
履修年度 講義コード 科目名 曜日・講時 担当教員 単位数 ①クラスコード ②第一回授業の開始時期 ③授業の実施方法 ④関連資料の入手方法
⑤オンライン授業への対応が

困難な学生への対応策
⑥その他

2020 PB32410 教育学実習
通年 火曜日 ４
講時 その他

福田　亘孝 2 u74zibn

4/21日に第一回目の授業を行
う。

授業形式はgoogle meetによる
Online授業とする。

関連資料の入手方法はgoogle
classroomにおいて指示する。

オンライン授業に参加困難な
学生には授業で使用する
PowerPointのファイルを配布
し、メールで質問を受け付け
る

通常の教室での対面授業が可
能になり次第、そちらに戻す

2020 PB35410 教育学実習
通年 水曜日 ２
講時 その他

石井山　竜平 2 ahhk2fd

初回は4月22日（水）２限
10:30から実施。

・通年の予定であったが、後
期日程を主に活用して行う予
定。
・受講希望者は4月21日（火）
正午までに石井山までＤＣ
メールにて連絡をするように
（ryuhei.ishiiyama.e1@tohok
u.ac.jp）。

追って指示する。 ・オンライン授業への参加が
困難な学生については授業前
日正午までに石井山までＤＣ
メールにて連絡をするように
（ryuhei.ishiiyama.e1@tohok
u.ac.jp）。

2020 PB33410 社会科教育論Ⅰ
通年 水曜日 ４
講時 総合研究
棟３０６教室

新福　悦郎（非常
勤講師）

4 cttxo4x
・第一回授業の開始時期：4月
22日（水）14:40～から実施

Classroomに講義資料と課題を
授業開始時期にアップ

授業用の資料はClassroomで紹
介

個別に相談（ <mailto:
etsuro.shimpuku.d3@tohoku.a
c.jp>へ連絡のこと）

2020 PB33510 公民科教育論
通年 水曜日 ５
講時 総合研究
棟３０６教室

新福　悦郎（非常
勤講師）

4 yjs5cgx
・第一回授業の開始時期：4月
22日（水）16:20～から実施

Classroomに講義資料と課題を
授業開始時期アップ

授業用の資料はClassroomで紹
介

個別に相談（ <mailto:
etsuro.shimpuku.d3@tohoku.a
c.jp>へ連絡のこと）

2020 PB34410 教育学実習
通年 木曜日 ４
講時 その他

李　仁子 2 zdzfwtk

４月２３日 １４時４０分開始 ・オンライン授業（Google
Meet)
 ・受講希望者は４月２２日
（水）正午まで、李までDC
メールにて連絡をするように
（mail@leeinja.net)

