
【注意事項】
資格課程科目は受講料が必要です。受講料の納入方法は別途『教職・資格課程履修要綱（多摩キャンパス）』で確認してください。
授業形態・教室等の最新情報については学習支援システムで確認してください。

＜教職科目＞
学期 曜日・時限 授業コード 科目名 担当教員 教室 備考

集中・その他 L3138 教育実習（中・高） 平塚　眞樹 多多他-その他
集中・その他 L3139 教育実習（高） 平塚　眞樹 多多他-その他
月曜1時限 K8015 データベースと情報システム 坂本　憲昭 多総合‐総合教室
月曜2時限 K8017 情報と職業Ａ 坂本　憲昭 多総合‐総合教室
火曜1時限 L3168 情報科教育法Ⅰ 御園生　純 多総合‐情実習２
火曜2時限 K5275 日本史Ａ 岩橋　清美 多経済‐１１２
火曜2時限 L3164 社会・地歴科教育法（1） 石出　法太 多社会‐３０５
火曜3時限 L3101 教職入門 西牧　たかね 多社会‐２０２
火曜3時限 L3105 教育原理 御園生　純 多社会‐３０２
火曜4時限 L3103 教育原理 御園生　純 多社会‐３０２
火曜4時限 L3162 総合的な学習の時間の指導法 本山　明 多社会‐１０２
火曜5時限 L3166 社会・公民科教育法（1） 松山　尚寿 多社会‐１０２
水曜1時限 K5179 哲学Ａ 齋藤　範 多経済‐３１４
水曜1時限 L3160 特別な教育的ニーズの理解と支援 山下　洋児 多社会‐１０２
水曜2時限 K5177 倫理学Ａ 齋藤　範 多経済‐３１４
水曜3時限 L3115 生徒・進路指導論 谷川　由佳 多社会‐５０１
水曜4時限 L3116 生徒・進路指導論 谷川　由佳 多社会‐５０１
木曜2時限 K8007 自然地理学Ⅰ 山川　信之 多経済‐３１６
木曜3時限 L3121 教育方法論 酒井　英光 多社会‐３０４
木曜3時限 LA307 国際政治論 白鳥　浩 多社会‐１０２
金曜1時限 K5277 世界史Ａ 郷戸　夏子 多経済‐３０５
金曜2時限 K8005 人文地理学Ⅰ 濱田　博之 多経済‐１１４
金曜2時限 L3114 道徳教育指導論 石神　真悠子 多社会‐１０２
金曜3時限 K8009 地誌Ⅰ 濱田　博之 多経済‐１１４
金曜3時限 L3104 教育の制度・経営 平塚　眞樹 多社会‐１０２
金曜3時限 LB102 発達・教育の理論Ⅰ 山下　大厚 オンライン
金曜5時限 L3109 教育相談 沼田　あや子 多社会‐１０２
月曜1時限 K8016 情報メディアと画像処理 坂本　憲昭 多総合‐総合教室
月曜2時限 K8018 情報と職業Ｂ 坂本　憲昭 多総合‐総合教室
