
授業時間 教室；表示は、研究棟 - 教室
キャンパス

マップ

時限 1：教育学部第１研究棟 S3-2

1 2：教育学部第２研究棟 S3-4

2 3：教育学部第３研究棟 S4-3

3 4：教育学部４号館（美術棟） S4-2

4 5：教育学部５号館（音楽棟） S4-1

5 6：教育学部講義棟６号館 S3-1

6
（夜間）

7：教育学部講義棟７号館 S2-2

7
（夜間）

デ：教育デザインセンター S2-3

共：全学共用棟C S6-4

ターム 高大：高大接続・全学教育推進センター S5-2

学期 ターム 双：双方向オンライン授業

第１ターム オ：オンデマンド授業

第２ターム

第３ターム

第４ターム

第５ターム

第６ターム

授業は６ターム制で行い、「講義＋演習」を基本とした９０分２コマで実施します。

４月８日（金） ～ 　６月　９日（木）

※7-303・オは7-303での対面とオンデマンド授業のハイ
ブリッド授業

秋学期

６月１０日（金） ～ 　８月５日（金）

８月８日（月） ～ 　９月３０日（金）

１０月　５日（水） ～ １２月　２日（金）

１２月　５日（月） ～ 　２月　９日（木）

２月１１日（土） ～ 　３月３１日（金）

２０２２年度

横浜国立大学教職大学院

（教育学研究科高度教職実践専攻）

授業時間割表

春学期

月～金曜日

　8時50分～10時20分

10時30分～12時00分

13時00分～14時30分

14時40分～16時10分

16時15分～17時45分

17時50分～19時20分

19時25分～20時55分

土、日曜日及び祝日
・長期休業期間等

集中講義
・不定期

期間



第1ターム
時限

曜日 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX14001 共C101 共通 学校マネジメントとリーダーシップ
青木 (弘), 桜田 (京),

榮（秀）
AX60032 双 選択教科 数学の学習指導と評価

池田（敏）, 山本

（光）

AX14003 デ-206 共通 特別支援学校の組織マネジメント
渡部 （匡）, 名執

（宗）
AX60052 7-201 選択教科 家庭科の教材デザイン論と実践Ⅰ

杉山 （久）, 三戸

（夏）

AX11001 共C101 共通
社会に開かれた教育課程とカリキュラ

ムマネジメント

石塚 （等）, 松原

（雅）
AX11002 共C101 共通

社会に開かれた教育課程とカリキュラ

ムマネジメント

石塚 （等）, 松原

（雅）

AX11003 デ-206 共通
特別支援教育のカリキュラムマネジメ

ント

徳永 （亜）, 名執

（宗）
AX11004 デ-206 共通

特別支援教育のカリキュラムマネジメ

ント

徳永 （亜）, 名執

（宗）

AX60045 未定 選択教科 保健体育の教材デザイン論と実践
木村 （昌）, 物部

（博）, 山﨑   (朱)

AX12001 共C101 共通 授業デザインの理論と実践
長沼（武）, 山内

(裕), 髙木 （ま）
AX60031 2-511 選択教科 数学の教材デザイン論と実践

両角 （達）, 池田

（敏）

AX12002 デ-206 共通 特別支援教育の授業デザイン
渡部 （匡）, 後藤

（隆）

AX14002 共C101 共通 学級経営・学級指導の理論と実践

藤原 （寿）, 木原

（裕）, 松崎

（博）, 榮（秀），

市下 (啓)

AX60018 デ-206 選択マネ 同僚性の構築に関する理論と実践
脇本 （健）, 松原

（雅）

集中・不定期
コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60057 高大204 選択教科 英語科の教材デザイン論と実践
渡辺 （雅）, 田中

（秀）

土曜日１・

２限

第1ターム

1・2限（8:50～12:00） 3・4限（13:00～16:10） 6・7限（17:50～～20:55）

月

火

水

木



第2ターム
時限

曜日 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX13001 共C101 共通 子どもの理解と支援
泉（真）, 藤原

