
曜日

時限 学年 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考

１時限 1 1Q 人間科学の基礎理論 櫻井　貴志 A23 前期 基礎ゼミナールⅠ 門岡　晋 A43 1Q こどもと健康 丸井　一誠 A61 前期 ビジネス基礎演習① 杉原　美佐子 B21 前期 基礎ゼミナールⅠ 直江　学美 A52

1Q 宗教学① 桑野　萌 A11 前期 基礎ゼミナールⅠ 奥田　鉄人 A24 2Q こどもと環境 永坂　正夫 A61 1Q スポーツ生理学Ⅰ 塩田　耕平 A42 前期 基礎ゼミナールⅠ 三好　伸子 A62

1Q 社会学① 竹中　祐二 遠隔授業 前期 基礎ゼミナールⅠ 嘉門　良亮 A25 2Q 心理学①（学びのための認知と知覚の心理学） 佐々木　康成 A21 水12 1Q 宗教学① 桑野　萌 A11 前期 基礎ゼミナールⅠ 森永　秀典 A43

1Q 経済学 張　淼 A56 前期 地域貢献とボランティア 新　広昭 A22 1Q 社会学① 竹中　祐二 遠隔授業 前期 基礎ゼミナールⅠ 佐藤　静恵 A45

1Q 情報リテラシー①（情報の理解と表現の方法） 佐々木　康成 M31 1Q 哲学①（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A41 1Q 経済学 張　淼 A56 前期 基礎ゼミナールⅠ 島倉　晴信 A63

2Q スポーツ科学概論Ⅰ 大森　重宜 B21 1Q 英米文学①（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21 1Q 情報リテラシー①（情報の理解と表現の方法） 佐々木　康成 M31 1Q スポーツ教育学Ⅰ 笠原　亜希子 A61

2Q こども学総論 直江　学美 A23 1Q 地域学・金沢Ⅱ（環境・自然系） 永坂　正夫 A11 2Q スポーツ生理学Ⅱ 塩田　耕平 A42 1Q 哲学①（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A41

2Q 法学 渡邉　和道 遠隔授業 2Q 算数科基礎 森永　秀典 A41 1Q 英米文学①（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21

2Q 社会学② 竹中　祐二 遠隔授業 2Q 論理学① 村中　達矢 A63 木12 1Q 地域学・金沢Ⅱ（環境・自然系） 永坂　正夫 A11

2Q 異文化コミュニケーション論① 朝田　郁 A21 2Q 法学 渡邉　和道 遠隔授業 2Q スポーツ教育学Ⅱ 笠原　亜希子 A61

2Q 情報リテラシー⑦（フェイク時代の情報「読解力」） 山本　輝太郎 M33 2Q 社会学② 竹中　祐二 遠隔授業

2Q 統計学④ 佐藤　将 遠隔 2Q 異文化コミュニケーション論① 朝田　郁 A21

2Q 情報リテラシー⑦（フェイク時代の情報「読解力」） 山本　輝太郎 M33

2Q 統計学④ 佐藤　将 遠隔

2 前期 スポーツ史 大久保　英哲 A24 2Q 特別支援教育（中等） 新谷　洋介，柳川　公三子 A11 前期 知的障害者の心理・生理・病理 佐伯　英明 A52 前期 スポーツ実技（ベースボール型・ターゲット型） 島田　一志 サブアリーナ 前期 社会的養護Ⅰ 川並　利治 A53

1Q 情報教育の理論と方法Ⅰ（初等） 清水　和久 M36 前期 保育内容(人間関係) 三好　伸子 G41.42 前期 こどもと音楽表現 連　桃季恵 表現 2Q 特別支援教育（中等） 新谷　洋介，柳川　公三子 A11

1Q College EnglishⅠ⑯ 森　延江 A25 再履修者用 前期 EnglishⅡA②（ビジネスと英語） バートロ　ステファン C58

2Q College EnglishⅡ⑯ 森　延江 A25 再履修者用 1Q College EnglishⅠ⑯ 森　延江 A25 再履修者用

2Q College EnglishⅡ⑯ 森　延江 A25 再履修者用

3 前期 学校保健（救急処置を含む） 岩田　英樹 A61 前期 トレーニング＆コンディショニング論 岡室　憲明 C52 前期 発達障害者指導法 柳川　公三子 A43 前期 スポーツ指導法（ベースボール） 島田　一志 サブアリーナ

前期 保育実習Ⅱ・事前事後の指導 三好　伸子，連　桃季恵 A42 前期 子育て支援 川並　利治 C44 前期 教育方法論（中等）①（インストラクショナルデザインを用いた授業のつくり方） 大畠　菜穂子，櫻井　貴志 A52

前期 小学校英語教育法 清水　和久 A51

前期 教育課程論（中等） 芥川　元喜 A42

4 前期 幼児教育実習･事前事後の指導 開　仁志 A62

２時限 1 前期 EnglishⅠC①(Travel) ロハス　ジェニファー A24 1Q ドイツ語Ⅰ① ライヒェルト　ルート A24 前期 ボランティア概論 嘉門　良亮 A23 前期 ビジネス基礎演習② 杉原　美佐子 A23 前期 日本語リテラシーA（アカデミックライティング） 中村　朱美 A43

1Q 文化人類学① 朝田　郁 A21 1Q College EnglishⅠ③ 松本　大貴 A25 前期 国語表現法 馬場　治 A22 前期 EnglishⅠA①(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 1Q ドイツ語Ⅰ① ライヒェルト　ルート A24

1Q 中国語Ⅰ① 金　萍 A61 1Q College EnglishⅠ④ 金谷　永美子 A44 2Q 心理学①（学びのための認知と知覚の心理学） 佐々木　康成 A21 水12 前期 EnglishⅠB①(Campus) バートロ　ステファン C58 1Q College EnglishⅠ③ 松本　大貴 A25

1Q College EnglishⅠ① 前川　未知雄 A44 2Q 倫理学①（規範倫理学/応用倫理学/メタ倫理学） 寺嶋　雅彦 C51 1Q 文化人類学① 朝田　郁 A21 1Q College EnglishⅠ④ 金谷　永美子 A44

