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[数学科教育法Ｉ] 理学部6号館201 臨床心理学課題演習(心理的アセスメント) 総合研究1号館 教育社会学専門ゼミナールＩ 2演 [数学科教育法II] 理学部6号館201 臨床実践指導学実習 総合研究1号館

大西　俊弘 西　見奈子、高橋　靖恵、鈴木　優佳 第4実習室 神原　一之 桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、立木、西、梅村 月5,6

[英語科教育法Ｉ] 一講 [数学科教育法Ｉ] 理学部6号館303 [社会科教育法Ｉ] 8演 [理科教育法Ｉ] 二講

若本　夏美 大西　俊弘 石井　英真 山下　芳樹

臨床研究開発コロキアム 総合研究1号館第3実習室 [理科教育法II] 理系総合実習室 [地理歴史科教育法] 8演

舟橋　春彦 （2共106） 石井　英真

[英語科教育法II] 一講 [社会科・地理歴史科教育法] 8演

若本　夏美 石井　英真

[フランス語科教育法Ｉ]  文学部校舎4演 [数学科教育法II] 前）理学部6号館302

(前)永盛　克也、(後)村上　祐二 神原　一之 後）理学部6号館201

心理臨床学研究 総合研究1号館 [理科教育法Ｉ] 二講

桑原、河合、田中（康）、立木、梅村 第4実習室 山下　芳樹

臨床心理実践学研究 総合研究1号館 教育社会学研究法演習Ｉ 2演

岡野　憲一郎、松下　姫歌 第3実習室

総合研究1号館

総合研究1号館

財政学 法経四 教育方法論 学術情報メディアセンター南館 臨床心理学研究法演習Ａ 総合研究1号館 Effective Learning Strategies 4演 教育史特論II 4演

諸富　徹 [教育方法論]徳永　俊太 地下講義室 川部　哲也 第4実習室 ｴﾏﾆｭｴﾙ・ﾏﾅﾛ 高岡　裕之

[教育の方法と技術II]  文学部校舎6講 比較心理学講義  文学部校舎4講 メディア文化学概論  文学部校舎3講 教育政策学専門ゼミナールＡ 3演

上田　勝久 黒島　妃香 佐藤　卓己 服部　憲児

[生徒指導の精神と具体的方策] 農学部W100 図書館概論 二講 図書館情報学専門ゼミナールI 4演 Effective Learning Strategies(Advanced) 4演

川地　亜弥子 福井　佑介 福井　佑介 ｴﾏﾆｭｴﾙ・ﾏﾅﾛ

[生徒指導と進路指導の理論と方法II] 農学部W100 教育行政学概論Ｉ 総合研究2号館 図書館情報学研究法演習Ｉ 4演 認知心理学特論VIII 総合人間学部棟1207

