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◆教室について◆ 
授業開始前後は変更が多数生じるため、教室は時間割表に記載していない。 

授業開始直前に必ず各自で教室を確認し、初回の授業に出席すること。 

 

◆教室の確認方法◆ 
①CampusSquare の「授業実施参照(授業日程表)」 

②総合掲示コーナー 
 

 

愛知淑徳大学 
＜2022 年 3 月 9 日現在＞ 

◆授業時間◆ 

   
 

グローバル・コミュニケーション

学部の一部の専門教育科目 

 

第 G1 限   9:30～10:30 

第 G2 限  10:40～11:40 

第 G3 限  11:50～12:50 

（昼休み） 

第 G4 限  13:50～14:50 

全学部（グローバル・コミュニ

ケーション学部の一部の専門教

育科目を除く）・全研究科 

第 1 限 19:30～11:00 

第 2 限 11:10～12:40 

（昼休み） 

第 3 限 13:30～15:00 

第 4 限 15:10～16:40 

第 5 限 16:50～18:20 

第 6 限 18:30～20:00 

第 7 限 20:10～21:40 

CampusSquare の「授業実施参照（授業日程表）」
集中授業は「履修（履修登録・登録状況照会）」

全学部（グローバル・コミュニケー
ション学部の一部の専門教育科目
を除く）・全研究科

第1限   9：30～11：00
第2限 11：10～12：40

（昼休み）
第3限 13：30～15：00
第4限 15：10～16：40
第5限 16：50～18：20
第6限 18：30～20：00
第7限 20：10～21：40

グローバル・コミュニケーション
学部の一部の専門教育科目

第G1限  9：30～10：30
第G2限 10：40～11：40
第G3限 11：50～12：50

（昼休み）
第G4限 13：50～14：50

◆授業時間◆



「「時時間間割割表表」」のの見見方方  

□□11   開開講講主主体体  

開講主体とは、科目を取り扱っている学部・センター等の名称である。 

基本的に、自分が所属している学部・学科（専攻）・研究科の科目の中から選択して履修する。 

全学共通履修科目(次ページ参照)は、学部・学科（専攻）に関係なく所属キャンパスにおいて共通して履修できる科目である。 

□□22   開開講講年年組組  

1-4 ･･･ 1～4 年生が履修できる 

1 ･･･ 1 年生が履修できる（上級年次の学生は下級年次対象科目を履修することができる） 

心理 1PF01 ･･･ 心理学科 1 年 PF01 組の学生が履修できる（他学部も同様） 

人情 1① ･･･ 人間情報学科 1 年生の①。①は後日学籍番号でクラスを指定するので、掲示で確認する（他学部も同様）。 

英語 1E1～12 ･･･ 総合英語学科 1 年生の習熟度別クラス編成 

英語 2F1～12 ･･･ 総合英語学科 2 年生の習熟度別クラス編成 

1 指定クラス ･･･ 1 年生の指定クラス。指定クラスは後日学籍番号でクラスを指定するので、ガイダンスと掲示で確認する（星が丘キャンパスの 3 学部のみ）。 

1(1) ･･･ 1 年生の(1)。(1)は後日学籍番号でクラスを指定するので、ガイダンスと掲示で確認する（人間情報学部・心理学部・創造表現学部のみ）。 

M1 ･･･ 前期課程 1 年生 

D1 ･･･ 後期課程 1 年生 

□□33   所所属属キキャャンンパパスス以以外外のの履履修修もも許許可可ししてていいるる科科目目  

科目名の後ろに「(星が丘開講)」とある科目は、星が丘キャンパスで開講されるものだが、長久手キャンパスの学生でも星が丘キャンパス

で履修することができる。科目名の後ろに「(長久手開講)」とある科目も同様。 

□□44   科科目目にに関関すするる注注意意書書きき  

科目名の後ろの「(注)」は、表下の脚注を確認する。 

□□55   「「時時間間割割ココーードド」」「「科科目目名名」」のの前前のの記記号号  

※必修科目：卒業までに必ず単位を修得しなければならない科目 

☆△他学部・他学科開放科目：他学部・他学科の学生が履修可能な科目。△の科目は、開講主体の提供する副専攻プログラムに登録してい 

る学生のみ履修可能。他学部・他学科開放科目の詳細は履修要覧の「他学部・他学科開放科目」を、副専攻プログラムの体系表を含む 

詳細は「複数専攻制度（副専攻プログラム）と複数学位取得制度のご案内」を参照する。 

★研究科開放科目：学部生（4 年生）が履修可能な大学院科目。詳細は履修要覧の「研究科開放科目」を参照する。 

●クラス分け科目：履修登録後にクラス分けされる。CampusSquare の「履修（履修登録・登録状況照会）」または「授業実施参照（授業日

程表）」で授業担当者・教室を確認する。 

「別途申込」：各自で履修登録できない科目。開講主体に履修方法を確認する。 

□□66   キキャャンンパパスス  

履修については、原則として所属するキャンパスのページを見る。 

 

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目
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開講主体
ページ

前期 後期

星
が
丘

全
学
共
通
履
修
科
目

教養教育科目 2 67
スポーツ科目 3 68
アクティブラーニング科目 4 69
日本語表現科目 5 70
言語活用科目［英語］ 6 71
言語活用科目［中国語］ 7 72
言語活用科目［韓国・朝鮮語］ 8 73
言語活用科目［初めての外国語］ 9 74
コンピュータ活用科目 10 75
教職課程科目 11 76
学芸員課程科目 12 77
司書課程科目 13 78
会計教育科目 14 79

学
部
専
門

科
目

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目 15 80
ビジネス学部ビジネス学科　専門教育科目 20 84
グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科　専門教育科目 22 86

研
究
科

科
目

グローバルカルチャ－・コミュニケーション研究科 24 88
ビジネス研究科 25 89

長
久
手

全
学
共
通
履
修
科
目

教養教育科目 26 90
スポーツ科目 27 91
アクティブラーニング科目 28 92
日本語表現科目 29 93
言語活用科目［英語］ 30 94
言語活用科目［中国語］ 31 95
言語活用科目［韓国・朝鮮語］ 32 96
言語活用科目［初めての外国語］ 33 97
コンピュータ活用科目 34 98
教職課程科目 35 99
学芸員課程科目 36 100
司書課程科目 37 101
会計教育科目 38 102

学
部
専
門
科
目

文学部共通科目 39
文学部国文学科　専門教育科目 40 103
文学部総合英語学科　専門教育科目 41 105
文学部教育学科　専門教育科目 43 107
人間情報学部人間情報学科　専門教育科目 45 109
心理学部心理学科　専門教育科目 47 111
創造表現学部創造表現学科　学部共通科目 49 113
創造表現学部創造表現学科　創作表現専攻　専門教育科目 50 114
創造表現学部創造表現学科　メディアプロデュース専攻　専門教育科目 51 115
創造表現学部創造表現学科　建築・インテリアデザイン専攻　専門教育科目 52 116
健康医療科学部医療貢献学科　言語聴覚学専攻　専門教育科目 53 117
健康医療科学部医療貢献学科　視覚科学専攻　専門教育科目 54 118
健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　スポーツ・健康科学専攻　専門教育科目 55 119
健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　救急救命学専攻　専門教育科目 56 120
健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　専門教育科目（2020年度以前入学者用） 57 121
健康医療科学部健康栄養学科　専門教育科目 58 122
福祉貢献学部福祉貢献学科　社会福祉専攻　専門教育科目 60 124
福祉貢献学部福祉貢献学科　子ども福祉専攻　専門教育科目 61 126

研
究
科

科
目

文化創造研究科 62 127
教育学研究科 64 129
心理医療科学研究科 65 130

省略表現 正式名称
文 文学部
国文 文学部　国文学科
英語 文学部　総合英語学科
教育 文学部　教育学科
人情 人間情報学部　人間情報学科
心理 心理学部　心理学科
創造 創造表現学部
創作 創造表現学部　創造表現学科　創作表現専攻
メデプロ 創造表現学部　創造表現学科　メディアプロデュース専攻
建築 創造表現学部　創造表現学科　建築・インテリアデザイン専攻
言聴 健康医療科学部　医療貢献学科　言語聴覚学専攻
視覚 健康医療科学部　医療貢献学科　視覚科学専攻
スポ健 健康医療科学部　スポーツ・健康医科学科
スポ 健康医療科学部　スポーツ・健康医科学科　スポーツ・健康科学専攻
救急 健康医療科学部　スポーツ・健康医科学科　救急救命学専攻
栄養 健康医療科学部　健康栄養学科
福祉 福祉貢献学部　福祉貢献学科
社福 福祉貢献学部　福祉貢献学科　社会福祉専攻
子ども 福祉貢献学部　福祉貢献学科　子ども福祉専攻
交流 交流文化学部　交流文化学科

ランゲージ 交流文化学部　交流文化学科　ランゲージ専攻
交流観光 交流文化学部　交流文化学科　国際交流・観光専攻
ビジ ビジネス学部　ビジネス学科
現代ビジ ビジネス学部　ビジネス学科　現代ビジネス専攻
グロビジ ビジネス学部　ビジネス学科　グローバルビジネス専攻
グロウコム グローバル・コミュニケーション学部　グローバル・コミュニケーション学科

長 長久手キャンパス所属の学生
星 星が丘キャンパス所属の学生

＜掲載順＞ ＜開講年組（学部・学科）の略名称一覧＞



月1 101123-51 1 日本国憲法 三枝有
月2 101102-51 1 女性学・男性学 中島美幸
月3 101134-51 1 キャリアの形成 樋口貴子
月4 101146-01 1 ジェンダー・ダイバーシティ表現演習Ⅰ（長久手開講） 角田達朗　他
月5 101129-51 1 入門文化人類学 二文字屋脩

火1

101145-51 現代ビジ1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 木下奈津紀　他 

101145-52 グロビジ1・ 
グロウコム1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン ベネッセ講師　他 

101116-51 1 映像文化 小川真理子
101128-51 1 入門心理学 青柳眞紀子

火2
101145-53 ランゲージ1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 木下奈津紀　他 
101145-54 交流観光1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン ベネッセ講師　他
101116-52 1 映像文化 小川真理子

火3 101134-52 1 キャリアの形成 阿部夢
火4 101103-51 1 比較文化 星山幸子
水1 101131-51 1 現代のマナー 佐々木紀子

水2
101103-52 1 比較文化 浅田秀子
101126-51 1 入門法律学 柴垣直哉
101131-52 1 現代のマナー 佐々木紀子

水3
101112-01 1 伝統芸能（長久手開講） 林和利
101126-52 1 入門法律学 柴垣直哉

水4
101128-52 1 入門心理学 加藤智宏
101139-51 1 スポーツと文化 門間博

木1 101113-51 1 書道 森美恵子

木2
101120-51 1 食品の科学 稲荷妙子
101138-51 1 健康とくすり 白井直洋

木3 101120-52 1 食品の科学 稲荷妙子

金2

101101-51 1 ジェンダーと社会 中村奈津子
101106-51 1 手話・点字 棚橋義則
101117-01 1 数学の世界（長久手開講） 田中秀和
101119-51 1 生命の科学 石浦正寛

金3
101101-52 1 ジェンダーと社会 中村奈津子
101106-52 1 手話・点字 棚橋義則

金4 101149-51 1 思想としてのフェミニズム 
：性の多様性に至る系譜を学ぶ 綾部六郎

教養教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 101147-01 1 ジェンダー・ダイバーシティ表現演習Ⅱ（長久手開講）角田達朗　他 8/23（火）～8/25（木）・8/29（月）～8/31（水）3・4限，9/1（木）2～4限，9/2（金）・9/3（土）終日

全
学
共
通
履
修
科
目
（
教
養
）

-2-

前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



火3 107001-51 1 スポーツ科学 門間博
火4 107001-52 1 スポーツ科学 門間博
水2 107001-53 1 スポーツ科学 本多広国
水3 107001-54 1 スポーツ科学 本多広国
水4 107001-55 1 スポーツ科学 本多広国

木2
107001-56 1 スポーツ科学 鶴原香代子
107003-01 1 スポーツ特殊講座（長久手開講） 佐藤大典

木3 107001-57 1 スポーツ科学 伊藤寿浩
木4 107001-58 1 スポーツ科学 伊藤寿浩

スポーツ科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ス
ポ
ー
ツ
）
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前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月2 110403-51 2・3 インターンシップ概論 長岡秀孝

月3
110401-51 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 名古屋大原学園講師

110055-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 A 
*水曜4限と同時履修 中林律子

月4
110401-52 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 名古屋大原学園講師

110056-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 B 
*水曜2限と同時履修 鈴木かおり

水1
110201-52 1 CCC スタートアップ講座 沖直子

110011-51 2 TOEFL iBTトレーニングⅠ（Speaking &  
Writing） アルク講師

水2
110206-51 2 ファシリテーター養成講座 沖直子

110056-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 B 
*月曜4限と同時履修 梶川しのぶ

水3

110202-51 1・2 ボランティア 沖直子
110403-52 2・3 インターンシップ概論 長岡秀孝
別途申込 
110054-51

日本語非母語
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅡ 鈴木かおり

水4
110201-51 1 CCC スタートアップ講座 谷口利典

110055-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 A 
*月曜3限と同時履修 鈴木かおり

木2 110407-51 3 ビジネスの世界（注1） 浅井敬一朗　他

木3
110402-51 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 名古屋大原学園講師
110403-53 2・3 インターンシップ概論 宮嶋恒二

木4 110402-52 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 名古屋大原学園講師

金4 別途申込 
110053-51

日本語非母語
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅠ 中林律子

アクティブラーニング科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
110001-01 1・2 英語海外セミナーⅠ 福本明子 別途掲示参照

別途申込 
110006-01 1・2 韓国・朝鮮語海外セミナーⅠ（韓国） チョスルソップ 別途掲示参照

110207-01 2 CCC キズナプロジェクトA（長久手開講） 沖直子 5/28（土）・6/25（土）・7/16（土）・8/24（水）・8/25（木）1～3限
別途申込 
110404-01 2・3 インターンシップ研修 阿部夢　他 ―

別途申込 
110405-01 2・3 海外インターンシップ 阿部夢　他 別途掲示参照

（注1）4/14～6/9の木曜で履修する

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
）
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前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月1

108003-71 ランゲージ1 
GL01 ※日本語表現1 近藤さやか

108003-72 交流観光1 
GM01 ※日本語表現1 原美築

108021-51 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 三井裕美

月2
108003-73 現代ビジ1 

VM11・12 ※日本語表現1 近藤さやか

108003-74 現代ビジ1 
VM13・14 ※日本語表現1 原美築

月3 108003-75 未修得者専用 ※日本語表現1 近藤さやか
月4 108022-51 2・3 日本語表現 B2（スピーキング） 樋口貴子

火2

108003-76 現代ビジ1 
VM05・06 ※日本語表現1 近藤さやか

108003-77 現代ビジ1 
VM07・08 ※日本語表現1 原美築

108012-51 2・3 日本語表現 A2（スピーキング） 奥村由実
108013-01 2・3 日本語表現A3（リーディング）（長久手開講）佐々木亜紀子

火4
108003-78 ランゲージ1 

GL04 ※日本語表現1 近藤さやか

108003-79 交流観光1 
GM02 ※日本語表現1 原美築

火5
108003-80 ランゲージ1 

GL02 ※日本語表現1 近藤さやか

108003-81 交流観光1 
GM03 ※日本語表現1 原美築

水2 108032-51 2・3 日本語表現 C2（スピーキング） 萩原千恵
水4 108021-52 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 吉田智美

木1
108003-82 現代ビジ1 

VM01・02 ※日本語表現1 近藤さやか

108003-83 現代ビジ1 
VM03・04 ※日本語表現1 松本美耶

木2 108003-84 現代ビジ1 
VM09・10 ※日本語表現1 松本美耶

木4

108003-85 交流観光1 
GM04 ※日本語表現1 原美築

108003-86 グロウコム1 
EX01-03 ※日本語表現1 近藤さやか

108011-01 2・3 日本語表現A1（ライティング）（長久手開講）森本俊之

木5
108003-87 ランゲージ1 

GL03 ※日本語表現1 原美築

108003-88 グロウコム1 
EX04-06 ※日本語表現1 近藤さやか

金2
108003-89 交流観光1 

GM05 ※日本語表現1 原美築

108003-90 グロビジ1 
VG01-03 ※日本語表現1 松本美耶

金3
108003-91 グロビジ1 

VG04-06 ※日本語表現1 松本美耶

108031-51 2・3 日本語表現 C1（ライティング） 服部左右一

金4
108003-92 ランゲージ1 

GL05 ※日本語表現1 近藤さやか

108003-93 交流観光1 
GM06 ※日本語表現1 原美築

日本語表現科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
日
本
語
表
現
）

-5-

前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月1
102331-51 1 Basic English 1 山田久美子
102334-51 1-4 English 2（Reading） 半井尚美
102335-51 1-4 English 3（TOEIC 1） 中村晴香

月2
102400-51 1 Introduction to English 山田久美子
102337-51 1-4 English 5（TOEIC 2） 中村晴香
102357-51 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）梶浦眞由美

月3

102400-52 1 Introduction to English 梶浦眞由美
102331-52 1 Basic English 1 山田久美子
102333-51 1-4 English 1（Listening） WACHOLTZ
102335-52 1-4 English 3（TOEIC 1） 半井尚美
102336-51 1-4 English 4（Speaking 1） BOWDEN
102337-52 1-4 English 5（TOEIC 2） 中村晴香
102357-52 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）山田幸代

月4

102400-53 1 Introduction to English 山田久美子
102333-52 1-4 English 1（Listening） WACHOLTZ
102335-53 1-4 English 3（TOEIC 1） 半井尚美
102338-51 1-4 English 6（Speaking 2） BOWDEN
102359-51 1-4 TOEIC Training Ⅰc（Listening & Reading）山田幸代

火1
102334-52 1-4 English 2（Reading） 河合利江
102361-51 1-4 TOEIC Training Ⅱa（Speaking & Writing）PUDWILL

火2

102334-53 1-4 English 2（Reading） 河合利江
102335-54 1-4 English 3（TOEIC 1） 吉枝恵
102338-52 1-4 English 6（Speaking 2） PUDWILL
102357-53 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）梶浦眞由美

火3

102400-54 1 Introduction to English 河合利江
102332-51 1 Basic English 2 吉枝恵
102335-55 1-4 English 3（TOEIC 1） PUDWILL
102337-53 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美

火4
102333-53 1-4 English 1（Listening） 河合利江
102335-56 1-4 English 3（TOEIC 1） PUDWILL
102337-54 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美

水1

102400-55 1 Introduction to English 中村晴香
102335-57 1-4 English 3（TOEIC 1） LACEY
102336-52 1-4 English 4（Speaking 1） BOWDEN
102337-56 1-4 English 5（TOEIC 2） 安田千恵

水2

102331-53 1 Basic English 1 安田千恵
102334-54 1-4 English 2（Reading） 吉枝恵
102335-58 1-4 English 3（TOEIC 1） LACEY
102336-53 1-4 English 4（Speaking 1） BOWDEN
102357-54 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）中村晴香

水3

102331-54 1 Basic English 1 内田脩平
102333-54 1-4 English 1（Listening） 安田千恵
102334-55 1-4 English 2（Reading） 今井加寿
102336-54 1-4 English 4（Speaking 1） LACEY
102337-55 1-4 English 5（TOEIC 2） 吉枝恵
102367-51 1-4 Advanced English Ⅱa WACHOLTZ

水4
102333-55 1-4 English 1（Listening） 内田脩平
102334-56 1-4 English 2（Reading） 吉枝恵
102335-59 1-4 English 3（TOEIC 1） LACEY

木1
102335-60 1-4 English 3（TOEIC 1） 水野友貴
102338-53 1-4 English 6（Speaking 2） LEAF
102359-52 1-4 TOEIC Training Ⅰc（Listening & Reading）服部有紀

木2

102334-57 1-4 English 2（Reading） 吉枝恵
102335-61 1-4 English 3（TOEIC 1） 水野友貴
102336-55 1-4 English 4（Speaking 1） LEAF
102357-55 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）服部有紀

木3

102332-52 1 Basic English 2 相川由美
102333-57 1-4 English 1（Listening） 吉枝恵
102334-58 1-4 English 2（Reading） 中村晴香
102338-54 1-4 English 6（Speaking 2） LEAF
102359-53 1-4 TOEIC Training Ⅰc（Listening & Reading）服部有紀

木4

102332-53 1 Basic English 2 相川由美
102335-62 1-4 English 3（TOEIC 1） 吉枝恵
102336-56 1-4 English 4（Speaking 1） LEAF
102337-58 1-4 English 5（TOEIC 2） 服部有紀
102357-56 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）中村晴香

金1
102333-58 1-4 English 1（Listening） 梶浦眞由美
102337-59 1-4 English 5（TOEIC 2） 太田晶子

金2

102331-55 1 Basic English 1 山村真由美
102335-63 1-4 English 3（TOEIC 1） 中川直志
102337-60 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美
102357-57 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）太田晶子

金3
102334-59 1-4 English 2（Reading） 山村真由美
102335-64 1-4 English 3（TOEIC 1） 中川直志
102357-58 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）太田晶子

金4 102357-59 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）太田晶子

言語活用科目［英語］（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
英
語
］）

-6-

前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月2 103030-51 2・3 HSK5級対策講座 高飛

月3
103026-51 2・3 HSK3級対策講座 董梅香
103031-51 2・3 HSK5級実践トレーニング 高飛

月4 103026-52 2・3 HSK3級対策講座 董梅香
月5 103034-51 2 スピーチ中国語 チョウケイニ　他

火1
103005-51 2 中国語読解2 周素芬
103025-51 2 HSK2級対策講座 張静萱

火2

103001-51 1・2 中国語読解1A 中塚亮
103006-51 2 中国語会話2 高飛
103025-52 2 HSK2級対策講座 張静萱
103026-53 2・3 HSK3級対策講座 巣宇燕
103026-54 2・3 HSK3級対策講座 金謙樹

火3
103001-52 1・2 中国語読解1A 何龍
103001-53 1・2 中国語読解1A 高飛

火4 103001-54 1・2 中国語読解1A 何龍
水1 103026-55 2・3 HSK3級対策講座 董梅香
水2 103010-51 2・3 中国語会話3 周先民

木2
103003-51 1・2 中国語会話1A 周素芬
103003-52 1・2 中国語会話1A 高飛
103003-53 1・2 中国語会話1A MAYILA

木3
103003-54 1・2 中国語会話1A 周素芬
103003-55 1・2 中国語会話1A 高飛
103032-51 2・3 HSK6級対策講座 張静萱

木4 103033-51 2・3 HSK6級実践トレーニング 張静萱
金1 103009-51 2・3 中国語読解3 馬麗梅
金2 103028-51 2・3 HSK4級対策講座 馬麗梅

金3
103026-56 2・3 HSK3級対策講座 袁莉萍
103029-51 2・3 HSK4級実践トレーニング 馬麗梅
103030-52 2・3 HSK5級対策講座 華イ

金4 103031-52 2・3 HSK5級実践トレーニング 華イ

言語活用科目［中国語］（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
中
国
語
］）
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前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月2 105002-51 1-4 韓国・朝鮮語読解1 金文姫

月3 105001-51 1-4 韓国・朝鮮語入門　 
*木曜1限と同時履修 金恩貞

月4 105005-51 1-4 韓国・朝鮮語読解2 金文姫
火1 105007-51 1-4 韓国語能力試験対策2 加藤麻衣子

火2
105006-51 1-4 韓国・朝鮮語会話2 金三淑
105010-51 1-4 韓国語能力試験対策3 加藤麻衣子

火3
105001-52 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*金曜1限と同時履修 李正子

105003-51 1-4 韓国・朝鮮語会話1 金三淑
105006-52 1-4 韓国・朝鮮語会話2 李芝賢

火4 105009-51 1-4 韓国・朝鮮語会話3 李芝賢
水1 105006-53 1-4 韓国・朝鮮語会話2 金由那
水2 105003-52 1-4 韓国・朝鮮語会話1 金由那

木1
105001-51 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*月曜3限と同時履修 金恩貞

105005-52 1-4 韓国・朝鮮語読解2 柳朱燕
木2 105002-52 1-4 韓国・朝鮮語読解1 柳朱燕

木3
105007-52 1-4 韓国語能力試験対策2 金文姫
105041-51 2-4 韓国・朝鮮語映像翻訳 三重野聖愛

木4 105004-51 1-4 韓国語能力試験対策1 金文姫

金1
105001-52 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*火曜3限と同時履修 李正子

105008-51 1-4 韓国・朝鮮語読解3 李京姫

金2
105005-53 1-4 韓国・朝鮮語読解2 李京姫
105040-51 2-4 韓国・朝鮮語実務翻訳 金芝恵

金3 105004-52 1-4 韓国語能力試験対策1 加藤麻衣子
金4 105007-53 1-4 韓国語能力試験対策2 加藤麻衣子

言語活用科目［韓国・朝鮮語］（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
韓
国
・
朝
鮮
語
］）

-8-

前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月2 106003-51 1 初めての外国語3（ロシア語） 水野晶子
火4 106005-51 1 初めての外国語5（イタリア語） 柴田有香
木1 106002-51 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス

木2
106001-51 1 初めての外国語1（ドイツ語） 平岩英恵
106002-52 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス

木3 106006-51 1 初めての外国語6（ポルトガル語） 瀧藤千恵美
木4 106006-52 1 初めての外国語6（ポルトガル語） 瀧藤千恵美
金3 106004-51 1 初めての外国語4（スペイン語） 木下まりあ

言語活用科目［初めての外国語］（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
初
め
て
］）

-9-

前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月3 104121-51 グロビジ1 
VG01-03 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師

月4 104121-52 ランゲージ1① ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション
テクノロジー講師

火1 104130-51 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師
火2 104129-51 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

火3 104121-53 交流観光1① ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション
テクノロジー講師

火4 104121-54 グロビジ1 
VG04-06 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師

火5 104121-55 現代ビジ1 
VM11-14 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師

水1 104121-56 現代ビジ1 
VM04-06 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師

水3
104121-57 交流観光1② ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師
104130-52 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

水4
104121-58 交流観光1③ ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師
104129-52 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

水5 104121-59 交流観光1④ ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション
テクノロジー講師

木2 104124-51 1 ネットワークリテラシー 末次新市

木3
104121-60 交流観光1⑤ ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師
104124-52 1 ネットワークリテラシー 大嶽麻里子

木4
104121-61 グロウコム1 

EX04-06 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション
テクノロジー講師

104134-51 2 ウェブデザイン技能検定対策講座 大嶽麻里子

木5 104121-62 グロウコム1 
EX01-03 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師

金1
104121-63 ランゲージ1③ ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師
104130-53 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師
104131-01 2 基本情報技術者対策講座Ⅰ（長久手開講）戸谷英司

金2
104121-64 現代ビジ1 

VM07-10 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション
テクノロジー講師

104129-53 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師
104132-01 2 基本情報技術者対策講座Ⅱ（長久手開講）戸谷英司

金3 104121-65 ランゲージ1② ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション
テクノロジー講師

金4 104121-66 現代ビジ1 
VM01-03 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師

コンピュータ活用科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

104121-33 再履修者専用 コンピュータリテラシーⅠ（長久手開講） パナソニックソリューション 
テクノロジー講師 8/22（月）～8/24（水）1～5限

104122-01 再履修者専用 コンピュータリテラシーⅡ（長久手開講） パナソニックソリューション 
テクノロジー講師 8/29（月）～8/31（水）1～5限

104133-01 2 基本情報技術者対策講座Ⅲ（長久手開講）戸谷英司 8/22（月）～8/23（火）1～4限

全
学
共
通
履
修
科
目
（
コ
ン
活
）
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前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月1

別途申込 
023277-51 2-4 教職インターンシップⅠ 山本圭子

別途申込 
023278-51 3・4 教職インターンシップⅡ 勢力麻未

月2
023245-51 ビジ3 商業科教育法Ⅰ 野田隆洋
別途申込 
023278-52 3・4 教職インターンシップⅡ 山本圭子

月4 023224-01 3・4 教育心理学Ⅱ（長久手開講） 濱島秀樹
火1 023233-51 2 教育方法 楠元町子
火2 023090-51 1 教育原理 小口功
火5 023248-51 3・4 教育相談Ⅱ 山本圭子
水1 023210-51 1 教職入門 都築春彦

水2
023210-52 1 教職入門 都築春彦
023230-51 交流3 公民・社会科教育法Ⅰ 鈴木章夫

水4 023210-53 1 教職入門 内木晃

水5 023258-51 交流3 地歴・社会科教育法Ⅰ 内木晃
木1 023242-51 グロウコム2 英語科教育法Ⅰ（注1） 織部秀明
木2 023242-51 グロウコム2 英語科教育法Ⅰ（注1） 織部秀明

金1
023090-52 1 教育原理 三和義武
023235-51 2 生徒・進路指導 都築春彦

金2
023090-53 1 教育原理 三和義武
023235-52 2 生徒・進路指導 都築春彦
023243-51 グロウコム3 英語科教育法Ⅲ 神谷政和

金3 別途申込 
023277-52 2-4 教職インターンシップⅠ 市来ちさ

金4
023223-51 2 教育心理学Ⅰ 濱島秀樹
023220-51 4 教師論（18年度以前） 市来ちさ

金5
023223-52 2 教育心理学Ⅰ 濱島秀樹
023269-51 3 教職教養Ⅰ 都築春彦　他

教職課程科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

023090-54 1 教育原理 小口功 8/29（月）4・5限，8/30（火）・8/31（水）・9/1（木）1～4限，9/2（金）1・2限
023210-06 1 教職入門（長久手開講） 澤田喜之 5/14（土）・5/28（土）・6/11（土）1～4限，6/25（土）1～3限，7/9（土）2限
023223-04 2 教育心理学Ⅰ（長久手開講） 濱島秀樹 8/22（月）・8/23（火）・8/24（水）2～5限，8/25（木）2～4限
023233-05 2 教育方法（長久手開講） 楠元町子 8/29（月）・8/30（火）・8/31（水）1～4限，9/1（木）1～3限
023235-05 2 生徒・進路指導（長久手開講） 梅藤仁志 8/29（月）・8/30（火）・8/31（水）・9/1（木）・9/2（金）1～3限
023280-04 3 特別支援と生徒理解（19年度以降）（長久手開講） 佐藤賢 8/23（火）・8/25（木）・8/29（月）・8/30（火）・8/31（水）2～4限
023271-01 4 教職プレパレーション（長久手開講） 鈴木章夫　他 4/16（土）・4/23（土）1～4限

学外実習
023266-01 3 介護等体験 梅藤仁志
023222-01 4 教育実習Ⅰ 都築春彦
023226-01 4 教育実習Ⅱ 澤田喜之

（注1）4/14～6/9の木曜1・2限連続で履修する。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



水1 025125-51 2 博物館展示論 松村淳子
水2 025120-51 1 博物館概論 日比野光敏
木2 025123-51 4 博物館実習 土山公仁

学芸員課程科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 025123-52 4 博物館実習 鏡味千佳 4/16（土）1～3限，4/23（土），4/30（土），5/14（土），5/28（土），6/11（土），6/25（土）2・3限
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



火5 026018-01 人情以外2・3 図書館制度・経営論（長久手開講） 伊藤博
木4 026030-01 人情以外3 情報サービス演習Ⅱ（長久手開講） 廣田慈子
木5 026023-01 人情以外2 情報資源組織論（長久手開講） 廣田慈子
金1 026015-51 人情以外1 図書館概論 廣田慈子
金4 026029-02 人情以外3 情報サービス演習Ⅰ（長久手開講） 廣田慈子
金5 026020-01 人情以外2 情報サービス概論（長久手開講） 廣田慈子

司書課程科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

026031-01 人情以外2 情報資源組織演習Ⅰ（長久手開講） 廣田慈子 8/22（月）～8/24（水）1～5限
026031-02 人情以外2 情報資源組織演習Ⅰ（長久手開講） 廣田慈子 8/29（月）～8/31（水）1～5限
026025-01 人情以外3・4 図書・図書館史（長久手開講） 藤野寛之 8/29（月）～8/31（水）1～4限，9/1（木）1～3限
登録不要 
026026-01 3・4 図書館実習（長久手開講） 廣田慈子 4/27（水），5/11（水），6/1（水），6/22（水），7/6（水），7/20（水），10/5（水），11/9（水）6限，

12/3（土）3・4限
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月5
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注1） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注2） 名古屋大原学園講師

月6
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注1） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注2） 名古屋大原学園講師

火5
113008-51 1・2 上級簿記（1級程度）D *工業簿記 ･ 原価計算②（注3）名古屋大原学園講師
113011-51 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（注4） 名古屋大原学園講師

火6
113008-51 1・2 上級簿記（1級程度）D *工業簿記 ･ 原価計算②（注3）名古屋大原学園講師
113011-51 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（注4） 名古屋大原学園講師

水5 ●113001-51 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注5） 名古屋大原学園講師 / 名古屋大原学園講師
水6 ●113001-51 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注5） 名古屋大原学園講師 / 名古屋大原学園講師

木5
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注1） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注2） 名古屋大原学園講師
113005-51 1・2 上級簿記（1級程度）A *商業簿記 ･ 会計学①（注6）名古屋大原学園講師

木6
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注1） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注2） 名古屋大原学園講師
113005-51 1・2 上級簿記（1級程度）A *商業簿記 ･ 会計学①（注6）名古屋大原学園講師

金5
●113001-51 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注5） 名古屋大原学園講師 / 名古屋大原学園講師

113012-51 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（注7） 名古屋大原学園講師

金6
●113001-51 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注5） 名古屋大原学園講師 / 名古屋大原学園講師

113012-51 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（注7） 名古屋大原学園講師

会計教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

113004-51 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）名古屋大原学園講師 8/22（月），8/23（火），8/24（水），8/25（木），8/29（月），8/30（火），8/31（水），9/1（木）1～4限
113006-51 1・2 上級簿記（1級程度）B *商業簿記 ･ 会計学② 名古屋大原学園講師 5/14（土），6/11（土），7/9（土），8/22（月）～8/24（水），8/30（火）～8/31（水）1～4限
113007-51 1・2 上級簿記（1級程度）C *工業簿記 ･ 原価計算① 名古屋大原学園講師 5/28（土），6/25（土），7/16（土），8/18（木），8/19（金），8/25（木），8/29（月），9/1（木）1～4限
別途申込 
113010-51 1・2 初級簿記演習 名古屋大原学園講師 8/25（木），8/29（月），8/31（水），9/2（金）1～4限

（注1）4/14～6/9の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続で履修する
（注2）6/13～8/1の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続と6/25の土曜1・2限で履修する
（注3）4/12～8/2の火曜5・6限の2時限連続で履修する
（注4）4/12～6/7の火曜5・6限の2時限連続で履修する
（注5）4/13～6/10の水曜5・6限および金曜5・6限の2時限連続で履修する
（注6）4/14～8/4の木曜5・6限の2時限連続で履修する
（注7）4/15～6/10の金曜5・6限の2時限連続で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月1

264001-01 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 太田浩司

264001-02 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 TOFF

264001-03 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 中林律子

264001-04 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 馮富榮

264001-05 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 矢野郁

264001-10 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 大堀一至

264001-11 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 中村真里絵

264001-12 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 二文字屋脩

264001-13 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 若松孝司

☆262202-01 1 CLS2（中国語入門②）*水曜1限と同時履修 王俊
☆261503-01 1・2 地域文化3（中国） 杜英起
☆267003-01 1・2 日本語学1（2016年度以降） 松岡みゆき
☆267090-01 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*水曜3限と同時履修（16年度以降） 蘇雪蓮
☆267090-02 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*水曜4限と同時履修（16年度以降） 董梅香
☆266107-01 2 ELS3（時事英語①）（2018年度以前） 大野智子
☆267061-01 2 ELS3（Current English 1）（2019年度以降）大野智子
☆266066-01 2・3 国際政治経済事情（2018年度以前） 伊藤カンナ
☆267035-01 2・3 交流文化10（国際政治経済事情）（2019年度以降） 伊藤カンナ
☆266080-01 2・3 日本政治外交史1（近代）（2018年度以前）西尾林太郎
☆267025-01 2・3 歴史学5（近代日本政治外交史）（2019年度以降）西尾林太郎
☆267183-01 2・3 ケーススタディ観光7（観光英語）（2016年度以降）宮村秀美
☆266122-01 3 ECS10（英語通訳①）（2018年度以前） 長沼美香子
☆267078-01 3 ECS11（Interpretation 1）（2019年度以降）長沼美香子

月2

264001-06 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 チョスルソップ

264001-07 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 矢野郁

264001-14 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 江嵜那留穂

264001-15 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 加納和彦

264001-16 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 島津侑希

264001-17 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 信川景子

264001-18 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 藤井真湖

264001-19 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 前島訓子

☆●262201-01 1指定クラス CLS1（中国語入門①）*水曜3限と同時履修 馮富榮 / 王俊 / チョウケイニ
267104-01 1 KLS1（韓国・朝鮮語読解①） 金文姫

☆266057-01 1・2 地域理解2（政治のしくみ） 西尾林太郎
264002-01 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 大野清幸
264002-02 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 杜英起
264002-03 ランゲージ2 ※交流文化演習1a TOFF
264002-11 交流観光2 ※交流文化演習1a 二文字屋脩

☆267090-03 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*水曜1限と同時履修（16年度以降） 蘇雪蓮
☆267118-01 2 KCS4（韓国・朝鮮語聴解①） 金恩貞
☆267049-01 2・3 観光文化4（ホスピタリティ論） 外部講師（ホスピタリティアドバイザ）
☆266046-01 2・3 地域文化8（オーストラリア） KOBAYASHI
264004-11 交流観光3 ※交流文化演習2a 若松孝司

☆266122-02 3 ECS10（英語通訳①）（2018年度以前） 大野智子
☆267078-02 3 ECS11（Interpretation 1）（2019年度以降）大野智子
☆267013-01 3・4 コミュニケーション論4（インター・カルチャー）半井尚美

264006-02 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa 山本裕子
264006-01 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa 董梅香

月3

264001-08 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 大野清幸

264001-09 ランゲージ1 
指定クラス ※基礎演習 杜英起

264001-20 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 島津侑希

264001-21 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 杉本一直

264001-22 交流観光1 
指定クラス ※基礎演習 信川景子

☆●262201-04 1指定クラス CLS1（中国語入門①）*水曜4限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
267101-01 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*木曜1限と同時履修 金文姫

☆266049-01 1・2 歴史学2（世界史） 藤井真湖
☆266063-01 1・2 経済学（2018年度以前） 土井康裕
☆267037-01 1・2 地域理解5（経済学）（2019年度以降） 土井康裕
264002-04 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 馮富榮
264002-12 交流観光2 ※交流文化演習1a 若松孝司

☆267006-01 2 日本語教授法1（2016年度以降） 田中典子
☆267126-01 2 TOPIKⅡ対策1（読解）（2019年度以降） 李承鉉
☆267044-01 2・3 観光産業6（観光マーケティング論）（2019年度以降）（注1）ソロ講師
☆267177-01 2・3 ケーススタディ観光1（国内観光プランニング）大堀一至
☆267178-01 2・3 ケーススタディ観光2（海外観光プランニング）加納和彦
☆267124-01 3・4 KCS10（韓国・朝鮮語ディスカッション①）（2016年度以降）李孝心
264006-03 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa TOFF
264006-12 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 前島訓子

月4

☆●262201-07 1指定クラス CLS1（中国語入門①）*水曜2限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
267101-02 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*木曜2限と同時履修 金恩貞
267105-01 1・2 KLS2（韓国・朝鮮語読解②） 金文姫

☆267085-01 2 CLS7（中国語作文）（2019年度以降） 杜英起
☆267107-01 2 KLS4（韓国・朝鮮語作文①） 李孝心
☆267186-01 2・3 言語文化6（言語と談話）（2019年度以降）松繁弘之
☆266047-01 2・3 地域文化9（イスラムの文化と歴史）（2018年度以前） 中野智章
☆267019-01 2・3 地域文化9（イスラームの文化と歴史）（2019年度以降） 中野智章
☆267044-01 2・3 観光産業6（観光マーケティング論）（2019年度以降）（注1）ソロ講師
261113-01 2・3 文化翻訳2（中国語）（2018年度以前） 董紅俊

☆267153-01 2・3 ケーススタディ言語7（中国語文化翻訳）（2019年度以降） 董紅俊
☆267111-01 3 KLS8（韓国・朝鮮語作文③）（2016年度以降）李承鉉

火1

262203-01 1指定クラス CLS3（中国語読解①） 中塚亮
△267103-01 1 KBS3（映像と韓国語） 李正子
☆266048-01 1・2 歴史学1（日本史） 朝井佐智子
☆267053-01 1・2 世界遺産論（初級）（2019年度以降） 世界遺産アカデミー講師
☆262205-01 2指定クラス CLS5（中国語読解③） 張勤
☆267070-03 2 ECS3（Content Based Communication 1）（2016年度以降） GALLACHER
☆267178-02 2・3 ケーススタディ観光2（海外観光プランニング）中ひとみ
☆●267094-02 3 CCS7（実践的中国語③）*木曜2限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳 / 何龍
264006-04 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa 杜英起

火2

262203-02 1 CLS3（中国語読解①） 中塚亮
267116-01 1・2 KCS2（韓国・朝鮮語会話②） 金三淑

☆266091-01 1・2 観光文化1（観光文化論） 谷沢明
264004-10 ランゲージ3 ※交流文化演習2a 李正子

☆●262205-02 2指定クラス CLS5（中国語読解③） 周素芬 / 張勤
☆266107-02 2 ELS3（時事英語①）（2018年度以前） 李仁成
☆267061-02 2 ELS3（Current English 1）（2019年度以降）李仁成
☆267054-01 2・3 世界遺産論（2016年度以降） 世界遺産アカデミー講師
☆267152-01 2・3 ケーススタディ言語6（中国観光案内実践）（2016年度以降） 何龍

264004-01 ランゲージ3 ※交流文化演習2a 杜英起
264004-12 交流観光3 ※交流文化演習2a（林ゼミ） 間宮晨一千

☆266122-03 3 ECS10（英語通訳①）（2018年度以前） 近藤潤平
☆267078-03 3 ECS11（Interpretation 1）（2019年度以降）近藤潤平
☆267094-03 3 CCS7（実践的中国語③）*木曜3限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳
☆267128-01 3 韓国・朝鮮語通訳案内士試験対策1（2019年度以降）金奈淑
264006-05 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa MILLER

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1）隔週開講のため、4/18・5/2・5/16・5/30・6/13・6/27・7/11の月曜3・4限の2時限連続および7/25の月曜3限で履修する。
（注2）隔週開講のため、4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/7の木曜1・2限の2時限連続及び7/21の木曜1限で履修する。
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火3

●262203-03 1指定クラス CLS3（中国語読解①） 何龍 / 高飛
267101-03 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*金曜1限と同時履修 金昴京
267115-01 1 KCS1（韓国・朝鮮語会話①） 金三淑

☆267015-01 1・2 地域文化2（東南アジア） 二文字屋脩
☆267016-01 1・2 地域文化4（韓国・朝鮮） 吉村美香

267116-02 1・2 KCS2（韓国・朝鮮語会話②） 李芝賢
264002-05 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 山本裕子

☆267090-04 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*木曜3限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
☆266107-03 2 ELS3（時事英語①）（2018年度以前） 李仁成
☆267061-03 2 ELS3（Current English 1）（2019年度以降）李仁成
☆267070-01 2 ECS3（Content Based Communication 1）（2016年度以降） GAGNE
☆266118-01 2 ECS6（プレゼンテーション①）（2018年度以前）TOFF
☆267074-01 2 ECS7（Presentation 1）（2019年度以降）TOFF
☆267085-02 2 CLS7（中国語作文）（2019年度以降） 杜英起
☆267049-02 2・3 観光文化4（ホスピタリティ論） 信川景子
☆267166-01 2・3 ケーススタディ交流7（ファッションプロデュース研究）渡辺真由子

264004-02 ランゲージ3 ※交流文化演習2a 大野清幸
264004-03 ランゲージ3 ※交流文化演習2a チョスルソップ
264004-04 ランゲージ3 ※交流文化演習2a MILLER
264004-13 交流観光3 ※交流文化演習2a 大堀一至
264004-14 交流観光3 ※交流文化演習2a 加納和彦

☆267087-01 3 CLS9（ビジネス中国語①）（2016年度以降）金謙樹
☆267098-01 3 CCS11（中国語プレゼンテーション①）（2016年度以降） 徐春陽

264006-06 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa 馮富榮
264006-13 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 杉本一直
264006-14 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 谷沢明
264006-15 交流観光4 ※卒業プロジェクトa ブイチトルン

火4

267101-04 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*金曜2限と同時履修 金三淑
262203-05 1指定クラス CLS3（中国語読解①） 何龍
262204-01 1 CLS4（中国語読解②） 徐春陽

☆267002-01 1 日本語教育入門（2016年度以降） 中林律子
☆267018-01 1・2 地域文化6（ヨーロッパ） 杉本一直

267117-01 1・2 KCS3（韓国・朝鮮語会話③） 李芝賢
264002-06 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 矢野郁
264002-14 交流観光2 ※交流文化演習1a 大堀一至
264002-15 交流観光2 ※交流文化演習1a 島津侑希

☆262205-04 2指定クラス CLS5（中国語読解③） 高飛
☆267090-05 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*木曜2限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
☆266109-01 2 ELS5（クリエイティブ・ライティング）（2018年度以前） TOFF
☆267063-01 2 ELS5（Creative Writing）（2019年度以降）TOFF
☆267070-02 2 ECS3（Content Based Communication 1）（2016年度以降） GAGNE
☆266090-01 2・3 通訳ガイド入門 李仁成
☆266054-01 2・3 アジア現代史（2018年度以前） 二文字屋脩
☆267023-01 2・3 歴史学3（アジア現代史）（2019年度以降）二文字屋脩
☆267034-01 2・3 交流文化9（東アジア国際関係論）（2016年度以降）中村真里絵
☆267166-02 2・3 ケーススタディ交流7（ファッションプロデュース研究）渡辺真由子

264004-05 ランゲージ3 ※交流文化演習2a 馮富榮
264004-15 交流観光3 ※交流文化演習2a 江嵜那留穂

☆267096-01 3指定クラス CCS9（動画中国語③）（2016年度以降） 杜英起
☆267098-03 3 CCS11（中国語プレゼンテーション①）（2016年度以降） 金謙樹
264006-07 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa 李正子
264006-08 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa 太田浩司
264006-09 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa 大野清幸
264006-10 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa チョスルソップ
264006-16 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 若松孝司

火5
264002-13 交流観光2 ※交流文化演習1a 江嵜那留穂

☆266052-01 2・3 文化と思想（2018年度以前） 山口庸子
☆267021-01 2・3 地域文化11（文化と思想）（2019年度以降）山口庸子

水1

267101-05 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*金曜3限と同時履修 チョスルソップ
☆262202-01 1 CLS2（中国語入門②）*月曜1限と同時履修 王俊
☆267065-01 1 ELS7（Life Writing） TOFF
☆266058-01 1・2 地域理解3（人と社会） 島津侑希
267116-03 1・2 KCS2（韓国・朝鮮語会話②） 金由那

☆267090-03 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*月曜2限と同時履修（16年度以降） 蘇雪蓮
☆267072-01 2 ECS5（Oral Interpretation）（2019年度以降）浅野享三
☆267132-01 2 RLS2（ロシア語作文） 水野晶子
☆267028-01 2・3 交流文化3（多文化共生） 江嵜那留穂
☆267048-01 2・3 観光文化3（観光社会学） 前島訓子
☆267161-01 2・3 ケーススタディ交流2（アジア事情研究） 中村真里絵
☆267164-01 2・3 ケーススタディ交流5（社会調査法） 竹内陽介

水2

☆●262201-07 1指定クラス CLS1（中国語入門①）*月曜4限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
☆267057-01 1 EBS3（Extensive Reading 1）（2016年度以降）MILLER
☆266105-01 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）TOFF
☆267059-01 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） TOFF
267115-02 1 KCS1（韓国・朝鮮語会話①） 金由那

☆267130-01 1 RBS（ロシア語入門）*木曜日4限と同時履修 水野晶子
☆266062-01 1・2 地域理解7（地域医療）（2018年度以前） 小林三太郎
☆267036-01 1・2 地域理解4（地域と医療）（2019年度以降）小林三太郎
☆266059-01 1・2 地域理解4（民俗学）（2018年度以前） 谷沢明
☆267052-01 1・2 民俗学（2019年度以降） 谷沢明
264002-07 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 太田浩司
264002-16 交流観光2 ※交流文化演習1a 前島訓子

☆266107-04 2 ELS3（時事英語①）（2018年度以前） 近藤潤平
☆267061-04 2 ELS3（Current English 1）（2019年度以降）近藤潤平
☆267154-01 2・3 ケーススタディ言語8（韓国・朝鮮語と社会）（2016年度以降）金昴京

264004-06 ランゲージ3 ※交流文化演習2a 董梅香
☆267089-02 3 CLS11（中国語多読）（2019年度以降） 高飛

水3

☆●262201-01 1指定クラス CLS1（中国語入門①）*月曜2限と同時履修 馮富榮 / 王俊 / チョウケイニ
☆266113-01 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）矢野郁
☆266113-02 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）CAPITIN－PRINCIPE
☆266113-03 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）BOWDEN
☆266113-04 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）MURRAY

☆●267068-01 1指定クラス ECS1（Basic English Communication 1）（2019年度以降）矢野郁 /CAPITIN －
PRINCIPE/BOWDEN/MURRAY

267101-06 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*金曜1限と同時履修 宮本桃子
☆267055-01 1 EBS1（Basic Grammar 1）（2016年度以降）GOTOH
☆266105-02 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）浅田秀子
☆267059-02 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） 浅田秀子
264002-08 ランゲージ2 ※交流文化演習1a チョスルソップ
264002-09 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 董梅香
264002-17 交流観光2 ※交流文化演習1a 加納和彦

☆267090-01 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*月曜1限と同時履修（16年度以降） 蘇雪蓮
☆266107-05 2 ELS3（時事英語①）（2018年度以前） 大門樹久世
☆266107-06 2 ELS3（時事英語①）（2018年度以前） 近藤潤平
☆●267061-05 2 ELS3（Current English 1）（2019年度以降）大門樹久世 / 近藤潤平
☆266109-02 2 ELS5（クリエイティブ・ライティング）（2018年度以前） MILLER
☆267063-02 2 ELS5（Creative Writing）（2019年度以降）MILLER
☆261211-01 2・3 中国現代文学 河井昭乃
☆266077-01 2・3 交流文化8（国際交流）（2018年度以前） ブイチトルン
☆267031-01 2・3 交流文化6（国際交流）（2019年度以降） ブイチトルン
☆267040-01 2・3 観光産業2（観光ビジネス論） 信川景子
☆267170-01 2・3 ケーススタディ交流11（国際交流）（2016年度以降）江嵜那留穂
☆267182-01 2・3 ケーススタディ観光6（実践ホスピタリティ） 川口晴美　他
264004-07 ランゲージ3 ※交流文化演習2a 太田浩司
264004-08 ランゲージ3 ※交流文化演習2a TOFF
264004-16 交流観光3 ※交流文化演習2a 杉本一直
264004-17 交流観光3 ※交流文化演習2a 前島訓子

☆267096-02 3指定クラス CCS9（動画中国語③）（2016年度以降） 杜英起
☆267008-01 3 日本語教授法3（2016年度以降） 中林律子
264006-17 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 大堀一至

●次ページに続く

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）隔週開講のため、4/18・5/2・5/16・5/30・6/13・6/27・7/11の月曜3・4限の2時限連続および7/25の月曜3限で履修する。
（注2）隔週開講のため、4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/7の木曜1・2限の2時限連続及び7/21の木曜1限で履修する。
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水4

☆●262201-04 1指定クラス CLS1（中国語入門①）*月曜3限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
☆266113-05 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）CAPITIN－PRINCIPE
☆267068-05 1指定クラス ECS1（Basic English Communication 1）（2019年度以降）CAPITIN－PRINCIPE
☆267055-02 1 EBS1（Basic Grammar 1）（2016年度以降）GOTOH
☆266105-03 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）浅田秀子
☆267059-03 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） 浅田秀子
△267102-01 1 KBS2（韓国・朝鮮語入門 B） 宮本桃子
☆267017-01 1・2 地域文化5（ロシア） 杉本一直
☆267027-01 1・2 交流文化2（国際理解教育） 島津侑希
☆267039-01 1・2 観光産業1（観光マネジメント） 加納和彦
☆267138-01 1・2 ベトナム語入門 ブイチトルン

264002-18 交流観光2 ※交流文化演習1a 信川景子
☆267090-02 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*月曜1限と同時履修（16年度以降） 董梅香
☆267006-02 2 日本語教授法1（2016年度以降） 田中典子
☆266109-03 2 ELS5（クリエイティブ・ライティング）（2018年度以前） MILLER
☆267063-03 2 ELS5（Creative Writing）（2019年度以降）MILLER
☆267038-01 2・3 地域理解6（NPO/NGO） 中村真里絵
☆267076-01 2・3 ECS9（Dramatic Expression 1）（2019年度以降）矢野郁
☆267154-02 2・3 ケーススタディ言語8（韓国・朝鮮語と社会）（2016年度以降）吉村美香
☆267182-02 2・3 ケーススタディ観光6（実践ホスピタリティ） 川口晴美　他
☆267096-03 3指定クラス CCS9（動画中国語③）（2016年度以降） 杜英起

264006-11 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトa MURRAY
264006-18 交流観光3 ※卒業プロジェクトa（林ゼミ） 大堀一至

水5
☆267055-03 1 EBS1（Basic Grammar 1）（2016年度以降）太田浩司
264004-18 交流観光3 ※交流文化演習2a 二文字屋脩
266004-01 3 英語科教育法3 大野清幸

木1

262213-01 1指定クラス CCS1（中国語会話①） 周素芬
☆266113-06 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）MILLER
☆267068-06 1指定クラス ECS1（Basic English Communication 1）（2019年度以降）MILLER

267101-01 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*月曜3限と同時履修 金文姫
☆267055-04 1 EBS1（Basic Grammar 1）（2016年度以降）李仁成
☆267057-02 1 EBS3（Extensive Reading 1）（2016年度以降）石河敦子

262214-01 1 CCS2（中国語会話②） 杜英起
△267102-02 1 KBS2（韓国・朝鮮語入門 B） 木下奈津紀
☆266098-01 1・2 地理学 柿原昇
☆267014-01 1・2 地域文化1（日本） 西川千雅　他
267105-02 1・2 KLS2（韓国・朝鮮語読解②） 柳朱燕

☆267011-01 2 コミュニケーション論2（ことばとコミュニケーション）野口朋香
☆267070-04 2 ECS3（Content Based Communication 1）（2016年度以降） 杉浦エレナ
☆267086-01 2 CLS8（中国語翻訳）（2019年度以降） 菅井真琳
☆267050-01 2・3 観光文化5（レジャー産業論）（2019年度以降）（注2）八木章次
☆267156-01 2・3 ケーススタディ言語10（日本語学）（2016年度以降）杉村泰
☆267160-01 2・3 ケーススタディ交流1（異文化トレーニング） 佐藤久美
☆267169-01 2・3 ケーススタディ交流10（広告研究） 岩田拓朗
☆267100-01 3 CCS13（トピック中国語）（2019年度以降） 高飛

木2

●262213-03 1指定クラス CCS1（中国語会話①） 周素芬 / 高飛 /MAYILA
☆266113-07 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）MILLER
☆266113-08 1 ECS1（インタラクション①）（2018年度以前）杉浦エレナ
☆●267068-07 1指定クラス ECS1（Basic English Communication 1）（2019年度以降）MILLER/ 杉浦エレナ
267101-02 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*月曜4限と同時履修 金恩貞

☆266014-01 1 言語文化1（英語学概論） 大野清幸
☆267057-03 1 EBS3（Extensive Reading 1）（2016年度以降）石河敦子
☆266105-04 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）李仁成
☆267059-04 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） 李仁成
267104-02 1 KLS1（韓国・朝鮮語読解①） 柳朱燕