1Q College EnglishⅠ② 正木　恵美 A43 2Q 健康科学演習 嘉門　良亮 C44 1Q 中国語Ⅰ① 金　萍 A61 2Q 倫理学①（規範倫理学/応用倫理学/メタ倫理学） 寺嶋　雅彦 C51

2Q 日本文学①（作品論『百人一首』の世界） 中村　朱美 遠隔授業 2Q ドイツ語Ⅱ① ライヒェルト　ルート A24 1Q College EnglishⅠ① 前川　未知雄 A44 2Q 健康科学演習 嘉門　良亮 C44

2Q 中国語Ⅱ① 金　萍 A61 2Q College EnglishⅡ③ 松本　大貴 A25 1Q College EnglishⅠ② 正木　恵美 A43 2Q ドイツ語Ⅱ① ライヒェルト　ルート A24

2Q College EnglishⅡ① 前川　未知雄 A44 2Q College EnglishⅡ④ 金谷　永美子 A44 2Q 日本文学①（作品論『百人一首』の世界） 中村　朱美 遠隔授業 2Q College EnglishⅡ③ 松本　大貴 A25

2Q College EnglishⅡ② 正木　恵美 A43 2Q 論理学① 村中　達矢 A63 木12 2Q College EnglishⅡ④ 金谷　永美子 A44

2Q 中国語Ⅱ① 金　萍 A61

2Q College EnglishⅡ① 前川　未知雄 A44

2Q College EnglishⅡ② 正木　恵美 A43

2 前期 スポーツマネジメント演習
西村　貴之，櫻井　貴志，笠原　亜希子

A22 前期 アダプテッドスポーツ論 笠原　亜希子 A61 前期 スポーツ実技（ゴール型） 門岡　晋，西村　貴之 メインアリーナ 通年 フィールド基礎演習 山川　賀世子 A25 前期 スポーツ医科学論 奥田　鉄人 A41

前期 声楽Ⅰ① 直江　学美 リズム 前期 音楽科基礎② 直江　学美 リズム 通年 フィールド基礎演習 清水　和久 C57 前期 音楽科基礎③ 直江　学美 リズム

前期 図画工作科基礎② 佐藤　静恵 造形 通年 フィールド基礎演習 馬場　治 A71 前期 EnglishⅡB①（英語リーディング） 半井　典子 A45

通年 フィールド基礎演習 開　仁志 A65

通年 フィールド基礎演習 丸井　一誠 A72

通年 フィールド基礎演習 連　桃季恵 A64

通年 フィールド基礎演習 芥川　元喜 C42

通年 フィールド基礎演習 川並　利治 A66

通年 フィールド基礎演習 永坂　正夫 実験

通年 フィールド基礎演習 佐藤　静恵 造形

前期 スポーツ栄養学 中﨑　衣美 A42

3 前期 保健体育科教育法Ⅲ 横山　剛士 A23 前期 社会科教育法 井上　好人 A62 前期 スポーツ指導法（水泳） 奥田　鉄人 A51 前期 教育方法論（中等）②（インストラクショナルデザインを用いた授業のつくり方） 大畠　菜穂子，櫻井　貴志 A52 前期 理科教育法② 永坂　正夫 実験

前期 病児の看護と保育 竹澤　舞 A54 前期 保育マネジメント論 長戸　康英 C51 前期 生活科教育法② 芥川　元喜 A42

前期 中等教育実習・事前事後の指導① 永井 暁行　島倉　晴信 A63 前期 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（初等） 芥川　元喜 A44 前期 特別支援保育フィールド演習 開　仁志 A62

4 前期 学級経営論 森永　秀典 A51 前期 こどもと総合表現 連　桃季恵 表現 前期 特別支援学校教育実習事前事後指導 新谷　洋介，柳川　公三子 A62

３時限 1 前期 EnglishⅠC②(Travel) ロハス　ジェニファー A24 前期 スポーツ実技（体操）① 佐伯　聡史 メインアリーナ 前期 スポーツ実技（陸上） 大森　重宜，岡室　憲明 総合グラウンド 前期 社会福祉論 川並　利治 A25 前期 スポーツ総合演習 島田　一志，西村　貴之 A42

1Q 国語科基礎（書写を含む）① 馬場　治 A53 前期 器楽Ⅰ① 髙垣　展代 リズム 前期 器楽Ⅰ⑦ 甲斐　美和 表現 前期 EnglishⅠA②(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 前期 保育者論 開　仁志 A62

1Q 情報リテラシー②（アカデミックスキルのための情報活用力） 二口　聡 M36 前期 器楽Ⅰ② 谷口　直美 P練 前期 器楽Ⅰ⑧ 谷口　直美 P練 1Q 情報リテラシー②（アカデミックスキルのための情報活用力） 二口　聡 M36 前期 EnglishⅠB②(Campus) カリー　カーラ C57

1Q 情報リテラシー⑭ 島田　一志 M31 前期 器楽Ⅰ⑥ 甲斐　美和 表現 前期 器楽Ⅰ⑨ 連　桃季恵 リズム 1Q 情報リテラシー⑭ 島田　一志 M31 1Q 情報リテラシー③ 牧野　耀 M36

1Q 情報リテラシー⑮ 西村　貴之 M32 1Q コミュニケーション概論① 中川　将志 A11 火34 1Q キャリア入門Ⅰ① 神崎　淳子 A11 1Q 情報リテラシー⑮ 西村　貴之 M32 1Q 情報リテラシー⑤ 河合　一彦 M31

1Q College EnglishⅠ⑤ 前川　未知雄 A44 1Q 情報リテラシー③ 牧野　耀 M36 1Q キャリア入門Ⅰ② 北本　泰則 A22 1Q College EnglishⅠ⑤ 前川　未知雄 A44 1Q College EnglishⅠ⑦ 中西　久子 A25

1Q College EnglishⅠ⑥ 正木　恵美 A43 1Q 情報リテラシー⑤ 河合　一彦 M31 2Q キャリア入門Ⅰ③ 神崎　淳子 A22 1Q College EnglishⅠ⑥ 正木　恵美 A43 1Q College EnglishⅠ⑪ 金谷　永美子 A43