川地　亜弥子 [教育行政学概論Ｉ]服部　憲児 法科第二教室 福井　佑介 月浦　崇

メディア文化学研究Ａ 7演 社会学講義Ｉ  文学部校舎6講 教育政策学演習IＡ 3演 教育社会学研究IＡ 5演

佐藤　卓己 松田　素二、太郎丸　博 服部　憲児 稲垣　恭子、竹内　里欧

相関教育システム論基礎演習ＩＡ 2演 教育政策学演習IIＡ 3演

竹内　里欧、椎名　健人 服部　憲児

[教職教育論]  理学部6号館401

石井　英真、盛永　俊弘

[教育相談(教育・学校心理学)] 農学部W100

谷口　麻起子

認知心理学特論VI 総合研究8号館

熊田　孝恒、水原　啓暁 講義室2

社会学特論Ｉ  文学部校舎6講

松田　素二、太郎丸　博

メディア文化学演習Ｉ 7演

佐藤　卓己

臨床実践指導学研究IIIＡ 総合研究1号館

髙橋　靖恵、西　見奈子 第3実習室

行政学 法経六

曽我　謙悟

情報メディアの活用 学術情報メディアセンター 図書館サービス概論 二講 臨床心理学研究法演習Ｂ 総合研究1号館 教育研究入門II 一講、

高鍬　裕樹 203室 高鍬　裕樹 川部　哲也 第4実習室 西岡　加名恵　、髙橋　靖恵、佐野　真由子 1演、2演、4演、7演、8演

メディア文化学研究Ｂ 7演 教育行政学概論II 総合研究2号館 相関教育システム論基礎演習IIＢ 4演 図書館情報技術論 法経七

佐藤　卓己 [教育行政学概論II]服部　憲児 法科第二教室 福井　佑介 古賀　崇

[工業科教育法] 電気総合館大講義室 社会学講義IV  文学部校舎6講 図書館情報学専門ゼミナールII 4演 教育政策学専門ゼミナールＢ 3演

(前)久門　尚史、(後)和田　修己 前)火5、後)月1 丸山　里美 福井　佑介 服部　憲児

文化社会学 3演 [教職実践演習] 5演 教育社会学研究IＢ 5演

竹内　里欧 樋口　太郎、石井　英真、北原　琢也 稲垣　恭子、竹内　里欧

[教育の方法と技術Ｉ] 8演 図書館情報学研究法演習II 4演 教育政策学演習IIＢ 3演

谷口　麻起子 福井　佑介 服部　憲児

[教職実践演習] 2演 教育政策学演習IＢ 3演

石井　英真、北原　琢也 服部　憲児

社会学特論IV  文学部校舎6講

丸山　里美

文化社会学特論 3演

竹内　里欧

メディア文化学演習II 7演

佐藤　卓己

臨床実践指導学研究IIIＢ 総合研究1号館

髙橋　靖恵、西　見奈子 第3実習室
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臨床心理実習ＩＡ(心理実践実習)

稲垣　恭子、竹内　里欧、椎名　健人

稲垣　恭子、竹内　里欧、椎名　健人

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

臨床心理実習ＩB(心理実践実習)

1　　８：４５～１０：１５

月

通年

後期

前期

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、立木、西、梅村

月
（
M

O
N
)

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村
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[宗教科教育法II]  文学部校舎6講 [理科教育法II] 農学部W502 比較教育学専門ゼミナール 3演 [国語科教育法Ｉ] 二講