☆267090-05 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*火曜4限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
☆267012-01 2 コミュニケーション論3（ノンバーバル） 野口朋香
☆266099-01 2・3 地誌学 柿原昇
☆266079-01 2・3 エスニシティ論（2018年度以前） 藤井真湖
☆267033-01 2・3 交流文化8（エスニシティ論）（2019年度以降）藤井真湖
☆267050-01 2・3 観光文化5（レジャー産業論）（2019年度以降）（注2）八木章次
☆267151-01 2・3 ケーススタディ言語5（中国メディア制作研究）（2016年度以降）王俊　他
☆267155-01 2・3 ケーススタディ言語9（韓国・朝鮮語文化翻訳）（2016年度以降） 三重野聖愛
☆267160-02 2・3 ケーススタディ交流1（異文化トレーニング） 佐藤久美
☆267169-02 2・3 ケーススタディ交流10（広告研究） 岩田拓朗
☆267177-02 2・3 ケーススタディ観光1（国内観光プランニング）名鉄観光講師
☆267179-01 2・3 ケーススタディ観光3（観光資源研究） 前島訓子
☆●267094-02 3 CCS7（実践的中国語③）*火曜1限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳 / 青山愛
264006-19 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 小島祥美

木3

●262213-06 1指定クラス CCS1（中国語会話①） 周素芬 / 高飛
☆266105-05 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）李仁成
☆267059-05 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） 李仁成
☆267135-01 1 RCS2（ロシア語聴解） 杉本一直
☆266070-01 1・2 交流文化1（国際関係入門） 若松孝司
☆267090-04 2指定クラス CCS3（実践的中国語①）*火曜3限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
☆267107-02 2 KLS4（韓国・朝鮮語作文①） 金恩貞
☆267126-02 2 TOPIKⅡ対策1（読解）（2019年度以降） 柳朱燕
☆267177-03 2・3 ケーススタディ観光1（国内観光プランニング）名鉄観光講師
☆267181-01 2・3 ケーススタディ観光5（ブライダル）（2016年度以降） 加藤里奈
264004-09 ランゲージ3 ※交流文化演習2a 山本裕子
264004-19 交流観光3 ※交流文化演習2a 小島祥美
264004-20 交流観光3 ※交流文化演習2a 佐藤久美
264004-21 交流観光3 ※交流文化演習2a 藤井真湖

☆267087-02 3 CLS9（ビジネス中国語①）（2016年度以降）金謙樹
☆267094-03 3 CCS7（実践的中国語③）*火曜2限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳
264006-20 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 加納和彦
264006-21 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 佐藤規祥

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）隔週開講のため、4/18・5/2・5/16・5/30・6/13・6/27・7/11の月曜3・4限の2時限連続および7/25の月曜3限で履修する。
（注2）隔週開講のため、4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/7の木曜1・2限の2時限連続及び7/21の木曜1限で履修する。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



木4

262213-07 1指定クラス CCS1（中国語会話①） 周素芬
☆266028-01 1 コミュニケーション論1（コミュニケーション概論）太田浩司
☆267055-05 1 EBS1（Basic Grammar 1）（2016年度以降）城山良子
☆267130-01 1 RBS（ロシア語入門）*水曜日2限と同時履修 佐藤規祥
☆267016-02 1・2 地域文化4（韓国・朝鮮） 金昴京
☆267139-01 1・2 モンゴル語入門 KHORLOO

264002-19 交流観光2 ※交流文化演習1a 杉本一直
☆267009-01 2・3 言語文化5（第2言語習得論）（2019年度以降）柳朱燕
☆266074-01 2・3 交流文化5（南北問題）（2018年度以前） 若松孝司
☆267029-01 2・3 交流文化4（南北問題）（2019年度以降） 若松孝司
☆267109-01 2・3 KLS6（韓国・朝鮮語翻訳①）（2016年度以降）三重野聖愛
☆267152-02 2・3 ケーススタディ言語6（中国観光案内実践）（2016年度以降） 高飛
☆267042-01 2・3 観光産業4（観光産業論）（2016年度以降）大堀一至
☆267098-02 3 CCS11（中国語プレゼンテーション①）（2016年度以降） 金謙樹

264006-22 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 西尾林太郎

木5
266002-01 2 英語科教育法1 織部秀明

☆267147-01 2・3 ケーススタディ言語1（コーパス言語学） 樗木勇作

金1

267101-03 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*火曜3限と同時履修 金昴京
267101-06 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*水曜3限と同時履修 宮本桃子
267106-01 1・2 KLS3（韓国・朝鮮語読解③） 李京姫

☆267092-01 2指定クラス CCS5（動画中国語①）（2016年度以降） 何龍
☆266118-02 2 ECS6（プレゼンテーション①）（2018年度以前）MILLER
☆267074-02 2 ECS7（Presentation 1）（2019年度以降）MILLER
☆266015-01 2・3 言語文化2（言語の形式） 中川直志
☆267165-01 2・3 ケーススタディ交流6（マーケティング研究） 濱本幸宏
☆266124-01 3 ECS12（英語翻訳①）（2018年度以前） 亀山太一
☆267080-01 3 ECS13（Translation 1）（2019年度以降） 亀山太一
☆267122-01 3 KCS8（韓国・朝鮮語聴解③）（2016年度以降）金美淑

金2

267101-04 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*火曜4限と同時履修 金三淑
267105-03 1・2 KLS2（韓国・朝鮮語読解②） 李京姫
264002-10 ランゲージ2 ※交流文化演習1a 李正子
264002-20 交流観光2 ※交流文化演習1a 藤井真湖

☆267092-02 2指定クラス CCS5（動画中国語①）（2016年度以降） 何龍
☆266118-03 2 ECS6（プレゼンテーション①）（2018年度以前）MILLER
☆267074-03 2 ECS7（Presentation 1）（2019年度以降）MILLER
☆266078-01 2・3 国際法（2018年度以前） 三枝有
☆267032-01 2・3 交流文化7（国際法）（2019年度以降） 三枝有
☆267148-01 2・3 ケーススタディ言語2（字幕翻訳） 亀山太一
☆267165-02 2・3 ケーススタディ交流6（マーケティング研究） 濱本幸宏
☆267178-03 2・3 ケーススタディ観光2（海外観光プランニング）中ひとみ
☆267113-01 3・4 KLS10（韓国・朝鮮語通訳①） 金美淑

金3

267101-05 1指定クラス KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*水曜1限と同時履修 チョスルソップ
△267103-02 1 KBS3（映像と韓国語） 李正子
264002-21 交流観光2 ※交流文化演習1a 佐藤規祥

☆267092-03 2指定クラス CCS5（動画中国語①）（2016年度以降） 何龍
☆267118-02 2 KCS4（韓国・朝鮮語聴解①） 金芝恵
☆266022-01 2・3 英文学史 子安惠子
☆267162-01 2・3 ケーススタディ交流3（ヨーロッパ事情研究）藤井たぎる
☆267084-01 3 ECS17（Script Writing）（2019年度以降）MILLER
264006-23 交流観光4 ※卒業プロジェクトa（楊ゼミ） 藤井真湖

金4

☆267137-01 1・2 タイ語入門 村瀬ユワラック
☆267092-04 2指定クラス CCS5（動画中国語①）（2016年度以降） 何龍
☆266021-01 2・3 英文学 子安惠子
☆267120-01 2・3 KCS6（韓国・朝鮮語プレゼンテーション①）金芝恵
☆267167-01 2・3 ケーススタディ交流8（イベントプランニング）北村政智

264004-22 交流観光3 ※交流文化演習2a 佐藤規祥
264006-24 交流観光4 ※卒業プロジェクトa 藤井真湖

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1）隔週開講のため、4/18・5/2・5/16・5/30・6/13・6/27・7/11の月曜3・4限の2時限連続および7/25の月曜3限で履修する。
（注2）隔週開講のため、4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/7の木曜1・2限の2時限連続及び7/21の木曜1限で履修する。
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
☆263102-01 1・2 中国語海外研修 杜英起 8/9（火）～9/7（水）

別途申込 
267144-01 1・2 フィールドスタディ言語1（アメリカ） 太田浩司 9/5（月）～9/11（日）

別途申込 
267146-01 1・2 フィールドスタディ言語3（韓国） チョスルソップ 9/13（火）～9/19（月）

別途申込 
☆263108-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語1（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263109-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語2（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263110-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語3（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263111-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語4（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263112-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語5（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263113-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語6（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263114-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語7（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263115-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語8（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263116-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語9（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263117-01 2 長期海外セミナー韓国・朝鮮語10（前期） チョスルソップ 3/3（木）～8/19（金）

別途申込 
☆263128-01 2 長期海外セミナー中国語1（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263129-01 2 長期海外セミナー中国語2（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263130-01 2 長期海外セミナー中国語3（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263131-01 2 長期海外セミナー中国語4（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263132-01 2 長期海外セミナー中国語5（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263133-01 2 長期海外セミナー中国語6（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263134-01 2 長期海外セミナー中国語7（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263135-01 2 長期海外セミナー中国語8（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263136-01 2 長期海外セミナー中国語9（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

別途申込 
☆263137-01 2 長期海外セミナー中国語10（前期） 馮富榮 2/24（木）～6/22（水）

267141-01 2・3 中国語国内研修（2016年度以降） 杜英起 8/18（木）～8/19（金）
別途申込 
267157-01 2・3 フィールドスタディ交流1（歴史と文化） 二文字屋脩 5/14（土）3・4限，7/19（土）3限，8/22（月）3・4限，別途8月中旬現地渡航

別途申込 
267158-01 2・3 フィールドスタディ交流2（開発と交流） 江嵜那留穂 9/3（土）～9/9（金）

267159-01 2・3 フィールドスタディ交流3（アートと地域開発）杉本一直 9/20（火）～9/23（金）
☆267168-01 2・3 ケーススタディ交流9（コミュニティ・サービスラーニング）浅井信好 8/22日（月），8/23日（火）3～5限，8/24日（水）2～5限，8/25日（木）1～5限
267173-01 2・3 フィールドスタディ観光3（観光文化②） 大堀一至 別途掲示参照
267174-01 2・3 フィールドスタディ観光4（ホスピタリティ） 加納和彦 9/20（火）～9/22（水）
267176-01 2・3 フィールドスタディ観光6（観光社会学） 前島訓子 9/12（月）～9/15（木）
267001-01 3 英語教育実践 北原延晃 8/22日（月）2～4限，8/23日（火），8/24日（水），8/25日（木）1～4限

☆267143-01 3・4 日本語教育実習（2016年度以降） 中林律子 別途掲示参照
☆267143-02 3・4 日本語教育実習（2016年度以降） 鈴木かおり 別途掲示参照

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（前期　星が丘）

（注1）隔週開講のため、4/18・5/2・5/16・5/30・6/13・6/27・7/11の月曜3・4限の2時限連続および7/25の月曜3限で履修する。
（注2）隔週開講のため、4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/7の木曜1・2限の2時限連続及び7/21の木曜1限で履修する。
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月1

△151382-01 現代ビジ1
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注2）宮崎尚一

△151383-01 現代ビジ1
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注3）宮崎尚一

☆151120-01 3 法人税法Ⅰ 加藤久也

月2

△151382-01 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注2）宮崎尚一

△151383-01 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注3）宮崎尚一

△151346-01 1指定クラス ※マーケティングⅠ 大塚英揮
151404-01 2 ※ゼミナールⅠ（グローバルビジネス） 渡邉聡
151415-01 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） フコウソウ
151425-01 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスアカウンティング） 森洵太

☆151344-01 2・3 IT 産業の動向とビジネス（16年度以降） 林誠

月3

☆151116-01 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注4） 石川雅之
☆151116-02 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注5） 前田篤
☆151042-01 2 ビジネスプレゼンテーション 茂籠英典

151415-09 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 浅井敬一朗
151425-02 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスアカウンティング） 三浦克人

☆151343-01 2・3 ビジネスプロセスとICT（16年度以降） 林誠
151406-01 3 ※ゼミナールⅢ（グローバルビジネス） 真田幸光
151406-02 3 ※ゼミナールⅢ（グローバルビジネス） 渡邉聡

△151353-01 3・4 戦略設計Ⅲ（全社戦略）（16年度以降） 日野恵美子
151411-01 4 ※ゼミナールⅤ（グローバルビジネス） 石坂綾子
151419-01 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）大塚英揮
151419-02 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）藤木美江

月4

151324-01 1VG02 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 真田幸光
151325-01 1VG02 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）真田幸光

△151382-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注8）宮崎尚一

△151383-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注9）宮崎尚一

☆151116-03 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注10） 森洵太
☆151212-01 2 原価計算Ⅰ 三浦克人
☆151010-01 3 監査論Ⅰ 前田篤
151417-01 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 大塚英揮
151417-02 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 日野恵美子
151417-03 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） フコウソウ
151427-01 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスアカウンティング） 石川雅之

☆151093-01 3・4 eビジネス 林誠
151411-02 4 ※ゼミナールⅤ（グローバルビジネス） 渡邉聡

月5

△151382-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注8）宮崎尚一

△151383-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注9）宮崎尚一

☆151084-01 2・3 国際ビジネストレンド 真田幸光
△151365-01 3・4 チャレンジプログラム D（プロモーション） 藤木美江　他

火1
151415-02 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 林誠

☆151351-01 2・3 プロモーションストラテジー（16年度以降） 新井亨
△151372-01 3 BATIC（16年度以降）（注11） 名古屋大原学園講師

火2

☆151037-01 2・3 ファイナンシャルプランニングⅠ 西部正巳
☆151264-01 2・3 ファッションマーケティング 山本奈央
△151372-01 3 BATIC（16年度以降）（注11） 名古屋大原学園講師

151417-04 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 林誠
151419-03 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）新井亨

火3

151324-02 1VM02 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 新井亨
151324-03 1VG01 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 石坂綾子
151324-04 1VG03 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 鈴木崇文
151324-05 1VM08 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 林誠
151324-06 1VG04 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 潘卉
151324-07 1VM10 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6）フコウソウ
151324-08 1VG06 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 渡邉聡
151325-02 1VM02 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）新井亨
151325-03 1VG01 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）石坂綾子
151325-04 1VG03 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）鈴木崇文
151325-05 1VM08 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）林誠
151325-06 1VG04 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）潘卉
151325-07 1VM10 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）フコウソウ
151325-08 1VG06 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）渡邉聡

△151382-03 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注12）大門樹久世

△151383-03 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注13）大門樹久世

△151323-01 1 PowerPoint スキルアップ 茂籠英典

△151388-01 現代ビジ2 
グロビジ2指定クラス ※ Business Communication Elementary（16年度以降）（注1）THOMAS

△151389-01 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅰ（16年度以降）（注1）NICKSICK

△151389-02 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅰ（16年度以降）（注1）MOORE

△151391-01 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス

※英語プレゼンテーションⅠ（16年度以降）
（注1） ISMAIL

△151354-01 3・4 ケーススタディA（競争戦略） 東野礼
△151357-01 3・4 イノベーションプログラム A（プロダクトデザイン）（20年度以前）富田茂　他

151411-03 4 ※ゼミナールⅤ（グローバルビジネス） 真田幸光
151429-01 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスアカウンティング）三浦克人

火4

△151382-03 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注12）大門樹久世

△151383-03 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注13）大門樹久世

△151382-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注14）MOORE

△151383-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注15）MOORE

△151323-02 1 PowerPoint スキルアップ 茂籠英典

△151388-02 現代ビジ2 
グロビジ2指定クラス ※ Business Communication Elementary（16年度以降）（注1）THOMAS

☆151337-01 2・3 証券ビジネスを学ぶ 三矢幹根
☆151338-01 2・3 保険ビジネスを学ぶ 脇田邦裕
☆151369-01 3 日本の会計制度 中山重穂
151419-04 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）林誠

火5

△151382-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅰ（16年度以降）（注1）（注14）MOORE

△151383-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅱ（16年度以降）（注1）（注15）MOORE

△151389-03 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅰ（16年度以降）（注1）NICKSICK

151406-03 3 ※ゼミナールⅢ（グローバルビジネス） 三矢幹根
☆151379-01 3・4 アメリカビジネス 真田幸光

水1
☆151116-04 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注16） 三浦克人
151415-03 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 上原衛

△151339-01 3 ※私のシゴト学（16年度以降）（注17） 菅野淑
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水2

151324-09 1VM04 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 上原衛
151324-10 1VM11 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 藤木美江
151325-09 1VM04 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）上原衛
151325-10 1VM11 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）藤木美江

☆151438-01 1指定クラス ※ビジネス・エコノミクスⅠ（21年度以降） 鈴木崇文
151404-02 2 ※ゼミナールⅠ（グローバルビジネス） 真田幸光

☆151334-01 2・3 会社学Ⅰ 浅井敬一朗
△151350-01 2・3 クチコミとネットワーク（16年度以降） 原田穂高
☆151376-01 2・3 金融システム 石坂綾子
△151431-01 2・3 リーダーシップ（18年度以降） 丹羽幸美
△151364-01 3・4 チャレンジプログラム C（まちづくり） 稲葉久之　他
151429-02 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスアカウンティング）森洵太

水3

151324-11 1VM03 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 石川雅之
151324-12 1VM09 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 日野恵美子
151325-11 1VM03 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）石川雅之
151325-12 1VM09 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）日野恵美子

☆151116-03 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注10） 森洵太
151404-03 2 ※ゼミナールⅠ（グローバルビジネス） 石坂綾子
151404-04 2 ※ゼミナールⅠ（グローバルビジネス） 鈴木崇文
151415-04 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 藤木美江

☆151331-01 2・3 小売・流通の基礎知識 フコウソウ
△151342-01 2・3 データ分析とレポート作成（16年度以降） 奥村文徳

151417-05 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 浅井敬一朗
151417-06 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 原田穂高

△151397-01 3・4 Global Economy Ⅱ（16年度以降） 三矢幹根
151419-05 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）上原衛

水4

151324-13 1VM14 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 森洵太
151325-13 1VM14 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）森洵太
151415-05 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 大塚英揮
151415-06 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 原田穂高
151415-07 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 日野恵美子
151406-04 3 ※ゼミナールⅢ（グローバルビジネス） 鈴木崇文
151417-07 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 新井亨
151417-08 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 上原衛
151417-09 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスイノベーション） 藤木美江
151429-03 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスアカウンティング）石川雅之

水5

151404-05 2 ※ゼミナールⅠ（グローバルビジネス） 三矢幹根
151415-08 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスイノベーション） 新井亨
151411-04 4 ※ゼミナールⅤ（グローバルビジネス） 鈴木崇文
151419-06 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）浅井敬一朗

木1

☆151116-02 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注5） 前田篤

△151388-03 現代ビジ2 
グロビジ2指定クラス ※ Business Communication Elementary（16年度以降）（注1）秋田貴美子

△151391-02 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※英語プレゼンテーションⅠ（16年度以降）（注1）ISMAIL

☆151052-01 2・3 コンピュータシミュレーション 上原衛
☆151341-01 3・4 会社法を学ぶ 野田幸宏

木2

☆151438-02 1指定クラス ※ビジネス・エコノミクスⅠ（21年度以降） 渡邉聡

△151356-01 現代ビジ2指定クラス 
グロビジ2 ICP ベーシック 福本明子　他

△151356-02 現代ビジ2指定クラス 
グロビジ2 ICP ベーシック 福本明子　他

△151356-03 現代ビジ2指定クラス
グロビジ2 ICP ベーシック 福本明子　他

△151388-04 現代ビジ2 
グロビジ2指定クラス ※ Business Communication Elementary（16年度以降）（注1）秋田貴美子

151425-03 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスアカウンティング） 石川雅之
151425-04 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスアカウンティング） 前田篤

☆151052-02 2・3 コンピュータシミュレーション 上原衛
△151393-01 3・4 ※ Global BusinessⅠ（注1） 石坂綾子
△151393-02 3・4 ※ Global BusinessⅠ（注1） 潘卉

151419-07 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）原田穂高

木3

☆151116-01 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注4） 石川雅之
△151326-01 1 ビジネスとマナー（16年度以降） マザーリーフ講師
☆151143-01 2 租税法Ⅰ 糟谷修

△151389-04 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅰ（16年度以降）（注1）THOMAS

△151348-01 2・3 戦略設計Ⅰ（ポジショニングビュー） 日野恵美子
151406-05 3 ※ゼミナールⅢ（グローバルビジネス） 石坂綾子
151427-02 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスアカウンティング） 前田篤
151419-08 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）フコウソウ

木4

151324-14 1VG05 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 三矢幹根
151325-14 1VG05 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）三矢幹根

△151326-02 1 ビジネスとマナー（16年度以降） マザーリーフ講師
☆151007-01 2 管理会計Ⅰ 原慎之介

△151391-03 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※英語プレゼンテーションⅠ（16年度以降）（注1）FLORES

△151391-04 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※英語プレゼンテーションⅠ（16年度以降）（注1）THOMAS

☆151333-01 2・3 ホスピタリティマネジメント フコウソウ
△151348-02 2・3 戦略設計Ⅰ（ポジショニングビュー） 日野恵美子

木5
151404-06 2 ※ゼミナールⅠ（グローバルビジネス） 潘卉
151411-05 4 ※ゼミナールⅤ（グローバルビジネス） 三矢幹根
151419-09 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスイノベーション）日野恵美子

金1

151324-15 1VM07 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 西崎賢治
151325-15 1VM07 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）西崎賢治

△151346-02 1指定クラス ※マーケティングⅠ 大塚英揮
☆151116-04 1 簿記論Ⅰ（週2回）（注16） 三浦克人
☆151336-01 2・3 銀行ビジネスを学ぶ 奥田真之
☆151370-01 3・4 国際会計論 田代樹彦

金2

151324-16 1VM05 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 大塚英揮
151324-17 1VM06 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 菅野淑
151324-18 1VM13 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 三浦克人
151325-16 1VM05 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）大塚英揮
151325-17 1VM06 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）菅野淑
151325-18 1VM13 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）三浦克人

☆151118-01 2 財務会計Ⅰ 森洵太
△151275-01 2 コンピュータ会計 井上仁乙
△151310-01 2・3 中小企業を学ぶ 浅井敬一朗　他
△151342-02 2・3 データ分析とレポート作成（16年度以降） 奥村文徳
☆151012-01 3 経営分析Ⅰ 西崎賢治
151429-04 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスアカウンティング）前田篤

金3

151324-19 1VM01 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 浅井敬一朗
151325-19 1VM01 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）浅井敬一朗

☆151042-02 2 ビジネスプレゼンテーション 今井里香
△151275-02 2 コンピュータ会計 井上仁乙
151425-05 2 ※ゼミナールⅠ（ビジネスアカウンティング） 西崎賢治

☆151377-01 2・3 外国為替 三矢幹根
☆151018-01 3 会計実務Ⅰ 前田篤
☆151089-01 3・4 マーケティングリサーチ 藤木美江

金4

151324-20 1VM12 ※グループワークⅠ（ビジネス学部入門）（16年度以降）（注6） 前田篤
151325-20 1VM12 ※グループワークⅡ（問題解決）（16年度以降）（注7）前田篤

△151275-03 2 コンピュータ会計 井上仁乙
△151342-03 2・3 データ分析とレポート作成（16年度以降） 藤木美江

151427-03 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスアカウンティング） 西崎賢治
151427-04 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスアカウンティング） 三浦克人
151427-05 3 ※ゼミナールⅢ（ビジネスアカウンティング） 森洵太

△151363-01 3・4 チャレンジプログラム B（ものづくり） 菅野淑
△151366-01 3・4 チャレンジプログラム E（ホスピタリティ） ベネッセ i- キャリア講師

金5 151429-05 4 ※卒業プロジェクトⅠ（ビジネスアカウンティング）西崎賢治

ビジネス学部ビジネス学科　専門教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）グローバルビジネス専攻のみ必修
（注2）4/18の1限および4/25～6/6の月曜1・2限の2時限連続で履修する
（注3）4/18の2限および6/13～7/25の月曜1・2限の2時限連続で履修する
（注4）月曜3限および木曜3限で履修する
（注5）月曜3限および木曜1限で履修する
（注6） 月曜日の授業は、4/18～6/6で履修する 

火曜日の授業は、4/12～6/7で履修する 
水曜日の授業は、4/13～6/8で履修する 
木曜日の授業は、4/14～6/9で履修する 
金曜日の授業は、4/15～6/10で履修する

（注7） 月曜日の授業は、4/18、6/13～7/25で履修する 
火曜日の授業は、4/12、6/14～7/26で履修する 
水曜日の授業は、4/13、6/15～7/27で履修する 
木曜日の授業は、4/14、6/16～7/28で履修する 
金曜日の授業は、4/15、6/17～7/29で履修する

（注8）4/18の4限および4/25～6/6の月曜4・5限の2時限連続で履修する
（注9）4/18の5限および6/13～7/25の月曜4・5限の2時限連続で履修する
（注10）月曜4限および水曜3限で履修する
（注11）火曜1・2限の2時限連続で履修する
（注12）4/12の3限および4/19～6/7の火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注13）4/12の4限および6/14～7/26の火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注14）4/12の4限および4/19～6/7の火曜4・5限の2時限連続で履修する
（注15）4/12の5限および6/14～7/26の火曜4・5限の2時限連続で履修する
（注16）水曜1限および金曜1限で履修する
（注17）4/13～6/8の水曜1限で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月1

282306-01 2 ※ Seminar 1（注1） KOBAYASHI
282306-02 2 ※ Seminar 1（注1） 中郷慶
282306-03 2 ※ Seminar 1（注1） 福本明子
282310-01 2・3 ※ Seminar 5（注2） KOBAYASHI
282310-02 2・3 ※ Seminar 5（注2） 中郷慶
282310-03 2・3 ※ Seminar 5（注2） 福本明子

月2 ☆281117-01 3 Special Topics in Language and Communication Ⅰ 宮田 Susanne

月3

△282105-01 2指定クラス ※Readings in Global Communication（注4）大門ゴーフ裕子
△282105-02 2指定クラス ※Readings in Global Communication（注4）友池梨紗

282309-01 3 ※ Seminar 4（注1） 中郷慶
282309-02 3 ※ Seminar 4（注1） 福本明子

月4

☆281304-01 1 Asian Studies（2021年度以前） POTTER
☆281305-01 1 Australian Studies KOBAYASHI
△282112-01 2指定クラス ※ Journal Writing（注5） CAMPBELL
△282112-02 2指定クラス ※ Journal Writing（注5） TAKEUCHI
△282112-03 2指定クラス ※ Journal Writing（注5） CARE
☆282107-01 3 Readings in Human Communication Ⅱ 友池梨紗
282316-01 4 ※ Seminar 8（注1） 中郷慶
282317-01 4 ※ Seminar 9（注2） 中郷慶

△282118-01 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅰ DRYDEN
△282118-02 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅰ PESTANO
△282118-03 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅰ 担当者未定

月5
☆281306-01 1 British Studies（2021年度以前） CARE
△282105-04 2指定クラス ※Readings in Global Communication（注6）PESTANO
△282118-04 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅰ 担当者未定

火1 ☆281202-01 2 Japanese Culture（注7） MILLER
火2 ☆281315-01 3 Business Simulation 渡辺直登

火3

△282121-01 1 Destination 500 大門ゴーフ裕子
☆282206-01 2 Introduction to Translation and Interpretation（注9）大庭彩子

282309-03 3 ※ Seminar 4（注1） 五島幸一
282309-04 3 ※ Seminar 4（注1） MOLDEN
282309-05 3 ※ Seminar 4（注1） 渡辺直登

火4

282301-01 1指定クラス ※ New Student Seminar 五島幸一
282301-02 1指定クラス ※ New Student Seminar KOBAYASHI
282301-03 1指定クラス ※ New Student Seminar 篠原さやか
282301-04 1指定クラス ※ New Student Seminar 友池梨紗
282301-06 1指定クラス ※ New Student Seminar 宮田 Susanne

☆281204-01 2 Introduction to Social Media（注8） McGEE
☆282206-01 2 Introduction to Translation and Interpretation（注9）大庭彩子

火5
282306-04 2 ※ Seminar 1（注1） 五島幸一
282310-04 2・3 ※ Seminar 5（注2） 五島幸一

水1

☆281202-01 2 Japanese Culture（注7） MILLER
282121-02 2 Destination 500（注10） 福本明子

☆282213-01 3 Translation Practice Ⅰ 大庭彩子
☆282215-01 3 Interpretation Practice Ⅰ 赤星泰子
282309-06 3 ※ Seminar 4（注1） McGEE
282316-02 4 ※ Seminar 8（注1） MOLDEN
282317-02 4 ※ Seminar 9（注2） MOLDEN

水2

☆281309-01 2 British Literature（注13） TEE
☆281207-01 3 Groups and Society MOLDEN
☆281316-01 3 Organizational Behavior 渡辺直登
☆281318-01 4 Media and Society 五島幸一
282316-03 4 ※ Seminar 8（注1） McGEE
282317-03 4 ※ Seminar 9（注2） McGEE

水3

△282105-01 2指定クラス ※Readings in Global Communication（注4）大門ゴーフ裕子
△282105-02 2指定クラス ※Readings in Global Communication（注4）友池梨紗

282316-04 4 ※ Seminar 8（注1） 五島幸一
282316-05 4 ※ Seminar 8（注1） 渡辺直登
282317-04 4 ※ Seminar 9（注2） 五島幸一
282317-05 4 ※ Seminar 9（注2） 渡辺直登

水4
☆281312-01 3 Global Business 三矢幹根
☆282116-01 3 Business Writing CARE

木1
☆284013-01 1 Basic English Proficiency Testing 大門ゴーフ裕子
☆281201-01 1 Japanese Popular Culture McGEE
☆282211-01 3 Debate Ⅰ MOLDEN

木2

△282201-01 1 ※ Basic Pronunciation Training 中郷慶
☆281204-01 2 Introduction to Social Media（注8） McGEE
☆281118-01 3 Special Topics in Language and Communication Ⅱ 友池梨紗
☆281208-01 3 Political Rhetoric MOLDEN
☆282111-01 3 Readings in Global Awareness Ⅱ 篠原さやか

木3

△282121-03 1 Destination 500 篠原さやか
△282208-01 2 Dramatic Reading（注11） DRYDEN
282306-05 2 ※ Seminar 1（注1） McGEE
282306-06 2 ※ Seminar 1（注1） MOLDEN
282310-05 2・3 ※ Seminar 5（注2） McGEE
282310-06 2・3 ※ Seminar 5（注2） MOLDEN

木4
283101-01 2 ※ Intercultural Training（注12） 福本明子

☆281112-01 3 Syntax 樗木勇作
☆281109-01 3 Advertising and Communication McGEE

木5 283101-01 2 ※ Intercultural Training（注12） 福本明子

金1
282121-02 2 Destination 500（注10） 福本明子

☆281113-01 3 Semantics 若山真幸
☆282313-01 3 Research Design KOBAYASHI

金2

△282208-01 2 Dramatic Reading（注11） DRYDEN
282316-06 4 ※ Seminar 8（注1） 福本明子
282317-06 4 ※ Seminar 9（注2） 福本明子
282302-05 再履修者専用 ※ Academic Skills Ⅰ（Basic） （注14） KOBAYASHI

金3
☆281308-01 2 American Literature（注15） DRYDEN
☆281313-01 3 Gender and Society 篠原さやか
282302-05 再履修者専用 ※ Academic Skills Ⅰ（Basic） （注14） KOBAYASHI

金4

△282112-01 2指定クラス ※ Journal Writing（注5） CAMPBELL
△282112-02 2指定クラス ※ Journal Writing（注5） TAKEUCHI
△282112-03 2指定クラス ※ Journal Writing（注5） CARE
△282118-05 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅰ DRYDEN
△282118-06 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅰ PESTANO

金5 △282105-04 2指定クラス ※Readings in Global Communication（注6）PESTANO

グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科　専門教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1） 月曜日の授業は4/18～6/6で履修する 
火曜日の授業は4/12～6/7で履修する 
水曜日の授業は4/13～6/8で履修する 
木曜日の授業は4/14～6/9で履修する 
金曜日の授業は4/15～6/10で履修する

（注2） 月曜日の授業は6/13～8/1で履修する 
火曜日の授業は6/14～8/2で履修する 
水曜日の授業は6/15～8/3で履修する 
木曜日の授業は6/16～8/4で履修する 
金曜日の授業は6/17～8/5で履修する

（注4）4/13～6/6の月曜3限および水曜3限で履修する

（注5）4/15～6/6の月曜4限および金曜4限で履修する
（注6）4/15～6/6の月曜5限および金曜5限で履修する
（注7）4/12～6/7の火曜1限および水曜1限で履修する
（注8）4/12～6/7の火曜4限および木曜2限で履修する
（注9）4/12～5/31の火曜3・4限の2時限連続および6/7の3限で履修する
（注10）4/13～6/8の水曜1限および金曜1限で履修する
（注11）4/14～6/9の木曜3限および金曜2限で履修する
（注12）4/14～6/2の木曜4・5限の2時限連続および6/9の4限で履修する
（注13）4/13～6/8の水曜2限で履修する
（注14）4/15～6/3の金曜2・3限の2時限連続および6/10の2限で履修する
（注15）4/15～6/10の金曜3限で履修する

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

283102-01 2 ※ Study Abroad（Hawaii） MOLDEN 別途掲示参照
283102-02 2 ※ Study Abroad（UCLA） MOLDEN 別途掲示参照
283102-03 2 ※ Study Abroad（Deakin） McGEE 別途掲示参照
283102-04 2 ※ Study Abroad（Simon Fraser） McGEE 別途掲示参照
283102-05 2 ※ Study Abroad（Online） MOLDEN 別途掲示参照

☆281209-01 3 Multiculturalism in Japan 趙師哲 5/14（土）1～3限，5/28（土）1～2限，6/11（土）1～3限，6/25（土）1～2限，7/9（土）1～2限，7/16（土）1～3限
☆281317-01 3 Intercultural Communication 高井次郎 8/18（木），8/19（金），8/20（土）1～5限
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月G1

△282101-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group East） （注1） TAKEUCHI

△282202-01 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）
（Group West） （注1） PESTANO

△282302-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group South） （注1） CAMPBELL

△282102-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading） 
（Group North） （注2） TAKEUCHI

△282203-01 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）   
（Group East） （注2） PESTANO

△282303-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group West） （注2） CAMPBELL

月G2

△282101-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group West） （注1） TAKEUCHI

△282202-02 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group South） （注1） PESTANO

△282302-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group North） （注1） CAMPBELL

△282102-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group East） （注2） TAKEUCHI

△282203-02 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group West） （注2） PESTANO

△282303-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group South） （注2） CAMPBELL

月G3

△282101-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group South） （注1） TAKEUCHI

△282202-03 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group North） （注1） PESTANO

△282302-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group East） （注1） CAMPBELL

△282102-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group West） （注2） TAKEUCHI

△282203-03 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group South） （注2） PESTANO

△282303-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group North） （注2） CAMPBELL

月G4

△282101-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group North） （注1） TAKEUCHI

△282202-04 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group East） （注1） PESTANO

△282302-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group West） （注1） CAMPBELL

△282102-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group South） （注2） TAKEUCHI

△282203-04 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group North） （注2） PESTANO

△282303-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group East） （注2） CAMPBELL

水G1

△282101-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group East） （注1） TAKEUCHI

△282202-01 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction） 
（Group West） （注1） PESTANO

△282302-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group South） （注1） CAMPBELL

△282102-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading） 
（Group North） （注2） TAKEUCHI

△282203-01 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）   
（Group East） （注2） PESTANO

△282303-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group West） （注2） CAMPBELL

水G2

△282101-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group West） （注1） TAKEUCHI

△282202-02 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction） 
（Group South） （注1） PESTANO

△282302-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group North） （注1） CAMPBELL

△282102-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group East） （注2） TAKEUCHI

△282203-02 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group West） （注2） PESTANO

△282303-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group South） （注2） CAMPBELL

水G3

△282101-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group South） （注1） TAKEUCHI

△282202-03 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group North） （注1） PESTANO

△282302-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group East） （注1） CAMPBELL

△282102-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group West） （注2） TAKEUCHI

△282203-03 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group South） （注2） PESTANO

△282303-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group North） （注2） CAMPBELL

水G4

△282101-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group North） （注1） TAKEUCHI

△282202-04 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group East） （注1） PESTANO

△282302-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group West） （注1） CAMPBELL

△282102-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group South） （注2） TAKEUCHI

△282203-04 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group North） （注2） PESTANO

△282303-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group East） （注2） CAMPBELL

金G1

△282101-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group East） （注1） TAKEUCHI

△282202-01 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction） 
（Group West） （注1） PESTANO

△282302-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group South） （注1） CAMPBELL

△282102-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading） 
（Group North） （注2） TAKEUCHI

△282203-01 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）   
（Group East） （注2） PESTANO

△282303-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group West） （注2） CAMPBELL

金G2

△282101-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group West） （注1） TAKEUCHI

△282202-02 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group South） （注1） PESTANO

△282302-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group North） （注1） CAMPBELL

△282102-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group East） （注2） TAKEUCHI

△282203-02 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group West） （注2） PESTANO

△282303-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group South） （注2） CAMPBELL

金G3

△282101-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group South） （注1） TAKEUCHI

△282202-03 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group North） （注1） PESTANO

△282302-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group East） （注1） CAMPBELL

△282102-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group West） （注2） TAKEUCHI

△282203-03 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group South） （注2） PESTANO

△282303-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group North） （注2） CAMPBELL

金G4

△282101-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅰ（Grammar）  
（Group North） （注1） TAKEUCHI

△282202-04 1指定クラス ※Communication Skills Ⅰ（Interaction）  
（Group East） （注1） PESTANO

△282302-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅰ（Basic）  
（Group West） （注1） CAMPBELL

△282102-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅱ（Reading）  
（Group South） （注2） TAKEUCHI

△282203-04 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  
（Group North） （注2） PESTANO

△282303-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅱ（Research）  
（Group East） （注2） CAMPBELL

グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科　専門教育科目（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）第1クォーター開講科目　週3回授業のため4/13～6/8の月曜、水曜、金曜で履修する
（注2）第2クォーター開講科目　週3回授業のため6/13～8/3の月曜、水曜、金曜で履修する

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科

-23-

前
　
期

星
が
丘

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月2
★195456-01 交流 M1・2 メディア理論特講 McGEE
★195006-01 言語 M1・2 日本語学特講 広瀬英史

月3 ★195454-01 交流 M1・2 レトリック特講 MOLDEN

月4
★195018-01 言語 M1・2 英語形態論特講（長久手開講） 二村慎一
★195761-01 言語 M1・2 言語獲得論特講 宮田 Susanne
★195457-01 交流 M1・2 異文化コミュニケーション論特講 福本明子

月5
★195017-01 言語 M1・2 英語音声学特講 中郷慶
★195022-01 言語 M1・2 表象文化特講（長久手開講） 平林美都子

月6

★195043-01 言語 M1・2 英語音声学課題実践 c 中郷慶
★195051-01 言語 M1・2 英語教育課題実践 c 大野清幸
★195081-01 言語 M1・2 日中比較言語学課題実践 c 馮富榮
★195085-01 言語 M1・2 アジア比較文化課題実践 c チョスルソップ
★195411-01 交流 M1・2 歴史遺産論特講 西尾林太郎
★195432-01 交流 M1・2 国際関係論課題実践 c 若松孝司
★195436-01 交流 M1・2 ディアスポラ論課題実践 c 杉本一直
★195452-01 交流 M1・2 観光マネジメント論課題実践 c 加納和彦

火2 ★195407-01 交流 M1・2 国際 NPO-NGO 論特講 ブイチトルン

火4
★195013-01 言語 M1・2 日本語教育課題実践 c 山本裕子
★195016-01 言語 M1・2 英語意味論特講（長久手開講） 若山真幸

火5 ★195409-01 交流 M1・2 ディアスポラ論特講 杉本一直

火6
★195070-01 言語 M1・2 日中比較言語学特講 馮富榮
★195071-01 言語 M1・2 アジア比較文化特講 チョスルソップ

水2 ★195627-01 言語 M1・2 英語教授法（長久手開講） 江坂栄子

水4
★195019-01 言語 M1・2 英語教育特講 大野清幸
★195408-01 交流 M1・2 国際関係論特講 若松孝司

水5 ★195077-01 言語 M1・2 中国語教育課題実践 c 杜英起

水6

★195035-01 言語 M1・2 英語統語論課題実践 c（長久手開講） 樗木勇作
★195039-01 言語 M1・2 英語意味論課題実践 c（長久手開講） 若山真幸
★195047-01 言語 M1・2 英語形態論課題実践 c（長久手開講） 二村慎一
★195055-01 言語 M1・2 アメリカ文学課題実践 c（長久手開講） 太田直子

195940-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅵ（1）a 宮田 Susanne

195942-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅵ（2）a 宮田 Susanne

195944-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅵ（3）a 宮田 Susanne

木1 ★195472-01 交流 M1・2 言語とコミュニケーション課題実践 c 太田浩司

木2
★195005-01 言語 M1・2 日本語教育特講 山本裕子
★195007-01 言語 M1・2 日本語文法特講 杉村泰
★195413-01 交流 M1・2 観光マネジメント論特講 加納和彦

木3 ★195015-01 言語 M1・2 英語統語論特講 樗木勇作

木4

195952-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅷ（1）a 藤井真湖

195954-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅷ（2）a 藤井真湖

195956-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅷ（3）a 藤井真湖

195958-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅸ（1）a 馮富榮

195960-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅸ（2）a 馮富榮

195962-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅸ（3）a 馮富榮

木5

★195069-01 言語 M1・2 中国語教育特講 杜英起
★195440-01 交流 M1・2 エスニシティ論課題実践 c 藤井真湖

195922-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅲ（1）a 杉本一直

195924-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅲ（2）a 杉本一直

195926-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅲ（3）a 杉本一直

木6

★195410-01 交流 M1・2 エスニシティ論特講 藤井真湖
★195455-01 交流 M1・2 言語とコミュニケーション特講 太田浩司
★195468-01 交流 M1・2 レトリック課題実践 c MOLDEN
★195476-01 交流 M1・2 メディア理論課題実践 c McGEE
★195480-01 交流 M1・2 異文化コミュニケーション論課題実践 c 福本明子

金2
★195020-01 言語 M1・2 アメリカ文学特講（長久手開講） 太田直子
★195023-01 言語 M1・2 アイルランド文学特講（長久手開講） 小沢茂

金3 ★195067-01 言語 M1・2 アイルランド文学課題実践 c（長久手開講）小沢茂

金4

★195765-01 言語 M1・2 言語獲得論課題実践 c 宮田 Susanne

195916-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅱ（1）a 太田浩司

195918-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅱ（2）a 太田浩司

195920-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅱ（3）a 太田浩司

グローバルカルチャ－・コミュニケーション研究科（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

★別途申込 
195401-01 言語 M1・2 外国語教育実践演習（短期） MOLDEN 別途掲示参照

★別途申込 
195401-03 言語 M1・2 外国語教育実践演習（短期） 山本裕子 別途掲示参照

★別途申込 
195402-01 言語 M1・2 外国語教育実践演習Ⅰ（長期）（長久手開講）樗木勇作 別途掲示参照

★別途申込 
195402-02 言語 M1・2 外国語教育実践演習Ⅰ（長期） 山本裕子 別途掲示参照

★別途申込 
195403-01 交流 M1・2 国際社会貢献実践演習（短期） 担当者未定 別途掲示参照

★別途申込 
195404-01 交流 M1・2 国際社会貢献実践演習（長期） 担当者未定 別途掲示参照

★別途申込 
195501-01 言語 M1・2 言語文化研修（短期） 中郷慶 別途掲示参照

★別途申込 
195502-01 言語 M1・2 言語文化研修（長期） 馮富榮 別途掲示参照

★別途申込 
195503-01 交流 M1・2 地域文化交流研修（短期） 杉本一直 別途掲示参照

★別途申込 
195503-03 交流 M1・2 地域文化交流研修（短期） 藤井真湖 別途掲示参照

★別途申込 
195504-01 交流 M1・2 地域文化交流研修（長期） 若松孝司 別途掲示参照

★195628-01 言語 M1・2 文芸翻訳 宮澤淳一 別途掲示参照

開講年組欄の「言語」は言語文化コースを、「交流」は交流文化コースをそれぞれ示す。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月1
099549-01 D1 特別演習 I-Ⅰ 三浦克人
099551-01 D2 特別演習 I-Ⅲ 三浦克人
099553-01 D3 特別演習 I- Ⅴ 三浦克人

月2

★099317-01 M1・2 原価計算特講Ⅰ 三浦克人
★099365-01 M1・2 経営戦略特講Ⅰ 日野恵美子

099507-01 D1 特別演習 B-Ⅰ 石川雅之
099509-01 D2 特別演習 B-Ⅲ 石川雅之
099511-01 D3 特別演習 B- Ⅴ 石川雅之

月3 ★099356-01 M1・2 国際会計特講Ⅰ 森洵太

月5
★099005-01 M1・2 国際ビジネス特講Ⅰ 石坂綾子
★099318-01 M1・2 管理会計特講Ⅰ 窪田祐一
★099367-01 M1・2 ビジネスモデル特講Ⅰ 林誠

月6

★099363-01 M1・2 サービスマーケティング特講Ⅰ フコウソウ
★099383-01 M1・2 アカウンティング演習 AⅠ 石川雅之
★099422-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 BⅠ 石坂綾子
★099430-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 DⅠ 大塚英揮
099537-01 D1 特別演習 G-Ⅰ 真田幸光
099539-01 D2 特別演習 G-Ⅲ 真田幸光
099541-01 D3 特別演習 G- Ⅴ 真田幸光

火3

★099448-01 M1・2 アカウンティング演習 DⅠ 森洵太
099531-01 D1 特別演習 F-Ⅰ 大塚英揮
099533-01 D2 特別演習 F-Ⅲ 大塚英揮
099535-01 D3 特別演習 F- Ⅴ 大塚英揮

火5

★099352-01 M1・2 リスクマネジメント特講Ⅰ 上原衛
★099391-01 M1・2 アカウンティング演習 CⅠ 三浦克人
099411-01 M1・2 ビジネスクラシックスリーディング 日野恵美子

★099442-01 M1・2 ビジネスエコノミクス特講Ⅰ 渡邉聡
★099452-01 M1・2 データサイエンス特講Ⅰ 藤木美江

火6

★099426-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 CⅠ 上原衛
★099434-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 EⅠ 真田幸光
★099444-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 GⅠ 渡邉聡
099501-01 D1 特別演習 A-Ⅰ 浅井敬一朗
099503-01 D2 特別演習 A-Ⅲ 浅井敬一朗
099505-01 D3 特別演習 A- Ⅴ 浅井敬一朗

火7

★099414-01 M1・2 ビジネスプランニングⅠ 真田幸光
099519-01 D1 特別演習 D-Ⅰ 上原衛
099521-01 D2 特別演習 D-Ⅲ 上原衛
099523-01 D3 特別演習 D- Ⅴ 上原衛

水2 ★099315-01 M1・2 財務会計特講Ⅰ 石川雅之
水3 ★099361-01 M1・2 マーケティング戦略特講Ⅰ 大塚英揮
水4 ★099369-01 M1・2 ものづくり経営特講Ⅰ 浅井敬一朗

水5

★099360-01 M1・2 ビジネススタディベーシック 森洵太　他
099513-01 D1 特別演習 C-Ⅰ 石坂綾子
099515-01 D2 特別演習 C-Ⅲ 石坂綾子
099517-01 D3 特別演習 C- Ⅴ 石坂綾子

水6 ★099454-01 M1・2 マーケティングコミュニケーション特講Ⅰ 新井亨

木4
★099333-01 M1・2 租税法特講Ⅰ 糟谷修
★099358-01 M1・2 監査論特講Ⅰ 前田篤

木5
099525-01 D1 特別演習 E-Ⅰ 渡邉聡
099527-01 D2 特別演習 E-Ⅲ 渡邉聡
099529-01 D3 特別演習 E- Ⅴ 渡邉聡

木6 ★099354-01 M1・2 財務諸表分析特講Ⅰ 西崎賢治

金5
★099397-01 M1・2 コーポレートファイナンス特講Ⅰ 三矢幹根
099416-01 M1・2 フィールドワーク 前田篤

★099456-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 HⅠ 藤木美江

金6
★099387-01 M1・2 アカウンティング演習 BⅠ 西崎賢治
★099418-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 AⅠ 浅井敬一朗
★099438-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 FⅠ 三矢幹根

ビジネス研究科（前期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目



月1
101101-01 1 ジェンダーと社会 中村奈津子
101113-01 1 書道 森美恵子
101137-01 1 メンタルヘルス 大久保諒

月2

101101-02 1 ジェンダーと社会 中村奈津子
101122-01 1 環境の保護 大塚健三
101128-01 1 入門心理学 松本明日香
101134-01 1 キャリアの形成 樋口貴子

月3

101101-03 1 ジェンダーと社会 石河敦子
101120-01 1 食品の科学 田中晶善
101122-02 1 環境の保護 大塚健三
101123-01 教育1 日本国憲法 西尾林太郎
101129-01 1 入門文化人類学 三木誠

月4
101146-01 1 ジェンダー・ダイバーシティ表現演習Ⅰ 角田達朗　他
101116-01 1 映像文化 伏木啓

月5 101116-02 1 映像文化 伏木啓

火1

101145-01 国文1・ 
英語1LC01 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 中村佑衣　他

101145-02 英語1LC02 
・教育1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン ベネッセ講師　他

101123-02 1 
教育1は除く 日本国憲法 西尾林太郎

火2

101145-03 創作1・ 
建築1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 中村佑衣　他

101145-04 メデプロ1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 鈴木崇夫　他

101123-03 1 
教育1は除く 日本国憲法 西尾林太郎

火3

101143-01 未修得者専用 ※ライフデザイン（15年度以前）（注1） 鈴木崇夫
101131-01 1 現代のマナー 近藤乃芙子
101134-02 1 キャリアの形成 宮嶋恒二
101136-01 1 ライフサイクルと健康 山口瑞生

火4

101145-05 言聴1・視覚1・
スポ健1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 鈴木崇夫　他

101145-06 栄養1・ 
福祉1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 木下奈津紀　他

101128-02 1 入門心理学 加藤智宏
101131-02 1 現代のマナー 近藤乃芙子
101136-02 1 ライフサイクルと健康 山口瑞生

火5
101145-07 心理1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン 鈴木崇夫　他
101145-08 人情1 ※違いを共に生きる・ライフデザイン ベネッセ講師　他

水1 101128-03 1 入門心理学 青柳眞紀子

水3

101106-01 1 手話・点字 棚橋義則
101112-01 1 伝統芸能 林和利
101129-02 1 入門文化人類学 三木誠
101138-01 1 健康とくすり 白井直洋

水4

101106-02 1 手話・点字 棚橋義則

101123-04 1 
教育1は除く 日本国憲法 西尾林太郎

101129-03 1 入門文化人類学 三木誠
101138-02 1 健康とくすり 白井直洋

水5 101128-04 1 入門心理学 成澤元

木1
101119-01 1 生命の科学 石浦正寛
101128-05 1 入門心理学 蔵冨恵

木2
101119-02 1 生命の科学 石浦正寛
101131-03 1 現代のマナー 嘉悦祐子
101137-02 1 メンタルヘルス 石原真里奈

木3

101103-01 1 比較文化 星山幸子
101106-03 1 手話・点字 棚橋義則
101131-04 1 現代のマナー 嘉悦祐子
101134-03 1 キャリアの形成 菊池美由紀

木4
101103-02 1 比較文化 星山幸子
101106-04 1 手話・点字 棚橋義則
101131-05 1 現代のマナー 嘉悦祐子

金1 101139-01 1 スポーツと文化 門間博

金2
101148-01 1 セクシュアリティとメディア 藤井誠二
101117-01 1 数学の世界 田中秀和
101126-01 1 入門法律学 高橋秀治

金3
101102-01 1 女性学・男性学 中島美幸
101120-02 1 食品の科学 加藤友紀
101126-02 1 入門法律学 高橋秀治

金4
101119-03 1 生命の科学 石浦正寛
101120-03 1 食品の科学 加藤友紀
101131-06 1 現代のマナー 近藤乃芙子

教養教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
101102-02 1 女性学・男性学 伊田広行 8/22（月）～8/24（水）1～4限，8/25（木）1～3限
101147-01 1 ジェンダー・ダイバーシティ表現演習Ⅱ 角田達朗　他 8/23（火）～8/25（木）・8/29（月）～8/31（水）3・4限，9/1（木）2～4限，9/2（金）・9/3（土）終日

（注1）4/12～6/7の火曜で履修する

全
学
共
通
履
修
科
目
（
教
養
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1 107001-01 1 スポーツ科学 門間博
月2 107001-02 1 スポーツ科学 門間博
月3 107001-03 1 スポーツ科学 門間博
月4 107001-04 1 スポーツ科学 門間博

火1 107001-05 教育 
2LA01-06 スポーツ科学 加藤恵子　他

火2 107001-06 教育 
2LA07-12 スポーツ科学 加藤恵子　他

火3
107001-07 1 スポーツ科学 塩見哲大
107001-11 1 スポーツ科学 瀧川寛子

火4
107001-08 1 スポーツ科学 塩見哲大
107001-12 1 スポーツ科学 瀧川寛子

水1 107001-13 1 スポーツ科学 神谷知里

水2
107001-09 1 スポーツ科学 門間博
107001-14 1 スポーツ科学 神谷知里

水4 107001-10 1 スポーツ科学 山口瑞生
木2 107003-01 1 スポーツ特殊講座 佐藤大典
金1 107001-15 1 スポーツ科学 加藤恵子
金2 107001-16 1 スポーツ科学 加藤恵子
金3 107001-17 1 スポーツ科学 門間博
金4 107001-18 1 スポーツ科学 門間博

スポーツ科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ス
ポ
ー
ツ
）

-27-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月3
110403-01 2・3 インターンシップ概論 上本裕子

110055-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 A（星が丘開講） 
*水曜4限と同時履修 中林律子

月4 110056-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 B（星が丘開講） 
*水曜2限と同時履修 鈴木かおり

火1
110201-01 1 CCC スタートアップ講座 沖直子
110401-01 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 学研教育みらい講師

火2
110401-02 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 学研教育みらい講師
110206-01 2 ファシリテーター養成講座 沖直子

火3
110204-01 1 企画立案の基礎 藤井勉
110403-02 2・3 インターンシップ概論 菊池美由紀

水1 110011-51 2 TOEFL iBTトレーニングⅠ（Speaking &  
Writing）（星が丘開講） アルク講師

水2 110056-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 B（星が丘開講） 
*月曜4限と同時履修 梶川しのぶ

水3
110403-03 2・3 インターンシップ概論 阿部夢
別途申込 
110054-51

日本語非母語
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅡ（星が丘開講） 鈴木かおり

水4 110055-51 日本語 
初学者専用

入門日本語 A（星が丘開講） 
*月曜3限と同時履修 鈴木かおり

木2 110202-01 1・2 ボランティア 沖直子
木3 110407-01 3 ビジネスの世界（注1） 浅井敬一朗　他
木4 110407-02 3 ビジネスの世界（注1） 浅井敬一朗　他
金1 110402-01 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 学研教育みらい講師

金2
110202-02 1・2 ボランティア 沖直子
110402-02 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 学研教育みらい講師

金3
110206-02 2 ファシリテーター養成講座 沖直子
110403-04 2・3 インターンシップ概論 三井裕美

金4 別途申込 
110053-51

日本語非母語 
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅠ（星が丘開講） 中林律子

アクティブラーニング科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
110001-01 1・2 英語海外セミナーⅠ 福本明子 別途掲示参照

別途申込 
110006-01 1・2 韓国・朝鮮語海外セミナーⅠ（韓国） チョスルソップ 別途掲示参照

110207-01 2 CCC キズナプロジェクトA 沖直子 5/28（土）・6/25（土）・7/16（土）・8/24（水）・8/25（木）1～3限
別途申込 
110404-01 2・3 インターンシップ研修 阿部夢　他 ―

別途申込 
110405-01 2・3 海外インターンシップ 阿部夢　他 別途掲示参照

（注1）4/14～6/9の木曜で履修する

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1
108003-01 人情1⑧ ※日本語表現1 松原久子
108003-02 創作1③ ※日本語表現1 中村佑衣
108003-03 栄養1HE01 ※日本語表現1 久保田樹

月2

108003-04 心理1PF01 ※日本語表現1 小椋愛子
108003-05 創作1② ※日本語表現1 中村佑衣
108003-06 建築1① ※日本語表現1 辻本桜子
108003-07 栄養1HE04 ※日本語表現1 久保田樹

月3
108003-08 国文1LJ01 ※日本語表現1 久保田一充
108003-09 人情1⑦ ※日本語表現1 松原久子
108003-10 心理1PF02 ※日本語表現1 小椋愛子

月4
108003-11 人情1① ※日本語表現1 松原久子
108003-12 創作1④ ※日本語表現1 川村祐斗
108003-13 メデプロ1② ※日本語表現1 辻本桜子