1Q College EnglishⅠ⑨ 上田　夏世 A51 1Q College EnglishⅠ⑦ 中西　久子 A25 2Q キャリア入門Ⅰ④ 北本　泰則 A11 1Q College EnglishⅠ⑨ 上田　夏世 A51 1Q College EnglishⅠ⑬ 川村　義治 A44

2Q 宗教学② 桑野　萌 A11 1Q College EnglishⅠ⑪ 金谷　永美子 A43 2Q 宗教学② 桑野　萌 A11 2Q College EnglishⅡ⑦ 中西　久子 A25

2Q 基礎数学②（数学力で世界を視る。教養としての数学） 二口　聡 A51 1Q College EnglishⅠ⑬ 川村　義治 A44 2Q 基礎数学②（数学力で世界を視る。教養としての数学） 二口　聡 A51 2Q College EnglishⅡ⑪ 金谷　永美子 A43

2Q College EnglishⅡ⑤ 前川　未知雄 A44 2Q コミュニケーション概論② 中川　将志 A22 火34 2Q College EnglishⅡ⑤ 前川　未知雄 A44 2Q College EnglishⅡ⑬ 川村　義治 A44

2Q College EnglishⅡ⑥ 正木　恵美 A43 2Q College EnglishⅡ⑦ 中西　久子 A25 2Q College EnglishⅡ⑥ 正木　恵美 A43

2Q College EnglishⅡ⑨ 上田　夏世 A52 2Q College EnglishⅡ⑪ 金谷　永美子 A43 2Q College EnglishⅡ⑨ 上田　夏世 A52

2Q College EnglishⅡ⑬ 川村　義治 A44

2 前期 教育心理学（初等） 山川　賀世子 C52 前期 保健体育科教育法Ⅰ 櫻井　貴志 A41 通年 フィールド基礎演習 島田　一志 A61 前期 衛生･公衆衛生学 奥田　鉄人 A23 前期 測定評価 塩田　耕平 A63

前期 チームビルディング 堀口　英則 B21 前期 教育学概論（初等） 井上　好人 A61 前期 体育科基礎① 丸井　一誠 A62 前期 こどもと造形表現① 佐藤　静恵 造形 前期 こどもの保健 竹澤　舞 A53

前期 道徳教育の理論と方法（中等）① 門前　斐紀 A23 前期 保育内容(言葉) 馬場　治 A42 1Q キャリアプランニングⅠ① 杉原　美佐子 A22 前期 小学校英語基礎 清水　和久 A41

前期 EnglishⅡB③（英語リーディング） 辻　建一 A25 2Q キャリアプランニングⅠ② 杉原　美佐子 A22

3 通年 保育実習Ⅰ・事前事後の指導 三好　伸子，川並　利治 A63 前期 スポーツ指導法（陸上・フィールド） 岡室　憲明 総合グラウンド 前期 スポーツ指導法(テニス) 笠原　亜希子 A25 通年 こどもフィールド演習 山川　賀世子 C54 前期 スポーツ指導法（陸上・トラック） 大森　重宜 総合グラウンド

前期 病弱者指導法 新谷　洋介 A62 前期 保育内容(造形表現)① 池上　奨 造形 前期 乳児保育Ⅱ 竹澤　舞 A53 前期 家庭科教育法 手塚　貴子 A52

前期 教育課程論（初等） 芥川　元喜 A24 前期 中等教育実習・事前事後の指導② 永井 暁行　島倉　晴信 A63

4

４時限 1 前期 Let`s Try ICT① 清水　和久 M31 前期 スポーツ実技（体操）② 佐伯　聡史 メインアリーナ 1Q 基礎数学①（数学力で世界を視る。教養としての数学） 二口　聡 B21 前期 保育原理 開　仁志 A41

1Q 基礎数学①（数学力で世界を視る。教養としての数学） 二口　聡 B21 前期 器楽Ⅰ③ 直江　学美 表現 1Q College EnglishⅠ⑧ 中西　久子 A44 前期 EnglishⅠD②(Culture) カリー　カーラ C42

1Q College EnglishⅠ⑧ 中西　久子 A44 前期 器楽Ⅰ④ 髙垣　展代 リズム 1Q College EnglishⅠ⑫ 正木　恵美 A43 1Q スポーツ社会学Ⅰ 西村　貴之 A42

1Q College EnglishⅠ⑫ 正木　恵美 A43 前期 器楽Ⅰ⑤ 谷口　直美 P練 1Q 日本語上級ⅠA（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83 1Q 情報リテラシー④ 徳前　嘉子 M32

1Q 日本語上級ⅠA（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83 前期 EnglishⅠD①(Culture) カリー　カーラ C43 2Q 日本国憲法① 曽我　千春 遠隔授業 1Q 情報リテラシー⑥ 河合　一彦 M31

2Q 日本国憲法① 曽我　千春 遠隔授業 1Q コミュニケーション概論① 中川　将志 A11 火34 2Q College EnglishⅡ⑧ 中西　久子 A44 1Q ロシア語Ⅰ① 館農　ユーリヤ G37

2Q College EnglishⅡ⑧ 中西　久子 A44 1Q 情報リテラシー④ 徳前　嘉子 M32 2Q College EnglishⅡ⑫ 正木　恵美 A43 1Q College EnglishⅠ⑩ 中西　久子 A25

2Q College EnglishⅡ⑫ 正木　恵美 A43 1Q 情報リテラシー⑥ 河合　一彦 M31 2Q 日本語上級ⅠB（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83 1Q College EnglishⅠ⑭ 金谷　永美子 A43

2Q 日本語上級ⅠB（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83 1Q ロシア語Ⅰ① 館農　ユーリヤ G37 1Q College EnglishⅠ⑮ 川村　義治 A44

