
各大学院における教員資質能力向上を目的とした科目のカリキュラム調査結果
（シラバスを検索できたもののみ）

一般社団法人専門職高等教育質保証機構



注目分野 大学名 授業名 教員 対象学年 開講期間 単位数
カリキュラムデザイン／カリ

キュラム開発
星槎大学大学院　教育実践
研究科

カリキュラムデザイン特論 仲 久徳 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=944

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

カリキュラムデザイン基礎
赤羽　寿夫,成田

喜一郎
1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

カリキュラムデザイン・授業研究演習Ⅰ
渡辺　貴裕,矢嶋
昭雄,近藤　正幸

 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

カリキュラムデザイン・授業研究演習Ⅱ
岩瀬　直樹,赤羽
寿夫,浅田　孝紀

 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

カリキュラムデザイン・授業研究演習Ⅲ
渡辺　貴裕,矢嶋
昭雄,近藤　正幸

 1年 秋学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

カリキュラムデザイン・授業研究演習Ⅳ
岩瀬　直樹,赤羽
寿夫,浅田　孝紀

 1年 秋学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

信州大学 教育学研究科 カリキュラム開発特論Ⅰ 伏木　久始 前期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG012700

信州大学 教育学研究科 カリキュラム開発特論Ⅱ 伏木　久始 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG012800

信州大学 教育学研究科 カリキュラム開発演習 伏木　久始 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG012900

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科 教育学専
攻

カリキュラム特論 石井　英真 春学期 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

立命館大学 教職研究科 カリキュラムデザインの理論と方法 井上 雅彦、田中 博 1回生以上 後期 2 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm

埼玉大学 教育学研究科（教
職） 教職実践専攻

総合学習カリキュラム開発演習
宇佐見　香代, 上園
竜之介

１～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=W10300&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

総合的な学習の理念とカリキュラム開発
大内 美智子, 柳澤
尚利

１～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX22102&je_cd=1

山形大学教育実践研究科教
育実践専攻

カリキュラム開発の実践と課題 森田　智幸 1・2年 前期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

福島大学大学院人間発達文
化研究科

カリキュラム開発コミュニティⅠ 平中　宏典 1・2年 前期 1 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

福島大学大学院人間発達文
化研究科

カリキュラム開発コミュニティⅡ 平中　宏典 2年 前期 1 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

茨城大学大学院教育学研究
科

学校を基盤としたカリキュラム開発と実践
 五島浩一,照屋翔
大

1年次 前期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1090J1MP&je_cd=1

宇都宮大学教職大学院 カリキュラム開発の実践と課題 青柳 宏 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/utunomiya04.pdf
聖徳大学大学院教職研究科 学校カリキュラムデザイン 廣嶋憲一郎 秋学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010
富山大学大学院教職実践開
発研究科

 学習意欲を高める生活環境系の授業づく
り

磯崎　尚子 1・2年 後期 2 http://syllabus.adm.u-toyama.ac.jp/syllabus/

金沢大学教職実践研究科(専
門職学位課程)

カリキュラムの理論と実践
加藤　隆弘,松田

淑,小池田　満,中村
雅恵

2

https://eduweb.sta.kanazawa-
u.ac.jp/portal/Pdf/Pdf.aspx?Sid=falw2bg5gmedfyqrwv3cmphl&PageH=297&PageW=210&P
aperH=460&PaperW=300&Margin=25&TextSize=&Url=%2fportal%2fPublic%2fSyllabus%2fDet
ailMain.aspx%3fPdf%3d1%26lct_year%3d2017%26lct_cd%3d30-
01021%26je_cd%3d1%26lct_idx%3d201730000021

福井大学大学院教育学研究
科教職開発専攻

カリキュラムのデザインの実践事例研究

木村　優,Elizabeth
Hartmann,風間　寛
司,小島　啓市,小杉
真一郎,小林　和雄,
隼瀬　悠里

1・2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科教職開発専攻

カリキュラムマネジメント実践事例研究

木村　優,Elizabeth
Hartmann,風間　寛
司,小島　啓市,小林
和雄,隼瀬　悠里

1・2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科教職開発専攻

カリキュラム改革マネジメント実践事例研
究

木村　優,Elizabeth
Hartmann,風間　寛
司,小島　啓市,小林
和雄,隼瀬　悠里,三
田村　彰

1・2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php
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福井大学大学院教育学研究
科教職開発専攻

カリキュラムマネジメント長期実践事例研
究Ⅰ

木村　優,Elizabeth
Hartmann,風間　寛
司,小林　和雄,隼瀬
悠里,三田村　彰,柳
澤　昌一

1・2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科教職開発専攻

カリキュラムマネジメント長期実践事例研
究Ⅱ

柳澤　昌
一,Elizabeth
Hartmann,風間　寛
司,小林　和雄,隼瀬
悠里,三田村　彰

1・2年 後期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科教職開発専攻

カリキュラム・授業改革長期協働実践プロ
ジェクト

隼瀬　悠
里,Elizabeth
Hartmann,木村　優,
小島　啓市.小林
和

1・2年 通年 8 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科教職開発専攻

カリキュラム改革事例研究とその理論

木村　優,Elizabeth
Hartmann,岸野　麻
衣,小林　和雄,隼瀬
悠里

1・2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

21世紀に対応した教科カリキュラムの開発
Ⅰ

橋本　康弘 1・2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

21世紀に対応した教科カリキュラムの開発
Ⅱ

橋本　康弘 1・2年 後期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

21世紀に対応した教科カリキュラムの開発
Ⅲ

橋本　康弘 2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

21世紀に対応した教科カリキュラムの開発
Ⅳ

橋本　康弘 2年 後期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

カリキュラムマネジメントの理論と実践 田村　知子 1年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CMN10070&value(crclumcd)=-1103-910

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

カリキュラムマネジメントの理論と実践（夜
間授業）

田村　知子 1年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CMN100701&value(crclumcd)=-1103-910

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

学習過程とカリキュラム開発（夜間・遠隔
授業）

益子　典文、今井
亜湖,

1年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CSC26840&value(crclumcd)=HISEIKI16

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

学習過程とカリキュラム開発研究A 今井　亜湖 2年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CSC26844&value(crclumcd)=-1105-910

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

カリキュラムの開発と評価
加納　誠司、柴田
真介、清水　孝治、
倉本　哲男

1年 前期 2 http://moon.ics.aichi-edu.ac.jp/syllabus/disp.php?jugyo_code=8011041

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

カリキュラムの構想と授業づくり 松井　孝彦 1年 後期 2 http://moon.ics.aichi-edu.ac.jp/syllabus/disp.php?jugyo_code=8111031

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

カリキュラムマネジメント論
倉本　哲男、杉浦
美智子

1年 後期 2 http://moon.ics.aichi-edu.ac.jp/syllabus/disp.php?jugyo_code=8331081

大阪教育大学大学院教院）
共通　教育課程

学校を基盤とするカリキュラム開発
木原　俊行、福永
光伸

後期 2
https://cardinal.bur.osaka-
kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=37
P0212

