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教育学研究科・教育学部の後期の授業実施形態についての方針 

 

教育学研究科長・教育学部長 楠見 孝 

 

教育学研究科・教育学部の令和 2 年度後期の授業（大学院科目・学部科目）実施形態につい

て、9 月 1 日時点における方針を教育学研究科・教育学部の学生ならびに教職員にお知らせしま

す。 

8 月 31 日付で、北野教育担当理事から「令和 2 年度後期の授業実施について」として、「オン

ライン授業を中心に実施し、対面授業等が必要と認められた科目については対面で授業を実施

する」という全学の方針が出されました。 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/foundation/coronavirus/documents/200831_1.pdf 

今後、全学の方針や新型コロナウイルス感染拡大の状況により、教育学研究科・教育学部の

方針も変更する可能性はありますが、現時点での方針を皆さんにお知らせします。 

 

【後期の授業実施形態の方針】 

後期の授業実施形態について、新型コロナウイルスの感染拡大状況ならびに前期のオンライ

ン授業、学生の授業アンケートの結果などを踏まえ、教育学研究科・教育学部では、各講座・コー

ス・各系の教員、教務委員会、新型コロナウイルス対応ワーキンググループにおいて議論を重ね

てきました。 

その議論と全学の方針にもとづいて、以下のような方針で授業を実施します。 

 

（１）実習・演習科目など、対面での授業実施が必要な科目は、感染防止対策を施したうえで、授

業のすべてまたは一部を対面で実施します（別紙の科目リスト参照）。ただし、対象となる科目

は今後も変更の可能性がありますので、時間割作成期間（9/23～）に、KULASIS・PandA で確

認してください。 

（２）（１）以外の授業科目は、原則としてすべてオンラインで行います。ただし、状況によっては、対

面とオンラインを併用するハイブリッド形態に移ることもあります。そのように変更する場合は、

遅くとも 1週間前には通知します。 

（３）遠方からの通学や対面授業の前後にオンライン授業がある場合などで、学内でオンライン授

業の視聴を希望する学生には、オンライン授業の視聴場所（総合研究 2号館の空き教室）を用

意します。ただし、スペースの制約がありますので、可能な限り自宅や下宿でのオンライン授

業の視聴にご協力ください。 

（４）授業開始後、感染拡大などにより対面授業の実施が困難な状況になった場合は、後期の途

中でも全面的にオンライン授業に切り替えることにします。 

（５） 対面授業を実施する場合、感染リスクが高いなど通学に不安を抱える学生、感染が疑われ

る症状がある等により出席できない学生に対しては、オンラインによる授業参加や録画などで

対応しますので、当該の学生は担当教員に申し出てください。また、授業担当の先生方には、

学生からの申し出があった場合、必要な配慮をお願いします。 

 

これらの事項に変更が生じた場合は、教育学研究科・教育学部の全構成員にすみやかに周知

します。なお、上記は教育学研究科・教育学部が実施する科目に対するものであり、国際高等教

育院や他研究科・学部が実施する科目については、対応が異なる場合がありますので、注意して

ください。 

 

 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/foundation/coronavirus/documents/200831_1.pdf


【新型コロナウイルスに感染した場合の対応】 

学生の皆さんが、新型コロナウイルスに感染（類似症状等を含む）した場合は、「学生・教職員

の新型コロナウイルス感染確認時等における対応について（第 2 版）http://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/foundation/coronavirus/documents_internal/200807_2.pdf」にしたがい、教育学

研 究 科 ・ 学 部 の 教 務 掛 ・ 教 職 教 務 掛 （ 075-753-3010 、 3011 、 3012 、 E-MAIL ：

020kyokyo2@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）に報告してください。 

 

【自身が感染しないため、他者に感染させないために】 

「新型コロナウイルス感染症の予防のために（注意喚起）【第３版】 http://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/foundation/coronavirus/documents/200731_1.pdf」を踏まえて、感染防止のため

の行動（身体的距離の確保、マスク着用、手洗い）をとり、「三つの密」、機材・器具等の物の共用

を極力避け、飲食を伴う会合を自粛してください。 

 

