
履修
年度

講義コード 科目名 曜日・講時 担当教員 単位数
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な学生への対応策
⑥その他

2020 PM560030 臨床心理基礎実習
通年 火曜日 １
講時.通年 火曜
日 ２講時

安保　英勇，加藤
道代

2 q5yxprg
4月21日（火）1限：8：50　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 PM540150
オープンエデュケー
ション論合同演習

通年 水曜日 ２
講時

小嶋　秀樹，渡部
信一，熊井　正
之，中島　平，佐
藤　克美，大河
雄一，伊　得霞

2 vnijt3u

4月22日（水）2限：10:30〜
（収録動画の配信はその翌日
から）

Meetを用いたリアルタイム方
式およびオンデマンド方式
（収録動画の配信）を併用す
る。詳細については，初回の
授業で説明する。

授業用の Meet 接続情報・収
録動画・配布資料はすべて
Classroom 上で提供する。

Meetの利用が困難な場合はオ
ンデマンドで視聴すること。
それでも困難な場合は
xkozima@tohoku.ac.jp に連絡
のこと。

特になし

2020 PM510130 人間形成論実習
通年 木曜日 ５
講時

李　仁子 2 nlzx6uo

４月２３日 １６時２０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 PM520070
教育政策科学合同演習
Ⅰ

通年 木曜日 ５
講時

井本　佳宏，福田
亘孝，島　一則，
青木　栄一，後藤
武俊

2 nu5jx5e

・第1回授業の開始時期：4月
23日（木）16:20～

・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Slackの「教育政策
科学コース教職員・院生」
ワークスペース内の「合同ゼ
ミ」チャンネル上に説明を掲
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
日までにSlackの「教育政策科
学コース教職員・院生」ワー
クスペース内の「合同ゼミ」
チャンネル上で紹介。
・授業用の動画はリアルタイ
ムの授業実施後、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
にて共有。

・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。

教育政策科学コースのM1は必
ず履修すること。

2020 PM520080
教育政策科学合同演習
Ⅱ

通年 木曜日 ５
講時

井本　佳宏，福田
亘孝，島　一則，
青木　栄一，後藤
武俊

2 5k2ma52

・第1回授業の開始時期：4月
23日（木）16:20～

・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Slackの「教育政策
科学コース教職員・院生」
ワークスペース内の「合同ゼ
ミ」チャンネル上に説明を掲
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
日までにSlackの「教育政策科
学コース教職員・院生」ワー
クスペース内の「合同ゼミ」
チャンネル上で共有。
・授業用の動画はリアルタイ
ムの授業実施後、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
にて共有。

・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。

教育政策科学コースのM2は必
ず履修すること。

2020 PM530090 国際教育共同実習
通年 金曜日 ４
講時

松本　大（非常勤
講師）

2 r3n7ss2

・第一回目の授業は4月24日
（金）14：40～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24日（金）
13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 PM560060
臨床心理実習Ⅲ（心理
実践実習Ⅱ）

通年集中 その
他 連講

若島　孔文，加藤
道代，安保　英
勇，吉田　沙蘭，
前田　駿太，砂川
芽吹

2 dr5fv5f

・第一回目の授業は4月23日
（木）16：20～から実施

・授業はGoogle Meetを使用し
行う予定

・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、若島
までメールにて連絡をするよ
うに
（kobun.wakashima.d3@tohoku
.ac.jp）。

2020 PM340090
教育情報学応用論特論
Ⅰ

前期 月曜日 １
講時

倉元　直樹 2 tbugv25

・ISTU（4/15［水］以降、可
能な限り早くで配信予定）
 ・初回、第１回～第３回の授
業は公開、それ以後は受講者
のみ限定

・ISTUによるオンデマンド方
式（出席点有）
 ・８回出題するレポートは
メールで送付のこと（〆切厳
守）

・ISTUから各自ダウンロード ・ISTUへのアクセス法う方が
分からない者はClassroomに
アップロードされている「授
業ノート（第１回）」を参照
のこと
 ・ISTUに関する問い合わせは
http://help.istu3g.dc.tohok
u.ac.jp/access.html

