藤・宮木 43 松田　他 1 社会科・地理歴史教育指導法特論 吉川

経営 1 社会科・公民教育指導法特論 田本

実践 1 数学教育指導法特論 関口・泉池

特支 1 理科教育指導法特論Ⅰ 佐伯

経営 1 音楽科教育指導法特論 高橋（雅）・斎藤（完）

実践 1 美術教育指導法特論Ⅰ 吉田・平川

特支 1 体育科教育指導法特論Ⅰ 斉藤（雅）

経営 佐々木・池田 43 松岡（敬）・藤上 43 1 技術科教育指導法特論Ⅰ 阿濱・森岡・岡村

実践 藤上・松岡（敬） 42 1 情報科教育指導法特論Ⅰ 葛・野村・阿濱

特支 松岡・須藤 松岡（敬）・藤上 43／42 1 家庭科教育指導法特論 西

経営 佐々木・板垣 43 1 英語科教育指導法特論Ⅰ 猫田

実践

特支 佐々木・板垣 43

経営

実践

特支 授業内容構成特論 岡崎　他

経営 教育相談・特別支援教育の理論と実践Ａ 田邊・木谷 センター2F 教科カリキュラム開発、授業デザインと評価A 前田・栗田 43

実践 教育相談・特別支援教育の理論と実践Ｂ 木谷・田邊 共同演習室 教科カリキュラム開発、授業デザインと評価B 栗田・前田 43

特支 教育相談・特別支援教育の理論と実践Ａ／Ｂ 木谷・田邊 センター2F/共同演習室 教科カリキュラム開発、授業デザインと評価Ｂ 栗田・前田 43 教科カリキュラム開発、授業デザインと評価A 前田・栗田 43 ４月８日（月） 授業開始

経営 学外連携・コミュニティ・スクールの理論と実践A 池田・霜川 43 学校危機管理、リスクマネジメントの理論と実践Ａ 静屋・板垣 21 ５月１５日（土） 予備日※

実践 学外連携・コミュニティ・スクールの理論と実践B 霜川・池田 33 学校危機管理、リスクマネジメントの理論と実践Ｂ 板垣・静屋 センター2F ７月１６日（火） 月曜日授業振替

特支 学外連携・コミュニティ・スクールの理論と実践A／Ｂ 池田・霜川 43/33 特別支援教育開発演習 宮木 学校危機管理、リスクマネジメントの理論と実践Ａ／Ｂ 静屋・板垣 21/センター2F ８月７日（水）、８日（木） 予備日※

経営 ８月９日（金）～９月３０日（月） 夏季休業

実践 ９月２７日（金） 前期卒業式 

特支

経営

実践

特支

【 通 年 科 目 】

カリキュラム開発の理論と実践Ａ 關 教職総合実践Ⅰ・（養護）・（栄養）・（特別支援教育） 指導教員
学校組織マネジメント探求 佐々木・池田
教職総合実践Ⅲ・（養護）・（栄養）・（特別支援教育） 指導教員 現代的課題と授業改善の実践Ⅰ 霜川　他
カリキュラム開発の理論と実践Ｂ 關・美作

授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 学年 授業科目 教員

経営 道徳教育の理論と実践Ａ 松岡（敬） 43 藤上・美作 43 1 子ども理解に基づく教育の理論と実践Ⅱ 川﨑

実践 藤上 11 1 国語科教育指導法演習 岸本

特支 道徳教育の理論と実践Ａ 松岡（敬） 43 藤上・美作 43/11 1 社会科・地理歴史教育指導法演習 吉川・森下・楮原

経営 1 社会科・公民教育指導法演習 田本・佐野・松原・阿部・森

実践 1 数学教育指導法演習 関口・石原

特支 1 理科教育指導法演習 重松・和泉・千々和・佐伯・栗田・源田・柴田・北沢

経営 佐々木・静屋 43 1 音楽科教育指導法演習Ⅰ 高橋（雅）・成川・友清

実践 1 美術教育指導法演習 吉田・上原

特支 1 体育科教育指導法演習 斉藤（雅）

経営 1 技術科教育指導法演習 阿濱・岡村・森岡

実践 1 情報科教育指導法演習 鷹岡

特支 1 家庭科教育指導法演習 西

経営 1 英語科教育指導法演習 高橋（俊）・猫田・セネック

実践

特支

経営

実践 授業デザイン総合演習 岡崎　他

特支

経営 道徳教育の理論と実践Ａ 松岡（敬） 43 知識基盤社会における情報活用の理論と実践Ａ 鷹岡・阿濱 43

実践 知識基盤社会における情報活用の理論と実践Ｂ 阿濱・鷹岡 共同演習室 道徳教育の理論と実践B 松岡（敬） 43 １０月１日（火） 授業開始

特支 道徳教育の理論と実践Ａ 松岡（敬） 43 知識基盤社会における情報活用の理論と実践Ａ／Ｂ 鷹岡・阿濱 43/共同演習室 道徳教育の理論と実践B 松岡（敬） 43 １０月３０日（水） 月曜日授業振替日