【後期に対面で授業を実施する際のガイドライン】 

全学の方針および上記の指針を参考に、後期に対面で授業を実施する際のガイドラインを  

以下のとおり定めます。 

 授業に参加する教員、学生、TA は、出席する授業開始の２週間前から、検温等による  

体調確認を行うとともに、感染リスクを伴う行動（飲食を伴う会合や旅行）を自粛する。 

 体温が平熱より高い場合や、せき・倦怠感・喉の痛み・味覚障害等、新型コロナウイルス

感染が疑われる症状がある場合、TA、学生の授業への出席を不可とする。 

 授業中は、教員、TA、学生とも、特段の事情がないかぎり必ずマスク等を着用し、近距離

や真正面での会話は可能な限り避ける。会話や討論が必要となる場合は、１ｍ程度の 

距離を保ち、必要最低限の時間とする。 

 教員、TA、学生は、授業開始前と終了後の 30 秒程度の石鹸による手洗いまたは各教室

等に設置するアルコール消毒液による手指消毒を励行する。 

 物（マイク、筆記具、情報機器等）は使い回しをしない（やむをえずマイクの共用が必要な

場合はその都度消毒する。実験器具等で共用が必要な場合はビニール手袋等を着用す

る）。 

 授業中は、教員、TA、学生は、２方向以上の窓あるいは出入口を開ける（授業運営に支障

がある場合は、最低 30 分に１回以上、数分程度２方向以上を全開して換気する）。 

 授業終了後はキャンパスでの不要な滞在は避けて帰宅する。 

 感染者が授業参加者であった場合に濃厚接触者を把握するため、教員は、毎回の授業で

必ず出席をとり記録を残す。 

 感染者・濃厚接触者となった場合、教育学研究科・教育学部の学生・教員・非常勤講師は、

教職教務掛（TEL：075-753-3011、3012 E-MAIL：020kyokyo2@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）、

それ以外の方は所属部局の教務掛に速やかに報告するとともに、当該の対面授業に出

席していたことを伝える。また、経過観察等の追跡調査に協力する。 

 

 

以上 
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（別紙）対面で授業を実施する科目（令和2年度後期）
2020/9/1

講義コード 科目名 担当教員名 授業形態 開講期 曜時限 対面の授業回数

2708000 教育心理学実習Ｂ(心理学実験)
野村　理朗
梅村　高太郎

実習 後期 火4,5 12回

1481000 学校探究ゼミナール 西岡加名恵 課題演習 後期 集中 5回

2485000 臨床心理学課題演習(心理的アセスメント)
西　見奈子
髙橋　靖恵
野田　実希

課題演習 通年 月2 12回

2510000 グループ・カウンセリング演習Ｂ(心理演習)
田中　康裕
梅村　高太郎
山﨑　基嗣

課題演習 後期 水3 12回

2514000 心理実習

岡野　憲一郎
髙橋　靖恵
田中　康裕
松下　姫歌
西　見奈子
梅村　高太郎

実習 通年 集中（90時間） 2回以内

9180001 国語科教育法Ｉ 渡邊　春美 講義 通年 火5 最低6回

9182001 社会科教育法Ｉ 石井　英真 講義 通年 月3 10回

9148001 地理歴史科教育法 石井　英真 講義 通年 月3 10回

9280001 社会科・地理歴史科教育法 石井　英真 講義 通年 月3 10回

9165001 数学科教育法Ｉ 大西　俊弘 講義 通年 月1 14回

9165002 数学科教育法Ｉ 大西　俊弘 講義 通年 月2 14回

9166001 数学科教育法II 神原　一之 講義 通年 月3 8回

9166002 数学科教育法II 神原　一之 講義 通年 月4 8回

9167001 理科教育法Ｉ 山下　芳樹 講義 通年 月3
15回
（後期は全回希望）

9167002 理科教育法Ｉ 山下　芳樹 講義 通年 月4
15回
（後期は全回希望）

9168001 理科教育法II 舟橋　春彦 講義 通年 金2 各クラス7回×2クラス

9168002 理科教育法II 宮下　ゆたか 講義 通年 火2 7回/班×2班＝14回

9302001 教職実践演習 石井英真 課題演習 後期 月2 5回程度

6004003 研究開発コロキアムII 西岡加名恵 課題演習 後期 集中 5回

6432000 教育史演習IＢ 田中　智子 課題演習 後期 月5 15回

7246000 認知心理学特論Ｉ 江島　伸興 特論 後期 水1 15回

8537000
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

高井　直美
髙橋　靖恵

課題演習 後期 火1 12回

8541000 グループ・カウンセリング演習II
田中　康裕
梅村　高太郎
山﨑　基嗣

課題演習 後期 水3 12回

8526000 臨床心理基礎実習Ⅱ
岡野　憲一郎
梅村　高太郎

実習 後期 火3,4 12回

8834001 病院実習ＩB(心理実践実習)

岡野　憲一郎
髙橋　靖恵
河合　俊雄
田中　康裕
松下　姫歌
西　見奈子
梅村　高太郎

実習 後期 木1,2 16回前後

8834002 病院実習ＩB(心理実践実習)

岡野　憲一郎
髙橋　靖恵
河合　俊雄
田中　康裕
松下　姫歌
西　見奈子
梅村　高太郎

実習 後期 金1,2 16回前後

8831000 臨床心理実習ＩＡ(心理実践実習)

岡野　憲一郎
髙橋　靖恵
河合　俊雄
田中　康裕
松下　姫歌
西　見奈子
梅村　高太郎

実習 通年 月3,4 20回以上



2020/9/1
講義コード 科目名 担当教員名 授業形態 開講期 曜時限 対面の授業回数

8861000 心理実践実習・教育現場実習ＩＢ

岡野　憲一郎
髙橋　靖恵
河合　俊雄
田中　康裕
松下　姫歌
西　見奈子
梅村　高太郎

実習 後期 木2,3,4 16回前後

8832000 臨床心理実習ＩB(心理実践実習)

岡野　憲一郎
髙橋　靖恵
河合　俊雄
田中　康裕
松下　姫歌
西　見奈子
梅村　高太郎

実習 通年 月3,4 40回以上