初回の授業にて紹介する。基
本的には、Classroomで紹介

対応困難な理由に沿って提示
する。

2020 PB11110 教育課程総論
前期 月曜日 １
講時 総合研究
棟２０６教室

清水　禎文（非常
勤講師）

2 gl57deq
5月11日（月）から実施 Google Meetを使う予定 共有ドライブにアップデート

する
個別に相談 特になし

2020 PB11220 教育心理学講義Ⅱ
前期 月曜日 ２
講時 総合研究
棟３０６教室

深谷　優子 2 7cqwfxt

4月20日（月）3限 10：20～ Classroomに講義資料と課題を
アップの予定。詳細は
Classroomで連絡する。

授業用の資料はClassroomで紹
介する予定。

個別に対応する。4月19日
（日）までに深谷
（yuko.fukaya.a7@tohoku.ac.
jp）に連絡すること。

2020 PB11210
教育統計学（心理学統
計法）

前期 月曜日 ２
講時 文学部第
１講義室

熊谷　龍一 2 kyli36g

・第１回目の授業は４月２０
日（月）１０：３０分までに
配信予定。
　内容は，授業の進め方等の
オリエンテーションになりま
す。

・授業はGoogle Classroomに
よる動画配信形式。

・授業資料については，
Google Classroomにて共有。

・動画の視聴が困難な学生に
ついては，動画の内容をPDFに
した資料をGoogle Classroom
にて配布します。

特になし

2020 PB11310 健康・医療心理学
前期 月曜日 ３
講時 総合研究
棟２０６教室

吉田　沙蘭 2 gnehse3

4月20日（月）3限：13:00〜 Meet（音声のみ）を用いたポ
イント解説、Hangout Chatを
用いた質疑応答、Classroomを
用いた小テスト

授業用の動画・資料・課題等
はClassroomで紹介
事前にシラバスで指示のある
教科書を購入し、手元に置い
ておくこと

個別に相談
（saran.yoshida.d6@tohoku.a
c.jp）

2020 PB11410
教育相談（教育・学校
心理学）

前期 月曜日 ４
講時 総合研究
棟２０６教室

安保　英勇 2 c34lpsd
4月20日（月）4限：14：40
までに掲示

オンデマンド方式（動画（音
声ｐｐｔ）配信方式）

授業用の動画・資料は
Classroomで紹介

個別に相談
（hideo.ambo.d5@tohoku.ac.j
pへ連絡のこと）

2020 PB11510 発達心理学演習Ⅰ
前期 月曜日 ５
講時 総合研究
棟３０６教室

長谷川　真里 2 nk76ywe

4月20日（月）5限（ガイダン
スのみ）

Classroomに掲載されたガイダ
ンス資料を読むこと。受講を
決定した学生はメンバー登録
をし、発表論文を探しておく
こと。本格的には5月以降開
始。

授業用の資料はClassroomで紹
介する。

個別に対応する。
mari.hasegawa.c2@tohoku.ac.
jpに連絡すること。

2020 PB12120
教育情報デザイン論演
習Ⅰ

前期 火曜日 １
講時 総合研究
棟２０１教室

中島　平 2 trixvtm

・第一回目の授業は4月21日
（火）8：50～から実施

・授業はGoogle Meetを使用し
行う予定・受講希望者は4月20
日（月）正午までに中島まで
ＤＣメールにて連絡をするよ
うに
（nakag@tohoku.ac.jp）。

・授業の資料については、授
業開始前までに共有ドライブ
にアップロード予定（受講希
望者を招待する）。

・オンライン授業への参加が
困難な学生については、4月20
日（月）正午までに中島まで
ＤＣメールにて連絡をするよ
うに
（nakag@tohoku.ac.jp）。

特になし



履修年度 講義コード 科目名 曜日・講時 担当教員 単位数 ①クラスコード ②第一回授業の開始時期 ③授業の実施方法 ④関連資料の入手方法
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2020 PB12110 福祉心理学
前期 火曜日 １
講時 総合研究
棟２０６教室

神谷　哲司，野口
和人

2 gob7bax

初回：4月28日(火) 8:50～ オンライン講義（リアルタイ
ム視聴あるいはオンデマン
ド）を想定していますが，し
ばらくの間は資料配布による
学習形態をとることとしま
す。詳細は，追って伝達しま
す。

ClassroomあるいはGoogle
Drive等の共有ドライヴから入
手するようにします。共有ド
ライブを作成するため，受講
希望者はClassroomの本授業の
ストリームからフォームを介
して，4月21日(火)17時までに
履修希望をお知らせくださ
い。資料配布の詳細は，追っ
て伝達します。

個別に対応します。オンライ
ン授業への対応が困難である
場合は，フォームで履修希望
をお知らせいただく際に，そ
の旨を付してください。

2020 PB12210 教育政策科学演習Ⅳ
前期 火曜日 ２
講時 その他

後藤　武俊 2 hhb7emw

第1回：4月21日（火）10:30～ ・リアルタイム型　（Google
Meetを使用）
・受講希望者は4月20日（月）
正午までに後藤までＤＣメー
ルにて連絡をすること
（@tohoku.ac.jp）。