・授業内容に関する問い合わせ
については第１回の授業動画で
説明
・一部、重大な誤りが有るので、
事前にClassroomにアップロー
ドされている「【重要】動画（第１
回）の誤りについて」を参照のこ
と
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2020 PM510090 人間形成学合同演習Ⅰ
前期 月曜日 １
講時

李　仁子，八鍬
友広，池尾　恭一

2 ad2ktks

講座の先生たちと５月１１日
からの開始を考えている。

・オンライン授業（Google
Meet)
 ・受講希望者は５月１０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 PM230030 多文化教育論概論
前期 月曜日 ２
講時

渡部　由紀，末松
和子

2 sqce26g

・4月27日（月）2限：10：30
から実施。
・4月20日（月）2限までに授
業内容の説明動画をGoogle
Classroomに掲載予定。科目履
修を決める参考にしてくださ
い。

・Meet等を用いた双方向授
業。
・4月27日の初回授業（Meet会
議）の実施方法は、4月20日
（月）にClassroomに掲載しま
す。

・授業用の資料は、Google
ClassroomのGoogle Driveで共
有

・オンライン授業への参加が
困難な学生については、4月23
日（木）正午までに渡部まで
ＤＣメールにて連絡をするよ
うに
（yuki.watabe.c6@tohoku.ac.
jp）。

2020 PM250010 教育心理学概論
前期 月曜日 ３
講時

深谷　優子，工藤
与志文

2 6rccx6s

4月20日（月）3限 13:00～ ・Meetを用いた双方向授業の
予定。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登
録を済ませておくこと。授業
開始5分前までには，
Classroomに会議の案内を掲示
する。

授業用の資料はClassroomで共
有する。

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 PM340020
教育アセスメント特論
Ⅱ

前期 月曜日 ３
講時

松林　優一郎 2 gxuxhv6

４月２０日 （月）３講時 Zoom、Meet等によるオンライ
ン授業 および Google
Classroomによるアーカイブ配
信

オンライン授業の実施方法は
配布資料はClassroomで共有

ウェブ会議による授業欠席の
場合は、授業スライドPDFの閲
覧と各授業毎のレポート課題
提出をもって出席に換える。
個別に相談するので
y.m@tohoku.ac.jp へ連絡のこ
と。

2020 PM340140
教育情報学実践論特論
Ⅲ

前期 月曜日 ３
講時

山下　祐一郎（非
常勤講師）

2 cjzle3p

4/20　３限目（13:00- ）を授
業開始とする．

Google ClassroomとMeetを利
用する．

Google Classroomにて紹介予
定

受講生が少ないと思うので学
生と相談して決める．基本方
針は，Meetの画面を動画化し
ておき，後日視聴をしてもら
う．

2020 PM530050
多文化教育論研究演習
Ⅰ

前期 月曜日 ３
講時

末松　和子 2 gdqzkcs
4月26日3限13：00～ MEET Classroom メール（末松和子

<kazuko.suematsu.a3@tohoku.
ac.jp>）

2020 PM530100
多文化教育論研究演習
Ⅰ

前期 月曜日 ３
講時

渡部　由紀 2 p5jmkyo

・4月27日（月）3限：13：00
から実施。

・Meet等を用いた双方向授
業。
・4月27日の初回授業（Meet会
議）の実施方法は、4月20日
（月）にClassroomに掲載しま
す。

・授業用の資料は、Google
ClassroomのGoogle Driveで共
有

・オンライン授業への参加が
困難な学生については、4月23
日（木）正午までに渡部まで
ＤＣメールにて連絡をするよ
うに
（yuki.watabe.c6@tohoku.ac.
jp）。