月5 108003-14 創作1① ※日本語表現1 川村祐斗

火1

108003-15 人情1④ ※日本語表現1 松原久子
108003-16 メデプロ1① ※日本語表現1 辻本桜子
108003-17 救急1 ※日本語表現1 松本明日香
108031-01 2・3 日本語表現 C1（ライティング） 佐々木亜紀子

火2

108003-18 国文1LJ03 ※日本語表現1 久保田一充
108003-19 人情1⑥ ※日本語表現1 松原久子
108003-20 心理1PF03 ※日本語表現1 松本明日香
108013-01 2・3 日本語表現 A3（リーディング） 佐々木亜紀子
108021-01 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 樋口貴子

火3
108003-21 国文1LJ04 ※日本語表現1 久保田一充
108022-01 2・3 日本語表現 B2（スピーキング） 樋口貴子

火4
108003-22 建築1③ ※日本語表現1 辻本桜子
108022-02 2・3 日本語表現 B2（スピーキング） 樋口貴子

火5
108003-23 メデプロ1③ ※日本語表現1 辻本桜子
108003-24 社福1FS05・06 ※日本語表現1 中西由香里

水1
108003-25 英語1E4-6 ※日本語表現1 大志民彩加
108003-26 心理1PF04 ※日本語表現1 松本明日香
108003-27 メデプロ1④ ※日本語表現1 辻本桜子

水2
108003-28 英語1E1-3 ※日本語表現1 大志民彩加
108003-29 心理1PF05 ※日本語表現1 小椋愛子
108021-02 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 吉田智美

水3
108003-30 英語1E7-9 ※日本語表現1 遠藤美里
108003-31 教育1LA01-03 ※日本語表現1 久保田一充
108003-32 子ども1FC01・02 ※日本語表現1 小椋愛子

水4

108003-33 英語1E10-12 ※日本語表現1 遠藤美里
108003-34 教育1LA10-12 ※日本語表現1 久保田一充
108003-35 視覚1HV01 ※日本語表現1 大志民彩加
108003-36 栄養1HE03 ※日本語表現1 久保田樹

108004-01 必修学部の
未修得者専用 ※日本語表現2 森本俊之

水5

108003-37 視覚1HV02 ※日本語表現1 大志民彩加
108003-38 スポ1HH01・02 ※日本語表現1 松本明日香
108003-39 栄養1HE02 ※日本語表現1 久保田樹
108003-40 子ども1FC03・04 ※日本語表現1 小椋愛子

木1
108003-41 国文1LJ02 ※日本語表現1 久保田一充
108003-42 建築1② ※日本語表現1 辻本桜子
108003-43 スポ1HH03・04 ※日本語表現1 松本明日香

木2 108003-44 教育1LA07-09 ※日本語表現1 久保田一充

木3
108003-45 人情1⑤ ※日本語表現1 松原久子
108003-46 未修得者専用 ※日本語表現1 辻本桜子
108012-01 2・3 日本語表現 A2（スピーキング） 安田朋江

木4

108003-47 教育1LA04-06 ※日本語表現1 久保田一充
108003-48 心理1PF06 ※日本語表現1 松本明日香
108003-49 メデプロ1⑤ ※日本語表現1 辻本桜子
108003-50 言聴1HC01 ※日本語表現1 松原久子
108003-51 社福1FS01・02 ※日本語表現1 中西由香里
108011-01 2・3 日本語表現 A1（ライティング） 森本俊之

木5
108003-52 言聴1HC02 ※日本語表現1 松原久子
108003-53 スポ1HH05・06 ※日本語表現1 松本明日香
108003-54 社福1FS03・04 ※日本語表現1 中西由香里

金1
108003-55 人情1③ ※日本語表現1 松原久子
108003-56 スポ1HH07・08 ※日本語表現1 松本明日香

金2
108003-57 人情1② ※日本語表現1 松原久子
108021-03 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 高宮貴代美
108032-01 2・3 日本語表現 C2（スピーキング） 萩原千恵

金3
108003-58 心理1PF07 ※日本語表現1 松本明日香
108021-04 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 高宮貴代美

金4 108003-59 心理1PF08 ※日本語表現1 松本明日香

日本語表現科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
日
本
語
表
現
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1 102333-01 1-4 English 1（Listening） ARRIETA

月2
102331-01 1 Basic English 1 内田脩平
102333-02 1-4 English 1（Listening） ARRIETA
102334-01 1-4 English 2（Reading） 石河敦子

月3

102400-01 1 Introduction to English 吉枝恵
102333-03 1-4 English 1（Listening） LACEY
102334-02 1-4 English 2（Reading） LEAF
102335-01 1-4 English 3（TOEIC 1） 内田脩平
102336-01 1-4 English 4（Speaking 1） ARRIETA

月4

102331-02 1 Basic English 1 内田脩平
102333-04 1-4 English 1（Listening） ARRIETA
102334-03 1-4 English 2（Reading） LACEY
102336-02 1-4 English 4（Speaking 1） LEAF
102337-01 1-4 English 5（TOEIC 2） 吉枝恵

火1

102331-03 1 Basic English 1 相川由美
102333-05 1-4 English 1（Listening） ARRIETA
102335-02 1-4 English 3（TOEIC 1） 花木由子
102357-01 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）服部有紀

火2

●102400-02 1 Introduction to English 山村真由美 / 服部有紀
102332-01 1 Basic English 2 相川由美
102333-06 1-4 English 1（Listening） ARRIETA
102334-04 1-4 English 2（Reading） 井土康仁
102334-05 1-4 English 2（Reading） 内田脩平
102335-03 1-4 English 3（TOEIC 1） 花木由子

火3

102400-04 1 Introduction to English 内田脩平
102333-07 1-4 English 1（Listening） 井土康仁
102334-06 1-4 English 2（Reading） 山村真由美
102335-04 1-4 English 3（TOEIC 1） 服部有紀
102336-03 1-4 English 4（Speaking 1） ARRIETA

火4

102400-05 1 Introduction to English 山村真由美
102333-08 1-4 English 1（Listening） 内田脩平
102334-07 1-4 English 2（Reading） 井土康仁
102336-04 1-4 English 4（Speaking 1） ARRIETA
102359-01 1-4 TOEIC Training Ⅰc（Listening & Reading）服部有紀
102367-01 1-4 Advanced English Ⅱa KABARA

水1
102334-08 1-4 English 2（Reading） 水野友貴
102335-05 1-4 English 3（TOEIC 1） BILODEAU

水2

102331-04 1 Basic English 1 磯村香里
102333-09 1-4 English 1（Listening） 山村真由美
102334-09 1-4 English 2（Reading） CAMERON
102335-06 1-4 English 3（TOEIC 1） 水野友貴
102357-02 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）山田幸代

水3

102331-05 1 Basic English 1 東海林明美
102332-02 1 Basic English 2 岩塚さおり
102333-10 1-4 English 1（Listening） BILODEAU
102335-07 1-4 English 3（TOEIC 1） 山村真由美
102336-05 1-4 English 4（Speaking 1） BAILEY
102337-02 1-4 English 5（TOEIC 2） CAMERON
102338-01 1-4 English 6（Speaking 2） SULLIVAN

水4

102333-11 1-4 English 1（Listening） 山村真由美
102334-10 1-4 English 2（Reading） CAMERON
102335-08 1-4 English 3（TOEIC 1） 岩塚さおり
102336-06 1-4 English 4（Speaking 1） BAILEY
102361-01 1-4 TOEIC Training Ⅱa（Speaking & Writing）SULLIVAN

木1

102400-06 1 Introduction to English 河合利江
102331-06 1 Basic English 1 平山千鶴子
102333-12 1-4 English 1（Listening） 河口和子
102335-09 1-4 English 3（TOEIC 1） 山村真由美

木2

102400-07 1 Introduction to English 山村真由美
102331-07 1 Basic English 1 河口和子
102332-03 1 Basic English 2 梶浦眞由美
102333-13 1-4 English 1（Listening） 平山千鶴子
102334-11 1-4 English 2（Reading） 河合利江
102335-10 1-4 English 3（TOEIC 1） 太田晶子
102337-03 1-4 English 5（TOEIC 2） 内田脩平

木3

●102400-08 1 Introduction to English 内田脩平 / 河合利江
102331-08 1 Basic English 1 河口和子
102333-14 1-4 English 1（Listening） 鈴木哲至
102333-15 1-4 English 1（Listening） 梶浦眞由美
102334-12 1-4 English 2（Reading） 今井加寿
102335-11 1-4 English 3（TOEIC 1） BILODEAU
102357-03 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）太田晶子

木4

102400-10 1 Introduction to English 梶浦眞由美
102331-09 1 Basic English 1 鈴木哲至
102332-04 1 Basic English 2 河口和子
102333-16 1-4 English 1（Listening） 河合利江
102334-13 1-4 English 2（Reading） 今井加寿

金1

102332-05 1 Basic English 2 河口和子
102333-17 1-4 English 1（Listening） 鈴木哲至
102334-14 1-4 English 2（Reading） BAILEY
102336-07 1-4 English 4（Speaking 1） PUDWILL
102337-04 1-4 English 5（TOEIC 2） 半井尚美
102357-04 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）中村晴香

金2

●102400-11 1 Introduction to English 中村晴香 / 河口和子
102331-10 1 Basic English 1 東海林明美
102333-18 1-4 English 1（Listening） 鈴木哲至
102335-12 1-4 English 3（TOEIC 1） PUDWILL
102336-08 1-4 English 4（Speaking 1） BAILEY
102337-05 1-4 English 5（TOEIC 2） 半井尚美

金3

102331-11 1 Basic English 1 東海林明美
102333-19 1-4 English 1（Listening） 河口和子
102334-15 1-4 English 2（Reading） 半井尚美
102335-13 1-4 English 3（TOEIC 1） 山田久美子
102357-05 1-4 TOEIC Training Ⅰa（Listening & Reading）中村晴香

金4
102333-20 1-4 English 1（Listening） 半井尚美
102334-16 1-4 English 2（Reading） 河口和子
102335-14 1-4 English 3（TOEIC 1） 山田久美子

言語活用科目［英語］（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
英
語
］）

-30-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1 103001-01 1・2 中国語読解1A 馬麗梅

月2
103001-02 1・2 中国語読解1A 馬麗梅
103005-01 2 中国語読解2 陳惠貞
103030-51 2・3 HSK5級対策講座（星が丘開講） 高飛

月3
103001-03 1・2 中国語読解1A 陳惠貞
103026-51 2・3 HSK3級対策講座（星が丘開講） 董梅香
103031-51 2・3 HSK5級実践トレーニング（星が丘開講） 高飛

月4
103001-04 1・2 中国語読解1A 陳惠貞
103026-52 2・3 HSK3級対策講座（星が丘開講） 董梅香

月5 103034-51 2 スピーチ中国語（星が丘開講） チョウケイニ　他

火2
103003-01 1・2 中国語会話1A 華イ
103026-53 2・3 HSK3級対策講座（星が丘開講） 巣宇燕
103026-54 2・3 HSK3級対策講座（星が丘開講） 金謙樹

火3

103001-05 1・2 中国語読解1A 巣宇燕
103003-02 1・2 中国語会話1A 王麗英
103006-01 2 中国語会話2 華イ
103025-01 2 HSK2級対策講座 中塚亮

火4 103003-03 1・2 中国語会話1A 華イ

水1
103001-06 1・2 中国語読解1A 河井昭乃
103026-55 2・3 HSK3級対策講座（星が丘開講） 董梅香

水2

103001-07 1・2 中国語読解1A 王麗英
103001-08 1・2 中国語読解1A 曹志偉
103025-02 2 HSK2級対策講座 袁莉萍
103010-51 2・3 中国語会話3（星が丘開講） 周先民

水3
103001-09 1・2 中国語読解1A 曹志偉
103003-04 1・2 中国語会話1A 袁莉萍

水4 103003-05 1・2 中国語会話1A 袁莉萍
木1 103001-10 1・2 中国語読解1A 鄧秀
木2 103001-11 1・2 中国語読解1A 鄧秀

木3
103003-06 1・2 中国語会話1A 王岩
103032-51 2・3 HSK6級対策講座（星が丘開講） 張静萱

木4
103003-07 1・2 中国語会話1A 王岩
103033-51 2・3 HSK6級実践トレーニング（星が丘開講） 張静萱

金1 103009-51 2・3 中国語読解3（星が丘開講） 馬麗梅

金2
103003-08 1・2 中国語会話1A 袁莉萍
103003-09 1・2 中国語会話1A 華イ
103028-51 2・3 HSK4級対策講座（星が丘開講） 馬麗梅

金3
103026-56 2・3 HSK3級対策講座（星が丘開講） 袁莉萍
103029-51 2・3 HSK4級実践トレーニング（星が丘開講） 馬麗梅
103030-52 2・3 HSK5級対策講座（星が丘開講） 華イ

金4 103031-52 2・3 HSK5級実践トレーニング（星が丘開講） 華イ

言語活用科目［中国語］（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
中
国
語
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月3
105001-01 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*木曜1限と同時履修 キムソヨン

105004-01 1-4 韓国語能力試験対策1 鄭在恩

月4
105001-02 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*木曜2限と同時履修 キムソヨン

105007-01 1-4 韓国語能力試験対策2 鄭在恩
火1 105006-01 1-4 韓国・朝鮮語会話2 キムソヨン

火2
105001-03 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*金曜4限と同時履修 キムソヨン

105010-51 1-4 韓国語能力試験対策3（星が丘開講） 加藤麻衣子

火3 105001-04 1-4 韓国・朝鮮語入門　 
*金曜1限と同時履修 金文姫

火4
105001-05 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*金曜2限と同時履修 金文姫

105009-51 1-4 韓国・朝鮮語会話3（星が丘開講） 李芝賢
水1 105002-01 1-4 韓国・朝鮮語読解1 姜信和
水2 105005-01 1-4 韓国・朝鮮語読解2 姜信和

木1 105001-01 1-4 韓国・朝鮮語入門　 
*月曜3限と同時履修 キムソヨン

木2 105001-02 1-4 韓国・朝鮮語入門　 
*月曜4限と同時履修 キムソヨン

木3 105041-51 2-4 韓国・朝鮮語映像翻訳（星が丘開講） 三重野聖愛

金1
105001-04 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*火曜3限と同時履修 金文姫

105008-51 1-4 韓国・朝鮮語読解3（星が丘開講） 李京姫

金2
105001-05 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*火曜4限と同時履修 金文姫

105040-51 2-4 韓国・朝鮮語実務翻訳（星が丘開講） 金芝恵
金3 105003-01 1-4 韓国・朝鮮語会話1 キムソヨン

金4 105001-03 1-4 韓国・朝鮮語入門　 
*火曜2限と同時履修 キムソヨン

言語活用科目［韓国・朝鮮語］（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
韓
国
・
朝
鮮
語
］）

-32-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1
106005-01 1 初めての外国語5（イタリア語） 柴田有香
106006-01 1 初めての外国語6（ポルトガル語） 瀧藤千恵美

月2
106005-02 1 初めての外国語5（イタリア語） 柴田有香
106006-02 1 初めての外国語6（ポルトガル語） 瀧藤千恵美

月3 106004-01 1 初めての外国語4（スペイン語） 木下まりあ
月4 106004-02 1 初めての外国語4（スペイン語） 木下まりあ
水1 106002-01 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス
水2 106002-02 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス
水4 106002-03 1 初めての外国語2（フランス語） 田崎明子
木3 106001-01 1 初めての外国語1（ドイツ語） 平岩英恵
木4 106001-02 1 初めての外国語1（ドイツ語） 平岩英恵
金2 106003-01 1 初めての外国語3（ロシア語） 佐藤規祥

言語活用科目［初めての外国語］（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
初
め
て
］）

-33-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1
104121-01 教育1 

LA01-04 ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104130-01 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

月2

104121-02 国文1 
LJ01・02 ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104121-03 国文1 
LJ03・04 ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104129-01 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

月3
104121-04 心理1 

PF01・03 コンピュータリテラシーⅠ 木村千夏

104121-05 心理1 
PF04・05 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

月4 104121-06 心理1 
PF02・06 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

月5
104121-07 人情1① コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104121-08 人情1② コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

火1
104121-09 人情1④ コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104130-02 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

火2

104121-10 心理1 
PF07・08 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104121-11 救急1 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104129-02 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

火4 104121-12 人情1③ コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

火5
104121-13 スポ1 

HH01-04 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104121-14 スポ1 
HH05-08 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

水1

104121-15 創作1 
CS01-03 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104121-16 創作1 
CS04-07 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104124-01 1 ネットワークリテラシー 神田久恵

水3 104121-17 教育1 
LA05-08 ※コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

水4 104121-18 栄養1 
HE01・02 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

水5 104121-19 栄養1 
HE03・04 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

木1
104121-20 社福1 

FS04-06 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104134-01 2 ウェブデザイン技能検定対策講座 大嶽麻里子
木3 104124-02 1 ネットワークリテラシー 神田久恵

木4 104121-21 教育1 
LA09-12 ※コンピュータリテラシーⅠ 木村千夏

木5 104121-22 子ども1 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

金1

104121-23 メデプロ1 
CM03-04 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104121-24 言聴1 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104131-01 2 基本情報技術者対策講座Ⅰ 戸谷英司

金2

104121-25 英語1LC01 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104121-26 英語1LC02 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104132-01 2 基本情報技術者対策講座Ⅱ 戸谷英司

金3

104121-27 メデプロ1 
CM01-02 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104121-28 メデプロ1 
CM05-07 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104130-03 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

金4

104121-29 建築1 
CK01-02 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション

テクノロジー講師

104121-30 建築1 
CK03-05 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104129-03 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

金5
104121-31 視覚1 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104121-32 社福1 
FS01-03 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

コンピュータ活用科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

104121-33 再履修者専用 コンピュータリテラシーⅠ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師 8/22（月）～8/24（水）1～5限

104122-01 再履修者専用 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師 8/29（月）～8/31（水）1～5限

104133-01 2 基本情報技術者対策講座Ⅲ 戸谷英司 8/22（月）～8/23（火）1～4限

全
学
共
通
履
修
科
目
（
コ
ン
活
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月3
023090-01 1 教育原理 佐藤実芳
別途申込 
023278-01 3・4 教職インターンシップⅡ 梅藤仁志

月4 023224-01 3・4 教育心理学Ⅱ 濱島秀樹
月5 023223-01 2 教育心理学Ⅰ 濱島秀樹

月6 別途申込 
023277-01 2-4 教職インターンシップⅠ 澤田喜之

火2
023233-01 2 教育方法 板倉寿明
023250-01 人情3 情報科教育法Ⅰ 吉田聡

火3
023090-02 1 教育原理 小口功
023210-01 1 教職入門 澤田喜之
023280-01 3 特別支援と生徒理解（19年度以降） 板倉寿明

火4

023090-03 1 教育原理 小口功
023233-02 2 教育方法 板倉寿明
023242-01 英語2 英語科教育法Ⅰ 織部秀明
別途申込 
023277-02 2-4 教職インターンシップⅠ 梅藤仁志

023279-01 3 総合的な学習の時間の指導法（19年度以降）鈴木章夫

火5
023235-01 2 生徒・進路指導 梅藤仁志
023279-02 3 総合的な学習の時間の指導法（19年度以降）織部秀明

火6 別途申込 
023278-02 3・4 教職インターンシップⅡ 澤田喜之

水1
023243-01 英語3 英語科教育法Ⅲ 神谷政和
023280-02 3 特別支援と生徒理解（19年度以降） 板倉寿明

水2 023225-01 4 障害児の教育（18年度以前） 板倉寿明
水3 023233-03 2 教育方法 板倉寿明

水4
023210-02 1 教職入門 澤田喜之
023233-04 2 教育方法 板倉寿明
023243-02 英語3 英語科教育法Ⅲ 神谷政和

水5

023110-01 1 特別活動指導法 鈴木章夫
023232-01 3・4 学級経営 江坂栄子
別途申込 
023277-03 2-4 教職インターンシップⅠ 都築春彦

023221-01 2・3 教育思想史 西脇明美

水6 別途申込 
023277-04 2-4 教職インターンシップⅠ 澤田喜之

木1

023090-04 1 教育原理 渡辺かよ子
別途申込 
023277-05 2-4 教職インターンシップⅠ 梅藤仁志

023281-01 2・3 情報モラル教育（19年度以降） 神田久恵
023280-03 3 特別支援と生徒理解（19年度以降） 佐藤賢

木2 023240-01 国文3LJ04 
・教育3 国語科教育法Ⅱ 梅藤仁志

木3

023090-05 1 教育原理 渡辺かよ子
023110-02 1 特別活動指導法 不破民由
023235-02 2 生徒・進路指導 神谷政和
別途申込 
023277-06 2-4 教職インターンシップⅠ 市来ちさ

木4
023110-03 1 特別活動指導法 不破民由
023210-03 1 教職入門 鈴木章夫
023235-03 2 生徒・進路指導 神谷政和

木5

023110-04 1 特別活動指導法 不破民由
023210-04 1 教職入門 武藤洋子
023235-04 2 生徒・進路指導 神谷政和

023240-02 国文3 
LJ01～03 国語科教育法Ⅱ 梅藤仁志

023274-01 栄養2 生徒指導 都築春彦

木6 別途申込 
023277-07 2-4 教職インターンシップⅠ 都築春彦

金1
023110-05 1 特別活動指導法 市来ちさ
023242-02 英語2 英語科教育法Ⅰ 織部秀明

金2
023110-06 1 特別活動指導法 市来ちさ
023210-05 1 教職入門 梅藤仁志

金3

023110-07 1 特別活動指導法 不破民由
023223-02 2 教育心理学Ⅰ 小池理穂
023261-01 スポ健2 保健体育科教育法Ⅰ 鈴木一成
別途申込 
023278-03 3・4 教職インターンシップⅡ 都築春彦

金4
023110-08 1 特別活動指導法 不破民由
023223-03 2 教育心理学Ⅰ 小池理穂
023263-01 スポ健3 保健体育科教育法Ⅲ 鈴木一成

金5 023269-01 3 教職教養Ⅰ 都築春彦　他

教職課程科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

023090-54 1 教育原理（星が丘開講） 小口功 8/29（月）4・5限，8/30（火）・8/31（水）・9/1（木）1～4限，9/2（金）1・2限
023210-06 1 教職入門 澤田喜之 5/14（土）・5/28（土）・6/11（土）1～4限，6/25（土）1～3限，7/9（土）2限
023223-04 2 教育心理学Ⅰ 濱島秀樹 8/22（月）・8/23（火）・8/24（水）2～5限，8/25（木）2～4限
023233-05 2 教育方法 楠元町子 8/29（月）・8/30（火）・8/31（水）1～4限，9/1（木）1～3限
023235-05 2 生徒・進路指導 梅藤仁志 8/29（月）・8/30（火）・8/31（水）・9/1（木）・9/2（金）1～3限
023280-04 3 特別支援と生徒理解（19年度以降） 佐藤賢 8/23（火）・8/25（木）・8/29（月）・8/30（火）・8/31（水）2～4限
023271-01 4 教職プレパレーション 鈴木章夫　他 4/16（土）・4/23（土）1～4限

学外実習

023266-01 3 介護等体験 梅藤仁志
023222-01 4 教育実習Ⅰ 都築春彦
023226-01 4 教育実習Ⅱ 澤田喜之
023275-01 栄養4 教育実習（栄養教諭）（注1） 澤田喜之　他

（注1）学外実習期間のほか、5/7（土）・5/14（土）1～4限で事前指導を実施する。詳細は別途掲示参照。

全
学
共
通
履
修
科
目
（
教
職
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1 025120-01 1 博物館概論 日比野光敏
月2 025120-02 1 博物館概論 日比野光敏
月3 025120-03 1 博物館概論 日比野光敏
月4 025123-01 4 博物館実習 小川幹生
月5 025124-01 3 博物館資料保存論 小川幹生
火1 025070-01 3 生涯学習概論 杉本正博
火2 025070-02 3 生涯学習概論 杉本正博

火4
025126-01 2 博物館情報・メディア論 井上喜久男 
025123-02 4 博物館実習 日比野光敏

火5
025126-02 2 博物館情報・メディア論 井上喜久男 
025123-03 4 博物館実習 日比野光敏

水4 025125-01 2 博物館展示論 松村淳子
水5 025125-02 2 博物館展示論 松村淳子
木3 025123-04 4 博物館実習 日比野光敏
木4 025123-05 4 博物館実習 日比野光敏
金3 025123-06 4 博物館実習 水谷栄太郎
金4 025123-07 4 博物館実習 水谷栄太郎

学芸員課程科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
学
芸
員
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



火5 026018-01 人情以外2・3 図書館制度・経営論 伊藤博
水5 026015-01 人情以外1 図書館概論 廣田慈子
木4 026030-01 人情以外3 情報サービス演習Ⅱ 廣田慈子
木5 026023-01 人情以外2 情報資源組織論 廣田慈子
金4 026029-02 人情以外3 情報サービス演習Ⅰ 廣田慈子
金5 026020-01 人情以外2 情報サービス概論 廣田慈子

司書課程科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

026031-01 人情以外2 情報資源組織演習Ⅰ 廣田慈子 8/22（月）～8/24（水）1～5限
026031-02 人情以外2 情報資源組織演習Ⅰ 廣田慈子 8/29（月）～8/31（水）1～5限
026025-01 人情以外3・4 図書・図書館史 藤野寛之 8/29（月）～8/31（水）1～4限，9/1（木）1～3限
登録不要 
026026-01 3・4 図書館実習 廣田慈子 4/27（水），5/11（水），6/1（水），6/22（水），7/6（水），7/20（水），10/5（水），11/9（水）6限，

12/3（土）3・4限

全
学
共
通
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目
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書
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月4 113001-01 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師

月5
113001-01 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師

月6
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師

火5
113008-51 1・2 上級簿記（1級程度）D *工業簿記・原価計算②（星が丘開講）（注4） 名古屋大原学園講師
113011-51 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（星が丘開講）（注5）名古屋大原学園講師

火6
113008-51 1・2 上級簿記（1級程度）D *工業簿記・原価計算②（星が丘開講）（注4） 名古屋大原学園講師
113011-51 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（星が丘開講）（注5）名古屋大原学園講師

木4 113001-01 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師

木5

113001-01 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師
113005-51 1・2 上級簿記（1級程度）A *商業簿記･会計学①（星が丘開講）（注6）名古屋大原学園講師

木6
113002-51 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-51 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師
113005-51 1・2 上級簿記（1級程度）A *商業簿記･会計学①（星が丘開講）（注6）名古屋大原学園講師

金5 113012-51 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（星が丘開講）（注7）名古屋大原学園講師
金6 113012-51 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（星が丘開講）（注7）名古屋大原学園講師

会計教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

113004-51 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）（星が丘開講） 名古屋大原学園講師 8/22（月），8/23（火），8/24（水），8/25（木），8/29（月），8/30（火），8/31（水），9/1（木）1～4限
113006-51 1・2 上級簿記（1級程度）B *商業簿記 ･ 会計学②（星が丘開講）名古屋大原学園講師 5/14（土），6/11（土），7/9（土）， 8/22（月）～8/24（水），8/30（火）～8/31（水）1～4限
113007-51 1・2 上級簿記（1級程度）C *工業簿記 ･ 原価計算①（星が丘開講）名古屋大原学園講師 5/28（土），6/25（土），7/16（土），8/18（木），8/19（金），8/25（木），8/29（月），9/1（木）1～4限
別途申込 
113010-51 1・2 初級簿記演習（星が丘開講） 名古屋大原学園講師 8/25（木），8/29（月），8/31（水），9/2（金）1～4限

（注1）4/14～6/9の月曜4・5限および木曜4・5限の2時限連続で履修する
（注2）4/14～6/9の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続で履修する
（注3）6/13～8/1の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続と6/25の土曜1・2限で履修する
（注4）4/12～8/2の火曜5・6限の2時限連続で履修する
（注5）4/12～6/7の火曜5・6限の2時限連続で履修する
（注6）4/14～8/4の木曜5・6限の2時限連続で履修する
（注7）4/15～6/10の金曜5・6限の2時限連続で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



金5
125041-01 国文1 ※人間探究（注1） 太田直子　他
125041-02 英語1・英文1 ※人間探究（注2） 太田直子　他
125041-03 教育1 ※人間探究（注3） 太田直子　他

文学部共通科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）5/6～6/24の金曜で履修する
（注2）5/13～7/1の金曜で履修する
（注3）5/20～7/8の金曜で履修する

文
学
部
共
通
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1

☆030323-01 1LJ03・04 国文学講義（5）近代Ⅰa 吉田竜也
☆030281-01 2LJ01・02 国文学講義（1）上代 a 中野謙一
☆030984-01 2LJ03・04 国文学講義（7）現代 a 橋本あゆみ
☆030931-01 3 国文学特殊講義　王朝物語 a 勝亦志織

月2
☆030281-02 2LJ03・04 国文学講義（1）上代 a 中野謙一
☆030984-02 2LJ01・02 国文学講義（7）現代 a 橋本あゆみ
☆032987-01 3 国文学特殊講義　文献学 a 日比野浩信

月3
☆032993-02 1LJ03 評論読解基礎（2017年度以降） 橋本あゆみ
☆031151-01 2 国文学特殊講義　和歌文学 a 日比野浩信
☆030711-01 3LJ01・02 書道（書写を中心とする）a 小坂克子

月4

☆030471-01 2LJ03・04 国文学特殊講義　郷土文学 a 大脇由紀子
☆030711-02 3LJ03・04 書道（書写を中心とする）a 小坂克子
030831-01 4 国文学演習Ⅱ（1）上代 a 中野謙一
031135-01 4 国文学演習Ⅱ（7）近・現代Ⅲa 吉田竜也
030893-01 4 国語学演習Ⅱ（2）a 吉田健二

月5

☆030721-01 教育2 中国文学講義 a（注2） 河井昭乃
☆033005-01 4 国文学特殊講義　源氏物語 a 亀田夕佳
031311-01 4 国文学文献講読演習（1）a 中野謙一
031371-01 4 国文学文献講読演習（7）a 吉田竜也
031383-01 4 国語学文献講読演習（2）a 吉田健二

火2
☆031184-01 2LJ03・04 作品講読（近・現代文学）a 若松伸哉
☆030131-01 3LJ04 文章表現 a 安田正典

火3
☆030952-01 2LJ01・02 国語学講義 b 増井典夫
☆030131-02 3LJ02 文章表現 a 安田正典

火4

☆031184-02 2LJ01・02 作品講読（近・現代文学）a 若松伸哉
☆030986-01 3 国文学特殊講義　日本漢文学 a 中野謙一
030841-01 4 国文学演習Ⅱ（2）中古 a 外山敦子
030881-01 4 国文学演習Ⅱ（6）近・現代Ⅱa 竹内瑞穂
030891-01 4 国語学演習Ⅱ（1）a 増井典夫
030911-01 4 中国文学演習Ⅱa 中塚亮

火5

☆030989-01 2 実践国語教育演習 Aa 武藤洋子
031321-01 4 国文学文献講読演習（2）a 外山敦子
031361-01 4 国文学文献講読演習（6）a 竹内瑞穂
031381-01 4 国語学文献講読演習（1）a 増井典夫
031391-01 4 中国文学文献講読演習 a 中塚亮

水1

☆033002-01 1LJ03・04 古典基礎 外山敦子
☆030323-02 1LJ01・02 国文学講義（5）近代Ⅰa 吉田竜也
☆030311-01 2LJ03・04 国文学講義（4）近世 a 荻原大地
☆030032-01 2LJ01・02 国文学史（2）b 橋本あゆみ
☆033015-01 3 国文学特殊講義　文学と映像表現 a 小倉斉

水2

☆031181-01 1LJ01・02 古典文法基礎 内藤英子
☆030311-02 2LJ01・02 国文学講義（4）近世 a 荻原大地
☆030391-01 2LJ03・04 国文学概論 a 久保朝孝
☆030751-01 3 国文学演習Ⅰ（2）中古 a 外山敦子
☆030771-01 3 国文学演習Ⅰ（4）近世 a 早川由美
☆030781-01 3 国文学演習Ⅰ（5）近・現代Ⅰa 小倉斉
☆031041-01 3 国文学演習Ⅰ（6）近・現代Ⅱa 竹内瑞穂
☆030801-01 3 国語学演習Ⅰ（1）a 増井典夫

水3

☆030391-02 2LJ01・02 国文学概論 a 久保朝孝
☆031182-01 2LJ03・04 作品講読（古典文学）a 内藤英子
☆030741-01 3 国文学演習Ⅰ（1）上代 a 中野謙一
☆031201-01 3 国文学演習Ⅰ（7）近・現代Ⅲa 吉田竜也
☆030101-01 3 国語学演習Ⅰ（2）a 吉田健二
030861-01 4 国文学演習Ⅱ（4）近世 a 早川由美
030871-01 4 国文学演習Ⅱ（5）近・現代Ⅰa 小倉斉

水4

☆031182-02 2LJ01・02 作品講読（古典文学）a 内藤英子
☆030951-01 2LJ03・04 国語学講義 a 吉田健二
☆030821-01 3 中国文学演習Ⅰa 中塚亮
031341-01 4 国文学文献講読演習（4）a 早川由美
031351-01 4 国文学文献講読演習（5）a 小倉斉

水5 ☆030501-01 教育1 国語概説（音声言語及び文章表現を含む）a（注1）吉田健二

木1
☆030031-01 2LJ03・04 国文学史（2）a 小倉斉
☆030131-03 3LJ01 文章表現 a 佐々木亜紀子
☆033013-01 4 国文学特殊講義　日本芸能史 a 深谷大

木2

☆030301-01 1LJ01・02 国文学講義（3）中世 a 塩山貴奈
☆032989-01 2 くずし字読解Ⅱa（2017年度以降） 深谷大
☆030970-01 2 国語学特殊講義　言語学 a 森本俊之
☆030994-01 3 実践国語表現 a 安田正典

木3

☆030301-02 1LJ03・04 国文学講義（3）中世 a 塩山貴奈
☆032994-02 1LJ01・02 くずし字読解Ⅰa（2017年度以降） 荻原大地
☆033007-01 2 国文学特殊講義　仏教文化史 a 近本謙介
☆030131-04 3LJ03 文章表現 a 佐々木亜紀子
☆033017-01 3 国語学特殊講義　ことばの認知科学 a 森本俊之
☆030131-05 教育3 文章表現 a（注3） 安田正典

木4
☆030472-01 2LJ01・02 国文学特殊講義　郷土文学 b 都築春彦
☆030481-01 3 国文学特殊講義　仏教文学 a 近本謙介
☆030998-01 4 実践漢文読解 小池秀男

木5 ☆030996-01 2 実践国語文法 小池秀男

金1

☆030501-02 1LJ03・04 国語概説（音声言語及び文章表現を含む）a 増井典夫
☆030982-01 1LJ01・02 国文学講義（6）近代Ⅱa 竹内瑞穂
☆030721-02 2LJ01・02 中国文学講義 a 住谷孝之
☆030021-01 3LJ03・04 国文学史（1）a 深谷大
☆030761-01 3 国文学演習Ⅰ（3）中世 a 三宅晶子

金2

☆030501-03 1LJ01・02 国語概説（音声言語及び文章表現を含む）a 増井典夫
☆030982-02 1LJ03・04 国文学講義（6）近代Ⅱa 竹内瑞穂
☆030291-01 2LJ01・02 国文学講義（2）中古 a 外山敦子
☆030721-03 2LJ03・04 中国文学講義 a 住谷孝之
☆030021-02 3LJ01・02 国文学史（1）a 深谷大
☆031171-01 4 国文学特殊講義　現代短歌 a 加藤孝男
030851-01 4 国文学演習Ⅱ（3）中世 a 三宅晶子

金3

☆032993-01 1LJ01 評論読解基礎（2017年度以降） 橋本あゆみ
☆032986-01 1LJ03・04 漢字文化（2019年度以降） 住谷孝之
☆030291-02 2LJ03・04 国文学講義（2）中古 a 外山敦子
☆033009-01 2LJ01・02 国文学特殊講義　批評理論 竹内瑞穂
☆030021-03 教育3 国文学史（1）a（注3） 篗田将樹
☆030992-01 3 実践国語教育演習 Ba 武藤洋子
☆033011-01 4 国文学特殊講義　現代小説 a 水川敬章
031331-01 4 国文学文献講読演習（3）a 三宅晶子

金4

☆032994-01 1LJ03・04 くずし字読解Ⅰa（2017年度以降） 篗田将樹
☆032986-02 1LJ01・02 漢字文化（2019年度以降） 住谷孝之
☆030941-01 3 国文学特殊講義　近代詩 a 渡邉章夫
☆032998-01 3 国文学特殊講義　軍記文学 a 森田貴之
☆030711-03 教育3 書道（書写を中心とする）a（注3） 高桑康

金5 ☆030988-01 3 ※キャリアプランニング
　- 国文学科での学びと社会で生きること-（注4）吉田竜也

文学部国文学科　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

卒業論文

030250-01 4 ※卒業論文 中野謙一
030250-02 4 ※卒業論文 外山敦子
030250-03 4 ※卒業論文 三宅晶子
030250-04 4 ※卒業論文 早川由美
030250-05 4 ※卒業論文 小倉斉
030250-06 4 ※卒業論文 竹内瑞穂
030250-07 4 ※卒業論文 吉田竜也
030250-08 4 ※卒業論文 増井典夫
030250-09 4 ※卒業論文 吉田健二
030250-10 4 ※卒業論文 中塚亮

（注1）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科1年生はこのコマを履修する
（注2）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科2年生はこのコマを履修する
（注3）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科3年生はこのコマを履修する
（注4）6/3～7/22の金曜5限で履修する
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文学部総合英語学科　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

月1

☆126101-01 1E3 ※ Elementary English 1（2018年度以降）LEAF
☆126103-08 1E8 ※ Elementary English 3（2018年度以降）KABARA
☆126113-01 2F3．4 ※ Advanced English 1（2018年度以降）EDMUNDS
☆126137-01 2F7．8 ※ Storytelling and Retelling Ⅰ 平林美都子
☆126413-01 3G4 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW

月2

☆126105-01 1E3．4 ※ Elementary English 5 KABARA
☆126106-01 1E10 ※ Elementary English 6 MOLOTSI
☆126113-02 2F7．8 ※ Advanced English 1（2018年度以降）EDMUNDS
☆126138-01 2F1．2 ※ Storytelling and Retelling Ⅱ 平林美都子
☆126407-01 2 Simultaneous Interpretation Ⅰ 浅野輝子
☆126422-01 2 日英対照言語学 夏思洋
☆126411-01 3G1．2 ※Business Communication Ⅰ（General Discussion）LEAF
☆126413-02 3G8 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW
☆126146-01 4 Research Writing Ⅰ WILLIAMS
126303-01 4 ※専門演習Ⅲ 小沢茂

月3

☆126105-02 1E11．12 ※ Elementary English 5 EDMUNDS
☆126106-02 1E3 ※ Elementary English 6 MOLOTSI
☆126433-01 1 子ども概論Ⅰ 岡田泰枝
☆126113-03 2F1．2 ※ Advanced English 1（2018年度以降）KABARA
☆126138-02 2F9．10 ※ Storytelling and Retelling Ⅱ 小沢茂
☆126206-01 2 Film Studies Ⅲ（イギリス文化探訪）（2018年度以降）WILLIAMS
☆126407-02 2 Simultaneous Interpretation Ⅰ 浅野輝子
126301-01 3 ※専門演習Ⅰ 平林美都子

月4

☆126104-01 1E9．10 ※ Elementary English 4（2018年度以降）KABARA
☆126106-03 1E4 ※ Elementary English 6 MOLOTSI
☆126113-04 2F9．10 ※ Advanced English 1（2018年度以降）EDMUNDS
☆126130-01 2F1．2 Practicum in English Linguistics Ⅰ 樗木勇作
☆126211-01 2 History of English 田中智之
126301-02 3 ※専門演習 Ⅰ WILLIAMS

月5 ☆126127-01 1 Basic English Grammar 田中智之

火1

☆126115-01 2F11．12 ※ Advanced English 3 BILODEAU
☆126412-01 3G1．2 ※ Business Communication Ⅱ（Theme-based）TARUC
☆126413-03 3G6 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW

126303-02 4 ※専門演習Ⅲ 平林美都子

火2

☆126101-02 1E5 ※ Elementary English 1（2018年度以降）DYCUS
☆126103-09 1E12 ※ Elementary English 3（2018年度以降）BILODEAU
☆126403-01 1 IELTS Preparation Ⅰ 夏思洋
☆126116-01 2F9．10 ※ Advanced English 4 HARRIS
☆126212-01 2 Topics in International Culture and Society 1 中川亜紀子
☆126411-02 3G7．8 ※Business Communication Ⅰ（General Discussion）BALLESTEROS
☆126412-02 3G3．4 ※ Business Communication Ⅱ（Theme-based）TARUC
☆126413-04 3G10 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW

126303-03 4 ※専門演習Ⅲ KABARA
126303-04 4 ※専門演習Ⅲ WILLIAMS
126305-01 4 ※課題実践演習Ⅰ 平林美都子

火3

☆126405-01 1 TOEFL Preparation Ⅰ 夏思洋
☆126114-01 2F1．2 ※ Advanced English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126117-01 2F3．4 ※ Advanced English 5 DYCUS
☆126138-03 2F7．8 ※ Storytelling and Retelling Ⅱ 小沢茂
☆126212-02 2 Topics in International Culture and Society 1 清水ベアトリックス
☆126212-03 2 Topics in International Culture and Society 1 中川亜紀子
☆126214-01 2 Topics in International Culture and Society 3 NOTESTINE
☆126411-03 3G9．10 ※Business Communication Ⅰ（General Discussion）BALLESTEROS
☆126412-03 3G5．6 ※ Business Communication Ⅱ（Theme-based）TARUC
☆126413-05 3G11 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW

126303-05 4 ※専門演習Ⅲ 二村慎一
126305-02 4 ※課題実践演習Ⅰ BILODEAU
126305-03 4 ※課題実践演習Ⅰ KABARA
126305-04 4 ※課題実践演習Ⅰ WILLIAMS

火4

☆126106-04 1E6 ※ Elementary English 6 NOTESTINE
☆126424-01 1 子ども英語Ⅰ 中山貴子
☆126114-02 2F3．4 ※ Advanced English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126117-02 2F1．2 ※ Advanced English 5 DYCUS
☆126212-04 2 Topics in International Culture and Society 1 清水ベアトリックス
☆126411-04 3G5．6 ※Business Communication Ⅰ（General Discussion）BALLESTEROS
☆126412-04 3G7．8 ※ Business Communication Ⅱ（Theme-based）TARUC

126303-06 4 ※専門演習Ⅲ BILODEAU
126305-05 4 ※課題実践演習Ⅰ 二村慎一

火5
☆126106-05 1E7 ※ Elementary English 6 NOTESTINE
☆126114-03 2F5．6 ※ Advanced English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126115-02 2F1．2 ※ Advanced English 3 BALLESTEROS

水1

☆126102-01 1E7．8 ※ Elementary English 2（2018年度以降）JUNEJA
☆126102-02 1E11．12 ※ Elementary English 2（2018年度以降）SULLIVAN
☆126103-01 1E1 ※ Elementary English 3（2018年度以降）RICART
☆126103-02 1E9 ※ Elementary English 3（2018年度以降）DUNKLEY
☆126113-05 2F5．6 ※ Advanced English 1（2018年度以降）KABARA
☆126118-01 2F3．4 ※ Advanced English 6 MARSHALL
☆126130-02 2F9．10 Practicum in English Linguistics Ⅰ 樗木勇作
☆126130-03 2F11．12 Practicum in English Linguistics Ⅰ 二村慎一
☆126144-01 2 Creative Writing Ⅰ WILLIAMS
☆126202-01 2 英語文化の歴史Ⅰ 佐々木裕美
☆126411-05 3G3．4 ※Business Communication Ⅰ（General Discussion）WRINGER
☆126413-06 3G5 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW

126305-06 4 ※課題実践演習Ⅰ 太田直子

水2

☆126101-03 1E4 ※ Elementary English 1（2018年度以降）WRINGER
☆126102-03 1E9．10 ※ Elementary English 2（2018年度以降）SULLIVAN
☆126103-03 1E5 ※ Elementary English 3（2018年度以降）DUNKLEY
☆126103-10 1E6 ※ Elementary English 3（2018年度以降）BILODEAU
☆126103-04 1E11 ※ Elementary English 3（2018年度以降）RICART
☆126105-03 1E7．8 ※ Elementary English 5 JUNEJA
☆126115-03 2F3．4 ※ Advanced English 3 BALLESTEROS
☆126117-03 2F9．10 ※ Advanced English 5 DYCUS
☆126118-02 2F1．2 ※ Advanced English 6 MARSHALL
☆126130-04 2F5．6 Practicum in English Linguistics Ⅰ 二村慎一
☆126143-01 2 Famous Stories for Use 佐々木裕美
☆126145-01 2 Creative Writing Ⅱ WILLIAMS
☆126202-02 2 英語文化の歴史Ⅰ 小沢茂
☆126413-07 3G9 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW
☆126401-01 3 TOEIC Training Ⅰ KABARA
126303-07 4 ※専門演習Ⅲ 太田直子

水3

☆126101-04 1E10 ※ Elementary English 1（2018年度以降）WRINGER
☆126104-02 1E5．6 ※ Elementary English 4（2018年度以降）RICART
☆126104-03 1E11．12 ※ Elementary English 4（2018年度以降）DUNKLEY
☆126105-04 1E1．2 ※ Elementary English 5 JUNEJA
☆126115-04 2F5．6 ※ Advanced English 3 BALLESTEROS
☆126118-03 2F9．10 ※ Advanced English 6 MARSHALL
☆126130-05 2F3．4 Practicum in English Linguistics Ⅰ 若山真幸
☆126130-06 2F7．8 Practicum in English Linguistics Ⅰ 樗木勇作
☆126143-02 2 Famous Stories for Use 山田幸代
☆126215-01 3 Topics in International Culture and Society 4 WILLIAMS
126301-03 3 ※専門演習Ⅰ 太田直子
126301-04 3 ※専門演習Ⅰ DYCUS
126305-07 4 ※課題実践演習Ⅰ 小沢茂

水4

☆126102-04 1E5．6 ※ Elementary English 2（2018年度以降）JUNEJA
☆126104-04 1E1．2 ※ Elementary English 4（2018年度以降）DUNKLEY
☆126104-05 1E7．8 ※ Elementary English 4（2018年度以降）RICART
☆126403-02 1 IELTS Preparation Ⅰ WRINGER
☆126115-05 2F7．8 ※ Advanced English 3 BALLESTEROS
☆126117-04 2F5．6 ※ Advanced English 5 DYCUS
☆126118-04 2F11．12 ※ Advanced English 6 MARSHALL
☆126137-02 2F3．4 ※ Storytelling and Retelling Ⅰ 山田幸代
☆126206-02 2 Film Studies Ⅲ（イギリス文化探訪）（2018年度以降）WILLIAMS
☆126413-08 3G12 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW

126432-01 4 中・高英語教育実践演習 江坂栄子

水5

☆126101-05 1E6 ※ Elementary English 1（2018年度以降）BAILEY
☆126101-06 1E11 ※ Elementary English 1（2018年度以降）WRINGER
☆126103-05 1E7 ※ Elementary English 3（2018年度以降）RICART
☆126115-06 2F9．10 ※ Advanced English 3 BALLESTEROS
☆126118-05 2F7．8 ※ Advanced English 6 MARSHALL
☆126137-03 2F5．6 ※ Storytelling and Retelling Ⅰ 山田幸代
☆126411-06 3G11．12 ※Business Communication Ⅰ（General Discussion）SULLIVAN
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文学部総合英語学科　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

木1

126001-01 1E3．4 ※ First Year Seminar（注1） 樗木勇作
126001-02 1E5．6 ※ First Year Seminar（注1） 二村慎一
126001-03 1E9．10 ※ First Year Seminar（注1） 若山真幸

☆126102-05 1E1．2 ※ Elementary English 2（2018年度以降）MOLOTSI
☆126104-06 教育1 ※Elementary English 4（2018年度以降）（注2）DUNKLEY
☆126113-06 2F11．12 ※ Advanced English 1（2018年度以降）EDMUNDS
☆126118-06 2F5．6 ※ Advanced English 6 JUNEJA
☆126202-03 2 英語文化の歴史Ⅰ 太田直子
126301-05 3 ※専門演習Ⅰ BILODEAU

☆126431-01 4 教員採用試験対策講座Ⅱ 江坂栄子

木2

☆126101-07 1E7 ※ Elementary English 1（2018年度以降）JUNEJA
☆126102-06 1E3．4 ※ Elementary English 2（2018年度以降）MOLOTSI
☆126103-11 1E10 ※ Elementary English 3（2018年度以降）KABARA
☆126106-06 1E12 ※ Elementary English 6 DUNKLEY
☆126117-05 2F11．12 ※ Advanced English 5 DYCUS
☆126210-01 2 Language & Culture DONAHUE
☆126137-04 2F1．2 ※ Storytelling and Retelling Ⅰ 太田直子
☆126207-01 2 Film Studies Ⅳ（アメリカ文化探訪）（2018年度以降） 今井加寿
☆126216-01 3 Topics in Japanese Culture and Society 篗田将樹

126301-06 3 ※専門演習Ⅰ 小沢茂
126301-07 3 ※専門演習Ⅰ 樗木勇作
126301-08 3 ※専門演習Ⅰ 二村慎一
126301-09 3 ※専門演習Ⅰ 若山真幸

☆126402-01 3 TOEIC Training Ⅱ EDMUNDS
126427-01 3 高校英語教育実践演習Ⅰ（学校文法） 江坂栄子

☆126146-02 4 Research Writing Ⅰ BILODEAU

木3

☆126101-08 1E2 ※ Elementary English 1（2018年度以降）JUNEJA
☆126103-06 1E3 ※ Elementary English 3（2018年度以降）RICART
☆126103-12 1E4 ※ Elementary English 3（2018年度以降）KABARA
☆126103-07 教育1 ※Elementary English 3（2018年度以降）（注2）DUNKLEY
☆126106-07 1E1 ※ Elementary English 6 MOLOTSI
☆126208-01 2 English Media 若山真幸
☆126218-01 2 口承伝統と現代 田中敬一
☆126412-05 3G11．12 ※ Business Communication Ⅱ（Theme-based）DONAHUE
☆126418-01 3 ホスピタリティ英語Ⅰ 山村真由美
126303-08 4 ※専門演習Ⅲ DYCUS

☆126146-03 4 Research Writing Ⅰ 篗田将樹

木4

☆126101-09 1E12 ※ Elementary English 1（2018年度以降）DONAHUE
☆126104-07 1E3．4 ※ Elementary English 4（2018年度以降）JUNEJA
☆126106-08 1E5 ※ Elementary English 6 MOLOTSI
☆126106-09 1E8 ※ Elementary English 6 RICART
☆126106-10 1E9 ※ Elementary English 6 DUNKLEY
☆126127-02 1 Basic English Grammar 太田晶子
☆126208-02 2 English Media 若山真幸
☆126218-02 2 口承伝統と現代 篗田将樹
☆126409-01 2 Translation Ⅰ KABARA
126305-08 4 ※課題実践演習Ⅰ DYCUS

木5
☆126106-11 1E2 ※ Elementary English 6 RICART
☆126106-12 1E11 ※ Elementary English 6 MOLOTSI
☆126127-03 教育1 Basic English Grammar（注2） 太田晶子

金1

126001-04 1E1．2 ※ First Year Seminar（注1） 夏思洋
126001-05 1E7．8 ※ First Year Seminar（注1） 太田直子
126001-06 1E11．12 ※ First Year Seminar（注1） 小沢茂

☆126105-05 1E5．6 ※ Elementary English 5 WRINGER
☆126116-02 2F3．4 ※ Advanced English 4 HARRIS
☆126137-05 2F11．12 ※ Storytelling and Retelling Ⅰ 黒澤純子
☆126138-04 2F5．6 ※ Storytelling and Retelling Ⅱ 山田久美子
☆126413-09 3G7 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW

金2

☆126116-03 2F5．6 ※ Advanced English 4 HARRIS
☆126117-06 2F7．8 ※ Advanced English 5 DYCUS
☆126137-06 2F9．10 ※ Storytelling and Retelling Ⅰ 黒澤純子
☆126138-05 2F11．12 ※ Storytelling and Retelling Ⅱ 山田久美子
☆126421-01 2 Language Acquisition 藤原康弘
☆126413-10 3G3 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW
☆126401-02 3 TOEIC Training Ⅰ WRINGER
126305-09 4 ※課題実践演習Ⅰ 樗木勇作

金3

☆126101-10 1E1 ※ Elementary English 1（2018年度以降）DYCUS
☆126101-11 1E8 ※ Elementary English 1（2018年度以降）WRINGER
☆126101-12 1E9 ※ Elementary English 1（2018年度以降）HARRIS
☆126125-01 1 English Pronunciation Practice Ⅰ 丹羽都美
☆126204-01 1 Film Studies Ⅰ 玉崎紫
☆126114-04 2F7．8 ※ Advanced English 2（2018年度以降）BAILEY
☆126116-04 2F11．12 ※ Advanced English 4 PUDWILL
☆126133-01 2 Corpus Linguistics 藤原康弘
☆126144-02 2 Creative Writing Ⅰ SULLIVAN
☆126413-11 3G1 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW
126303-09 4 ※専門演習Ⅲ 樗木勇作
126303-10 4 ※専門演習Ⅲ 若山真幸

金4

☆126103-13 1E2 ※ Elementary English 3（2018年度以降）DYCUS
☆126105-06 1E9．10 ※ Elementary English 5 SULLIVAN
☆126125-02 1 English Pronunciation Practice Ⅰ 丹羽都美
☆126114-05 2F9．10 ※ Advanced English 2（2018年度以降）BAILEY
☆126116-05 2F1．2 ※ Advanced English 4 PUDWILL
☆126116-06 2F7．8 ※ Advanced English 4 HARRIS
☆126138-06 2F3．4 ※ Storytelling and Retelling Ⅱ 三原穂
☆126413-12 3G2 ※ Business Communication Ⅲ（Project-based）CHEW
126305-10 4 ※課題実践演習Ⅰ 若山真幸

金5
☆126114-06 2F11．12 ※ Advanced English 2（2018年度以降）BAILEY
☆126412-06 3G9．10 ※ Business Communication Ⅱ（Theme-based）SULLIVAN

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

☆126423-01 1 小学校外国語活動演習 石浜博之 8/29（月）～9/2（金）1～3限
☆別途申込 
126307-01 2-4 長期海外セミナー1（前期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126308-01 2-4 長期海外セミナー2（前期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126309-01 2-4 長期海外セミナー3（前期） 樗木勇作 別途掲示参照

☆別途申込 
126310-01 2-4 長期海外セミナー4（前期） 樗木勇作 別途掲示参照

☆別途申込 
126311-01 2-4 長期海外セミナー5（前期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126312-01 2-4 長期海外セミナー6（前期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126313-01 2-4 長期海外セミナー7（前期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126314-01 2-4 長期海外セミナー8（前期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

学外実習 ☆126426-01 1 小学校英語教育実践演習Ⅱ 樗木勇作

（注1） 木曜日の授業は、4/14～6/9で履修する 
金曜日の授業は、4/15～6/10で履修する

（注2）総合英語学科および英文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科1年生はこのコマを履修する
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月1

△124003-01 1LA07-12 ※教育原理 佐藤実芳
☆124065-01 2LA 奇数クラス 特別活動指導法 太田敬一郎
☆124112-01 2LA 偶数クラス 児童英語教育法Ⅰ（2019年度以降） 松井千代
△124008-01 3 介護実践演習 佐藤賢
☆124100-01 4 児童英語教育法Ⅰ（2018年度以前） 松井千代

月2

△124003-02 1LA01-06 ※教育原理 佐藤実芳
☆124005-01 1LA07-12 ※特別支援教育論 佐藤賢
☆124065-02 2LA 偶数クラス 特別活動指導法 太田敬一郎
☆124112-02 2LA 奇数クラス 児童英語教育法Ⅰ（2019年度以降） 松井千代
☆124078-01 3 病弱者の心理・生理・病理 松井通記
☆124100-02 4 児童英語教育法Ⅰ（2018年度以前） 松井千代

月3
☆124087-01 2 肢体不自由者の指導 猶原秀明
124059-01 3 図画工作科教育法Ⅱ 山本和久

月4
☆124032-01 1LA01-06 初等国語 中嶋真弓
☆124016-01 2 ポルトガル語Ⅱ 瀧藤千恵美
☆124076-01 3 知的障害者の心理・生理・病理 猶原秀明