・googole classroomから入手
すること

・通常の課題に加えて、補足
の課題提出とメールでのやり
とりで対応する

2020 PB12220 生涯学習論演習Ⅱ
前期 火曜日 ２
講時 その他

石井山　竜平 2 xxnv3zg

第一回目の授業は4月21日
（火）２限10:30から開始

・授業はZoomを使用し行う予
定
・受講希望者は4月20日（月）
正午までに石井山までＤＣ
メールにて連絡をするように
（ryuhei.ishiiyama.e1@tohok
u.ac.jp）。

・授業の資料については、授
業開始前までに共有ドライブ
にアップロード予定（受講希
望者を招待する）。

・オンライン授業への参加が
困難な学生については授業前
日正午までに石井山までＤＣ
メールにて連絡をするように
（ryuhei.ishiiyama.e1@tohok
u.ac.jp）。

2020 PB12230 教育心理学演習Ⅰ
前期 火曜日 ２
講時 総合研究
棟２０１教室

工藤　与志文 2 5gxnc3q

4/21（火）2限開始。 当面は資料配付方式。状況を
みて、Meetを用いたリアルタ
イム方式に変更する可能性も
あり。

Classroomに講義資料と課題を
アップする

資料配付型で対応

2020 PB12330 海外教育演習
前期 火曜日 ３
講時 総合研究
棟２０１教室

劉　靖 2 mgvljix

・第一回目の授業4月21日
（火）13：00～から

・授業はGoogle Meetを使用し
行う予定
・受講希望者は4月20日（月）
正午までに劉までＤＣメール
にて連絡をするように
（jing.liu.e8@tohoku.ac.jp
）。

・授業の資料については、授
業開始前までにGoogle
Classroomの共有ドライブに
アップロード予定（受講希望
者を招待する）。

・説明会や授業を録画し、
Google Classroomで履修生に
共有する
・オンライン授業への参加が
困難な学生については、4月20
日（月）正午までに劉までＤ
Ｃメールにて連絡をするよう
に
（jing.liu.e8@tohoku.ac.jp
）。

状況によって、海外調査の代
わりにSkype・ZOOMを通して外
国の教育関係者を対象とする
聞き取り調査を実施する。

2020 PB12340
教育情報デザイン論演
習Ⅱ

前期 火曜日 ３
講時 総合研究
棟２０３演習室

熊井　正之 2 36eh4bv

・第１回講義（オリエンテー
ション）は4月28日（火）
13:00から実施します。

・履修希望学生は、4月21日
(火)14:30までに熊井
(kum@tohoku.ac.jp)までDC
メールで「教育情報デザイン
論演習IIを履修希望」と必ず
連絡をしてください。
・Google Classroomを用いた
資料配布方式（資料と課題を
アップ）の授業を予定してい
ますが、履修学生数により
Google Meetを用いた生中継型
授業等に変更する可能性があ
ります。

・各回の授業で用いる資料
は、各回の授業開始日時まで
にGoogle Classroomにアップ
ロードする予定です。

・履修を希望するがオンライ
ン授業への参加が困難な学生
は、4月21日(火)14:30までに
熊井(kum@tohoku.ac.jp)まで
DCメールで「教育情報デザイ
ン論演習IIを履修希望だがオ
ンライン授業は参加困難」と
必ず連絡をしてください。

特になし

2020 PB12310 教育文献講読
前期 火曜日 ３
講時 総合研究
棟２０６教室

吉田　沙蘭，柴山
直，後藤　武俊

2 m3tvs3q

4月21日（火）3限：13：00～ 3名の教員のオムニバスのた
め、Meetを用いた双方向授
業、Classroomに資料と課題を
アップ等教員によって実施方
法が異なります。
それぞれの教員の実施方法に
ついては、4/21の初回授業
（Meetで実施）の際に説明し
ます。

授業用の動画・資料・課題等
はClassroomで紹介

個別に相談（全体に関するこ
とは吉田
（saran.yoshida.d6@tohoku.a
c.jp）へ、個別の授業につい
ては各担当回の担当教員（初
回授業時にアナウンス）へ連
絡のこと）
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2020 PB13220 リカレント教育論講義
前期 火曜日 ４
講時 総合研究
棟２０６教室