（寿）, 水木 （尚）
AX60058 7-202 選択教科 英語科の学習指導と評価 斉田 （智） AX13002 共C101 共通 子どもの理解と支援

泉（真）, 藤原

（寿）, 水木 （尚）

AX60010 未定 共通選択 学校健康教育 物部 （博）

AX60021 3-603・オ 選択教科
国語の授業デザイン論と教材デザイン

論

青山（浩）, 石田

（喜）, 一柳 （廣）,

古田 （恵）

AX60034 未定 選択教科 理科の授業デザイン論と実践
和田 （一）, 加藤

（圭）

AX15003 共C101 共通 専門職としての教員の職能発達
脇本 （健）, 小松

（典）, 榮（秀）
AX15004 共C101 共通 専門職としての教員の職能発達

脇本 （健）, 小松

（典）, 榮（秀）

AX16001 双・オ 共通 EdTechを活用した授業の方法
野中 （陽）, 山本

（光）
AX16002 双・オ 共通 EdTechを活用した授業の方法

野中 （陽）, 山本

（光）

AX60053 7-201 選択教科 家庭科の教材デザイン論と実践Ⅱ
園田 （菜）, 薩本

（弥）, 佐桑 （あ）

AX16004 共C101 共通 教育改革の現状と神奈川の教育事情

石塚 （等）, 木原

（裕）, 小松 （典）,

水木 （尚）

AX60065 デ-206 選択教科 特別支援教育の内容と実践B
後藤 （隆）, 渡部

（匡）
AX60003 共C101 共通選択 特別活動の理論と実践

藤原 （寿）, 木原

（裕）

AX60066 デ-206 選択教科 特別支援教育の内容と実践B
後藤 （隆）, 渡部

（匡）

集中・不定期
コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60007 未定 共通選択 情報モラルと著作権教育
山本 （光）, 野中

（陽）

土曜日３・

４限

AX60049
4-101・

102
選択教科 技術の教材デザイン論と実践

小林 （大）, 坂本

（智）

第2ターム

1・2限（8:50～12:00） 3・4限（13:00～16:10） 6・7限（17:50～～20:55）

月

火

水

木



第4ターム
時限

曜日 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX15001 デ-206 共通
特別支援教育コーディネーターの役割

と課題

渡部 （匡）, 軍司

（敦）, 後藤（素）
AX15002 デ-206 共通

特別支援教育コーディネーターの役割

と課題

渡部 （匡）, 軍司

（敦）, 後藤（素）

AX60041 4-305 選択教科 美術科の教材デザイン論と実践Ⅱ 小池 （研）

AX60046 1-106 選択教科 保健体育の学習指導と評価
伊藤 （信）, 山﨑

(朱)

AX60016 デ-206 選択マネ 行政研修の企画・運営
松原 （雅）, 石塚

（等）, 長沼（武）

AX60067 デ-206 選択教科 特別支援教育の内容と実践C
雁丸 （新）, 徳永

（亜）

AX60009 7-311 共通選択 幼児理解の理論と実践 園田 （菜） AX60037 未定 選択教科 音楽の授業デザイン論と実践 小川 （昌） AX60044
1-105・

106
選択教科 保健体育の授業デザイン論と実践

梅澤 （秋）, 山﨑

(朱)

AX60013 デ-206 選択マネ 教育相談体制とカウンセリング
藤原 （寿）, 松崎

（博）

集中・不定期
コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60004 2-214 共通選択
総合的な学習の理念とカリキュラム開

発
金馬 （国）

AX60008 未定 共通選択 消費者教育・ＥＳＤの理念と実践 松葉口 （玲）

AX60022 3-603・オ 選択教科
国語の教材デザイン論と実践Ⅰ（文

字・言語）

青山（浩）, 古田

（恵）

AX60038 未定 選択教科 音楽の教材デザイン論と実践
島田 （広）, 河野

（克）, 金光 （真）

AX60050
4-101・

104・205
選択教科 技術の実践演習

鬼藤 （明）, 小林

（大）, 北川 （晃）

AX60056 双 選択教科 英語科の授業デザイン論と実践 尾島 （司）
土曜日１・２

限

第4ターム

1・2限（8:50～12:00） 3・4限（13:00～16:10） 6・7限（17:50～～20:55）

月

火

水

木



第5ターム
時限

曜日 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考 コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60005 未定 共通選択 グローバル化に対応した教育
堀内 （か）, 小池