杉村　靖彦 宮下　ゆたか 南部　広孝、杉本　均 渡邊　春美

比較教育学演習Ｉ 5演 比較教育学演習II 3演 教育現場演習(教育分野に関する理論と支援の展開) 総合研究1号館

杉本　均、南部　広孝 南部　広孝、杉本　均 岡野、中、前川、吉田（晴）、山崎 第3実習室

教育学基礎演習Ｉ 2演 教育原理Ｉ  吉田南4共13 発達科学専門ゼミナールＩ 7演 哲学概論 2演 教育実践指導基礎理論Ｉ 4演

鈴木　晶子、広瀬　悠三 [教育原理Ｉ]広瀬　悠三 明和　政子、森口　佑介 矢野　智司 南部　広孝

発達科学講読演習 7演 臨床教育学基礎演習Ｉ 2演 教育方法学研究Ａ 8演 教育方法学専門ゼミナールＡ 8演 現場実践ケースカンファレンスＩ 総合研究1号館

明和　政子、森口　佑介 矢野　智司 西岡　加名恵、石井　英真 西岡　加名恵、石井　英真 松下　姫歌、青木 紀久代 第4実習室

学校心理臨床概論(教育・学校心理学) 一講 教育方法学講読演習 8演 発達科学演習Ｉ 7演 教育方法学演習Ａ 8演 [工業科教育法] 電気総合館大講義室

牧　剛史 鋒山　泰弘 明和　政子、森口　佑介 西岡　加名恵、石井　英真 (前)久門　尚史、(後)和田　修己 前)火5、後)月1

臨床心理学講読演習Ａ 4演 臨床心理学概論Ｉ 総合研究2号館 臨床実践アフターカンファレンスIA 総合研究1号館 臨床心理査定演習II 総合研究1号館

名取　琢自 松下　姫歌 法科第二教室 髙橋　靖恵、西　見奈子 第4実習室 髙橋　靖恵 第4実習室

図書館情報学特講Ｉ 8演 発達心理学講義(発達心理学)  文学部校舎4講 総合研究1号館

北村　由美 板倉　昭二 第1,2実習室

発達科学講読上級演習 7演 図書館制度・経営論 二講 行政法Ｉ部 法経一 一講他

明和　政子、森口　佑介 岸本　岳文 高木　光 サテライト演習室1

臨床教育学研究Ｉ 1演 発達科学特論Ｉ 7演 高等教育システム演習  吉田南1共21

明和　政子、森口　佑介 飯吉　透、田口　真奈

教育心理学特論 東一条館122実習室 教育方法学専門講読演習Ｉ 8演

積山　薫 鋒山　泰弘

臨床心理学講読演習Ｉ 4演 心理臨床学講読演習Ｉ 総合研究1号館

名取　琢自 岡野　憲一郎、和田　竜太 第2実習室

高等教育方法演習Ａ  吉田南1共04

松下　佳代

臨床実践ケースカンファレンスIA 総合研究1号館

髙橋　靖恵、西　見奈子 第4実習室

憲法第一部 法経一

毛利　透

[教育心理学II(教育・学校心理学)] 法経六 臨床教育学基礎演習II 2演 発達科学専門ゼミナールII 7演 教育方法学専門ゼミナールＢ 8演 臨床実践フィールド演習  総合研究1号館第4実習室

牧　剛史 西平　直 明和　政子、森口　佑介 西岡　加名恵、石井　英真 髙橋　靖恵、西　見奈子 前)水3、後)火5,6

発達科学研究Ｉ 7演 臨床心理学概論II(心理学的支援法) 一講 教育心理学講読演習 3演 [教職実践演習] 4演 教育実践指導基礎理論II 4演

明和　政子、森口　佑介 田中　康裕 上田　祥行 盛永　俊弘、石井　英真、北原　琢也 南部　広孝

臨床教育学研究II 1演 知覚心理学講義  文学部校舎4講 読書と豊かな人間性 二講 教育方法学演習Ｂ 8演 現場実践ケースカンファレンスII 総合研究1号館

蘆田　宏 坂下　直子 西岡　加名恵、石井　英真 松下　姫歌、青木 紀久代 第4実習室

認知心理学特論VII(神経・生理心理学) 東一条館122実習室 [教育心理学Ｉ(教育・学校心理学)] 二講 [教職実践演習] 4演 臨床教育人間学演習II 1演

積山　薫 卯月　路子

臨床心理査定演習・心理的アセスメントに関する理論と実践 総合研究1号館 教育方法学特論II 8演 教育方法学研究Ｂ 8演 認知心理学特論V  人・環233演習室

高井　直美、髙橋　靖恵 第2実習室 石井　英真 西岡　加名恵、石井　英真 齋木　潤

発達科学特論II 7演 発達科学演習II 7演 一講他

明和　政子、森口　佑介 明和　政子、森口　佑介 サテライト演習室1

心理臨床学講読演習II 3演 教育心理学講読演習II 3演 臨床実践指導学特論Ｉ 総合研究1号館

立木　康介、古川　裕之 上田　祥行 西　見奈子、髙橋　靖恵 第4実習室

高等教育方法演習Ｂ  吉田南1共04 臨床実践アフターカンファレンスIIB 総合研究1号館

松下　佳代 髙橋　靖恵、西　見奈子 第4実習室

臨床実践ケースカンファレンスIIB 総合研究1号館 総合研究1号館

髙橋　靖恵、西　見奈子 第4実習室 第1,2実習室

憲法第二部 法経四

曽我部　真裕 　

火

通年

前期

後期

矢野　智司、西平　直、齋藤　直子、ｼﾞｪﾙﾐｰ・ﾗﾌﾟﾘｰ

西平　直、矢野　智司、齋藤　直子、ｼﾞｪﾙﾐｰ・ﾗﾌﾟﾘｰ

火
（
T
U
E
)

矢野　智司、西平　直、齋藤　直子、ｼﾞｪﾙﾐｰ・ﾗﾌﾟﾘｰ　盛永　俊弘、石井　英真、北原　琢也

教育心理学実習Ａ(心理学実験)

野村　理朗、田中　康裕

臨床心理基礎実習Ｉ

桑原　知子、田中　康裕

教育心理学実習Ｂ(心理学実験)

野村　理朗、田中　康裕

臨床心理基礎実習II

松下　姫歌、梅村　高太郎
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相関教育システム論基礎演習III 5演 [宗教科教育法Ｉ]  文学部校舎6講 日本史学講義  文学部校舎3講

服部　憲児、南部　広孝 杉村　靖彦 吉川　真司

インテークカンファレンス 第1会議室 西洋史学講義  文学部校舎2講

小山　哲

教育研究入門Ｉ 法科第一教室、 聴覚障害児教育総論Ｉ 2演 グループ・カウンセリング演習Ａ(心理学的支援法) 総合研究1号館 教育史専門ゼミナールＩＡ 4演 文化政策学専門ゼミナールＩ 7演