月曜3時限 L3119 教育課程論 三浦　芳恵 多社会‐１０２
月曜4時限 L3120 教育課程論 三浦　芳恵 多社会‐１０２
月曜4時限 L3137 教育実習（事前指導） 平塚　眞樹 多社会‐４０８
月曜5時限 L3129 教職実践演習（中・高） 平塚　眞樹 多社会‐４０８
火曜1時限 L3169 情報科教育法Ⅱ 御園生　純 多総合‐情実習２
火曜2時限 K5276 日本史Ｂ 岩橋　清美 多経済‐１１２
火曜2時限 L3133 教育実習（事前指導） 御園生　純 多総合‐情実習２
火曜2時限 L3165 社会・地歴科教育法（2） 石出　法太 多社会‐３０５
火曜3時限 L3102 教職入門 西牧　たかね 多社会‐２０２
火曜3時限 L3125 教職実践演習（中・高） 御園生　純 多総合‐情実習２
火曜4時限 L3163 総合的な学習の時間の指導法 本山　明 多社会‐１０２
火曜4時限 LA312 国際法 妻木　伸之 多社会‐２０１
火曜5時限 L3167 社会・公民科教育法（2） 松山　尚寿 多社会‐１０２
水曜1時限 K5180 哲学Ｂ 齋藤　範 多経済‐３１４
水曜1時限 L3161 特別な教育的ニーズの理解と支援 山下　洋児 多社会‐１０２
水曜2時限 K5178 倫理学Ｂ 齋藤　範 多経済‐３１４
水曜4時限 L3136 教育実習（事前指導） 小嶋　常喜 多社会‐４０６
水曜5時限 L3128 教職実践演習（中・高） 小嶋　常喜 多社会‐４０６
木曜2時限 K8008 自然地理学Ⅱ 山川　信之 多経済‐３１６
木曜3時限 L3117 特別活動論 桐島　次郎 多社会‐１０２
木曜3時限 L3122 教育方法論 酒井　英光 多社会‐３０４
木曜3時限 L3135 教育実習（事前指導） 髙橋　繁 多社会‐４０３
木曜4時限 L3127 教職実践演習（中・高） 髙橋　繁 多社会‐４０３
木曜5時限 L3118 特別活動論 桐島　次郎 多社会‐１０２
金曜1時限 K5278 世界史Ｂ 郷戸　夏子 多経済‐３０５
金曜2時限 K8006 人文地理学Ⅱ 濱田　博之 多経済‐１１４
金曜2時限 L3123 道徳教育指導論 石神　真悠子 多社会‐１０２
金曜3時限 K8010 地誌Ⅱ 濱田　博之 多経済‐１１４
金曜3時限 L3106 教育の制度・経営 平塚　眞樹 多社会‐１０２
金曜3時限 L3107 教育心理学 安齊　順子 多社会‐３０２
金曜3時限 LB103 発達・教育の理論Ⅱ 山下　大厚 オンライン
金曜4時限 L3108 教育心理学 安齊　順子 多社会‐３０２
金曜5時限 L3110 教育相談 沼田　あや子 多社会‐１０２