兵庫教育大学教職大学院授
業実践開発コース

カリキュラムデザインの基礎
溝邊 和成, 中村 正
則

1・2年次 後期 2 http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc2.pdf

兵庫教育大学教職大学院授
業実践開発コース

学校カリキュラムのデザインと推進体制
伊藤博之,山内敏
男,西本弘子（昼間
のみ）

1・2年次 後期 2 http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc2.pdf

山口大学教育学研究科教科
教育専攻

教科カリキュラム開発，授業デザインと評
価

栗田 克弘, 前田 昌
平

前期 2

https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/portal/Pdf/Pdf.aspx?Sid=ox5old1unzo4itlkl0kkabom&PageH=297&PageW=210&Pap
erH=450&PaperW=300&Margin=25&TextSize=&Url=%2fportal%2fPublic%2fSyllabus%2fSyllab
usSearchStart.aspx%3fPdf%3d1%26lct_year%3d2017%26lct_cd%3d2021222030%26je_cd%3d1

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

カリキュラム編成の理論と香川の教育
山岸 知幸, 齊藤 嘉
則, 野村 一夫, 松井
保

前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf
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愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

カリキュラムマネジメントと校内研修 倉本 哲男 Ⅰ～ 後学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

大分大学大学院教育学研究
科

特色あるカリキュラムづくりの理論と

実践
森才三、別木達彦 1年 2 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6452.html

教育相談／カウンセリング
星槎大学大学院　教育実践
研究科

学校教育相談特論 大野精一
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=952

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・共通)

学校心理学実践論演習Ａ（ｂ）
梶井　芳明,工藤
浩二

1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・共通)

学校心理学実践論演習Ｂ（ａ）
糸井　尚子,品田
瑞穂

1年 秋学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・学校心理専
攻共通)

教育心理学特論Ａ（ａ） 犬塚　美輪 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

信州大学　教育学研究科 学校カウンセリング総論 高橋　知音 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG100000

信州大学　教育学研究科 臨床心理面接特論Ⅱ（カウンセリング） 鈴木　俊太郎 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG100700

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科　心理臨
床学専攻

学校臨床心理学特論 羽下　大信 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科 教育学専
攻

学校カウンセリング特論 金山　健一 秋学期 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科 教育学専
攻

学校心理臨床特論 金山　健一 春学期 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

広島大学 教育学研究科　教
職開発専攻（教職大学院）

教育相談・カウンセリングの理論と実践 石田　弓 1年次生
後期 4ター
ム

2

立命館大学 教職研究科 生徒指導・教育相談実践演習 小松 茂、山岡 雅博 1以上 前期 2 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm
横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教育相談体制とカウセリング 佐野 泉, 泉 真由子 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX13101&je_cd=1

弘前大学教職大学院 教育相談の理論と方法 吉原寛，敦川真樹 1年次 前期 2 http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/h29_ed.pdf
弘前大学教職大学院 実践的教育相談の課題と展開 吉原寛,敦川真樹 2年次 後期 2 http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/h29_ed.pdf
山形大学教育実践研究科教
育実践専攻

学校カウンセリングの実践と課題 松﨑　学 1・2年 後期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

茨城大学大学院教育学研究
科

教育相談の課題と支援
三輪壽二,藤井とし
子

1年次 後期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1076J2MP&je_cd=1

聖徳大学大学院教職研究科 生徒指導・教育相談演習 土屋十二 春学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

聖徳大学大学院教職研究科 生徒指導・教育相談演習
石川満佐育　土屋
十二　白﨑けい子

春学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

聖徳大学大学院教職研究科 生徒指導・教育相談演習
石川満佐育　白﨑
けい子　土屋十二

春学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

玉川大学教職大学院 教育相談と特別支援教育の実践と課題
田原　俊司、安藤
正紀

春・秋学期 2 https://unitama.tamagawa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

玉川大学教職大学院 教育相談の理論と実践 田原　俊司 春・秋学期 2 https://unitama.tamagawa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

金沢大学教職実践研究科(専
門職学位課程)

教育相談の理論と実践
萱原　道春,野村
豊,菱田　浩章

2

https://eduweb.sta.kanazawa-
u.ac.jp/portal/Pdf/Pdf.aspx?Sid=qb3qqodcco50ie5iycuwvjxp&PageH=297&PageW=210&Pa
perH=460&PaperW=300&Margin=25&TextSize=&Url=%2fportal%2fPublic%2fSyllabus%2fDeta
ilMain.aspx%3fPdf%3d1%26lct_year%3d2017%26lct_cd%3d30-
01041%26je_cd%3d1%26lct_idx%3d201730000007

金沢大学教職実践研究科(専
門職学位課程)

カウンセリング演習
萱原　道春,菱田
浩章

2

https://eduweb.sta.kanazawa-
u.ac.jp/portal/Pdf/Pdf.aspx?Sid=inf0peq53z4vxxzszwdo2etj&PageH=297&PageW=210&Pa
perH=460&PaperW=300&Margin=25&TextSize=&Url=%2fportal%2fPublic%2fSyllabus%2fDeta
ilMain.aspx%3fPdf%3d1%26lct_year%3d2017%26lct_cd%3d30-
01042%26je_cd%3d1%26lct_idx%3d201730000029

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

生徒指導・教育相談の事例研究 橋本　治 2年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CGE20721&value(crclumcd)=

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

生徒指導・教育相談の理論と実践
栁沼　良太、柴崎
直人

1年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CMN20121&value(crclumcd)=
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大阪教育大学大学院（教院）
共通　教育課程

生徒指導と教育相談の実践的課題
 家近　早苗、餅木
哲郎

前期 2 https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

兵庫教育大学教職大学院生
徒指導実践揮発コース

教育相談の理論と技能開発

松本 剛,隈元みちる
（昼のみ）,秋光 恵
子（昼のみ）,伊藤
隆（夜のみ）,岸川加
奈子（夜のみ）,未定

1年次 後期 2 http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc3.pdf

広島大学教育学研究科専門
職学位課程

学校における教育相談
石田　弓,栗原　愼
二

1年次 後期 2

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

生徒指導と教育相談の理論と実際
宮前 義和, 七條 正
典, 山本 木ノ実

1～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

児童生徒・保護者の教育相談実践
信原 孝司, 樫木 暢
子

１～ 後学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

佐賀大学大学院-学校教育
学研究科

教育相談における支援体制と連携
若本　純子(教育学
部)

1・2年 前期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

佐賀大学大学院-教育学研
究科

教育相談心理学特別演習
下田　芳幸(学校教
育学研究科)

1・2年 後期 1 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

大分大学大学院教育学研究
科教職実践コース科目

学校カウンセリング・コンサルテーションの
実践研究

1年 2 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6482.html

宮崎大学教職大学院 学校カウンセリングの実践と課題
高橋高人、立元真、
東迫健一

1年 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

宮崎大学教職大学院
カウンセリングの理論とスキル開発 I（いじ
め等への対応法）

高橋高人、立元真、
東迫健一

1年 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

宮崎大学教職大学院
カウンセリングの理論とスキル開発 II（問
題行動への対応）

高橋高人、立元真、
東迫健一

1年 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

キャリア教育
星槎大学大学院　教育実践
研究科

キャリア教育特論 大野精一 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=951

山形大学教育実践研究科 教員のキャリア形成 河野　銀子 2年 前期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