経営 静屋・佐々木 43 １１月１４日（木） 月曜日授業振替日

実践 佐々木・静屋 24 １１月３０日（土） 予備日※

特支 特別支援教育実践ケーススタディ 松田・宮木 43/24 １２月２７日（金）～１月５日（日） 冬季休業

経営 １月１７日（金） 臨時休業（大学入試センター試験準備）

実践 １月２１日（火） 金曜日授業振替日 

特支 松岡・須藤 ２月５日（水）～２月６日（木） 予備日※

経営 特別活動の実践と課題 松岡（敬）・藤上 43 ２月７日（金）～３月３１日（火） 学年末休業 

実践 ３月２４日（火） 卒業式 

特支 須藤・松岡

【 通 年 科 目 】
教職総合実践Ⅱ・（養護）・（栄養）・（特別支援教育） 指導教員
教職高度化実践研究Ⅰ・（養護）・（栄養）・（特別支援教育） 指導教員
教育行政インターンシップ 静屋・板垣 現代的課題と授業改善の実践Ⅱ 霜川正幸　他
教職高度化実践研究Ⅱ・（養護）・（栄養）・（特別支援教育） 指導教員

・教室番号欄が空欄になっている授業は，各所属の演習室等でおこないます。
・教職総合実践Ⅱ、教職高度化実践研究Ⅰ・Ⅱについては履修登録不要。学務係で登録を
行う。

・教室番号欄が空欄になっている授業は，各所属の演習室等でおこないます。
・教職総合実践Ⅰ・Ⅲについては履修登録不要。学務係で登録をおこないます。

※予備日：「気象事情による災害発生の恐れがある場合の授業及び定期試験の取り扱い」の
規定に基づき休講となった授業等の実施に充てる。

特別支援教育の基礎と動向 松田　他

特別支援教育モデルケーススタディ 松田・宮木

教育開発実践　学校実習

教育開発実践　学校実習

【 集 中 講 義 】

1年 山口県教育の現状と課題 霜川・和泉

2年

火

1年

教育の制度と政策

2年

曜
日

７・８時限　（１４：３０～１６：００）

・教職総合実践Ⅰ・Ⅲ　以外に履修登録する科目がない場合は、ＷＥＢ履修登録時は「今
期履修しない」にチェックを入れてください。
・時間割が決まっていない授業のWEB履修登録は、一番下の「集中等」から選択できま
す。

松岡（敬）・板垣

金

月

1年

学校関係法令の適用と課題

行動問題解決支援論

2年

特別支援教育における教育実践の方法

教育実践開発　学校実習

平成31年度（2019年度）　　教育学研究科　専門職学位課程　教職実践高度化専攻　（教職大学院）　授業時間割

前期
下記授業科目については、担当教員と相談の上、各自で時間割を決定してください。曜

日
学
年

コース
１・２時限　（８：４０～１０：１０） ３・４時限　（１０：２０～１１：５０） ５・６時限　（１２：５０～１４：２０） ７・８時限　（１４：３０～１６：００） ９・１０時限　（１６：１０～１７：４０）

火

1年

2年

水

1年

学校評価と学校改善

学校評価と学校改善

2年

学校経営と組織開発

特別支援教育コーディネーター校内実践論

学級経営の理論と実践

学級経営開発基礎

教育実践開発　学校実習

43

2年 学校不適応・問題行動等事例研究 田邊・木谷 キャリア教育実践演習 藤上・松岡（敬）

生徒指導の実践と課題

共同演習室 43

木

1年

2年

2年

【 集 中 講 義 】

栗田・鷹岡 43

金

1年

1年

前田 43

・教職総合実践Ⅱ、教職高度化実践研究Ⅰ・Ⅱ　以外に履修登録する科目がない場合
は、ＷＥＢ履修登録時は「今期履修しない」にチェックを入れてください。
・時間割が決まっていない授業のWEB履修登録は、一番下の「集中等」から選択できま
す。

2年

霜川・和泉

教育行財政の制度と課題Ａ

教育行財政の制度と課題Ｂ

水

1年

2年

木

山口県教育の現状と課題

行動問題解決支援演習

特別支援教育コーディネーター地域実践論

2年

1年

過年度生

学年歴

過年度生

学年歴

スクール・カウンセリングの実践と課題 田邊 43

後期

授業実践高度化演習

下記授業科目については、担当教員と相談の上、各自で時間割を決定してください。

1年 授業技術の理論と実践

９・１０時限　（１６：１０～１７：４０）学
年

コース
１・２時限　（８：４０～１０：１０） ３・４時限　（１０：２０～１１：５０） ５・６時限　（１２：５０～１４：２０）

月

1年

教職員研修開発実践演習・（養護）・（栄養）

教職員研修開発基礎

教職員研修開発基礎／教職員研修開発実践演習

2年