2020 PM530110
多文化教育論研究演習
Ⅰ

前期 月曜日 ３
講時

髙橋　美能 2 mbhjz63
4月20日13時～ 1回目の授業は、Google

classroomのMeet を使って行
います。

Meetで1回目の授業時に説明し
ます。

minotakahashi@tohoku.ac.jp
まで、メールで連絡くださ
い。

2020 PM320040 教育行政学特論Ⅱ
前期 月曜日 ４
講時

後藤　武俊 2 iifonjv
第1回：4月20日（月）14:40～ ・リアルタイム型　（Google

Meetを使用）
・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 PM510070
スポーツ文化論研究演
習Ⅰ

前期 月曜日 ４
講時

甲斐　健人 2 r57m67f

4月20日（月）１３：００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
19日（日）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 PM200010
Practical English
for Educatio

前期 月曜日 ５
講時

ＬＥＩＳ　ＡＤＲ
ＩＡＮ　ＰＡＵＬ
（非常勤講師）

2 lh2s7jm

授業は Google Meetで行う。 １回目の授業（４月２０日）
に詳しく説明する。
毎週の授業は月曜日
16:20~17:50に行われる。

授業用の資料はClassroomで紹
介する。

個別に対応する。
adrian@staff.miyakyo-
u.ac.jpに連絡すること。
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2020 PM250020 発達心理学概論
前期 月曜日 ６
講時

長谷川　真里 2 zoaak2d

4月20日（月）6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、発表準備をすること。
本格的には5月以降開始。

Classroomにガイダンス資料お
よび課題資料を登録する。

資料配布形式であるので、大
きな問題は生じないと思われ
る。

2020 PM340010
教育アセスメント特論
Ⅰ

前期 月曜日 ６
講時

有本　昌弘 2 ilocq6r

・第一回目の授業は4月20日
（月）18：00～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20日（月）
正午までに有本までＤＣメー
ルにて連絡をするように
（m.a@tohoku.ac.jp）。27日
（月）も繰り返す。

・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）正午までに有本まで
ＤＣメールにて連絡をするよ
うに（m.a@tohoku.ac.jp）。
27日（月）も繰り返す。

2020 PM340050 教育測定学特論Ⅱ
前期 火曜日 ２
講時

熊谷　龍一 2 6nwkbxn

・第１回目の授業は４月２１
日（火）１０：３０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）正午までに熊谷までＤ
Ｃメールにて連絡をするよう
に
（ryuichi@tohoku.ac.jp）。

・関連資料についてはGoogle
Classroomにて共有予定。

・オンライン授業への参加が
困難な学生については４月２
０日（月）正午までに熊谷ま
でＤＣメールにて連絡をする
ように
（ryuichi@tohoku.ac.jp）。

特になし

2020 PM210030 社会教育学概論
前期 火曜日 ３
講時

石井山　竜平 2 54yvvhq

・第一回目の授業は4月21日
（火）3限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 PM240020 教育測定学概論
前期 火曜日 ３
講時

柴山　直 2 j7rp7mm

4月21日（火）３限 Classroomに講義資料と課題を
アップ

授業用の資料はClassroomで紹
介

オンライン授業への対応が困
難な学生への対応策：個別に
相談（sibayama@tohoku.ac.jp
へ連絡のこと）

2020 PM130010
グローバル共生教育論
基礎論

前期 火曜日 ４
講時

松本　大（非常勤
講師）

2 qxdcl5u

・第一回目の授業は4月21日
（火）14：40～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）
13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 PM360070 投影法特論Ⅰ
前期 火曜日 ４
講時

池田　忠義 2 cth4nuw

・第一回目の授業は4月21日
（火）14：40～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）正午までに池田でＤＣ
メールにて連絡をして下さい
（tadayoshi.ikeda.b1@tohoku
.ac.jp）。

・授業の資料については、共
有ドライブにアップロード予
定。

・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ＤＣメー
ルにて連絡をして下さい
（tadayoshi.ikeda.b1@tohoku
.ac.jp）。

