
令和４年度【前期】　集中講義一覧（学部）

最新更新日： ５月２３日（月）
＊期間等が空欄の科目は、決まり次第記入します。
＊日程、教室等が変更されることがあるので注意すること。

＊始業時間が書かれていない講義は、午前９時００分から始まります。

時間割
番号

授業科目名 教員名
非常勤講
師世話担
当教員

日程 場所 備　　考

0048 諸学への誘い 中山、小川伸彦
８／２５（木）～８／３１
（水）
（２８（日）除く）

８／２５、２９：奈良教育大学
８／２６、２７：奈良女子大学

８／３０：オンライン

１０：４５開始
８／３１（水）はスピンオフ

DAYになります

1003 博物館実習
青木、金原正明、巽善
信

青木

【巽クラス】前期・後期
木曜日７・８時限
【金原クラス】4/27、
5/11、5/25、6/8、6/22、
7/6、7/20、8/3の７・８限
8/23、8/24の全日

【巽クラス】(前期）104
【金原クラス】（前期）105

通年
【金原クラス】不都合
があれば初日に学生
と相談

1007 博物館展示論 巽善信 青木
８／１５（月）～８／１８
（木）

1102
学習指導と学校図書
館

Ｘ 棚橋

1152
学習指導と学校図書
館

Ｘ 棚橋

1578
学校フィールド演習
Ⅰ（学校体験活動）

竹村謙、赤沢、橋崎、残
華

2182 子どもと言葉 Ｘ 大西賢
8/18(木)１・２限～７・８限
8/19(金)１・２限～７・８限

定例（月７・８限）開催
の後半分です。

2188
保育内容の指導法
（言葉）★（幼児と言
葉）

Ｘ 大西賢
8/22(月)１・２限～７・８限
8/23(火)１・２限～５・６限
8/24(水)１・２限～５・６限

定例（月５・６限）開催
の後半分です。

2194 乳児保育 岡いくよ 大西賢

１、２回目：5/31（火）まで
にオンデマンド配信
３回目：６／３（金）1・2限
目（オンライン）
４～８回目：６／４（土）1
～10限

６／４（土）午前：奈良
教育大学附属幼稚園

午後：大学

2225
学校フィールド演習
Ⅱ（学校インターン
シップ）

竹村謙、柿本

3070 漢文学特講 静永健 橋本

８／１５（月）２～４コマ
１６（火）１～３コマ
１７（水）１～３コマ
１８（木）１～３コマ
１９（金）１～３コマ

3079 国語科教育学特講 寺田守 棚橋
８／１９（金）、２２（月）、
２３（火）、２５（木）

＊授業方法（対面・非対面）等、詳細はシラバスを確認してください。
６月以降に実施予定の集中講義については、シラバスの更新がされていないことがあります。
実施場所が記載されている場合でも、状況により非対面授業となる可能性があります。
順次実施期間までに更新されますので注意してください。
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時間割
番号

授業科目名 教員名
非常勤講
師世話担
当教員

日程 場所 備　　考

3520 地理学野外実験 河本、根田 通年

3538 山間地教育入門 河本、中澤静 初回：５／１１（水）５・６限

Teamsで実施します。
全学ポートフォリオに
チームコード等を記し
ますので、それを読
んで参加してくださ
い。

3550 文化遺産科学演習Ⅱ 青木智史 木曜日５６限
R2-103

（青木研究室）

3704 代数系入門 長谷川武博 川﨑
８／１５（月）～８／１８
（木）

初日は１０：４５から
開始

3805 図形と位相 岡崎真也
８／１９（金）、８／２２
（月）～８／２４（水）

3842
算数・数学教育実践
演習Ⅰ

舟橋、高木祥､高橋亮、
伊藤直､近藤､川﨑､岡
崎

3844
算数・数学教育実践
演習Ⅲ

近藤、高橋亮、伊藤直、
川﨑、舟橋、高木祥、岡
崎

4043 臨海実習
松井淳、石田、辻野、中
野智之、小長谷

石田 6/29(水)～7/3(日)
京都大学

瀬戸臨海実験所

4051
野外実習－自然の
中の理科教育

松井淳、信川、石田、和
田、藤井、辻野、小長谷

4062 分析化学 横井邦彦 梶原
８／１５（月）～８／１８
（木）

4318 地学野外実習 和田穣隆

通年
受講人数制限あり
（希望者多数の場
合，抽選）．受講登録
前に担当教員にメー
ルにて申込が必要．

4343 考古学演習 日野宏 青木
８／１９（金）、８／２０
（土）、８／２２（月）、８／
２３（火）、８／２４（水）

4830 彫刻Ⅲ 大坂一成 原山
８／１５（月）～８／１８
（木）

4844 絵画理論特講 狩野宏明 竹内
月曜１２限Teamsで実施
初回：４／１８（月）9:00-
10:30

Teamsのチームコー
ドはシラバス参照の
こと

4858 地域と文化遺産教育 山岸、大山、青木
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時間割
番号