松本　大（非常勤
講師）

2 mgb74zb

・第一回目の授業は4月21日
（火）14：20～から実施

・授業はGoogle Meetもしくは
zoomによるリアルタイム方式
で行います。
・受講希望者は4月21日（火）
9時までに松本までＤＣメール
にて連絡してください
（matsumoto.dai@gmail.com）
。

・授業の資料については
Classroomにアップロード、も
しくはメールで送付予定。

・松本までＤＣメールにて連
絡してください
（matsumoto.dai@gmail.com）
。個別に対応します。

特になし

2020 PB12410 発達臨床論演習Ⅱ
前期 火曜日 ４
講時 総合研究
棟３０６教室

神谷　哲司 2 dfzgnyi

初回：4月21日(火) 14:40～ ・授業はGoogle MeetかZoomを
使用する予定
・受講希望者は授業開始前ま
でにクラスコードを用いてこ
の授業のclassroomのメンバー
登録を済ませておいてくださ
い。授業開始5分前までには，
classroom内のストリームにビ
デオ会議の案内を掲示しま
す。

classroomにおいておきます。 個別に対応します。可及的速
やかに神谷
（kamiya@sed.tohoku.ac.jp）
まで連絡ください。

授業の進行については，学生
のみなさんの反応をみつつ軌
道修正しながら進めたいとは
思っています。

2020 PB13230 人間形成論演習Ⅱ
前期 水曜日 ２
講時 総合研究
棟２０４演習室

八鍬　友広 2 m5zoimi

4月22日（水）10：30より開始 Google Meetによるリアルタイ
ム方式で実施。受講希望者は
前日までに、八鍬までDCメー
ルにて連絡のこと
（tomohiro.yakuwa.b8@tohoku
.ac.jp）。また当日、Meetの
URLをクラスルームに掲示す
る。

授業の資料は、クラスルーム
に置いておくので、各自あら
かじめダウンロードのこと。

オンライン授業参加困難な学
生は、八鍬までメール
（tomohiro.yakuwa.b8@tohoku
.ac.jp）のこと。なんらかの
代替的措置を講ずる。

2020 PB13210 教育学概論
前期 水曜日 ２
講時 総合研究
棟２０６教室

李　仁子 2 ssm4igk

４月２２日 １０時３０分開始 ・オンライン授業（Google
Meet)
 ・受講希望者は４月２1日
（火）正午まで、李までDC
メールにて連絡をするように
（mail@leeinja.net)

初回の授業にて紹介する。基
本的には、Classroomで紹介

対応困難な理由に沿って提示
する。

2020 PB14220 人間形成論演習Ⅲ
前期 木曜日 ２
講時 その他

李　仁子 2 vzd6a5w

４月２３日 １０時３０分開始 ・オンライン授業（Google
Meet)
 ・受講希望者は４月２２日
（水）正午まで、李までDC
メールにて連絡をするように
（mail@leeinja.net)

初回の授業にて紹介する。基
本的には、Classroomで紹介

対応困難な理由に沿って提示
する。

2020 PB14230 教育政策科学演習Ⅰ
前期 木曜日 ２
講時 総合研究
棟２０１教室

福田　亘孝 2 6q3u3ux

4/21日に第一回目の授業を行
う。

授業形式はgoogle meetによる
Online授業とする。

関連資料の入手方法はgoogle
classroomにおいて指示する。

オンライン授業に参加困難な
学生には授業で使用する
PowerPointのファイルを配布
し、メールで質問を受け付け
る

通常の教室での対面授業が可
能になり次第、そちらに戻す

2020 PB14210 学習・発達論
前期 木曜日 ２
講時 総合研究
棟２０６教室

神谷　哲司，深谷
優子

2 ttgrupu

初回：4月23日(木) 10:30～ Meetあるいはzoomによるリア
ルタイム視聴あるいは，
powerpointも含む講義動画の
オンデマンド配信，もしくは
講義資料形式など，学生の履
修状況をみながら進めていく
予定。
・受講希望者は授業開始前ま
でにクラスコードを用いてこ
の授業のclassroomのメンバー
登録を済ませておいてくださ
い。授業開始5分前までには，
classroom内のストリームにビ
デオ会議の案内を掲示しま
す。