立命館大学 教職研究科 キャリア教育の理論と実践 (X) 三川 俊樹

【現職教員
院生】1以
上
【学部新卒
院生】2以
上

夏集中Ⅲ 2 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm

新潟大学大学院教育学研究
科 教育実践開発専攻

キャリア教育課題研究I  松井　賢二 1・2年 1学期 2 http://syllabus.niigata-u.ac.jp/syllabusHtml/2017/21/21_170U6131_ja_JP.html

新潟大学大学院教育学研究
科 教育実践開発専攻

キャリア教育の理論と実際  松井　賢二 1・2年 1学期 2 http://syllabus.niigata-u.ac.jp/syllabusHtml/2017/21/21_170U8113_ja_JP.html

新潟大学大学院教育学研究
科 教育実践開発専攻

キャリア教育課題研究II  松井　賢二 1・2年 2学期 2 http://syllabus.niigata-u.ac.jp/syllabusHtml/2017/21/21_170U6132_ja_JP.html

新潟大学大学院教育学研究
科 教育実践開発専攻

キャリア教育演習  松井　賢二 1・2年 2学期 2 http://syllabus.niigata-u.ac.jp/syllabusHtml/2017/21/21_170U6130_ja_JP.html

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

キャリア発達研究演習Ⅱ 坂柳　恒夫 1年 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50144
23

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

キャリア・カウンセリング研究特論 坂柳　恒夫 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50195
32

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

進路指導・キャリア教育の実践 中山　弘之 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=82210
41

兵庫教育大学教職大学院生
徒指導実践揮発コース

キャリア教育実践プログラムの開発
古川 雅文,山崎 裕
正,荒川 有紀,中尾
豊喜,住本 克彦

1年次 後期 2 http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc3.pdf

岡山大学大学院教育学研究
科

特別活動とキャリア教育の実際

高瀬　淳 (02：教育
学部) , 高旗　浩志
(02：教育学部) , 青
木　多寿子 (02：教
育学部)

後期 2 https://gs.okayama-u.ac.jp/ex/index.html
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佐賀大学大学院-学校教育
学研究科

教職キャリアデザインの基礎と課題

中島　秀明(学校教
育学研究科),上野
景三(学校教育学研
究科)

1・2年 前期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

発達臨床
星槎大学大学院　教育実践
研究科

発達臨床実践特論 岩澤 一美
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=953

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科 教育学専
攻

学校心理臨床特論 金山　健一 春学期 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科　心理臨
床学専攻

発達臨床心理学特論 伊東　真里 春学期 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

埼玉大学 教育学研究科（教
職） 教職実践専攻

教育臨床学の理論と実践
野村　泰朗, 舩橋
一男, 岩川　直樹

１～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=W10290&je_cd=1

新潟大学大学院教育学研究
科 教育実践開発専攻

臨床心理実習II 横山　知行 1・2年 1 http://syllabus.niigata-u.ac.jp/syllabusHtml/2017/21/21_170U1310_ja_JP.html

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教育臨床学講義Ⅰ 堀井 俊章 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AWE1035&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教育臨床学講義Ⅰ 堀井 俊章 １～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AWE1035&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

特別支援教育臨床実習 徳永 亜希雄 １年 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AXC1002&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

特別支援教育臨床実習 徳永 亜希雄 2年 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AXC2002&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 井上 果子 1年 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC1001&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 宮戸 美樹 1年 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC1002&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 鈴木 朋子 1年 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC1003&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 髙本 真寛 1年 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC1004&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 井上 果子 2年 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC2001&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 宮戸 美樹 2年 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC2002&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 鈴木 朋子 2年 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC2003&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学校臨床実習 髙本 真寛 2年 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYC2004&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理面接特論Ⅰ 鈴木 朋子 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1001&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理面接特論Ⅱ 宮戸 美樹 １～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1002&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理学特論Ⅰ 井上 果子 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1003&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理学特論Ⅱ 井上 果子 １～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1004&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理査定演習Ⅰ
髙本 真寛, 堀井 俊
章

１～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1005&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理査定演習Ⅱ 宮戸 美樹 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1006&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理基礎実習Ⅰ
鈴木 朋子, 宮戸 美
樹, 髙本 真寛, 堀井
俊章

1年 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1007&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理基礎実習Ⅱ
宮戸 美樹, 鈴木 朋
子, 堀井 俊章

1年 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1008&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理実習 井上 果子 2年 通年 4
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE1009&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理学研究法特論 髙本 真寛 １～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE2003&je_cd=1
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横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

臨床心理関連行政論 鈴木 朋子 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE4001&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

床心理学特論 宮戸 美樹 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AYE6002&je_cd=1

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育学研究Ⅰ

西平　直,矢野　智
司,齋藤　直
子,Jeremy
Rappleye

前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8282000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育学研究II

矢野　智司,西平
直,齋藤　直
子,Jeremy
Rappleye

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8283000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育人間学特論Ｉ 広瀬　悠三 前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8263000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育学特論II 井谷　信彦 後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8266000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育人間学演習Ｉ

齋藤　直子,矢野
智司,西平
直,Jeremy
Rappleye,朱　ヨウ

前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8269000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育人間学演習II

矢野　智司,西平
直,齋藤　直
子,Jeremy
Rappleye,朱　ヨウ

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8270000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育学演習Ｉ 西平　直 前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8474000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床教育学

臨床教育学演習II Jeremy Rappleye 後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/1/8475000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床学研究 松下　姫歌 後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8521000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理学特論Ｉ 岡田　暁宜 後期集中 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8495000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床倫理・関連法規特論
松下　姫歌,岡野
憲一郎

前期集中 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8518000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床学コロキアムＩ

河合　俊雄,杉原
保史,中川　純子,村
上　嘉津子,田附
紘平

前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8802000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床学コロキアムII

河合　俊雄,杉原
保史,中川　純子,村
上　嘉津子,千葉
友里香

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8803000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床ケースカンファレンスＩ
桑原　知子,松下
姫歌

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8804000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床ケースカンファレンスII
河合　俊雄,岡野
憲一郎

前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8805000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床ケースカンファレンスIV
松下　姫歌,桑原
知子

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8807000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床ケースカンファレンスＶ 岡野　憲一郎 後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8808000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床学講読演習Ｉ
岡野　憲一郎,和田
竜太,古川　裕之

前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8691000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

心理臨床学講読演習II
立木　康介,和田
竜太,古川　裕之

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8692000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理実習

桑原　知子,皆藤
章,岡野　憲一郎,河
合　俊雄,高橋　靖
恵,松下　姫歌,立木
康介

通年 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8524000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理基礎実習Ｉ
桑原　知子,千葉
友里香

前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8525000
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京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理基礎実習II
岡野　憲一郎,松下
姫歌

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8526000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床研究開発コロキアム

桑原　知子,皆藤
章,岡野　憲一郎,河
合　俊雄,高橋　靖
恵,松下　姫歌,立木
康介

通年 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8815000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理査定演習Ｉ 高橋　靖恵 前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8527000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理査定演習II
高井　直美,高橋
靖恵