1Q College EnglishⅠ⑩ 中西　久子 A25 2Q 歴史学① 丸山　敦 A11

1Q College EnglishⅠ⑭ 金谷　永美子 A43 2Q ロシア語Ⅱ① 館農　ユーリヤ G37

1Q College EnglishⅠ⑮ 川村　義治 A44 2Q College EnglishⅡ⑩ 中西　久子 A25

2Q 歴史学① 丸山　敦 A11 2Q College EnglishⅡ⑭ 金谷　永美子 A43

2Q コミュニケーション概論② 中川　将志 A22 火34 2Q College EnglishⅡ⑮ 川村　義治 A44

2Q ロシア語Ⅱ① 館農　ユーリヤ G37

2Q College EnglishⅡ⑩ 中西　久子 A25

2Q College EnglishⅡ⑭ 金谷　永美子 A43

2Q College EnglishⅡ⑮ 川村　義治 A44

2 前期 音楽科基礎① 直江　学美 リズム 前期 スポーツ実技（武道） 本橋　克也，南谷　直利 A41 前期 肢体不自由者の心理・生理・病理 奥田　鉄人 A24 前期 野外スポーツ演習Ⅰ 嘉門　良亮 A23

前期 図画工作科基礎① 佐藤　静恵 造形 前期 EnglishⅡA①（こどもと英語） ビセット ヘレン A24 前期 体育科基礎② 丸井　一誠 A62 前期 生徒・進路指導論（初等） 森永　秀典 A61

前期 EnglishⅡA③（スポーツと英語） ロハス　ジェニファー A24 前期 声楽Ⅰ② 連　桃季恵 表現 前期 日本語上級ⅡA（留学生のためのアカデミックワーク） 中村　朱美 A83

2Q 教育学概論（中等）①（問いから始める教育の理念と歴史） 大畠　菜穂子 A61 前期 EnglishⅡB②（英語リーディング） 川村　義治 G13

2Q 教育学概論（中等）①（問いから始める教育の理念と歴史） 大畠　菜穂子 A61

3 前期 知的障害者の言語指導法 柳川　公三子 A62 前期 理科教育法① 永坂　正夫 実験 前期 視覚障害者教育総論（点字実習を含む） 松井　繁，前川　満良 C42 前期 教育社会学（初等） 井上　好人 A51 前期 スポーツリサーチ演習Ⅰ 島田　一志，塩田　耕平 A22

前期 こどもの食と栄養 俵　万里子 A22 前期 生活科教育法① 芥川　元喜 A42 前期 初等教育実習・事前事後の指導 清水　和久　島倉　晴信 A24

前期 保育内容(造形表現)② 池上　奨 造形 前期 こども家庭支援論 山川　賀世子 A51

4 通年 専門ゼミナール 井上　好人 A54 通年 専門ゼミナール 三好　伸子 C56 通年 専門ゼミナール 島田　一志 C42 通年 専門ゼミナール 直江　学美 A56

通年 専門ゼミナール 丸井　一誠 A45 通年 専門ゼミナール 大森　重宜 教員研究室 通年 専門ゼミナール 馬場　治 A54

通年 専門ゼミナール 岡室　憲明 教員研究室 通年 専門ゼミナール 連　桃季恵 A55

通年 専門ゼミナール 塩田　耕平 教員研究室

通年 専門ゼミナール 西村　貴之 A65

通年 専門ゼミナール 櫻井　貴志 A25

通年 専門ゼミナール 門岡　晋 C56

通年 専門ゼミナール 新谷　洋介 A72

通年 専門ゼミナール 笠原　亜希子 A45

通年 専門ゼミナール 山川　賀世子 C54

通年 専門ゼミナール 清水　和久 C55

通年 専門ゼミナール 永坂　正夫 実験

通年 専門ゼミナール 開　仁志 C58

通年 専門ゼミナール 川並　利治 教員研究室

通年 専門ゼミナール 森永　秀典 C57

通年 専門ゼミナール 芥川　元喜 教員研究室

５時限 1 前期 国際教育 清水　和久 A44 前期 スポーツ実技（水泳）① 櫻井　貴志 A44 1Q 国語科基礎（書写を含む）② 馬場　治 A41 前期 Let`s Try ICT② 清水　和久 M33

前期 スポーツ実技（水泳）② 奥田　鉄人 A42

前期 スポーツ実技（水泳）③ 嘉門　良亮 A43

2 2Q 教育学概論（中等）②（問いから始める教育の理念と歴史） 大畠　菜穂子 A61 2Q 教育学概論（中等）②（問いから始める教育の理念と歴史） 大畠　菜穂子 A61 前期 発達診断の理論と方法 柳川　公三子 A41

2Q 情報教育の理論と方法Ⅰ（中等）（情報社会におけるモラルと知識） 永井 暁行 M36

3 通年 こどもフィールド演習 井上　好人 A54 通年 こどもフィールド演習 川並　利治 C58 通年 スポーツフィールド演習 島田　一志 A44 通年 こどもフィールド演習 連　桃季恵 表現

通年 こどもフィールド演習 馬場　治 A45 通年 こどもフィールド演習 直江　学美 A55 通年 スポーツフィールド演習 大森　重宜 A43 前期 スポーツ実務演習（地域スポーツクラブ） 西村　貴之 研究室

前期 スポーツ実務演習（プロ・企業スポーツ） 笠原　亜希子 A51 通年 こどもフィールド演習 三好　伸子 C56 通年 スポーツフィールド演習 岡室　憲明 A65

前期 こどもの食と栄養 俵　万里子 A22 通年 スポーツフィールド演習 塩田　耕平 A66

通年 スポーツフィールド演習 西村　貴之 A62

通年 スポーツフィールド演習 櫻井　貴志 A24

通年 スポーツフィールド演習 奥田　鉄人 C41

通年 スポーツフィールド演習 門岡　晋 A25

通年 スポーツフィールド演習 新谷　洋介 A72

通年 スポーツフィールド演習 柳川　公三子 A51

通年 スポーツフィールド演習 笠原　亜希子 A45

通年 こどもフィールド演習 芥川　元喜 C54

通年 こどもフィールド演習 清水　和久 C55

通年 こどもフィールド演習 永坂　正夫 実験

通年 こどもフィールド演習 開　仁志 C58

通年 こどもフィールド演習 丸井　一誠 C56

通年 こどもフィールド演習 森永　秀典 C57

4

曜日 曜日オンデマンド授業

時限 学年 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 時限 学年 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 赤字

