
2020年度　時間割変更一覧
【変更前】 【変更後】

2020/3/31
期 曜日 時限 コード 科目名 教員 教室 期 曜日 時限 コード 科目名 教員 教室

秋期 月曜日 3時限 351 東洋史史料講読Ⅴ 中村　威也 5305演習室 → 秋期 火曜日 3時限 354 東洋史史料講読Ⅴ 中村　威也 10315演習室

通年 木曜日 2時限 801 体操 後藤　洋一 Ｍ多目的 → 通年 木曜日 2時限 801 体操 後藤　洋一 旧剣道場

秋期 水曜日 2時限 265 教科教育法（算数） 正田　良 10212 → 秋期 水曜日 2時限 265 教科教育法（算数） 正田　良 6104

春期 木曜日 3時限 201
社会教育特講Ⅱ
（社会教育史） 趙　天歌 34A611 → 春期 月曜日 5時限 209

社会教育特講Ⅱ
（社会教育史） 趙　天歌 34A611

2020/4/1

通年 月曜日 2時限 352 中国古代史研究 宇都宮　美生 8411 → 通年 月曜日 4時限 351 中国古代史研究 宇都宮　美生 8408

通年 月曜日 4時限 351 東洋史演習２ 宇都宮　美生 8408 → 通年 月曜日 2時限 352 東洋史演習２ 宇都宮　美生 8411

2020/4/9

春期 金曜日 1時限 184 韓国語4 魏　聖銓 34A609 → 春期 金曜日 1時限 184 韓国語4 魏　聖銓 8401

秋期 金曜日 1時限 183 韓国語3 魏　聖銓 34A609 → 秋期 金曜日 1時限 183 韓国語3 魏　聖銓 8401

春期 金曜日 2時限 181 韓国語1 魏　聖銓 34A609 → 春期 金曜日 1時限 181 韓国語1 魏　聖銓 8401

秋期 金曜日 2時限 182 韓国語2 魏　聖銓 34A609 → 秋期 金曜日 1時限 182 韓国語2 魏　聖銓 8401

春期 金曜日 3時限 201 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 34B302 → 削除

春期 金曜日 4時限 801 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 34B302 → 削除

春期 月曜日 3時限 361 自然環境調査法 磯谷・長谷川 6105 → 春期 月曜日 3時限 361 自然環境調査法 磯谷　達宏 6404

追加 → 春期 月曜日 3時限 365 自然環境調査法 長谷川　均 6105

2020/4/17

集中 教職実践演習（中・高） 郡司　菜津美　他 → 集中 教職実践演習（中・高） 郡司　菜津美　他

集中 教職実践演習（中・高） 武藤　拓也 集中 教職実践演習（中・高） 武藤　拓也

集中 教職実践演習（中・高） 細越　淳二 　他 集中 教職実践演習（中・高） 細越　淳二 　他

秋期 水曜日 2時限 262 幼児教育課程論Ｂ 青木　聡子 34A705 → 秋期 月曜日 1時限 263 幼児教育課程論Ｂ 青木　聡子 34A705

秋期 水曜日 2時限 264 幼児教育学Ｂ 青木　聡子 34A705 → 秋期 月曜日 1時限 264 幼児教育課程論Ｂ 青木　聡子 34A705

秋期 水曜日 1時限 263 保育内容（環境） 青木　聡子 34A705 → 秋期 月曜日
1時限
2時限 266 保育内容（環境） 青木　聡子 34A705

秋期 金曜日 1時限 267 教科教育法（生活） 青木　聡子 34A705 → 秋期 土曜日 2時限 261 教科教育法（生活） 青木　聡子 34A705

秋期 金曜日 2時限 263 教科教育法（生活） 青木　聡子 34A705 → 削除

秋期 金曜日 3時限 261 生活概論 青木　聡子 34A705 → 秋期 土曜日 1時限 261 生活概論 青木　聡子 34A705

秋期 月曜日 2時限 261 英語概論 長田　恵理 34A413 → 秋期 月曜日 1時限 265 英語概論 長田　恵理 34A413

追加 → 秋期 水曜日 4時限 212 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 10204

追加 → 秋期 水曜日 5時限 207 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 10204

秋期 水曜日 2時限 363 人間生活の地理学 岡島　建 8405 →
2020/4/22

秋期 月曜日 3時限 801 博物館展示論 関　義則 10105 → 秋期 月曜日 4時限 805 博物館展示論 関　義則 10217

秋期 月曜日 4時限 805 博物館実習２ 関　義則 10217 → 秋期 月曜日 4時限 801 博物館実習２ 関　義則 6103

追加 → 集中 集中 集中 207 卒業論文 太田　麻衣子

春期 火曜日 3時限 東洋史概説A 太田　麻衣子 10204 → 春期 火曜日 1時限 東洋史概説A 太田　麻衣子 10212

秋期 水曜日 1時限 書の歴史 土屋　明美 10204 →

2020/5/15

通年 金曜日 2時限 東洋史特講Ⅶ 西田　暢子 6104 → 通年 金曜日 3時限 東洋史特講Ⅶ 西田　暢子 10204

通年 金曜日 3時限 東洋史演習２ 西田　暢子 東洋史演習室 → 通年 金曜日 4時限 東洋史演習２ 西田　暢子 東洋史演習室

通年 金曜日 4時限 東洋史演習１ 西田　暢子 東洋史演習室 → 通年 金曜日 5時限 東洋史演習１ 西田　暢子 東洋史演習室

集中 博物館資料論 滝口　正哉
（秋期）
別途指示する → 集中 博物館資料論 滝口　正哉

（春期）
別途指示する

（春期）
別途指示する

（秋期）
別途指示する

HP上の時間割の学年が2年生となっていますが、2019年度入学生より日文は1年生から履修できます。

HP上の時間割の組欄に地となっていますが、考古および教育の教職履修者も履修できます。