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8528000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理面接特論Ｉ
皆藤　章,千葉　友
里香

前期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8529000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：心理臨床学

臨床心理面接特論II
皆藤　章,千葉　友
里香

後期 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/13/8530000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床心理実践
学

臨床心理実践学研究
岡野　憲一郎,松下
姫歌

通年 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/10/8517000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床心理実践
学

臨床心理実践学特論 Christian ROESLER 集中 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/10/8519000

京都大学教育学研究科臨床
教育学専攻：臨床心理実践
学

臨床人間形成学実習III
田爪　宏二,田附
紘平

通年 https://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/202/10/8766000

宮城教育大学専門職大学院 臨床心理学特論・特演 久保　順也 2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf
宮城教育大学専門職大学院 発達心理学特論・特演 越中　康治 2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf
宮城教育大学専門職大学院 発達障害教育特演 植木田　潤 2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf
福島大学大学院人間発達文
化研究科

発達臨床特論 安部　郁子 1・2年 後期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

聖徳大学大学院教職研究科 発達心理学演習
相良順子・大熊光
穂

秋学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

金沢大学教職実践研究科(専
門職学位課程)

学習・発達研究
浅川　淳司,武居
渡,小池田　満

2

https://eduweb.sta.kanazawa-
u.ac.jp/portal/Pdf/Pdf.aspx?Sid=inf0peq53z4vxxzszwdo2etj&PageH=297&PageW=210&Pa
perH=460&PaperW=300&Margin=25&TextSize=&Url=%2fportal%2fPublic%2fSyllabus%2fDeta
ilMain.aspx%3fPdf%3d1%26lct_year%3d2017%26lct_cd%3d30-
01032%26je_cd%3d1%26lct_idx%3d201730000015

福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

臨床発達心理学研究 中川　美保子 1・2年 後期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/index.php

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

発達臨床心理学演習Ⅰ 鈴木　伸子 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50234
42

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

発達臨床心理学特論 鈴木　伸子 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50294
31

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

発達臨床心理学特論 森﨑　博志 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=54125
42

大阪教育大学大学院（院）学
校教育

発達臨床心理学特論I 上田　裕美 前期 2 https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

山口大学教育学研究科学校
教育専攻

発達心理学特論 沖林　洋平 後期 2
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2022102136&je_cd=
1

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

発達支援を視点とした教育と医療
惠羅 修吉, 山本 木
ノ実, 西田 智子

1～ 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

発達と学力のアセスメント
惠羅 修吉, 山本 木
ノ実

1～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学校臨床基礎実習Ⅰ

七條 正典, 野﨑 武
司, 野村 一夫, 松井
保, 田﨑 伸一郎, 清
水 顕人, 橘 慎二郎

1～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf
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香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学校臨床基礎実習Ⅱ
七條 正典, 野﨑 武
司, 野村 一夫, 松井
保, 田﨑 伸一郎

1～ 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学校臨床実習Ⅰ（学校力開発）
柳澤 良明, 七條 正
典, 野村 一夫, 松井
保

1～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学校臨床実習Ⅱ（学校力開発）
柳澤 良明, 七條 正
典, 野村 一夫, 松井
保

1～ 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学校臨床実習Ⅰ（授業力開発）
柳澤 良明, 七條 正
典, 野村 一夫, 松井
保

1～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学校臨床実習Ⅱ（授業力開発）
野﨑 武司, 有馬 道
久, 植田 和也, 齊藤
嘉則, 田﨑 伸一郎

1～ 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

佐賀大学大学院教育学研究
科

発達心理学特論Ⅰ 大元　誠(教育学部) 1・2年 後期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

佐賀大学大学院教育学研究
科

 発達心理学特論Ⅱ
若本　純子(教育学
部)

1・2年 前期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

佐賀大学大学院-学校教育
学研究科

 心身の発達過程論
 井邑　智哉(学校教
育学研究科)

1・2年 後期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

学級経営／学校経営
星槎大学大学院　教育実践
研究科

学級経営・学校経営 大隅心平 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=954

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

学校づくりと学級経営 岩瀬　直樹 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

信州大学　教育学研究科 学校経営特論 青木　一 １～2年生 前期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG011600

信州大学　教育学研究科 学校経営演習 青木　一 １～2年生 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG011700

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学級経営・学級指導の実践と課題
大内 美智子, 佐野
泉

１～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX14102&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

組織マネジメントと学校経営
米澤 利明, 大内 美
智子

春学期（第
1ターム

2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX14101&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

特別支援学校経営の理論と実践 名執 宗彦 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX24201&je_cd=1

宮城教育大学専門職大学院
学級・学校経営研究Ａ（学校マネジメント基
礎）

本図愛実、我妻良
行、藤代正倫、菊池
均、小澤　晃

2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf

宮城教育大学専門職大学院
学級・学校経営研究Ｂ（学校マネジメント習
熟）

本図愛実、我妻良
行、藤代正倫、菊池
均、小澤　晃

2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf

宮城教育大学専門職大学院
学級・学校経営研究Ｃ（学校マネジメント発
展）

我妻良行、本図愛
実、藤代正倫、菊池
均、小澤　晃

2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf

宮城教育大学専門職大学院 学級・学校経営研究Ｄ（初歩

我妻良行，本図愛
実，藤代正倫、菊池
均、小澤　晃、大沼
あゆみ

2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf

福島大学大学院人間発達文
化研究科

学校経営特論 阿内　春生 1・2年 後期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

茨城大学大学院教育学研究
科

学級経営実践演習
藤井とし子,渡部玲
二郎

1年次 前期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1079J1MP&je_cd=1

宇都宮大学教職大学院 学級経営の実践と課題 丸山　剛史 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/utunomiya04.pdf

聖徳大学大学院教職研究科 学級経営事例研究
永井妙子、近内愛
子

春学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

聖徳大学大学院教職研究科 学校経営・組織事例研究
 金子英孝　相磯克
典　河村　久

春学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

玉川大学教職大学院 学校経営の研究と実践
佐藤　修、坂野　慎
二

春学期 2 https://unitama.tamagawa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

玉川大学教職大学院 学級経営の実践と課題 谷　和樹、佐藤　修 春・秋学期 2 https://unitama.tamagawa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp
玉川大学教職大学院 学校経営と教育行財政  坂野　慎二 春学期 2 https://unitama.tamagawa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp
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福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

学校経営学 大和　真希子 1・2年 前期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/View_Syllabus.php

福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

学校経営学演習 大和　真希子 1・2年 通年 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/View_Syllabus.php

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

学級経営の理論と実践 柴崎　直人 1年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CMN10090&value(crclumcd)=-1103-910