集中 1 前期 国際教育演習 清水　和久 オンデマンド 1 前期 数理・データサイエンス・AIリテラシー① 二口　聡 …非開講

2Q 政治学 木村　高宏 （これからの社会で生きるAI知識とデータ分析力）

2Q 情報学①（情報システムのデザインとオブジェクト指向） 佐々木　康成

2 前期 野外スポーツ演習Ⅱ（マリンスポーツ） 嘉門　良亮 2

前期 学校インターンシップ（保育） 開　仁志 3

前期 学校インターンシップ（小学校） 清水　和久　島倉　晴信 4

3 前期 保育実習Ⅰ（保育所） 三好　伸子

前期 保育実習Ⅱ 三好　伸子，連　桃季恵

前期 初等教育実習Ⅰ 清水　和久

前期 初等教育実習Ⅱ 清水　和久

前期 中等教育実習Ⅰ 永井 暁行

前期 中等教育実習Ⅱ 永井 暁行

前期 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（中等） 岡本　泰弘

4 前期 特別支援学校教育実習 新谷　洋介，柳川　公三子

前期 保育実習Ⅲ 川並　利治

前期 保育実習Ⅲ・事前事後の指導 川並　利治

前期 幼児教育実習 開　仁志

…変更箇所

金曜日

前期 2023年度　人間科学部時間割表

集中講義

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

2023/5/22

●授業実施区分について

・教室欄が「遠隔」の科目は、全ての回の授業を遠隔実施します。

  受講場所等について、各自、シラバスやdotCampus等にて担当教員の指示を確認してください。

・対面実施の科目でも、一部の回で遠隔実施となる場合があります。　

　各自、シラバスやdotCampus等にて担当教員の指示を確認してください。

●教室欄

B21 星稜フォーラム(記念館2F)

メイン 体育館（3Fメインアリーナ）

サブ 体育館（1Fサブアリーナ）

遠隔 遠隔授業（全ての授業を遠隔で実施）

時限 学年 開講期 科目名 担当教員 教室 備考

1 前期 課題演習Ⅰ（国際社会学） 高原　幸子 土曜
15:20-
16:50

シティカレッジ開講科目

オムニ

その他

Q科目
変則ペアは備考欄に注記　（例：水12）

月木、火金ペア

オムニバス科目



曜日

時限 学年 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 科目名 担当教員 教室 備考

１時限 1 後期 スポーツ実技① 丸井　一誠 メインアリーナ 後期 基礎ゼミナールⅡ 櫻井　貴志 A43 後期 保育内容(健康) 丸井　一誠 A53 後期 スポーツ実技② 島倉　晴信 メインアリーナ 後期 基礎ゼミナールⅡ 直江　学美 A52

3Q 宗教学③ バイヤー　アヒム A42 後期 基礎ゼミナールⅡ 嘉門　良亮 A25 3Q スポーツ心理学Ⅰ 門岡　晋 A51 3Q 基礎体力学 岡室　憲明 A41 後期 基礎ゼミナールⅡ 三好　伸子 A62

4Q スポーツマネジメント論Ⅰ 櫻井　貴志 A41 後期 基礎ゼミナールⅡ 未定20 A24 4Q スポーツ心理学Ⅱ 門岡　晋 A51 3Q 宗教学③ バイヤー　アヒム A42 後期 基礎ゼミナールⅡ 森永　秀典 A43
後期 こども家庭福祉 川並　利治 A42 4Q 心理学②（学びのための認知と知覚の心理学） 佐々木　康成 A45 水12 4Q 基礎体力演習① 岡室　憲明 A41 後期 基礎ゼミナールⅡ 佐藤　静恵 A45
後期 課題演習Ⅱ（お金とくらし） 野口　将輝 A11 4Q 自然地理学 青木　賢人 A61 後期 基礎ゼミナールⅡ 島倉　晴信 A63

3Q 哲学②（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A22 3Q 哲学②（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A22

2 後期 肢体不自由者指導法 新谷　洋介 A44 後期 スポーツ指導者論 大森　重宜 A41 後期 算数科教育法② 森永　秀典 C51 後期 道徳教育の理論と方法（初等） 森永　秀典 A43 後期 重複障害・LD等教育総論 柳川　公三子 A44

後期 体育科教育法① 丸井　一誠　島倉　晴信 A53 後期 図画工作科教育法② 佐藤　静恵 造形 後期 社会的養護Ⅱ 川並　利治 A44

後期 保育内容(音楽表現) 連　桃季恵 表現

3 後期 特別支援教育（初等） 河﨑　美香 A61 後期 運動処方演習Ⅱ（健康運動指導士） 未定20 A62 後期 教育社会学(中等) 竹中　祐二 C52 後期 保健体育科教育法Ⅳ① 親谷　均二 メインアリーナ

後期 地域子育て支援フィールド演習 開　仁志 A63

4 後期 教職実践演習（中等）②
前田　昌寛，岡本　芳和，門前　斐紀

A51

２時限 1 後期 EnglishⅠC③(Travel) ロハス　ジェニファー A24 3Q 歴史学② 本康　宏史 A61 後期 保育・教育課程論 開　仁志 A42 後期 生活習慣と健康 奥田　鉄人 B21 後期 日本語リテラシーB（アカデミックライティング） 中村　朱美 A43

3Q 教職入門（初等） 清水　和久 A41 3Q 日本国憲法② 土屋　仁美 遠隔授業 4Q 心理学②（学びのための認知と知覚の心理学） 佐々木　康成 A45 水12 後期 EnglishⅠA③(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 3Q 歴史学② 本康　宏史 A61

3Q 文化人類学② 朝田　郁 A11 3Q 環境学 永坂　正夫 A22 4Q 自然地理学 青木　賢人 A61 後期 EnglishⅠB③(Campus) バートロ　ステファン C58 3Q 日本国憲法② 土屋　仁美 遠隔授業