特になし

2020 PM360160 心理療法特論
前期 火曜日 ５
講時

中島　正雄 2 4fm3xhe
：4月21日（火）5限：16時20
分～

Classroomに講義資料と課題を
アップ。第一回授業はMeetを

授業用の資料はClassroomで紹
介

個別に相談
（masao.nakashima.d3@tohoku

2020 PM530010 成人教育研究演習Ⅰ
前期 火曜日 ５
講時

松本　大（非常勤
講師）

2 owfztrd

・第一回目の授業は4月21日
（火）16：20～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）
13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

mailto:masao.nakashima.d3@tohoku.ac.jp
mailto:masao.nakashima.d3@tohoku.ac.jp
mailto:masao.nakashima.d3@tohoku.ac.jp
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講義コード 科目名 曜日・講時 担当教員 単位数
①クラス
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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 PM100010 情報リテラシー
前期 水曜日 １
講時後半

佐藤　克美，渡部
信一，小嶋　秀
樹，熊井　正之，
中島　平，大河
雄一，伊　得霞

1 55q76u4

6月24日からClassroomを用い
て講義動画の配信を開始しま
す。

講義はClassroomを用いて、映
像を中心とした講義の配信を
行います。受講生はその講義
を視聴し、決められた期日ま
でレポート等を提出します。

Classroomに必要な資料をアッ
プロードします。

6月1日～14日の間に、担当、
佐藤克美
katsumi[at]tohoku.ac.jpまで
連絡ください

修士の学生は必修ですので、
学務情報システムへの履修登
録を忘れずにおこなってくだ
さい。

2020 PM100020
エデュフェア・マイン
ド

前期 水曜日 １
講時前半

安保　英勇，後藤
武俊，神谷　哲
司，池尾　恭一，
李　仁子，柴山
直，劉　靖，川﨑
聡大，島　一則

1 hibufdx

第1回：4月22日（水）8:50～ ・リアルタイム＆オンデマン
ド（Google Meetsを使用）
・リアルタイムでの受講者に
は、第2回からオンライン上で
のグループワークを課す。
・オンデマンドでの受講者
は、講義と全体討議の録画を
後日視聴し、課題を提出す
る。オンデマンド受講を希望
する場合は、4月28日（火）ま
でに後藤までDCメールで連絡
すること
（amb@sed.tohoku.ac.jp）。
・M1は必修科目なので、必ず
履修すること。

・googole classroomから入手
すること

・オンデマンドの受講を勧め
るが、それも難しい場合は個
別に相談
（amb@sed.tohoku.ac.jp）の
こと

2020 PM220010 教育政策科学概論
前期 水曜日 ２
講時

井本　佳宏，福田
亘孝，島　一則，
後藤　武俊

2 yqd4zvn

・第1回授業の開始時期：4月
22日（水）2限：10:30～

・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21日
（火）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21日（火）正午まで
に井本
（imoto@tohoku.ac.jp）へ連
絡すること。

教育政策科学コースのM1は必
ず履修すること。

2020 PM350050 発達心理学特論
前期 水曜日 ２
講時

神谷　哲司 2 7mdzfeb

初回：4月22日(水) 10:30～ ・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。

2020 PM360150
コミュニティ心理学特
論

前期 水曜日 ３
講時

小島　奈々惠 2 oc2sflk

4月22日（水）3限：13：00～ Meetを用いた双方向授業＆
Classroomに講義資料と課題を
アップ
Meet等での会議の実施方法に
ついてClassroomで紹介

授業用の資料はClassroomで紹
介

個別に相談
（nanae.kojima.e5@tohoku.ac
.jpへ連絡のこと）

2020 PM340110
教育情報学応用論特論
Ⅲ

前期 水曜日 ４
講時

佐藤　智子 2 4j6ghbj

受講生が確定したら、改めて
日程調整を行います。

・授業はGoogle Meetを使用し
実施。
・受講希望者は4月24日（金）
正午までにＤＣメールにて連
絡（sato-t@tohoku.ac.jp）

・Google Classroomを使用。 ・受講希望でオンライン授業
への対応が困難な場合も、4月
24日（金）正午までにＤＣ
メールにて連絡（sato-
t@tohoku.ac.jp）