ClassroomあるいはGoogle
Drive等の共有ドライヴから入
手するようにします。詳細
は，追って伝達します。

個別に対応します。可及的速
やかに神谷
（kamiya@sed.tohoku.ac.jp）
まで連絡ください。

2020 PB14240 発達障害学演習Ⅱ
前期 木曜日 ２
講時 総合研究
棟３０６教室

川﨑　聡大 2 lqpvjxg

演習講義（実際に論文を読ん
でディスカッション）のため
初回を5月13日に致します。

個別に連絡いたしますので、
受講希望者は「その他」を確
認の上、4月20日までに
akihiro.kawasaki.c5@tohoku.
ac.jpに 授業名・受講希望・
氏名を記載の上メールをくだ
さい。

卒業研究で障害に関する論文
執筆を考えている方を対象と
しています。
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2020 PB14320 教育政策科学演習Ⅵ
前期 木曜日 ３
講時 その他

島　一則 2 syzy3e5

・第一回目の授業は4月23日
（木）13：00～から実施

・授業はGoogle Meetを使用し
行う予定
・受講希望者は4月22日（水）
正午までに島までＤＣメール
にて連絡をするように
（kazunori.shima.e6@tohoku.
ac.jp）。

・授業の資料については、授
業開始前までに共有ドライブ
にアップロード予定（受講希
望者を招待する）。

・オンライン授業への参加が
困難な学生については、4月22
日（水）正午までに島までＤ
Ｃメールにて連絡をするよう
に
（kazunori.shima.e6@tohoku.
ac.jp）。

特になし

2020 PB14330 発達障害学演習Ⅰ
前期 木曜日 ３
講時 総合研究
棟３０６教室

野口　和人 2 ly4a6vg

・資料配付に関わるコピーラ
イトに鑑み，第1回目の授業は
5月7日(金)13：00からの実施
とします。

・Google Meetを使用して，リ
アルタイム方式で実施するこ
とを想定しています。
 ・受講希望者は，4月30日
（木）17時までに，DCメール
にて野口
（kazuhito.noguchi.a5@tohok
u.ac.jp）まで連絡をしてくだ
さい。

・授業の資料は，共有ドライ
ブにて配付する予定です。

・オンライン授業への参加が
困難な場合は，受講希望の
メールにその旨を付してくだ
さい。

特になし

2020 PB14310 教育制度論
前期 木曜日 ３
講時 文学部第
１講義室

井本　佳宏 2 ovtjs4d

・第1回授業の開始時期：4月
23日（木）3限：13:00～

・授業の実施方法：Meetを用
いた双方向授業とオンデマン
ド方式（動画配信方式）の併
用。
・詳しくはClassroom上に説明
を掲示するので、第1回授業の
前日までに確認しておくこ
と。

・授業用の資料は各回の授業
開始前までにClassroomで紹
介。
・授業用の動画はリアルタイ
ムの授業実施後、翌日までに
Classroomで紹介。

・個別に相談に応じる。
・オンラインでの受講が困難
な事情説明を、DCメールを
使って4月22日（水）正午まで
に井本
（imoto@tohoku.ac.jp）へ連
絡すること。

特になし

2020 PB12320 教育社会学
前期 木曜日 ４
講時 総合研究
棟３０６教室

福田　亘孝 2 fjjpd3s

4/21日に第一回目の授業を行
う。

授業形式はgoogle meetによる
Online授業とする。

関連資料の入手方法はgoogle
classroomにおいて指示する。

オンライン授業に参加困難な
学生には授業で使用する
PowerPointのファイルを配布
し、メールで質問を受け付け
る

通常の教室での対面授業が可
能になり次第、そちらに戻す

2020 PB99150
臨床心理学講義Ⅱ（精
神疾患とその治療）

前期 金曜日 １
講時 総合研究
棟３０６教室

上埜　高志（非常
勤講師）

2 et7pjra

・第一回目の授業は、04月24
日（金）08：50から実施予
定。

・授業は、「Google Meet」で
行う予定。
・受講希望者は、04月22日
（水）正午まで、上埜へＤＣ
メールにて連絡をすること
（tueno@tohoku.ac.jp）。