3Q スポーツ科学演習 塩田　耕平 メインアリーナ 3Q 経営学 中尾　公一 A63 3Q 文化人類学② 朝田　郁 A11 3Q 環境学 永坂　正夫 A22

3Q 中国語Ⅰ② 金　萍 A51 3Q 海外文化事情（ヨーロッパを知る教養講座） 辻　建一 A21 3Q スポーツ科学演習 塩田　耕平 メインアリーナ 3Q 経営学 中尾　公一 A63

4Q 中国語Ⅱ② 金　萍 A51 3Q 資格英語Ⅰ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25 3Q 中国語Ⅰ② 金　萍 A51 3Q 海外文化事情（ヨーロッパを知る教養講座） 辻　建一 A21

3Q 資格英語Ⅰ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53 4Q 中国語Ⅱ② 金　萍 A51 3Q 資格英語Ⅰ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25

3Q ドイツ語Ⅰ② ライヒェルト　ルート A24 3Q 資格英語Ⅰ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53

4Q 英米文学②（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21 3Q ドイツ語Ⅰ② ライヒェルト　ルート A24

4Q 倫理学②（規範倫理学/応用倫理学/メタ倫理学） 寺嶋　雅彦 A62 4Q 基礎体力演習② 岡室　憲明 A41

4Q 統計学③ 田中　千晶 遠隔授業 4Q 英米文学②（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21

4Q 健康・スポーツ科学概論 奥田　鉄人 A23 4Q 倫理学②（規範倫理学/応用倫理学/メタ倫理学） 寺嶋　雅彦 A62

4Q 資格英語Ⅱ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25 4Q 統計学③ 田中　千晶 遠隔授業

4Q 資格英語Ⅱ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53 4Q 健康・スポーツ科学概論 奥田　鉄人 A23

4Q ドイツ語Ⅱ② ライヒェルト　ルート A24 4Q 資格英語Ⅱ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25

4Q 資格英語Ⅱ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53

4Q ドイツ語Ⅱ② ライヒェルト　ルート A24

2 後期 知的障害者指導法 柳川　公三子 A22 後期 スポーツ人類学 大森　重宜 A41 後期 生活科基礎 中條　敏江 B21 通年 フィールド基礎演習 山川　賀世子 A25 後期 スポーツバイオメカニクス 島田　一志 A11

後期 声楽Ⅱ① 直江　学美 表現 後期 家庭科基礎 手塚　貴子 A51 後期 図画工作科教育法③ 佐藤　静恵 造形 通年 フィールド基礎演習 清水　和久 C57 後期 音楽科教育法② 直江　学美 リズム

後期 特別支援保育論 河﨑　美香 A61 通年 フィールド基礎演習 馬場　治 A71 後期 EnglishⅡB④（英語リーディング） 半井　典子 A45

後期 EnglishⅡA⑤（ビジネスと英語） バートロ　ステファン C58 通年 フィールド基礎演習 開　仁志 A65

通年 フィールド基礎演習 丸井　一誠 A72

通年 フィールド基礎演習 連　桃季恵 A64

通年 フィールド基礎演習 芥川　元喜 C42

通年 フィールド基礎演習 川並　利治 A66

通年 フィールド基礎演習 永坂　正夫 実験

通年 フィールド基礎演習 佐藤　静恵 造形

後期 スポーツ心理学演習 門岡　晋 A61

3Q 業界課題研究Ⅰ 杉原　美佐子 C41

4Q 業界課題研究Ⅱ 杉原　美佐子 C41

3 後期 スポーツリサーチ演習Ⅱ 門岡　晋 M36 後期 スポーツ指導法（バレーボール） 櫻井　貴志 メインアリーナ 後期 スポーツ指導法（バスケットボール） 門岡　晋 メインアリーナ 後期 保健体育科教育法Ⅳ② 親谷　均二 メインアリーナ

後期 幼児理解の理論と方法 山川　賀世子 A51 後期 保育内容総論 三好　伸子 A44

4 後期 教職実践演習（小学校） 清水　和久　島倉　晴信 C44 後期 教職実践演習（中等）① 池田　幸應 C44

３時限 1 後期 聴覚障害者教育総論 新谷　洋介 A51 後期 実践器楽① 谷口　直美 表現 後期 特別支援教育総論
新谷　洋介，松井　繁，柳川　公三子

A42 後期 野外スポーツ論 嘉門　良亮 A25 後期 こども家庭支援の心理学 山川　賀世子 A42

後期 こどもと心の発達 山川　賀世子 A41 後期 器楽Ⅱ① 髙垣　展代 リズム 後期 創作アート① 池上　奨 造形 後期 Let`s Try ICT③ 細川　都司恵 M34 後期 EnglishⅠB④(Campus) カリー　カーラ C57

後期 EnglishⅠC④(Travel) ロハス　ジェニファー A24 後期 器楽Ⅱ④ 甲斐　美和 P練 後期 実践器楽③ 連　桃季恵 表現 後期 EnglishⅠA④(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 3Q 運動学（運動方法学を含む）Ⅰ 島田　一志 A41

3Q コミュニケーション概論③ 中川　将志 A23 月34 後期 課題演習Ⅱ（思考とデザイン） 佐々木　康成，中川　将志 M33 後期 器楽Ⅱ⑤ 谷口　直美 P練 3Q 情報リテラシー⑫（フェイク時代の情報「読解力」） 山本　輝太郎 M33 3Q 情報リテラシー⑧（基本的なソフトウェアの利活用/「情報」の利活用） 寺嶋　雅彦 M32

3Q 情報リテラシー⑫（フェイク時代の情報「読解力」） 山本　輝太郎 M33 3Q こどもと人間関係 三好　伸子 A51 後期 器楽Ⅱ⑥ 甲斐　美和 リズム 3Q 資格英語Ⅰ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 3Q ロシア語Ⅰ② 館農　ユーリヤ G37

3Q 資格英語Ⅰ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 3Q 情報リテラシー⑧（基本的なソフトウェアの利活用/「情報」の利活用） 寺嶋　雅彦 M32 3Q キャリア入門Ⅱ① 神崎　淳子 A11 3Q 資格英語Ⅰ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 4Q 情報リテラシー⑬ 河合　一彦 M31