特になし。
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2020 PM250030 発達障害学概論
前期 水曜日 ５
講時

川﨑　聡大，野口
和人

2 7guoeky

シラバスに記載の通り，この
授業は実践の場への参画を通
じた学修をねらいとしていま
す。しかしながら，コロナ・
ウィルス感染の現在の状況に
おいては，実践の場を確保す
る見通しが立たない状況にあ
ります。そのため，授業開始
をゴールデン・ウィーク明け
の5月13日(水)とします。

初回講義までにクラスルーム
に掲示します

受講を希望する者は，「①個
別支援コース」と「②集団支
援コース」のどちらを希望す
るかを付して，川﨑
（akihiro.kawasaki.c5@tohok
u.ac.jp）及び野口
（kazuhito.noguchi.a5@tohok
u.ac.jp）までDCメールを送っ
てください。期限は4月22日
(水)17時とします。最終的に
は全体で発表とディスカッ
ションを行います。未定の方
は双方の教員にメールを送っ
てください。昨今の状況によ
り希望調整を行う場合があり
ます。

2020 PM350020 教育心理学特論Ⅱ
前期 木曜日 １
講時

深谷　優子 2 r4uvhom

4月23日（木）1限 8:50～ ・Meetを用いた双方向授業の
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登
録を済ませておくこと。授業
開始5分前までには，
Classroomに会議の案内を掲示
する。

授業用の資料はClassroomで共
有する。

個別に対応する。4月22日
（水）正午までに深谷
（yuko.fukaya.a7@tohoku.ac.
jp）に連絡すること

2020 PM230010 成人教育概論
前期 木曜日 ２
講時

松本　大（非常勤
講師）

2 6bvdw6w

・第一回目の授業は4月23日
（木）10：30～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22日（水）
18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 PM240040 教育情報学実践論概論
前期 木曜日 ２
講時

小嶋　秀樹，中島
平

2 44n4cyy

4月23日（木）2限：10:30〜
（収録動画の配信はその翌日
から）

Meetを用いたリアルタイム方
式およびオンデマンド方式
（収録動画の配信）を併用す
る。詳細については，初回の
授業で説明する。

授業用の Meet 接続情報・収
録動画・配布資料はすべて
Classroom 上で提供する。

Meetの利用が困難な場合はオ
ンデマンドで視聴すること。
それでも困難な場合は
xkozima@tohoku.ac.jp に連絡
のこと。

特になし

2020 PM310030 人間形成史特論Ⅰ
前期 木曜日 ２
講時

八鍬　友広 2 tveklbs

4月23日（木曜）10：30～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 PM310070 スポーツ文化論特論Ⅱ
前期 木曜日 ２
講時

鷲谷　洋輔 2 7pk7ldx

4/23 （木）10：30－
Google Meetにて実施する。受
講者は4/22まで東北大メール
で以下まで通知すること
（yosuke.washiya.a8@tohoku.
ac.jp）

基本的に授業はGoogle Meetを
用いるライブ方式と、課題の
提出とを交えて行う。講義資
料や課題はClassroomにて提示
する。

Classroomに適宜アップロード
する

個別に相談の上対応する
（yosuke.washiya.a8@tohoku.
ac.jpまで連絡のこと）

2020 PM560010
臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメント
に関する理論と実践）

前期 木曜日 ２
講時

安保　英勇 2 mlqpgi5

4月23日（木）2限：10：30
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）
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2020 PM230020 学校教育論概論
前期 木曜日 ３
講時

劉　靖 2 5y6k2ty

4月23日（木）13：00～ ・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22
日（水）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
）。

特になし

2020 PM310020 人間形成論特論Ⅱ
前期 木曜日 ３
講時

李　仁子 2 vh22a4b

４月２３日　１３時００分開
始

・オンライン授業（Google
Meet)
・受講希望者は５月１０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 PM320010 教育社会学特論Ⅰ
前期 木曜日 ３
講時

