
対面授業一覧（教育学研究科教育実践高度化専攻） 令和３年９月１７日

曜日 時限 時間割番号 科目名 開講場所（講義棟） 開講場所（教室） 担当教員名 備考
金曜日 3 22P01 エビデンスに基づく教育政策・事業分析 教育学部 ICTクラスルーム 兵藤　清一　他
月曜日 2 22P02 人材育成演習 松山市教育研修センター 山本　浅幸　他
集中 22P03 教員研修プログラム開発演習 教育学部 ICTクラスルーム 露口　健司　他
集中 22P04 カリキュラムマネジメントと校内研修 教育学部 ICTクラスルーム 倉本  哲男
水曜日 2 22P05 信頼を構築する学校危機管理 教育学部 教育実践開発室 山内　孔　他
月曜日 3 22P06 地域とともにある学校の経営 教育学部 教育実践開発室 遠藤　敏朗　他
集中 22P07 学校改善の実践的研究 教育学部 ICTクラスルーム 露口　健司　他
金曜日 1～2 22P001 学校改善課題研究２ 教育学部 教員研究室 露口　健司　他
火曜日 2 22P09 教材開発高度化演習 教育学部 教育実践開発室 吉村　直道　他
月曜日 4 22P10 特別な教育ニーズへの対応 教育学部 ICTクラスルーム 樫木　暢子　他
火曜日 3 22P11 学級経営の事例研究 教育学部 教育実践開発室 白松　賢　他
水曜日 5 22P12 教育課題解決のための教育プログラム開発演習 教育学部 教育実践開発室 白松　賢　他
月曜日 5 22P13 児童生徒・保護者の教育相談実践 教育学部 教育実践開発室 信原　孝司　他
火曜日 4 22P14 集団づくりの道徳論的アプローチ 教育学部 教育実践開発室 太田　佳光　他
金曜日 4 22P15 生徒指導機能を生かした学習指導 教育学部 教育実践開発室 藤堂　浩伸　他
集中 22P16 子どもの問題行動の事例研究 教育学部 教育実践開発室 池田　哲也　他
水曜日 4 22P17 生徒指導と特別活動の実践研究 教育学部 教育実践開発室 城戸　茂　他
金曜日 3 22P18 進路指導の実践研究 教育学部 教育実践開発室 梅田　崇広　他
月曜日 5 22P19 デジタル教材開発とその利用方法 教育学部 103講義室 大西　義浩　他
火曜日 4 22P20 ソフトウェアを活用した校務支援 教育学部 技術多目的演習実習室2 玉井　輝之　他
金曜日 4 22P21 プログラミングを活用した授業実践 教育学部 203講義室 大西　義浩　他
水曜日 4 22P22 ICTを活用した授業実践開発 教育学部 103講義室 大西　義浩　他
金曜日 1～2 22P002 授業改善課題研究２ 教育学部 教員研究室 白松　賢　他
金曜日 1～2 12P003 授業改善課題研究３ 教育学部 教員研究室 白松　賢　他
火曜日 1 22Z10 教科指導力高度化演習 発展 教育学部 教員研究室 鴛原　進　他
火曜日 2 22C01 教材の開発と実践（現代の国語） 教育学部 教員研究室 佐藤　栄作　他
火曜日 3 22C02 教材の開発と実践（言語文化） 教育学部 教員研究室 小助川　元太　他
金曜日 3 22C03 教材の開発と実践（書写書道） 教育学部 教員研究室 東　賢司
火曜日 2 22D01 教材の開発と実践（歴史） 教育学部 社会科実験室 井上　昌善　他
金曜日 3 22D02 教材の開発と実践（地理） 教育学部 社会科実験室 井上　昌善　他
金曜日 4 22D03 教材の開発と実践（公民） 教育学部 社会科実験室 鴛原　進　他
月曜日 3 22E01 教材の開発と実践（代数） 教育学部 教員研究室 安部　利之　他
水曜日 4 22E02 教材の開発と実践（幾何） 教育学部 教員研究室 河村　泰之　他
火曜日 2 22E03 教材の開発と実践（解析） 教育学部 教員研究室 觀音　幸雄　他
金曜日 5 22E04 教材の開発と実践（応用数学） 教育学部 教員研究室 原本　博史　他
火曜日 3 22F01 教材の開発と実践（物理） 教育学部 オープンラボ教室 中本　剛　他
火曜日 4 22F02 教材の開発と実践（化学） 教育学部 オープンラボ教室 隅田　学　他
金曜日 4 22F03 教材の開発と実践（生物） 教育学部 オープンラボ教室 向　平和　他
水曜日 5 22F04 教材の開発と実践（地学） 教育学部 理科共同学生実験室③ 佐野　栄　他