・授業の資料は、授業開始前
まで、共有ドライブにアップ
ロード予定（受講希望者を招
待する）。

・オンライン授業への参加が
困難な学生は、04月22日
（水）正午まで、上埜へＤＣ
メールにて連絡をすること
（tueno@tohoku.ac.jp）。

とくになし

2020 PB15220 神経・生理心理学
前期 金曜日 ２
講時 総合研究
棟２０１教室

川﨑　聡大 2 dq7pext

4月24日当該時間にZOOMを用い
てライブ講義を行います。

初回講義（オリエンテーショ
ン）で説明しますが、ZOOMに
よるライブ配信のみとなりま
す

参考テキストをご購入下さい メール
（akihiro.kawasaki.c5@tohok
u.ac.jp）にて4月二十日まで
にご相談ください。

公認心理師対応科目であるた
め、資格取得を前提とするも
ののみ履修してください。ま
た、後期には文学部でも開講
されますのでそれらも踏まえ
てご検討ください。
 ＊ZOOMは必ず最新のものに
アップデートしておくことが
必要です。

2020 PB15230 生涯学習論演習Ⅳ
前期 金曜日 ２
講時 総合研究
棟２０２教室

甲斐　健人 2 jp7qwvn

4月24日（金）１0：30開始 google　meetを想定。ただ
し、何らかの形で円滑な授業
運営が難しい場合は別の対応
を検討する。受講希望者は4月
23日（木）までに甲斐までDC
メールで連絡のこと
（taketo.kai.a2＠
tohoku.ac.jp）。

検討中。追って連絡する。 連絡の際に、その旨を申し出
ること。

授業担当者はＭｅｅｔ等を利
用した活動はほぼ初めてであ
り、円滑な授業運営が難しい
場合は代替案をとる可能性が
ある。

2020 PB15210 学習心理学講義
前期 金曜日 ２
講時 総合研究
棟３０６教室

工藤　与志文 2 2h7bmzq
4/24（金）2限開始。 資料配付方式 Classroomに講義資料と課題を

アップする。
資料配付型で対応

2020 PB15330 人間形成論演習Ⅰ
前期 金曜日 ３
講時 その他

池尾　恭一 2
nos3svt（不
使用予定）

4月22日（金）を開講日とす
る。前日の4月21日（木）正午
までに受講希望者は以下の
メールアドレスにメールにて
申請のこと
（kyoichi.ikeo.d4@tohoku.ac
.jp
）。

メールを通じて課題等を連絡
する形で授業を実施する。

メールでのやり取りとする。 メールでの資料配布方式のた
めに想定不要。
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2020 PB15310 教育政策科学演習Ⅴ
前期 金曜日 ３
講時 総合研究
棟２０１教室

井本　佳宏 2 zgaz6lt

・第1回授業の開始時期：4月
24日（金）3限：13:00～

・授業の実施方法：Meetを用
いた双方向授業。
・詳しくはClassroom上に説明
を掲示するので、第1回授業の
前日までに確認しておくこ
と。

・授業で使用する資料につい
ては、授業開始前までにメン
バーのみアクセス可能な
Google Driveの本授業用共有
フォルダにアップロード予
定。
・メンバーに招待するので、
受講希望者は必ず4月23日
（木）正午までに井本
（imoto@tohoku.ac.jp）まで
DCメールでその旨連絡するこ
と。

・個別に相談に応じる。
・オンラインでの受講が困難
な事情説明を、DCメールを
使って4月23日（木）正午まで
に井本
（imoto@tohoku.ac.jp）へ連
絡すること。