2022年度　多摩キャンパス　教職・資格科目　時間割表

年間

春学期

秋学期



＜資格科目＞
学期 曜日・時限 授業コード 科目名 担当教員 教室 備考

月曜3時限 C6765 博物館実習Ⅱ 小西　雅徳 市市他‐その他
火曜1時限 C6811 図書館演習 丹　一信 多社会‐５１６
木曜1時限 L3152 社会教育総合演習（実習を含む） 江頭　晃子 多社会‐６１８
木曜2時限 L3151 社会教育経営論 荒井　容子 多社会‐６１８
木曜4時限 C6764 博物館実習Ⅰ 金山　喜昭 市市他‐その他
金曜1時限 L3153 生涯学習支援論 栗山　究 多社会‐６１１
金曜2時限 C6806 情報サービス演習 丹　一信 多総合‐情実習２
土曜2時限 C6763 博物館実習Ⅰ 田中　裕二 市市他‐その他
土曜2時限 C6810 情報資源組織演習 山口　洋 多社会‐３０４
土曜6時限 C6766 博物館実習Ⅱ 杉山　享司 市富士‐Ｆ３０２
集中・その他 C6767 博物館実習Ⅲ 金山　喜昭 市市他‐その他
月曜2時限 A3855 考古学概論 小倉　淳一 市Ｙ‐Ｙ７０２
水曜1時限 C6802 図書館制度・経営論 丹　一信 多社会‐６１５
水曜1時限 LB111 社会教育概論Ⅰ／生涯学習論Ⅰ 荒井　容子 多社会‐３０１
水曜2時限 C6805 情報サービス論 丹　一信 多社会‐６１５
水曜4時限 LB302 表象文化論Ａ 髙橋　愛 オンライン
水曜5時限 A3857 美術史（日本）Ａ 稲本　万里子 市Ｙ‐Ｙ４０５
木曜1時限 A3809 民俗学Ⅰ 室井　康成 市Ｙ‐Ｙ６０３
木曜3時限 LD007 メディアと人間Ⅰ／比較文化論Ⅰ 李　舜志 多大Ｂ‐３０１
木曜4時限 A3853 美術史（西洋）Ａ 安藤　智子 市Ｇ‐Ｇ４０３
木曜5時限 LA208 福祉社会学Ⅰ 平野　寛弥 オンライン
金曜1時限 C6800 図書館情報学概論Ⅰ 丹　一信 多社会‐５１６
金曜4時限 LD209 マス・コミュニケーション論 加藤　徹郎 多大Ｂ‐２０１
土曜1時限 C6760 博物館展示論 渡邉　尚樹 市富士‐Ｆ３０９
土曜1時限 C6807 図書館情報資源概論 山口　洋 多社会‐３０４
土曜2時限 C6804 児童サービス論 松田　ユリ子 多社会‐４０１
土曜3時限 C6735 博物館経営論 金山　喜昭 市外濠‐Ｓ３０６
土曜3時限 C6809 情報資源組織論 山口　洋 多社会‐３０４
土曜3時限 C6813 学校経営と学校図書館 松田　ユリ子 多社会‐４０１
土曜3時限 C6816 情報メディアの活用 有山　裕美子 多社会‐４０２
土曜4時限 C6756 博物館資料保存論 今野　農 市外濠‐Ｓ３０６
土曜4時限 C6803 図書館サービス概論 有山　裕美子 多社会‐４０２
土曜4時限 C6814 学習指導と学校図書館 松田　ユリ子 多社会‐４０１
土曜5時限 C6734 博物館概論 金山　喜昭 オンライン
月曜2時限 A3856 日本考古学 小倉　淳一 市Ｙ‐Ｙ８０３
火曜3時限 C6736 博物館経営論 杉長　敬治 市富士‐Ｆ３１０
水曜1時限 C6738 博物館教育論 渡邊　祐子 市ＢＴ‐０６０１
水曜1時限 LB112 社会教育概論Ⅱ／生涯学習論Ⅱ 荒井　容子 多社会‐３０１
水曜2時限 LA302 グローバル社会のローカリティ／地域社会学 中筋　直哉 多社会‐３０１
水曜5時限 A3858 美術史（日本）Ｂ 稲本　万里子 市外濠‐Ｓ３０７
木曜1時限 A3810 民俗学Ⅱ 室井　康成 市外濠‐Ｓ３０７
木曜3時限 LD008 メディアと人間Ⅱ／比較文化論Ⅱ 李　舜志 オンライン
木曜4時限 A3854 美術史（西洋）Ｂ 安藤　智子 市Ｇ‐Ｇ４０３
木曜4時限 C6759 博物館展示論 渡邉　尚樹 市ＢＴ‐１００７
木曜5時限 LA209 福祉社会学Ⅱ 平野　寛弥 オンライン
金曜1時限 C6801 図書館情報学概論Ⅱ 丹　一信 多総合‐情実習２
金曜1時限 LB303 表象文化論Ｂ 濱中　春 多社会‐２０１
金曜3時限 C6757 博物館資料保存論 清水　玲子 オンライン
土曜1時限 C6737 博物館資料論 田中　裕二 市Ｙ‐Ｙ５０２
土曜1時限 C6808 図書館情報資源特論 山口　洋 多社会‐３０４
土曜1時限 N0651 視聴覚教育Ⅰ 原田　雅子 多社会‐メディア
土曜2時限 N0652 視聴覚教育Ⅱ 原田　雅子 多社会‐メディア
土曜3時限 C6739 博物館教育論 山下　治子 市富士‐Ｆ３１０
土曜3時限 C6815 読書と豊かな人間性 有山　裕美子 多社会‐４０２
土曜4時限 C6812 学校図書館メディアの構成 有山　裕美子 多社会‐４０２
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