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

学級経営ワークショップ
鈴木　健二、伊藤
幹夫

1年 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=80220
11

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

学級経営実践演習  伊藤　幹夫 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=82240
11

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

学級経営研究ゼミナール
松井　孝彦、中山
弘之

前期 1
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=85600
31

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

学級経営研究実習
 松井　孝彦、中山
弘之

後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=85600
41

大阪教育大学大学院（教院）
共通

学校経営と学級経営の理論と実践
米津　俊司、田中
滿公子

前期 2 https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

大阪教育大学大学院（教院）
共通

学校経営学特論I 臼井　智美 前期 2 https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

兵庫教育大学教職大学院生
徒指導実践揮発コース

円滑な学級経営のための力量形成
山中 一英,高尾一
二三

1年次 後期 2 http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc3.pdf

兵庫教育大学教職大学院生
徒指導実践揮発コース

社会心理学に基づく学級経営の実践開発
竹西 亜古,金綱 知
征

２年次 前期 2 http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc3.pdf

広島大学教育学研究科専門
職学位課程

学級経営の理論と実践
 宮里　智恵,西本
正頼

1年次 前期 2

広島大学教育学研究科専門
職学位課程

学校経営の理論と実践（地域とともにある
学校を含む）

曽余田　浩史,佐々
木　哲夫

1年次 前期 2

広島大学教育学研究科専門
職学位課程

学校の経営戦略と評価
曽余田　浩史,佐々
木　哲夫

1年次 後期 2

広島大学教育学研究科専門
職学位課程

学校経営・行政フィールド調査
林　孝,沖野　清治,
佐々木　哲夫,曽余
田　浩史

1年次
後期　集
中

1

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学級経営実践研究
七條 正典, 毛利 猛,
植田 和也

１～ 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

学級経営・学年団経営の組織論
七條 正典, 毛利 猛,
植田 和也

１～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

自律的学校経営と学校組織
柳澤　良明,野村
一夫,松井　保

１～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

道徳教育と学校経営実践研究
植田 和也, 七條 正
典, 松井 保, 櫻井
佳樹

１～ 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

学級経営の理論と実践 太田 佳光, 城戸 茂 １～ 前学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

データを活用した学校経営
露口 健司, 小田 哲
志, 髙橋 葉子

１～ 後学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

学級経営と生徒指導の事例研究
白松 賢, 太田 佳光,
城戸 茂

１～ 後学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

佐賀大学大学院-学校教育
学研究科

授業づくりと学級経営の基礎と課題
米田　重和(学校教
育学研究科),竜田
徹(教育学部)

1・2年 前期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

佐賀大学大学院-学校教育
学研究科

学校経営課題探究の方法論
平田　淳(学校教育
学研究科)

1・2年 後期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

大分大学大学院教育学研究
科

子どもを活かす学級経営の実践演習 1年 2 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6453.html

大分大学大学院教育学研究
科学校経営コース

学校経営実地研究Ⅰ 1年 2 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6470.html
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大分大学大学院教育学研究
科学校経営コース

学校経営実地研究Ⅱ 1年 3 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6471.html

大分大学大学院教育学研究
科学校経営コース

学校経営実地研究Ⅲ 1年 5 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6472.html

宮崎大学教職大学院 子どもの学びと教育課程経営
竹内 元、椋木 香
子、安影 亜紀

1年 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

宮崎大学教職大学院 学校経営の実践と課題
山本真司、湯田拓
史

1年 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

宮崎大学教職大学院 学校経営の実践と課題
兼重幸弘、山本真
司、湯田拓史

1年 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

琉球大学教職大学院 学級経営の実践と課題 尾裕志,村末勇介 前学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ryukyu06.pdf

教材・授業研究
星槎大学大学院　教育実践
研究科

教材・授業研究Ⅰ(表現) 樫永 卓三 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=955

星槎大学大学院　教育実践
研究科

教材・授業研究Ⅱ(表現) 西村哲雄 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=956

星槎大学大学院　教育実践
研究科

教材・授業研究Ⅲ(表現) 前嶋 深雪 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=957

信州大学　教育学研究科 教材開発特論 東原　義訓 1・2年 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG012300

信州大学　教育学研究科 教材開発演習 東原　義訓 1・2年 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG012400

立命館大学 教職研究科 授業実践の高度化と授業研究 (X)
 井上 雅彦、田中
博

1以上 後期 2 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm

埼玉大学 教育学研究科（教
職） 教職実践専攻

授業研究方法論演習
河村　美穂, 河野
秀樹

１～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=W10220&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教材研究・単元開発 両角 達男, 佐野 泉 １～2年生
秋学期（第
4ターム

2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX22103&je_cd=1

山形大学教育実践研究科教
育実践専攻

教材開発と児童生徒理解（言語系） 三浦　登志一 1・2年 前期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

山形大学教育実践研究科教
育実践専攻

教材開発と児童生徒理解（数理系） 大澤　弘典 1・2年 前期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

福島大学大学院人間発達文
化研究科

教材開発と教育方法の実践と課題
 坂本　篤史,秋山
了

1・2年 後期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

福島大学大学院人間発達文
化研究科

教師の成長と授業研究
 坂本　篤史,秋山
了

1・2年 後期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

茨城大学大学院教育学研究
科

教材研究と授業設計Ⅰ  鈴木一史,佐藤環 1年次 前期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1098J1MP&je_cd=1

茨城大学大学院教育学研究
科

教材研究と授業設計Ⅱ 小口祐一,青栁路子 1年次 後期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1099J2MP&je_cd=1

茨城大学大学院教育学研究
科

授業研究の方法と実践
 杉本憲子,小口祐
一

1年次 前期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1075J1MP&je_cd=1

茨城大学大学院教育学研究
科

 授業研究による授業改善
 打越正貴,杉本憲
子

1年次 後期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1102J2MP&je_cd=1

宇都宮大学教職大学院 教材開発と教育方法の実践と課題 日野　圭子 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/utunomiya04.pdf

宇都宮大学教職大学院 授業研究の運営と課題 松本 敏 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/utunomiya04.pdf

聖徳大学大学院教職研究科 授業研究の理論と実践
南部昌敏　山崎
奈々絵

春学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

玉川大学教職大学院 教材開発と授業実践
教材開発と授業実
践

春学期 2 https://unitama.tamagawa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

金沢大学教職実践研究科(専
門職学位課程)

授業研究
大谷　実,松本　謙
一,小池田　満,谷内
比能雄,中村　雅恵

2

https://eduweb.sta.kanazawa-
u.ac.jp/portal/Pdf/Pdf.aspx?Sid=inf0peq53z4vxxzszwdo2etj&PageH=297&PageW=210&Pa
perH=460&PaperW=300&Margin=25&TextSize=&Url=%2fportal%2fPublic%2fSyllabus%2fDeta
ilMain.aspx%3fPdf%3d1%26lct_year%3d2017%26lct_cd%3d30-
01031%26je_cd%3d1%26lct_idx%3d201730000024

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

教材開発・評価特論（遠隔授業）
村瀬　康一郎,加藤
直樹

1年 前期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CSC26920&value(crclumcd)=

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

教材開発・評価特論（遠隔授業） 村瀬　康一郎 2年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CSC27200&value(crclumcd)=
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https://alss-portal.gifu-u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=1CSC27200&value(crclumcd)=