月5
☆124032-02 1LA07-12 初等国語 中嶋真弓
☆124077-01 3 肢体不自由者の心理・生理・病理 野井未加

火1
124057-01 3 音楽科教育法Ⅱ 浅田まり子

☆124079-01 3 言語障害者の心理・生理・病理 板倉寿明

火2
△124042-01 1LA01-06 教職入門 山本和久
124061-01 3 家庭科教育法Ⅱ 加藤厚子

火3
△124042-02 1LA07-12 教職入門 山本和久
☆124037-01 2LA05-08 初等音楽 浅田まり子
☆124107-01 3 外国人児童生徒教育概論Ⅰ 松井千代

火4
☆124034-01 1LA01-06 初等算数 星野将直
☆124030-01 3 生涯発達支援論 渡辺かよ子
△124069-01 3 カウンセリング 野井未加

火5

☆124034-02 1LA07-12 初等算数 星野将直
124047-01 2 国語科教育法Ⅱ 中嶋真弓

△124073-01 2 児童保健 高橋昌久
☆124082-01 3 軽度発達障害者の心理・生理・病理 二宮昭

水1

124007-01 1 ※総合演習 浅田まり子
124007-02 1 ※総合演習 海老崎功
124007-03 1 ※総合演習 加藤智
124007-04 1 ※総合演習 楠元町子
124007-05 1 ※総合演習 佐藤賢
124007-06 1 ※総合演習 佐藤実芳
124007-07 1 ※総合演習 猶原秀明
124007-08 1 ※総合演習 中嶋真弓
124007-09 1 ※総合演習 野井未加
124007-10 1 ※総合演習 星野将直
124007-11 1 ※総合演習 松井千代
124007-12 1 ※総合演習 松田秀子
124007-13 1 ※総合演習 三和義武
124007-14 1 ※総合演習 山本和久
124007-15 1 ※総合演習 渡辺かよ子

☆124084-01 2LA01-06 視覚障害者の指導（注1） 棚橋義則
☆124084-02 2LA07-12 視覚障害者の指導（注1） 棚橋義則
☆124085-01 2LA01-06 聴覚障害者の指導（注2） 濱田照男
☆124085-02 2LA07-12 聴覚障害者の指導（注2） 濱田照男
☆124022-01 3 児童福祉論 柴田瞳

水2

☆124005-02 1LA01-06 ※特別支援教育論 佐藤賢
△124033-01 2 初等社会 楠元町子
△124039-01 2 初等家庭 加藤厚子
☆124081-01 3 重複障害者の心理・生理・病理 濱田照男

水3
☆124028-01 3 教育文化史 渡辺かよ子
△124071-01 4 教職実践演習（小） 猶原秀明　他

水4
☆124068-01 2LA07-12 教育相談 今本利一
☆124080-01 3 情緒障害者の心理・生理・病理 平野銘子

水5 ☆124068-02 2LA01-06 教育相談 今本利一

木1
☆124075-01 2 障害者の心理・生理・病理 猶原秀明
124057-02 3 音楽科教育法Ⅱ 長谷川滋夫

木2

124055-01 2 生活科教育法Ⅱ 加藤智
☆124020-01 2 スポーツ指導法 蛭田秀一
124049-01 3 社会科教育法Ⅱ 楠元町子

☆124098-01 4 教育実習（特） 佐藤賢

木3
124051-01 2 算数科教育法Ⅱ 星野将直
124014-01 4 総合表現 浅田まり子

木4

124009-01 3 ※専門演習Ⅰa 浅田まり子
124009-02 3 ※専門演習Ⅰa 海老崎功
124009-03 3 ※専門演習Ⅰa 加藤智
124009-04 3 ※専門演習Ⅰa 楠元町子
124009-05 3 ※専門演習Ⅰa 佐藤実芳
124009-06 3 ※専門演習Ⅰa 猶原秀明
124009-07 3 ※専門演習Ⅰa 中嶋真弓
124009-08 3 ※専門演習Ⅰa 野井未加
124009-09 3 ※専門演習Ⅰa 星野将直
124009-10 3 ※専門演習Ⅰa 松井千代
124009-11 3 ※専門演習Ⅰa 松田秀子
124009-12 3 ※専門演習Ⅰa 三和義武
124009-13 3 ※専門演習Ⅰa 山本和久
124009-14 3 ※専門演習Ⅰa 渡辺かよ子

木5

124011-01 4 ※専門演習Ⅱa 浅田まり子
124011-02 4 ※専門演習Ⅱa 加藤智
124011-03 4 ※専門演習Ⅱa 楠元町子
124011-04 4 ※専門演習Ⅱa 佐藤成哉
124011-05 4 ※専門演習Ⅱa 佐藤賢
124011-06 4 ※専門演習Ⅱa 佐藤実芳
124011-07 4 ※専門演習Ⅱa 猶原秀明
124011-08 4 ※専門演習Ⅱa 中嶋真弓
124011-09 4 ※専門演習Ⅱa 野井未加
124011-10 4 ※専門演習Ⅱa 星野将直
124011-11 4 ※専門演習Ⅱa 松井千代
124011-12 4 ※専門演習Ⅱa 松田秀子
124011-13 4 ※専門演習Ⅱa 三和義武
124011-14 4 ※専門演習Ⅱa 山本和久
124011-15 4 ※専門演習Ⅱa 渡辺かよ子

金1 ☆124070-01 3 教育実習（小） 加藤智

金2
☆124037-02 2LA09-12 初等音楽 浅田まり子

124052-01 2LA05-08 理科教育法Ⅰ 海老崎功
☆124062-01 2LA01-04 体育科教育法Ⅰ 松田秀子

金3

☆124037-03 2LA01-04 初等音楽 浅田まり子
124052-02 2LA09-12 理科教育法Ⅰ 海老崎功

☆124062-02 2LA05-08 体育科教育法Ⅰ 松田秀子
☆124017-01 3 環境教育 加藤智

金4
△124036-01 1 初等生活 加藤智
124052-03 2LA01-04 理科教育法Ⅰ 海老崎功

☆124062-03 2LA09-12 体育科教育法Ⅰ 松田秀子
金5 ☆124052-04 2（教育以外）理科教育法Ⅰ 佐藤成哉

●次ページに続く

文学部教育学科　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）LA01-06組の学生は4/13～6/8の水曜1限で、LA07-12組の学生は4/13，6/15～7/27の水曜1限で履修する
（注2）LA01-06組の学生は4/13，6/15～7/27の水曜1限で、LA07-12組の学生は4/13～6/8の水曜1限で履修する
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 124041-01 2 体育特殊演習 松田秀子 8/31（水）～9/2（金）1～3限，9/5（月）～9/6（火）1～3限

卒業論文

124013-01 4 ※卒業研究 浅田まり子
124013-02 4 ※卒業研究 加藤智
124013-03 4 ※卒業研究 楠元町子
124013-04 4 ※卒業研究 佐藤成哉
124013-05 4 ※卒業研究 佐藤賢
124013-06 4 ※卒業研究 佐藤実芳
124013-07 4 ※卒業研究 猶原秀明
124013-08 4 ※卒業研究 中嶋真弓
124013-09 4 ※卒業研究 野井未加
124013-10 4 ※卒業研究 星野将直
124013-11 4 ※卒業研究 松井千代
124013-12 4 ※卒業研究 松田秀子
124013-13 4 ※卒業研究 三和義武
124013-14 4 ※卒業研究 山本和久
124013-15 4 ※卒業研究 渡辺かよ子

学外実習

124006-01 1 ※学校教育体験 浅田まり子
124006-02 1 ※学校教育体験 海老崎功
124006-03 1 ※学校教育体験 加藤智
124006-04 1 ※学校教育体験 楠元町子
124006-05 1 ※学校教育体験 佐藤賢
124006-06 1 ※学校教育体験 佐藤実芳
124006-07 1 ※学校教育体験 猶原秀明
124006-08 1 ※学校教育体験 中嶋真弓
124006-09 1 ※学校教育体験 野井未加
124006-10 1 ※学校教育体験 星野将直
124006-11 1 ※学校教育体験 松井千代
124006-12 1 ※学校教育体験 松田秀子
124006-13 1 ※学校教育体験 三和義武
124006-14 1 ※学校教育体験 山本和久
124006-15 1 ※学校教育体験 渡辺かよ子

文学部教育学科　専門教育科目（前期　長久手）

（注1）LA01-06組の学生は4/13～6/8の水曜1限で、LA07-12組の学生は4/13，6/15～7/27の水曜1限で履修する
（注2）LA01-06組の学生は4/13，6/15～7/27の水曜1限で、LA07-12組の学生は4/13～6/8の水曜1限で履修する
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月1
△212210-01 2 CG 制作演習Ⅰ 鈴木清重
△212318-01 2 学術情報検索演習 池田光雪
△214008-01 2 データアナリティクス 森博子

月2

☆214005-01 1 情報サービス論Ⅰ 伊藤真理
△212115-01 2 実験計測演習 鈴木清重
△211040-01 3 対人行動学演習 高原美和
☆212217-01 3 システム設計演習 浦尾彰
△214012-01 3 制御プログラミング演習 森博子

月3

☆214026-01 2 リソースアクセス管理論 伊藤真理
213001-01 3 ※卒業プロジェクトⅠ 三和義秀

△211037-01 3 システム開発演習2（マクロ） 西荒井学
△211040-02 3 対人行動学演習 高原美和
213003-01 4 ※卒業プロジェクトⅢ 浦尾彰
213003-02 4 ※卒業プロジェクトⅢ 森博子

月4

△211031-01 1（1） ※基礎ゼミ 伊藤真理
△211031-02 1（2） ※基礎ゼミ 高原美和
△214006-01 1（28） コンピュータ計算入門 親松和浩
☆211017-01 2 消費者行動論 関川靖
△212210-02 2 CG 制作演習Ⅰ 鈴木清重
213001-02 3 ※卒業プロジェクトⅠ 浦尾彰
213001-03 3 ※卒業プロジェクトⅠ 森博子

☆212325-01 3 情報基礎論 村主朋英
213003-03 4 ※卒業プロジェクトⅢ 三和義秀

月5
△214006-02 1（29） コンピュータ計算入門 親松和浩
△212318-02 2 学術情報検索演習 伊藤真理

火1 △212211-01 3 CG 制作演習Ⅱ 松島俊介

火2
☆214004-01 1 心理学概論 満倉英一
△212211-02 3 CG 制作演習Ⅱ 松島俊介
△212212-01 3 映像制作演習 鈴木清重

火3

△211022-01 1 ネットワーク論 三和義秀
☆211033-01 1 メディア論入門 菅野育子
☆212119-01 2 音響学 牧勝弘
△211036-01 3 システム開発演習1（Web アプリ） 佐藤朝美
☆212204-01 3 ロボティクス（2019年度以前） 浦尾彰
△212211-03 3 CG 制作演習Ⅱ 松島俊介
☆215012-01 3 読書とコミュニケーション（2020年度以降） 中西由香里
213003-04 4 ※卒業プロジェクトⅢ 高原美和

火4

△211031-03 1（3） ※基礎ゼミ 親松和浩
△211031-04 1（4） ※基礎ゼミ 菅野育子
☆215002-01 2 ※ AI（人工知能）入門（注1） 牧勝弘
213001-04 3 ※卒業プロジェクトⅠ 鈴木清重

△212211-04 3 CG 制作演習Ⅱ 松島俊介
☆212313-01 3 学術情報システム論 池田光雪
☆212109-01 3・4 人間工学 神田幸治

火5
△211035-01 2 SE 入門 佐藤朝美　他
△215007-01 2 CG ゲーム AI 数学入門 親松和浩
☆212323-01 3 デジタルアーカイブズ論 菅野育子

水1
☆211003-01 1 ※人間情報入門 牧勝弘　他
△211018-01 2 調査法演習 花塚優貴

水2

△211031-05 1（5） ※基礎ゼミ 天野成昭
△211031-06 1（6） ※基礎ゼミ 池田光雪
△211031-07 1（7） ※基礎ゼミ 浦尾彰
△211031-08 1（8） ※基礎ゼミ 國分三輝
△211031-09 1（9） ※基礎ゼミ 佐藤朝美
△211031-11 1（11） ※基礎ゼミ 三和義秀
△211031-12 1（12） ※基礎ゼミ 森博子
△211018-02 2 調査法演習 花塚優貴
△211029-01 2 プログラミング演習3（Java） 神田久恵
☆212307-01 2 情報メディア論 菅野育子
213001-05 3 ※卒業プロジェクトⅠ 伊藤真理
213001-06 3 ※卒業プロジェクトⅠ 親松和浩
213001-07 3 ※卒業プロジェクトⅠ 瀬谷安弘
213001-08 3 ※卒業プロジェクトⅠ 牧勝弘

☆212206-01 3・4 学習メディア論 亀井美穂子

水3

☆211023-01 1 情報セキュリティ論 牧勝弘
△211018-03 2 調査法演習 國分三輝
△211027-01 2 プログラミング演習1（C） 神田久恵
213001-09 3 ※卒業プロジェクトⅠ 池田光雪
213001-10 3 ※卒業プロジェクトⅠ 菅野育子

△212214-01 3 ロボット製作演習 森博子
213003-06 4 ※卒業プロジェクトⅢ 天野成昭
213003-07 4 ※卒業プロジェクトⅢ 伊藤真理
213003-08 4 ※卒業プロジェクトⅢ 瀬谷安弘

水4
△211029-02 2 プログラミング演習3（Java） 神田久恵
☆214017-01 2 心理学史 花塚優貴

水5 ☆214016-01 2 発達心理学概論 花塚優貴

木1

△211021-01 1（18） ※情報処理論 浦尾彰
△211031-13 1（13） ※基礎ゼミ 明石法子
△211031-14 1（14） ※基礎ゼミ 瀬谷安弘
△211031-15 1（15） ※基礎ゼミ 牧勝弘
△211031-16 1（16） ※基礎ゼミ 満倉英一
△211031-17 1（17） ※基礎ゼミ 村主朋英
△215001-01 1（22） ※データサイエンスⅠ（心理基礎）（2020年度以降） 花塚優貴
△215001-02 1（23） ※データサイエンスⅠ（心理基礎）（2020年度以降） 行松慎二
△212210-03 2 CG 制作演習Ⅰ 鈴木清重
△212215-03 2 マルチメディアデザイン演習 石丸みどり
213001-11 3 ※卒業プロジェクトⅠ 天野成昭

木2

△211021-02 1（19） ※情報処理論 三和義秀
△211021-03 1（20） ※情報処理論 神田久恵
△215001-03 1（24） ※データサイエンスⅠ（心理基礎）（2020年度以降） 天野成昭
△211027-02 2 プログラミング演習1（C） 大嶽麻里子
☆212106-01 2 色彩学 高原美和
213003-05 4 ※卒業プロジェクトⅢ 鈴木清重
213003-09 4 ※卒業プロジェクトⅢ 菅野育子
213003-10 4 ※卒業プロジェクトⅢ 牧勝弘

木3

△215001-04 1（25） ※データサイエンスⅠ（心理基礎）（2020年度以降） 満倉英一
△211022-02 1 ネットワーク論 三和義秀
△211019-01 2 ※心理実験演習Ⅰ（注2） 天野成昭　他
△212318-03 2 学術情報検索演習 池田光雪
213001-12 3 ※卒業プロジェクトⅠ 國分三輝
213001-13 3 ※卒業プロジェクトⅠ 高原美和

木4

△211019-01 2 ※心理実験演習Ⅰ（注2） 天野成昭　他
△214024-01 2 情報サービス論Ⅱ 家禰淳一
△215004-01 2 プログラミング演習2（Python） 神田久恵
☆212205-01 3 プロダクトデザイン論 岡田心　他
213003-11 4 ※卒業プロジェクトⅢ 國分三輝

木5
☆214028-01 2 主題分析論 家禰淳一
☆212205-02 3 プロダクトデザイン論 岡田心　他

金1

△211021-04 1（21） ※情報処理論 佐藤朝美
△212207-01 2 データベース論 池田光雪
△212215-01 2 マルチメディアデザイン演習 土屋花琳
☆214015-01 2 比較心理学 花塚優貴
△215004-02 2 プログラミング演習2（Python） 瀬谷安弘

金2

△215001-05 1（26） ※データサイエンスⅠ（心理基礎）（2020年度以降） 花塚優貴
☆212108-01 2 感性工学 國分三輝
213001-14 3 ※卒業プロジェクトⅠ 村主朋英

△211038-01 3 システム開発演習3（Android） 佐藤朝美
△212212-02 3 映像制作演習 鈴木清重
213003-12 4 ※卒業プロジェクトⅢ 池田光雪
213003-13 4 ※卒業プロジェクトⅢ 親松和浩

金3

△215001-06 1（27） ※データサイエンスⅠ（心理基礎）（2020年度以降） 花塚優貴
△214006-03 1（30） コンピュータ計算入門 奥村文徳
△212209-01 2 Web・アニメ制作演習 鈴木清重
213001-15 3 ※卒業プロジェクトⅠ 佐藤朝美
213003-14 4 ※卒業プロジェクトⅢ 村主朋英

金4

△214006-04 1（31） コンピュータ計算入門 奥村文徳
☆212202-01 2 マルチメディアデザイン論 國分三輝
△212209-02 2 Web・アニメ制作演習 鈴木清重
213003-15 4 ※卒業プロジェクトⅢ 佐藤朝美

人間情報学部人間情報学科　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名
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（注1）2020年度以降入学者は必修，2019年度以前入学者は選択。
（注2）2018年度以降入学者の心理情報専修所属学生のみ必修，他専修所属学生および2017年度以前入学者は選択。木曜3・4限で履修する（2時限連続授業）。
（注3）2・3年生のみ履修可（4年生は履修不可）。
（注4）心理情報専修所属学生は必修，他専修所属学生は選択。
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

△212213-01 2 サウンド制作演習 大久保雅基 8/22（月）～8/24（水）1～4限，8/25（木）1～3限
△別途申込 
214007-01 2 海外フィールドスタディⅠ 森博子 事前研修：別途掲示参照 

海外研修：9/1（木）～9/7（水）
214003-01 2・3 データサイエンスⅡ（心理実験設計）（注3） 明石法子 4/1（金）4限，4/4（月）1～4限，4/5（火）1～2限，4/6（水）・4/7（木）1～4限

△211008-01 3 ※キャリアデザイン（人間情報） 高原美和　他 5/14（土）2～4限，5/28（土）・6/11（土）・6/25（土）1～4限，7/9（土）予備日
☆212303-01 3 記号処理論（2019年度以前） 宮田玲 8/29（月）～8/31（水）1～4限，9/1（木）1～3限
☆212309-01 3 科学コミュニケーション論 山科直子 5/21（土）・6/4（土）・6/18（土）1～4限，7/2（土）1～3限

☆212326-01 3 情報探索行動論（2019年度以前） 河村俊太郎 オンデマンド：6/13（月），6/20（月），6/27（月），7/4（月），7/11（月），7/18（月），7/25（月） 
対面：7/16（土）・7/30（土）2～5限

☆215013-01 3・4 学習支援論（2020年度以降） 小林達也 8/22（月）～8/24（水）1～4限，8/25（木）1～3限

卒業論文

213005-01 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 天野成昭
213005-02 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 池田光雪
213005-03 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 伊藤真理
213005-04 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 浦尾彰
213005-05 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 親松和浩
213005-06 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 國分三輝
213005-07 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 佐藤朝美
213005-08 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 菅野育子
213005-09 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 鈴木清重
213005-10 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 瀬谷安弘
213005-11 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 高原美和
213005-12 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 牧勝弘
213005-13 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 三和義秀
213005-14 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 村主朋英
213005-15 4 ※卒業論文・卒業制作（注4） 森博子

人間情報学部人間情報学科　専門教育科目（前期　長久手）

（注1）2020年度以降入学者は必修，2019年度以前入学者は選択。
（注2）2018年度以降入学者の心理情報専修所属学生のみ必修，他専修所属学生および2017年度以前入学者は選択。木曜3・4限で履修する（2時限連続授業）。
（注3）2・3年生のみ履修可（4年生は履修不可）。
（注4）心理情報専修所属学生は必修，他専修所属学生は選択。

人
間
情
報
学
部　

人
間
情
報
学
科

-46-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



●次ページに続く

心理学部心理学科　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

月1
☆222105-01 2 ネットワークの社会心理学 平島太郎
223003-01 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 大崎園生
223003-02 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 清瀧裕子

月2

☆222203-01 2 社会性の発達 蒲谷槙介
221019-01 3 データ解析Ⅱ 平島太郎
223001-01 3 ※専門演習Ⅰ 久保南海子
223001-02 3 ※専門演習Ⅰ 成澤元

☆222404-01 3・4 比較心理学 松尾貴司
223003-01 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 大崎園生
223003-02 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 清瀧裕子

月3

221035-01 1PF07 ※心理学実験Ⅰa 蒲谷槙介　他
221035-02 1PF08 ※心理学実験Ⅰa 大久保諒
223001-03 3 ※専門演習Ⅰ 大崎園生
223001-04 3 ※専門演習Ⅰ 清瀧裕子
223001-05 3 ※専門演習Ⅰ 西出隆紀
223001-06 3 ※専門演習Ⅰ 吉崎一人
223003-03 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 久保南海子
223003-04 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 成澤元

月4

221035-03 1PF01 ※心理学実験Ⅰa 蒲谷槙介
221035-04 1PF03 ※心理学実験Ⅰa 石川佳奈
221045-01 2（1） ※心理学論文講読（2018年度以降） 大久保諒
223003-05 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 西出隆紀
223003-06 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 吉崎一人
223003-03 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 久保南海子
223003-04 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 成澤元

月5
223003-05 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 西出隆紀
223003-06 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 吉崎一人

火1
222418-01 2 関係行政論（2018年度以降） 村林聖子

☆224012-01 2-4 政治学 李相睦
221019-02 3 データ解析Ⅱ 大久保諒

火2
☆222202-01 2 老年心理学 久保南海子
221019-03 3 データ解析Ⅱ 大久保諒　他

火3

☆221039-01 1 ※心理学統計法 丹藤克也
221013-01 2 心理学研究法観察演習（注1） 久保南海子　他
221014-01 2 心理学研究法実験演習（生理）（注1） 加藤公子　他

☆222429-01 3・4 福祉心理学（2018年度以降） 浜本真規子

火4
221013-01 2 心理学研究法観察演習（注1） 久保南海子　他
221014-01 2 心理学研究法実験演習（生理）（注1） 加藤公子　他
222417-01 2 人体の構造と機能及び疾病（2018年度以降）高橋昌久

水1
☆222306-01 2 地域支援と臨床心理学 大崎園生
223003-07 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 髙橋昇
223003-08 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 松尾貴司

水2

221035-05 1PF02 ※心理学実験Ⅰa 加藤公子
221035-06 1PF04 ※心理学実験Ⅰa 坂田陽子

☆222005-01 2 日常行動の認知心理学 丹藤克也
223001-07 3 ※専門演習Ⅰ 小川一美
223003-07 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 髙橋昇
223003-08 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 松尾貴司

水3

221035-07 1PF05 ※心理学実験Ⅰa 成澤元
221035-08 1PF06 ※心理学実験Ⅰa 吉崎一人
221045-03 2（2） ※心理学論文講読（2018年度以降） 坂田陽子　他
223001-08 3 ※専門演習Ⅰ 斎藤和志
223001-09 3 ※専門演習Ⅰ 髙野恵代
223001-10 3 ※専門演習Ⅰ 髙橋昇
223001-11 3 ※専門演習Ⅰ 平島太郎
223001-12 3 ※専門演習Ⅰ 松尾貴司
223003-09 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 小川一美

水4

☆222001-01 2 精神生理学 成澤元
☆222421-01 3・4 知覚・認知心理学 行松慎二
223003-10 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 斎藤和志
223003-11 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 髙野恵代
223003-12 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 平島太郎
223003-09 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 小川一美

水5
223003-10 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 斎藤和志
223003-11 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 髙野恵代
223003-12 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 平島太郎

木1

☆221001-01 1 ※心理学概論Ⅰ（注2） 松尾貴司　他
☆221002-01 1 ※心理学概論Ⅱ（注3） 髙野恵代　他
221018-01 2PF03・06 データ解析Ⅰ 小川一美　他

☆222423-01 3・4 神経・生理心理学 加藤公子

木2

☆221001-01 1 ※心理学概論Ⅰ（注2） 松尾貴司　他
☆221002-01 1 ※心理学概論Ⅱ（注3） 髙野恵代　他
221018-02 2PF04・08 データ解析Ⅰ 大久保諒
221038-01 3 心理学研究法総合演習（2018年度以降） 平島太郎　他

木3

221018-03 2PF01・05 データ解析Ⅰ 丹藤克也
221045-04 2（3） ※心理学論文講読（2018年度以降） 坂田陽子
221045-05 2（4） ※心理学論文講読（2018年度以降） 成澤元

☆224008-01 2-4 法律学概論 小林智

木4
221018-04 2PF02・07 データ解析Ⅰ 大久保諒

☆224006-01 2-4 倫理学概論 小林智
☆224007-01 2-4 宗教学概論 伊藤秀真

金1

☆222302-01 2 心理療法 西出隆紀
☆224010-01 2-4 経済学概論 鶴田利恵

221041-01 3 心理的アセスメントⅡ（注4） 大久保諒　他
221041-02 3 心理的アセスメントⅡ（注4） 大久保諒　他
223003-13 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 蒲谷槙介
223003-14 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 浜本真規子

金2

221041-01 3 心理的アセスメントⅡ（注4） 大久保諒　他
221041-02 3 心理的アセスメントⅡ（注4） 大久保諒　他
223003-13 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 蒲谷槙介
223003-14 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 浜本真規子

金3

☆222101-01 2 対人コミュニケーションの社会心理学 小川一美
223001-13 3 ※専門演習Ⅰ 加藤公子
223001-14 3 ※専門演習Ⅰ 蒲谷槙介
223001-15 3 ※専門演習Ⅰ 坂田陽子
223001-16 3 ※専門演習Ⅰ 丹藤克也
223001-17 3 ※専門演習Ⅰ 浜本真規子

金4

☆222410-01 3・4 産業・組織心理学 石川佳奈
223003-15 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 加藤公子
223003-16 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 坂田陽子
223003-17 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 丹藤克也

金5

☆222422-01 3・4 学習・言語心理学 増田尚史
223003-15 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 加藤公子
223003-16 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 坂田陽子
223003-17 4 ※専門演習Ⅲ（注1） 丹藤克也

（注1）2時限連続で履修する
（注2）4/14～6/9の木曜1・2限の2時限連続で履修する
（注3）6/16～8/4の木曜1・2限の2時限連続で履修する
（注4）金曜1・2限の2時限連続で、前半は4/15～6/10、後半は4/15、6/17～7/29で履修する。詳細は掲示で確認すること。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
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手



【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 221027-01 3 ※心理学とキャリア 小川一美　他 8/30（火），8/31（水）1～4限

卒業論文

223005-01 4 ※卒業論文 大崎園生
223005-02 4 ※卒業論文 小川一美
223005-03 4 ※卒業論文 加藤公子
223005-04 4 ※卒業論文 蒲谷槙介
223005-05 4 ※卒業論文 清瀧裕子
223005-06 4 ※卒業論文 久保南海子
223005-07 4 ※卒業論文 斎藤和志
223005-08 4 ※卒業論文 坂田陽子
223005-09 4 ※卒業論文 髙野恵代
223005-10 4 ※卒業論文 髙橋昇
223005-11 4 ※卒業論文 丹藤克也
223005-12 4 ※卒業論文 成澤元
223005-13 4 ※卒業論文 西出隆紀
223005-14 4 ※卒業論文 浜本真規子
223005-15 4 ※卒業論文 平島太郎
223005-16 4 ※卒業論文 松尾貴司
223005-17 4 ※卒業論文 吉崎一人

学外実習 221043-01 4 心理実習Ⅰ(2018年度以降 ) 大崎園生　他

心理学部心理学科　専門教育科目（前期　長久手）

（注1）2時限連続で履修する
（注2）4/14～6/9の木曜1・2限の2時限連続で履修する
（注3）6/16～8/4の木曜1・2限の2時限連続で履修する
（注4）金曜1・2限の2時限連続で、前半は4/15～6/10、後半は4/15、6/17～7/29で履修する。詳細は掲示で確認すること。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



創造表現学部創造表現学科　学部共通科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

月1
☆271112-01 1・2 心理学 浦邉綾子
☆271115-01 1・2 コミュニケーション論 高井次郎

月2 ☆271110-01 1・2 文化人類学 三木誠
月3 271101-01 1 デザイントレーニング a（CG） 末次新市

月4
271102-01 1 デザイントレーニング b（DTP） 末次新市

☆271120-01 1・2 写真論 坂倉守

月5
271101-02 1 デザイントレーニング a（CG） 末次新市

☆271114-01 1・2 メディアリテラシー 松井広志
火1 ☆271108-01 1・2 社会学概論 堀田裕子

火2
☆271104-01 1・2 アートマネジメント 藤井克
☆271113-01 1・2 考現学 貝沼明華

火3
☆271107-01 1・2 社会調査法 新城優子
☆271121-01 1・2 広告論 石川正裕

火4 ☆271132-01 1・2 近現代の音楽 野田雅巳
水4 △271105-01 メデプロ1（1）※知的財産権 鈴木恵美

水5
△271105-02 メデプロ1（2）※知的財産権 鈴木恵美
☆271123-01 2・3 イベントプランニング入門 長谷川聡

木1 ☆271122-01 1・2 映画論 小倉史
木2 ☆271133-01 1・2 モダンデザイン文化史 河辺泰宏
木3 ☆271117-01 1・2 ジャーナリズム論 藤田良治

木5 ☆271124-01 2・3 広告表現入門（注1／ 
15週のうち7週は学外施設で開講） 浅井芳樹

金3
☆271118-01 1・2 出版文化論 a 劉永昇
☆271130-01 1・2 近現代の美術 a（西洋美術） 藤井健仁

金4 ☆271131-01 1・2 近現代の美術 b（日本美術） 藤井健仁

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
☆271116-01 1・2 サブカルチャー論 岡本健 8/29（月）3～5限、8/30（火）～9/1（木）2～5限
271103-01 建築3 ※キャリアプランニング（注2） 三井裕美 8/24（水），8/25（木）1～4限

（注1）15週の授業のうち、7週は学外施設（名古屋市中区丸の内3-20-9「三晃社ビル」）で開講。履修登録の際は、移動時間も考慮して時間割を組むこと。
（注2）建築・インテリアデザイン専攻の3年生はこの授業を履修すること。

創
造
表
現
学
部
共
通

-49-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月3 ☆272141-01 2・3 戯曲 a 刈馬カオス
月5 ☆272191-01 1・2 身体表現法 a 山田珠実
火2 ☆272191-02 1・2 身体表現法 a 山田珠実

火3

272117-01 1CS02・CS05 ※基礎講読 永井聖剛
☆272111-01 1・2 言語表現入門 b 角田達朗
☆272116-01 1・2 マンガ・アニメ史 押山美知子
☆272120-01 2・3 クリエイティブライティング b 佐々木亜紀子
☆272134-01 2・3 現代小説 a 清水良典
☆272137-01 2・3 近代小説 b 若松伸哉
☆272168-01 2・3 ステージデザイン 藤井克
272202-01 3 ※演習Ⅱa（2） 柳井貴士
272209-01 3 ※演習Ⅱa（9） 刈馬カオス
272250-01 4 ※演習Ⅲa（10） 小倉史

火4

☆272105-01 1・2 漢文学概説 角田達朗
☆272110-01 1・2 言語表現入門 a 佐々木亜紀子

272210-01 3 ※演習Ⅱa（10） 小倉史
☆272154-01 3・4 講読演習 a 永井聖剛

272242-01 4 ※演習Ⅲa（2） 柳井貴士
272249-01 4 ※演習Ⅲa（9） 刈馬カオス

水1 ☆272142-01 2・3 児童文学 酒井晶代

水2

☆272113-01 1・2 演劇 a（西洋） 海上宏美
△272127-01 2 ※基礎演習Ⅱb 清水良典
△272127-02 2 ※基礎演習Ⅱb 角田達朗
△272127-03 2 ※基礎演習Ⅱb 柳井貴士
△272127-04 2 ※基礎演習Ⅱb 吉田朝香
☆272160-01 3・4 講読演習ｇ 小倉史

水3

272118-01 1CS01 ※基礎演習Ⅰ 小倉史
272118-02 1CS02 ※基礎演習Ⅰ 酒井晶代
272118-03 1CS03 ※基礎演習Ⅰ 清水良典
272118-04 1CS04 ※基礎演習Ⅰ 角田達朗
272118-05 1CS05 ※基礎演習Ⅰ 永井聖剛
272118-06 1CS06 ※基礎演習Ⅰ 柳井貴士
272118-07 1CS07 ※基礎演習Ⅰ 押山美知子

☆272103-01 1・2 言語学 a 森本俊之
☆272123-01 2・3 エディターシップa（企画･プレゼンテーション）山本直子
☆272143-01 2・3 古典文学 a（散文） 内藤英子
☆272149-01 2・3 パフォーミングアーツ 海上宏美
272211-01 3 ※演習Ⅱa（11） 吉田朝香

水4

☆272133-01 2・3 文化研究 b 小川真理子
☆272143-02 2・3 古典文学 a（散文） 内藤英子
☆272194-01 2・3 エディターシップ c（本づくり・DTP） 永尾嘉章

272251-01 4 ※演習Ⅲa（11） 吉田朝香

水5 △272153-01 2・3 コミックデザイン 吉田朝香

木2

△272127-05 2 ※基礎演習Ⅱb 酒井晶代
△272127-06 2 ※基礎演習Ⅱb 永井聖剛
☆272122-01 2・3 クリエイティブライティング d 服部左右一
☆272151-01 2・3 マンガ論 押山美知子
△272153-02 2・3 コミックデザイン 山田卓司
272201-01 3 ※演習Ⅱa（1） 清水良典

☆272157-01 3・4 講読演習 d 角田達朗
☆272159-01 3・4 講読演習ｆ 柳井貴士

木3

272117-02 1CS03・CS06 ※基礎講読 柳井貴士
△272125-01 1・2 ドローイング基礎 山田卓司
△272127-07 2 ※基礎演習Ⅱb 小倉史
272203-01 3 ※演習Ⅱa（3） 永井聖剛
272204-01 3 ※演習Ⅱa（4） 酒井晶代
272208-01 3 ※演習Ⅱa（8） 角田達朗
272241-01 4 ※演習Ⅲa（1） 清水良典

木4

△272125-02 1・2 ドローイング基礎 山田卓司
☆272120-02 2・3 クリエイティブライティング b 佐々木亜紀子
272243-01 4 ※演習Ⅲa（3） 永井聖剛
272244-01 4 ※演習Ⅲa（4） 酒井晶代

木5 ☆272102-01 1・2 日本文学史 b 佐々木亜紀子

金1
272117-03 1CS01・CS04 ※基礎講読 川村祐斗
272246-01 4 ※演習Ⅲa（6） 劉永昇

金2

272117-04 1CS07 ※基礎講読 川村祐斗
☆272106-01 1・2 古典文学概説 篗田将樹
☆272140-01 2・3 現代短歌 加藤孝男
272206-01 3 ※演習Ⅱa（6） 劉永昇

金3

☆272147-01 1・2 ノンフィクション 藤井誠二
△272169-01 1・2 マンガ表現 志水瞳
☆272119-01 2・3 クリエイティブライティング a 清水良典
☆272152-01 2・3 アニメ論 洞ヶ瀬真人
☆272170-01 2・3 戯曲 b 渡山博崇

金4
☆272170-02 2・3 戯曲 b 渡山博崇
272205-01 3 ※演習Ⅱa（5） 藤井誠二
272213-01 3 ※演習Ⅱa（13） 志水瞳

金5
272245-01 4 ※演習Ⅲa（5） 藤井誠二
272253-01 4 ※演習Ⅲa（13） 志水瞳

創造表現学部創造表現学科　創作表現専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

☆272129-01 2・3 文芸理論 b 中澤忠之 別途掲示参照
☆272130-01 2・3 批評理論 a 西野厚志 別途掲示参照
☆272150-01 2・3 物語論 飯倉義之 8/29（月）3～5限，8/30（火）～9/1（木）2～5限
☆272196-01 2・3 エンターテインメント文芸 b 芦辺拓 別途掲示参照

卒業論文

272166-01 4 ※卒業プロジェクト 清水良典
272166-02 4 ※卒業プロジェクト 柳井貴士
272166-03 4 ※卒業プロジェクト 永井聖剛
272166-04 4 ※卒業プロジェクト 酒井晶代
272166-05 4 ※卒業プロジェクト 藤井誠二
272166-06 4 ※卒業プロジェクト 劉永昇
272166-07 4 ※卒業プロジェクト 刈馬カオス
272166-08 4 ※卒業プロジェクト 小倉史
272166-09 4 ※卒業プロジェクト 吉田朝香
272166-10 4 ※卒業プロジェクト 志水瞳
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
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創造表現学部創造表現学科　メディアプロデュース専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

月1 273159-01 1（1） 映像制作基礎 荒川徹

月2
273164-01 1・2 写真技術 坂倉守
273169-01 1・2 メディアデータ分析 政倉祐子
273140-01 3 ※演習Ⅰa 荒川徹

月3

△273157-01 1（1） ※文献講読（2021年度以降） 松井広志
273164-02 1・2 写真技術 坂倉守
273173-01 2・3 映像制作 a 藤田良治

☆273195-01 2・3 メディアプロジェクト 山田亘
273183-01 2-4 ウェブデザインⅠ 政倉祐子

月4

273164-03 1・2 写真技術 山田亘
273174-01 2・3 映像制作 b 藤田良治

△273191-01 2・3 メディア社会調査法 松井広志
273179-01 2-4 モーション・グラフィックス 阿部卓也
273199-01 3・4 メディアコンテンツ分析 政倉祐子

月5
273177-01 2-4 プリントメディアⅠ 阿部卓也
273142-01 4 ※演習Ⅱa 坂倉守

火1 ☆273189-01 2・3 ポップカルチャー 広瀬正浩

火3

273166-01 1・2 ラジオ 伊藤秀志
273183-02 2-4 ウェブデザインⅠ 村上泰介
273140-02 3 ※演習Ⅰa 阿部卓也
273140-03 3 ※演習Ⅰa 宮田雅子

火4

△273157-02 1（2） ※文献講読（2021年度以降） 松井広志
273166-02 1・2 ラジオ 伊藤秀志
273186-01 2-4 プログラミングⅠ 村上泰介
273142-02 4 ※演習Ⅱa 阿部卓也
273142-03 4 ※演習Ⅱa 政倉祐子

水1
273173-02 2・3 映像制作 a 荒川徹

△273157-03 1（3） ※文献講読（2021年度以降） 藤田良治

水2

273174-02 2・3 映像制作 b 荒川徹
☆273180-01 2・3 ヴィジュアルメディア 阿部卓也

273178-01 2-4 プリントメディアⅡ 宮田雅子
273140-04 3 ※演習Ⅰa 政倉祐子
273140-05 3 ※演習Ⅰa 村上泰介

水3

273153-01 2・3 グラフィックデザイン技術 太田晶
273140-06 3 ※演習Ⅰa 石丸みどり
273140-07 3 ※演習Ⅰa 高橋洋
273140-08 3 ※演習Ⅰa 藤田良治
273142-04 4 ※演習Ⅱa 村上泰介

水4
273165-01 1（1）・2 デジタルコンテンツ基礎 石丸みどり
273154-01 2-4 ウェブデザインⅡ 太田晶
273142-05 4 ※演習Ⅱa 高橋洋

水5

☆273162-01 1・2 シナリオ 高橋洋
273153-02 2・3 グラフィックデザイン技術 太田晶

☆273193-01 2-4 広告コミュニケーション論 吉田光弥
273142-06 4 ※演習Ⅱa 石丸みどり

木1 273142-07 4 ※演習Ⅱa 荒川徹

木2

△273156-01 1（1） ※造形基礎（2021年度以降） 阿部卓也
△273156-02 1（2） ※造形基礎（2021年度以降） 村上泰介

273113-01 2 ※メディアプロデュース基礎演習 b（2020年度以前）村上泰介
△273157-04 1（4） ※文献講読（2021年度以降） 政倉祐子
☆273158-01 1・2 映像論 荒川徹
273163-01 1・2 アナウンス・ナレーション 村瀬寛美
273165-02 1（2）・2 デジタルコンテンツ基礎 石丸みどり
273115-01 3・4 映像制作実習Ⅲ（ドキュメンタリー） 桐山友之

木3

273163-02 1・2 アナウンス・ナレーション 村瀬寛美
☆273168-01 1・2 メディア論 松井広志
☆273182-01 2・3 メディアアート論 村上泰介
☆273192-01 2・3 メディアと心理学 政倉祐子
273116-01 3・4 映像制作実習Ⅳ（テレビドラマ） 石丸みどり

木4

☆273171-01 2-4 映画評論 a 坪井篤史
273140-09 3 ※演習Ⅰa 松井広志
273116-02 3・4 映像制作実習Ⅳ（テレビドラマ） 石丸みどり
273142-08 4 ※演習Ⅱa 藤田良治

木5
273165-03 1（3）・2 デジタルコンテンツ基礎 石丸みどり
273142-09 4 ※演習Ⅱa 松井広志

金1
273159-02 1（2） 映像制作基礎 村山季里子
273140-10 3 ※演習Ⅰa 西原麻里

金2 △273155-01 1 ※アカデミックスキルズ 村上泰介　他

金3

273159-03 1（3） 映像制作基礎 村山季里子
☆273160-04 1・2 コミュニケーションデザイン論 宮田雅子
273151-01 2 ※研究法概説（2018年度以降） 村上泰介　他
273184-01 2・3 コマーシャル 清水健

金4

△273156-03 1（3） ※造形基礎（2021年度以降） 宮田雅子
△273156-04 1（4） ※造形基礎（2021年度以降） 坂倉守

273184-02 2・3 コマーシャル 清水健
273177-02 2-4 プリントメディアⅠ 村山季里子
273140-11 3 ※演習Ⅰa 溝渕久美子

金5
273159-04 1（4） 映像制作基礎 村山季里子
273140-12 3 ※演習Ⅰa 坂倉守

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

273175-01 2・3 スタジオ番組 竹下喜六 オンデマンド：第1回目，第2回目，第3回目（配信日は別途指示する） 
対面：8/22（月），8/24（水），8/25 （木）1～4限

273152-01 2-4 ライブ番組 海野仁志 オンデマンド：第1回目，第2回目，第3回目（配信日は別途指示する） 
対面：8/29（月），8/31（水），9/2（金）1～4限

273187-01 2-4 プログラミングⅡ 伏田昌弘 オンデマンド：第1回目，第2回目，第3回目（配信日は別途指示する） 
対面：8/31（水）～9/2（金）1～4限

卒業論文

273144-01 4 卒業プロジェクト 阿部卓也
273144-02 4 卒業プロジェクト 荒川徹
273144-03 4 卒業プロジェクト 石丸みどり
273144-04 4 卒業プロジェクト 坂倉守
273144-05 4 卒業プロジェクト 高橋洋
273144-06 4 卒業プロジェクト 藤田良治
273144-07 4 卒業プロジェクト 政倉祐子
273144-08 4 卒業プロジェクト 松井広志
273144-09 4 卒業プロジェクト 村上泰介
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1
☆274125-01 1 都市の歴史 河辺泰宏
☆274124-01 2 建築の歴史 B（日本・東洋） 溝口正人
274153-01 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 間宮晨一千

月2
△274109-01 2 建築構造力学Ⅱ 田島祐之
274155-01 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 間宮晨一千

月3
274161-01 1 ベーシックデザイン A（2019年度以降）（注1）間宮晨一千　他

△274108-01 2 建築構造力学Ⅰ 田島祐之
274155-03 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 清水裕二

月4
274161-01 1 ベーシックデザイン A（2019年度以降）（注1）間宮晨一千　他

☆274110-01 2 建築構法 今岡克也
274150-01 3 空間設計Ⅲ（注2） 諸江一紀　他

月5
△274158-01 1 基礎数学（2019年度以降） 鈴木敏志
274150-01 3 空間設計Ⅲ（注2） 諸江一紀　他

火1
274153-02 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 垂井洋蔵
274153-03 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 宮本久美子

火2

☆274126-01 2 建築法規 日比野好幸
☆274137-01 2 都市計画論 永柳宏
274153-04 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 吉元学
274155-04 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 垂井洋蔵
274155-05 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 宮本久美子

火3

274148-01 2 空間設計Ⅰ（注3） 吉元学　他
274153-05 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 淺田秀男
274153-06 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 清水裕二
274153-07 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa（注4） 田島祐之
274153-08 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 永柳宏
274153-09 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 松本佳津
274155-06 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa（注5） 田島祐之

火4

274148-01 2 空間設計Ⅰ（注3） 吉元学　他
274153-07 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa（注4） 田島祐之
274155-06 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa（注5） 田島祐之
274155-07 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 淺田秀男
274155-08 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 永柳宏
274155-09 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 松本佳津

火5 △274159-01 1 建築のための数学 淺田秀男
水1 ☆274103-01 1 建築・インテリア概論 清水裕二　他

水2
☆274121-01 1 住まいの文化史 鈴木千里
☆274136-01 2 都市の景観 清水裕二
△274111-01 3 建築構造設計法 A 田島祐之

水3
△274164-01 1 インテリアデザイン基礎 松本佳津
☆274131-01 2 インテリアデザイン論（2021年度以前） 吉元学

水4
☆274134-01 1 まちづくり 藤澤徹
274155-10 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 吉元学

木1 274155-02 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 諸江一紀

木2
☆274116-01 2 建築環境学 A（熱・空気） 淺田秀男
274153-10 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 諸江一紀

木3
274118-01 1　偶数学籍番号 建築環境学実験（注6） 淺田秀男
274107-01 2（1） CAD 基礎 諸江一紀
274153-11 3 ※建築・インテリア演習Ⅰa 河辺泰宏

木4
274118-01 1　偶数学籍番号 建築環境学実験（注6） 淺田秀男
274107-02 2（2） CAD 基礎 諸江一紀

☆274143-01 3 建築と経済 岩佐真吾
金1 274145-01 3 CAD 応用Ⅱ 天野良則

金2

☆274123-01 1 建築の歴史 A（西洋） 河辺泰宏
☆274127-01 1 住まいと生活 内藤惠子
☆274138-01 2 ランドスケープデザイン 岡田憲久　他
☆274140-01 3 ハウジング論 尾﨑智央
274145-02 3 CAD 応用Ⅱ 天野良則

金3 274155-11 4 ※建築・インテリア演習Ⅱa 河辺泰宏
金4 274152-01 4 空間設計Ⅴ（注7） 久保井聡　他

金5
☆274114-01 2 建築材料 山本貴正
274152-01 4 空間設計Ⅴ（注7） 久保井聡　他

創造表現学部創造表現学科　建築・インテリアデザイン専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

274162-01 1 ベーシックデザイン B（2018年度以降） 中村重哉 5/14（土）、5/28（土）、6/11（土）、6/25（土）、7/9（土）1～3限
☆274113-01 3 建築基礎の構造 花里利一 8/30（火）～9/1（木）1～4限、9/2（金）1～3限

274146-01 3 デザインワークショップ 清水裕二　他
4/16（土），4/30（土），5/14（土），5/28（土），6/18（土），7/2（土），7/23（土），8/6（土）3・4限，
8/19（金），8/20（土），8/21（日），8/26（金），8/27（土），9/19 （月），9/20（火）1～5限， 

（予備日）8/28（日）

卒業論文

274157-01 4 卒業プロジェクト 淺田秀男
274157-02 4 卒業プロジェクト 河辺泰宏
274157-03 4 卒業プロジェクト 清水裕二
274157-04 4 卒業プロジェクト 田島祐之
274157-05 4 卒業プロジェクト 永柳宏
274157-06 4 卒業プロジェクト 垂井洋蔵
274157-07 4 卒業プロジェクト 松本佳津
274157-08 4 卒業プロジェクト 間宮晨一千
274157-09 4 卒業プロジェクト 宮本久美子
274157-10 4 卒業プロジェクト 諸江一紀
274157-11 4 卒業プロジェクト 吉元学

（注1）月曜3・4限の2時限連続で履修する
（注2）月曜4・5限の2時限連続で履修する
（注3）火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注4）2時限連続隔週開講。初回授業は火曜3限に出席をし、2回目以降の日程を発表する。
（注5）2時限連続隔週開講。初回授業は火曜4限に出席をし、2回目以降の日程を発表する。
（注6）木曜3・4限の2時限連続で履修する。初回授業は木曜3限に出席をし、2回目以降の日程を発表する。
（注7）金曜4・5限の2時限連続で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1
242341-01 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 志村栄二
242341-02 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 井脇貴子　他

月2
242341-01 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 志村栄二
242341-02 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 井脇貴子　他

月3
242341-01 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 成田有紀
242341-02 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 船﨑康広　他
242350-01 4 ※言語聴覚学研究Ⅱ（2020年度以前） 長嶋比奈美

月4

241101-01 1 ※健康医療科学基礎演習 志村栄二
241101-02 1 ※健康医療科学基礎演習 長嶋比奈美
241101-03 1 ※健康医療科学基礎演習 林久恵
242320-01 2 ※失語症Ⅱ 佐藤順子　他
242341-01 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 成田有紀
242341-02 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 船﨑康広　他

月5
241101-04 1 ※健康医療科学基礎演習 船﨑康広
242323-01 3 ※高次脳機能障害Ⅱ（注8） 佐藤順子　他

火1 △241005-01 1 統計の基礎 川瀬芳克

火2
☆242308-01 2 形態論・統語論 出嶋真由美
241102-01 3 ※キャリアデザイン（注2） 井脇貴子　他

火3
☆242338-01 3 心理アセスメント演習 小林まおり
242350-02 4 ※言語聴覚学研究Ⅱ（2020年度以前） 山口大輔

火4 242342-01 3 ※臨床演習（応用）1（注3） 志村栄二　他

火5
☆241509-01 2 ※臨床医学入門2（臨床神経学） 竹内茂雄
242342-01 3 ※臨床演習（応用）1（注3） 志村栄二　他

水1

☆241505-01 1 ※生涯発達心理学 小林まおり
☆241511-01 2 ※神経系の構造・機能・病態 林久恵
242348-02 3 言語聴覚学研究法（2020年度以前）（注4）長嶋比奈美　他
242348-03 3 言語聴覚学研究法（2020年度以前）（注4）船﨑康広　他
242350-03 4 ※言語聴覚学研究Ⅱ（2020年度以前） 井脇貴子
242350-04 4 ※言語聴覚学研究Ⅱ（2020年度以前） 志村栄二

水2

241101-05 1 ※健康医療科学基礎演習 井脇貴子
241101-08 1 ※健康医療科学基礎演習 小林まおり
242339-01 2 ※臨床コミュニケーション技術演習（注5） 井脇貴子　他
242342-01 3 ※臨床演習（応用）1（注3） 志村栄二　他
242342-02 3 ※臨床演習（応用）1（注6） 山口大輔

水3
242332-01 2 ※構音障害Ⅱ 志村栄二
242310-01 3 聴覚学特論 井脇貴子　他
242350-05 4 ※言語聴覚学研究Ⅱ（2020年度以前） 船﨑康広

水4
241101-06 1 ※健康医療科学基礎演習 山口大輔
242342-02 3 ※臨床演習（応用）1（注6） 長嶋比奈美
242342-03 3 ※臨床演習（応用）1 井脇貴子　他

水5

241101-07 1 ※健康医療科学基礎演習 山口大輔
242348-02 3 言語聴覚学研究法（2020年度以前）（注4）長嶋比奈美　他
242348-03 3 言語聴覚学研究法（2020年度以前）（注4）船﨑康広　他
242348-04 3 言語聴覚学研究法（2020年度以前） 井脇貴子　他
242348-05 3 言語聴覚学研究法（2020年度以前） 志村栄二　他

木1
☆241507-01 1 ※基礎医学入門2（解剖学・生理学） 稲垣秀晃
241006-01 3 ※健康科学統計演習 小林まおり

木2
242317-01 1 ※言語聴覚障害学 長嶋比奈美　他
241009-01 3 対人技術演習（注7） 夛喜田惠子

木3

☆242301-01 1 ※言語学 小林まおり
242335-01 2 ※聴覚障害Ⅱ 長嶋比奈美
242341-01 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 村瀬幸子
242341-02 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 山口大輔

木4
242329-01 2 ※嚥下障害Ⅰ 志村栄二　他
242341-01 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 村瀬幸子
242341-02 3 ※臨床演習（基礎）2（注1） 山口大輔

木5
242309-01 2 意味論・語用論 西田瑞生
242337-01 3 ※心理測定法演習 小林まおり

金1
☆241503-01 3 ※認知・学習心理学 丹藤克也
242344-01 4 ※言語聴覚学総合演習Ⅰ 船﨑康広　他

金2
242303-01 1 ※音声学・音韻論 小林まおり
242316-01 4 言語聴覚学と社会福祉 有竹久惠

金3
☆241513-01 1 遺伝と疾病 大塚健三
242325-01 2 ※言語発達障害Ⅱ 船﨑康広

☆241502-01 3 ※社会福祉・社会保障制度 鳥山喜之

金4
242315-01 2 ※聴覚系・発声発語系の構造・機能・病態 平山肇

☆241510-01 3 ※臨床医学入門3（リハビリテーション医学）林久恵　他

金5
242328-01 2 ※音声障害 平山肇
241515-01 3 保育学 鈴木順子

健康医療科学部医療貢献学科　言語聴覚学専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 ☆241506-01 1 ※基礎医学入門1（医学総論・病理学） 眞部孝幸 5/14（土），5/28（土），6/11（土），6/25（土），7/9（土）1～3限

学外実習
242346-01 4 ※学外実習Ⅰ（再履修者専用） 井脇貴子
242347-01 4 ※学外実習Ⅱ 井脇貴子　他

（注1）月曜1・2、3・4限および木曜3・4限の各2時限連続で履修する
（注2）1/4期科目のため5/10～6/28で履修する
（注3）火曜4・5限の2時限連続および水曜2限の学科の指定する曜日で履修する
（注4）授業内で指示のあるとおり水曜1限および水曜5限で履修する
（注5）授業内で指示のあるとおり水曜2限および指定日の学外施設での実習を行う
（注6）授業内で指示のあるとおり水曜2限および水曜4限で履修する
（注7）1/4期科目のため4/14～6/9で履修する
（注8）月曜5限および授業内で指示される土曜日（予定）を履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1
243411-01 2 ※生理光学演習（注1） 野上豪志

☆243436-01 3 ※視能訓練学3（注2） 川嶋英嗣　他

月2
☆243432-01 2 ※視能障害学2 川嶋英嗣
☆243418-01 4 ※神経眼科学演習 柏井聡

月3
243421-01 1 ※視覚科学概論（注3） 稲垣尚恵　他
243403-01 2 ※心理実験法演習1（注3） 川嶋英嗣　他
241009-02 3 ※対人技術演習（注4） 稲垣尚恵　他

月4
243421-01 1 ※視覚科学概論（注3） 稲垣尚恵　他
243403-01 2 ※心理実験法演習1（注3） 川嶋英嗣　他

☆243419-01 3 ※眼疾病学 佐藤彰子

火1
△241005-01 1 統計の基礎 川瀬芳克
☆243416-01 2 ※神経眼科学 柏井聡
243440-01 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志

火2
☆243407-01 1 ※視覚生理学 柏井聡
243440-02 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志

火3

241101-10 1 ※健康医療科学基礎演習 川嶋英嗣
241101-11 1 ※健康医療科学基礎演習 稲垣尚恵
241101-12 1 ※健康医療科学基礎演習 高橋啓介
241101-13 1 ※健康医療科学基礎演習 高橋伸子
241101-14 1 ※健康医療科学基礎演習 田邊宗子
241101-15 1 ※健康医療科学基礎演習 野上豪志
241101-16 1 ※健康医療科学基礎演習 前野信久
241101-17 1 ※健康医療科学基礎演習 望月浩志

火5 ☆241509-01 2 臨床医学入門2（臨床神経学） 竹内茂雄

水1
☆241511-01 1 ※神経系の構造・機能・病態 林久恵
243411-01 2 ※生理光学演習（注1） 川瀬芳克
243439-01 3 ※視能矯正学実習1（注6） 田邊宗子　他

