
曜日 時限  時間割番号 科目名 開講場所（講義棟） 講義室名 責任教員名 備考

月曜日 １時限 224320 音楽科教育法２ 教育学部 音楽演習室 楠  俊明

月曜日 １時限 224340 音楽科教育法４ 教育学部 音楽演習室 楠  俊明

月曜日 １時限 225421 保健体育学実習 教育学部 教２０１講義室 田中　雅人

月曜日 １時限 225422 保健体育学実習 教育学部 第１体育館 糸岡　夕里

月曜日 １時限 225730 機械工学演習 教育学部 技術多目的演習実習室１・機械実習室 玉井　輝之

月曜日 １時限 226660 聴覚障害児の生理及び病理 教育学部 北４１講義室 立入　哉

月曜日 １・２時限 224890 工芸２ 教育学部 工芸実習室 原田　義明

月曜日 ２時限 222570 日本語学特講 教育学部 人文社会科学系教員養成演習室 佐藤　栄作

月曜日 ２時限 222990 外国史２ 教育学部 教１０１講義室 森　貴子

月曜日 ２時限 225360 メンタルヘルス 教育学部 教２０１講義室 上田　敏子

月曜日 ３時限 221072 総合的な学習の時間の指導法 教育学部  教１０３講義室　大講義室 藤原　一弘
中等、特支　３Q
9/29更新

月曜日 ３時限 221630 初等生活 教育学部 多目的講義室① 向　平和 10/18のみ

月曜日 ３時限 221912 子ども学研究２ 教育学部 幼児教育演習室 青井　倫子

月曜日 ４時限 221683 初等音楽 教育学部 音楽演習室　他 市川　克明 履修制限あり１４名

月曜日 ４時限 221932 子ども学研究４ 教育学部 幼児教育演習室 青井　倫子

月曜日 ４時限 222590 日本古典文学概説 教育学部  教４０２講義室　１０３講義室 小助川　元太 9/29更新

月曜日 ４時限 222750 書道科教育法２ 教育学部 書写書道実習室 東　賢司

月曜日 ４時限 224400 声楽（２）（歌唱指導法を含む） 教育学部 音楽演習室 楠  俊明

月曜日 ４時限 224920 工芸概説（鑑賞） 教育学部 多目的講義室② 高畠  麻子

月曜日 ４時限 225300 スポーツ文化論 教育学部 教１０２講義室 石井　浩一

月曜日 ４時限 226090 住居学 教育学部 教２０３講義室 曲田　清維

月曜日 ４時限 226430 英語コミュニケーション演習C 教育学部 教２０２講義室 池野　修

月曜日 ５時限 221360 部活動指導実践論 教育学部 大講義室 日野　克博

月曜日 ５時限 223440 解析学概論 教育学部 教２０１講義室 觀音　幸雄

月曜日 ５時限 223860 化学 教育学部 教２０３講義室 熊谷　隆至

月曜日 ５時限 226060 調理加工学及び実験実習１ 教育学部 調理実習室・２０２講義室 岡本　威明

令和３年度　第３Ｑ　教育学部対面講義一覧　　　9/29時点

※講義室は変更になることがあります。
※卒業研究指導・小学校サブコース演習などの個別指導については，指導教員の指示に従ってください。
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火曜日 １時限 221911 子ども学研究２ 教育学部 幼児教育演習室 深田　昭三