齋藤　直子、梅村　高太郎、服部　憲児 2演、7演、8演 藤井　克美 桑原　知子、梅村　高太郎、千葉　友里香 第2･3実習室 田中　智子 佐野　真由子

社会・集団・家族心理学 国際高等教育院棟 臨床教育学専門ゼミナールＩ 4演 教育人間学講読演習Ｉベーシック 1演 教育社会学概論Ｉ  吉田南共南11 研究開発コロキアムＩ

永田　素彦 講義室31 齋藤　直子 [教育社会学概論Ｉ]竹内　里欧 桑原　知子

臨床心理学特論Ｉ 総合研究1号館 教育心理学概論II(学習・言語心理学) 一講 認知心理学特論IV 蘆田研究室（L302） 教育史専門演習ＩＡ 4演 教育史演習IＡ 4演

田中　康裕 第4実習室 蘆田　宏 田中　智子 田中　智子

社会学講義Ｖ  文学部校舎3講 心理臨床学コロキアムＩ  総合研究1号館第4実習室 感情・システム生命論演習Ａ 2演 認知心理学特論Ｘ  文学部校舎4講

田中　紀行、落合　恵美子 野村　理朗 西崎　友規子

相関教育システム論基礎演習IIＡ 6演 グループ・カウンセリング演習Ｉ 総合研究1号館 生涯教育学研究Ｉ 7演 生涯教育学演習IＡ 7演

佐野　真由子 桑原　知子、梅村　高太郎、千葉　友里香 第2･3実習室 佐野　真由子 佐野　真由子

相関教育システム論講読演習Ｉ 7演 教育社会学専門演習Ｉ 5演 1演

岩井　八郎 岩井　八郎

教育哲学研究Ａ 3演 図書館情報学演習Ｉ 4演 臨床心理面接特論Ｉ(心理支援に関する理論と実践)  総合研究1号館第3実習室

鈴木　晶子、広瀬　悠三 福井　佑介 田中　康裕、山崎　基嗣　 水6

教育方法学特論Ｉ 8演 3演 臨床実践フィールド演習  総合研究1号館第4実習室

西岡　加名恵 髙橋　靖恵、西　見奈子 前)水3、後)火5,6

認知心理学特論II  文学部校舎3演 3演

黒島　妃香

教育社会学専門講読演習 7演 3演

岩井　八郎

比較教育政策学研究Ｉ 1演 教育人間学講読演習Ｉアドバンスト 1演 総合研究1号館

服部　憲児 齋藤　直子 第2実習室

高等教育開発論研究Ａ  吉田南共北3D 臨床実践フィールド演習  総合研究1号館第4実習室 総合研究1号館

髙橋　靖恵、西　見奈子  前)水3後)火5,6 第3実習室

行政学 法経六 5演

曽我　謙悟

社会・集団・家族心理学 国際高等教育院棟 教育課程論 法経一 教育人間学講読演習IIベーシック 1演 生徒指導論 法経四 教育心理学概論Ｉ 一講

永田　素彦 講義室31 齋藤　直子 [生徒指導論]長谷川　豊 [教育心理学概論Ｉ]後藤　崇志、楠見　孝

認知心理学特論Ｉ 7演 聴覚障害児教育総論II 一講 グループ・カウンセリング演習Ｂ(心理演習) 総合研究1号館 生徒指導と進路指導の理論と方法I 法経四 教育社会学概論II  吉田南共北37