福田　亘孝 2 c6cgq5u

4/23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。

授業の資料は、Classroomに
アップロード予定。

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 PM340070
教育情報学基礎論特論
Ⅱ

前期 木曜日 ３
講時

熊井　正之 2 4q5jhuj

・第１回講義（オリエンテー
ション）は4月30日（木）
13:00から実施します。

・履修希望学生は、4月23日
(木)14:30までに熊井
(kum@tohoku.ac.jp)までDC
メールで「教育情報学基礎論
特論IIを履修希望」と必ず連
絡をしてください。
・Google Classroomを用いた
オンデマンド型の講義動画配
信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。

・講義動画の閲覧可能な状況
になってからの視聴を認めま
す。状況が改善しない場合に
備え、高圧縮した講義動画も
アップロードする予定です。

特になし

2020 PM360050 臨床心理研究法特論Ⅰ
前期 木曜日 ３
講時

若島　孔文，加藤
道代，安保　英
勇，吉田　沙蘭，
前田　駿太，砂川
芽吹，大場　麗

2 i32tjgd

・第一回目の授業は4月23日
（木）13：00～から実施

・授業はZOOMを用いて行う予
定が各ゼミで異なる。

・資料は各教員にメールにて
送る。

・オンライン授業への参加が
困難な学生については、各ゼ
ミ担当の先生までメールにて
連絡をするように。

2020 PM340120
教育情報学実践論特論
Ⅰ

前期 木曜日 ４
講時

小嶋　秀樹 2 rjco4de

4月23日（木）4限：14:40〜
（収録動画の配信はその翌日
から）

Meetを用いたリアルタイム方
式およびオンデマンド方式
（収録動画配信）を併用す
る。詳細については，初回の
授業で説明する。

授業用の Meet 接続情報・収
録動画・配布資料はすべて
Classroom 上で提供する。

Meetの利用が困難な場合はオ
ンデマンドで視聴すること。
それでも困難な場合は
xkozima@tohoku.ac.jp に連絡
のこと。

特になし

2020 PM350010 教育心理学特論Ⅰ
前期 木曜日 ４
講時

工藤　与志文 2 eo7ueh2
4/23（木）4限開始。 リアルタイム方式で、Meetを

用いた双方向授業を予定。
Google Classroomにて紹介予
定

資料配付方式で対応

2020 PM360060 臨床心理研究法特論Ⅱ
前期 木曜日 ４
講時

若島　孔文，加藤
道代，安保　英
勇，吉田　沙蘭，
前田　駿太，砂川
芽吹

2 7x6z36a

・第一回目の授業は4月23日
（木）13：00～から実施

・授業はZOOMを用いて行う予
定が各ゼミで異なる。

・資料は各教員にメールにて
送る。

・オンライン授業への参加が
困難な学生については、各ゼ
ミ担当の先生までメールにて
連絡をするように。

2020 PM510110 生涯学習論合同演習Ⅰ
前期 木曜日 ４
講時

石井山　竜平，甲
斐　健人，鷲谷
洋輔

2 rtwtkug

・第一回目の授業は4月23日
（木）４限16：20～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 PM550010 教育心理学研究演習Ⅰ
前期 木曜日 ５
講時

深谷　優子，工藤
与志文

2 ptfdcmu

4月23日（木）5限 16:20～ Meetを用いた双方向授業の予
定。

授業用の資料はClassroomで共
有する。

個別に対応する。4月22日
（水）までに深谷
（yuko.fukaya.a7@tohoku.ac.
jp）に連絡すること
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2020 PM550070 発達心理学研究演習Ⅲ
前期 木曜日 ５
講時

神谷　哲司，長谷
川　真里

2 7m33l7d

初回：4月23日(木) 16:20～ ・授業はGoogle Meetを使用す
る予定

classroomにて共有 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 PM560040
臨床心理実習Ⅰ（心理
実践実習Ⅰ）