3Q 資格英語Ⅰ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 3Q ロシア語Ⅰ② 館農　ユーリヤ G37 3Q キャリア入門Ⅱ② 北本　泰則 A22 4Q 日本文学② 馬場　治 遠隔授業 4Q ロシア語Ⅱ② 館農　ユーリヤ G37

4Q 日本文学② 馬場　治 遠隔授業 4Q 情報リテラシー⑬ 河合　一彦 M31 4Q 人文地理学③ 伊藤　悟 A24 水34 4Q 論理学② 中川　将志 A22 木34

4Q コミュニケーション概論④ 中川　将志 A62 月34 4Q ロシア語Ⅱ② 館農　ユーリヤ G37 4Q キャリア入門Ⅱ③ 神崎　淳子 A22 4Q 資格英語Ⅱ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44

4Q 資格英語Ⅱ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 4Q キャリア入門Ⅱ④ 北本　泰則 A11 4Q 資格英語Ⅱ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43

4Q 資格英語Ⅱ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43

2 後期 算数科教育法① 森永　秀典 A52 後期 アダプテッドスポーツ演習 新谷　洋介 A61 通年 フィールド基礎演習 島田　一志 A61 後期 スポーツビジネス論 笠原　亜希子 A52 後期 保健体育科教育法Ⅱ② 親谷　均二 メインアリーナ

後期 図画工作科教育法① 佐藤　静恵 造形 後期 道徳教育の理論と方法（中等）② 門前　斐紀 A25 後期 国語科教育法② 馬場　治 A43 後期 EnglishⅡB⑤（英語リーディング） 川村　義治 G13 後期 こどもの健康と安全 竹澤　舞 A53

後期 こどもと造形② 佐藤　静恵 造形

後期 プレゼンテーションスキルズ 堀口　英則 C52 後期 乳児保育Ⅰ 竹澤　舞 A53 3Q キャリアプランニングⅡ① 杉原　美佐子 A51

後期 EnglishⅡB⑥（英語リーディング） 辻　建一 A25 4Q キャリアプランニングⅡ② 杉原　美佐子 A51

3 通年 保育実習Ⅰ・事前事後の指導 三好　伸子，川並　利治 A63 後期 運動処方演習Ⅰ 未定20 A23 通年 こどもフィールド演習 山川　賀世子 C54 後期 ストレングストレーニング演習 岡室　憲明
トレーニングセンター（GYM）

後期 スポーツ指導法（サッカー） 小松﨑　保 メインアリーナ 後期 スポーツ医科学演習 奥田　鉄人 A21 後期 保育方法・技術の実践 開　仁志 A61

後期 スポーツ指導法（ダンス） 齊藤　陽子 C42

4 後期 教職実践演習（保育） 開　仁志 A63

４時限 1 後期 スポーツ実技（ダンス） 齊藤　陽子 メインアリーナ 後期 スポーツ実技（ネット型）
櫻井　貴志，笠原　亜希子，塩田　耕平 メインアリーナ 後期 創作アート② 池上　奨 造形 3Q 人文地理学① 坂井　紀公子 A21 後期 保育内容(環境) 永坂　正夫 A51

3Q 人文地理学① 坂井　紀公子 A21 後期 実践器楽② 谷口　直美 表現 4Q 人文地理学③ 伊藤　悟 A24 水34 3Q 統計学①（データを読み解くための統計基礎） 二口　聡 遠隔授業 後期 EnglishⅠD④(Culture) カリー　カーラ C57

3Q 統計学①（データを読み解くための統計基礎） 二口　聡 遠隔授業 後期 器楽Ⅱ② 直江　学美 P練 3Q 教職入門（中等）①（教師になるための基礎講座） 大畠　菜穂子 A51 3Q スポーツ科学概論Ⅱ 大森　重宜 B21

3Q コミュニケーション概論③ 中川　将志 A23 月34 後期 器楽Ⅱ③ 髙垣　展代 リズム 3Q 資格英語Ⅰ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 3Q 情報リテラシー⑨ 牧野　耀 M36

3Q 教職入門（中等）①（教師になるための基礎講座） 大畠　菜穂子 A51 後期 EnglishⅠD③(Culture) カリー　カーラ C57 3Q 資格英語Ⅰ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 3Q 情報リテラシー⑩ 河合　一彦 M32

3Q 資格英語Ⅰ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 3Q 情報リテラシー⑨ 牧野　耀 M36 3Q フランス語Ⅰ ブローダウェイ　リック A25 3Q 情報リテラシー⑪ 飯田　茂美 M33

3Q 資格英語Ⅰ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 3Q 情報リテラシー⑩ 河合　一彦 M32 3Q 日本語上級ⅠC（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83 4Q 自然科学概論②（自然科学の基礎/科学論/科学技術社会論/科学哲学） 寺嶋　雅彦 C41

3Q フランス語Ⅰ ブローダウェイ　リック A25 3Q 情報リテラシー⑪ 飯田　茂美 M33 4Q こどもと言葉 三好　伸子 A51

3Q 日本語上級ⅠC（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83 4Q 自然科学概論②（自然科学の基礎/科学論/科学技術社会論/科学哲学） 寺嶋　雅彦 C41 4Q 論理学② 中川　将志 A22 木34

4Q 人文地理学② 坂井　紀公子 A21 4Q 人文地理学② 坂井　紀公子 A21

4Q 統計学②（データを読み解くための統計基礎） 二口　聡 遠隔授業 4Q 統計学②（データを読み解くための統計基礎） 二口　聡 遠隔授業

4Q 異文化コミュニケーション論② 朝田　郁 G41・42 4Q 異文化コミュニケーション論② 朝田　郁 G41・G42

4Q コミュニケーション概論④ 中川　将志 A62 月34 4Q 資格英語Ⅱ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44

4Q 資格英語Ⅱ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 4Q 資格英語Ⅱ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43

4Q 資格英語Ⅱ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 4Q フランス語Ⅱ ブローダウェイ　リック A25

4Q フランス語Ⅱ ブローダウェイ　リック A25 4Q 日本語上級ⅠD（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83