特になし

2020 PB15320
教育心理学実験Ⅰ（心
理学研究法）

前期 金曜日 ３
講時 総合研究
棟２０２教室.
前期 金曜日 ３
講時 総合研究
棟２０６教室.
前期 金曜日 ４
講時 総合研究
棟２０２教室.
前期 金曜日 ４
講時 総合研究
棟２０６教室

吉田　沙蘭，深谷
優子，教育心理学
コース教員

2 4em2auv

4月24日（金）3限 13:00～ ・第一回から当面の間はMeet
を用いた双方向授業。ただ
し，オムニバス形式のため，
各回によって進め方は異な
る。詳細はClassroomで連絡す
る。
・受講希望者は授業開始前ま
でにクラスコードを用いてこ
の授業のClassroomのメンバー
登録を済ませておくこと。第
一回授業開始5分前までには，
Classroom内のストリームにビ
デオ会議の案内を掲示する。

授業用の資料はClassroomで紹
介する。

個別に対応する。遅くとも4月
23日（木）正午までに
（yuko.fukaya.a7@tohoku.
ac.jpに連絡すること）

教育心理学コース3年次学生の
み受講可。

2020 PB15340 生涯学習論演習Ⅲ
前期 金曜日 ３
講時 総合研究
棟２０３演習室

坂口　大洋（非常
勤講師）

2 rdhk3i7

第一回4月24日（金）3限：
13：00～

資料配布方式
第二回以降は、オンデマンド
又はリアルタイム方式を行う
予定。詳細は24日に提示しま
す。

classroomで紹介 個別の状況に基づいて対応す
る。対応が必要な学生は
DCMailにて
sakaguchitaiyo@sendai-
nct.ac.jpに連絡すること

2020 PB15510 発達障害学演習Ⅲ
前期 金曜日 ５
講時 総合研究
棟２０２教室

野口　和人 2 ujobbgm

・ゴールデン・ウィーク明け
からの開始とします。

・この授業は，授業担当者の
指導学生を対象としていま
す。
 ・授業は，Google meet等を
用いたリアルタイム方式で行
う予定です。

・Google共有ドライブ等の使
用を想定しています。

・自宅のWiFi環境が整ってい
ない場合は，野口まで申し出
てください。

特になし

2020 PB99160 博物館教育論
前期集中 その
他 連講

生島　美和（非常
勤講師）

2 ― 未定：連続講義期間 7月以降に周知する

2020 PB99140 カリキュラム論演習Ⅰ
前期集中 その
他 連講

串本　剛 2 ―
連続講義：8月30日～9月2日、
及び9月11日

7月以降に周知する
・履修登録は7月以降に受付期
間を周知します。

2020 PB99130 カリキュラム論講義Ⅱ
前期集中 その
他 連講

石井　英真（非常
勤講師）

2 ― 連続講義：9月7日～9月9日 7月以降に周知する
・履修登録は7月以降に受付期
間を周知します。

2020 PB99110 比較人間形成論講義Ⅱ
前期集中 その
他 連講

竹川　大介（非常
勤講師）

2 ― 連続講義：8月予定 7月以降に周知する
・履修登録は7月以降に受付期
間を周知します。

2020 PB99120 教育政策科学演習Ⅶ
前期集中 その
他 連講 その他

末冨　芳（非常勤
講師）

2 ―
連続講義：連続講義期間に実
施予定

7月以降に周知する
・履修登録は7月以降に受付期
間を周知します。

2020 PB99170
道徳教育の研究（文
系）

前期集中 その
他 連講 総合研
究棟２０６教室

池田　全之（非常
勤講師）

2 ― 連続講義：9月7日～9月9日 7月以降に周知する

・中学校の教職科目
・5月7日まで学務情報システ
ムで履修登録すること
・（文系）か（理系）のどち
らかの授業を履修すること

2020 PB99180
道徳教育の研究（理
系）

前期集中 その
他 連講 その他

八幡　恵（非常勤
講師）

2 ― 連続講義：9月14日～9月16日 7月以降に周知する

・中学校の教職科目
・5月7日まで学務情報システ
ムで履修登録すること
・（文系）か（理系）のどち
らかの授業を履修すること
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