水2
☆243413-01 2 視覚心理学2 高橋伸子
243439-01 3 ※視能矯正学実習1（注6） 田邊宗子　他

水3

☆241506-02 1 ※基礎医学入門1（医学総論・病理学）（注7）加藤憲
243440-03 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志
243446-01 4 ※視覚科学研究3 川嶋英嗣
243446-02 4 ※視覚科学研究3 稲垣尚恵
243446-04 4 ※視覚科学研究3 高橋伸子
243446-05 4 ※視覚科学研究3 望月浩志

水4

243440-04 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志
243444-01 3 ※視覚科学研究1 川嶋英嗣
243444-02 3 ※視覚科学研究1 高橋啓介
243444-03 3 ※視覚科学研究1 田邊宗子

水5

☆243428-01 2 ※視能検査学演習1 稲垣尚恵　他
243440-05 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志
243446-03 4 ※視覚科学研究3 高橋啓介
243446-06 4 ※視覚科学研究3 田邊宗子

木1
☆241507-01 1 ※基礎医学入門2（解剖学・生理学） 稲垣秀晃
☆243436-01 3 ※視能訓練学3（注2） 川嶋英嗣　他

木2

☆241506-02 1 ※基礎医学入門1（医学総論・病理学）（注7）稲垣秀晃
☆243427-01 2 ※視能検査学2 田邊宗子
243444-04 3 ※視覚科学研究1 稲垣尚恵
243444-05 3 ※視覚科学研究1 望月浩志

木3
243411-01 2 ※生理光学演習（注1） 望月浩志
243444-06 3 ※視覚科学研究1 高橋伸子

木4 ☆243423-01 3 ※視能矯正学 稲垣尚恵
木5 ☆243406-01 1 視覚の基礎（注5） 鬢櫛一夫

金1
☆241503-01 1 認知・学習心理学 丹藤克也
243440-06 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志

金2
☆243406-01 1 視覚の基礎（注5） 平野耕治
243440-07 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志

金3
☆241513-01 1 遺伝と疾病 大塚健三
☆241502-01 2 ※社会福祉・社会保障制度 鳥山喜之

金4
☆241510-01 3 臨床医学入門3（リハビリテーション医学） 林久恵　他
243440-08 3 ※視能矯正学実習2 野上豪志

金5
241102-02 3 ※キャリアデザイン（注8） 稲垣尚恵　他
241515-01 3 保育学 鈴木順子

健康医療科学部医療貢献学科　視覚科学専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

☆241505-02 1 ※生涯発達心理学 森和彦 8/22（月）～8/24（水）1・2・4・5限，8/25（木）1～3限
243408-01 1 ※視覚生理学演習 高橋啓介　他 8/30（火）3～5限，8/31（水）・9/1（木）1～5限，9/2（金）1・2限

☆243420-01 4 ロービジョン医学演習 川嶋英嗣　他 別途掲示参照
243438-01 4 ※視能訓練学演習 稲垣尚恵　他 別途掲示参照

学外実習 243443-01 4 ※臨地実習2 稲垣尚恵　他

（注1）授業内で指示のあるとおり月曜1限・水曜1限および木曜3限で履修する
（注2）授業内で指示のあるとおり月曜1限および木曜1限で履修する
（注3）月曜3・4限の2時限連続で履修する
（注4）1/4期科目のため4/18，5/30，6/6，6/13，6/20，6/27，7/4，7/25で履修する
（注5）授業内で指示のあるとおり木曜5限および金曜2限で履修する
（注6）水曜1・2限の2時限連続で履修する
（注7）授業内で指示のあるとおり水曜3限および木曜2限で履修する
（注8）1/4期科目のため6/3，6/10，6/17，7/1，7/8，7/9，7/15，7/29で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1 ☆244220-01 2 スポーツ栄養学 松島佳子

月2
△246102-01 1 ※生涯スポーツ論 矢野裕介　他
△244232-01 2 体育実技 A　水泳 平野雅巳

月3 ☆244221-01 2 バイオメカニクス 豊嶋陵司
月4 ☆244136-01 2 生涯発達心理学 坪田祐基
火1 △244233-01 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀
火2 △244233-02 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀
火3 △246101-01 1 ※健康医学総論 渡邉健太郎　他
水1 △244234-01 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦

水2

241101-19 1 ※健康医療科学基礎演習 安藤富士子
241101-20 1 ※健康医療科学基礎演習 鶴原香代子
241101-21 1 ※健康医療科学基礎演習 豊嶋陵司

△244234-02 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦

水3

241101-22 1 ※健康医療科学基礎演習 笠井信一
241101-23 1 ※健康医療科学基礎演習 坪田祐基
241101-24 1 ※健康医療科学基礎演習 平野雅巳
241101-25 1 ※健康医療科学基礎演習 松島佳子
241101-26 1 ※健康医療科学基礎演習 山本周史

△244234-03 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦
△247101-01 2 内科学各論1 安藤富士子

水4
☆244133-01 1 ※解剖学 和田郁雄
244131-01 2 調査法演習 坪田祐基

木1 ☆244118-01 2 スポーツ心理学 吉澤洋二

木2

241101-27 1 ※健康医療科学基礎演習 粟谷健礼
241101-28 1 ※健康医療科学基礎演習 加藤憲
241101-29 1 ※健康医療科学基礎演習 矢野裕介
241101-30 1 ※健康医療科学基礎演習 渡邉健太郎

△244233-03 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀

木3
☆244123-01 1 ※健康栄養学 松島佳子
244131-02 2 調査法演習 金田宗久

△244232-02 2 体育実技 A　水泳 佐藤大典

木4
244131-03 2 調査法演習 金田宗久

☆244222-01 2 スポーツトレーニング論 山本周史

木5 ☆244117-01 2 体育学概論 
（原理・学史・文化史含む） 矢野裕介

金1 △241005-02 スポ1 
HH01-06 ※統計の基礎 信太寿理

金2
△241005-03 スポ1HH07・08

救急1 ※統計の基礎 信太寿理

☆244115-01 2 体力測定・評価 平野雅巳　他

金4
☆244135-01 1 レクリエーション概論 鶴原香代子
△244236-01 2 体育実技 E　武道1（剣道） 矢野裕介

健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　スポーツ・健康科学専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
△244249-01 2 野外実習1（キャンプ） 鶴原香代子　他 別途掲示参照
246104-01 2 公共政策演習Ⅰ 名古屋大原学園講師 8/29（月），8/30（火），8/31（水），9/1（木）2・3限
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月2
△246102-01 1 ※生涯スポーツ論 矢野裕介　他
△244232-01 2 体育実技 A　水泳 平野雅巳

月3
248108-01 1 ※救急救命実習Ⅰ（注1） 夏目美樹　他
248109-01 2 ※救急疾病Ⅰ（呼吸器、循環器、代謝・内分泌、栄養系）（注2）髙木省治　他

月4
248108-01 1 ※救急救命実習Ⅰ（注1） 夏目美樹　他
248109-01 2 ※救急疾病Ⅰ（呼吸器、循環器、代謝・内分泌、栄養系）（注2）髙木省治　他

月5 248108-01 1 ※救急救命実習Ⅰ（注1） 夏目美樹　他
火1 △244233-01 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀
火2 △244233-02 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀

火3
△246101-01 1 ※健康医学総論 渡邉健太郎　他

248104-01 2 ※医療制度・救急関連法律概論 山内一　他
火5 248101-01 1 ※病理学（注3） 笠井謙次　他
水1 △244234-01 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦

水2

241101-31 1 ※健康医療科学基礎演習 小野木堂人
241101-32 1 ※健康医療科学基礎演習 山内一
241101-33 1 ※健康医療科学基礎演習 髙木省治
241101-34 1 ※健康医療科学基礎演習 夏目美樹

△244234-02 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦
水3 △244234-03 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦

水4
☆244133-01 1 ※解剖学 和田郁雄
244131-01 2 調査法演習 坪田祐基

木1 ☆244118-01 2 スポーツ心理学 吉澤洋二

木2
248106-01 1 ※救急救命学総論 夏目美樹　他

△244233-03 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀

木3

☆244123-01 1 ※健康栄養学 松島佳子
248116-01 2 ※救急救命実習Ⅱ（注4） 小野木堂人　他
244131-02 2 調査法演習 金田宗久

△244232-02 2 体育実技 A　水泳 佐藤大典

木4
248116-01 2 ※救急救命実習Ⅱ（注4） 小野木堂人　他
244131-03 2 調査法演習 金田宗久

木5
248116-01 2 ※救急救命実習Ⅱ（注4） 小野木堂人　他

☆244117-01 2 体育学概論 
（原理・学史・文化史含む） 矢野裕介

金2
△241005-03 スポ1HH07・08

救急1 ※統計の基礎 信太寿理

248111-01 2 ※救急外傷学Ⅰ（外傷総論、頭部・体幹部外傷）髙木省治　他
金3 248110-01 2 ※救急病態生理学Ⅰ 髙木省治　他
金4 △244236-01 2 体育実技 E　武道1（剣道） 矢野裕介

健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　救急救命学専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

248133-01 1 ※水難救助実習（プール） 小野木堂人　他 別途掲示参照
△244249-01 2 野外実習1（キャンプ） 鶴原香代子　他 別途掲示参照
246104-01 2 公共政策演習Ⅰ 名古屋大原学園講師 8/29（月），8/30（火），8/31（水），9/1（木）2・3限
別途申込 
248134-01 2 救急救命特別実習（海外） 山内一　他 別途掲示参照

学外実習 248107-01 1 ※救急救命見学実習 夏目美樹　他

（注1）月曜3～5限の3時限連続で履修する
（注2）1/4期科目のため6/6～7/25の2時限連続で履修する
（注3）1/4期科目のため5/10～6/28で履修する
（注4）木曜3～5限の3時限連続で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1

☆244220-01 2 スポーツ栄養学 松島佳子
244269-01 2 エアロビクス 今崎実千代
244283-01 2 生理機能検査学 前野信久
244301-01 3 ※健康科学研究Ⅰ 矢野裕介
244303-01 4 ※健康科学研究Ⅲ 平野雅巳

月2

△244232-01 2 体育実技 A　水泳 平野雅巳
244269-02 2 エアロビクス 今崎実千代
244301-02 3 ※健康科学研究Ⅰ　 渡邉健太郎

☆244116-01 3 運動療法 粟谷健礼
244303-02 4 ※健康科学研究Ⅲ 坪田祐基
244303-03 4 ※健康科学研究Ⅲ 前野信久

月3

☆244221-01 2 バイオメカニクス 豊嶋陵司
244259-01 2 栄養科学演習 松島佳子
244301-03 3 ※健康科学研究Ⅰ 安藤富士子
244301-04 3 ※健康科学研究Ⅰ 前野信久
244303-04 4 ※健康科学研究Ⅲ 渡邉健太郎
244282-01 4HS06-10 保健体育教職演習Ⅲ 八代政彦

月4
☆244136-01 1 生涯発達心理学 坪田祐基
△244244-01 3 スポーツ実技 M　テニス 鶴原香代子
244282-02 4HS01-05 保健体育教職演習Ⅲ 八代政彦

月5
241102-03 3 ※キャリアデザイン（注1） 三井裕美
244271-01 3 ※研究手法（注2） 加藤憲

火1 △244233-01 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀
火2 △244233-02 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀

火3

244270-01 2 アクアビクス 今崎実千代
244301-05 3 ※健康科学研究Ⅰ 加藤憲
244301-06 3 ※健康科学研究Ⅰ 坪田祐基
244301-07 3 ※健康科学研究Ⅰ 鶴原香代子

火4 244270-02 2 アクアビクス Ms. Unite MU 講師

火5
241009-03 3HS01-05 ※対人技術演習（注3） 樋口貴子
241009-04 3HS06-10 ※対人技術演習（注4） 樋口貴子

水1
△244234-01 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦
244301-08 3 ※健康科学研究Ⅰ　 笠井信一
244303-05 4 ※健康科学研究Ⅲ 和田郁雄

水2

241101-19 1 ※健康医療科学基礎演習 安藤富士子
241101-20 1 ※健康医療科学基礎演習 鶴原香代子
241101-21 1 ※健康医療科学基礎演習 豊嶋陵司

△244234-02 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦
244301-09 3 ※健康科学研究Ⅰ　 粟谷健礼
244301-10 3 ※健康科学研究Ⅰ 和田郁雄
244303-06 4 ※健康科学研究Ⅲ 松島佳子

水3

241101-22 1 ※健康医療科学基礎演習 笠井信一
241101-23 1 ※健康医療科学基礎演習 坪田祐基
241101-24 1 ※健康医療科学基礎演習 平野雅巳
241101-25 1 ※健康医療科学基礎演習 松島佳子
241101-26 1 ※健康医療科学基礎演習 山本周史

△244234-03 2 体育実技 C　体づくり・器械運動 岡本敦
☆244278-01 3 漢方の健康・理学療法 楊衛平
244303-07 4 ※健康科学研究Ⅲ 粟谷健礼
244303-08 4 ※健康科学研究Ⅲ 鶴原香代子

水4

☆244133-01 1 ※解剖学 和田郁雄
244131-01 2 調査法演習 坪田祐基

☆244224-01 3 スポーツ指導方法論 山本周史
244303-09 4 ※健康科学研究Ⅲ 安藤富士子
244303-10 4 ※健康科学研究Ⅲ 豊嶋陵司

水5
☆244124-01 2 漢方医学概論 楊衛平
244285-01 3 健康運動指導演習Ⅰ 平野雅巳

木1

☆244118-01 2 スポーツ心理学 吉澤洋二
☆244214-01 2 健康スポーツ医学 渡邉健太郎
244301-11 3 ※健康科学研究Ⅰ 松島佳子
244253-01 3 コミュニケーション技法 佐竹一予
244303-11 4 ※健康科学研究Ⅲ 矢野裕介

木2

241101-27 1 ※健康医療科学基礎演習 粟谷健礼
241101-28 1 ※健康医療科学基礎演習 加藤憲
241101-29 1 ※健康医療科学基礎演習 矢野裕介
241101-30 1 ※健康医療科学基礎演習 渡邉健太郎
244223-01 2 スポーツトレーニング演習 山本周史　他

△244233-03 2 体育実技 B　陸上競技 中田有紀

木3

☆244123-01 1 健康栄養学 松島佳子
244131-02 2 調査法演習 金田宗久

△244232-02 2 体育実技 A　水泳 佐藤大典
244280-01 3HS01-05 保健体育教職演習Ⅰ 八代政彦
244303-12 4 ※健康科学研究Ⅲ 加藤憲

木4

244131-03 2 調査法演習 金田宗久
☆244222-01 2 スポーツトレーニング論 山本周史
244280-02 3HS06-10 保健体育教職演習Ⅰ 八代政彦
244230-01 3 レクリエーション支援演習 鶴原香代子
244289-01 4 教員採用試験対策講座Ⅰ 江坂栄子

木5
☆244117-01 2 体育学概論 

（原理・学史・文化史含む） 矢野裕介

244294-01 3 健康産業施設現場演習（注5） 粟谷健礼　他

金1
△241005-02 1 ※統計の基礎 信太寿理
☆244137-01 1 認知・学習心理学 丹藤克也
244275-01 4HS01-05 保健体育実践演習Ⅱ（注6） 八代政彦

金2

△241005-03 1 ※統計の基礎 信太寿理
☆244115-01 2 体力測定・評価 平野雅巳　他
△244243-01 3 スポーツ実技 L　ソフトボール 島典広
244275-01 4HS01-05 保健体育実践演習Ⅱ（注6） 八代政彦
244303-13 4 ※健康科学研究Ⅲ 山本周史

金3

244301-12 3 ※健康科学研究Ⅰ　 豊嶋陵司
244301-13 3 ※健康科学研究Ⅰ　 平野雅巳
244301-14 3 ※健康科学研究Ⅰ　 山本周史

☆244227-01 3 スポーツ情報論 矢野裕介
244275-02 4HS06-10 保健体育実践演習Ⅱ（注7） 八代政彦
244290-01 4 教員採用試験対策講座Ⅱ（注8） 八代政彦

金4

☆244135-01 1 レクリエーション概論 鶴原香代子
☆244122-01 2 人格発達と病理 坪田祐基
△244236-01 2 体育実技 E　武道1（剣道） 矢野裕介
☆244266-01 3 職場のメンタルヘルス 三宅美樹
244303-14 4 ※健康科学研究Ⅲ 今井厚
244275-02 4HS06-10 保健体育実践演習Ⅱ（注7） 八代政彦
244290-01 4 教員採用試験対策講座Ⅱ（注8） 八代政彦

健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　専門教育科目（2020年度以前入学者用）（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
244104-01 1 ※健康環境概論 松島佳子　他 別途掲示参照

△244249-01 2 野外実習1（キャンプ） 鶴原香代子　他 別途掲示参照

（注1）1/4期科目のため6/13～8/1で履修する
（注2）1/4期科目のため4/18～6/6で履修する
（注3）1/4期科目のため4/12～6/7で履修する
（注4）1/4期科目のため4/12，6/14～7/26で履修する
（注5）授業内で指示のあるとおり木曜5限および指定日での学外実習をおこなう
（注6）1/4期科目のため4/15～6/10の1・2限の2時限連続で履修する
（注7）1/4期科目のため4/15～6/3の3・4限の2時限連続および6/10の3限で履修する
（注8）1/4期科目のため6/10の4限および6/17～7/29の3・4限の2時限連続で履修する
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月1

245123-01 1HE03・04 ※調理学 菅野友美
245109-01 2HE01・02 ※解剖生理学実験Ⅰ（注1） 百合草誠
245109-02 2HE03・04 ※解剖生理学実験Ⅰ（注2） 百合草誠
245114-01 2HE01・02 ※生化学実験Ⅱ（注2） 小野廣紀
245114-02 2HE03・04 ※生化学実験Ⅱ（注1） 小野廣紀
245146-01 3HE01・02 ※公衆栄養学実習（注1） 岩崎祐子
245146-02 3HE03・04 ※公衆栄養学実習（注2） 岩崎祐子

月2

245123-02 1HE01・02 ※調理学 菅野友美
245109-01 2HE01・02 ※解剖生理学実験Ⅰ（注1） 百合草誠
245109-02 2HE03・04 ※解剖生理学実験Ⅰ（注2） 百合草誠
245114-01 2HE01・02 ※生化学実験Ⅱ（注2） 小野廣紀
245114-02 2HE03・04 ※生化学実験Ⅱ（注1） 小野廣紀
245146-01 3HE01・02 ※公衆栄養学実習（注1） 岩崎祐子
245146-02 3HE03・04 ※公衆栄養学実習（注2） 岩崎祐子
245158-01 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 東山幸恵

月3

245175-01 1 化学基礎 井澤誠
245109-01 2HE01・02 ※解剖生理学実験Ⅰ（注1） 百合草誠
245109-02 2HE03・04 ※解剖生理学実験Ⅰ（注2） 百合草誠
245114-01 2HE01・02 ※生化学実験Ⅱ（注2） 小野廣紀
245114-02 2HE03・04 ※生化学実験Ⅱ（注1） 小野廣紀
245146-01 3HE01・02 ※公衆栄養学実習（注1） 岩崎祐子
245146-02 3HE03・04 ※公衆栄養学実習（注2） 岩崎祐子
245158-02 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 植村和正
245158-03 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 前田惠子

月4
☆245163-01 1 化学概論 田中晶善
☆245164-01 2 食品加工学 浅野友美
245150-01 3 ※栄養総合演習Ⅰ 東山幸恵　他

月5 241102-04 3 ※キャリアデザイン（注3） 武山英麿　他

火1
245106-01 1HE03・04 ※微生物学 立野一郎
245130-01 3HE01・02 ※母子栄養学 丸山智美

火2
245106-02 1HE01・02 ※微生物学 立野一郎
245130-02 3HE03・04 ※母子栄養学 丸山智美

火3

241101-35 1 ※健康医療科学基礎演習 岩崎祐子
241101-36 1 ※健康医療科学基礎演習 植村和正
241101-37 1 ※健康医療科学基礎演習 榎裕美
241101-38 1 ※健康医療科学基礎演習 加藤友紀
241101-39 1 ※健康医療科学基礎演習 菅野友美
241101-40 1 ※健康医療科学基礎演習 小久保友貴
241101-41 1 ※健康医療科学基礎演習 武山英麿
241101-42 1 ※健康医療科学基礎演習 東山幸恵
241101-43 1 ※健康医療科学基礎演習 前田惠子
241101-44 1 ※健康医療科学基礎演習 三宅義明
241101-45 1 ※健康医療科学基礎演習 持丸由香
241101-46 1 ※健康医療科学基礎演習 百合草誠
245173-01 3 学校栄養教育論 林紫

火5
245171-01 2 スポーツ実技Ⅳ Ms. Unite MU 講師
245156-01 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 植村和正
245156-02 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 前田惠子

水1

245125-01 1HE01・02 ※調理学実習Ⅰ（注4） 水野洋子
245125-02 1HE03・04 ※調理学実習Ⅰ（注5） 水野洋子
245134-01 2HE01・02 ※栄養教育論Ⅱ 辻とみ子
245156-03 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 加藤友紀
245161-01 4 ※管理栄養士特論Ⅰ 武山英麿　他

水2

245125-01 1HE01・02 ※調理学実習Ⅰ（注4） 水野洋子
245125-02 1HE03・04 ※調理学実習Ⅰ（注5） 水野洋子
245134-02 2HE03・04 ※栄養教育論Ⅱ 辻とみ子
245147-01 2HE01・02 ※給食経営管理論Ⅰ 持丸由香
245103-01 3HE01・02 ※公衆衛生学Ⅰ 武山英麿
245158-04 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 加藤友紀
245158-05 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 菅野友美
245158-06 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 三宅義明
245158-07 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 百合草誠

水3

245125-01 1HE01・02 ※調理学実習Ⅰ（注4） 水野洋子
245125-02 1HE03・04 ※調理学実習Ⅰ（注5） 水野洋子
245138-01 2HE01・02 ※臨床栄養学 東山幸恵
245147-02 2HE03・04 ※給食経営管理論Ⅰ 持丸由香
245103-02 3HE03・04 ※公衆衛生学Ⅰ 武山英麿
245116-01 3HE01・02 ※病理学各論 滝野寿
245158-08 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 小久保友貴

水4

245138-02 2HE03・04 ※臨床栄養学 東山幸恵
245116-02 3HE03・04 ※病理学各論 滝野寿
245140-01 3HE01・02 ※臨床栄養管理論 田中文彦
245158-09 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 武山英麿

水5 245140-02 3HE03・04 ※臨床栄養管理論 田中文彦

木1

245176-01 1 生物基礎 西郷孝
245120-01 2HE01・02 ※食品学実験Ⅱ（注6） 望月美佳
245120-02 2HE03・04 ※食品学実験Ⅱ（注7） 望月美佳
245124-01 2HE01・02 ※調理学実験（注7） 菅野友美
245124-02 2HE03・04 ※調理学実験（注6） 菅野友美
245132-01 3HE01・02 ※応用栄養学実習（注7） 小久保友貴
245132-02 3HE03・04 ※応用栄養学実習（注6） 小久保友貴
245105-01 4HE01・02 ※社会福祉概論 島田肇

木2

245107-01 1HE03・04 ※解剖生理学Ⅰ 百合草誠
245117-01 1HE01・02 ※食品学Ⅰ 三宅義明
245120-01 2HE01・02 ※食品学実験Ⅱ（注6） 望月美佳
245120-02 2HE03・04 ※食品学実験Ⅱ（注7） 望月美佳
245124-01 2HE01・02 ※調理学実験（注7） 菅野友美
245124-02 2HE03・04 ※調理学実験（注6） 菅野友美
245132-01 3HE01・02 ※応用栄養学実習（注7） 小久保友貴
245132-02 3HE03・04 ※応用栄養学実習（注6） 小久保友貴
245105-02 4HE03・04 ※社会福祉概論 島田肇

木3

245107-02 1HE01・02 ※解剖生理学Ⅰ 百合草誠
245117-02 1HE03・04 ※食品学Ⅰ 三宅義明
245120-01 2HE01・02 ※食品学実験Ⅱ（注6） 望月美佳
245120-02 2HE03・04 ※食品学実験Ⅱ（注7） 望月美佳
245124-01 2HE01・02 ※調理学実験（注7） 菅野友美
245124-02 2HE03・04 ※調理学実験（注6） 菅野友美
245132-01 3HE01・02 ※応用栄養学実習（注7） 小久保友貴
245132-02 3HE03・04 ※応用栄養学実習（注6） 小久保友貴
245158-10 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 岩崎祐子
245158-11 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 榎裕美
245158-12 4 ※健康栄養学研究Ⅲ 持丸由香

木4

245101-01 1 ※管理栄養士概論 武山英麿　他
245156-04 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 菅野友美
245156-05 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 小久保友貴
245156-06 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 東山幸恵
245156-07 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 三宅義明
245156-08 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 持丸由香
245156-09 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 百合草誠

木5 245156-10 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 岩崎祐子

金1

245168-01 1 スポーツ実技Ⅰ 島典広
245136-01 3HE01・02 ※栄養教育論実習Ⅱ（注8） 榎裕美
245136-02 3HE03・04 ※栄養教育論実習Ⅱ（注9） 榎裕美
245142-01 3HE01・02 ※臨床栄養学実習（注9） 東山幸恵
245142-02 3HE03・04 ※臨床栄養学実習（注8） 東山幸恵

金2

245111-01 1HE03・04 ※生化学Ⅰ 来住準一
245121-01 2HE01・02 ※食品衛生学 武山英麿
245144-01 2HE03・04 ※公衆栄養学 岩崎祐子
245136-01 3HE01・02 ※栄養教育論実習Ⅱ（注8） 榎裕美
245136-02 3HE03・04 ※栄養教育論実習Ⅱ（注9） 榎裕美
245142-01 3HE01・02 ※臨床栄養学実習（注9） 東山幸恵
245142-02 3HE03・04 ※臨床栄養学実習（注8） 東山幸恵

金3

245111-02 1HE01・02 ※生化学Ⅰ 来住準一
245121-02 2HE03・04 ※食品衛生学 武山英麿
245144-02 2HE01・02 ※公衆栄養学 岩崎祐子
245136-01 3HE01・02 ※栄養教育論実習Ⅱ（注8） 榎裕美
245136-02 3HE03・04 ※栄養教育論実習Ⅱ（注9） 榎裕美
245142-01 3HE01・02 ※臨床栄養学実習（注9） 東山幸恵
245142-02 3HE03・04 ※臨床栄養学実習（注8） 東山幸恵

金4 241009-05 3 ※対人技術演習（注10） 植村和正

金5
245156-11 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 榎裕美
245156-12 3 ※健康栄養学研究Ⅰ 武山英麿

健康医療科学部健康栄養学科　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/18，5/2，5/16，5/30，6/13，6/27，7/11，7/25に履修する。
（注2）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/25，5/9，5/23，6/6，6/20，7/4，7/18，7/25に履修する。
（注3）1/4期科目のため4/18～6/6で履修する
（注4）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/13，4/27，5/18，6/1，6/15，6/29，7/13，7/27に履修する。
（注5）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/20，5/11，5/25，6/8，6/22，7/6，7/20，7/27に履修する。
（注6）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/14，4/28，5/19，6/2，6/16，6/30，7/14，7/28に履修する。
（注7）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/21，5/12，5/26，6/9，6/23，7/7，7/21，7/28に履修する。
（注8）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/15，5/6，5/20，6/3，6/17，7/1，7/15，7/29に履修する。
（注9）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/22，5/13，5/27，6/10，6/24，7/8，7/22，7/29に履修する。
（注10）1/4期科目のため4/15～6/10で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
245170-01 2 スポーツ実技Ⅲ 今崎実千代 8/22（月）1～3限，8/23（火）1～4限，8/29（月）1～3限，8/30（火）1～4限，9/2（金）4限
245172-01 2 健康医科学演習 井上保介 8/24（水），8/25（木），9/1（木）1～4限，9/2（金）1～3限
245151-01 4 ※栄養総合演習Ⅱ 武山英麿　他 8/22（月），8/23（火），8/24（水），9/1（木），1/12（木）2～4限

学外実習

245152-01 3 ※臨地実習Ⅰ（給食経営管理論） 持丸由香　他
245152-02 4 ※臨地実習Ⅰ（給食経営管理論） 持丸由香　他
245153-01 3 ※臨地実習Ⅱ（臨床栄養学） 東山幸恵　他
245153-02 4 ※臨地実習Ⅱ（臨床栄養学） 東山幸恵　他
245154-01 3 ※臨地実習Ⅲ（臨床栄養学） 東山幸恵　他
245154-02 4 ※臨地実習Ⅲ（臨床栄養学） 東山幸恵　他
245155-01 3 ※臨地実習Ⅳ（臨床栄養学） 東山幸恵　他
245155-02 4 ※臨地実習Ⅳ（臨床栄養学） 東山幸恵　他

健康医療科学部健康栄養学科　専門教育科目（前期　長久手）

（注1）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/18，5/2，5/16，5/30，6/13，6/27，7/11，7/25に履修する。
（注2）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/25，5/9，5/23，6/6，6/20，7/4，7/18，7/25に履修する。
（注3）1/4期科目のため4/18～6/6で履修する
（注4）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/13，4/27，5/18，6/1，6/15，6/29，7/13，7/27に履修する。
（注5）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/20，5/11，5/25，6/8，6/22，7/6，7/20，7/27に履修する。
（注6）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/14，4/28，5/19，6/2，6/16，6/30，7/14，7/28に履修する。
（注7）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/21，5/12，5/26，6/9，6/23，7/7，7/21，7/28に履修する。
（注8）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/15，5/6，5/20，6/3，6/17，7/1，7/15，7/29に履修する。
（注9）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，4/22，5/13，5/27，6/10，6/24，7/8，7/22，7/29に履修する。
（注10）1/4期科目のため4/15～6/10で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1

△251107-01 1 ※児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度Ⅰ（2020年度以前） 谷口純世
△251113-01 1 ※児童・家庭福祉Ⅰ（2021年度以降） 谷口純世
△253008-01 3 相談援助の理論と方法Ⅲ（2020年度以前）末田邦子

253039-01 4 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ（2020年度以前）瀧誠

月2

252001-01 1 ※基礎ゼミ 中村弘佳
252130-01 3 相談援助演習Ⅳ（2020年度以前） 末田邦子
252130-02 3 相談援助演習Ⅳ（2020年度以前） 黒川文子
252130-03 3 相談援助演習Ⅳ（2020年度以前） 田中勝
252130-04 3 相談援助演習Ⅳ（2020年度以前） 西本彩香
253059-01 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 青木文美
253061-01 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 古川洋子

月3

△252115-01 1 ※地域福祉の理論と方法Ⅰ（2020年度以前）中村弘佳
△252213-01 1 ※地域福祉と包括的支援体制Ⅰ（2021年度以降）中村弘佳
△254105-01 2 社会的養護（2018年度） 徳田優太
△255064-01 2 社会的養護Ⅰ（2019年度以降） 徳田優太
252135-01 3 相談援助実習指導Ⅱ（2020年度以前） 末田邦子
252135-02 3 相談援助実習指導Ⅱ（2020年度以前） 黒川文子
252135-03 3 相談援助実習指導Ⅱ（2020年度以前） 田中勝
252135-04 3 相談援助実習指導Ⅱ（2020年度以前） 西本彩香
252135-05 3 相談援助実習指導Ⅱ（2020年度以前） 吉川公章
253061-02 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 青木文美
253061-03 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 井上知香
253061-04 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 瀧誠

月4

252001-02 1 ※基礎ゼミ 西本彩香
252001-03 1 ※基礎ゼミ 吉川公章

△252117-01 2 ※社会保障Ⅰ（2020年度以前） 髙城大
△252215-01 2 ※社会保障Ⅰ（2021年度以降） 髙城大
253059-02 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 岡田泰枝
253059-08 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 黒川文子

月5
△252119-01 2 低所得者に対する支援と生活保護制度（2020年度以前）髙城大
△252217-01 2 貧困に対する支援（2021年度以降） 髙城大

火1
252001-04 1 ※基礎ゼミ 西本彩香
252001-05 1 ※基礎ゼミ 吉川公章
252104-01 3 精神疾患とその治療Ⅱ（2020年度以前） 諏訪真美　他

火2 252142-01 2 コミュニティ・アクティブ・ラーニング演習Ⅰ 中村弘佳

火3

252001-06 1 ※基礎ゼミ 西和久
△252128-01 2 相談援助演習Ⅱ（2020年度以前） 谷口純世
△252128-02 2 相談援助演習Ⅱ（2020年度以前） 黒川文子
△252128-03 2 相談援助演習Ⅱ（2020年度以前） 髙城大
△252128-04 2 相談援助演習Ⅱ（2020年度以前） 西本彩香
△252128-05 2 相談援助演習Ⅱ（2020年度以前） 吉川公章
△252223-01 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ（2021年度以降）谷口純世
△252223-02 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ（2021年度以降）黒川文子
△252223-03 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ（2021年度以降）髙城大
△252223-04 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ（2021年度以降）西本彩香
△252223-05 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ（2021年度以降）吉川公章

253059-03 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 末田邦子
253059-04 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 瀧誠
253059-05 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 田中勝

水1
△251106-01 1 ※精神保健の課題と支援Ⅰ（2020年度以前）瀧誠
△251112-01 2 ※現代の精神保健の課題と支援Ⅰ（2021年度以降）（注1） 瀧誠

252130-06 3 相談援助演習Ⅳ（2020年度以前） 谷口純世

水2

△252208-01 1 ※高齢者福祉Ⅰ（2021年度以降） 黒川文子
☆253044-01 2 社会心理学 西和久
252135-06 3 相談援助実習指導Ⅱ（2020年度以前） 谷口純世
253061-05 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 髙城大
253061-06 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 中村弘佳

水3

△252112-01 1 ※障害者に対する支援と障害者自立支援制度Ⅰ（2020年度以前） 田中勝
△252210-01 1 ※障害者福祉Ⅰ（2021年度以降） 田中勝
253059-06 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 谷口純世
253059-07 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 井上知香
253059-09 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 髙城大
253059-10 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 中村弘佳
253059-11 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 西和久
253059-12 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 古川洋子
253061-07 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 黒川文子

水4
252001-07 1 ※基礎ゼミ 西和久
253061-08 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 谷口純世

水5
△253006-01 2 ※相談援助の理論と方法Ⅰ（2020年度以前）田中勝
△253103-01 2 ※ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ（2021年度以降）田中勝
252125-01 3 精神保健福祉に関する制度とサービス（2020年度以前）櫻井早苗　他

木1
☆252151-01 3 現代時事問題論 神田すみれ
253037-01 3 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（2020年度以前） 瀧誠

木2

△251101-01 1 人体の構造と機能及び疾病（2020年度以前）（注2）金森寛幸
△251108-01 1 医学概論（2021年度以降）（注2） 金森寛幸
252121-01 2 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ（2020年度以前） 瀧誠
252218-01 2 ソーシャルワークの理論と方法（精神保健専門）Ⅰ（2021年度以降） 瀧誠

△251105-01 3 ※社会調査の基礎 西和久

木3

△251101-01 1 人体の構造と機能及び疾病（2020年度以前）（注2）金森寛幸
△251108-01 1 医学概論（2021年度以降）（注2） 金森寛幸
253061-09 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 小野美和
253061-10 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 西和久

木4
△251009-02 3 発達心理学 西和久
253059-13 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 小野美和

木5 254110-01 3 子ども福祉の動向Ⅰ 織田俊樹　他

金1

△251104-01 1 社会理論と社会システム（2020年度以前）安藤純子
△251110-01 1 社会学と社会システム（2021年度以降） 安藤純子
☆252149-01 2 災害時活動支援論（注3） レスキューストックヤード講師

253061-11 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 末田邦子

金2

△252004-01 1 ※相談援助の基盤と専門職Ⅰ（2020年度以前）末田邦子
△253101-01 1 ※ソーシャルワークの基盤と専門職（2021年度以降）末田邦子
☆252149-01 2 災害時活動支援論（注3） レスキューストックヤード講師
☆253057-01 2 社会福祉発達史 山田敏恵
253061-12 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 岡田泰枝

金3
△253010-01 2 保健医療サービス（2020年度以前） 浅野正嗣
△253107-01 2 保健医療と福祉（2021年度以降） 浅野正嗣
252123-01 3 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ（2020年度以前）仲野文伸

福祉貢献学部福祉貢献学科　社会福祉専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

△252110-01 1 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅰ（2020年度以前） 黒川文子 別途専攻より指示する
252134-01 2 相談援助実習指導Ⅰ（2020年度以前） 西本彩香 別途専攻より指示する
252150-01 2 災害時活動支援演習 レスキューストックヤード講師 8/22（月）～8/24（水）1～5限

△253013-01 2 権利擁護と成年後見制度（2020年度以前）瀧誠　他 5/14（土）・5/28（土）・6/25（土）1～4限，7/16（土）1～3限
△253108-01 2 権利擁護を支える法制度（2021年度以降）瀧誠　他 5/14（土）・5/28（土）・6/25（土）1～4限，7/16（土）1～3限
☆253058-01 2 国際福祉論 黄銀智 8/31（水）～9/2（金）1～5限
△253109-01 2 刑事司法と福祉（2021年度以降） 野中光夫　他 6/11（土）・7/9（土）・8/22（月）1～4限 ,8/23（火）1～3限
△252101-01 3 ※現代社会と福祉Ⅰ（2020年度以前） 田中勝　他 5/14（土）・6/25（土）・7/9（土）・8/29（月）・8/30（火）2～4限

252106-01 4 福祉貢献特論Ⅰ 海老澤社労士・
社会福祉士事務所講師 5/10（火）・7/5（火）・8/30（火）・8/31（水）2～5限

学外実習

252232-01 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（A）（2021年度以降）中村弘佳
252232-02 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（A）（2021年度以降）髙城大
252232-03 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（A）（2021年度以降）吉川公章
252232-04 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（A）（2021年度以降）吉川公章
252137-01 3 相談援助実習Ⅰ（2020年度以前） 末田邦子
252137-02 3 相談援助実習Ⅰ（2020年度以前） 黒川文子
252137-03 3 相談援助実習Ⅰ（2020年度以前） 田中勝
252137-04 3 相談援助実習Ⅰ（2020年度以前） 谷口純世
252137-05 3 相談援助実習Ⅰ（2020年度以前） 西本彩香
252137-06 3 相談援助実習Ⅰ（2020年度以前） 吉川公章
252145-01 2 コミュニティ・アクティブ・ラーニング実習Ⅰ 中村弘佳
253041-01 4 精神保健福祉援助実習Ⅱ（2020年度以前）瀧誠

（注1）2021年度入学者は1年生、2022年度入学者は2年生で履修する
（注2）4/14，4/21，5/12，5/19，6/9，6/23，7/7の2～3限および7/21の2限で履修する
（注3）5/13，5/20，5/27，6/3，6/10，6/17，6/24の1・2限および7/1の1限で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1

△251107-01 1 ※児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度Ⅰ（2020年度以前） 谷口純世
△251113-01 1 ※児童・家庭福祉Ⅰ（2021年度以降） 谷口純世
△254112-01 2FC01・02 ※保育内容　表現Ⅰ 安藤園子　他
△255003-01 2FC03・04 ※保育内容　人間関係Ⅰ（2018年度以前）井上知香
△255072-01 2FC03・04 ※子どもと人間関係（2019年度以降） 井上知香

252002-01 3 ※キャリアデザイン（福祉貢献） 岡田泰枝　他

月2

△254003-01 1 ※保育原理Ⅰ 岡田泰枝
△254112-02 2FC03・04 ※保育内容　表現Ⅰ 安藤園子　他
△255003-02 2FC01・02 ※保育内容　人間関係Ⅰ（2018年度以前）井上知香
△255072-02 2FC01・02 ※子どもと人間関係（2019年度以降） 井上知香

253059-01 3 福祉貢献基礎Ⅰ 青木文美
253061-01 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 古川洋子

月3

△255014-01 1FC03・04 音楽基礎技能Ⅰ 松下伸也　他
△254105-01 2 ※社会的養護（2018年度以前） 徳田優太
△255064-01 2 ※社会的養護Ⅰ（2019年度以降） 徳田優太
△254104-01 3 保育相談支援（2018年度以前） 古川洋子
△255063-01 3 子育て支援（2019年度以降） 古川洋子
253061-02 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 青木文美
253061-03 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 井上知香
253061-04 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 瀧誠

月4

△255014-02 1FC01・02 音楽基礎技能Ⅰ 松下伸也　他
△255074-01 2 特別の支援を必要とする子どもの保育（2019年度以降） 小野美和
253059-02 3 福祉貢献基礎Ⅰ 岡田泰枝
253059-08 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 黒川文子

火1
△254006-01 2 ※小児保健Ⅰ（2018年度以前） 黒谷万美子
△255068-01 2 ※子どもの保健（2019年度以降） 黒谷万美子

火2
△255005-01 2FC01・03 ※保育内容　環境Ⅰ 大宮摂子
△254116-01 4 子どもと数・図形 齊藤公彦

火3

△255019-01 1 絵本論 青木文美
△255005-02 2FC02・04 ※保育内容　環境Ⅰ 大宮摂子

253059-03 3 福祉貢献基礎Ⅰ 末田邦子
253059-04 3 福祉貢献基礎Ⅰ 瀧誠
253059-05 3 福祉貢献基礎Ⅰ 田中勝
255057-01 4 保育実習指導Ⅲ 岡田泰枝　他
255059-01 4 保育実習指導Ⅳ 小野美和

水1
△251106-01 2 精神保健の課題と支援Ⅰ（2020年度以前）瀧誠
△251112-01 2 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ（2021年度以降）瀧誠
△255020-01 3FC01・02 子どもと音楽 松下伸也

水2

△252208-01 1 高齢者福祉Ⅰ（2021年度以降） 黒川文子
△254101-01 2 ※社会福祉概論 火口弥生
△255020-02 3FC03・04 子どもと音楽 松下伸也

253061-05 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 髙城大
253061-06 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 中村弘佳

水3

△252112-01 1 障害者に対する支援と障害者自立支援制度Ⅰ（2020年度以前） 田中勝
△252210-01 1 障害者福祉Ⅰ（2021年度以降） 田中勝
△254107-01 2 幼児理解の理論と方法 小野美和
253059-06 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 谷口純世
253059-07 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 井上知香
253059-09 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 髙城大
253059-10 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 中村弘佳
253059-11 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 西和久
253059-12 3 ※福祉貢献基礎Ⅰ 古川洋子
253061-07 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 黒川文子

水4

△251009-01 1 ※発達心理学 小野美和
△255013-01 2 保育内容指導法 古川洋子
255058-01 3 保育実習指導Ⅰ 岡田泰枝　他
253061-08 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 谷口純世

△254118-01 4 音楽基礎技能Ⅳ 松下伸也
水5 △255021-01 3FC03・04 子どもと造形 山本和久

木1
△254125-01 1 ※保育内容総論Ⅰ 井上知香
△254127-01 2 教育実習指導Ⅰ 水野佑規子　他

木2

△251101-01 1 人体の構造と機能及び疾病（2020年度以前）（注1）金森寛幸
△251108-01 1 医学概論（2021年度以降）（注1） 金森寛幸
△255023-01 2 子どもと体育 小野隆
△251105-01 3 社会調査の基礎（2020年度以前） 西和久
△255032-01 3 教育制度論 舩尾日出志
☆255018-01 4 児童文学 青木文美

木3

△251101-01 1 人体の構造と機能及び疾病（2020年度以前）（注1）金森寛幸
△251108-01 1 医学概論（2021年度以降）（注1） 金森寛幸
△255007-01 2FC02・03 ※保育内容　言葉Ⅰ 青木文美
△255035-01 3 教育方法論 舩尾日出志
253061-09 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 小野美和
253061-10 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 西和久

木4

254001-01 1 ※基礎ゼミ 水野佑規子
254001-02 1 ※基礎ゼミ 井上知香
254001-03 1 ※基礎ゼミ 古川洋子

△255007-02 2FC01・04 ※保育内容　言葉Ⅰ 青木文美
253059-13 3 福祉貢献基礎Ⅰ 小野美和

木5 254110-01 3 子ども福祉の動向Ⅰ 織田俊樹　他

金1

△251104-01 1 社会理論と社会システム（2020年度以前）安藤純子
△251110-01 1 社会学と社会システム（2021年度以降） 安藤純子
△254114-01 2FC03・04 ※乳児保育論 水野佑規子

253061-11 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 末田邦子

金2
△254114-02 2FC01・02 ※乳児保育論 水野佑規子

253061-12 4 ※福祉貢献研究Ⅰ 岡田泰枝
金3 △255031-01 2 教職入門 岡田泰枝

金4
△254119-01 1FC01・03 造形基礎技能Ⅰ（注2） 山本和久　他
△254109-01 3 教育課程論 岡田泰枝

金5 △254120-01 1FC01・03 造形基礎技能Ⅱ（注2） 山本和久　他

福祉貢献学部福祉貢献学科　子ども福祉専攻　専門教育科目（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

△252110-01 1 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅰ（2020年度以前） 黒川文子 別途専攻より指示する

△254121-01 1FC01・02 体育基礎技能Ⅰ 巣立隆宏 オンデマンド：第1回目，第2回目，第6回目，第7回目，第11回目，第15回目（配信日は専攻より指示する）
対面：5/14（土）・6/11（土）・7/9（土）1～3限

△254121-02 1FC03・04 体育基礎技能Ⅰ 巣立隆宏 オンデマンド：第1回目，第2回目，第6回目，第7回目，第11回目，第15回目（配信日は専攻より指示する）
対面：5/28（土）・6/25（土）・7/16（土）1～3限

学外実習
255042-01 3 保育実習Ⅰ（保育所） 岡田泰枝　他

△255048-01 4 教育実習Ⅱ 青木文美　他

（注1）4/14，4/21，5/12，5/19，6/9，6/23，7/7の2～3限および7/21の2限で履修する
（注2）クラス指定に従い金曜4限「造形基礎技能Ⅰ」と金曜5限「造形基礎技能Ⅱ」を同時履修すること
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月3
★321104-01 M1・2 日本文化論特殊講義Ⅳ 藤井奈都子
★322115-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅲa 角田達朗

月4
★322017-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅳ a 永井聖剛
★325015-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅱa 田島祐之
★325117-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅲa 清水裕二

月5

★323125-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅲa 三和義秀
323259-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 M Ⅴ a 高原美和

★325115-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅱa 田島祐之
322581-01 D1 創作表現特殊研究 DⅣ（1）a 永井聖剛
322583-01 D2 創作表現特殊研究 DⅣ（2）a 永井聖剛
322585-01 D3 創作表現特殊研究 DⅣ（3）a 永井聖剛

月6

★321017-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅶ a 吉田竜也
★321011-01 M1・2 国語学特殊講義 a 増井典夫
★323127-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅳ a 村主朋英

323221-01 M2 図書館情報学特殊研究 MⅢa 三和義秀
★323051-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅰa 親松和浩
★322117-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅳ a 永井聖剛

321511-01 D1 国文学特殊研究 DⅡ（1）a 中野謙一
321513-01 D2 国文学特殊研究 DⅡ（2）a 中野謙一
321515-01 D3 国文学特殊研究 DⅡ（3）a 中野謙一

月7
323223-01 M2 図書館情報学特殊研究 MⅣ a 村主朋英

★322015-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅲa 角田達朗

火3
★323155-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅲa 森博子
★322013-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅱa 酒井晶代
★325113-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅰa 垂井洋蔵

火4

★321217-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅶ a 吉田竜也
★323053-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅱa 國分三輝
★323057-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅳ a 佐藤朝美
★324115-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅰa 宮田雅子
★325013-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅰa 垂井洋蔵

火5

321311-01 M2 国文学特殊研究 MⅠa 中野謙一
★323027-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅳ a 村主朋英
★323055-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅲa 森博子
★323153-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅱa 國分三輝
★324015-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅰa 宮田雅子
324223-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 M Ⅴ a 政倉祐子

★325017-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅲa 清水裕二
★325019-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅳ a 河辺泰宏

325215-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 MⅡa 田島祐之
327541-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究ＤⅤ（1）a 高原美和
327543-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究ＤⅤ（2）a 高原美和

火6

★321101-01 M1・2 日本文化論特殊講義Ⅰ 外山敦子
★321215-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅵa 竹内瑞穂
★323025-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅲa 三和義秀
★323157-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅳ a 佐藤朝美

323251-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 MⅠa 親松和浩
323253-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 MⅡa 國分三輝
322213-01 M2 創作表現特殊研究 MⅡa 酒井晶代
322217-01 M2 創作表現特殊研究 MⅣ a 永井聖剛
322219-01 M2 創作表現特殊研究 M Ⅴ a 小倉史
324215-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅠa 宮田雅子

★325021-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅴ a 淺田秀男
★325119-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅳ a 河辺泰宏

325217-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 MⅢa 清水裕二
326511-01 D1 図書館情報学特殊研究 DⅡ（1）a 菅野育子
326513-01 D2 図書館情報学特殊研究 DⅡ（2）a 菅野育子
326515-01 D3 図書館情報学特殊研究 DⅡ（3）a 菅野育子
326531-01 D1 図書館情報学特殊研究 DⅣ（1）a 村主朋英
326533-01 D2 図書館情報学特殊研究 DⅣ（2）a 村主朋英
326535-01 D3 図書館情報学特殊研究 DⅣ（3）a 村主朋英
326541-01 D1 図書館情報学特殊研究 D Ⅴ（1）a 伊藤真理
326543-01 D2 図書館情報学特殊研究 D Ⅴ（2）a 伊藤真理
326545-01 D3 図書館情報学特殊研究 D Ⅴ（3）a 伊藤真理
327521-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 DⅢ（1）a 森博子
327523-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 DⅢ（2）a 森博子
327525-01 D3 情報デザイン・システム特殊研究 DⅢ（3）a 森博子
325571-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 D Ⅴ（1）a 田島祐之
325573-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 D Ⅴ（2）a 田島祐之

火7

323255-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 MⅢa 森博子
★322019-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅴ a 小倉史
★322113-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅱa 酒井晶代

322215-01 M2 創作表現特殊研究ＭⅢa 角田達朗
325219-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 MⅣ a 河辺泰宏

水1
★321213-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅰa 中野謙一
★324123-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅴ a 政倉祐子

水2 ★321003-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅲa 林和利

水3
★321015-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅵa 竹内瑞穂
★323151-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅰa 親松和浩
323257-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究ＭⅣ a 佐藤朝美

水4 ★321001-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅱa 久保朝孝
水5 ★321201-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅱa 久保朝孝

水6

321309-01 M2 国語学特殊研究 Ma 増井典夫
323225-01 M2 図書館情報学特殊研究 M Ⅴ a 伊藤真理

★324023-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅴ a 政倉祐子
327501-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 DⅠ（1）a 親松和浩
327503-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 DⅠ（2）a 親松和浩
327505-01 D3 情報デザイン・システム特殊研究 DⅠ（3）a 親松和浩
327531-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究ＤⅣ（1）a 佐藤朝美
327533-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究ＤⅣ（2）a 佐藤朝美
324541-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅡ（1）a 宮田雅子
324543-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 DⅡ（2）a 宮田雅子
324545-01 D3 メディアプロデュース特殊研究 DⅡ（3）a 宮田雅子

水7

324531-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅠ（1）a 五島幸一
324533-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 DⅠ（2）a 五島幸一
324535-01 D3 メディアプロデュース特殊研究 DⅠ（3）a 五島幸一
324551-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅢ（1）a 村上泰介
324553-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 DⅢ（2）a 村上泰介
324561-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅣ（1）a 阿部卓也
324571-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 D Ⅴ（1）a 政倉祐子
324573-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 D Ⅴ（2）a 政倉祐子
324575-01 D3 メディアプロデュース特殊研究 D Ⅴ（3）a 政倉祐子

木2 ★321103-01 M1・2 日本文化論特殊講義Ⅲ 小倉斉

木4

★323023-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅱa 菅野育子
★323129-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅴ a 伊藤真理
★322119-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅴ a 小倉史
★324021-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義 Ⅳ a 阿部卓也
★324119-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅲa 村上泰介

木5

★321013-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅰa 中野謙一
★323029-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅴ a 伊藤真理
★323123-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅱa 菅野育子
★323059-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅴ a 高原美和
322211-01 M2 創作表現特殊研究 MⅠa 清水良典

★324019-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅲa 村上泰介
★324121-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅳ a 阿部卓也
325221-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 M Ⅴ a 淺田秀男
326521-01 D1 図書館情報学特殊研究 DⅢ（1）a 三和義秀
326523-01 D2 図書館情報学特殊研究 DⅢ（2）a 三和義秀
326525-01 D3 図書館情報学特殊研究 DⅢ（3）a 三和義秀
322591-01 D1 創作表現特殊研究 D Ⅴ（1）a 小倉史

木6

323219-01 M2 図書館情報学特殊研究 MⅡa 菅野育子
★322011-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅰa 清水良典
324219-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅢa 村上泰介
324221-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅣ a 阿部卓也
327511-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 DⅡ（1）a 國分三輝
327513-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 DⅡ（2）a 國分三輝
327515-01 D3 情報デザイン・システム特殊研究 DⅡ（3）a 國分三輝

木7

322561-01 D1 創作表現特殊研究 DⅡ（1）a 酒井晶代
322563-01 D2 創作表現特殊研究 DⅡ（2）a 酒井晶代
322565-01 D3 創作表現特殊研究 DⅡ（3）a 酒井晶代
322571-01 D1 創作表現特殊研究 DⅢ（1）a 角田達朗
322573-01 D2 創作表現特殊研究 DⅢ（2）a 角田達朗
322575-01 D3 創作表現特殊研究 DⅢ（3）a 角田達朗

金1
★323159-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅴ a 高原美和
★324017-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅱa 五島幸一

金2
★321005-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅳ a 早川由美
★322111-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅰa 清水良典

金3 ★321211-01 M1・2 国語学特殊演習 a 増井典夫
金4 ★321007-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅴ a 水川敬章

●次ページに続く

文化創造研究科（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



金5

★321203-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅲa 三宅晶子
★321207-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅴ a 水川敬章
★324117-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅱa 五島幸一
★325121-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅴ a 淺田秀男

325541-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅡ（1）a 河辺泰宏
325543-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅡ（2）a 河辺泰宏
325545-01 D3 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅡ（3）a 河辺泰宏
325551-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅢ（1）a 清水裕二
325553-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅢ（2）a 清水裕二
325555-01 D3 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅢ（3）a 清水裕二

金6

321313-01 M2 国文学特殊研究 M Ⅵa 竹内瑞穂
324217-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅡa 五島幸一
321531-01 D1 国語学特殊研究 D（1）a 増井典夫
321533-01 D2 国語学特殊研究 D（2）a 増井典夫
321535-01 D3 国語学特殊研究 D（3）a 増井典夫
322551-01 D1 創作表現特殊研究 DⅠ（1）a 清水良典
322553-01 D2 創作表現特殊研究 DⅠ（2）a 清水良典
322555-01 D3 創作表現特殊研究 DⅠ（3）a 清水良典

金7

321541-01 D1 国文学特殊研究 DⅣ（1）a 竹内瑞穂
321543-01 D2 国文学特殊研究 DⅣ（2）a 竹内瑞穂
321545-01 D3 国文学特殊研究 DⅣ（3）a 竹内瑞穂
325561-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅣ（1）a 淺田秀男
325563-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅣ（2）a 淺田秀男
325565-01 D3 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅣ（3）a 淺田秀男

文化創造研究科（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

学外実習 325302-01 M1・2 建築・インテリアデザイン意匠設計特殊実習 清水裕二
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
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長
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月3 ★313001-01 1・2 国語教育特講 a 中嶋真弓
月4 ★313007-01 1・2 社会科教育特講 a 楠元町子
月5 ★312001-01 1・2 教育学特講 a 佐藤実芳
火3 ★312003-01 1・2 教育心理学特講 a 野井未加
火4 ★315007-01 1・2 創造性教育特講 a 浅田まり子
火6 ★315001-01 1・2 発達心理学特講 a 二宮昭
水1 ★314001-01 1・2 特別支援教育特講 a 河野文光
水2 ★315005-01 1・2 運動発達学特講 a 山本周史
水6 314006-01 1・2 教育メディア論 大西誠
水7 ★312007-01 1・2 生涯学習特講 a 渡辺かよ子
木4 ★315003-01 1・2 幼児教育特講 a 白石淑江
木6 311001-01 1 ※教育研究法特講 a 中嶋真弓　他
金2 ★313003-01 1・2 算数科教育特講 a 松丸剛
金4 ★313005-01 1・2 科学教育特講 a 佐藤成哉
金6 ★313009-01 1・2 スポーツ教育特講 a 松田秀子

金7

311003-01 2 ※教育研究演習 佐藤実芳
311003-02 2 ※教育研究演習 中嶋真弓
311003-03 2 ※教育研究演習 松田秀子
311003-04 2 ※教育研究演習 山本周史
311003-05 2 ※教育研究演習 渡辺かよ子