前期 木曜日 ５
講時

安保　英勇，加藤
道代，若島　孔
文，吉田　沙蘭，
前田　駿太，砂川
芽吹，大場　麗

2 h3vprp4

4月23日（木）5限：16：20～
（心理実践実習I・IIIと合同
開催）

Classroomを用いた資料配布、
Googleドライブを用いた事前
課題と、Meet（音声のみ）を
用いた双方向授業

授業用の資料・課題は
Classroomに掲載

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

2020 PM360030
臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理
論と実践）

前期 木曜日 ６
講時

吉田　沙蘭，加藤
道代，若島　孔
文，安保　英勇，
前田　駿太，砂川
芽吹，大場　麗

2 dthjany

4月23日（木）5限：16：20～
（心理実践実習I・IIIと合同
開催）

Classroomを用いた資料配布、
Googleドライブを用いた事前
課題と、Meet（音声のみ）を
用いた双方向授業

授業用の資料・課題は
Classroomに掲載

個別に相談（吉田
（saran.yoshida.d6@tohoku.a
c.jp）へ連絡のこと）

2020 PM530070
グローバル共生教育論
合同演習Ⅰ

前期 木曜日 ６
講時

劉　靖，松本　大
（非常勤講師）

2 f7ahzk2

4月23日（木）18：00～ ・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）。
・授業課題については、
Google Classroomで知らせる
予定。

・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22
日（水）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
）。

特になし

2020 PM360100
犯罪心理学特論（司
法・犯罪分野に関する
理論と支援の展開）

前期 金曜日 １
講時.前期 金曜
日 ２講時

菅藤　健一 2 2qidcbp

4月24日（金）8：50～から隔
週で実施する。

授業は資料配布方式で実施す
る。

授業の資料については，授業
開始前までにアップロードす
る（googleクラスルーム）ま
たは連絡係の院生にメール転
送をお願いする。

googleクラスルームまたは
メールにて教材PPTを配布す
る。レポート課題も同様とす
るので，メールが使用できる
環境であれば支障はないと思
われる。

特になし

2020 PM150010 教育心理学基礎論
前期 金曜日 ２
講時

工藤　与志文 2 iv6tqeo
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。
資料配付方式で対応

2020 PM240030 教育情報学基礎論概論
前期 金曜日 ２
講時

佐藤　克美，渡部
信一，熊井　正之

2 cydorpt

第1回目の講義は、4月17日
（金）に配信予定です。

講義はClassroomを用いて、映
像を中心とした講義の配信を
行います。受講生はその講義
を視聴し、決められた期日ま
でレポート等を提出します。
初回にオリエンテーション動
画を配信するので提示された
クラスコードを入力し講義を
視聴してください。

Classroomに必要な資料をアッ
プロードします。

レポートの締め切り日にかか
わらず、8月上旬ギリギリまで
講義の視聴、レポート提出を
遅らせることを認めます。
（そういう学生は、一度担
当、佐藤克美
katsumi[at]tohoku.ac.jpまで
連絡ください）

2020 PM320050 比較教育学特論Ⅰ
前期 金曜日 ２
講時

井本　佳宏 2 jldlzd4

・第1回授業の開始時期：4月
24日（金）2限：10:30～

・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 PM510040 人間形成史研究演習Ⅱ
前期 金曜日 ２
講時

池尾　恭一 2
hyduriu（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。



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 PM540060
教育情報学基礎論研究
演習Ⅰ

前期 金曜日 ３
講時

渡部　信一 2 6dlrss4

5月8日（連休明け）、第１回
講義を配信する予定です。

Meetを活用してライブ授業を
行う		

Classroomにアップロード予定 メール等を活用し適時、対処
する
(shinichi.watabe.d1@tohoku.
ac.jp)	