愛知教育大学大学院教育実
践研究科

実践的授業研究Ⅰ
佐藤洋一（国）、村
上　洋

1年 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=80120
11

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教材開発研究Ⅲ 小塚　良孝 1年 前期 1
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=56180
11

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教材開発研究Ⅳ 真島　聖子 2年 前期 1
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=56180
21

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教材の深化と発展 松井　孝彦 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=81120
21

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教材開発演習 村上　洋 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=81120
52

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

授業研究の実際
野﨑 武司, 有馬 道
久, 植田 和也, 田﨑
伸一郎

１～ 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

教材開発の理論と実践
野﨑 武司, 有馬 道
久,  齊藤 嘉則, 田
﨑 伸一郎

１～ 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

授業研究の開発実践
露口 健司, 平松 義
樹

１～ 前学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

教材開発演習
吉村 直道, 平松 義
樹, 立松 大祐, 井上
洋一, 髙橋 葉子

１～ 後学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

大分大学大学院教育学研究
科

授業の指導計画と教材研究の演習
竹中真希子，渡邊
早苗

1年 2 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6453.html

大分大学大学院教育学研究
科教職実践コース科目

教材開発演習
森才三、竹中真希
子、渡邊早苗、市原
靖士

1年 2 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6473.html

ファシリテーション
星槎大学大学院　教育実践
研究科

ファシリテーション特論 三田地 真実 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=945

山形大学教育実践研究科 学校力とファシリテーション 佐藤　節子 1年,2年 後期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

コーチング
星槎大学大学院　教育実践
研究科

コーチング特論 山田雅之 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=946

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

運動学講義B（コーチング学）Ⅱ 伊藤 信之 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AWE3166&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

運動学演習B（コーチング学）Ⅱ 伊藤 信之 １～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AWE3168&je_cd=1

行動分析学
星槎大学大学院　教育実践
研究科

行動分析学特論 三田地 真実 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=947

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科　心理臨
床学専攻

対人行動学特論 金政　祐司 春学期 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

福島大学大学院人間発達文
化研究科

応用行動分析学からみた知的障害教育の
事例

 鶴巻　正子 1・2年 後期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

プレゼンテーション
星槎大学大学院　教育実践
研究科

プレゼンテーション特論 内田 友美 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=948

参画教育
星槎大学大学院　教育実践
研究科

参画教育特論 林義樹 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=949

教育評価
星槎大学大学院　教育実践
研究科

教育評価特論 黒石憲洋 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=950

信州大学　教育学研究科 授業研究と教育評価 谷塚　光典 他 1・2年次生 通年(集中) 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=ES000200

信州大学　教育学研究科 教育評価特論 森下　孟 １・２年生 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG013600

信州大学　教育学研究科 教育評価演習 森下　孟 １・２年生 後期 2
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG013700

山形大学教育実践研究科教
育実践専攻

学力とカリキュラムの評価 出口　毅 １・２年生 後期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8012011
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8012011
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8012011
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5618011
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5618011
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5618011
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5618021
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5618021
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5618021
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8112021
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8112021
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8112021
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8112052
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8112052
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=8112052
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf
http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6453.html
http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6473.html
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=945
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=945
http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=946
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=946
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE3166&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE3166&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE3168&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE3168&je_cd=1
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=947
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=947
https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=948
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=948
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=949
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=949
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=950
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=950
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=ES000200
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=ES000200
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG013600
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG013600
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG013700
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=EG013700
http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm


茨城大学大学院教育学研究
科：教育方法開発コース

 教育評価の方法
 杉本憲子,小林祐
紀

1年 前期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1103J1MP&je_cd=1

聖徳大学大学院教職研究科  教育評価の理論と方法
 南部昌敏、古川寿
子、岡田了祐

春学期 2 https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010

富山大学大学院教職実践開
発研究科

 教育研究データの実践的解析 小川　亮 1・2年 前期 2 http://syllabus.adm.u-toyama.ac.jp/syllabus/

金沢大学教職実践研究科(専
門職学位課程)

教育評価研究
本所　恵,松原　道
男,小池田　満

2
https://eduweb.sta.kanazawa-
u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=30-
01106&je_cd=1&lct_idx=201730000011

福井大学大学院教育学研究
科学校教育専攻

教育評価・心理検査（実習を含む） 寺井　堅祐 1・2年 後期 2 https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/View_Syllabus.php

大阪教育大学大学院（教院）
実践力開発

教育評価の理論と方法の実践的探究
寺嶋　浩介、山手
隆文

後期 2 https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

宮崎大学教職大学院 教科学習の構成と展開・評価と課題

アダチ徹子、兼重
幸弘、木根主税、中
山迅、三輪佳見、幸
秀樹、吉村功太郎

1年 前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

宮崎大学教職大学院 教科外活動の構成と展開・評価と課題
竹内元、中野通彦、
椋木香子、盛満弥
生

1年 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

琉球大学教職大学院 指導と評価の課題と実践 吉田安規良,比嘉俊 前学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ryukyu06.pdf

専門職者としての職能開発
星槎大学大学院　教育実践
研究科

専門職者としての職能開発 三輪 建二 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=937

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

教員の社会的役割と職能発達
伊東　哲,近藤　精
一

1年 秋学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

弘前大学教職大学院 教職員の職能成長
中妻雅彦,福島裕
敏,吉田美穂,三戸
延聖

1年次 後期 2 http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/h29_ed.pdf

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

教師のライフヒストリー省察と資質能力開
発

白松 賢 １～ 前学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

宮崎大学教職大学院 教職員の職能開発とプログラム開発
山本真司、湯田拓
史

1年 後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf

専門職者としての倫理規範
星槎大学大学院　教育実践
研究科

専門職者としての倫理規範 大野 精一 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=938

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

教員の成長と職業倫理
平松 義樹, 山崎 哲
司, 小田 哲志

１～ 前学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

ICT 教育
星槎大学大学院　教育実践
研究科

ICT 教育利用演習 齋藤 俊則 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=939

信州大学　教育学研究科 学校におけるICT活用 谷塚　光典 他 1・2年次生 通年 1
https://campus-2.shinshu-
u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=ES040500

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

ICTを活用した授業改善
野中 陽一, 椎名 美
由紀

１～2年生
 春学期
（第2ター
ム）

2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX12102&je_cd=1

立命館大学 教職研究科 授業におけるICT活用 富永 直也 １以上
秋セメス
ター

2 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm

大阪教育大学大学院（教院）
実践力開発

 ICT環境の活用
寺嶋　浩介、佐々木
靖

前期～後
期

2 https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

兵庫教育大学教職大学院授
業実践開発コース

学習環境とICT活用
永田 智子, 森山 潤,
伊藤 博之, 藤原 典
英,阪東 哲也

1・2年次 前期 2 http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc2.pdf

香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

教材研究・開発とICT活用による授業改善
野﨑 武司, 齊藤 嘉
則, 宮﨑 英一, 松下
幸司

後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf

佐賀大学大学院-学校教育
学研究科

教科等におけるＩＣＴ利活用の基礎と課題

堤　公一(学校教育
学研究科),中村　隆
敏(芸術地域デザイ
ン)