火曜日 １時限 222630 日本古典文学演習 教育学部 人文社会科学系教員養成演習室 小助川　元太

火曜日 １時限 223470 解析学３ 教育学部 教２０１講義室 觀音　幸雄

火曜日 １時限 225320 保健体育測定評価 教育学部 教２０３講義室 田中　雅人

火曜日 ２時限 225442 保健体育学演習２ 教育学部 保健体育演習室 田中　雅人

火曜日 １時限 225810 技術・情報研究１ 教育学部 技術多目的演習実習室１・金工室 玉井　輝之

火曜日 ２時限 221684 初等音楽 教育学部 音楽演習室　他 市川　克明 履修制限あり２１名

火曜日 ２時限 221931 子ども学研究４ 教育学部 幼児教育演習室 深田　昭三

火曜日 ２時限 224720 美術科教育法２ 教育学部 美術合同演習室 福井　一真

火曜日 ３時限 221032 教育制度論 教育学部 教１０３講義室 露口　健司 中等、特支

火曜日 ３・４時限 223950 生物学実験 教育学部 理科共同学生実験室３ 中村　依子

火曜日 ４時限 221692 初等図画工作 教育学部 教４０１・４０２講義室 秋山　敏行 中等、特支

火曜日 ４時限 225240 武道・ダンス 教育学部 武道場 上田　敏子

火曜日 ４時限 225940 家庭科教育法４ 教育学部 教２０２・２０３講義室 竹下　浩子

火曜日 ４時限 226340 英語科教育法４ 教育学部 教１０３講義室 池野　修

火曜日 ４・５時限 223840 物理学実験 教育学部 理科共同学生実験室２ 細田　宏樹

火曜日 ５時限 222130 造形表現の理解と方法 教育学部 工芸実習室 佐々木　昌夫

火曜日 ５時限 222970 日本史３ 教育学部 教１０２講義室 川岡　勉

火曜日 ５時限 223450 解析学１ 教育学部 教２０１講義室 觀音　幸雄

火曜日 ５時限 224441 ピアノ（１） 大演奏室 安積　京子

火曜日 ５時限 224442 ピアノ（１） 教育学部 大演奏室 福富　彩子

火曜日 ５時限 224860 デザイン概論 教育学部 デザイン実習室 千代田　憲子 10/5，10/26，11/16

火曜日 ５時限 225920 家庭科教育法２ 教育学部 教２０２講義室 眞鍋　郁代　他 一部対面

火曜日 ５時限 226410 英語コミュニケーション演習A 教育学部  教４０１講義室　１０３講義室 立松　大祐 9/29更新

火曜日 ５時限 226760 教育聴能学 教育学部 音声分析実験室 立入　哉

※講義室は変更になることがあります。
※卒業研究指導・小学校サブコース演習などの個別指導については，指導教員の指示に従ってください。
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水曜日 １時限 221340 教職教養課題特講 教育学部 教４０１講義室 鴛原　進

水曜日 １時限 223500 確率統計学１ 教育学部 教２０１講義室 觀音　幸雄

水曜日 １時限 223790 量子物理学 教育学部 教２０３講義室 細田　宏樹

水曜日 ２時限 221720 人間関係の指導法 教育学部 防音演習室 青井　倫子

水曜日 ２時限 222330 現代教育課題論 教育学部 教大講義室 藤原　一弘

水曜日 ２時限 223380 代数学２ 教育学部 教２０２講義室 安部　利之

水曜日 ２時限 223760 物理 教育学部 教２０３講義室 中本　剛

水曜日 ２時限 224170 環境教育実践演習 教育学部 理科共同学生実験室１ 向　平和

水曜日 ２時限 224610 音楽史①（日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む） 教育学部 中演奏室 市川　克明