2020 PM350070
発達障害学特論Ⅰ（福
祉分野に関する理論と
支援の展開）

前期 金曜日 ３
講時

野口　和人，砂川
芽吹

2 um433l7

・第1回目の授業は5月8日
（金）13：00～からとし，そ
れまでの期間は各受講生の話
題提供資料の作成準備期間と
します。

・授業はZoom等を使用して行
う予定です。
・受講希望者は，4月23日
（木）正午までに，担当を希
望するテーマ（シラバス参照
して第3希望まで）を記したＤ
Ｃメールを砂川
（mebuki.sunagawa.d7@tohoku
.ac.jp）まで送付してくださ
い。希望を踏まえて，担当の
割り振りを行います。

・必要に応じ，共有ドライブ
を使用することを想定してい
ます。

・オンライン授業への参加が
困難な方は，4月23日（金）正
午までに送付のDCメールに
て，その旨を申し出てくださ
い。

特になし

2020 PM320020 教育社会学特論Ⅱ
前期 金曜日 ４
講時

島　一則 2
mg6iyjk

・第一回目の授業（オリエン
テーション）は4月24日（金）
14：40～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23日（木）
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23
日（木）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 PM340030
教育アセスメント特論
Ⅲ

前期 金曜日 ４
講時

熊谷　龍一，柴山
直，有本　昌弘，
松林　優一郎，佐
藤　智子

2 wirstzx

・第１回目の授業は４月２４
日（金）１４：４０から実施
予定。

・授業の実施方法について
は，別途連絡を行う。
・受講希望者は４月２３日
（木）正午までに熊谷
（ryuichi@tohoku.ac.jp）も
しくは松林
（y.m@tohoku.ac.jp）までＤ
Ｃメールにて連絡をするよう
に。

・関連資料の入手方法につい
ても別途連絡を行う。

・オンライン授業への参加が
困難な学生についても，別途
連絡をするので，４月２３日
（木）正午までに熊谷
（ryuichi@tohoku.ac.jp）も
しくは松林
（y.m@tohoku.ac.jp）までＤ
Ｃメールにて連絡をするよう
に。

特になし

2020 PM340080
教育情報学基礎論特論
Ⅲ

前期 金曜日 ４
講時

佐藤　克美 2 muzgdxp

第1回目の講義は、4月19日
（日）までに配信予定です。

講義はClassroomを用いて、映
像を中心とした講義の配信を
行います。受講生はその講義
を視聴し、決められた期日ま
でレポート等を提出します。
初回にオリエンテーション動
画を配信するので提示された
クラスコードを入力し講義を
視聴してください。

Classroomに必要な資料をアッ
プロードします。

レポートの締め切り日にかか
わらず、8月上旬ギリギリまで
講義の視聴、レポート提出を
遅らせることを認めます。
（そういう学生は、一度担
当、佐藤克美
katsumi[at]tohoku.ac.jpまで
連絡ください）

2020 PM360010 臨床心理学特論Ⅰ
前期 金曜日 ４
講時

安保　英勇，加藤
道代

2 vi2s5ra
4月23日（木）2限：10：30
までに掲示

資料配布形式 授業用の資料はClassroomで紹
介

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

2020 PM550110 発達障害学研究演習Ⅰ
前期 金曜日 ６
講時

野口　和人 2 vvgj2q3

・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 PM550120 発達障害学研究演習Ⅱ
前期 金曜日 ６
講時

川﨑　聡大 2 5xomn5s

本演習は障害系所属学生（実
験系）の修論執筆のための準
備演習です。該当分野の学生
にはこちらからメールにて連
絡します。

ZOOM使用による演習（ゼミ） 4月20日までに連絡をください
akihiro.kawasaki.c5@ohoku.a
c.jp

障害実験系（川崎ゼミ）対象
です。

2020 PM320030 教育行政学特論Ⅰ
前期集中 その
他 連講

荻原　克男（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 PM330040 国際教育論Ⅰ
前期集中 その
他 連講

陳　栄政（非常勤
講師）

2 ―
連続講義：9月 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 PM330050 国際教育論Ⅱ
前期集中 その
他 連講

陳　　陳（非常勤
講師）

2 ―
連続講義：9月 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 PM340040 教育測定学特論Ⅰ
前期集中 その
他 連講

安永　和央（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。
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