1・2年 後期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

大分大学大学院教育学研究
科教職実践コース科目

ICT活用実践演習
森才三、市原靖士、
藤井弘也

1年 2 http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6480.html

学習科学
星槎大学大学院　教育実践
研究科

学習科学特論 山田 雅之 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=940

https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP1103J1MP&je_cd=1
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP1103J1MP&je_cd=1
https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010
http://syllabus.adm.u-toyama.ac.jp/syllabus/
https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=30-01106&je_cd=1&lct_idx=201730000011
https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=30-01106&je_cd=1&lct_idx=201730000011
https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=30-01106&je_cd=1&lct_idx=201730000011
https://syllabus1.sao.u-fukui.ac.jp/View_Syllabus.php
https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ryukyu06.pdf
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=937
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=937
http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/h29_ed.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/miyazaki03.pdf
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=938
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=938
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=939
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=939
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=ES040500
https://campus-2.shinshu-u.ac.jp/syllabus/syllabus.dll/Display?NENDO=2017&BUKYOKU=EA&CODE=ES040500
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AX12102&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AX12102&je_cd=1
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm
https://cardinal.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp
http://www.hyogo-u.ac.jp/files/pc2.pdf
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf
http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on
http://www.ed.oita-u.ac.jp/syllabusdaigakuin/syllabusdaigakuin_to28/files/6480.html
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=940
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=940


立命館大学 教職研究科 教育方法・学習科学の理論と実践 (X)
後藤 文男、神藤 貴
昭

前期 2 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

学習科学と教材開発 脇本 健弘 １～2年生
秋学期（第
5ターム）

2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AX21103&je_cd=1

宇都宮大学教職大学院 学習科学と協調学習
宇都宮大学教職大
学院

2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/utunomiya04.p

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

学習科学特論 齋藤　ひとみ 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50436
56

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

学習科学演習Ⅰ 齋藤　ひとみ 1年 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50436
63

教育のユニバーサルデザイ
ン

星槎大学大学院　教育実践
研究科

教育のユニバーサルデザイン特論 阿部 利彦 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=941

多文化共生教育
星槎大学大学院　教育実践
研究科

多文化共生教育特論 白鳥絢也 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=942

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(教職大学院)

外国人児童生徒等のための日本語指導 齋藤　ひろみ 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・共通)

多言語多文化教育実践論演習Ｄ（ａ） 木村　守 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

埼玉大学 教育学研究科（教
職） 教職実践専攻

外国人教育と多文化共生
磯田　三津子, 上園
竜之介

１～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=W10260&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

多文化教育論演習Ⅰ 矢野 泉 １～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AWE1023&je_cd=1

福島大学大学院人間発達文
化研究科

異文化共生の政治学特論演習 伊藤　宏之 １・２年生 前期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

福島大学大学院人間発達文
化研究科

共生の倫理学特論演習 小野原　雅夫 １・２年生 後期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

公共哲学
星槎大学大学院　教育実践
研究科

公共哲学特論 山脇直司 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=943

 神戸親和女子大学
大学院文学研究科 教育学専
攻

教育哲学特論 隈元　泰弘 春学期 2 https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教育哲学講義Ⅰ 藤井 佳世 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd
=AWE1001&je_cd=1

福島大学大学院人間発達文
化研究科

人間理解の哲学特論 佐藤　恒徳 １・２年生 前期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教育哲学演習Ⅱ 野平　慎二 1年 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50140
23

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教育哲学特論Ⅱ 野平　慎二 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50192
02

山口大学教育学研究科学校
教育専攻

教育哲学特論 鈴木 宏 前期 2
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SyllabusSearchStart.aspx?lct_year=2017&lct_cd=20211010
03&je_cd=1

山口大学教育学研究科学校
教育専攻

哲学倫理学特論演習 佐野 之人 前期 2
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021202043&je_cd=
1

山口大学教育学研究科学校
教育専攻

教育学研究科学校教育専攻 鈴木 宏 後期 2
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2022101122&je_cd=
1

生涯学習特論
星槎大学大学院　教育実践
研究科

生涯学習特論 三輪　健二 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=958

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

生涯教育学講義Ⅰ 矢野 泉 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu_portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017
&lct_cd=AWE1021&je_cd=1

鹿児島大学教育学研究科 生涯学習特論Ⅰ 山梨　あや 前期 2
https://eduestw1.edu.kagoshima-
u.ac.jp/ac_syllabus/free_time_table.php?cur_syz=5110&MY_F=_kyouiku

鹿児島大学教育学研究科 生涯学習特論Ⅱ 堀　薫夫 前期 2
https://eduestw1.edu.kagoshima-
u.ac.jp/ac_syllabus/free_time_table.php?cur_syz=5110&MY_F=_kyouiku

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/gaku/onlinesyllabus.htm
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AX21103&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AX21103&je_cd=1
http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/utunomiya04.p
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5043656
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5043656
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5043656
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5043663
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5043663
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5043663
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=941
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=941
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=942
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=942
http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/
http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/
https://risyu.saitama-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=W10260&je_cd=1
https://risyu.saitama-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=W10260&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE1023&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE1023&je_cd=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=943
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=943
https://swans.kobe-shinwa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE1001&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE1001&je_cd=1
https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5014023
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5014023
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5014023
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5019202
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5019202
https://iris-info.office.aichi-edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=5019202
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SyllabusSearchStart.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021101003&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SyllabusSearchStart.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021101003&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SyllabusSearchStart.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021101003&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021202043&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021202043&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021202043&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2022101122&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2022101122&je_cd=1
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2022101122&je_cd=1
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=958
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_main&upload_id=958
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu_portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE1021&je_cd=1
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu_portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=AWE1021&je_cd=1
https://eduestw1.edu.kagoshima-u.ac.jp/ac_syllabus/free_time_table.php?cur_syz=5110&MY_F=_kyouiku
https://eduestw1.edu.kagoshima-u.ac.jp/ac_syllabus/free_time_table.php?cur_syz=5110&MY_F=_kyouiku
https://eduestw1.edu.kagoshima-u.ac.jp/ac_syllabus/free_time_table.php?cur_syz=5110&MY_F=_kyouiku
https://eduestw1.edu.kagoshima-u.ac.jp/ac_syllabus/free_time_table.php?cur_syz=5110&MY_F=_kyouiku


教育と哲学特論
星槎大学大学院　教育実践
研究科

教育と哲学特論 吉良 直 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=959

教育法規特論
星槎大学大学院　教育実践
研究科

教育法規特論 内山 絵美子 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=960

弘前大学教職大学院 【19】教育法規の理論と実践（演習）
三浦智子，三上雅
生，古川郁生，宮崎
秀一

１年次 後期 2 http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/h29_ed.pdf

玉川大学教職大学院 教育法規の理論と実践 坂野　慎二 1年 秋学期 2 https://unitama.tamagawa.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

 教育法規の解釈と実際的運用
 
篠原　清昭

1年 後学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)
=1CMN10070&value(crclumcd)=-1103-910

岡山大学大学院教育学研究
科

教育法規の理論と実務演習
 高瀬　淳 (02：教育
学部)