江島　伸興 藤井　克美 桑原　知子、梅村　高太郎、千葉　友里香 第2･3実習室 [生徒指導と進路指導の理論と方法I]長谷川　豊 [教育社会学概論II]太田　拓紀

社会学講義VI  文学部校舎3講 生涯学習概論II 総合研究2号館 教育史専門ゼミナールＩＢ 4演 文化政策学専門ゼミナールII 7演

太郎丸　博、松田　素二 山田　正行 法科第二教室 田中　智子 佐野　真由子

社会調査II 2演 [教職実践演習] 5演 教育史専門演習ＩＢ 4演 [教職教育論] 法経四

岡邊　健 田中　智子 長谷川　豊

相関教育システム論講読演習II 1演 教育人間学講読演習IIアドバンスト 1演 生涯教育学研究II 7演 研究開発コロキアムII

佐野　真由子 齋藤　直子 佐野　真由子 桑原　知子

[教職実践演習] 8演 心理臨床学コロキアムII 総合研究1号館 図書館情報学専門講読演習 1演 教育史演習IＢ 4演

北原　琢也、石井　英真 河合、柳澤、杉原、村上、山崎、中山 第4実習室 福井　佑介 田中　智子

[教職実践演習] 北部総合教育研究棟 グループ・カウンセリング演習II 総合研究1号館 総合研究1号館

常見　俊直、石井　英真、北原　琢也 201号室 桑原　知子、梅村　高太郎、千葉　友里香 第2･3実習室 第2実習室

教育哲学研究Ｂ 3演 教育社会学専門演習II 2演 総合研究1号館

鈴木　晶子、広瀬　悠三 岡邊　健 第3実習室

感情・システム生命論演習Ｂ 4演 図書館情報学演習II 4演 5演

野村　理朗 福井　佑介

心理データ解析演習  サテライト演習室1 3演 臨床心理面接特論II  総合研究1号館第3実習室

楠見　孝、髙橋　雄介 田中　康裕、山崎　基嗣　 水6

教育社会学特論II 7演 3演 認知科学演習 医学部構内

神谷　之康、間島　慶 先端科学研究棟501

生涯教育文化情報専門講読演習 1演 3演 生涯教育学演習IＢ 7演

佐野　真由子 佐野　真由子

社会調査研究法II 2演

岡邊　健

比較教育政策学研究II 6演

杉本　均

高等教育開発論研究Ｂ  吉田南共北3D

臨床教育人間学演習Ｉ

齋藤　直子、矢野　智司、西平　直、ｼﾞｪﾙﾐｰ・ﾗﾌﾟﾘｰ

心理臨床ケースカンファレンスIII

岡野　憲一郎、梅村　高太郎

心理臨床ケースカンファレンスIV

河合、内田、杉原、中川、山崎、中山

稲垣　恭子、竹内　里欧、椎名　健人

飯吉、松下（佳）、田口、酒井、山田（剛）、岡本

教育学専門講読演習Ａ

鈴木　晶子、広瀬　悠三

教育学演習Ｉ

水

通年

前期

後期

教育学演習II

鈴木　晶子、広瀬　悠三

心理臨床ケースカンファレンスII

河合　俊雄、田中　康裕

教育社会学研究IIＡ

教育学専門ゼミナールII

教育社会学研究IIＢ

岩井　八郎、岡邊　健

鈴木　晶子、広瀬　悠三

教育学専門講読演習Ｂ

鈴木　晶子、広瀬　悠三

田中　康裕、松下　姫歌

田中　容子、石井　英真、北原　琢也

岩井　八郎、岡邊　健

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、立木、西、梅村、千葉、鈴木（優）

齋藤　直子、矢野　智司、西平　直、ｼﾞｪﾙﾐｰ・ﾗﾌﾟﾘｰ

[教育心理学概論II(学習・言語心理学)]齊藤　智

飯吉、松下（佳）、田口、酒井、山田（剛）、岡本

[教育課程論]西岡　加名恵、田中　容子

水
（
W

E
D
)鈴木　晶子、広瀬　悠三

桑原　知子、松下　姫歌

心理臨床ケースカンファレンスＩ

教育学専門ゼミナールＩ

鈴木　晶子、広瀬　悠三
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[国語科教育法II] 一講 [フランス語科教育法II] フランス語学フランス文学