水曜日 ２時限 224740 美術科教育法４ 教育学部 美術合同演習室 秋山　敏行

水曜日 ２時限 225120 保健体育科教育法２ 教育学部 教１０１講義室 日野　克博

水曜日 ２時限 225620 技術科教育法２ 教育学部 技術多目的演習実習室２ 森　慎之助

水曜日 ２時限 225950 生活経営学 教育学部 教４０１講義室 藤田　昌子 10/6・10/13

水曜日 ２時限 226320 英語科教育法２ 教育学部 教４０２講義室 立松　大祐

水曜日 ３時限 222410 心理学実験法 教育学部 教育・心理統計演習室 富田　英司

水曜日 ３時限 224980 工芸科教育法２ 教育学部 美術合同演習室 福井　一真

水曜日 ３時限 225140 保健体育科教育法４ 教育学部 教１０１講義室 上田　敏子

水曜日 ３時限 225640 技術科教育法４ 教育学部 技術多目的演習実習室２ 大西　義浩

水曜日 ３時限 226140 子ども・家族福祉 教育学部 教４０１講義室 金子　省子 10/5・12/15・2/9

水曜日 ３時限 226700 肢体不自由児の教育課程及び指導法 教育学部 教４０２講義室 樫木　暢子 11/10・11/17・11/24・12/8

水曜日 ４時限 221760 音楽表現の指導法 教育学部 防音演習室、保育観察室、武道場 小池  美知子

水曜日 ４時限 222340 教育心理学演習 教育学部  教１０１講義室　４０１講義室 富田　英司
初等
9/29更新

水曜日 ４時限 222380 理科観察実験演習２ 教育学部 理科共同学生実験室１ 向　平和

水曜日 ４時限 222710 書写書道概説 教育学部 書写書道実習室 東　賢司

水曜日 ４時限 223050 自然地理１ 教育学部 教２０１講義室 川瀬　久美子

水曜日 ４時限 223360 代数学概論 教育学部 教２０３講義室 安部　利之

水曜日 ４時限 224190 理科観察実験研究２ 教育学部 理科共同学生実験室１ 向　平和

水曜日 ４時限 224380 声楽基礎演習 教育学部 音楽演習室 楠  俊明

水曜日 ４時限 225190 球技３（バレーボール） 第１体育館 福田　隆

水曜日 ４時限 225690 金属加工法２ 教育学部 技術多目的演習実習室１ 森　慎之助

水曜日 ４時限 225990 被服学 教育学部 教２０２講義室 眞鍋　郁代
10/6，10/13，10/20
9/29更新

水曜日 ４・５時限 224780 彫刻基礎演習 教育学部 工芸実習室 佐々木　昌夫

水曜日 ５時限 221691 初等図画工作 教育学部 教４０１講義室,教４０２講義室 秋山　敏行 初等

水曜日 ５時限 225760 電気･電子工学演習 教育学部 技術多目的演習実習室２ 大西　義浩

※講義室は変更になることがあります。
※卒業研究指導・小学校サブコース演習などの個別指導については，指導教員の指示に従ってください。
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木曜日 １時限 223780 物理数学 教育学部 理科共同学生実験室２ 中本　剛

木曜日 ２時限 223810 物理学演習２ 教育学部 理科共同学生実験室２ 中本　剛

木曜日 ２時限 225250 ダンス ダンス場 牛山　眞貴子 ダンス

木曜日 ２時限 225443 保健体育学演習２ 教育学部 保健体育演習室 日野　克博

木曜日 ３時限 221410 読書と豊かな人間性 教育学部 教大講義室 日野  弘子

木曜日 ３時限 221830 幼児教育学 教育学部 幼児教育演習室 青井　倫子

木曜日 ４・５時限 224760 絵画２ 教育学部 絵画実習室 長谷川  隆子

木曜日 ５時限 224030 地学演習１ 教育学部 理科共同学生実験室３ 佐野　栄

木曜日 ５時限 224040 地学演習２ 教育学部 理科共同学生実験室３ 佐野　栄

木曜日 ５時限 225840 工業科教育法２ 教育学部 技術多目的演習実習室２ 大西　義浩

木曜日 ５時限 226470 ICTと異文化間コミュニケーション１ 教育学部 第２言語習得・小学校英語実習室 ボグダン・デイビッド

※講義室は変更になることがあります。
※卒業研究指導・小学校サブコース演習などの個別指導については，指導教員の指示に従ってください。
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金曜日 １時限 221440 多文化理解教育 教育学部  教２０１講義室　　１０３講義室 ボグダン・デイビッド 9/29更新