授業科目名 教員名
非常勤講
師世話担
当教員

日程 場所 備　　考

4894
コンピュータと文化遺
産Ⅱ

金原正明 山岸

4/27、5/11、5/25、6/8、
6/22、7/6、7/20、8/3の
５・６限
8/19、8/22の全日

105
不都合があれば初日
に学生と相談

4895
絵画Ⅰ（映像メディア
表現を含む。）

狩野宏明 竹内
８／１９（金）～８／２２
（月）

5024 仮名創作法Ⅱ Ｘ 北山

5049 古筆研究Ⅱ Ｘ 北山

5043 正倉院の書蹟 西山厚 豊田宗
８／１５（月）～８／１８
（木）

5051 法帖講読 谷川雅夫 萱
８／１９（金）、２２（月）、
２３（火）、２５（木）

5222 看護学臨床実習 笠次良爾
８／２２（月）～８／２７
（土）

西奈良中央病院 通年

5294 地域スポーツ実習 高橋豪、井上邦、宮尾 通年

5295 野外活動（キャンプ） 立、笠次 ９／６（火）～９／８（木）
奈良市青少年野外活

動センター

5301 保健体育演習
立、高橋豪、笠次、井上
邦、髙木祐、宮尾

受講生と相談の上決定
する。

通年

5316 看護学Ⅰ 山崎裕美子 笠次
８／１９（金）、２０（土）、
２１（日）

5317 看護学Ⅱ 山崎裕美子 笠次
８／２２（月）、２３（火）、
２４（水）

5730 調理学 光森洋美 杉山

４／１６（土）３・４限
４／２３（土）３～８限
５／１４（土）３～８限
６／４（土）３～８限
７／２（土）３～８限
７／３０（土）１～４限
８／６（土）３・４限試験

３０３教室
８／６（土）のみ

連携開発センター大
会議室兼教室

初回10時45分開始

5767 家庭科授業設計 中嶋たや 中川
８／１９（金）、８／２２（月）～
８／２４（水）

附属中学校
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時間割
番号

授業科目名 教員名
非常勤講
師世話担
当教員

日程 場所 備　　考

5773 衣生活論 池田仁美 立松

第1回目、2回目：４／２３
（土）。第3回目以降の授
業日時は初回に受講生
と相談して決める。

R2-205 保育学・被服
学実習室

第１回目は 9時開始

5907
視覚障害児の教育
Ⅰ

正井　隆晶 富井
８／１５（月）、８／１６
（火）

5908 障害児教育の歴史 林　喜子 越野
７／２（土）、１６（土）、３０
（土）

203

5909
視覚障害児の教育
Ⅱ

正井　隆晶 富井
８／１７（水）、８／１８
（木）

5910
障害児の発達心理
学

松島明日香 富井
７／２３（土）、８／１９
（金）、８／２６（金）

5936 障害児保育 金澤忠博 大西賢

８／１５（月）２～４コマ
１６（火）１～４コマ
１７（水）１～４コマ
１８（木）１～４コマ

１７、１８日は非対面
授業の可能性あり

5940
重複障害教育の理
論と実際

越野、全、中川貴、富
井、今泉

９／１（木）３・４限オリエ
ンテーション
９／５～１３の内、５日間
養護学校見学

コロナの状況により
代替授業に変更の可
能性あり。追って連
絡します。

5952 言語治療学 木村秀生 富井
８／２２（月）、２３（火）、
２４（水）

5962
肢体不自由・重複障
害教育実践論

原田文孝 越野
８／１７（水）、１８（木）、
２５（木）、２６（金）

5963
知的障害指導法実
習

越野、富井 随時相談

5965
特別支援教育実践
演習Ⅱ

越野和之 随時相談

6113 子ども文化論
残華、椋田善之、栗山
誠

大西賢

栗山先生：7/2（土）1～8
限
椋田先生：7/23（土）1～8
限

7/2(土)：美術教育実
習室

6261 児童心理学特講 小川絢子 石井僚
８／１５（月）～８／１８
（木）

6307 教育調査法 池田曜子 片岡弘
受講生と相談して決め
る。
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時間割
番号

授業科目名 教員名
非常勤講
師世話担
当教員

日程 場所 備　　考

6310 精神保健 竹下三隆 笠次
８／１５（月）～８／１８
（木）

6312 教育評価 岡本真彦 石井僚
５／１４(土)、２８(土)、
７／２(土)、１６(土)

208

6320
生涯学習支援特講
Ⅰ

片岡弘勝

８／１３（土）1～8限
８／１４（日）1～8限
８／２０（土）1～8限
８／２３（火）1～6限

6914 子どもの保健 岡いくよ 大西賢

1、2回目：7/15（金）まで
にオンデマンド配信
3、4回目：7/15（金）5～8
限（オンライン）
5～9回目：7/16（土）1～
10限（対面）
10～12回目：7/22（金）5
～10限（対面）
13～15回目：7/29（金）5
～10限（対面）

7/16（土）午前：奈良
教育大学附属幼稚園

午後：大学

9979 学校支援実践 柿本、竹村謙 ８／６（土）

9981 給食指導 阪口美香、村上 村上 ８／１５（月）～８／１８（木）

ガイダンスは４月
中。詳しくはメール
します。

9984
新理数基礎ゼミナー
ルⅠ

松山、伊藤直、川﨑、高
木祥、石田、松井淳、山
崎祥、信川、藤井、和
田、常田、近藤、片岡
佐、舟橋、高橋亮、小
川、岡崎

9986 新理数教育Ⅲ

松山、伊藤直、川﨑、高
木祥、石田、松井淳、山
崎祥、信川、藤井、和
田、常田、近藤、片岡
佐、舟橋、高橋亮、小
川、岡崎

9988 新理数教育Ⅰ

松山、伊藤直、川﨑、高
木祥、石田、松井淳、山
崎祥、信川、藤井、和
田、常田、近藤、片岡
佐、舟橋、高橋亮、小
川、岡崎