4Q 日本語上級ⅠD（留学生のためのアカデミックライティング） 中村　朱美 A83 4Q 情報リテラシー⑯ 佐藤　将 M33

4Q 情報リテラシー⑯ 佐藤　将 M33

2 後期 運動処方学 塩田　耕平 A61 後期 地域スポーツマネジメント論 西村　貴之 A41 後期 保健体育科教育法Ⅱ① 親谷　均二 メインアリーナ 後期 体育科教育法② 丸井　一誠　島倉　晴信 A52 後期 教育相談の理論と方法（初等） 山川　賀世子 A42

後期 音楽科教育法① 直江　学美 リズム 後期 国語科教育法① 馬場　治 A51 後期 声楽Ⅱ② 連　桃季恵 表現 後期 日本語上級ⅡB（留学生のためのアカデミックワーク） 中村　朱美 A83

後期 EnglishⅡA⑥（スポーツと英語） ロハス　ジェニファー A24 後期 EnglishⅡA④（こどもと英語） ビセット ヘレン A24 4Q 運動学（運動方法学を含む）Ⅱ 島田　一志 A65

3 後期 スポーツ指導法（武道） 本橋　克也 体育館(S館) 後期 こども特殊講義Ⅰ（ICTを活用した授業研究） 細川　都司恵 M34 後期 教育方法論（初等） 芥川　元喜 A41

4 通年 専門ゼミナール 井上　好人 A54 通年 専門ゼミナール 三好　伸子 C56 通年 専門ゼミナール 島田　一志 C42 通年 専門ゼミナール 直江　学美 A56

通年 専門ゼミナール 丸井　一誠 A45 通年 専門ゼミナール 大森　重宜 教員研究室 通年 専門ゼミナール 馬場　治 A54

通年 専門ゼミナール 岡室　憲明 教員研究室 通年 専門ゼミナール 連　桃季恵 A55

通年 専門ゼミナール 塩田　耕平 教員研究室

通年 専門ゼミナール 西村　貴之 A65

通年 専門ゼミナール 櫻井　貴志 A23

通年 専門ゼミナール 門岡　晋 C56

通年 専門ゼミナール 新谷　洋介 A72

通年 専門ゼミナール 笠原　亜希子 A45

通年 専門ゼミナール 山川　賀世子 C54

通年 専門ゼミナール 清水　和久 C55

通年 専門ゼミナール 永坂　正夫 実験

通年 専門ゼミナール 開　仁志 C58

通年 専門ゼミナール 川並　利治 教員研究室

通年 専門ゼミナール 森永　秀典 C57

通年 専門ゼミナール 芥川　元喜 教員研究室

５時限 1 3Q 教職入門（中等）②（教師になるための基礎講座） 大畠　菜穂子 A51 3Q 社会科基礎 井上　好人 A41 後期 創作アート③ 池上　奨 造形 3Q 教職入門（中等）②（教師になるための基礎講座） 大畠　菜穂子 A51 3Q 自然科学概論① 永坂　正夫 A51

3Q 自然科学概論① 永坂　正夫 A51 後期 English for Kids 今井　京 A61

4Q 理科基礎 永坂　正夫 A22

2 後期 教育相談の理論と方法（中等）（教育相談の意義と葛藤） 永井 暁行 A23 後期 教育心理学（中等）（心理学から考える教育活動） 永井 暁行 A23 後期 生徒・進路指導論（中等）（生徒指導提要の到達点と批判） 永井 暁行 A23

3 通年 こどもフィールド演習 井上　好人 A54 通年 こどもフィールド演習 川並　利治 C58 通年 スポーツフィールド演習 島田　一志 A44 通年 こどもフィールド演習 連　桃季恵 表現

通年 こどもフィールド演習 馬場　治 A45 通年 こどもフィールド演習 直江　学美 A55 通年 スポーツフィールド演習 大森　重宜 A43

通年 こどもフィールド演習 三好　伸子 C56 通年 スポーツフィールド演習 岡室　憲明 A65

通年 スポーツフィールド演習 塩田　耕平 A66

通年 スポーツフィールド演習 西村　貴之 A62

通年 スポーツフィールド演習 櫻井　貴志 A24

通年 スポーツフィールド演習 奥田　鉄人 C41

通年 スポーツフィールド演習 門岡　晋 A25

通年 スポーツフィールド演習 新谷　洋介 A72

通年 スポーツフィールド演習 柳川　公三子 A51

通年 スポーツフィールド演習 笠原　亜希子 A45

通年 こどもフィールド演習 芥川　元喜 C54

通年 こどもフィールド演習 清水　和久 C55

通年 こどもフィールド演習 永坂　正夫 実験

通年 こどもフィールド演習 開　仁志 C58

通年 こどもフィールド演習 丸井　一誠 C56

通年 こどもフィールド演習 森永　秀典 C57

4

曜日 曜日

時限 学年 開講期 科目名 担当教員 教室 備考 時限 学年 開講期 科目名 担当教員 教室 備考

集中 1 4Q 情報学②（情報システムのデザインとオブジェクト指向） 佐々木　康成 オンデマンド 1 後期 数理・データサイエンス・AIリテラシー② 山本　輝太郎 赤字

2 後期 病弱者の心理・生理・病理 丹羽　登 （これからの社会で生きるAI知識とデータ分析力）

後期 野外スポーツ演習Ⅱ（スノースポーツ）① 嘉門　良亮

後期 野外スポーツ演習Ⅱ（スノースポーツ）② 嘉門　良亮 2

後期 教職入門（初等） 清水　和久 3

後期 インターンシップ 神崎　淳子 4

後期 介護等体験事前事後の指導を含む 大畠　菜穂子

3 後期 保育実習Ⅰ（施設） 川並　利治

4 時限 学年 開講期 区分 科目名 担当教員 教室

1 後期 課題演習Ⅰ（マネジメント・コントロール論） 梅田　充

2

3

4

金曜日

集中講義 オンデマンド授業

シティカレッジ開講科目

備考

月曜17:30-19:00（遠隔）

…変更箇所

2023/5/22

後期 2023年度　人間科学部時間割表
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日