前期 2 https://gs.okayama-u.ac.jp/ex/index.html

広島大学 教育学研究科　専
門職学位課程

教育法規の実務演習
林　孝,沖野　清治,
佐々木　哲夫

1年次生 前期 通年 2

教育政策特論
星槎大学大学院　教育実践
研究科

教育政策特論 寺脇 研 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?risyunen=2017&semekikn=1&kougicd=2CAB10020

茨城大学大学院教育学研究
科

教育政策の実施と評価 照屋　翔大
[MP]学校
運営コース
1年次

前期 2
https://idc.ibaraki.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=MP
1087J1MP&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教育政策論演習Ⅰ 新井 秀明 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu_portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017
&lct_cd=AWE1015&je_cd=1

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

教育政策の理論と実践 足立　慎一 1年 後学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?risyunen=2017&semekikn=1&kougicd=2CAB10010

愛媛大学教育学研究科（教
職大学院の課程）

教員政策の立案と評価 村上　祐介 １～ 後学期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/ehime02.pdf

社会教育特論
星槎大学大学院　教育実践
研究科

社会教育特論 古壕 典洋 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=962

山形大学教育実践研究科教
育実践専攻

地域社会と社会教育 安藤　耕己 １・２年生 後期 2 http://www.yamagata-u.ac.jp/gakumu/syllabus/2017kjm/top.htm

埼玉大学 教育学研究科　学
校教育専攻

社会教育学特論Ａ 安藤　聡彦 １～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=H20290&je_cd=1

埼玉大学 教育学研究科　学
校教育専攻

社会教育学演習Ａ 安藤　聡彦 １～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=H20170&je_cd=1

埼玉大学 教育学研究科　学
校教育専攻

社会教育学特論Ｂ 川元　克秀 １～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=H20180&je_cd=1

埼玉大学 教育学研究科　学
校教育専攻

社会教育学演習Ｂ 川元　克秀 １～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=H20300&je_cd=1

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

社会教育学演習  大村　惠 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50145
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岡山大学大学院教育学研究
科

社会教育学特論Ⅰ 熊谷　愼之輔 前期 2 https://gs.okayama-u.ac.jp/ex/index.html

岡山大学大学院教育学研究
科

社会教育学特論演習 熊谷　愼之輔 後期 2 https://gs.okayama-u.ac.jp/ex/index.html

佐賀大学大学院教育学研究
科

社会教育学特論 上野　景三 1・2年 前期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

佐賀大学大学院教育学研究
科

社会教育学特別演習 上野　景三 1・2年 後期 2 http://syllabus.sc.admin.saga-u.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on

教育社会学特論
星槎大学大学院　教育実践
研究科

教育社会学特論 石原 朗子 2
https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouikukatei/2017/?action=common_download_mai
n&upload_id=963

福島大学大学院人間発達文
化研究科

教育社会学特論 中田　スウラ １・２年生 後期 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

福島大学大学院人間発達文
化研究科

教育社会学特論演習 中田　スウラ １・２年生 通年 2 https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/ext_syllabus/

埼玉大学 教育学研究科　学
校教育専攻

教育社会学特論 福島　賢二 １～2年生 2
https://risyu.saitama-
u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=H20060&je_cd=1

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・学校教育専
攻共通)

 教育社会学研究Ａ（ａ）
梶井　芳明,工藤
浩二

1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/
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東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・学校教育専
攻共通)

教育社会学演習（ａ） 金子　真理子 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・学校教育専
攻共通)

教育社会学研究法（ａ）  腰越　滋 1年 春学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

東京学芸大学大学院　教育
学研究科(修士・学校教育専
攻共通)

教育社会学方法論演習（ａ） 金子　真理子 1年 秋学期 2 http://portal.u-gakugei.ac.jp/syllabus/

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教育社会学講義Ⅰ 新谷 康浩 １～2年生 春学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu_portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017
&lct_cd=AWE1005&je_cd=1

横浜国立大学 教職大学院
教育学研究科

教育社会学演習Ⅰ 新谷 康浩 １～2年生 秋学期 2
https://risyu.jmk.ynu.ac.jp/gakumu_portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017
&lct_cd=AWE1007&je_cd=1

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

教育社会学特論（遠隔授業）
後藤　誠一、益川
浩一

1年 後学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?risyunen=2017&semekikn=1&kougicd=1CSC26820

岐阜大学大学院教育学研究
科教職実践開発専攻

教育社会学研究Ａ（夜間・遠隔授業）
 
後藤　誠一

2年 前学期 2
https://alss-portal.gifu-
u.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?risyunen=2017&semekikn=1&kougicd=1CSC27120

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教育社会学特論 片山　悠樹 1年 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50191
81

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教育社会学演習Ⅰ 片山　悠樹 1年
前期／後
期

2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50140
74

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教育社会心理学特論Ⅱ 弓削　洋子 1年 前期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50216
01

愛知教育大学大学院教育実
践研究科

教育社会心理学演習Ⅰ 弓削　洋子 1年 後期 2
https://iris-info.office.aichi-
edu.ac.jp/up/faces/up/km/pKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2017&jugyoCd=50220
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岡山大学大学院教育学研究
科

教育社会学特論Ⅰ 山口　健二 後期 2 https://gs.okayama-u.ac.jp/ex/index.html

岡山大学大学院教育学研究
科

教育社会学特論演習 山口　健二 後期 2 https://gs.okayama-u.ac.jp/ex/index.html

山口大学教育学研究科（修
士課程）

教育社会学特論 田中 理絵 １～ 後期 2
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2022101125&je_cd=
1

山口大学教育学研究科（修
士課程）

教育社会学特論演習 田中 理絵 2～ 前期 2
https://www.kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/DetailMain.aspx?lct_year=2017&lct_cd=2021101007&je_cd=
1

アクティブラーニング 弘前大学教職大学院 【３】学びの様式と授業づくり（演習）
中野博之，森本洋
介，三上雅生

１年次 前期 2 http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/h29_ed.pdf

弘前大学教職大学院 【４】教科領域指導研究（演習）
中野博之，上野秀
人，瀧本壽史

１年次 前期 2 http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/h29_ed.pdf

宮城教育大学専門職大学院 ｢子どもの学習指導」実態把握論Ａ 田幡　憲一 2 http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/database/image/kd_sb29.pdf

宇都宮大学教職大学院 授業改善とテクノロジ
久保田　善彦(教育
学部)

前期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/utunomiya04.pdf

岡山大学大学院教育学研究
科

アクティブラーニングの理論と実践
高旗　浩志 (02：教
育学部) , 住野　好
久 (02：教育学部)

後期 2 https://gs.okayama-u.ac.jp/ex/index.html

広島大学 教育学研究科　専
門職学位課程

アクティブ・ラーニングの開発実践（ICTを
含む）

大里　剛,渡辺　健
次

1年次生
後期 ４
ターム

2

ICT 教育と重複
香川大学大学院教育学研究
科高度教職実践専攻

教材研究・開発とICT活用による授業改善
野﨑 武司, 齊藤 嘉
則, 宮﨑 英一, 松下
幸司

後期 2 http://www.kyoshoku.jp/siryou/2017/kagawa03.pdf
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