水曜日 4 22G01 教材の開発と実践（器楽） 教育学部 音楽演習室，教員研究室 福富　彩子　他
金曜日 3 22G02 教材の開発と実践（鑑賞・創作） 教育学部 教員研究室 市川　克明　他
火曜日 3 22G03 教材の開発と実践（歌唱） 教育学部 大演奏室，教員研究室 楠  俊明　他
集中 22H01 教材の開発と実践（絵画・彫刻） 教育学部 彫刻実習室 佐々木　昌夫　他
火曜日 3 22H02 教材の開発と実践（デザイン・工芸） 教育学部 工芸実習室 原田　義明　他
月曜日 3 22H03 教材の開発と実践（美術理論・美術史） 教育学部 教員研究室 秋山　敏行
水曜日 4 22I01 教材の開発と実践（スポーツ） 教育学部 保健体育演習室２ 糸岡　夕里　他
火曜日 2 22I02 教材の開発と実践（健康） 教育学部 保健体育演習室２ 糸岡　夕里
月曜日 3 22J01 教材の開発と実践（電気） 教育学部 技術合同実験室１ 大西　義浩　他
火曜日 2 22J02 教材の開発と実践（機械） 教育学部 技術多目的実験習室１ 玉井　輝之　他
月曜日 2 22J03 教材の開発と実践（材料加工） 教育学部 技術多目的実験習室１、木工芸室 森　慎之助　他
火曜日 2 22K01 教材の開発と実践（食物・被服） 教育学部 家政共同実習室 竹下　浩子　他
水曜日 4 22K02 教材の開発と実践（保育・家庭生活） 教育学部 家政教育実習室 藤田　昌子　他
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水曜日 4 22L01 教材の開発と実践（英語学・言語科学） 教育学部 英語会議室・準備室 秋山　正宏　他
火曜日 5 22L02 教材の開発と実践（第二言語習得） 教育学部 英語会議室・準備室 池野　修　他
金曜日 1～2 22Z100 教材開発課題研究2 教育学部 教員研究室 鴛原　進　他
金曜日 1～2 12Z200 教材開発課題研究3 教育学部 教員研究室 鴛原　進　他
火曜日 3 22B01 聴覚言語障害への心理学的対応 教育学部 音声分析実験室 立入　哉
月曜日 5 22B02 聞こえの困難への教育的対応 教育学部 音声分析実験室 加藤　哲則
月曜日 2 22B03 学校における支援体制 教育学部 音声分析実験室 吉松　靖文　他
月曜日 1 22B04 個別の指導計画の作成と実施 教育学部 音声分析実験室 樫木　暢子
金曜日 3 22B05 社会的自立・就労の指導 教育学部 音声分析実験室 加藤　哲則　他
水曜日 4 22B06 読み書き困難への対応 教育学部 音声分析実験室 苅田　知則　他
火曜日 4 22B07 計算・推論困難への対応 教育学部 音声分析実験室 苅田　知則　他
月曜日 3 22B08 行動上の問題への対応 教育学部 音声分析実験室 中野　広輔
金曜日 1～2 22B100 特別支援教育課題研究2 教育学部 音声分析実験室 立入　哉
金曜日 1～2 22B101 特別支援教育課題研究2 教育学部 音声分析実験室 加藤　哲則
金曜日 1～2 22B103 特別支援教育課題研究2 教育学部 音声分析実験室 樫木　暢子
金曜日 1～2 22B104 特別支援教育課題研究2 教育学部 音声分析実験室 苅田　知則
金曜日 1～2 22B105 特別支援教育課題研究2 教育学部 音声分析実験室 中野　広輔
金曜日 1～2 12B200 特別支援教育課題研究3 教育学部 教員研究室 立入　哉
金曜日 1～2 12B201 特別支援教育課題研究3 教育学部 教員研究室 加藤　哲則
金曜日 1～2 12B203 特別支援教育課題研究3 教育学部 教員研究室 樫木　暢子
金曜日 1～2 12B204 特別支援教育課題研究3 教育学部 教員研究室 苅田　知則
金曜日 1～2 12B205 特別支援教育課題研究3 教育学部 教員研究室 中野　広輔
集中 12P102 連携校実習１ 実習校 遠藤　敏朗　他
集中 12P103 連携校実習２ 実習校 遠藤　敏朗　他
集中 22P101 連携校実習３ 実習校 立松　大祐　他
未定 22P100 研究指定校実習 実習校 兵藤　清一　他
集中 12P104 特別支援教育連携校実習１ 実習校 加藤　哲則　他
集中 12P105 特別支援教育連携校実習２ 実習校 加藤　哲則　他
集中 22P102 特別支援教育連携校実習３ 実習校 立松　大祐　他