教育学研究科（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名
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育
学
研
究
科
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月2 332110-01 M1・2 子ども福祉特論 谷口純世

月3
★333201-01 M1 ※言語聴覚学研究1（注1） 牧勝弘
★332103-01 M1・2 比較心理学特論 松尾貴司

333203-01 M2 ※言語聴覚学研究3 牧勝弘

月4

★333101-01 M1 ※心理学研究1（注1） 松尾貴司
★332112-01 M1・2 精神保健福祉特論 瀧誠

333103-01 M2 ※心理学研究3 松尾貴司
333301-01 M2 ※臨床心理学研究1 大崎園生

月5

★333205-01 M1 ※視覚科学研究1（注1） 高橋啓介
★333205-02 M1 ※視覚科学研究1（注1） 田邊宗子
★333213-01 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 林久恵

332233-01 M1・2 スポーツ文化論特論 矢野裕介
333207-01 M2 ※視覚科学研究3 高橋啓介
333207-02 M2 ※視覚科学研究3 田邊宗子
333215-01 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 林久恵
336407-01 D1 視覚科学特殊研究（視能検査学）1 田邊宗子
336421-01 D2 視覚科学特殊研究（視能検査学）3 田邊宗子
336435-01 D3 視覚科学特殊研究（視能検査学）5 田邊宗子

月6

★333201-02 M1 ※言語聴覚学研究1（注1） 井脇貴子
★333205-03 M1 ※視覚科学研究1（注1） 柏井聡
★333205-04 M1 ※視覚科学研究1（注1） 川嶋英嗣

332225-01 M1・2 加齢医学演習 安藤富士子
333203-02 M2 ※言語聴覚学研究3 井脇貴子
333207-03 M2 ※視覚科学研究3 柏井聡
333207-04 M2 ※視覚科学研究3 川嶋英嗣
336402-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚病理学）1 柏井聡
336416-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚病理学）3 柏井聡
336430-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚病理学）5 柏井聡

月7

336403-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚障害学 a）1 川嶋英嗣

336519-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（加齢医学）1（2019年度以降） 安藤富士子

336417-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚障害学 a）3 川嶋英嗣

336525-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（加齢医学）3（2019年度以降） 安藤富士子

336431-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚障害学 a）5 川嶋英嗣

336531-01 D3 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（加齢医学）5（2019年度以降） 安藤富士子

火3
★332106-01 M1・2 コミュニケーション心理学特論 小川一美

332301-01 M1・2 臨床心理学特論1 
（青年期・成人期の心理臨床）（注2） 髙橋昇

火4

★333101-02 M1 ※心理学研究1（注1） 斎藤和志
★333101-03 M1 ※心理学研究1（注1） 坂田陽子
★333101-04 M1 ※心理学研究1（注1） 丹藤克也
★333101-05 M1 ※心理学研究1（注1） 吉崎一人

333103-02 M2 ※心理学研究3 斎藤和志
333103-03 M2 ※心理学研究3 坂田陽子
333103-04 M2 ※心理学研究3 丹藤克也
333103-05 M2 ※心理学研究3 吉崎一人
333301-02 M2 ※臨床心理学研究1 清瀧裕子
333301-03 M2 ※臨床心理学研究1 髙橋昇

火5
★333101-06 M1 ※心理学研究1（注1） 久保南海子
333103-06 M2 ※心理学研究3 久保南海子

火6

★333205-05 M1 ※視覚科学研究1（注1） 高橋伸子
★333213-02 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 安藤富士子
★333213-03 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 加藤憲
★333213-04 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 前野信久
★333213-05 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 矢野裕介
★333213-06 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 和田郁雄
331201-01 M1・2 社会福祉調査法演習 村田一昭
332331-01 M2 心理実践実習2b 髙野恵代　他
333207-05 M2 ※視覚科学研究3 高橋伸子
333215-02 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 安藤富士子
333215-03 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 加藤憲
333215-04 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 前野信久
333215-05 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 矢野裕介
333215-06 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 和田郁雄
336201-01 D1 ※社会福祉学特殊研究Ⅰa 瀧誠
336406-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚心理学 b）1 高橋伸子

336567-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究
（循環・代謝障害理学療法学）1（2019年度以降）林久恵

336203-01 D2 ※社会福祉学特殊研究Ⅱa 瀧誠
336420-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚心理学 b）3 高橋伸子

336569-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究
（循環・代謝障害理学療法学）3（2019年度以降）林久恵

336205-01 D3 ※社会福祉学特殊研究Ⅲa 瀧誠
336434-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚心理学 b）5 高橋伸子

火7

★333105-01 M1 ※社会福祉研究1（注1） 末田邦子
★333105-02 M1 ※社会福祉研究1（注1） 瀧誠
★333105-03 M1 ※社会福祉研究1（注1） 谷口純世
★332206-01 M1・2 発声発語障害学演習 志村栄二　他
333107-01 M2 ※社会福祉研究3 瀧誠
333107-02 M2 ※社会福祉研究3 谷口純世
336302-01 D1 言語聴覚学特殊研究（言語聴覚学）1 井脇貴子
336303-01 D1 言語聴覚学特殊研究（言語発達障害学）1 船﨑康広
336331-01 D1 言語聴覚学特殊研究（聴覚神経科学）1 牧勝弘
336305-01 D1 言語聴覚学特殊研究（失語症学）1 吉田敬
336405-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚心理学 a）1 高橋啓介

336537-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（下肢運動障害）1（2019年度以降） 和田郁雄

336543-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（医療管理情報学）1（2019年度以降） 加藤憲

336545-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（生理機能検査学）1（2019年度以降） 前野信久

336546-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ史）1（2019年度以降） 矢野裕介

336312-01 D2 言語聴覚学特殊研究（言語聴覚学）3 井脇貴子
336313-01 D2 言語聴覚学特殊研究（言語発達障害学）3 船﨑康広
336333-01 D2 言語聴覚学特殊研究（聴覚神経科学）3 牧勝弘
336315-01 D2 言語聴覚学特殊研究（失語症学）3 吉田敬
336419-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚心理学 a）3 高橋啓介

336539-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（下肢運動障害）3（2019年度以降） 和田郁雄

336551-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（医療管理情報学）3（2019年度以降） 加藤憲

336553-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（生理機能検査学）3（2019年度以降） 前野信久

336554-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ史）3（2019年度以降） 矢野裕介

336322-01 D3 言語聴覚学特殊研究（言語聴覚学）5 井脇貴子
336323-01 D3 言語聴覚学特殊研究（言語発達障害学）5 船﨑康広
336335-01 D3 言語聴覚学特殊研究（聴覚神経科学）5 牧勝弘
336325-01 D3 言語聴覚学特殊研究（失語症学）5 吉田敬
336433-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚心理学 a）5 高橋啓介

336541-01 D3 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（下肢運動障害）5（2019年度以降） 和田郁雄

●次ページに続く

心理医療科学研究科（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）所属専修に応じた研究科目を履修すること
（注2）臨床心理学専修の学生のみ履修可
（注3）木曜6・7限の2時限連続で履修する
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科
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



水1 332322-01 M1・2 心身医学特論
（保健医療分野に関する理論と支援の展開 B）（注2）伊藤真理

水2
332219-01 M1・2 健康医科学特論 前田惠子

332325-01 M1・2 心の健康教育特論
（心の健康教育に関する理論と実践）（注2）伊藤真理

水4 ★332102-01 M1・2 認知神経心理学特論 吉崎一人

水5

★331205-01 M1・2 心理医療科学統計演習1 行松慎二
★332201-01 M1・2 言語心理学特論 天野成昭

336521-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（栄養科学）1（2019年度以降） 榎裕美

336527-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（栄養科学）3（2019年度以降） 榎裕美

336533-01 D3 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（栄養科学）5（2019年度以降） 榎裕美

水6

★333201-03 M1 ※言語聴覚学研究1（注1） 天野成昭
★333201-04 M1 ※言語聴覚学研究1（注1） 志村栄二
★333205-06 M1 ※視覚科学研究1（注1） 稲垣尚恵
★333213-07 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 榎裕美
★333213-08 M1 ※スポーツ・健康医科学研究1（注1） 瀬谷安弘

332207-01 M1・2 高次脳機能障害学演習 船﨑康広　他
332216-01 M1・2 視能矯正学演習 望月浩志

332324-01 M1・2 産業精神保健特論
（産業・労働分野に関する理論と支援の展開）（注2）古井景

333203-03 M2 ※言語聴覚学研究3 天野成昭
333203-04 M2 ※言語聴覚学研究3 志村栄二
333207-06 M2 ※視覚科学研究3 稲垣尚恵
333215-07 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 榎裕美
333215-08 M2 ※スポーツ・健康医科学研究3 瀬谷安弘
336443-01 D1 視覚科学特殊研究（視能矯正学 a）1 稲垣尚恵
336447-01 D2 視覚科学特殊研究（視能矯正学 a）3 稲垣尚恵
336451-01 D3 視覚科学特殊研究（視能矯正学 a）5 稲垣尚恵

水7

333301-04 M2 ※臨床心理学研究1 髙野恵代
333301-05 M2 ※臨床心理学研究1 古井景
336301-01 D1 言語聴覚学特殊研究（言語心理学）1 天野成昭

336544-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ心理学）1（2019年度以降） 瀬谷安弘

336311-01 D2 言語聴覚学特殊研究（言語心理学）3 天野成昭

336552-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ心理学）3（2019年度以降） 瀬谷安弘

336321-01 D3 言語聴覚学特殊研究（言語心理学）5 天野成昭
木1 ★331113-01 M1・2 臨床心理学研究法特論 石川佳奈

木2
332230-01 M1・2 スポーツ認知心理学特論 瀬谷安弘

332305-01 M1・2 臨床心理面接特論1 
（心理支援に関する理論と実践）（注2） 浜本真規子

木3
332218-01 M1・2 視覚障害学演習2 稲垣尚恵

332310-01 M1・2 臨床心理査定演習1
（心理的アセスメントに関する理論と実践）（注2）西出隆紀

木5

332312-01 M1 臨床心理基礎実習1（注2） 大崎園生　他
★333205-07 M1 ※視覚科学研究1（注1） 望月浩志
331207-01 M1・2 心理医療科学英語演習1 鈴木哲至
333207-07 M2 ※視覚科学研究3 望月浩志
336101-01 D1 ※心理学特殊研究Ⅰa 斎藤和志
336101-02 D1 ※心理学特殊研究Ⅰa 吉崎一人
336101-03 D1 ※心理学特殊研究Ⅰa 坂田陽子
336101-04 D1 ※心理学特殊研究Ⅰa 小川一美
336444-01 D1 視覚科学特殊研究（視能矯正学 b）1 望月浩志
336103-01 D2 ※心理学特殊研究Ⅱa 斎藤和志
336103-02 D2 ※心理学特殊研究Ⅱa 吉崎一人
336103-03 D2 ※心理学特殊研究Ⅱa 坂田陽子
336103-04 D2 ※心理学特殊研究Ⅱa 小川一美
336448-01 D2 視覚科学特殊研究（視能矯正学 b）3 望月浩志
336105-01 D3 ※心理学特殊研究Ⅲa 斎藤和志
336105-02 D3 ※心理学特殊研究Ⅲa 吉崎一人
336105-03 D3 ※心理学特殊研究Ⅲa 坂田陽子
336105-04 D3 ※心理学特殊研究Ⅲa 小川一美
336452-01 D3 視覚科学特殊研究（視能矯正学 b）5 望月浩志

木6

★333201-05 M1 ※言語聴覚学研究1（注1） 吉田敬
332314-01 M1 臨床心理基礎実習2a（注2） 大崎園生　他

★331202-01 M1・2 心理アセスメント演習（注3） 小林まおり
331203-01 M1・2 心理学実験演習（注3） 高橋伸子　他
332236-01 M1・2 医療管理情報学特論 加藤憲
333203-05 M2 ※言語聴覚学研究3 吉田敬
332329-01 M2 臨床心理実習2a（心理実践実習3） 清瀧裕子　他

木7
★331202-01 M1・2 心理アセスメント演習（注3） 小林まおり
331203-01 M1・2 心理学実験演習（注3） 高橋伸子　他
332327-01 M2 臨床心理実習1a（心理実践実習1b） 大崎園生　他

金1
★333101-07 M1 ※心理学研究1（注1） 小川一美
333103-07 M2 ※心理学研究3 小川一美

金2
332302-01 M1・2 臨床心理学特論2 

（児童期の心理臨床）（注2） 清瀧裕子

333301-06 M2 ※臨床心理学研究1 西出隆紀

金3 332323-01 M1・2 非行・犯罪心理学特論
（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開）（注2）中村薫

金4 ★331109-01 M1・2 教育心理学特論 
（教育分野に関する理論と支援の展開 B）髙野恵代

金5

★333201-06 M1 ※言語聴覚学研究1（注1） 鈴木朋子
★333201-07 M1 ※言語聴覚学研究1（注1） 船﨑康広
333203-06 M2 ※言語聴覚学研究3 鈴木朋子
333203-07 M2 ※言語聴覚学研究3 船﨑康広

金6

332203-01 M1・2 言語聴覚病理学特論2 船﨑康広
332229-01 M1・2 地域栄養活動演習 加藤友紀
336601-01 D1 ※臨床心理学特殊研究Ⅰa（2019年度以降）髙橋昇
336601-03 D1 ※臨床心理学特殊研究Ⅰa 西出隆紀
336601-04 D1 ※臨床心理学特殊研究Ⅰa（2019年度以降）清瀧裕子
336603-01 D2 ※臨床心理学特殊研究Ⅱa（2019年度以降）髙橋昇
336603-03 D2 ※臨床心理学特殊研究Ⅱa 西出隆紀
336605-01 D3 ※臨床心理学特殊研究Ⅲa（2019年度以降）髙橋昇
336605-03 D3 ※臨床心理学特殊研究Ⅲa 西出隆紀

心理医療科学研究科（前期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）所属専修に応じた研究科目を履修すること
（注2）臨床心理学専修の学生のみ履修可
（注3）木曜6・7限の2時限連続で履修する

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
332213-01 M1・2 視覚障害学特論 小田浩一 8/22（月）～8/24（水）1・2・4・5限，8/25（木）1・2・4限
332309-01 M1・2 グループアプローチ特論（注2） 西村馨 8/22（月）～8/24（水）1～5限

心
理
医
療
科
学
研
究
科
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

前
　
期

長
久
手



月1 101137-51 1 メンタルヘルス 浦邉綾子

月2
101102-52 1 女性学・男性学 中島美幸
101131-54 1 現代のマナー 市原江美

月3
101131-55 1 現代のマナー 市原江美
101134-53 1 キャリアの形成 樋口貴子

月4
101150-51 1 探究・違いを共に生きるⅠ 担当者未定
101131-56 1 現代のマナー 市原江美

月5
101121-01 1 生活の化学（長久手開講） 加藤友紀
101129-52 1 入門文化人類学 二文字屋脩

火1 101116-53 1 映像文化 小川真理子

火2
101107-51 1 生涯学習 伊藤真希
101116-54 1 映像文化 小川真理子

火3 101134-54 1 キャリアの形成 阿部夢

火4
101145-09 未修得者専用 ※違いを共に生きる・ライフデザイン（16年度以降）（長久手開講）鈴木崇夫
101128-53 1 入門心理学 加藤智宏

水2 101126-53 1 入門法律学 柴垣直哉

水3

101105-51 1 国際交流 ブイチトルン
101112-02 1 伝統芸能（長久手開講） 林和利
101118-51 1 生き物の世界 横山晴美　他
101126-54 1 入門法律学 柴垣直哉

水4
101128-54 1 入門心理学 加藤智宏
101136-51 1 ライフサイクルと健康 山口瑞生

木1 101113-52 1 書道 森美恵子
木2 101120-53 1 食品の科学 稲荷妙子

木3
101151-51 1 探究・違いを共に生きるⅡ 担当者未定
101120-54 1 食品の科学 稲荷妙子

木4
101101-53 1 ジェンダーと社会 石河敦子
101138-52 1 健康とくすり 白井直洋

金1 101123-52 1 日本国憲法 三枝有

金2

101148-51 1 セクシュアリティとメディア 藤井誠二
101106-53 1 手話・点字 棚橋義則
101117-02 1 数学の世界（長久手開講） 田中秀和
101119-52 1 生命の科学 石浦正寛

金3
101101-54 1 ジェンダーと社会 中村奈津子
101106-54 1 手話・点字 棚橋義則

金4 101122-51 1 環境の保護 大塚健三

教養教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
教
養
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



火3 107002-51 1 健康と運動 門間博
火4 107002-52 1 健康と運動 門間博
水2 107002-53 1 健康と運動 本多広国
水3 107002-54 1 健康と運動 本多広国
水4 107002-55 1 健康と運動 本多広国
木2 107002-56 1 健康と運動 鶴原香代子
木3 107002-57 1 健康と運動 本多広国
木4 107002-58 1 健康と運動 本多広国

スポーツ科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ス
ポ
ー
ツ
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月2 110403-54 2・3 インターンシップ概論 上本裕子

月3

110401-53 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 名古屋大原学園講師
110408-51 4 新社会人の基礎（注1） 長岡秀孝

110056-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 B 
*水曜4限と同時履修 中林律子

月4

110401-54 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 名古屋大原学園講師
110408-52 4 新社会人の基礎（注1） 長岡秀孝

110055-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 A 
*水曜2限と同時履修 鈴木かおり

火2 110203-01 1・2 障がい者支援ボランティア（長久手開講） 荒賀博志
火3 110201-53 1 CCC スタートアップ講座 担当者未定
火5 110013-51 1・2 米国 NPOインターンシッププログラム概論 担当者未定

水2

110204-51 1 企画立案の基礎 藤井勉
110206-52 2 ファシリテーター養成講座 沖直子

110055-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 A 
*月曜4限と同時履修 梶川しのぶ

水3

110403-55 2・3 インターンシップ概論 長岡秀孝
別途申込 
110053-52

日本語非母語
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅠ 本間妙

別途申込 
110054-52

日本語非母語
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅡ 山本裕子

水4 110056-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 B 
*月曜3限と同時履修 鈴木かおり

木1 110012-51 1・2 TOEFL iBTトレーニングⅡ（Listening & 
Reading） アルク講師

木2
110009-51 1 Central Japan（前半）（注2） 担当者未定　他
110010-51 1 Traditional Arts in Japan（後半）（注3） 担当者未定　他
110206-53 2 ファシリテーター養成講座 沖直子

木3
110402-53 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 名古屋大原学園講師
110403-56 2・3 インターンシップ概論 宮嶋恒二

木4
110402-54 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 名古屋大原学園講師
110208-51 2 CCC キズナプロジェクトB 沖直子

金3 110205-01 1 まちづくりマーケティング（長久手開講） 沖直子

アクティブラーニング科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
110003-01 1・2 英語海外セミナーⅢ 担当者未定 別途掲示参照

別途申込 
110004-01 1・2 米国 NPOインターンシッププログラム 担当者未定 別途掲示参照

別途申込 
110005-01 1・2 中国語海外セミナーⅠ（中国） 馮富榮 別途掲示参照

110206-54 2 ファシリテーター養成講座 伊澤令子 2/15（水）・2/17（金）・2/20（月）・2/22（水）・2/24（金）2～4限
別途申込 
110404-02 2・3 インターンシップ研修 阿部夢　他 ―

別途申込 
110405-02 2・3 海外インターンシップ 阿部夢　他 別途掲示参照

（注1）9/26～11/21の月曜で履修する
（注2）9/29～11/24の木曜で履修する
（注3）11/24～1/19の木曜で履修する

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月2 108004-51 1 日本語表現2 原美築

月3
108004-52 1 日本語表現2 原美築
108003-94 未修得者専用 ※日本語表現1 近藤さやか

月4 108022-52 2・3 日本語表現 B2（スピーキング） 樋口貴子

火1
108004-53 1 日本語表現2 近藤さやか
108031-02 2・3 日本語表現 C1（ライティング）（長久手開講）佐々木亜紀子

火2
108004-54 1 日本語表現2 近藤さやか
108004-55 1 日本語表現2 原美築
108013-02 2・3 日本語表現A3（リーディング）（長久手開講）佐々木亜紀子

火3 108004-56 1 日本語表現2 原美築

火4
108004-57 1 日本語表現2 近藤さやか
108004-58 1 日本語表現2 原美築

水2
108004-59 1 日本語表現2 原美築
108032-52 2・3 日本語表現 C2（スピーキング） 萩原千恵

水4
108004-60 1 日本語表現2 原美築
108021-53 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 三井裕美

木2 108004-61 1 日本語表現2 近藤さやか
木3 108003-95 未修得者専用 ※日本語表現1 原美築

木4
108004-62 グロウコム1 

EX01-03 ※日本語表現2 近藤さやか

108011-02 2・3 日本語表現A1（ライティング）（長久手開講）森本俊之

木5 108004-63 グロウコム1 
EX04-06 ※日本語表現2 近藤さやか

日本語表現科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
日
本
語
表
現
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月1
102334-60 1-4 English 2（Reading） 半井尚美
102358-51 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）中村晴香

月2
102337-61 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美
102358-52 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）中村晴香

月3

102333-59 1-4 English 1（Listening） WACHOLTZ
102335-65 1-4 English 3（TOEIC 1） 半井尚美
102336-57 1-4 English 4（Speaking 1） BOWDEN
102358-53 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）山田幸代

月4

102333-60 1-4 English 1（Listening） WACHOLTZ
102334-61 1-4 English 2（Reading） 半井尚美
102338-55 1-4 English 6（Speaking 2） BOWDEN
102360-51 1-4 TOEIC Training Ⅰd（Listening & Reading）山田幸代

火1
102333-61 1-4 English 1（Listening） 吉枝恵
102362-51 1-4 TOEIC Training Ⅱb（Speaking & Writing）PUDWILL

火2
102331-56 1 Basic English 1 吉枝恵
102335-66 1-4 English 3（TOEIC 1） 梶浦眞由美
102338-56 1-4 English 6（Speaking 2） PUDWILL

火3
102335-67 1-4 English 3（TOEIC 1） PUDWILL
102337-62 1-4 English 5（TOEIC 2） 吉枝恵
102358-54 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）梶浦眞由美

火4
102335-68 1-4 English 3（TOEIC 1） PUDWILL
102358-55 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）梶浦眞由美

水1
102335-69 1-4 English 3（TOEIC 1） LACEY
102337-63 1-4 English 5（TOEIC 2） 安田千恵
102338-57 1-4 English 6（Speaking 2） BOWDEN

水2

102332-54 1 Basic English 2 内田脩平
102333-62 1-4 English 1（Listening） 安田千恵
102334-62 1-4 English 2（Reading） 今井加寿
102335-70 1-4 English 3（TOEIC 1） LACEY
102336-58 1-4 English 4（Speaking 1） BOWDEN
102358-56 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）中村晴香

水3

102331-57 1 Basic English 1 内田脩平
102333-63 1-4 English 1（Listening） 吉枝恵
102336-59 1-4 English 4（Speaking 1） LACEY
102337-64 1-4 English 5（TOEIC 2） 安田千恵
102358-57 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）中村晴香
102360-52 1-4 TOEIC Training Ⅰd（Listening & Reading）今井加寿
102368-51 1-4 Advanced English Ⅱb WACHOLTZ

水4
102335-71 1-4 English 3（TOEIC 1） 吉枝恵
102336-60 1-4 English 4（Speaking 1） LACEY
102360-53 1-4 TOEIC Training Ⅰd（Listening & Reading）今井加寿

木1

102400-56 1 Introduction to English 中村晴香
102333-64 1-4 English 1（Listening） 水野友貴
102338-58 1-4 English 6（Speaking 2） LEAF
102360-54 1-4 TOEIC Training Ⅰd（Listening & Reading）服部有紀

木2

102334-63 1-4 English 2（Reading） 水野友貴
102335-72 1-4 English 3（TOEIC 1） 中村晴香
102336-61 1-4 English 4（Speaking 1） LEAF
102358-58 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）服部有紀

木3

102332-55 1 Basic English 2 相川由美
102337-67 1-4 English 5（TOEIC 2） 中村晴香
102338-59 1-4 English 6（Speaking 2） LEAF
102358-59 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）吉枝恵
102360-55 1-4 TOEIC Training Ⅰd（Listening & Reading）服部有紀

木4

102334-64 1-4 English 2（Reading） 相川由美
102335-73 1-4 English 3（TOEIC 1） 服部有紀
102336-62 1-4 English 4（Speaking 1） LEAF
102337-68 1-4 English 5（TOEIC 2） 吉枝恵

金1
102337-69 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美
102358-60 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）太田晶子

金2

102333-65 1-4 English 1（Listening） 山村真由美
102335-74 1-4 English 3（TOEIC 1） 中川直志
102337-70 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美
102360-56 1-4 TOEIC Training Ⅰd（Listening & Reading）太田晶子

金3
102334-65 1-4 English 2（Reading） 山村真由美
102335-75 1-4 English 3（TOEIC 1） 中川直志
102358-61 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）太田晶子

金4 102337-71 1-4 English 5（TOEIC 2） 太田晶子

言語活用科目［英語］（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
英
語
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月1 103003-56 1・2 中国語会話1A 杜英起
月2 103032-52 2・3 HSK6級対策講座 高飛

月3
103025-53 1・2 HSK2級対策講座 MAYILA
103033-52 2・3 HSK6級実践トレーニング 高飛

月4
103003-57 1・2 中国語会話1A 杜英起
103025-54 1・2 HSK2級対策講座 MAYILA

月5 103034-52 1・2 スピーチ中国語 チョウケイニ　他
火1 103025-55 1・2 HSK2級対策講座 張静萱

火2

103006-52 1・2 中国語会話2 周素芬
103025-56 1・2 HSK2級対策講座 華イ
103025-57 1・2 HSK2級対策講座 張静萱
103026-57 2・3 HSK3級対策講座 高飛

火3 103001-55 1・2 中国語読解1A 高飛
火4 103025-58 1・2 HSK2級対策講座 馮富榮
水1 103032-53 2・3 HSK6級対策講座 高飛

水2
103028-52 2・3 HSK4級対策講座 王麗英
103033-53 2・3 HSK6級実践トレーニング 高飛

水3
103025-59 1・2 HSK2級対策講座 董梅香
103029-52 2・3 HSK4級実践トレーニング 王麗英

木2
103001-56 1・2 中国語読解1A 馬麗梅
103005-52 1・2 中国語読解2 袁莉萍

木3

103003-58 1・2 中国語会話1A 高飛
103025-60 1・2 HSK2級対策講座 張静萱
103028-53 2・3 HSK4級対策講座 袁莉萍
103030-53 2・3 HSK5級対策講座 馬麗梅

木4
103010-52 2・3 中国語会話3 王岩
103029-53 2・3 HSK4級実践トレーニング 袁莉萍
103031-53 2・3 HSK5級実践トレーニング 馬麗梅

金1 103014-51 2・3 中国語会話4 華イ
金2 103013-51 2・3 中国語読解4 華イ
金3 103028-54 2・3 HSK4級対策講座 華イ
金4 103029-54 2・3 HSK4級実践トレーニング 華イ

言語活用科目［中国語］（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
中
国
語
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月2 105002-53 1-4 韓国・朝鮮語読解1 金文姫

月3
105001-53 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*木曜1限と同時履修 金恩貞

105005-54 1-4 韓国・朝鮮語読解2 金文姫
月4 105008-52 1-4 韓国・朝鮮語読解3 金文姫
火1 105004-53 1-4 韓国語能力試験対策1 加藤麻衣子

火2
105004-54 1-4 韓国語能力試験対策1 加藤麻衣子
105006-54 1-4 韓国・朝鮮語会話2 金三淑

火3
105001-54 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*金曜1限と同時履修 李正子

105003-53 1-4 韓国・朝鮮語会話1 金三淑
105006-55 1-4 韓国・朝鮮語会話2 李芝賢

火4
105003-54 1-4 韓国・朝鮮語会話1 李芝賢
105009-52 1-4 韓国・朝鮮語会話3 金三淑

水1
105002-54 1-4 韓国・朝鮮語読解1 チョスルソップ
105009-53 1-4 韓国・朝鮮語会話3 金由那

水2 105003-55 1-4 韓国・朝鮮語会話1 金由那

木1
105001-53 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*月曜3限と同時履修 金恩貞

105008-53 1-4 韓国・朝鮮語読解3 柳朱燕

木2
105002-55 1-4 韓国・朝鮮語読解1 柳朱燕
105010-52 1-4 韓国語能力試験対策3 金文姫

木3
105007-54 1-4 韓国語能力試験対策2 金文姫
105041-52 2-4 韓国・朝鮮語映像翻訳 三重野聖愛

木4 105004-55 1-4 韓国語能力試験対策1 金文姫

金1
105001-54 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*火曜3限と同時履修 李正子

105002-56 1-4 韓国・朝鮮語読解1 李京姫

金2
105004-56 1-4 韓国語能力試験対策1 金三淑
105005-55 1-4 韓国・朝鮮語読解2 李京姫
105040-52 2-4 韓国・朝鮮語実務翻訳 金芝恵

金3
105003-56 1-4 韓国・朝鮮語会話1 キムソヨン
105007-55 1-4 韓国語能力試験対策2 加藤麻衣子

金4 105010-53 1-4 韓国語能力試験対策3 加藤麻衣子

言語活用科目［韓国・朝鮮語］（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
韓
国
・
朝
鮮
語
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月1 106006-53 1 初めての外国語6（ポルトガル語） 瀧藤千恵美
火4 106005-52 1 初めての外国語5（イタリア語） 柴田有香
水2 106003-52 1 初めての外国語3（ロシア語） 水野晶子
水3 106002-53 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス
水4 106002-54 1 初めての外国語2（フランス語） 田崎明子
木2 106001-52 1 初めての外国語1（ドイツ語） 平岩英恵
金3 106004-52 1 初めての外国語4（スペイン語） 木下まりあ

言語活用科目［初めての外国語］（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
初
め
て
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月2 104124-53 1 ネットワークリテラシー 末次新市

月4 104122-51 交流1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

火1 104130-54 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師
火2 104129-54 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

火3
104122-52 交流1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104122-53 ビジ1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

火4
104122-54 グロウコム1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104126-51 1 プログラミングⅠ（Visual Basic） 奥村文徳

火5 104122-55 交流1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

水2 104126-52 1 プログラミングⅠ（Visual Basic） 奥村文徳

水3
104122-56 ビジ1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104130-55 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

水4
104122-57 ビジ1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104129-55 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

木1 104131-51 2 基本情報技術者対策講座Ⅰ 戸谷英司
木2 104132-51 2 基本情報技術者対策講座Ⅱ 戸谷英司

木3
104122-58 交流1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104134-52 2 ウェブデザイン技能検定対策講座 大嶽麻里子

木4 104124-54 1 ネットワークリテラシー 大嶽麻里子

金1
104124-55 1 ネットワークリテラシー 大嶽麻里子
104130-56 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

金2
104122-59 ビジ1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104129-56 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

金3 104122-60 ビジ1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

金4 104122-61 ビジ1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

コンピュータ活用科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 104133-02 2 基本情報技術者対策講座Ⅲ（長久手開講）戸谷英司 2/15（水）～2/16（木）1～4限

全
学
共
通
履
修
科
目
（
コ
ン
活
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月1

023140-51 1 教育制度 中嶋哲彦
通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 山本圭子

通年科目 
登録不要 3・4 教職インターンシップⅡ 勢力麻未

月2

023140-52 1 教育制度 中嶋哲彦
023246-51 ビジ3 商業科教育法Ⅱ 野田隆洋
通年科目 
登録不要 3・4 教職インターンシップⅡ 山本圭子

月5 023233-52 2 教育方法 楠元町子

火3
023249-51 グロウコム2 英語科教育法Ⅱ 神谷政和
023281-51 2・3 情報モラル教育（19年度以降） 神田久恵

火5 023221-51 2・3 教育思想史 西脇明美

水1
023280-51 3 特別支援と生徒理解（19年度以降） 板倉寿明
023238-51 3 教育実習指導 神谷政和

水2
023225-51 4 障害児の教育（18年度以前） 板倉寿明
023238-52 3 教育実習指導 神谷政和

水5
023110-51 1 特別活動指導法 鈴木章夫
023259-51 交流3 地歴・社会科教育法Ⅱ 内木晃

木1
023110-52 1 特別活動指導法 不破民由
023227-51 2 教育課程 織部秀明

木2

023110-53 1 特別活動指導法 不破民由
023140-53 1 教育制度 佐藤実芳
023227-52 2 教育課程 織部秀明
023120-51 1 道徳指導法 柴田八重子

木3 023120-52 1 道徳指導法 柴田八重子

木4
023236-51 2 教育相談Ⅰ 濱島秀樹
023120-53 1 道徳指導法 柴田八重子

木5 023236-52 2 教育相談Ⅰ 濱島秀樹
金1 023279-51 3 総合的な学習の時間の指導法（19年度以降）市来ちさ

金2
023231-51 交流3 公民・社会科教育法Ⅱ 鈴木章夫
023232-51 3・4 学級経営 市来ちさ
023244-51 グロウコム3 英語科教育法Ⅳ 織部秀明

金3 通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 市来ちさ

金5
023265-51 4 教職実践演習（中・高）（注1） 都築春彦　他
023270-51 3 教職教養Ⅱ 都築春彦　他

教職課程科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

023110-54 1 特別活動指導法 不破民由 2/16（木）・2/17（金）・2/21（火）1～4限，2/24（金）1～3限
023120-54 1 道徳指導法 柴田八重子 2/15（水）・2/16（木）・2/17（金）1～4限，2/20（月）1～3限
023140-54 1 教育制度 佐藤実芳 2/17（金）・2/20（月）・2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限
023227-53 2 教育課程 織部秀明 2/15（水）・2/16（木）・2/17（金）1～4限，2/20（月）1～3限
023236-53 2 教育相談Ⅰ 小池理穂 2/17（金）・2/20（月）・2/21（火）1～4限，2/24（金）1～3限
023238-53 3 教育実習指導 都築春彦 2/20（月）・2/21（火）・2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限
023279-52 3 総合的な学習の時間の指導法（19年度以降）鈴木章夫 2/10（金）・2/15（水）・2/16（木）1～4限，2/17（金）1～3限

学外実習

通年科目 
登録不要 3 介護等体験 梅藤仁志

通年科目 
登録不要 4 教育実習Ⅰ 都築春彦

通年科目 
登録不要 4 教育実習Ⅱ 澤田喜之

（注1）金曜5限および9/24（土）1・2限，12/3（土）1～4限で履修する。詳細は別途掲示参照。

全
学
共
通
履
修
科
目
（
教
職
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月4 025122-51 3 博物館資料論 鏡味千佳
火3 025070-51 3 生涯学習概論 杉本正博
火4 025126-51 2 博物館情報・メディア論 井上喜久男
水1 025127-51 2 博物館教育論 松村淳子
水2 025121-51 1 博物館経営論 日比野光敏
木2 025122-52 3 博物館資料論 土山公仁
金4 025124-51 3 博物館資料保存論 薄田大輔

学芸員課程科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

学外実習

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 土山公仁

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 鏡味千佳

全
学
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通
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修
科
目
（
学
芸
員
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



火5 026021-01 人情以外2・3 児童サービス論（長久手開講） 中西由香里
水4 026016-01 人情以外1 図書館サービス概論（長久手開講） 廣田慈子
水5 026017-01 人情以外1 図書館情報資源概論（長久手開講） 廣田慈子
木4 026029-01 人情以外2 情報サービス演習Ⅰ（長久手開講） 廣田慈子
木5 026032-01 人情以外2 情報資源組織演習Ⅱ（長久手開講） 廣田慈子
金1 026027-01 人情以外3・4 図書館サービス特論（長久手開講） 園田俊介
金4 026030-02 人情以外3 情報サービス演習Ⅱ（長久手開講） 廣田慈子
金5 026032-02 人情以外2 情報資源組織演習Ⅱ（長久手開講） 廣田慈子

司書課程科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

026019-01 人情以外2・3 図書館情報技術論（長久手開講） 若杉亮平 2/15（水）～2/17（金）1～5限
通年科目 
登録不要 3・4 図書館実習（長久手開講） 廣田慈子 4/27（水），5/11（水），6/1（水），6/22（水），7/6（水），7/20（水），10/5（水），11/9（水）6限，

12/3（土）3・4限

026028-01 人情以外3・4 図書館情報資源特論（長久手開講） 間宮和人 11/5（土），11/12（土），11/19（土），11/26（土），12/3（土），12/10（土），12/17（土）2・3限，
1/7（土）2限

全
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通
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）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月5

113001-53 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注3） 名古屋大原学園講師
113011-52 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（注5） 名古屋大原学園講師

月6

113001-53 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注3） 名古屋大原学園講師
113011-52 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（注5） 名古屋大原学園講師

火5 113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（注4）名古屋大原学園講師
火6 113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（注4）名古屋大原学園講師
水5 113004-52 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）（注6） 名古屋大原学園講師
水6 113004-52 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）（注6） 名古屋大原学園講師

木5

113001-53 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注3） 名古屋大原学園講師
113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（注4）名古屋大原学園講師
113012-52 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（注8） 名古屋大原学園講師

木6

113001-53 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（注3） 名古屋大原学園講師
113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（注4）名古屋大原学園講師
113012-52 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（注8） 名古屋大原学園講師

金4 113001-03 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（長久手開講）（注7）名古屋大原学園講師
金5 113001-03 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（長久手開講）（注7）名古屋大原学園講師

会計教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 113004-52 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）（注6） 名古屋大原学園講師 11/30～1/18の水曜5・6限，2/15（水），2/17（金），2/20（月），2/22（水）1～4限，1/7（土）1・2限

（注1）11/24～1/26の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続で履修する
（注2）9/26～11/24の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続で履修する
（注3）11/28～1/26の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続と12/10の土曜1～2限で履修する
（注4）9/27～11/17の火曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続と11/19の土曜1～4限で履修する
（注5）11/28～1/30の月曜5・6限の2時限連続で履修する。別途申込
（注6）11/30～1/18の水曜5・6限の2時限連続と集中期間の2/15，17，20，22の1～4限と1/7の土曜1～2限で履修する
（注7）9/30～1/27の金曜4・5限の2時限連続で履修する
（注8）12/1～1/26の木曜5・6限の2時限連続で履修する。別途申込
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通
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月1

☆●262201-10 1 CLS1（中国語入門①）*水曜1限と同時履修 王俊 / 蘇雪蓮
262213-08 1 CCS1（中国語会話①） 杜英起

☆267091-01 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*水曜4限と同時履修（16年度以降） 董梅香
☆266081-01 2・3 日本政治外交史2（現代）（2018年度以前）西尾林太郎
☆267026-01 2・3 歴史学6（現代日本政治外交史）（2019年度以降）西尾林太郎
☆267034-02 2・3 交流文化9（東アジア国際関係論）（2016年度以降）中村真里絵
☆267183-02 2・3 ケーススタディ観光7（観光英語）（2016年度以降）宮村秀美

264005-01 ランゲージ3 ※交流文化演習2b 馮富榮
☆266123-01 3 ECS11（英語通訳②）（2018年度以前） 大野智子
☆267079-01 3 ECS12（Interpretation 2）（2019年度以降）大野智子

月2

☆●262202-02 1指定クラス CLS2（中国語入門②）*水曜3限と同時履修 馮富榮 / 王俊 / チョウケイニ
267104-03 1 KLS1（韓国・朝鮮語読解①） 金文姫

☆266057-02 1・2 地域理解2（政治のしくみ） 西尾林太郎
☆267004-01 1・2 日本語学2（2016年度以降） 松岡みゆき
☆266106-01 1・2 ELS2（英語発音）（2018年度以前） 中郷慶
☆267060-01 1・2 ELS2（Pronunciation）（2019年度以降） 中郷慶

264003-01 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 大野清幸
264003-02 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 杜英起
264003-03 ランゲージ2 ※交流文化演習1b TOFF
264003-11 交流観光2 ※交流文化演習1b 加納和彦
264003-12 交流観光2 ※交流文化演習1b 二文字屋脩
264003-13 交流観光2 ※交流文化演習1b 若松孝司

☆267091-02 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*水曜3限と同時履修（16年度以降） 蘇雪蓮
☆267091-03 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*水曜1限と同時履修（16年度以降） 董梅香
☆266108-01 2 ELS4（時事英語②）（2018年度以前） 大野智子
☆267062-01 2 ELS4（Current English 2）（2019年度以降）大野智子
☆267119-01 2 KCS5（韓国・朝鮮語聴解②） 金恩貞
☆266046-02 2・3 地域文化8（オーストラリア） KOBAYASHI
☆267010-01 2・3 韓国・朝鮮文学 チョスルソップ
☆267013-02 3・4 コミュニケーション論4（インター・カルチャー）半井尚美
☆266051-01 2・3 文化と宗教（2018年度以前） 前島訓子
☆267020-01 2・3 地域文化10（文化と宗教）（2019年度以降）前島訓子
☆266077-02 2・3 交流文化8（国際交流）（2018年度以前） 江嵜那留穂
☆267031-02 2・3 交流文化6（国際交流）（2019年度以降） 江嵜那留穂
☆266079-02 2・3 エスニシティ論（2018年度以前） 藤井真湖
☆267033-02 2・3 交流文化8（エスニシティ論）（2019年度以降）藤井真湖
☆267042-02 2・3 観光産業4（観光産業論）（2016年度以降）大堀一至

264007-01 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb 山本裕子

月3

☆●262202-05 1指定クラス CLS2（中国語入門②）*水曜4限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
☆266063-02 1・2 経済学（2018年度以前） 土井康裕
☆267037-02 1・2 地域理解5（経済学）（2019年度以降） 土井康裕
☆267039-02 1・2 観光産業1（観光マネジメント） 加納和彦

267105-04 1・2 KLS2（韓国・朝鮮語読解②） 金文姫
264003-05 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 馮富榮
264003-04 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 董梅香

☆267085-03 2 CLS7（中国語作文）（2019年度以降） 杜英起
☆267127-01 2 TOPIKⅡ対策2（聞取り）（2019年度以降） 李承鉉
☆267133-01 2 RLS3（ロシア語翻訳） 杉本一直
☆267007-01 2・3 日本語教授法2（2016年度以降） 鈴木かおり
☆267149-01 2・3 ケーススタディ言語3（英語学）（2016年度以降）大野清幸
☆267184-01 2・3 ケーススタディ観光8（セールスマネジメント）（2019年度以降）大堀一至

264005-10 交流観光3 ※交流文化演習2b 藤井真湖
264005-11 交流観光3 ※交流文化演習2b 若松孝司

☆267125-01 3・4 KCS11（韓国・朝鮮語ディスカッション②）（2016年度以降）李孝心
264007-02 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb TOFF
264007-12 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 前島訓子

月4

☆●262202-08 1指定クラス CLS2（中国語入門②）*水曜2限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
262213-09 1 CCS1（中国語会話①） 杜英起

☆267056-01 1 EBS2（Basic Grammar 2）（2016年度以降）城山良子
267106-02 1・2 KLS3（韓国・朝鮮語読解③） 金文姫

☆267108-01 2 KLS5（韓国・朝鮮語作文②） 李孝心
☆266047-02 2・3 地域文化9（イスラムの文化と歴史）（2018年度以前） 中野智章
☆267019-02 2・3 地域文化9（イスラームの文化と歴史）（2019年度以降） 中野智章
☆266053-01 2・3 食文化論（2018年度以前） 野田雅子
☆267022-01 2・3 地域文化12（食文化）（2019年度以降） 野田雅子
☆267043-01 2・3 観光産業5（観光政策論）（2016年度以降）内田克哉
☆267152-03 2・3 ケーススタディ言語6（中国観光案内実践）（2016年度以降） 高飛
261113-02 2・3 文化翻訳2（中国語）（2018年度以前） 董紅俊

☆267153-02 2・3 ケーススタディ言語7（中国語文化翻訳）（2019年度以降） 董紅俊
☆267112-01 3 KLS9（韓国・朝鮮語作文④）（2016年度以降）李承鉉

264007-03 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb 董梅香

月5
267185-01 ランゲージ1 ※交流文化概論 山本裕子　他
267185-02 交流観光1 ※交流文化概論 杉本一直　他

火1

△267103-03 1 KBS3（映像と韓国語） 李正子
☆266048-02 1・2 歴史学1（日本史） 朝井佐智子
☆267053-02 1・2 世界遺産論（初級）（2019年度以降） 世界遺産アカデミー講師
☆●262206-02 2指定クラス CLS6（中国語読解④） 張勤 / 周素芬
☆267071-04 2 ECS4（Content Based Communication 2）（2016年度以降） GALLACHER
☆267156-02 2・3 ケーススタディ言語10（日本語学）（2016年度以降）杉村泰
☆267178-04 2・3 ケーススタディ観光2（海外観光プランニング）中ひとみ
☆●267095-02 3 CCS8（実践的中国語④）*木曜2限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳 / 何龍
264007-04 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb 杜英起

火2

262204-02 1 CLS4（中国語読解②） 何龍
☆267058-01 1 EBS4（Extensive Reading 2）（2016年度以降）MILLER
☆266091-02 1・2 観光文化1（観光文化論） 谷沢明
267116-04 1・2 KCS2（韓国・朝鮮語会話②） 金三淑

☆262206-03 2指定クラス CLS6（中国語読解④） 張勤
☆266111-01 2 ELS7（スピード・リーディング）（2018年度以前）李仁成
☆267064-01 2 ELS6（Speed Reading）（2019年度以降）李仁成
☆267054-02 2・3 世界遺産論（2016年度以降） 世界遺産アカデミー講師
☆267178-05 2・3 ケーススタディ観光2（海外観光プランニング）中ひとみ

264005-02 ランゲージ3 ※交流文化演習2b 杜英起
264005-09 ランゲージ3 ※交流文化演習2b 李正子

☆266123-02 3 ECS11（英語通訳②）（2018年度以前） 近藤潤平
☆267079-02 3 ECS12（Interpretation 2）（2019年度以降）近藤潤平
☆267095-03 3 CCS8（実践的中国語④）*木曜1限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳
☆267129-01 3 韓国・朝鮮語通訳案内士試験対策2（2019年度以降）金奈淑

火3

262203-06 1 CLS3（中国語読解①） 高飛
262204-03 1 CLS4（中国語読解②） 何龍
267101-07 1 KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*金曜1限と同時履修 金昴京
267115-03 1 KCS1（韓国・朝鮮語会話①） 金三淑

☆267015-02 1・2 地域文化2（東南アジア） 二文字屋脩
☆267016-03 1・2 地域文化4（韓国・朝鮮） 吉村美香
267116-05 1・2 KCS2（韓国・朝鮮語会話②） 李芝賢

☆267091-04 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*木曜3限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
264003-06 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 山本裕子

☆266111-02 2 ELS7（スピード・リーディング）（2018年度以前）李仁成
☆267064-02 2 ELS6（Speed Reading）（2019年度以降）李仁成
☆267071-01 2 ECS4（Content Based Communication 2）（2016年度以降） GAGNE
☆266119-01 2 ECS7（プレゼンテーション②）（2018年度以前）TOFF
☆267075-01 2 ECS8（Presentation 2）（2019年度以降）TOFF
☆267086-02 2 CLS8（中国語翻訳）（2019年度以降） 菅井真琳
☆266066-02 2・3 国際政治経済事情（2018年度以前） 伊藤カンナ
☆267035-02 2・3 交流文化10（国際政治経済事情）（2019年度以降） 伊藤カンナ
☆267049-03 2・3 観光文化4（ホスピタリティ論） 信川景子
☆267166-03 2・3 ケーススタディ交流7（ファッションプロデュース研究）渡辺真由子

264005-03 ランゲージ3 ※交流文化演習2b 大野清幸
264005-04 ランゲージ3 ※交流文化演習2b チョスルソップ
264005-12 交流観光3 ※交流文化演習2b 大堀一至

☆267097-01 3指定クラス CCS10（動画中国語④）（2016年度以降）杜英起
☆267099-01 3 CCS12（中国語プレゼンテーション②）（2016年度以降） 金謙樹
264007-05 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb 馮富榮
264007-06 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb MILLER
264007-13 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 杉本一直
264007-14 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 谷沢明
264007-15 交流観光4 ※卒業プロジェクトb ブイチトルン

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

交
流
文
化
学
部　

交
流
文
化
学
科

-80-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

火4

262204-04 1 CLS4（中国語読解②） 中塚亮
☆267002-02 1 日本語教育入門（2016年度以降） 中林律子
☆267056-02 1 EBS2（Basic Grammar 2）（2016年度以降）城山良子

267115-04 1 KCS1（韓国・朝鮮語会話①） 李芝賢
☆266056-01 1・2 地域理解1（くらしと法律） 小宮千歩
☆267018-02 1・2 地域文化6（ヨーロッパ） 杉本一直

267117-02 1・2 KCS3（韓国・朝鮮語会話③） 金三淑
264003-07 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 矢野郁
264003-15 交流観光2 ※交流文化演習1b 大堀一至
264003-16 交流観光2 ※交流文化演習1b 島津侑希

☆267091-05 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*木曜2限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
☆266111-03 2 ELS7（スピード・リーディング）（2018年度以前）李仁成
☆266111-04 2 ELS7（スピード・リーディング）（2018年度以前）日沖直子
☆●267064-03 2 ELS6（Speed Reading）（2019年度以降）李仁成 / 日沖直子
☆267071-02 2 ECS4（Content Based Communication 2）（2016年度以降） GAGNE
☆267085-04 2 CLS7（中国語作文）（2019年度以降） 杜英起
☆266054-02 2・3 アジア現代史（2018年度以前） 二文字屋脩
☆267023-02 2・3 歴史学3（アジア現代史）（2019年度以降）二文字屋脩
☆267038-02 2・3 地域理解6（NPO/NGO） 中村真里絵
☆267041-01 2・3 観光産業3（ツーリズム論） 加納和彦
☆267152-04 2・3 ケーススタディ言語6（中国観光案内実践）（2016年度以降） 何龍
☆267166-04 2・3 ケーススタディ交流7（ファッションプロデュース研究）渡辺真由子

264005-05 ランゲージ3 ※交流文化演習2b TOFF
264005-13 交流観光3 ※交流文化演習2b 江嵜那留穂

☆267098-04 3 CCS11（中国語プレゼンテーション①）（2016年度以降） 金謙樹
264007-07 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb 李正子
264007-08 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb 太田浩司
264007-09 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb 大野清幸
264007-10 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb チョスルソップ
264007-16 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 若松孝司

火5
264003-14 交流観光2 ※交流文化演習1b 江嵜那留穂

☆266052-02 2・3 文化と思想（2018年度以前） 山口庸子
☆267021-02 2・3 地域文化11（文化と思想）（2019年度以降）山口庸子

水1

☆●262201-10 1 CLS1（中国語入門①）*月曜1限と同時履修 王俊 / 蘇雪蓮
☆267065-02 1 ELS7（Life Writing） TOFF
267104-04 1 KLS1（韓国・朝鮮語読解①） チョスルソップ
267117-03 1・2 KCS3（韓国・朝鮮語会話③） 金由那

☆267091-03 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*月曜2限と同時履修（16年度以降） 董梅香
266008-01 2 日本語教育史（2016年度～2018年度） 梶川しのぶ

☆267005-01 2 日本語教材研究（2019年度以降） 梶川しのぶ
☆267073-01 2 ECS6（Readers Theater）（2019年度以降）浅野享三
☆267028-02 2・3 交流文化3（多文化共生） 江嵜那留穂
☆267048-02 2・3 観光文化3（観光社会学） 前島訓子
☆267161-02 2・3 ケーススタディ交流2（アジア事情研究） 中村真里絵
☆266112-01 3 ELS8（ビジネス・ライティング）（2018年度以前）MILLER
☆267066-01 3 ELS8（Business Writing）（2019年度以降）MILLER

水2

☆●262202-08 1指定クラス CLS2（中国語入門②）*月曜4限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
☆266105-06 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）TOFF
☆267059-06 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） TOFF
☆266114-01 1 ECS2（インタラクション②）（2018年度以前）MILLER
☆267069-01 1 ECS2（Basic English Communication 2）（2019年度以降）MILLER

267115-05 1 KCS1（韓国・朝鮮語会話①） 金由那
☆266058-02 1・2 地域理解3（人と社会） 島津侑希
☆266097-01 1・2 フィールドワーク論 二文字屋脩
☆266062-02 1・2 地域理解7（地域医療）（2018年度以前） 小林三太郎
☆267036-02 1・2 地域理解4（地域と医療）（2019年度以降）小林三太郎
☆266059-02 1・2 地域理解4（民俗学）（2018年度以前） 谷沢明
☆267052-02 1・2 民俗学（2019年度以降） 谷沢明

264003-08 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 太田浩司
264003-17 交流観光2 ※交流文化演習1b 前島訓子

☆267046-01 2・3 観光産業8（リスクマネジメント論）（2019年度以降）信川景子
☆267077-01 2・3 ECS10（Dramatic Expression 2）（2019年度以降）矢野郁
☆267154-03 2・3 ケーススタディ言語8（韓国・朝鮮語と社会）（2016年度以降）金昴京
☆267164-02 2・3 ケーススタディ交流5（社会調査法） 竹内陽介
☆267170-02 2・3 ケーススタディ交流11（国際交流）（2016年度以降）江嵜那留穂
☆267177-04 2・3 ケーススタディ観光1（国内観光プランニング）加納和彦

264005-06 ランゲージ3 ※交流文化演習2b 董梅香
☆266110-02 3 ELS6（アカデミック・ライティング）（2018年度以前）担当者未定
☆267067-02 3 ELS9（Academic Writing）（2019年度以降）担当者未定

266126-01 3 ECS14（ビジネス英語）（2018年度以前） 近藤潤平
☆267082-01 3 ECS15（Business English）（2019年度以降）近藤潤平

水3

☆●262202-02 1指定クラス CLS2（中国語入門②）*月曜2限と同時履修 馮富榮 / 王俊 / チョウケイニ
☆266114-02 1 ECS2（インタラクション②）（2018年度以前）MURRAY
☆266114-03 1 ECS2（インタラクション②）（2018年度以前）BOWDEN
☆●267069-02 1 ECS2（Basic English Communication 2）（2019年度以降）MURRAY/BOWDEN
267101-08 1 KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*金曜1限と同時履修 宮本桃子

☆267134-01 1 RCS1（ロシア語会話） 水野晶子
☆267091-02 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*月曜２限と同時履修（16年度以降） 蘇雪蓮
264003-09 ランゲージ2 ※交流文化演習1b チョスルソップ

☆267006-03 2 日本語教授法1（2016年度以降） 田中典子
☆266108-02 2 ELS4（時事英語②）（2018年度以前） 大門樹久世
☆267062-02 2 ELS4（Current English 2）（2019年度以降）大門樹久世
☆267071-03 2 ECS4（Content Based Communication 2）（2016年度以降） CAPITIN－PRINCIPE/GALLACHER
☆266119-02 2 ECS7（プレゼンテーション②）（2018年度以前）MILLER
☆267075-02 2 ECS8（Presentation 2）（2019年度以降）MILLER
☆267007-03 2・3 日本語教授法2（2016年度以降） 鈴木かおり
☆267163-01 2・3 ケーススタディ交流4（米国事情研究） 担当者未定
☆267182-03 2・3 ケーススタディ観光6（実践ホスピタリティ） 川口晴美　他
☆267097-02 3指定クラス CCS10（動画中国語④）（2016年度以降）杜英起
☆267008-02 3 日本語教授法3（2016年度以降） 中林律子
☆266112-02 3 ELS8（ビジネス・ライティング）（2018年度以前）TOFF
☆267066-02 3 ELS8（Business Writing）（2019年度以降）TOFF
266126-02 3 ECS14（ビジネス英語）（2018年度以前） 近藤潤平

☆267082-02 3 ECS15（Business English）（2019年度以降）近藤潤平
264005-07 ランゲージ3 ※交流文化演習2b 太田浩司
264005-14 交流観光3 ※交流文化演習2b 加納和彦
264005-15 交流観光3 ※交流文化演習2b 杉本一直
264005-16 交流観光3 ※交流文化演習2b 前島訓子
264007-17 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 大堀一至

