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科

学

部

総
合
人
間

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

HUS10300 春 学生主体の留学生支援プログラムの創成（2）横山・杉村 12-301

※１ 通 英語（一般外国語）

2
（11：00～ 12：30）

HED10900 春 学校教育学Ⅰ 奈須 12-201 HED11100 春 国際教育学Ⅰ 杉村 8-409
HED53300 春 教育学課題研究Ⅰａ（教育哲学） 増渕 2-1415c HED52500 春 学校教育学演習Ⅰ 奈須 2-1415c
HED61000 春 教育学特殊講義Ⅲ－ラテンアメリカ教育論－ 斉藤 3-124 HED54700 春 教育学課題研究Ⅷａ（異文化教育学） 渡辺 2-1415a

3
（13：30～ 15：00）

HED51700 春 教育哲学演習Ⅰ 増渕 2-1415c HED21000 春 教育社会学Ⅰ 北村 1-408
HED51900 春 日本教育史演習Ⅰ 湯川 2-1415c

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

4
（15：15～ 16：45）

HED20500 春 異文化教育学Ⅰ 渡辺 12-302 HED65700 春 生涯学習とスポーツ 師岡 8-207
HED54100 春 教育学課題研究Ⅴａ（学校教育学） 奈須 2-1415c HED66400 春 社会教育実習 田中 研究室

※１ 春 キリスト教人間学

5
（17：00～ 18：30）

6
（18：45～ 20：15）

HED64900 春 教育行政学 惣脇 4-185

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
HED96103 春 卒業論文Ⅰ 教育学科教員
HED96203 春 卒業論文Ⅱ 教育学科教員
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＜ 2010 年度　通年・春学期　総合人間科学部教育学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

HED54300 春 教育学課題研究Ⅵａ（国際教育学） 杉村 2-1415c HED53700 春 教育学課題研究Ⅲａ（外国教育史） 髙祖 2-1415c
HUS10100 春 総合人間科学入門 コ）栃本 3-348 HED65500 春 教育学特殊講義Ⅵ－教育調査研究法Ⅰ－ 大島 COM-H

※１ 春 ウエルネスと身体
HED20700 春 教育哲学Ⅰ 増渕 1-408 HED10100 春 外国教育史Ⅰ 髙祖 9-349 HED20800 春 日本教育史Ⅰ 湯川 3-171
HED53100 春 異文化教育学演習Ⅰ 渡辺 2-1415c HED52700 春 国際教育学演習Ⅰ 杉村 2-1415c HED60600 春 教育学特殊講義Ⅰ－質的研究法－ 柴山 11-209
HED54500 春 教育学課題研究Ⅶａ（教育社会学） 北村 2-1415a HED65900 春 社会教育計画論Ⅰ 鈴木 1-405

HED52900 春 教育社会学演習Ⅰ 北村 3-537 HED10300 春 生涯教育学Ⅰ 田中 9-255
HED52100 春 外国教育史演習Ⅰ 髙祖 2-1415c
HED53500 春 教育学課題研究Ⅱａ（日本教育史） 湯川 研究室

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
HED52300 春 生涯教育学演習Ⅰ 田中 2-1415c

※１ 通 英語（一般外国語）
HED60700 春 教育学特殊講義Ⅱ－教育を哲学するー 坂倉 4-183 HED53900 春 教育学課題研究Ⅳａ（生涯教育学） 田中 2-1415c
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科

学

部

総
合
人
間

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

HED51400 秋 学校教育学Ⅱ 奈須 3-533

※１ 通 英語（一般外国語）

2
（11：00～ 12：30）

HED53400 秋 教育学課題研究Ⅰｂ（教育哲学） 増渕 2-1415c HED51600 秋 国際教育学Ⅱ 杉村 8-409
HED52600 秋 学校教育学演習Ⅱ 奈須 2-1415c
HED54800 秋 教育学課題研究Ⅷｂ（異文化教育学） 渡辺 2-1415a

3
（13：30～ 15：00）

HED51800 秋 教育哲学演習Ⅱ 増渕 2-1415c HED51500 秋 教育社会学Ⅱ 北村 1-408
HED60400 秋 教育学特殊講義Ⅴ－戦後日本の教育とＪ．デューイ－ 髙浦 9-454 HED52000 秋 日本教育史演習Ⅱ 湯川 2-1415c

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

4
（15：15～ 16：45）

HED50600 秋 異文化教育学Ⅱ 渡辺 12-302 HED60900 秋 教育学特殊講義Ⅶ－イギリス青少年教育史－ 田中 8-207
HED54200 秋 教育学課題研究Ⅴｂ（学校教育学） 奈須 2-1415c

※１ 秋 キリスト教人間学

5
（17：00～ 18：30）

6
（18：45～ 20：15）

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
HED96104 秋 卒業論文Ⅰ 教育学科教員
HED96204 秋 卒業論文Ⅱ 教育学科教員
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＜ 2010 年度　通年・秋学期　総合人間科学部教育学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

HED54400 秋 教育学課題研究Ⅵｂ（国際教育学） 杉村 2-1415c HED53800 秋 教育学課題研究Ⅲｂ（外国教育史） 髙祖 2-1415c

HED51200 秋 教育哲学Ⅱ 増渕 1-408 HED50200 秋 外国教育史Ⅱ 髙祖 9-349 HED51300 秋 日本教育史Ⅱ 湯川 3-171
HED53200 秋 異文化教育学演習Ⅱ 渡辺 2-1415c HED52800 秋 国際教育学演習Ⅱ 杉村 2-1415c HED66000 秋 社会教育計画論Ⅱ 鈴木 11-325
HED54600 秋 教育学課題研究Ⅶｂ（教育社会学） 北村 2-1415a

HED53000 秋 教育社会学演習Ⅱ 北村 2-1415c HED60800 秋 教育学特殊講義Ⅳ－メディアと教育－ 芝﨑 COM-B HED50400 秋 生涯教育学Ⅱ 田中 9-255
HED52200 秋 外国教育史演習Ⅱ 髙祖 2-1415c
HED53600 秋 教育学課題研究Ⅱｂ（日本教育史） 湯川 研究室

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
HED52400 秋 生涯教育学演習Ⅱ 田中 2-1415c

※１ 通 英語（一般外国語）
HED54000 秋 教育学課題研究Ⅳｂ（生涯教育学） 田中 2-1415c

HED65800 秋 企業内教育論 大木 2-508
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