（研）, 野中 （陽）

AX60025 オ・双 選択教科
社会系教科の授業デザイン論と教材デ

ザイン論Ⅰ

鈴木 （允）, 重松

（克）, 白取 （道）
AX60011 未定 共通選択 食教育の理論と実践

杉山 （久）, 三戸

（夏）

AX60064 デ-206 選択教科 特別支援教育の内容と実践A 軍司 （敦）, 泉（真） AX60042 4-305 選択教科 美術科の実践演習 松原 （雅）

AX60015 デ-206 選択マネ
レッスンスタディーとアクションリ

サーチ

青木 (弘), 長沼（武）,

市下（啓）

AX60014 デ-206 選択マネ スクールリーダーシップの事例研究

松原 （雅）, 小松

（典）, 佐藤 （到）,

水木 （尚）

AX60028 2-214 選択教科 生活科・総合の授業デザイン論と実践
金馬 （国）, 松葉口

（玲）

集中・不定期
コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60023 3-603・双 選択教科
国語の教材デザイン論と実践Ⅱ（文

学・テクスト）

石田 （喜）, 一柳

（廣）

第5ターム

1・2限（8:50～12:00） 3・4限（13:00～16:10） 6・7限（17:50～～20:55）

月

火

水

木



通年不定期科目

コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60012 デ-206 共通選択 教職キャリア開発の方法 脇本 （健）, 山内 (裕), 榮（秀）

AX60019 デ-206 選択マネ 課題フィールドワーク 脇本 （健）, 藤原 （寿）

AX60020 デ-206 選択マネ 学校マネジメントの高度教育研究方法論
野中 （陽）, 倉本 （哲）, 泉（真）, 脇

本 （健）

AX60024 未定 選択教科 国語の高度教育研究方法論
青山（浩）, 石田 （喜）, 一柳 （廣）,

古田 （恵）

AX60026
教室未定・

オ・双
選択教科

社会系教科の授業デザイン論と教材デザイ

ン論Ⅱ
鈴木 （允）, 池口 （明）

AX60027 3-712 選択教科 社会系教科の高度教育研究方法論 鈴木 （允）, 重松 （克）

AX60029 2-214 選択教科 生活科・総合の高度教育研究方法論 金馬 （国）, 松葉口 （玲）

AX60033 2-511 選択教科 数学の高度教育研究方法論 両角 （達）, 山本 （光）

AX60036 未定 選択教科 理科の高度教育研究方法論 和田 （一）, 加藤 （圭）, 平島 （由）

AX60039 未定 選択教科 音楽の高度教育研究方法論 小川 （昌）, 中嶋 （俊）

AX60043 未定 選択教科 美術科の高度教育研究方法論 小池 （研）, 原口 （健）

AX60047 未定 選択教科 保健体育の高度教育研究方法論
物部 （博）, 伊藤 （信）, 梅澤 （秋）,

木村 （昌）, 山﨑 （朱）

AX60051 4-101・104 選択教科 技術の高度教育研究方法論 鬼藤 （明）, 小林 （大）

AX60055 未定 選択教科 家庭科の高度教育研究方法論
堀内 （か）, 杉山 （久）, 園田 （菜）,

薩本 （弥）

AX60059 未定 選択教科 英語科の高度教育研究方法論 斉田 （智）, 尾島 （司）, 渡辺 （雅）

AX60068 デ-206 選択教科 特別支援教育高度教育研究方法論
渡部 （匡）, 徳永 （亜）, 泉（真）, 軍司

（敦）

AX60069 附属 教育実習指導の実践研究 松原 （雅）, 小松 （典）

AX60070 附属 実践研究のマネジメントⅠ 松原 （雅）, 小松 （典）

AX60071 附属 実践研究のマネジメントⅡ 松原 （雅）, 小松 （典）

AX60072 附属 学校研究のための教材研究
松原 （雅）, 小松 （典）, 青木(弘)，和田

（一）, 鬼藤 （明）, 石田 (喜），鈴木 (允)

AX60073 附属 学校研究のためのカリキュラム開発
松原 （雅）, 小松 （典）, 青木(弘)，和田

（一）, 鬼藤 （明）, 石田 (喜），鈴木 (允)