広滝　道代 ｼｬﾙﾙ・ｳﾞｧﾝｻﾝ 専修研究室

情報学Ｉ 学術情報メディアセンター 発達科学基礎演習 3演 教育心理学基礎演習II 3演 [総合的な学習および特別活動の指導法I] 二講

廣瀬　直哉 204室 明和　政子、森口　佑介 市村　賢士郎 木村　裕

相関教育システム論基礎演習IIＡ 403研究室 教育方法学基礎演習Ａ 8演 認知科学英語演習 総合人間学部棟1207 一講

佐藤　卓己 西岡　加名恵、石井　英真 内田　由紀子、中山　真孝

比較教育学講読演習 2演 臨床心理学講読演習Ｂ 5演

南部　広孝 立木　康介

認知デザイン特論 一講 教育心理学コロキアムＩＡ(心理学研究法) 7演

野村　理朗

心理実践実習IIA 総合研究1号館 教育心理学コロキアムII 1演、2演

京大病院他

文化政策学概論 二講

佐野　真由子

図書館情報学特講II 4演

福井　佑介

社会教育計画論Ｉ 一講

田所　祐史

メディア文化学専門ゼミナールI 403研究室

佐藤　卓己

[特別支援教育(障害者・障害児心理学)]  吉田南共北28

高嶋　雄介、赤木　和重

臨床心理学講読演習II 5演

立木　康介

総合研究1号館

メディア文化学研究法演習Ｉ 403研究室

佐藤　卓己

高等教育専門講読演習  吉田南共西04

田口　真奈

憲法第一部 法経一

毛利　透

情報学II 学術情報メディアセンター 教育学基礎演習II 3演 教育情報学 3演 教育法学 2演

廣瀬　直哉 204室 駒込　武 久富　望 開沼　太郎、服部　憲児

[特別活動の理論と実践] 法経一 教育方法学基礎演習Ｂ 7演 教育情報学特論 3演 一講

川地　亜弥子 西岡　加名恵、石井　英真 久富　望

[総合的な学習および特別活動の指導法II] 法経一 教育心理学コロキアムＩＢ(心理学研究法) 2演

川地　亜弥子 梅村　高太郎、山崎　基嗣

心理実践実習IIB 総合研究1号館 比較教育学概論II 5演

杉本　均

教育政策形成論Ｉ 1演 社会教育計画論II 一講

南部　広孝 田所　祐史

京大病院他

メディア文化学専門ゼミナールII 403研究室

佐藤　卓己

教育方法学専門講読演習II 4演

西岡　加名恵、石井　英真

臨床教育学演習II 1演

ｼﾞｪﾙﾐｰ・ﾗﾌﾟﾘｰ

メディア文化学研究法演習II 403研究室

佐藤　卓己

生涯教育学特論II 8演

佐野　真由子

憲法第二部 法経四

曽我部　真裕 　

総合研究1号館

木

通年

前期

後期

教育科学基盤演習

明和　政子、森口　佑介

病院実習ＩB(心理実践実習)

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

心理実践実習・教育現場実習ＩＢ

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

楠見　孝、齊藤　智、野村　理朗、市村　賢士郎

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

病院実習ＩＡ(心理実践実習)

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

桑原　知子、齊藤　智、鈴木　優佳、市村　賢士郎

木
（
T
H
U
)

学際総合教育科学

西　見奈子他（シラバスに掲載の通り）

心理実践実習・教育現場実習ＩＡ

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村
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総合研究1号館第4実習室 教育社会学専門ゼミナールII 3演 [社会科教育法II] 二講