金曜日 １時限 221810 幼児と造形表現 教育学部 工芸実習室 原田　義明 ３Q

金曜日 １時限 223820 熱統計物理学 教育学部 教１０１講義室 細田　宏樹

金曜日 １時限 224480 ピアノ伴奏法（２） 教育学部 大演奏室 安積　京子

金曜日 １時限 224010 地学 教育学部 教２０２講義室 佐野　栄
木曜２限から変更
9/29更新

金曜日 １時限 224530 日本音楽 教育学部 大演奏室 大萩　康喜 9/29追加

金曜日 １時限 224540 邦楽 教育学部 大演奏室 大萩　康喜 9/29追加

金曜日 ３時限 221860 幼児心理学演習 教育学部 幼児教育演習室 深田　昭三

金曜日 ３時限 224970 総合造形表現演習 教育学部 美術合同演習室 美術講座教員

金曜日 ３時限 225710 機械工学１ 教育学部 技術多目的演習実習室１・機械実習室 玉井　輝之

金曜日 ３時限 226040 食物学 教育学部 教４０１講義室 岡本　威明

金曜日 ４時限 222520 国語科教育法２ 教育学部  教４０１講義室　１０３講義室 三浦　和尚 9/29更新

金曜日 ４時限 224520 器楽アンサンブル（２） 教育学部 大演奏室　他　　大講義室 市川　克明 9/29更新

金曜日 ４時限 225170 球技１（バスケットボール） 第１体育館 石井　浩一

金曜日 ４時限 225650 木材加工法 教育学部 技術多目的演習実習室２・木工芸室 森　慎之助

金曜日 ４・５時限 223730 理科教育法（実験実習）１ 教育学部 理科共同学生実験室２・３ 佐野　栄

金曜日 ４・５時限 224060 理科実験１ 教育学部 理科共同学生実験室３ 佐野　栄

金曜日 ４・５時限 224070 理科実験２ 教育学部 理科共同学生実験室２ 熊谷　隆至

金曜日 ４・５時限 224800 彫刻２ 教育学部 彫刻実習室 佐々木　昌夫

金曜日 ４・５時限 224830 デザイン１ 教育学部 デザイン実習室 千代田　憲子

金曜日 ４・５時限 224870 工芸基礎演習 教育学部 工芸実習室 原田　義明

金曜日 ５時限 222020 乳児保育２ 教育学部 幼児教育演習室 深田　昭三

金曜日 ５時限 224420 合唱（２） 教育学部 大演奏室　他 楠  俊明

金曜日 ５時限 225660 製図 教育学部 技術製図室 森　慎之助

授業日程は初回の講義で
お知らせがあります。

※講義室は変更になることがあります。
※卒業研究指導・小学校サブコース演習などの個別指導については，指導教員の指示に従ってください。
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集中 225444 保健体育学演習２ 教育学部 糸岡　夕里

集中 223603 数学･情報研究 安部　利之

集中 223800 物理学演習１ 教育学部 理科共同学生実験室２ 細田　宏樹

集中 224120 理科教育演習１ 教育学部 理科共同学生実験室１ 隅田　学

集中 224140 理科教育演習３ 教育学部 理科共同学生実験室１ 隅田　学

集中 224160 理科教育演習５ 教育学部 理科共同学生実験室１ 隅田　学

集中 226174 家庭科教育研究 教育学部 家政教育実習室 藤田　昌子

集中 225273 アドバンストスポーツ２ 松山市近郊（予定） 田中　雅人 ｳｫｰｷﾝｸﾞ

集中 225276 アドバンストスポーツ２ 城北キャンパス・山越グランド 上田　敏子 ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ

集中 225370 救急処置 東温消防署講義室 上田　敏子

集中 225380 体育指導観察実習 松山市内公立中学校 糸岡　夕里

集中 221502 インターン実習 附属小学校・附属中学校 藤原　一弘
ガイダンス10/14（予定）
実習は11月以降

水曜日 １時限 履修登録済 教材生物実習 教育学部 理科共同学生実験室３・屋外・温室 中村　依子
月曜５限から変更
9/29更新

集中 履修登録済 保育実習指導１ 教育学部 教２０１講義室　他 青井　倫子 9/30 3～4限

通年集中 履修登録済 ピアノ演奏研究 教育学部 大演奏室 福富　彩子

通年集中 履修登録済 ピアノ演奏研究 教育学部 大演奏室 安積　京子

集中 履修登録済 アドバンストスポーツ１（ロングライド） しまなみ海道等 田中　雅人

集中 履修登録済 アドバンストスポーツ１ 山越グラウンド　他 日野　克博

集中 履修登録済 アウトドアスポーツ１（登山） 教育学部 石鎚山など 日野　克博 10/2・10/9・11/6

月曜日 ２時限 履修登録済 カウンセリング特別演習 教育学部 教育相談実習室　他 相模　健人

通年集中 履修登録済 保健体育学研究 教育学部 保健体育演習室 田中　雅人

通年集中 履修登録済 保健体育学研究 糸岡　夕里

通年集中 履修登録済 保健体育学研究 保健体育演習室 日野   克博

集中 履修登録済 教育実習事前・事後指導 教育学部 大講義室・１０３ 向　平和 事後指導10/末

集中 履修登録済 特別支援学校（知的障害）教育実習 附属特別支援学校 冨田　享子 10/1～10/21

集中 履修登録済 特別支援学校（聴覚障害）教育実習 愛媛県立松山聾学校 冨田　享子 10/4～10/22

集中 履修登録済 特別支援学校（聴覚障害）教育実習事前・事後指導 教育学部 音声分析実験室 冨田　享子 事後指導11/20

集中 履修登録済 小学校教育実習B 附属小学校 向　平和 10/5～10/12

集中 別途指示 地域連携実習 学外 田中　雅人 １０月以降随時

集中 履修登録済 小学校応用実習 公立小学校 安部　利之 9月中旬～10月中旬

集中 履修登録済 中学校応用実習 公立中学校 安部　利之 9月中旬～10月中旬

集中 履修登録済 高等学校教育実習 高等学校（出身校） 安部　利之 １０月～１１月

※講義室は変更になることがあります。
※卒業研究指導・小学校サブコース演習などの個別指導については，指導教員の指示に従ってください。