AX60074 附属 学校研究のための授業研究
松原 （雅）, 小松 （典）, 青木(弘)，和田

（一）, 鬼藤 （明）, 石田 (喜），鈴木 (允)

AX60075 附属 特別支援学校教育実習指導の実践研究 徳永 （亜）

AX60076 附属 特別支援教育実践研究のマネジメントⅠ 徳永 （亜）

AX60077 附属 特別支援教育実践研究のマネジメントⅡ 徳永 （亜）

AX60078 附属 特別支援学校研究のための教材研究 徳永 （亜）

AX60079 附属
特別支援学校研究のためのカリキュラム開

発
徳永 （亜）

AX60080 附属 特別支援学校研究のための授業研究 徳永 （亜）

AX70003 実習 教職専門実地研究Ⅰ 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70004 実習 特別支援教育教職専門実地研究Ⅰ 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70005 実習 教職専門実地研究Ⅱ 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70006 実習 特別支援教育教職専門実地研究Ⅱ 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70007 実習 教職専門実地研究Ⅲ 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70008 実習 教職専門実地研究Ⅳ 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70009 実習 教職専門実地研究Ⅴ 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70010 実習 授業改善実地研究 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）

AX70011 実習 特別支援教育授業改善実地研究 物部 （博）, 長沼（武）, 名執 （宗）



第３ターム集中・不定期科目

コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX16003 未定 共通 インクルーシブ教育の理論と課題 泉（真）, 後藤（素）

AX60001 デ-206 共通選択 「資質・能力」育成のための理論と実践
石塚 （等）, 長沼（武）, 髙木

（ま）

AX60002 共C101 共通選択 学びと授業づくりの心理学 有元 （典）, 鈴木 （雅）

AX60006 未定 共通選択 人間社会と科学
加藤 （圭）, 和田 （一）, 平島

（由）, 津野 （宏）, 古本 (猛 ）

AX60017 デ-206 選択マネ 学校運営と危機管理の実際
小松 （典）, 石塚 （等）, 長沼

（武）, 泉（真）

AX60030 2-511 選択教科 数学の授業デザイン論と実践 池田（敏）, 両角 （達）

AX60040 4-110 選択教科 美術科の教材デザイン論と実践Ⅰ 原口 （健）

AX60054 未定 選択教科 家庭科の学習指導と評価 堀内 （か）

AX60060 デ-206 選択教科 特別支援教育と評価 徳永 （亜）, 雁丸 （新）

春期（第１～3ターム）不定期科目

コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60035
2-316,7-

102,2-213
選択教科 理科の教材デザイン論と実践

平島 （由），古本 (猛), 鈴木 （俊）,

津野 （宏），西 (栄)，倉田 (薫)，河

潟 (俊)，筆保 (弘)