京都教育大学 岩井　八郎、岡邊　健 西村　公孝

東洋史学講義  文学部校舎1講 教育社会学研究法演習II 3演 [公民科教育法] 二講

高嶋　航 岩井　八郎、岡邊　健 西村　公孝

[社会科・公民科教育法] 二講

西村　公孝

教育史概論Ｉ 一講 比較教育学概論Ｉ  吉田南共西41 社会調査Ｉ 二講 教育人間学概論Ｉ 文学部校舎3講 [特別支援教育] 一講

ﾆｰﾙｽ・ﾌｧﾝｽﾃｰﾝﾊﾟｰﾙ [比較教育学概論Ｉ]杉本　均 岩井　八郎 [教育人間学概論Ｉ]矢野　智司 羽山　裕子、赤木　和重

図書館情報資源概論  文学部校舎6講 情報資源組織論 一講 心理学概論 総合人間学部棟1102 教育史専門ゼミナールIIＡ 4演 教育史演習IIＡ 4演

原田　隆史 渡邊　隆弘 駒込　武 駒込　武

学習・思考論演習Ａ 1演 現代教育社会論 二講 教育認知心理学演習Ａ 一講、2演 教育史専門演習IIＡ 4演 脳神経科学特論(神経・生理心理学) 8演

楠見　孝 岡邊　健 吉川　左紀子、上田　祥行、市村　賢士郎 駒込　武 櫻井　芳雄

記憶・認知論演習Ａ 4演 教育史学研究Ａ 4演 社会調査研究法Ｉ 二講 比較教育学特論Ｉ 5演

齊藤　智 岩井　八郎 杉本　均

学習デザイン論演習Ａ 3演 臨床教育学演習Ｉ 1演 高等教育開発論基礎  吉田南共西04 認知過程論演習Ａ 関田南研究棟2F

ｴﾏﾆｭｴﾙ・ﾏﾅﾛ 西平　直 飯吉、松下（佳）、田口、山田（剛）、岡本 吉川　左紀子 ｾﾐﾅｰ室

京大病院他 総合研究1号館

第4実習室他

総合研究1号館第4実習室 行政法Ｉ部 法経一

京都教育大学 高木　光

教育認知心理学研究Ａ 5演

野村、楠見、吉川、ﾏﾅﾛ、齊藤（智）

現代教育社会学特論 二講

岡邊　健

教育政策形成論II 7演

服部　憲児

高等教育研究法Ａ  吉田南1共21

山田　剛史

8演

教育史概論II 二講 臨床教育学専門ゼミナールII 1演 [教職実践演習]  理学部6号館207 教育人間学概論II 二講 相関教育システム論講読演習III 2演

田中　智子 赤沢　早人、石井　英真、北原　琢也 [教育人間学概論II]矢野　智司 吉田　武大

社会学講義III 文学部校舎 社会学講義II 二講 教育認知心理学演習Ｂ 一講、2演 教育史専門ゼミナールIIＢ 4演 [道徳教育論]  文学部校舎3講

伊藤　理史 情報処理端末室 岩井　八郎 吉川　左紀子、上田　祥行、市村　賢士郎 駒込　武 岡本　哲雄

情報資源組織演習II 一講 相関教育システム論基礎演習ＩＢ 2演 比較教育学特論III 3演 教育心理学課題演習 2演 教育史演習IIＢ 4演

渡邊　隆弘 岡邊　健 榊原　禎宏 楠見　孝 駒込　武

[教育相談(教育・学校心理学)] 学術情報メディアセンター南館 情報資源組織演習Ｉ 一講 総合研究1号館 比較教育政策学専門講読演習 2演

上田　勝久 地下講義室 渡邊　隆弘 第4実習室他 吉田　武大

[教職実践演習] 5演 教育史学研究Ｂ 3演

木村　裕、石井　英真、北原　琢也　

学習・思考論演習Ｂ 1演 教育認知心理学研究Ｂ 5演 教育史専門演習IIＢ 4演

楠見　孝 駒込　武

記憶・認知論演習Ｂ 4演 社会学特論II 二講 認知過程論演習Ｂ 関田南研究棟2F

齊藤　智 岩井　八郎 吉川　左紀子 ｾﾐﾅｰ室

学習デザイン論演習Ｂ 3演 高等教育研究法Ｂ  吉田南1共21 比較教育学特論II 5演

ｴﾏﾆｭｴﾙ・ﾏﾅﾛ 山田　剛史 南部　広孝

社会学特論III 文学部校舎 8演

伊藤　理史 情報処理端末室

京大病院他

総合研究1号館第4実習室

京都教育大学

吉田　寿夫、齊藤　智

ケーススーパーヴィジョンＩ

田爪　宏二、山崎　基嗣

田爪　宏二、山崎　基嗣

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、立木、西、梅村

病院実習ＩB(心理実践実習)

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

臨床人間形成学実習II

心理学統計実習Ａ(心理学統計法)

吉田　寿夫、齊藤　智

駒込　武、ﾆｰﾙｽ・ﾌｧﾝｽﾃｰﾝﾊﾟｰﾙ 、田中　智子

野村、楠見、吉川、ﾏﾅﾛ、齊藤（智）

金

通年

前期

後期

金
 （

F
R
I)

病院実習ＩＡ(心理実践実習)

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、西、梅村

臨床人間形成学実習Ｉ

発達臨床心理学実習

田爪　宏二、山崎　基嗣

ケーススーパーヴィジョンII

桑原、岡野、髙橋（靖）、河合、田中（康）、松下（姫）、立木、西、梅村

心理学統計実習Ｂ(心理学統計法)