水4

☆●262202-05 1指定クラス CLS2（中国語入門②）*月曜3限と同時履修 蘇雪蓮 / 王俊 / チョウケイニ
△267102-03 1 KBS2（韓国・朝鮮語入門 B） 宮本桃子
☆267017-02 1・2 地域文化5（ロシア） 杉本一直
☆267138-02 1・2 ベトナム語入門 ブイチトルン
☆267091-01 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*月曜1限と同時履修（16年度以降） 董梅香
☆267071-05 2 ECS4（Content Based Communication 2）（2016年度以降） CAPITIN－PRINCIPE
☆266119-03 2 ECS7（プレゼンテーション②）（2018年度以前）MILLER
☆267075-03 2 ECS8（Presentation 2）（2019年度以降）MILLER
☆261211-02 2・3 中国現代文学 河井昭乃
☆267154-04 2・3 ケーススタディ言語8（韓国・朝鮮語と社会）（2016年度以降）吉村美香
☆267182-04 2・3 ケーススタディ観光6（実践ホスピタリティ） 川口晴美　他
☆267097-03 3指定クラス CCS10（動画中国語④）（2016年度以降）杜英起
☆267089-03 3 CLS11（中国語多読）（2019年度以降） 高飛
264007-11 ランゲージ4 ※卒業プロジェクトb MURRAY
264007-18 交流観光4 ※卒業プロジェクトb（林ゼミ） 大堀一至

水5
☆266045-01 1・2 地域文化7（北米） 太田浩司
☆267100-02 3 CCS13（トピック中国語）（2019年度以降） 高飛
264005-17 交流観光3 ※交流文化演習2b 二文字屋脩

木1

262214-02 1指定クラス CCS2（中国語会話②） 周素芬
☆267058-02 1 EBS4（Extensive Reading 2）（2016年度以降）石河敦子
☆266105-07 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）太田浩司
☆266105-08 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）杉浦エレナ
☆●267059-07 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） 太田浩司 / 杉浦エレナ
☆266114-04 1 ECS2（インタラクション②）（2018年度以前）MILLER
☆267069-04 1 ECS2（Basic English Communication 2）（2019年度以降）MILLER
△267102-04 1 KBS2（韓国・朝鮮語入門 B） 木下奈津紀
☆261503-02 1・2 地域文化3（中国） 杜英起
☆266098-02 1・2 地理学 柿原昇
267106-03 1・2 KLS3（韓国・朝鮮語読解③） 柳朱燕
266003-01 2 英語科教育法2 李仁成

☆267011-02 2 コミュニケーション論2（ことばとコミュニケーション）野口朋香
☆266017-01 2・3 言語文化4（言語の習得） 大野清幸
☆267160-03 2・3 ケーススタディ交流1（異文化トレーニング） 佐藤久美
☆267169-03 2・3 ケーススタディ交流10（広告研究） 岩田拓朗
☆267095-03 3 CCS8（実践的中国語④）*火曜2限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳
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木2

●262214-04 1指定クラス CCS2（中国語会話②） 周素芬 / 杜英起
262203-07 1 CLS3（中国語読解①） 馬麗梅

☆266014-02 1 言語文化1（英語学概論） 大野清幸
☆267058-03 1 EBS4（Extensive Reading 2）（2016年度以降）石河敦子
☆266105-09 1 ELS1（ベーシック・ライティング）（2018年度以前）杉浦エレナ
☆267059-09 1 ELS1（Basic Writing）（2019年度以降） 杉浦エレナ
☆266114-05 1 ECS2（インタラクション②）（2018年度以前）MILLER
☆267069-05 1 ECS2（Basic English Communication 2）（2019年度以降）MILLER

267104-05 1 KLS1（韓国・朝鮮語読解①） 柳朱燕
☆266049-02 1・2 歴史学2（世界史） 藤井真湖
☆267091-05 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*火曜4限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
☆266108-03 2 ELS4（時事英語②）（2018年度以前） 李仁成
☆267062-03 2 ELS4（Current English 2）（2019年度以降）李仁成
☆266099-02 2・3 地誌学 柿原昇
☆266076-01 2・3 交流文化7（国際機構）（2018年度以前） 若松孝司
☆267030-01 2・3 交流文化5（国際機構）（2019年度以降） 若松孝司
☆267151-02 2・3 ケーススタディ言語5（中国メディア制作研究）（2016年度以降）王俊　他
☆267155-02 2・3 ケーススタディ言語9（韓国・朝鮮語文化翻訳）（2016年度以降） 三重野聖愛
☆267160-04 2・3 ケーススタディ交流1（異文化トレーニング） 佐藤久美
☆267169-04 2・3 ケーススタディ交流10（広告研究） 岩田拓朗
☆267177-05 2・3 ケーススタディ観光1（国内観光プランニング）名鉄観光講師
☆267179-02 2・3 ケーススタディ観光3（観光資源研究） 前島訓子
264005-18 交流観光3 ※交流文化演習2b（林ゼミ） 間宮晨一千

☆●267095-02 3 CCS8（実践的中国語④）*火曜1限と同時履修（16年度以降） 菅井真琳 / 青山愛
264007-19 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 小島祥美

木3

262214-05 1指定クラス CCS2（中国語会話②） 周素芬
262213-10 1 CCS1（中国語会話①） 高飛

☆267056-03 1 EBS2（Basic Grammar 2）（2016年度以降）石河敦子
☆266114-06 1 ECS2（インタラクション②）（2018年度以前）矢野郁
☆267069-06 1 ECS2（Basic English Communication 2）（2019年度以降）矢野郁
☆266070-02 1・2 交流文化1（国際関係入門） 若松孝司

264003-18 交流観光2 ※交流文化演習1b 藤井真湖
☆267091-04 2指定クラス CCS4（実践的中国語②）*火曜3限と同時履修（16年度以降）チョウケイニ
☆266108-04 2 ELS4（時事英語②）（2018年度以前） 李仁成
☆267062-04 2 ELS4（Current English 2）（2019年度以降）李仁成
☆267108-02 2 KLS5（韓国・朝鮮語作文②） 金恩貞
☆267127-02 2 TOPIKⅡ対策2（聞取り）（2019年度以降） 柳朱燕
☆267040-02 2・3 観光産業2（観光ビジネス論） 信川景子
☆267177-06 2・3 ケーススタディ観光1（国内観光プランニング）名鉄観光講師
☆267181-02 2・3 ケーススタディ観光5（ブライダル）（2016年度以降） 加藤里奈
☆267088-01 3指定クラス CLS10（ビジネス中国語②）（2016年度以降）金謙樹

264005-08 ランゲージ3 ※交流文化演習2b 山本裕子
264005-19 交流観光3 ※交流文化演習2b 佐藤久美
264007-20 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 加納和彦
264007-21 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 佐藤規祥

木4

262214-06 1指定クラス CCS2（中国語会話②） 周素芬
☆266028-02 1 コミュニケーション論1（コミュニケーション概論）太田浩司
☆266114-07 1 ECS2（インタラクション②）（2018年度以前）矢野郁
☆267069-07 1 ECS2（Basic English Communication 2）（2019年度以降）矢野郁
☆267131-01 1 RLS1（ロシア語読解） 佐藤規祥
☆267016-04 1・2 地域文化4（韓国・朝鮮） 金昴京
☆267139-02 1・2 モンゴル語入門 KHORLOO

264003-19 交流観光2 ※交流文化演習1b 杉本一直
264003-20 交流観光2 ※交流文化演習1b 信川景子

☆266090-02 2・3 通訳ガイド入門 李仁成
☆266055-01 2・3 欧米現代史（2018年度以前） 若松孝司
☆267024-01 2・3 歴史学4（欧米現代史）（2019年度以降） 若松孝司
☆267045-01 2・3 観光産業7（旅行業務論）（2019年度以降）大堀一至
☆267110-01 2・3 KLS7（韓国・朝鮮語翻訳②）（2016年度以降）三重野聖愛
☆267088-02 3指定クラス CLS10（ビジネス中国語②）（2016年度以降）金謙樹

264007-22 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 西尾林太郎

木5 ☆267147-02 2・3 ケーススタディ言語1（コーパス言語学） 樗木勇作

金1

☆267056-04 1 EBS2（Basic Grammar 2）（2016年度以降）GOTOH
267101-07 1 KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*火曜3限と同時履修 金昴京
267101-08 1 KBS1（韓国・朝鮮語入門 A）*水曜3限と同時履修 宮本桃子
267104-06 1 KLS1（韓国・朝鮮語読解①） 李京姫

☆267093-01 2指定クラス CCS6（動画中国語②）（2016年度以降） 何龍
☆266016-01 2・3 言語文化3（言語の意味） 中川直志
☆267165-03 2・3 ケーススタディ交流6（マーケティング研究） 濱本幸宏
266005-01 3 英語科教育法4 山森孝彦

☆266125-01 3 ECS13（英語翻訳②）（2018年度以前） 亀山太一
☆267081-01 3 ECS14（Translation 2）（2019年度以降） 亀山太一
☆267123-01 3 KCS9（韓国・朝鮮語聴解④）（2016年度以降）金美淑

金2

☆267056-05 1 EBS2（Basic Grammar 2）（2016年度以降）GOTOH
☆267027-02 1・2 交流文化2（国際理解教育） 島津侑希
267105-05 1・2 KLS2（韓国・朝鮮語読解②） 李京姫
264003-10 ランゲージ2 ※交流文化演習1b 李正子

☆267093-02 2指定クラス CCS6（動画中国語②）（2016年度以降） 何龍
☆266078-02 2・3 国際法（2018年度以前） 三枝有
☆267032-02 2・3 交流文化7（国際法）（2019年度以降） 三枝有
☆267148-02 2・3 ケーススタディ言語2（字幕翻訳） 亀山太一
☆267150-01 2・3 ケーススタディ言語4（映画の歴史）（2019年度以降） MILLER
☆267165-04 2・3 ケーススタディ交流6（マーケティング研究） 濱本幸宏
☆267114-01 3・4 KLS11（韓国・朝鮮語通訳②） 金美淑

金3

△267103-04 1 KBS3（映像と韓国語） 李正子
267115-06 1 KCS1（韓国・朝鮮語会話①） キムソヨン
264003-21 交流観光2 ※交流文化演習1b 佐藤規祥

☆267093-03 2指定クラス CCS6（動画中国語②）（2016年度以降） 何龍
☆267119-02 2 KCS5（韓国・朝鮮語聴解②） 金芝恵
☆261212-01 2・3 中国文学史 チョスルソップ
☆266022-02 2・3 英文学史 子安惠子
☆267162-02 2・3 ケーススタディ交流3（ヨーロッパ事情研究）藤井たぎる
☆267083-01 3 ECS16（Film Making）（2019年度以降） MILLER
264007-23 交流観光4 ※卒業プロジェクトb 藤井真湖

金4

☆267137-02 1・2 タイ語入門 村瀬ユワラック
☆267093-04 2指定クラス CCS6（動画中国語②）（2016年度以降） 何龍
☆266021-02 2・3 英文学 子安惠子
☆267121-01 2・3 KCS7（韓国・朝鮮語プレゼンテーション②）金芝恵
☆267167-02 2・3 ケーススタディ交流8（イベントプランニング）北村政智

264005-20 交流観光3 ※交流文化演習2b 佐藤規祥
264007-24 交流観光4 ※卒業プロジェクトb（楊ゼミ） 藤井真湖
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
☆263118-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語1（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263119-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語2（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263120-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語3（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263121-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語4（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263122-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語5（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263123-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語6（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263124-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語7（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263125-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語8（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263126-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語9（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263127-01 1 長期海外セミナー韓国・朝鮮語10（後期） チョスルソップ 9/1（木）～2/17（金）

別途申込 
☆263138-01 1 長期海外セミナー中国語1（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263139-01 1 長期海外セミナー中国語2（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263140-01 1 長期海外セミナー中国語3（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263141-01 1 長期海外セミナー中国語4（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263142-01 1 長期海外セミナー中国語5（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263143-01 1 長期海外セミナー中国語6（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263144-01 1 長期海外セミナー中国語7（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263145-01 1 長期海外セミナー中国語8（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263146-01 1 長期海外セミナー中国語9（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
☆263147-01 1 長期海外セミナー中国語10（後期） 馮富榮 9/11（日）～1/10（火）

別途申込 
267145-01 1・2 フィールドスタディ言語2（中国）（2019年度以降）杜英起 3/15（水）～3/21（火）

別途申込 
267172-01 1・2 フィールドスタディ観光2（観光産業） 加納和彦 2/20（月）～2/26（日）

265002-01 2指定クラス ※キャリアデザイン（交流文化） 中村真里絵　他 別途掲示参照
265002-02 2指定クラス ※キャリアデザイン（交流文化） 中村真里絵　他 別途掲示参照
267142-01 2 韓国・朝鮮語国内研修（2016年度以降） チョスルソップ 2/9（木）～2/11（土）
267140-01 2・3 英語国内研修（2016年度以降） TOFF 2/10（金）～2/11（土）

☆267143-03 3・4 日本語教育実習（2016年度以降） 中林律子 別途掲示参照
☆267143-04 3・4 日本語教育実習（2016年度以降） 鈴木かおり 別途掲示参照
☆267143-05 3・4 日本語教育実習（2016年度以降） 本間妙 別途掲示参照
☆267143-06 3・4 日本語教育実習（2016年度以降） 山本裕子 別途掲示参照

交流文化学部交流文化学科　専門教育科目（後期　星が丘）
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月1

△151384-01 現代ビジ1
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注2）宮崎尚一

△151385-01 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注3）宮崎尚一

☆151115-01 3・4 職業指導論 野田隆洋
☆151121-01 3・4 法人税法Ⅱ 加藤久也

月2

△151347-01 現代ビジ 
1指定クラス マーケティングⅡ 大塚英揮

△151384-01 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注2）宮崎尚一

△151385-01 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注3）宮崎尚一

☆151210-01 2 国際政治経済事情 石坂綾子
151405-01 2 ※ゼミナールⅡ（グローバルビジネス） 渡邉聡
151416-01 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） フコウソウ
151426-01 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスアカウンティング） 森洵太

月3

☆151117-01 1 簿記論Ⅱ（週2回）（注4） 石川雅之
☆151117-02 1 簿記論Ⅱ（週2回）（注5） 前田篤
△151323-03 1 PowerPoint スキルアップ 茂籠英典
151416-05 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 浅井敬一朗
151426-02 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスアカウンティング） 三浦克人

△151395-01 現代ビジ2・3
グロビジ2指定クラス ※Business Communication Ⅰ（16年度以降）（注1）FLORES

☆151343-02 2・3 ビジネスプロセスとICT（16年度以降） 林誠
151407-01 3 ※ゼミナールⅣ（グローバルビジネス） 渡邉聡

☆151089-02 3・4 マーケティングリサーチ 藤木美江
151412-01 4 ※ゼミナールⅥ（グローバルビジネス） 石坂綾子
151420-01 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）大塚英揮

月4

△151323-04 1 PowerPoint スキルアップ 茂籠英典
☆151213-01 2 原価計算Ⅱ 三浦克人

△151395-02 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※Business Communication Ⅰ（16年度以降）（注1）FLORES

☆151051-01 2・3 経営情報システム論 林誠
151407-02 3 ※ゼミナールⅣ（グローバルビジネス） 真田幸光
151418-01 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 大塚英揮
151418-02 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 日野恵美子
151418-03 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） フコウソウ
151428-01 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスアカウンティング） 石川雅之

☆151011-01 3・4 監査論Ⅱ 前田篤
151412-02 4 ※ゼミナールⅥ（グローバルビジネス） 渡邉聡
151420-02 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）藤木美江

月5 ☆151203-01 1 日本経済事情 真田幸光

火1

151416-02 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 林誠
△151207-01 2・3 ビジネス統計基礎 奥村文徳
☆151335-01 2・3 会社学Ⅱ 石井圭介
☆151351-02 2・3 プロモーションストラテジー（16年度以降） 新井亨

火2

△151326-03 1 ビジネスとマナー（16年度以降） マザーリーフ講師
☆151329-01 1 マネジメント入門 石井圭介
☆151038-01 2・3 ファイナンシャルプランニングⅡ 西部正巳
△151342-04 2・3 データ分析とレポート作成（16年度以降） 奥村文徳

151418-04 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 林誠
151420-03 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）新井亨

火3

△151384-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注6）大門樹久世

△151385-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注7）大門樹久世

151413-01 現代ビジ1 
指定クラス

※専攻入門ゼミ（ビジネスイノベーション） 
（16年度以降） 大塚英揮　他

151413-02 現代ビジ1 
指定クラス

※専攻入門ゼミ（ビジネスイノベーション） 
（16年度以降） 大塚英揮　他

151413-03 現代ビジ1 
指定クラス

※専攻入門ゼミ（ビジネスイノベーション） 
（16年度以降） 大塚英揮　他

△151326-04 1 ビジネスとマナー（16年度以降） マザーリーフ講師

△151390-01 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅱ（16年度以降）（注1）NICKSICK

△151390-02 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅱ（16年度以降）（注1）MOORE

△151392-01 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※英語プレゼンテーションⅡ（16年度以降）（注1）ISMAIL

△151362-01 3・4 チャレンジプログラムA（プロダクトデザイン）（20年度以前）富田茂　他
△151398-01 3・4 Business Communication Ⅱ（16年度以降）THOMAS

151412-03 4 ※ゼミナールⅥ（グローバルビジネス） 真田幸光
151430-01 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスアカウンティング）三浦克人

火4

△151384-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注6）大門樹久世

△151384-03 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注8）MOORE

△151385-02 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注7）大門樹久世

△151385-03 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注9）MOORE

△151326-05 1 ビジネスとマナー（16年度以降） マザーリーフ講師

△151390-03 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅱ（16年度以降）（注1）NICKSICK

☆151338-02 2・3 保険ビジネスを学ぶ 脇田邦裕
△151396-01 3・4 Global Business Ⅱ（16年度以降） 三矢幹根
151420-04 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）林誠

火5

△151384-03 現代ビジ1
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注8）MOORE

△151385-03 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注9）MOORE

△151394-01 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※Global Economy Ⅰ（16年度以降）（注1）真田幸光

△151394-02 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※Global Economy Ⅰ（16年度以降）（注1）鈴木崇文

151407-03 3 ※ゼミナールⅣ（グローバルビジネス） 三矢幹根

水1

151414-01 現代ビジ1 
指定クラス

※専攻入門ゼミ（ビジネスアカウンティング）
（16年度以降） 三浦克人　他

151414-02 現代ビジ1 
指定クラス

※専攻入門ゼミ（ビジネスアカウンティング）
（16年度以降） 三浦克人　他

151403-01 グロビジ1 ※専攻入門ゼミ（グローバルビジネス）（16年度以降） 渡邉聡　他
151416-03 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 上原衛

△151395-03 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※Business Communication Ⅰ（16年度以降）（注1）FLORES

△151350-02 2・3 クチコミとネットワーク（16年度以降） 原田穂高

水2

△151371-01 1指定クラス ※会計学入門（16年度以降） 西崎賢治
△151371-02 1指定クラス ※会計学入門（16年度以降） 前田篤

151405-02 2 ※ゼミナールⅡ（グローバルビジネス） 真田幸光
☆151330-01 2・3 製造業の基礎知識 浅井敬一朗
151418-05 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 上原衛
151412-04 4 ※ゼミナールⅥ（グローバルビジネス） 鈴木崇文
151430-02 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスアカウンティング）森洵太

ビジネス学部ビジネス学科　専門教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1）グローバルビジネス専攻のみ必修
（注2）9/26の1限および10/3～11/21の月曜1・2限の2時限連続で履修する
（注3）9/26の2限および11/28～1/23の月曜1・2限の2時限連続で履修する
（注4）月曜3限および木曜3限で履修する
（注5）月曜3限および木曜1限で履修する
（注6）9/27の3限および10/4～11/22の火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注7）9/27の4限および11/29～1/17の火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注8）9/27の4限および10/4～11/22の火曜4・5限の2時限連続で履修する
（注9）9/27の5限および11/29～1/17の火曜4・5限の2時限連続で履修する
（注10）水曜5限で全7.5回の変則授業。日程は別途掲示参照。
（注11）9/30～11/25の金曜3限で履修する
（注12）9/30の4限および10/7～11/25の金曜4・5限の2時限連続で履修する
（注13）9/30の5限および12/2～1/20の金曜4・5限の2時限連続で履修する
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ビジネス学部ビジネス学科　専門教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

水3

△151371-03 1指定クラス ※会計学入門（16年度以降） 石川雅之

△151347-02 現代ビジ1 
指定クラス マーケティングⅡ 大塚英揮

☆151042-03 2 ビジネスプレゼンテーション 菅野淑
151405-03 2 ※ゼミナールⅡ（グローバルビジネス） 石坂綾子
151405-04 2 ※ゼミナールⅡ（グローバルビジネス） 鈴木崇文
151416-04 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 藤木美江

☆151242-01 2・3 セキュリティとリスクマネジメント 上原衛
△151431-02 2・3 リーダーシップ（18年度以降） 丹羽幸美
☆151440-01 2・3 広告制作（21年度以降） 新井亨

151418-06 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 浅井敬一朗
151418-07 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 原田穂高

水4

△151439-01 現代ビジ1指定クラス
グロビジ1 ビジネスプランニング入門（21年度以降） 大塚英揮

△151439-02 現代ビジ1指定クラス 
グロビジ1 ビジネスプランニング入門（21年度以降） 今井里香

△151439-03 現代ビジ1指定クラス 
グロビジ1 ビジネスプランニング入門（21年度以降） 丹羽幸美

151416-06 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 原田穂高
151416-07 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 日野恵美子

△151392-02 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※英語プレゼンテーションⅡ（16年度以降）（注1）FLORES

151407-04 3 ※ゼミナールⅣ（グローバルビジネス） 鈴木崇文
151418-08 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 新井亨
151418-09 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスイノベーション） 藤木美江

☆151378-01 3・4 アジアビジネス 潘卉
151420-05 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）上原衛
151430-03 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスアカウンティング）石川雅之

水5

151405-05 2 ※ゼミナールⅡ（グローバルビジネス） 三矢幹根
151416-08 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 新井亨
151416-09 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスイノベーション） 大塚英揮
151432-01 3 ※Bilingual Internship 事前研修（2016年度以降）（注10） 渡邉聡　他

木1

☆151117-02 1 簿記論Ⅱ（週2回）（注5） 前田篤

△151392-03 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※英語プレゼンテーションⅡ（16年度以降）（注1）ISMAIL

☆151345-01 2・3 ものづくりとICT（16年度以降） 上原衛
△151350-03 2・3 クチコミとネットワーク（16年度以降） 原田穂高
△151398-02 3・4 Business Communication Ⅱ（16年度以降）秋田貴美子

木2

☆151375-01 1 ビジネス・エコノミクスⅡ 鈴木崇文
△151386-01 2 ※ Global Business Elementary（16年度以降）（注1）潘卉
△151386-02 2 ※ Global Business Elementary（16年度以降）（注1）渡邉聡

151426-03 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスアカウンティング） 前田篤
151426-04 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスアカウンティング） 石川雅之

△151349-01 2・3 戦略設計Ⅱ（リソースベースドビュー） 日野恵美子
☆151052-03 2・3 コンピュータシミュレーション 上原衛
☆151231-01 3 クリティカルシンキング 宮崎新
☆151380-01 3・4 ヨーロッパビジネス 石坂綾子
△151398-03 3・4 Business Communication Ⅱ（16年度以降）秋田貴美子

151420-06 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）原田穂高

木3

☆151117-01 1 簿記論Ⅱ（週2回）（注4） 石川雅之

△151390-04 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※ビジネス文書英語Ⅱ（16年度以降）（注1）THOMAS

☆151144-01 2 租税法Ⅱ 糟谷修
△151349-02 2・3 戦略設計Ⅱ（リソースベースドビュー） 日野恵美子

151407-05 3 ※ゼミナールⅣ（グローバルビジネス） 石坂綾子
151428-02 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスアカウンティング） 前田篤
151420-08 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）フコウソウ

木4

△151387-01 現代ビジ1・2 
グロビジ1指定クラス ※Global Economy Elementary（16年度以降）（注1）鈴木崇文

△151387-02 現代ビジ1・2 
グロビジ1指定クラス ※Global Economy Elementary（16年度以降）（注1）渡邉聡

☆151008-01 2 管理会計Ⅱ 原慎之介

△151392-04 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※英語プレゼンテーションⅡ（16年度以降）（注1）THOMAS

☆151352-01 3・4 企業間関係のマネジメント フコウソウ
☆151381-01 3・4 国際金融 三矢幹根
151420-09 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）日野恵美子

木5
151405-06 2 ※ゼミナールⅡ（グローバルビジネス） 潘卉
151412-05 4 ※ゼミナールⅥ（グローバルビジネス） 三矢幹根

金1

△151328-01 1指定クラス ※シゴト学入門 大塚英揮　他
△151328-02 1指定クラス ※シゴト学入門 大塚英揮　他

△151395-04 現代ビジ2・3 
グロビジ2指定クラス ※Business Communication Ⅰ（16年度以降）（注1）道添栄一

☆151336-02 2・3 銀行ビジネスを学ぶ 奥田真之

△151373-01 現代ビジ3 
指定クラス 企業分析プロジェクトA（16年度以降） 三浦克人

△151374-01 現代ビジ3 
指定クラス 企業分析プロジェクトB（16年度以降） 森洵太

△151433-01 現代ビジ3 
指定クラス 企業分析プロジェクトC（16年度以降） 西崎賢治

金2

☆151119-01 2 財務会計Ⅱ 森洵太
△151275-04 2 コンピュータ会計 井上仁乙
△151358-01 現代ビジ2・3 イノベーションプログラム B（ものづくり） 浅井敬一朗
△151359-01 現代ビジ2・3 イノベーションプログラム C（まちづくり）（16年度以降）菅野淑　他
△151361-01 現代ビジ2・3 イノベーションプログラム E（ホスピタリティ）（16年度以降）フコウソウ
☆151013-01 3 経営分析Ⅱ 西崎賢治
151430-04 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスアカウンティング）前田篤

金3

☆151042-04 2 ビジネスプレゼンテーション 今井里香
△151275-05 2 コンピュータ会計 井上仁乙
151426-05 2 ※ゼミナールⅡ（ビジネスアカウンティング） 西崎賢治

△151360-01 現代ビジ2・3 イノベーションプログラムD（プロモーション）藤木美江　他
☆151019-01 3 会計実務Ⅱ 前田篤
△151355-01 3・4 ケーススタディB（ヒット商品）（16年度以降）フコウソウ

151368-01 4 ファシリテーション実習（16年度以降）（注11）丹羽幸美

金4

△151384-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注12）宮崎尚一

△151385-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注13）宮崎尚一

△151275-06 2 コンピュータ会計 井上仁乙
△151207-02 2・3 ビジネス統計基礎 藤木美江
☆151337-02 2・3 証券ビジネスを学ぶ 三矢幹根
151428-03 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスアカウンティング） 三浦克人
151428-04 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスアカウンティング） 森洵太
151428-05 3 ※ゼミナールⅣ（ビジネスアカウンティング） 西崎賢治
151420-07 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスイノベーション）浅井敬一朗

金5

△151384-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅲ（16年度以降）（注1）（注12）宮崎尚一

△151385-04 現代ビジ1 
グロビジ1指定クラス ※ビジネス英語Ⅳ（16年度以降）（注1）（注13）宮崎尚一

151430-05 4 ※卒業プロジェクトⅡ（ビジネスアカウンティング）西崎賢治

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
151408-01 3・4 Bilingual Internship Overseas（16年度以降）渡邉聡　他 別途掲示参照

別途申込 
151409-01 3・4 Bilingual Internship Domestic（16年度以降）渡邉聡　他 別途掲示参照

（注1）グローバルビジネス専攻のみ必修
（注2）9/26の1限および10/3～11/21の月曜1・2限の2時限連続で履修する
（注3）9/26の2限および11/28～1/23の月曜1・2限の2時限連続で履修する
（注4）月曜3限および木曜3限で履修する
（注5）月曜3限および木曜1限で履修する
（注6）9/27の3限および10/4～11/22の火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注7）9/27の4限および11/29～1/17の火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注8）9/27の4限および10/4～11/22の火曜4・5限の2時限連続で履修する
（注9）9/27の5限および11/29～1/17の火曜4・5限の2時限連続で履修する
（注10）水曜5限で全7.5回の変則授業。日程は別途掲示参照。
（注11）9/30～11/25の金曜3限で履修する
（注12）9/30の4限および10/7～11/25の金曜4・5限の2時限連続で履修する
（注13）9/30の5限および12/2～1/20の金曜4・5限の2時限連続で履修する
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月1 ☆281107-01 2 Morphology 二村慎一

月2
☆281114-01 3 Language Acquisition 宮田 Susanne
☆281115-01 3 Applied Linguistics DICELLO

月3

☆282106-01 2 Readings in Human Communication Ⅰ 友池梨紗
282307-01 2 ※ Seminar 2（注1） 福本明子
282308-01 2 ※ Seminar 3（注2） 福本明子
282311-01 3 ※ Seminar 6（注1） 中郷慶
282312-01 3 ※ Seminar 7（注2） 中郷慶

月4

☆281307-01 1 Polynesian Studies（2021年度以前） DICELLO
☆282209-01 3 Presentation Ⅰ TAKEUCHI
282311-02 3 ※ Seminar 6（注1） 福本明子
282312-02 3 ※ Seminar 7（注2） 福本明子
282318-01 4 ※ Seminar 10（注1） 中郷慶
282319-01 4 ※ Seminar 11（注2） 中郷慶

△282119-01 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅱ DRYDEN
△282119-02 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅱ 担当者未定
△282119-03 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅱ PESTANO

282203-05 再履修者専用 ※ Communication Skills Ⅱ（Listening）  担当者未定

月5
☆281303-01 1 American Studies DRYDEN
△282119-04 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅱ 担当者未定

火1 ☆281202-02 2 Japanese Culture MILLER
火2 ☆281312-02 3 Global Business 渡辺直登

火3

△282121-04 1 Destination 500 大門ゴーフ裕子
☆281301-01 1 Introduction to Global Issues（2021年度以前）五島幸一
☆284006-01 1 Introduction to Global Japan Studies（2022年度以降）五島幸一
☆281105-01 2 Digital Communication McGEE
☆282108-01 2 Readings in Japanology Ⅰ 担当者未定
☆281110-01 3 Conflict Management and Negotiation 福本明子
282311-03 3 ※ Seminar 6（注1） MOLDEN
282311-04 3 ※ Seminar 6（注1） 渡辺直登
282312-03 3 ※ Seminar 7（注2） MOLDEN
282312-04 3 ※ Seminar 7（注2） 渡辺直登

火4

☆281102-01 1 Interpersonal Communication 友池梨紗
☆281201-02 1 Japanese Popular Culture McGEE
△282121-05 1 Destination 500 KOBAYASHI
☆284014-01 1 Intermediate English Proficiency Testing 大門ゴーフ裕子
△281310-01 2 ※ Careers in the Global Age（注1） KOBAYASHI 他
☆281108-01 3 Persuasion MOLDEN
282311-05 3 ※ Seminar 6（注1） 五島幸一
282312-05 3 ※ Seminar 7（注2） 五島幸一

火5
☆281101-01 1 Introduction to Communication（2021年度以前）福本明子
☆284001-01 1 Introduction to Communication Studies（2022年度以降）福本明子

水1

☆282216-01 3 Interpretation Practice Ⅱ 赤星泰子
282318-02 4 ※ Seminar 10（注1） MOLDEN
282319-02 4 ※ Seminar 11（注2） MOLDEN
282303-05 再履修者専用 ※ Academic Skills Ⅱ（Research） KOBAYASHI

水2

☆281206-01 3 Comparative Education 渡辺かよ子
☆282315-01 3 Text Analysis MOLDEN
282318-03 4 ※ Seminar 10（注1） 五島幸一
282318-04 4 ※ Seminar 10（注1） McGEE
282319-03 4 ※ Seminar 11（注2） 五島幸一
282319-04 4 ※ Seminar 11（注2） McGEE
282304-05 再履修者専用 ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  KOBAYASHI

水3

☆281205-01 2 Gender and Communication McGEE
282307-02 2 ※ Seminar 2（注1） 五島幸一
282308-02 2 ※ Seminar 3（注2） 五島幸一

☆282212-01 3 Debate Ⅱ MOLDEN
282318-05 4 ※ Seminar 10（注1） 渡辺直登
282319-05 4 ※ Seminar 11（注2） 渡辺直登

水4
☆281311-01 2 Global Economy 三矢幹根
△282117-01 3指定クラス ※ Academic Writing 担当者未定

282104-05 再履修者専用 ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing）担当者未定

水5
△282117-03 3指定クラス ※ Academic Writing 担当者未定

282103-05 再履修者専用 ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing）担当者未定

木1

☆282207-01 1 Advanced Pronunciation Training（2021年度以前）中郷慶
☆281203-01 2 Japanese Performing Arts 西川千雅
☆282206-02 2 Introduction to Translation and Interpretation 大庭彩子
☆282120-01 3 English for Graduate Study 篠原さやか

木2

☆284002-01 1 Introduction to Language Studies（2022年度以降）中郷慶
☆281104-01 2 Nonverbal Communication 野口朋香
☆281106-01 2 Introduction to Linguistics（2021年度以前）中郷慶
☆282214-01 3 Translation Practice Ⅱ 大庭彩子
282311-06 3 ※ Seminar 6（注1） McGEE
282312-06 3 ※ Seminar 7（注2） McGEE
282204-05 再履修者専用 ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 篠原さやか

木3

284024-01 1 ※ GLOCOM Practicum 1 MOLDEN　他
☆282110-01 2 Readings in Global Awareness Ⅰ 篠原さやか
282307-03 2 ※ Seminar 2（注1） 中郷慶
282308-03 2 ※ Seminar 3（注2） 中郷慶
282102-05 再履修者専用 ※ English Skills Ⅱ（Reading） 友池梨紗

△282118-07 再履修者専用 ※ Writing Lab Ⅰ 担当者未定

木4

☆281103-01 2 Language Behavior 五島幸一
282307-04 2 ※ Seminar 2（注1） McGEE
282307-05 2 ※ Seminar 2（注1） MOLDEN
282308-04 2 ※ Seminar 3（注2） McGEE
282308-05 2 ※ Seminar 3（注2） MOLDEN

☆282109-01 2 Readings in Japanology Ⅱ 担当者未定
△282117-02 3指定クラス ※ Academic Writing 担当者未定

木5 △282117-04 3指定クラス ※ Academic Writing 担当者未定

金2

☆282113-01 2 Descriptive Writing KOBAYASHI
☆282314-01 3 Data Analysis 篠原さやか
282318-06 4 ※ Seminar 10（注1） 福本明子
282319-06 4 ※ Seminar 11（注2） 福本明子

金3

282307-06 2 ※ Seminar 2（注1） KOBAYASHI
282308-06 2 ※ Seminar 3（注2） KOBAYASHI

☆281116-01 3 Sociolinguistics 吉岡明子
☆281313-02 3 Gender and Society 篠原さやか

金4

☆282210-01 3 Presentation Ⅱ TAKEUCHI
△282119-05 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅱ DRYDEN
△282119-06 4指定クラス ※ Writing Lab Ⅱ PESTANO

282205-05 再履修者専用 ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 篠原さやか
282305-05 再履修者専用 ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） KOBAYASHI

グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科　専門教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
283106-01 2 Extended Study Abroad MOLDEN 別途掲示参照

別途申込 
283103-01 2-4 Internship Abroad 五島幸一 別途掲示参照

☆281314-01 3 Health and Education 平田亜紀 2/20（月）1～4限，2/21（火）1～4限，2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限

（注1） 月曜日の授業は9/26～11/21で履修する 
火曜日の授業は9/27～11/22で履修する 
水曜日の授業は9/28～11/16で履修する 
木曜日の授業は9/29～11/24で履修する 
金曜日の授業は9/30～11/25で履修する

（注2） 月曜日の授業は11/28～1/30で履修する 
火曜日の授業は11/29～1/24で履修する 
水曜日の授業は11/30～1/25で履修する 
木曜日の授業は12/1～1/26で履修する 
金曜日の授業は12/2～1/27で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月G1

△282103-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group West） （注1） TAKEUCHI

△282204-01 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group South） （注1） PESTANO

△282304-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group North） （注1） CAMPBELL

△282104-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group South） （注2） TAKEUCHI

△282205-01 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group North） （注2） PESTANO

△282305-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group East） （注2） CAMPBELL

月G2

△282103-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group South） （注1） TAKEUCHI

△282204-02 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group North） （注1） PESTANO

△282304-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group East） （注1） CAMPBELL

△282104-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group North） （注2） TAKEUCHI

△282205-02 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group East） （注2） PESTANO

△282305-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group West） （注2） CAMPBELL

月G3

△282103-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group North） （注1） TAKEUCHI

△282204-03 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group East） （注1） PESTANO

△282304-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking） 
（Group West） （注1） CAMPBELL

△282104-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group East） （注2） TAKEUCHI

△282205-03 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group West） （注2） PESTANO

△282305-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group South） （注2） CAMPBELL

月G4

△282103-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group East） （注1） TAKEUCHI

△282204-04 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group West） （注1） PESTANO

△282304-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group South） （注1） CAMPBELL

△282104-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group West） （注2） TAKEUCHI

△282205-04 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group South） （注2） PESTANO

△282305-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group North） （注2） CAMPBELL

水G1

△282103-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group West） （注1） TAKEUCHI

△282204-01 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group South） （注1） PESTANO

△282304-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group North） （注1） CAMPBELL

△282104-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group South） （注2） TAKEUCHI

△282205-01 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group North） （注2） PESTANO

△282305-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group East） （注2） CAMPBELL

水G2

△282103-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group South） （注1） TAKEUCHI

△282204-02 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group North） （注1） PESTANO

△282304-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group East） （注1） CAMPBELL

△282104-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group North） （注2） TAKEUCHI

△282205-02 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group East） （注2） PESTANO

△282305-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group West） （注2） CAMPBELL

水G3

△282103-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group North） （注1） TAKEUCHI

△282204-03 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group East） （注1） PESTANO

△282304-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking） 
（Group West） （注1） CAMPBELL

△282104-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group East） （注2） TAKEUCHI

△282205-03 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group West） （注2） PESTANO

△282305-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group South） （注2） CAMPBELL

水G4

△282103-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group East） （注1） TAKEUCHI

△282204-04 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group West） （注1） PESTANO

△282304-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group South） （注1） CAMPBELL

△282104-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group West） （注2） TAKEUCHI

△282205-04 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group South） （注2） PESTANO

△282305-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group North） （注2） CAMPBELL

金G1

△282103-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group West） （注1） TAKEUCHI

△282204-01 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group South） （注1） PESTANO

△282304-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group North） （注1） CAMPBELL

△282104-01 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group South） （注2） TAKEUCHI

△282205-01 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group North） （注2） PESTANO

△282305-01 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group East） （注2） CAMPBELL

金G2

△282103-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group South） （注1） TAKEUCHI

△282204-02 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group North） （注1） PESTANO

△282304-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group East） （注1） CAMPBELL

△282104-02 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group North） （注2） TAKEUCHI

△282205-02 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group East） （注2） PESTANO

△282305-02 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group West） （注2） CAMPBELL

金G3

△282103-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group North） （注1） TAKEUCHI

△282204-03 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group East） （注1） PESTANO

△282304-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking） 
（Group West） （注1） CAMPBELL

△282104-03 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group East） （注2） TAKEUCHI

△282205-03 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group West） （注2） PESTANO

△282305-03 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group South） （注2） CAMPBELL

金G4

△282103-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅲ（Paragraph Writing） 
（Group East） （注1） TAKEUCHI

△282204-04 1指定クラス ※Communication Skills Ⅲ（Presentation） 
（Group West） （注1） PESTANO

△282304-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅲ（Thinking）  
（Group South） （注1） CAMPBELL

△282104-04 1指定クラス ※ English Skills Ⅳ（Academic Writing） 
（Group West） （注2） TAKEUCHI

△282205-04 1指定クラス ※ Communication Skills Ⅳ（Debate） 
（Group South） （注2） PESTANO

△282305-04 1指定クラス ※ Academic Skills Ⅳ（Reporting） 
（Group North） （注2） CAMPBELL

グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科　専門教育科目（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）第3クォーター開講科目　週3回授業のため9/26～11/21の月曜、水曜、金曜で履修する
（注2）第4クォーター開講科目　週3回授業のため11/28～1/27の月曜、水曜、金曜で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月2
★195462-01 交流 M1・2 メディア理論演習 McGEE
★195009-01 言語 M1・2 日本語学演習 広瀬英史

月3 ★195460-01 交流 M1・2 レトリック演習 MOLDEN

月4
★195027-01 言語 M1・2 英語形態論演習（長久手開講） 二村慎一
★195762-01 言語 M1・2 言語獲得論演習 宮田 Susanne

月5
★195026-01 言語 M1・2 英語音声学演習 中郷慶
★195441-01 交流 M1・2 エスニシティ論課題実践 d 藤井真湖

月6

★195044-01 言語 M1・2 英語音声学課題実践 d 中郷慶
★195052-01 言語 M1・2 英語教育課題実践 d 大野清幸
★195082-01 言語 M1・2 日中比較言語学課題実践 d 馮富榮
★195086-01 言語 M1・2 アジア比較文化課題実践 d チョスルソップ
★195418-01 交流 M1・2 エスニシティ論演習 藤井真湖
★195419-01 交流 M1・2 歴史遺産論演習 西尾林太郎
★195433-01 交流 M1・2 国際関係論課題実践 d 若松孝司
★195437-01 交流 M1・2 ディアスポラ論課題実践 d 杉本一直
★195453-01 交流 M1・2 観光マネジメント論課題実践 d 加納和彦

火2
★195010-01 言語 M1・2 日本語文法演習 杉村泰
★195415-01 交流 M1・2 国際 NPO-NGO 論演習 ブイチトルン

火4
★195014-01 言語 M1・2 日本語教育課題実践 d 山本裕子
★195025-01 言語 M1・2 英語意味論演習（長久手開講） 若山真幸

火5
★195008-01 言語 M1・2 日本語教育演習 山本裕子
★195073-01 言語 M1・2 日中比較言語学演習 馮富榮

火6 ★195074-01 言語 M1・2 アジア比較文化演習 チョスルソップ
水2 ★195003-01 言語／交流 M1・2 調査技法 丹藤克也

水4
★195416-01 交流 M1・2 国際関係論演習 若松孝司
★195490-01 交流 M1・2 地域文化交流 前島訓子

水5 ★195078-01 言語 M1・2 中国語教育課題実践 d 杜英起

水6

★195036-01 言語 M1・2 英語統語論課題実践 d（長久手開講） 樗木勇作
★195040-01 言語 M1・2 英語意味論課題実践 d（長久手開講） 若山真幸
★195048-01 言語 M1・2 英語形態論課題実践 d（長久手開講） 二村慎一
★195056-01 言語 M1・2 アメリカ文学課題実践 d（長久手開講） 太田直子

195941-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅵ（1）b 宮田 Susanne

195943-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅵ（2）b 宮田 Susanne

195945-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅵ（3）b 宮田 Susanne

木2
★195421-01 交流 M1・2 観光マネジメント論演習 加納和彦
★195608-01 交流 M1・2 ジェンダーと開発 梅津綾子

木3
★195028-01 言語 M1・2 英語教育演習 大野清幸
★195417-01 交流 M1・2 ディアスポラ論演習 杉本一直
★195463-01 交流 M1・2 異文化コミュニケーション論演習 福本明子

木4

★195024-01 言語 M1・2 英語統語論演習 樗木勇作

195959-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅸ（1）b 馮富榮

195961-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅸ（2）b 馮富榮

195963-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅸ（3）b 馮富榮

木5
★195072-01 言語 M1・2 中国語教育演習 杜英起
★195461-01 交流 M1・2 言語とコミュニケーション演習 太田浩司

木6

★195469-01 交流 M1・2 レトリック課題実践 d MOLDEN
★195473-01 交流 M1・2 言語とコミュニケーション課題実践 d 太田浩司
★195477-01 交流 M1・2 メディア理論課題実践 d McGEE
★195481-01 交流 M1・2 異文化コミュニケーション論課題実践 d 福本明子

195923-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅲ（1）b 杉本一直

195925-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅲ（2）b 杉本一直

195927-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅲ（3）b 杉本一直

195953-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅷ（1）b 藤井真湖

195955-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅷ（2）b 藤井真湖

195957-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅷ（3）b 藤井真湖

金1 ★195029-01 言語 M1・2 アメリカ文学演習（長久手開講） 太田直子
金2 ★195032-01 言語 M1・2 アイルランド文学演習（長久手開講） 小沢茂
金3 ★195068-01 言語 M1・2 アイルランド文学課題実践 d（長久手開講）小沢茂

金4

★195766-01 言語 M1・2 言語獲得論課題実践 d 宮田 Susanne

195917-01 D1 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅱ（1）b 太田浩司

195919-01 D2 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅱ（2）b 太田浩司

195921-01 D3 グローバルカルチャー・コミュニケーション 
特殊研究Ⅱ（3）b 太田浩司

グローバルカルチャ－・コミュニケーション研究科（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

★別途申込 
195401-02 言語 M1・2 外国語教育実践演習（短期） MOLDEN 別途掲示参照

★別途申込 
195401-04 言語 M1・2 外国語教育実践演習（短期） 山本裕子 別途掲示参照

★別途申込 
195405-01 言語 M1・2 外国語教育実践演習Ⅱ（長期）（長久手開講）樗木勇作 別途掲示参照

★別途申込 
195405-02 言語 M1・2 外国語教育実践演習Ⅱ（長期） 山本裕子 別途掲示参照

★別途申込 
195501-02 言語 M1・2 言語文化研修（短期） 中郷慶 別途掲示参照

★別途申込 
195502-02 言語 M1・2 言語文化研修（長期） 杜英起 別途掲示参照

★別途申込 
195403-02 交流 M1・2 国際社会貢献実践演習（短期） 担当者未定 別途掲示参照

★別途申込 
195404-02 交流 M1・2 国際社会貢献実践演習（長期） 担当者未定 別途掲示参照

★別途申込 
195503-02 交流 M1・2 地域文化交流研修（短期） 杉本一直 別途掲示参照

★別途申込 
195503-04 交流 M1・2 地域文化交流研修（短期） 藤井真湖 別途掲示参照

★別途申込 
195504-02 交流 M1・2 地域文化交流研修（長期） 若松孝司 別途掲示参照

開講年組欄の「言語」は言語文化コースを、「交流」は交流文化コースをそれぞれ示す。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月1
099550-01 D1 特別演習 I-Ⅱ 三浦克人
099552-01 D2 特別演習 I-Ⅳ 三浦克人
099554-01 D3 特別演習 I- Ⅵ 三浦克人

月2

★099330-01 M1・2 原価計算特講Ⅱ 三浦克人
★099366-01 M1・2 経営戦略特講Ⅱ 日野恵美子

099508-01 D1 特別演習 B-Ⅱ 石川雅之
099510-01 D2 特別演習 B-Ⅳ 石川雅之
099512-01 D3 特別演習 B- Ⅵ 石川雅之

月3 ★099357-01 M1・2 国際会計特講Ⅱ 森洵太

月5

★099064-01 M1・2 国際ビジネス特講Ⅱ 石坂綾子
★099331-01 M1・2 管理会計特講Ⅱ 窪田祐一
★099368-01 M1・2 ビジネスモデル特講Ⅱ 林誠

099532-01 D1 特別演習 F-Ⅱ 大塚英揮
099534-01 D2 特別演習 F-Ⅳ 大塚英揮
099536-01 D3 特別演習 F- Ⅵ 大塚英揮

月6

★099364-01 M1・2 サービスマーケティング特講Ⅱ フコウソウ
★099384-01 M1・2 アカウンティング演習 AⅡ 石川雅之
099412-01 M1・2 ビジネスジャーナルリーディング 窪田祐一
099417-01 M1・2 クリティカルシンキング 林誠

★099423-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 BⅡ 石坂綾子
★099431-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 DⅡ 大塚英揮
099538-01 D1 特別演習 G-Ⅱ 真田幸光
099540-01 D2 特別演習 G-Ⅳ 真田幸光
099542-01 D3 特別演習 G- Ⅵ 真田幸光

火3 ★099449-01 M1・2 アカウンティング演習 DⅡ 森洵太

火5

★099353-01 M1・2 リスクマネジメント特講Ⅱ 上原衛
★099392-01 M1・2 アカウンティング演習 CⅡ 三浦克人
★099443-01 M1・2 ビジネスエコノミクス特講Ⅱ 渡邉聡
★099453-01 M1・2 データサイエンス特講Ⅱ 藤木美江

火6

★099396-01 M1・2 ビジネスプランニングⅡ 真田幸光
★099427-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 CⅡ 上原衛
★099445-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 GⅡ 渡邉聡
099502-01 D1 特別演習 A-Ⅱ 浅井敬一朗
099504-01 D2 特別演習 A-Ⅳ 浅井敬一朗
099506-01 D3 特別演習 A- Ⅵ 浅井敬一朗

火7

★099435-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 EⅡ 真田幸光
099520-01 D1 特別演習 D-Ⅱ 上原衛
099522-01 D2 特別演習 D-Ⅳ 上原衛
099524-01 D3 特別演習 D- Ⅵ 上原衛

水2
★099329-01 M1・2 財務会計特講Ⅱ 石川雅之
★099343-01 M1・2 人的資源管理特講 渡辺直登

水6

★099455-01 M1・2 マーケティングコミュニケーション特講Ⅱ 新井亨
099514-01 D1 特別演習 C-Ⅱ 石坂綾子
099516-01 D2 特別演習 C-Ⅳ 石坂綾子
099518-01 D3 特別演習 C- Ⅵ 石坂綾子

木4
★099334-01 M1・2 租税法特講Ⅱ 糟谷修
★099359-01 M1・2 監査論特講Ⅱ 前田篤

木5
099526-01 D1 特別演習 E-Ⅱ 渡邉聡
099528-01 D2 特別演習 E-Ⅳ 渡邉聡
099530-01 D3 特別演習 E- Ⅵ 渡邉聡

木6 ★099355-01 M1・2 財務諸表分析特講Ⅱ 西崎賢治
金2 ★099362-01 M1・2 マーケティング戦略特講Ⅱ 大塚英揮

金5
★099370-01 M1・2 ものづくり経営特講Ⅱ 浅井敬一朗
★099398-01 M1・2 コーポレートファイナンス特講Ⅱ 三矢幹根
★099457-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 HⅡ 藤木美江

金6
★099388-01 M1・2 アカウンティング演習 BⅡ 西崎賢治
★099419-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 AⅡ 浅井敬一朗
★099439-01 M1・2 マネジメント＆エコノミー演習 FⅡ 三矢幹根

ビジネス研究科（後期　星が丘）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

ビ
ジ
ネ
ス
研
究
科
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

星
が
丘

後
　
期



月1
101101-04 1 ジェンダーと社会 中村奈津子
101113-02 1 書道 森美恵子

月2
101150-01 1 探究・違いを共に生きるⅠ 鈴木崇夫
101101-05 1 ジェンダーと社会 中村奈津子
101134-04 1 キャリアの形成 樋口貴子

月3
101123-05 1 日本国憲法 西尾林太郎
101129-04 1 入門文化人類学 三木誠

月4
101101-06 1 ジェンダーと社会 石河敦子
101116-03 1 映像文化 伏木啓
101137-03 1 メンタルヘルス 浜本真規子

月5
101116-04 1 映像文化 伏木啓
101121-01 1 生活の化学 加藤友紀

火1 101123-06 1 日本国憲法 西尾林太郎

火2
101123-07 1 日本国憲法 西尾林太郎
101128-07 1 入門心理学 松本明日香

火3
101143-02 未修得者専用 ※ライフデザイン（15年度以前）（注1） 鈴木崇夫
101131-07 1 現代のマナー 近藤乃芙子
101134-05 1 キャリアの形成 宮嶋恒二

火4

101145-09 未修得者専用 ※違いを共に生きる・ライフデザイン（16年度以降）鈴木崇夫
101103-03 1 比較文化 星山幸子
101128-08 1 入門心理学 青柳眞紀子
101131-08 1 現代のマナー 近藤乃芙子

水1
101128-09 1 入門心理学 青柳眞紀子
101136-03 1 ライフサイクルと健康 山口瑞生

水2
101103-04 1 比較文化 浅田秀子
101106-05 1 手話・点字 棚橋義則
101136-04 1 ライフサイクルと健康 山口瑞生

水3

101105-51 1 国際交流（星が丘開講） ブイチトルン
101106-06 1 手話・点字 棚橋義則
101112-02 1 伝統芸能 林和利
101118-51 1 生き物の世界（星が丘開講） 横山晴美　他
101129-05 1 入門文化人類学 三木誠
101138-03 1 健康とくすり 白井直洋

水4

101151-01 1 探究・違いを共に生きるⅡ 担当者未定
101106-07 1 手話・点字 棚橋義則
101129-06 1 入門文化人類学 三木誠
101138-04 1 健康とくすり 白井直洋

水5 101128-10 1 入門心理学 清水遵
木1 101119-04 1 生命の科学 石浦正寛

木2

101151-02 1 探究・違いを共に生きるⅡ 鈴木崇夫
101119-05 1 生命の科学 石浦正寛
101131-09 1 現代のマナー 嘉悦祐子
101137-04 1 メンタルヘルス 石原真里奈

木3

101103-05 1 比較文化 星山幸子
101106-08 1 手話・点字 棚橋義則
101107-01 1 生涯学習 伊藤真希
101131-10 1 現代のマナー 嘉悦祐子
101134-06 1 キャリアの形成 菊池美由紀

木4

101103-06 1 比較文化 星山幸子
101106-09 1 手話・点字 棚橋義則
101128-06 1 入門心理学 蔵冨恵
101131-11 1 現代のマナー 嘉悦祐子

金1 101139-02 1 スポーツと文化 門間博

金2
101117-02 1 数学の世界 田中秀和
101122-03 1 環境の保護 大塚健三
101126-03 1 入門法律学 高橋秀治

金3

101150-02 1 探究・違いを共に生きるⅠ 担当者未定
101102-03 1 女性学・男性学 中島美幸
101120-04 1 食品の科学 加藤友紀
101126-04 1 入門法律学 高橋秀治

金4
101119-06 1 生命の科学 石浦正寛
101120-05 1 食品の科学 加藤友紀
101131-12 1 現代のマナー 近藤乃芙子

金5 101149-01 1 思想としてのフェミニズム 
：性の多様性に至る系譜を学ぶ 綾部六郎

教養教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）9/27～11/22の火曜で履修する

全
学
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通
履
修
科
目
（
教
養
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月3
107002-01 1 健康と運動 門間博
107002-02 1 健康と運動 加藤恵子

月4
107002-03 1 健康と運動 門間博
107002-04 1 健康と運動 加藤恵子

火2 107002-12 1 健康と運動 小栁竜太
火3 107002-05 1 健康と運動 塩見哲大
火4 107002-06 1 健康と運動 塩見哲大
水1 107002-07 1 健康と運動 門間博
水2 107002-08 1 健康と運動 門間博
水3 107002-09 1 健康と運動 門間博

水4
107002-10 1 健康と運動 門間博
107002-11 1 健康と運動 中川貴光

木1 107002-13 1 健康と運動 瀧川寛子
木2 107002-14 1 健康と運動 瀧川寛子
金1 107002-15 1 健康と運動 加藤恵子
金2 107002-16 1 健康と運動 加藤恵子

金3
107002-17 1 健康と運動 門間博
107002-18 1 健康と運動 丸山治美

金4 107002-19 1 健康と運動 丸山治美

スポーツ科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ス
ポ
ー
ツ
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期
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久
手



月3
110408-01 4 新社会人の基礎（注1） 長岡秀孝

110056-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 B（星が丘開講） 
*水曜4限と同時履修 中林律子

月4
110408-02 4 新社会人の基礎（注1） 長岡秀孝

110055-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 A（星が丘開講） 
*水曜2限と同時履修 鈴木かおり

火1
110201-03 1 CCC スタートアップ講座 沖直子
110401-03 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 学研教育みらい講師

火2
110203-01 1・2 障がい者支援ボランティア 荒賀博志
110401-04 1・2 キャリアに役立つ数学力（基礎） 学研教育みらい講師
110206-03 2 ファシリテーター養成講座 沖直子

火3 110403-05 2・3 インターンシップ概論 菊池美由紀
火4 110201-04 1 CCC スタートアップ講座 沖直子
火5 110013-51 1・2 米国 NPOインターンシッププログラム概論（星が丘開講）担当者未定

水2 110055-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 A（星が丘開講） 
*月曜4限と同時履修 梶川しのぶ