AX60062 未定 選択教科 特別支援教育実践演習Ⅰ
渡部 （匡）, 徳永 （亜）, 軍司

（敦）, 後藤 （隆）

AX70001 未定 実習 教育課題発見実地研究
物部 （博）, 長沼（武）, 名執

（宗）

AX80001 課題研究
学校課題解決研究Ａ（学校マネジメントプログラ

ム）
石塚 （等）, 脇本 （健）

AX80002 デ-206.201 課題研究
学校課題解決研究Ａ（言語・文化・社会グルー

プ）
鈴木 （允）, 斉田 （智）

AX80003 7-308,310 課題研究 学校課題解決研究Ａ（自然・生活グループ）
和田 （一）, 鬼藤 （明）, 堀内

（か）

AX80004 7-311,302 課題研究
学校課題解決研究Ａ（芸術・身体・特別支援グ

ループ）
小池 （研）, 小川 （昌）

AX80009 共C101 課題研究
学校課題解決研究Ⅰ（学校マネジメントプログラ

ム）
石塚 （等）, 脇本 （健）

水曜４～５限不定期開

講

AX80010 デ-206.201 課題研究
学校課題解決研究Ⅰ（言語・文化・社会グルー

プ）
鈴木 （允）, 斉田 （智）

火曜３～４限不定期開

講

AX80011 7-308,310 課題研究 学校課題解決研究Ⅰ（自然・生活グループ）
和田 （一）, 鬼藤 （明）, 堀内

（か）

木曜３～４限不定期開

講

AX80012 7-311,302 課題研究
学校課題解決研究Ⅰ（芸術・身体・特別支援グ

ループ）
小池 （研）, 小川 （昌）

月曜３～４限不定期開

講

AX80017 7-311他 課題研究 学校課題解決研究Ａ（特別支援教育） 雁丸 （新）, 名執 （宗）

AX80019 7-311他 課題研究 学校課題解決研究Ⅰ（特別支援教育） 雁丸 （新）, 名執 （宗）
月曜３～４限不定期開

講

秋期（第４～6ターム）不定期科目

コード 教室 科目区分 授業科目名 担当教員 備考

AX60063 未定 選択教科 特別支援教育実践演習Ⅱ
渡部 （匡）, 徳永 （亜）, 軍司

（敦）, 後藤 （隆）

AX70002 実習 教育課題解決実地研究
物部 （博）, 長沼（武）, 名執

（宗）

AX80005 共C101 課題研究
学校課題解決研究B（学校マネジメントプログラ

ム）
石塚 （等）, 脇本 （健）

AX80006 デ-206.201 課題研究
学校課題解決研究B（言語・文化・社会グルー

プ）
鈴木 （允）, 斉田 （智）

AX80007 7-308,310 課題研究 学校課題解決研究B（自然・生活グループ）
和田 （一）, 鬼藤 （明）, 堀内

（か）

AX80008 7-311,302 課題研究
学校課題解決研究B（芸術・身体・特別支援グ

ループ）
小池 （研）, 小川 （昌）

AX80013 共C101 課題研究
学校課題解決研究Ⅱ（学校マネジメントプログラ

ム）
石塚 （等）, 脇本 （健）

水曜４～５限不定期開

講

AX80014 デ-206.201 課題研究
学校課題解決研究Ⅱ（言語・文化・社会グルー

プ）
鈴木 （允）, 斉田 （智）

火曜３～４限不定期開

講



AX80015 7-308,310 課題研究 学校課題解決研究Ⅱ（自然・生活グループ） 和田 （一）, 鬼藤 （明）
木曜３～４限不定期開

講

AX80016 7-311,302 課題研究
学校課題解決研究Ⅱ（芸術・身体・特別支援グ

ループ）
小池 （研）, 小川 （昌）

月曜３～４限不定期開

講

AX80018 7-311 課題研究 学校課題解決研究Ｂ（特別支援教育） 雁丸 （新）, 名執 （宗）

AX80020 7-311 課題研究 学校課題解決研究Ⅱ（特別支援教育） 雁丸 （新）, 名執 （宗）
月曜３～４限不定期開

講



※夜間開講科目は、リカレント対応科目です。履修は、原則として、現職教員・社会人を対象としています。

※2023年度の開講科目は予定であり、変更になる可能性があります。履修計画を立てつつも、2022年度の時間割は必ず次年度時間割で確認してください。

昼
集中

・不定期
夜間 昼

集中

・不定期
夜間

共通1 社会に開かれた教育課程とカリキュラムマネジメント 〇 〇 ○

共通1 特別支援教育のカリキュラムマネジメント 〇 〇 ○

共通2 授業デザインの理論と実践 〇 ○ ○

共通2 特別支援教育の授業デザイン 〇 ○ ○

共通3 子どもの理解と支援 〇 〇 ○

共通4 学校マネジメントとリーダーシップ 〇 ○ ○

共通4 学級経営・学級指導の理論と実践 〇 ○ ○

共通4 特別支援学校の組織マネジメント 〇 ○ ○

共通5 特別支援教育コーディネーターの役割と課題 〇 〇 ○

共通5 専門職としての教員の職能発達 〇 〇 ○

共通6 EdTechを活用した授業の方法 〇 〇 ○

共通6 インクルーシブ教育の理論と課題 〇 ○