駒込　武、ﾆｰﾙｽ・ﾌｧﾝｽﾃｰﾝﾊﾟｰﾙ 、田中　智子

西平　直、矢野　智司、齋藤　直子、ｼﾞｪﾙﾐｰ・ﾗﾌﾟﾘｰ

楠見、田中（康）、梅村、山田（剛）、永田、齋木、熊田、佐藤（弥）、月浦、内田、積山、足立、山本



※講義日程は掲示により周知します。

科　目　名 担 当 教 員 科　目　名 担 当 教 員 科　目　名 担 当 教 員

障害児教育方法論 窪田　知子 障害児教育総論 明和、赤木

知的障害児教育方法論 中鹿　彰 学校探究ゼミナール 西岡　加名恵

[保健体育科教育法Ｉ] 松田　恵示 聴覚障害者の心理・生理・病理 河﨑、桑原

[保健体育科教育法II] 松田　恵示 教育経営学Ｉ 柳澤　良明

[農業科教育法] 土屋　英男 [情報科教育法Ｉ] 藤岡、野部 [教職実践演習] 北原、石井

[教育実習Ｉ] 西岡、石井、服部 [情報科教育法II] 田島、上田、日置

[教育実習II] 西岡、石井、服部
国際教育研究フロンティアＩ
※開講日はシラバス参照のこと。4月の
履修登録期間に登録すること。

ｴﾏﾆｭｴﾙ・ﾏﾅﾛ

[特別支援教育実習] 西岡、石井、服部 国際教育研究フロンティアII 方　芳 国際合同授業Ｉ(ベーシック) 齋藤（直）、ｽﾀﾝﾃ゙ｨｯｼｭ

国際インターンシップＩ(ベーシック) 安藤　幸 国際合同授業II(ベーシック) ｼ゙ｪﾙﾐー・ﾗﾌ゚ﾘー

国際フィールドワークＩ(ベーシック) 安藤　幸 国際教育研究フロンティアIII ｶﾙﾏ・ﾌ゚ﾝﾁｮ

研究開発コロキアムＩ
※4月の履修登録期間に登録すること。

西岡　加名恵 国際インターンシップII(ベーシック) 安藤　幸

教育学特論II 福田　雅樹 国際フィールドワークII(ベーシック) 安藤　幸

教育史特論III 竹永　三男 研究開発コロキアムII
※10月の履修登録期間に登録すること。

西岡　加名恵

発達科学特論III 亀田　達也 教育方法学特論III 根津 　朋実

臨床教育学特論II 大塚　類 臨床教育人間学特論Ｉ 今井　康雄

認知心理学特論IX 平松　千尋 保健医療分野に関する理論と支援の展開 岡野　憲一郎

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 茂木　洋

心理療法特論 松本　俊彦

心理臨床倫理・関連法規特論 岡野、田中（康）、梅村

青年社会学 大澤　聡 臨床心理実践学特論 ｽﾃﾌｧﾉ ｶﾙﾀ

教育社会システム論 仁平　典宏 図書館情報学特論II 和田　敦彦

教育経営学特論Ｉ 柳澤　良明 青年期の自己・アイデンティティ形成 溝上　慎一

メディア文化学特論Ｉ 金　ソンミン 大学で教えるということ 山田（剛）、松下（佳）

高等教育総合演習 山田　礼子 国際合同授業Ｉ(アドバンスト) 齋藤（直）、ｽﾀﾝﾃ゙ｨｯｼｭ

国際インターンシップＩ(アドバンスト) 安藤　幸 国際合同授業II(アドバンスト) ｼ゙ｪﾙﾐー・ﾗﾌ゚ﾘー

国際フィールドワークＩ(アドバンスト) 安藤　幸 国際インターンシップII(アドバンスト) 安藤　幸

国際フィールドワークII(アドバンスト) 安藤　幸

臨床実践指導学 日下　紀子

安全安心文化学 工藤、ﾗｳﾙﾅ

集
　
　
　
中
　
　
　
講
　
　
　
義

布柴　靖枝

公認心理師の職責

桑原、岡野、
髙橋（靖）、田中（康）、

松下（姫）、西、
梅村

肢体不自由者の心理・生理・病理
(福祉心理学) 郷間　英世

心の健康教育に関する理論と実践

桑原、岡野、髙橋（靖）、
河合、田中（康）、

松下（姫）、立木、西、
梅村、千葉

集
中
講
義

通　　　年 前　　　期 後　　　期

心理実習
桑原、岡野、髙橋（靖）、
田中（康）、松下（姫）、

西、梅村

家族関係・集団・地域社会におけ
る
心理支援の理論と実践
［家族関係・集団・地域社会におけ
る心理支援に関する理論と実践］