共通6 教育改革の現状と神奈川の教育事情 〇 ○ ○

共通選択 「資質・能力」育成のための理論と実践 〇 ○

共通選択 学びと授業づくりの心理学 〇 ○

共通選択 特別活動の理論と実践 〇 ○

共通選択 総合的な学習の理念とカリキュラム開発 〇 ○

共通選択 グローバル化に対応した教育 〇 ○

共通選択 人間社会と科学 〇 ○

共通選択 情報モラルと著作権教育 〇 ○

共通選択 消費者教育・ＥＳＤの理念と実践 〇 ○

共通選択 幼児理解の理論と実践　 〇 ○

共通選択 学校健康教育　 〇 ○

共通選択 食教育の理論と実践　 〇 ○

共通選択 教職キャリア開発の方法 〇 ○

選択マネ 教育相談体制とカウンセリング 〇 ○

選択マネ スクールリーダーシップの事例研究 〇 ○

選択マネ レッスンスタディーとアクションリサーチ 〇 ○

選択マネ 行政研修の企画・運営 〇 ○

選択マネ 学校運営と危機管理の実際 〇 ○

選択マネ 同僚性の構築に関する理論と実践 〇 ○

選択マネ 課題フィールドワーク 〇 ○

選択マネ 学校マネジメントの高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 国語の授業デザイン論と教材デザイン論 〇 ○

選択教科 国語の教材デザイン論と実践Ⅰ（文字・言語） 〇 ○

選択教科 国語の教材デザイン論と実践Ⅱ（文学・テクスト） 〇 ○

選択教科 国語の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅰ 〇 ○

選択教科 社会系教科の授業デザイン論と教材デザイン論Ⅱ 〇 ○

選択教科 社会系教科の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 生活科・総合の授業デザイン論と実践 〇 ○

選択教科 生活科・総合の高度教育研究方法論 〇 ○

開講予定表

2022年度開講 2023年度開講予定

備考科目名科目区分



昼
集中

・不定期
夜間 昼

集中

・不定期
夜間

2022年度開講 2023年度開講予定

備考科目名科目区分

選択教科 数学の授業デザイン論と実践　　　　　　 〇 ○

選択教科 数学の教材デザイン論と実践　　　　 〇 ○

選択教科 数学の学習指導と評価 〇 ○

選択教科 数学の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 理科の授業デザイン論と実践　　　　　　 〇 ○

選択教科 理科の教材デザイン論と実践　　 〇 ○

選択教科 理科の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 音楽の授業デザイン論と実践　　　　　　 〇 ○

選択教科 音楽の教材デザイン論と実践　　　　 〇 ○

選択教科 音楽の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 美術科の教材デザイン論と実践Ⅰ　　　　 〇 ○

選択教科 美術科の教材デザイン論と実践Ⅱ　　　 〇 ○

選択教科 美術科の実践演習 〇 ○

選択教科 美術科の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 保健体育の授業デザイン論と実践　　　　　　 〇 ○

選択教科 保健体育の教材デザイン論と実践　　　　 〇 ○

選択教科 保健体育の学習指導と評価 〇 ○

選択教科 保健体育の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 技術の授業デザイン論と実践　　　　　　 〇 ○

選択教科 技術の教材デザイン論と実践　　　　 〇 ○

選択教科 技術の実践演習 〇 ○

選択教科 技術の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 家庭科の教材デザイン論と実践Ⅰ　　　　　　 〇 ○

選択教科 家庭科の教材デザイン論と実践Ⅱ　　　　 〇 ○

選択教科 家庭科の学習指導と評価 〇 ○

選択教科 家庭科の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 英語科の授業デザイン論と実践　　　　　　 〇 ○

選択教科 英語科の教材デザイン論と実践　　　　 〇 ○

選択教科 英語科の学習指導と評価 〇 ○

選択教科 英語科の高度教育研究方法論 〇 ○

選択教科 特別支援教育と評価 〇 ○ ○

選択教科 特別支援教育実践演習Ⅰ 〇 ○

選択教科 特別支援教育実践演習Ⅱ 〇 ○

選択教科 特別支援教育の内容と実践A 〇 ○ ○

選択教科 特別支援教育の内容と実践B 〇 〇 ○

選択教科 特別支援教育の内容と実践C 〇 ○ ○

選択教科 特別支援教育高度教育研究方法論　 〇 ○