水3

110403-06 2・3 インターンシップ概論 阿部夢
別途申込 
110053-52

日本語非母語 
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅠ（星が丘開講） 本間妙

別途申込 
110054-52

日本語非母語 
話者専用

日本語非母語話者のためのアカデミック・ 
ライティングⅡ（星が丘開講） 山本裕子

水4 110056-52 日本語 
初学者専用

入門日本語 B（星が丘開講） 
*月曜3限と同時履修 鈴木かおり

木1 110012-51 1・2 TOEFL iBTトレーニングⅡ 
（Listening & Reading）（星が丘開講） アルク講師

木3
110009-01 1 Central Japan（前半）（注2） 担当者未定　他
110010-01 1 Traditional Arts in Japan（後半）（注3） 担当者未定　他
110403-07 2・3 インターンシップ概論 上本裕子

木4 110208-51 2 CCC キズナプロジェクトB（星が丘開講） 沖直子

金1
110202-03 1・2 ボランティア 沖直子
110402-03 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 学研教育みらい講師

金2 110402-04 1・2 キャリアに役立つ数学力（実践） 学研教育みらい講師

金3
110205-01 1 まちづくりマーケティング 沖直子
110403-08 2・3 インターンシップ概論 三井裕美

金4 110202-04 1・2 ボランティア 沖直子

アクティブラーニング科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

別途申込 
110003-01 1・2 英語海外セミナーⅢ 担当者未定 別途掲示参照

別途申込 
110004-01 1・2 米国 NPOインターンシッププログラム 担当者未定 別途掲示参照

別途申込 
110005-01 1・2 中国語海外セミナーⅠ（中国） 馮富榮 別途掲示参照

別途申込 
110404-02 2・3 インターンシップ研修 阿部夢　他 ―

別途申込 
110405-02 2・3 海外インターンシップ 阿部夢　他 別途掲示参照

（注1）11/28～1/30の月曜で履修する
（注2）9/29～11/24の木曜で履修する
（注3）11/24～1/19の木曜で履修する

全
学
共
通
履
修
科
目
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 108004-02 創作1③ ※日本語表現2 中村佑衣

月2
108004-03 創作1② ※日本語表現2 中村佑衣
108004-04 建築1① ※日本語表現2 辻本桜子

月3
108004-05 国文1LJ01 ※日本語表現2 久保田一充
108004-06 1 日本語表現2 松原久子

月4
108004-07 創作1④ ※日本語表現2 中村佑衣
108004-08 建築1③ ※日本語表現2 辻本桜子

月5 108004-09 創作1① ※日本語表現2 中村佑衣

火1
108004-10 メデプロ1① ※日本語表現2 辻本桜子
108004-11 1 日本語表現2 松原久子
108031-02 2・3 日本語表現 C1（ライティング） 佐々木亜紀子

火2
108004-12 国文1LJ02 ※日本語表現2 久保田一充
108004-13 1 日本語表現2 松原久子
108013-02 2・3 日本語表現 A3（リーディング） 佐々木亜紀子

火3
108004-14 国文1LJ04 ※日本語表現2 久保田一充
108004-15 1 日本語表現2 松原久子
108022-03 2・3 日本語表現 B2（スピーキング） 樋口貴子

火4
108004-16 メデプロ1③ ※日本語表現2 辻本桜子
108022-04 2・3 日本語表現 B2（スピーキング） 樋口貴子

火5 108004-17 メデプロ1② ※日本語表現2 辻本桜子
水1 108004-18 英語1E4-6 ※日本語表現2 大志民彩加

水2

108004-19 英語1E1-3 ※日本語表現2 大志民彩加
108004-20 メデプロ1④ ※日本語表現2 辻本桜子
108021-05 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 吉田智美
108003-60 未修得者専用 ※日本語表現1 松本明日香

水3
108004-21 英語1E7-9 ※日本語表現2 遠藤美里
108004-22 教育1LA01-03 ※日本語表現2 久保田一充
108004-23 1 日本語表現2 松本明日香

水4

108004-24 英語1E10-12 ※日本語表現2 遠藤美里
108004-25 教育1LA10-12 ※日本語表現2 久保田一充
108004-26 1 日本語表現2 松本明日香

108004-27 必修学部の
未修得者専用 ※日本語表現2 森本俊之

木1
108004-28 国文1LJ03 ※日本語表現2 久保田一充
108004-29 建築1② ※日本語表現2 辻本桜子

木2
108004-30 1 日本語表現2 松本明日香
108003-61 未修得者専用 ※日本語表現1 松原久子

木3
108004-31 教育1LA07-09 ※日本語表現2 久保田一充
108004-32 1 日本語表現2 松本明日香

木4

108004-33 教育1LA04-06 ※日本語表現2 久保田一充
108004-34 メデプロ1⑤ ※日本語表現2 辻本桜子
108004-35 言聴1HC01 ※日本語表現2 松原久子
108011-02 2・3 日本語表現 A1（ライティング） 森本俊之

木5 108004-36 言聴1HC02 ※日本語表現2 松原久子

金2
108004-37 1 日本語表現2 松本明日香
108032-02 2・3 日本語表現 C2（スピーキング） 萩原千恵

金3
108004-38 1 日本語表現2 松本明日香
108021-06 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 高宮貴代美

金4
108021-07 2・3 日本語表現 B1（ライティング） 三井裕美
108003-62 未修得者専用 ※日本語表現1 松本明日香

日本語表現科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
日
本
語
表
現
）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1
102335-15 1-4 English 3（TOEIC 1） 山田久美子
102336-09 1-4 English 4（Speaking 1） ARRIETA

月2

102400-13 1 Introduction to English 山田久美子
102333-21 1-4 English 1（Listening） ARRIETA
102334-17 1-4 English 2（Reading） 石河敦子
102335-16 1-4 English 3（TOEIC 1） 内田脩平
102337-06 1-4 English 5（TOEIC 2） 吉枝恵

月3

102333-22 1-4 English 1（Listening） 内田脩平
102334-18 1-4 English 2（Reading） LACEY
102335-17 1-4 English 3（TOEIC 1） 山田久美子
102336-10 1-4 English 4（Speaking 1） ARRIETA
102337-07 1-4 English 5（TOEIC 2） 吉枝恵
102338-02 1-4 English 6（Speaking 2） LEAF

月4

102331-12 1 Basic English 1 吉枝恵
102333-23 1-4 English 1（Listening） LACEY
102334-19 1-4 English 2（Reading） ARRIETA
102335-18 1-4 English 3（TOEIC 1） 内田脩平
102336-11 1-4 English 4（Speaking 1） LEAF
102337-08 1-4 English 5（TOEIC 2） 山田久美子

火1

102332-06 1 Basic English 2 相川由美
102333-24 1-4 English 1（Listening） 河合利江
102334-20 1-4 English 2（Reading） ARRIETA
102335-19 1-4 English 3（TOEIC 1） 花木由子
102358-01 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）服部有紀

火2

102331-13 1 Basic English 1 相川由美
102332-07 1 Basic English 2 河合利江
102333-25 1-4 English 1（Listening） 服部有紀
102334-21 1-4 English 2（Reading） 井土康仁
102335-20 1-4 English 3（TOEIC 1） 花木由子
102336-12 1-4 English 4（Speaking 1） ARRIETA
102336-19 1-4 English 4（Speaking 1） CHEW
102337-09 1-4 English 5（TOEIC 2） 山村真由美

火3

102332-08 1 Basic English 2 服部有紀
102333-26 1-4 English 1（Listening） 井土康仁
102334-22 1-4 English 2（Reading） ARRIETA
102335-21 1-4 English 3（TOEIC 1） 河合利江
102335-22 1-4 English 3（TOEIC 1） 山村真由美
102336-20 1-4 English 4（Speaking 1） CHEW
102337-10 1-4 English 5（TOEIC 2） 内田脩平

火4

102333-27 1-4 English 1（Listening） 河合利江
102334-23 1-4 English 2（Reading） 井土康仁
102335-23 1-4 English 3（TOEIC 1） 内田脩平
102336-13 1-4 English 4（Speaking 1） ARRIETA
102337-11 1-4 English 5（TOEIC 2） 山村真由美
102358-02 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）服部有紀
102368-01 1-4 Advanced English Ⅱb KABARA

水1
102333-28 1-4 English 1（Listening） 水野友貴
102336-14 1-4 English 4（Speaking 1） BILODEAU

水2

102333-29 1-4 English 1（Listening） 山村真由美
102334-24 1-4 English 2（Reading） CAMERON
102335-24 1-4 English 3（TOEIC 1） 水野友貴
102358-03 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）山田幸代

水3

102331-14 1 Basic English 1 東海林明美
102332-09 1 Basic English 2 岩塚さおり
102333-30 1-4 English 1（Listening） BILODEAU
102334-25 1-4 English 2（Reading） BAILEY
102335-25 1-4 English 3（TOEIC 1） 山村真由美
102337-12 1-4 English 5（TOEIC 2） CAMERON
102338-03 1-4 English 6（Speaking 2） SULLIVAN

水4

102334-26 1-4 English 2（Reading） 山村真由美
102335-26 1-4 English 3（TOEIC 1） 岩塚さおり
102336-15 1-4 English 4（Speaking 1） BAILEY
102337-13 1-4 English 5（TOEIC 2） CAMERON
102362-01 1-4 TOEIC Training Ⅱb（Speaking & Writing）SULLIVAN

木1

102332-10 1 Basic English 2 河口和子
102333-31 1-4 English 1（Listening） 平山千鶴子
102334-27 1-4 English 2（Reading） 山村真由美
102335-27 1-4 English 3（TOEIC 1） 河合利江
102337-14 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美

木2

102331-15 1 Basic English 1 平山千鶴子
102332-11 1 Basic English 2 河合利江
102333-32 1-4 English 1（Listening） 山村真由美
102334-28 1-4 English 2（Reading） 内田脩平
102335-28 1-4 English 3（TOEIC 1） 太田晶子
102337-15 1-4 English 5（TOEIC 2） 河口和子
102358-04 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）梶浦眞由美

木3

102400-14 1 Introduction to English 内田脩平
102331-16 1 Basic English 1 鈴木哲至
102333-33 1-4 English 1（Listening） 河合利江
102334-29 1-4 English 2（Reading） 今井加寿
102335-29 1-4 English 3（TOEIC 1） 河口和子
102336-16 1-4 English 4（Speaking 1） BILODEAU
102337-16 1-4 English 5（TOEIC 2） 梶浦眞由美
102358-05 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）太田晶子

木4

102331-17 1 Basic English 1 内田脩平
102332-12 1 Basic English 2 河合利江
102333-34 1-4 English 1（Listening） 鈴木哲至
102334-30 1-4 English 2（Reading） 今井加寿
102335-30 1-4 English 3（TOEIC 1） 梶浦眞由美
102337-17 1-4 English 5（TOEIC 2） 河口和子

金1

102333-35 1-4 English 1（Listening） 鈴木哲至
102335-31 1-4 English 3（TOEIC 1） 河口和子
102336-17 1-4 English 4（Speaking 1） BAILEY
102360-01 1-4 TOEIC Training Ⅰd（Listening & Reading）中村晴香

金2

102331-18 1 Basic English 1 東海林明美
102332-13 1 Basic English 2 BAILEY
102333-36 1-4 English 1（Listening） 鈴木哲至
102334-31 1-4 English 2（Reading） 半井尚美
102335-32 1-4 English 3（TOEIC 1） 河口和子
102358-06 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）中村晴香

金3

102331-19 1 Basic English 1 東海林明美
102333-37 1-4 English 1（Listening） 半井尚美
102334-32 1-4 English 2（Reading） 河口和子
102335-33 1-4 English 3（TOEIC 1） PUDWILL
102337-18 1-4 English 5（TOEIC 2） 山田久美子
102358-07 1-4 TOEIC Training Ⅰb（Listening & Reading）中村晴香

金4

102333-38 1-4 English 1（Listening） 河口和子
102335-34 1-4 English 3（TOEIC 1） 山田久美子
102336-18 1-4 English 4（Speaking 1） PUDWILL
102337-19 1-4 English 5（TOEIC 2） 半井尚美

言語活用科目［英語］（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
英
語
］）

-94-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月2
103001-12 1・2 中国語読解1A 馬麗梅
103005-02 1・2 中国語読解2 陳惠貞
103032-52 2・3 HSK6級対策講座（星が丘開講） 高飛

月3
103001-13 1・2 中国語読解1A 陳惠貞
103025-03 1・2 HSK2級対策講座 馬麗梅
103033-52 2・3 HSK6級実践トレーニング（星が丘開講） 高飛

月4 103005-03 1・2 中国語読解2 馬麗梅
月5 103034-52 1・2 スピーチ中国語（星が丘開講） チョウケイニ　他
火1 103001-14 1・2 中国語読解1A 巣宇燕

火2
103001-15 1・2 中国語読解1A 巣宇燕
103025-04 1・2 HSK2級対策講座 中塚亮
103026-57 2・3 HSK3級対策講座（星が丘開講） 高飛

火3
103003-10 1・2 中国語会話1A 華イ
103003-11 1・2 中国語会話1A 王麗英

火4 103006-02 1・2 中国語会話2 華イ
水1 103032-53 2・3 HSK6級対策講座（星が丘開講） 高飛

水2
103028-52 2・3 HSK4級対策講座（星が丘開講） 王麗英
103033-53 2・3 HSK6級実践トレーニング（星が丘開講） 高飛

水3 103029-52 2・3 HSK4級実践トレーニング（星が丘開講） 王麗英
木1 103001-16 1・2 中国語読解1A 鄧秀
木2 103001-17 1・2 中国語読解1A 鄧秀

木3
103028-53 2・3 HSK4級対策講座（星が丘開講） 袁莉萍
103030-53 2・3 HSK5級対策講座（星が丘開講） 馬麗梅

木4
103010-52 2・3 中国語会話3（星が丘開講） 王岩
103029-53 2・3 HSK4級実践トレーニング（星が丘開講） 袁莉萍
103031-53 2・3 HSK5級実践トレーニング（星が丘開講） 馬麗梅

金1
103003-12 1・2 中国語会話1A 袁莉萍
103014-51 2・3 中国語会話4（星が丘開講） 華イ

金2
103001-18 1・2 中国語読解1A 曹志偉
103006-03 1・2 中国語会話2 袁莉萍
103013-51 2・3 中国語読解4（星が丘開講） 華イ

金3
103003-13 1・2 中国語会話1A 曹志偉
103028-54 2・3 HSK4級対策講座（星が丘開講） 華イ

金4 103029-54 2・3 HSK4級実践トレーニング（星が丘開講） 華イ

言語活用科目［中国語］（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
中
国
語
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月3
105001-06 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*木曜1限と同時履修 キムソヨン

105004-02 1-4 韓国語能力試験対策1 鄭在恩

月4
105001-07 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*木曜2限と同時履修 キムソヨン

105007-02 1-4 韓国語能力試験対策2 鄭在恩
105008-52 1-4 韓国・朝鮮語読解3（星が丘開講） 金文姫

火1 105006-02 1-4 韓国・朝鮮語会話2 キムソヨン
火2 105003-02 1-4 韓国・朝鮮語会話1 キムソヨン

火3
105001-08 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*金曜1限と同時履修 金文姫

105003-03 1-4 韓国・朝鮮語会話1 キムソヨン

火4
105001-09 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*金曜2限と同時履修 金文姫

105009-52 1-4 韓国・朝鮮語会話3（星が丘開講） 金三淑

水1
105002-02 1-4 韓国・朝鮮語読解1 姜信和
105009-53 1-4 韓国・朝鮮語会話3（星が丘開講） 金由那

水2 105005-02 1-4 韓国・朝鮮語読解2 姜信和

木1
105001-06 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*月曜3限と同時履修 キムソヨン

105008-53 1-4 韓国・朝鮮語読解3（星が丘開講） 柳朱燕

木2
105001-07 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*月曜4限と同時履修 キムソヨン

105010-52 1-4 韓国語能力試験対策3（星が丘開講） 金文姫
木3 105041-52 2-4 韓国・朝鮮語映像翻訳（星が丘開講） 三重野聖愛

金1 105001-08 1-4 韓国・朝鮮語入門　 
*火曜3限と同時履修 金文姫

金2
105001-09 1-4 韓国・朝鮮語入門　 

*火曜4限と同時履修 金文姫

105040-52 2-4 韓国・朝鮮語実務翻訳（星が丘開講） 金芝恵
金3 105002-03 1-4 韓国・朝鮮語読解1 金文姫
金4 105010-53 1-4 韓国語能力試験対策3（星が丘開講） 加藤麻衣子

言語活用科目［韓国・朝鮮語］（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
韓
国
・
朝
鮮
語
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 106005-03 1 初めての外国語5（イタリア語） 柴田有香

月2
106003-02 1 初めての外国語3（ロシア語） 水野晶子
106005-04 1 初めての外国語5（イタリア語） 柴田有香

月3
106004-03 1 初めての外国語4（スペイン語） 木下まりあ
106006-03 1 初めての外国語6（ポルトガル語） 瀧藤千恵美

月4
106004-04 1 初めての外国語4（スペイン語） 木下まりあ
106006-04 1 初めての外国語6（ポルトガル語） 瀧藤千恵美

火1 106002-04 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス
火2 106002-05 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス
木1 106002-06 1 初めての外国語2（フランス語） 清水ベアトリックス
木3 106001-03 1 初めての外国語1（ドイツ語） 平岩英恵
木4 106001-04 1 初めての外国語1（ドイツ語） 平岩英恵

言語活用科目［初めての外国語］（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

全
学
共
通
履
修
科
目
（
言
活［
初
め
て
］）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1
104122-02 言聴1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104122-03 視覚1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

月2

104122-04 人情1① コンピュータリテラシーⅡ 木村千夏

104122-05 人情1② コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104124-03 1 ネットワークリテラシー 内田美紀子
月4 104126-01 1 プログラミングⅠ（Visual Basic） 内田美紀子

月5
104122-06 教育1 

LA05-08 ※コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104122-07 栄養1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

火1 104122-08 国文1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

火2

104122-09 心理1 
PF01・02 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104122-10 心理1 
PF07・08 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104126-02 1 プログラミングⅠ（Visual Basic） 神田久恵

火3 104130-04 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

火4
104122-11 救急1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104124-04 1 ネットワークリテラシー 小笠原多紀
104129-04 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

火5
104122-12 子ども1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104124-05 1 ネットワークリテラシー 小笠原多紀

水1

104122-13 人情1③ コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104122-14 人情1④ コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104126-03 1 プログラミングⅠ（Visual Basic） 内田美紀子
104130-05 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

水2 104129-05 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師
水3 104130-06 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

水4
104122-15 スポ1 

HH05-08 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

104129-06 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

水5 104122-16 メデプロ1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

木1 104134-02 2 ウェブデザイン技能検定対策講座 大嶽麻里子

木4
104122-17 心理1 

PF03・04 コンピュータリテラシーⅡ 木村千夏

104122-18 心理1 
PF05・06 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

木5 104122-19 スポ1 
HH01-04 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

金1

104122-20 教育1 
LA01-04 ※コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104122-21 教育1 
LA09-12 ※コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104131-02 2 基本情報技術者対策講座Ⅰ 戸谷英司

金2
104122-22 英語1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104132-02 2 基本情報技術者対策講座Ⅱ 戸谷英司

金3
104122-23 創作1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104130-07 1 IT パスポート対策講座Ⅱ 名古屋大原学園講師

金4

104122-24 社福1 
FS01-03 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師

104122-25 社福1 
FS04-06 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 

テクノロジー講師
104129-07 1 IT パスポート対策講座Ⅰ 名古屋大原学園講師

金5 104122-26 建築1 コンピュータリテラシーⅡ パナソニックソリューション 
テクノロジー講師

コンピュータ活用科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 104133-02 2 基本情報技術者対策講座Ⅲ 戸谷英司 2/15（水）～2/16（木）1～4限
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）
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1
023120-01 1 道徳指導法 山田真紀
023238-01 英語3 教育実習指導 織部秀明

月2
023120-02 1 道徳指導法 山田真紀
023227-01 2 教育課程 澤田喜之
023238-02 人情3・心理4 教育実習指導 織部秀明

月3

023140-01 1 教育制度 三和義武
023223-05 2 教育心理学Ⅰ 山本圭子
023276-01 栄養4 教職実践演習（栄養教諭） 織部秀明　他
通年科目 
登録不要 3・4 教職インターンシップⅡ 梅藤仁志

月4

023140-02 1 教育制度 佐藤実芳
023140-03 1 教育制度 三和義武
023223-06 2 教育心理学Ⅰ 山本圭子
023239-01 教育2 国語科教育法Ⅰ 梅藤仁志

月5

023227-02 2 教育課程 澤田喜之

023241-01 国文3LJ04 
・教育3 国語科教育法Ⅲ 梅藤仁志

023279-03 3 総合的な学習の時間の指導法（19年度以降）織部秀明

月6 通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 澤田喜之

火2

023233-06 2 教育方法 板倉寿明
023251-01 人情3 情報科教育法Ⅱ 吉田聡

023241-02 国文3 
LJ01～03 国語科教育法Ⅲ 小池秀男

火3
023220-01 4 教師論（18年度以前） 鈴木章夫
023238-03 スポ健3HS01-05 教育実習指導 内木晃
023244-01 英語3 英語科教育法Ⅳ 織部秀明

火4

023233-07 2 教育方法 板倉寿明
023238-04 スポ健3HS06-10 教育実習指導 澤田喜之
023244-02 英語3 英語科教育法Ⅳ 織部秀明
通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 梅藤仁志

023260-01 国文3LJ04 
・教育3 国語科教育法Ⅳ 小池秀男

火5

023233-08 2 教育方法 板倉寿明
023238-05 国文3LJ01・02 教育実習指導 梅藤仁志
023238-06 教育3 教育実習指導 鈴木章夫
023248-01 3・4 教育相談Ⅱ 山本圭子

火6 通年科目 
登録不要 3・4 教職インターンシップⅡ 澤田喜之

水2 023140-04 1 教育制度 三和義武

水3
023120-03 1 道徳指導法 鈴木章夫
023120-04 1 道徳指導法 柴田八重子

水4
023120-05 1 道徳指導法 柴田八重子
023227-03 2 教育課程 澤田喜之

水5
023227-04 2 教育課程 澤田喜之
通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 都築春彦

水6 通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 澤田喜之

木1

023227-05 2 教育課程 澤田喜之
023235-06 2 生徒・進路指導 都築春彦
通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 梅藤仁志

木2 023236-01 2 教育相談Ⅰ 神谷政和

木3

023140-05 1 教育制度 三和義武
023249-01 英語2 英語科教育法Ⅱ 神谷政和
通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 市来ちさ

木4
023120-06 1 道徳指導法 鈴木章夫
023238-07 国文3LJ03・04 教育実習指導 梅藤仁志
023239-02 国文2LJ01・02 国語科教育法Ⅰ 佐々木亜紀子

木5

023239-03 国文2LJ03・04 国語科教育法Ⅰ 佐々木亜紀子
023249-02 英語2 英語科教育法Ⅱ 神谷政和
023265-01 4 教職実践演習（中・高）（注1） 都築春彦　他

023260-02 国文3 
LJ01～03 国語科教育法Ⅳ 小池秀男

木6 通年科目 
登録不要 2-4 教職インターンシップⅠ 都築春彦

金1 023235-07 2 生徒・進路指導 都築春彦

金2
023227-06 2 教育課程 澤田喜之
023236-02 2 教育相談Ⅰ 小池理穂

金3

023227-07 2 教育課程 澤田喜之
023236-03 2 教育相談Ⅰ 小池理穂
023236-04 2 教育相談Ⅰ 江坂栄子
023236-05 2 教育相談Ⅰ 濱島秀樹
023262-01 スポ健2 保健体育科教育法Ⅱ 鈴木一成
通年科目 
登録不要 3・4 教職インターンシップⅡ 都築春彦

金4
023236-06 2 教育相談Ⅰ 濱島秀樹
023264-01 スポ健3 保健体育科教育法Ⅳ 鈴木一成

金5
023236-07 2 教育相談Ⅰ 濱島秀樹
023270-01 3 教職教養Ⅱ 都築春彦　他

教職課程科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

023110-54 1 特別活動指導法（星が丘開講） 不破民由 2/16（木）・2/17（金）・2/21（火）1～4限，2/24（金）1～3限
023120-54 1 道徳指導法（星が丘開講） 柴田八重子 2/15（水）・2/16（木）・2/17（金）1～4限，2/20（月）1～3限
023140-54 1 教育制度（星が丘開講） 佐藤実芳 2/17（金）・2/20（月）・2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限
023227-53 2 教育課程（星が丘開講） 織部秀明 2/15（水）・2/16（木）・2/17（金）1～4限，2/20（月）1～3限
023236-53 2 教育相談Ⅰ（星が丘開講） 小池理穂 2/17（金）・2/20（月）・2/21（火）1～4限，2/24（金）1～3限
023238-53 3 教育実習指導（星が丘開講） 都築春彦 2/20（月）・2/21（火）・2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限
023279-52 3 総合的な学習の時間の指導法（19年度以降）（星が丘開講） 鈴木章夫 2/10（金）・2/15（水）・2/16（木）1～4限，2/17（金）1～3限

学外実習

通年科目 
登録不要 3 介護等体験 梅藤仁志

通年科目 
登録不要 4 教育実習Ⅰ 都築春彦

通年科目 
登録不要 4 教育実習Ⅱ 澤田喜之

通年科目 
登録不要 栄養4 教育実習（栄養教諭） 澤田喜之　他

（注1）木曜5限および9/24（土）1・2限，12/3（土）1～4限で履修する。詳細は別途掲示参照。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 025121-01 1 博物館経営論 日比野光敏

月2
025121-02 1 博物館経営論 日比野光敏
025122-01 3 博物館資料論 鏡味千佳

月3 025121-03 1 博物館経営論 日比野光敏
火1 025070-03 3 生涯学習概論 杉本正博
火4 025122-02 3 博物館資料論 日比野光敏
火5 025122-03 3 博物館資料論 日比野光敏
水4 025127-01 2 博物館教育論 松村淳子
水5 025127-02 2 博物館教育論 松村淳子
木3 025122-04 3 博物館資料論 日比野光敏
木4 025122-05 3 博物館資料論 日比野光敏
金1 025124-02 3 博物館資料保存論 田中青樹
金3 025122-06 3 博物館資料論 水谷栄太郎
金4 025122-07 3 博物館資料論 水谷栄太郎

学芸員課程科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

学外実習

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 小川幹生

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 日比野光敏

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 日比野光敏

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 日比野光敏

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 日比野光敏

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 水谷栄太郎

通年科目 
登録不要 4 博物館実習 水谷栄太郎
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



火5 026021-01 人情以外2・3 児童サービス論 中西由香里
水4 026016-01 人情以外1 図書館サービス概論 廣田慈子
水5 026017-01 人情以外1 図書館情報資源概論 廣田慈子
木4 026029-01 人情以外2 情報サービス演習Ⅰ 廣田慈子
木5 026032-01 人情以外2 情報資源組織演習Ⅱ 廣田慈子
金1 026027-01 人情以外3・4 図書館サービス特論 園田俊介
金4 026030-02 人情以外3 情報サービス演習Ⅱ 廣田慈子
金5 026032-02 人情以外2 情報資源組織演習Ⅱ 廣田慈子

司書課程科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

026019-01 人情以外2・3 図書館情報技術論 若杉亮平 2/15（水）～2/17（金）1～5限
通年科目 
登録不要 3・4 図書館実習 廣田慈子 4/27（水），5/11（水），6/1（水），6/22（水），7/6（水），7/20（水），10/5（水），11/9（水）6限，

12/3（土）3・4限

026028-01 人情以外3・4 図書館情報資源特論 間宮和人 11/5（土），11/12（土），11/19（土），11/26（土），12/3（土），12/10（土），12/17（土）2・3限，
1/7（土）2限
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月4 113001-02 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師

月5

113001-02 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師
113011-52 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（星が丘開講）（注5）名古屋大原学園講師

月6
113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師
113011-52 1・2 中級簿記演習 A *商業簿記（星が丘開講）（注5）名古屋大原学園講師

火5 113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（星が丘開講）（注4） 名古屋大原学園講師
火6 113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（星が丘開講）（注4） 名古屋大原学園講師
水5 113004-52 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）（星が丘開講）（注6） 名古屋大原学園講師
水6 113004-52 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）（星が丘開講）（注6） 名古屋大原学園講師
木4 113001-02 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師

木5

113001-02 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注1） 名古屋大原学園講師
113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師
113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（星が丘開講）（注4） 名古屋大原学園講師
113012-52 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（星が丘開講）（注8）名古屋大原学園講師

木6

113002-52 1・2 中級簿記（2級程度）A *商業簿記（星が丘開講）（注2） 名古屋大原学園講師
113003-52 1・2 中級簿記（2級程度）B *工業簿記（星が丘開講）（注3） 名古屋大原学園講師
113009-51 1・2 上級簿記（1級程度）E *実践（試験直前対策）（星が丘開講）（注4） 名古屋大原学園講師
113012-52 1・2 中級簿記演習 B *工業簿記（星が丘開講）（注8）名古屋大原学園講師

金4 113001-03 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注7） 名古屋大原学園講師
金5 113001-03 1 初級簿記（3級程度） *基礎総合（注7） 名古屋大原学園講師

会計教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 113004-52 1・2 中級簿記（2級程度）C *実践（試験直前対策）（星が丘開講）（注6） 名古屋大原学園講師 11/30～1/18の水曜5・6限，2/15（水），2/17（金），2/20（月），2/22（水）1～4限，1/7（土）1・2限

（注1）11/24～1/26の月曜4・5限および木曜4・5限の2時限連続で履修する
（注2）9/26～11/24の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続で履修する
（注3）11/28～1/26の月曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続と12/10の土曜1～2限で履修する
（注4）9/27～11/17の火曜5・6限および木曜5・6限の2時限連続と11/19の土曜1～4限で履修する
（注5）11/28～1/30の月曜5・6限の2時限連続で履修する。別途申込
（注6）11/30～1/18の水曜5・6限の2時限連続と集中期間の2/15，17，20，22の1～4限と1/7の土曜1～2限で履修する
（注7）9/30～1/27の金曜4・5限の2時限連続で履修する
（注8）12/1～1/26の木曜5・6限の2時限連続で履修する。別途申込

全
学
共
通
履
修
科
目
（
会
計
教
育
）

-102-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1

☆030324-01 1LJ01・02 国文学講義（5）近代Ⅰb 吉田竜也
☆030981-01 1LJ03・04 国文学と情報技術 松原久子
☆030282-01 2LJ03・04 国文学講義（1）上代 b 中野謙一
☆030985-01 2LJ01・02 国文学講義（7）現代 b 橋本あゆみ
☆030932-01 3 国文学特殊講義　王朝物語 b 勝亦志織

月2

☆030981-02 1LJ01・02 国文学と情報技術 松原久子
☆030282-02 2LJ01・02 国文学講義（1）上代 b 中野謙一
☆030985-02 2LJ03・04 国文学講義（7）現代 b 橋本あゆみ
☆032988-01 3 国文学特殊講義　文献学 b 日比野浩信

月3
☆031152-01 2 国文学特殊講義　和歌文学 b 日比野浩信
☆030712-01 3LJ01・02 書道（書写を中心とする）b 小坂克子

月4

☆030471-02 2LJ01・02 国文学特殊講義　郷土文学 a 大脇由紀子
☆030712-02 3LJ03・04 書道（書写を中心とする）b 小坂克子
030832-01 4 国文学演習Ⅱ（1）上代 b 中野謙一
031136-01 4 国文学演習Ⅱ（7）近・現代Ⅲb 吉田竜也
030894-01 4 国語学演習Ⅱ（2）b 吉田健二

月5

☆030722-01 教育2 中国文学講義 b（注2） 河井昭乃
☆033006-01 4 国文学特殊講義　源氏物語 b 亀田夕佳
031312-01 4 国文学文献講読演習（1）b 中野謙一
031372-01 4 国文学文献講読演習（7）b 吉田竜也
031384-01 4 国語学文献講読演習（2）b 吉田健二

火1 ☆030822-01 3 中国文学演習Ⅰb 中塚亮
火2 ☆030132-01 3LJ04 文章表現 b 安田正典

火3
☆030952-02 2LJ03・04 国語学講義 b 増井典夫
☆031185-01 2LJ01・02 作品講読（近・現代文学）b 若松伸哉
☆030132-02 3LJ02 文章表現 b 安田正典

火4

☆031185-02 2LJ03・04 作品講読（近・現代文学）b 若松伸哉
☆030987-01 3 国文学特殊講義　日本漢文学 b 中野謙一
030842-01 4 国文学演習Ⅱ（2）中古 b 外山敦子
030882-01 4 国文学演習Ⅱ（6）近・現代Ⅱb 竹内瑞穂
030892-01 4 国語学演習Ⅱ（1）b 増井典夫

火5

☆030991-01 2 実践国語教育演習 Ab 武藤洋子
031322-01 4 国文学文献講読演習（2）b 外山敦子
031362-01 4 国文学文献講読演習（6）b 竹内瑞穂
031382-01 4 国語学文献講読演習（1）b 増井典夫

水1

☆033002-02 1LJ01・02 古典基礎 外山敦子
☆030324-02 1LJ03・04 国文学講義（5）近代Ⅰb 吉田竜也
☆030312-01 2LJ01・02 国文学講義（4）近世 b 荻原大地
☆030032-02 2LJ03・04 国文学史（2）b 橋本あゆみ
☆033016-01 3 国文学特殊講義　文学と映像表現 b 小倉斉

水2

☆031181-02 1LJ03・04 古典文法基礎 内藤英子
☆030392-01 2LJ01・02 国文学概論 b 久保朝孝
☆030312-02 2LJ03・04 国文学講義（4）近世 b 荻原大地
☆030752-01 3 国文学演習Ⅰ（2）中古 b 外山敦子
☆030772-01 3 国文学演習Ⅰ（4）近世 b 早川由美
☆030782-01 3 国文学演習Ⅰ（5）近・現代Ⅰb 小倉斉
☆031042-01 3 国文学演習Ⅰ（6）近・現代Ⅱb 竹内瑞穂
☆030802-01 3 国語学演習Ⅰ（1）b 増井典夫

水3

☆030392-02 2LJ03・04 国文学概論 b 久保朝孝
☆031183-01 2LJ01・02 作品講読（古典文学）b 内藤英子
☆030742-01 3 国文学演習Ⅰ（1）上代Ⅰb 中野謙一
☆031202-01 3 国文学演習Ⅰ（7）近・現代Ⅲb 吉田竜也
☆030102-01 3 国語学演習Ⅰ（2）b 吉田健二
030862-01 4 国文学演習Ⅱ（4）近世 b 早川由美
030872-01 4 国文学演習Ⅱ（5）近・現代Ⅰb 小倉斉

水4

☆030951-02 2LJ01・02 国語学講義 a 吉田健二
☆031183-02 2LJ03・04 作品講読（古典文学）b 内藤英子
030912-01 4 中国文学演習Ⅱb 中塚亮
031342-01 4 国文学文献講読演習（4）b 早川由美
031352-01 4 国文学文献講読演習（5）b 小倉斉

水5
☆030502-01 教育1 国語概説（音声言語及び文章表現を含む）b（注1）吉田健二

031392-01 4 中国文学文献講読演習 b 中塚亮

木1
☆030031-02 2LJ01・02 国文学史（2）a 小倉斉
☆030132-03 3LJ03 文章表現 b 佐々木亜紀子
☆033014-01 4 国文学特殊講義　日本芸能史 b 深谷大

木2

☆030302-01 1LJ03・04 国文学講義（3）中世 b 塩山貴奈
☆032995-01 1LJ01・02 くずし字読解Ⅰb（2017年度以降） 荻原大地
☆032990-01 2 くずし字読解Ⅱb（2017年度以降） 深谷大
☆030980-01 2 国語学特殊講義　言語学 b 森本俊之
☆030995-01 3 実践国語表現 b 安田正典

木3

☆030302-02 1LJ01・02 国文学講義（3）中世 b 塩山貴奈
☆032995-02 1LJ03・04 くずし字読解Ⅰb（2017年度以降） 篗田将樹
☆030472-02 2LJ03・04 国文学特殊講義　郷土文学 b 都築春彦
☆033008-01 2 国文学特殊講義　仏教文化史 b 近本謙介
☆030132-04 3LJ01 文章表現 b 佐々木亜紀子
☆030132-05 教育3 文章表現 b（注3） 安田正典
☆033018-01 3 国語学特殊講義　ことばの認知科学 b 森本俊之
☆030997-01 4 実践古文読解 小池秀男

木4 ☆030482-01 3 国文学特殊講義　仏教文学 b 近本謙介

金1

☆030502-02 1LJ03・04 国語概説（音声言語及び文章表現を含む）b 増井典夫
☆030983-01 1LJ01・02 国文学講義（6）近代Ⅱb 竹内瑞穂
☆030722-02 2LJ03・04 中国文学講義 b 住谷孝之
☆030022-01 3LJ03・04 国文学史（1）b 深谷大
☆030762-01 3 国文学演習Ⅰ（3）中世 b 三宅晶子

金2

☆030502-03 1LJ01・02 国語概説（音声言語及び文章表現を含む）b 増井典夫
☆030983-02 1LJ03・04 国文学講義（6）近代Ⅱb 竹内瑞穂
☆030722-03 2LJ01・02 中国文学講義 b 住谷孝之
☆030292-01 2LJ03・04 国文学講義（2）中古 b 外山敦子
☆030022-02 3LJ01・02 国文学史（1）b 深谷大
☆030999-01 3 実践現代文読解 武藤洋子
☆031172-01 4 国文学特殊講義　現代短歌 b 加藤孝男
030852-01 4 国文学演習Ⅱ（3）中世 b 三宅晶子

金3

☆032993-03 1LJ02 評論読解基礎（2017年度以降） 篗田将樹
☆033004-01 1LJ03・04 漢文基礎 住谷孝之
☆030292-02 2LJ01・02 国文学講義（2）中古 b 外山敦子
☆033009-02 2LJ03・04 国文学特殊講義　批評理論 竹内瑞穂
☆030993-01 3 実践国語教育演習 Bb 武藤洋子
☆032996-01 3 国文学特殊講義　俳文学 a 寺島徹
☆033012-01 4 国文学特殊講義　現代小説 b 水川敬章
031332-01 4 国文学文献講読演習（3）b 三宅晶子

金4

☆032993-04 1LJ04 評論読解基礎（2017年度以降） 篗田将樹
☆033004-02 1LJ01・02 漢文基礎 住谷孝之
☆030942-01 3 国文学特殊講義　近代詩 b 渡邉章夫
☆032999-01 3 国文学特殊講義　軍記文学 b 森田貴之
☆032997-01 3 国文学特殊講義　俳文学 b 寺島徹
☆030712-03 教育3 書道（書写を中心とする）b（注3） 高桑康

●次ページに続く

文学部国文学科　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科1年生はこのコマを履修する
（注2）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科2年生はこのコマを履修する
（注3）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科3年生はこのコマを履修する
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

卒業論文

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 中野謙一

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 外山敦子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 三宅晶子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 早川由美

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 小倉斉

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 竹内瑞穂

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 吉田竜也

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 増井典夫

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 吉田健二

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 中塚亮

文学部国文学科　専門教育科目（後期　長久手）

（注1）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科1年生はこのコマを履修する
（注2）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科2年生はこのコマを履修する
（注3）国文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科3年生はこのコマを履修する
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月1

☆126107-01 1E11．12 ※Intermediate English 1（2018年度以降）BILODEAU
☆126112-01 1E4 ※Intermediate English 6（2018年度以降）EDMUNDS
☆126112-02 1E5 ※Intermediate English 6（2018年度以降）LEAF
☆126122-01 2F7．8 ※ Proficient English 4 CHEW
☆126139-01 2 Storytelling and Retelling Ⅲ 平林美都子
☆126410-01 2 Translation Ⅱ KABARA

月2

☆126112-03 1E7 ※Intermediate English 6（2018年度以降）EDMUNDS
☆126112-04 1E9 ※Intermediate English 6（2018年度以降）LEAF
☆126112-05 1E10 ※Intermediate English 6（2018年度以降）KABARA
☆126122-02 2F1．2 ※ Proficient English 4 CHEW
☆126140-01 2 Storytelling and Retelling Ⅳ 小沢茂
☆126408-01 2 Simultaneous Interpretation Ⅱ 浅野輝子
126302-01 3 ※専門演習Ⅱ 平林美都子

☆126147-01 4 Research Writing Ⅱ WILLIAMS

月3

☆126109-01 1E4 ※Intermediate English 3（2018年度以降）KABARA
☆126122-03 2F3．4 ※ Proficient English 4 CHEW
☆126132-01 2F7．8．10 Practicum in English Linguistics Ⅲ 二村慎一
△126142-01 2 Tell your Story ! Ⅱ EDMUNDS
☆126143-03 2 Famous Stories for Use 小沢茂
☆126206-03 2 Film Studies Ⅲ（イギリス文化探訪）（2018年度以降）WILLIAMS
☆126408-02 2 Simultaneous Interpretation Ⅱ 浅野輝子

月4

☆126121-01 2F4 ※ Proficient English 3 EDMUNDS
☆126122-04 2F5．6 ※ Proficient English 4 CHEW
☆126211-02 2 History of English 田中智之
126302-02 3 ※専門演習Ⅱ WILLIAMS

月5
☆126128-01 1 Fundamentals of English Grammar 田中智之
☆126121-02 2F6 ※ Proficient English 3 EDMUNDS

火1
☆126124-01 2F12 ※ Proficient English 6 TARUC
126304-01 4 ※専門演習Ⅳ 平林美都子

火2

☆126108-01 1E1 ※Intermediate English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126108-02 1E5 ※Intermediate English 2（2018年度以降）TARUC
☆126111-01 1E6 ※Intermediate English 5（2018年度以降）DYCUS
☆126404-01 1 IELTS Preparation Ⅱ 夏思洋
☆126124-02 2F11 ※ Proficient English 6 BALLESTEROS
☆126213-01 2 Topics in International Culture and Society 2 中川亜紀子

126302-03 3 ※専門演習Ⅱ BILODEAU
126304-02 4 ※専門演習Ⅳ KABARA
126304-03 4 ※専門演習Ⅳ WILLIAMS
126306-01 4 ※課題実践演習Ⅱ 平林美都子

火3

☆126108-03 1E4 ※Intermediate English 2（2018年度以降）TARUC
☆126111-02 1E3 ※Intermediate English 5（2018年度以降）DYCUS
☆126406-01 1 TOEFL Preparation Ⅱ 夏思洋
☆126119-01 2F1．2 ※ Proficient English 1 HARRIS
☆126124-03 2F9 ※ Proficient English 6 BALLESTEROS
☆126203-01 2 英語文化の歴史Ⅱ 小沢茂
☆126213-02 2 Topics in International Culture and Society 2 清水ベアトリックス
☆126213-03 2 Topics in International Culture and Society 2 中川亜紀子
☆126214-02 2 Topics in International Culture and Society 3 NOTESTINE

126304-04 4 ※専門演習Ⅳ 二村慎一
126306-02 4 ※課題実践演習Ⅱ BILODEAU
126306-03 4 ※課題実践演習Ⅱ KABARA
126306-04 4 ※課題実践演習Ⅱ WILLIAMS

火4

☆126108-04 1E3 ※Intermediate English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126111-03 1E1 ※Intermediate English 5（2018年度以降）DYCUS
☆126111-04 1E5 ※Intermediate English 5（2018年度以降）BALLESTEROS
☆126121-03 2F2 ※ Proficient English 3 NOTESTINE
☆126121-04 2F3 ※ Proficient English 3 TARUC
☆126213-04 2 Topics in International Culture and Society 2 清水ベアトリックス
☆126428-01 2 子ども英語Ⅱ 中山貴子
126304-05 4 ※専門演習Ⅳ BILODEAU
126306-05 4 ※課題実践演習Ⅱ 二村慎一

火5
☆126108-05 1E6 ※Intermediate English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126111-05 1E7 ※Intermediate English 5（2018年度以降）BALLESTEROS
☆126121-05 2F8 ※ Proficient English 3 NOTESTINE

水1

☆126112-06 1E3 ※Intermediate English 6（2018年度以降）SULLIVAN
☆126109-02 1E2 ※Intermediate English 3（2018年度以降）DUNKLEY
☆126109-03 1E7 ※Intermediate English 3（2018年度以降）RICART
☆126111-06 1E9 ※Intermediate English 5（2018年度以降）JUNEJA
☆126111-07 1E12 ※Intermediate English 5（2018年度以降）WRINGER
☆126124-04 2F7 ※ Proficient English 6 MARSHALL
☆126124-05 2F8 ※ Proficient English 6 KABARA
☆126131-01 2F4．5．10 Practicum in English Linguistics Ⅱ 樗木勇作
☆126131-02 2F11．12 Practicum in English Linguistics Ⅱ 二村慎一
☆126144-03 2 Creative Writing Ⅰ WILLIAMS
126302-04 3 ※専門演習Ⅱ 太田直子

水2

☆126107-02 1E7．8 ※Intermediate English 1（2018年度以降）SULLIVAN
☆126109-04 1E9 ※Intermediate English 3（2018年度以降）RICART
☆126109-05 1E11 ※Intermediate English 3（2018年度以降）DUNKLEY
☆126111-08 1E4 ※Intermediate English 5（2018年度以降）BALLESTEROS
☆126111-09 1E10 ※Intermediate English 5（2018年度以降）JUNEJA
☆126217-01 1 欧米思想（2018年度以降） 日沖直子
☆126121-06 2F5 ※ Proficient English 3 WRINGER
☆126123-01 2F3．4 ※ Proficient English 5 DYCUS
☆126124-06 2F1 ※ Proficient English 6 MARSHALL
☆126124-07 2F2 ※ Proficient English 6 KABARA
☆126143-05 2 Famous Stories for Use 佐々木裕美
☆126145-02 2 Creative Writing Ⅱ WILLIAMS
☆126422-02 2 日英対照言語学 夏思洋
☆126417-01 2 Introduction to Hospitality Business 嘉悦祐子
126302-05 3 ※専門演習Ⅱ 二村慎一

☆126147-02 4 Research Writing Ⅱ BILODEAU
126304-06 4 ※専門演習Ⅳ 太田直子
126306-06 4 ※課題実践演習Ⅱ 小沢茂

水3

☆126108-06 1E10 ※Intermediate English 2（2018年度以降）WRINGER
☆126110-01 1E3．4 ※Intermediate English 4（2018年度以降）RICART
☆126110-02 1E11．12 ※Intermediate English 4（2018年度以降）DUNKLEY
☆126111-10 1E2 ※Intermediate English 5（2018年度以降）BALLESTEROS
126425-01 1 中学校英語教育実践演習（学校文法） 江坂栄子

☆126124-08 2F4 ※ Proficient English 6 JUNEJA
☆126124-09 2F10 ※ Proficient English 6 MARSHALL
☆126131-03 2F1．2 Practicum in English Linguistics Ⅱ 樗木勇作
☆126132-02 2F3．9．12 Practicum in English Linguistics Ⅲ 若山真幸
☆126139-02 2 Storytelling and Retelling Ⅲ 山田幸代
☆126215-02 3 Topics in International Culture and Society 4 WILLIAMS

126302-06 3 ※専門演習Ⅱ DYCUS
126304-07 4 ※専門演習Ⅳ 小沢茂
126306-07 4 ※課題実践演習Ⅱ 太田直子

水4

☆126110-03 1E1．2 ※Intermediate English 4（2018年度以降）DUNKLEY
☆126110-04 1E5．6 ※Intermediate English 4（2018年度以降）RICART
☆126111-11 1E8 ※Intermediate English 5（2018年度以降）BALLESTEROS
☆126120-01 2F1．2 ※ Proficient English 2 WRINGER
☆126123-02 2F9．10 ※ Proficient English 5 DYCUS
☆126124-10 2F3 ※ Proficient English 6 MARSHALL
☆126124-11 2F6 ※ Proficient English 6 JUNEJA
☆126143-04 2 Famous Stories for Use 山田幸代
☆126206-04 2 Film Studies Ⅲ（イギリス文化探訪）（2018年度以降）WILLIAMS
☆126430-01 3 教員採用試験対策講座Ⅰ 江坂栄子

水5

☆126107-03 1E5．6 ※Intermediate English 1（2018年度以降）RICART
☆126107-04 1E1．2 ※Intermediate English 1（2018年度以降）SULLIVAN
☆126108-07 1E7 ※Intermediate English 2（2018年度以降）MARSHALL
☆126109-06 1E3 ※Intermediate English 3（2018年度以降）WRINGER
☆126111-12 1E11 ※Intermediate English 5（2018年度以降）BALLESTEROS
☆126121-07 2F1 ※ Proficient English 3 BAILEY

●次ページに続く

文学部総合英語学科　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）前半は9/29～11/24，後半は11/24～1/19で履修する
（注2）9/29～11/24の木曜で履修する
（注3）総合英語学科および英文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科1年生はこのコマを履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
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木1

☆126129-01 1LC01 Introduction to English Studies : Language（前半）（注1）若山真幸
☆126129-02 1LC02 Introduction to English Studies : Language（後半）（注1）若山真幸
☆126201-01 1LC01 Introduction to English Studies : Literature（後半）（注1）太田直子
☆126201-02 1LC02 Introduction to English Studies : Literature（前半）（注1）太田直子
☆126120-02 2F5．6 ※ Proficient English 2 DUNKLEY
☆126120-03 2F7．8 ※ Proficient English 2 EDMUNDS
☆126120-04 2F9．10 ※ Proficient English 2 JUNEJA
☆126121-08 2F12 ※ Proficient English 3 MOLOTSI
☆126132-03 2F1．2．11 Practicum in English Linguistics Ⅲ 樗木勇作
☆126147-03 4 Research Writing Ⅱ BILODEAU

木2

☆126109-07 1E6 ※Intermediate English 3（2018年度以降）DUNKLEY
☆126110-05 1E7．8 ※Intermediate English 4（2018年度以降）JUNEJA
☆126110-06 1E9．10 ※Intermediate English 4（2018年度以降）BILODEAU
☆126112-07 1E11 ※Intermediate English 6（2018年度以降）MOLOTSI
☆126121-09 2F9 ※ Proficient English 3 DONAHUE
☆126121-10 2F10 ※ Proficient English 3 EDMUNDS
☆126123-03 2F11．12 ※ Proficient English 5 DYCUS
☆126132-04 2F4．5．6 Practicum in English Linguistics Ⅲ 二村慎一
☆126203-02 2 英語文化の歴史Ⅱ 太田直子
☆126207-02 2 Film Studies Ⅳ（アメリカ文化探訪）（2018年度以降） 今井加寿
126302-07 3 ※専門演習Ⅱ 樗木勇作
126302-08 3 ※専門演習Ⅱ 小沢茂
126302-09 3 ※専門演習Ⅱ 若山真幸

☆126147-04 4 Research Writing Ⅱ 篗田将樹

木3

☆126109-08 1E1 ※Intermediate English 3（2018年度以降）RICART
☆126109-09 1E8 ※Intermediate English 3（2018年度以降）JUNEJA
☆126109-10 1E10 ※Intermediate English 3（2018年度以降）DUNKLEY
☆126112-08 1E2 ※Intermediate English 6（2018年度以降）MOLOTSI
☆126433-02 1 子ども概論Ⅰ 本山ひふみ
☆126121-11 2F7 ※ Proficient English 3 DONAHUE
☆126123-04 2F1．2 ※ Proficient English 5 DYCUS
☆126139-03 2 Storytelling and Retelling Ⅲ 太田直子
126414-01 3 ※ Career Planning（注2） 担当者未定　他

木4

☆126107-05 1E9．10 ※Intermediate English 1（2018年度以降）MOLOTSI
☆126109-11 1E12 ※Intermediate English 3（2018年度以降）RICART
☆126128-02 1 Fundamentals of English Grammar 太田晶子
☆126434-02 1 子ども概論Ⅱ 本山ひふみ
☆126119-02 2F3．4 ※ Proficient English 1 JUNEJA
☆126120-05 2F11．12 ※ Proficient English 2 DUNKLEY
☆126123-05 2F7．8 ※ Proficient English 5 DYCUS
☆126134-01 2 Sociolinguistics DONAHUE
☆126410-02 2 Translation Ⅱ KABARA
☆126216-02 3 Topics in Japanese Culture and Society 篗田将樹

木5
☆126109-12 1E5 ※Intermediate English 3（2018年度以降）RICART
☆126112-09 1E8 ※Intermediate English 6（2018年度以降）MOLOTSI
☆126128-03 教育1 Fundamentals of English Grammar（注3）太田晶子

金1

☆126108-08 1E2 ※Intermediate English 2（2018年度以降）WRINGER
☆126108-09 1E11 ※Intermediate English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126119-03 2F11．12 ※ Proficient English 1 PUDWILL
☆126131-04 2F3．6．9 Practicum in English Linguistics Ⅱ 若山真幸
☆126140-02 2 Storytelling and Retelling Ⅳ 山田久美子
126429-01 3 高校英語教育実践演習Ⅱ （オーラルコミュニケーション） 江坂栄子

金2

☆126119-04 2F5．6 ※ Proficient English 1 HARRIS
☆126119-05 2F7．8 ※ Proficient English 1 PUDWILL
☆126120-06 2F3．4 ※ Proficient English 2 WRINGER
☆126122-05 2F9．10 ※ Proficient English 4 CHEW
☆126209-01 2 Culturomics 若山真幸
☆126140-03 2 Storytelling and Retelling Ⅳ 山田久美子
☆126145-03 2 Creative Writing Ⅱ SULLIVAN
126304-08 4 ※専門演習Ⅳ DYCUS
126306-08 4 ※課題実践演習Ⅱ 樗木勇作

金3

☆126107-06 1E3．4 ※Intermediate English 1（2018年度以降）SULLIVAN
☆126108-11 1E8 ※Intermediate English 2（2018年度以降）HARRIS
☆126108-10 1E9 ※Intermediate English 2（2018年度以降）BAILEY
☆126126-01 1 English Pronunciation Practice Ⅱ 丹羽都美
☆126205-01 1 Film Studies Ⅱ 玉崎紫
☆126124-12 2F5 ※ Proficient English 6 WRINGER
☆126419-01 3 ホスピタリティ英語Ⅱ MOLOTSI
126304-09 4 ※専門演習Ⅳ 若山真幸
126304-10 4 ※専門演習Ⅳ 樗木勇作
126306-09 4 ※課題実践演習Ⅱ DYCUS

金4

☆126108-12 1E12 ※Intermediate English 2（2018年度以降）BAILEY
☆126112-10 1E1 ※Intermediate English 6（2018年度以降）MOLOTSI
☆126112-11 1E6 ※Intermediate English 6（2018年度以降）SULLIVAN
☆126119-06 2F9．10 ※ Proficient English 1 HARRIS
☆126122-06 2F11．12 ※ Proficient English 4 CHEW
☆126123-06 2F5．6 ※ Proficient English 5 DYCUS
☆126131-05 2F7．8 Practicum in English Linguistics Ⅱ 丹羽都美
☆126140-04 2 Storytelling and Retelling Ⅳ 三原穂
126306-10 4 ※課題実践演習Ⅱ 若山真幸

金5
☆126112-12 1E12 ※Intermediate English 6（2018年度以降）MOLOTSI
☆126121-12 2F11 ※ Proficient English 3 BAILEY

文学部総合英語学科　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）前半は9/29～11/24，後半は11/24～1/19で履修する
（注2）9/29～11/24の木曜で履修する
（注3）総合英語学科および英文学科の学生は履修不可，文学部教員免許状取得プログラムに登録した教育学科1年生はこのコマを履修する

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

☆別途申込 
126315-01 1-4 長期海外セミナー1（後期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126316-01 1-4 長期海外セミナー2（後期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126317-01 1-4 長期海外セミナー3（後期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126318-01 1-4 長期海外セミナー4（後期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126319-01 1-4 長期海外セミナー5（後期） 樗木勇作 別途掲示参照

☆別途申込 
126320-01 1-4 長期海外セミナー6（後期） 樗木勇作 別途掲示参照

☆別途申込 
126321-01 1-4 長期海外セミナー7（後期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126322-01 1-4 長期海外セミナー8（後期） 樗木勇作　他 別途掲示参照

☆別途申込 
126420-01 1-4 海外セミナー（Cabin Crew Course） 樗木勇作 別途掲示参照

学外実習 通年科目 
登録不要 1 小学校英語教育実践演習Ⅱ 樗木勇作
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1
☆124048-01 2LA 偶数クラス 社会科教育法Ⅰ 楠元町子
☆124067-01 2LA 奇数クラス 生徒・進路指導 太田敬一郎

月2

△124044-01 1LA 奇数クラス 教育制度 佐藤実芳
☆124054-01 1LA 偶数クラス 生活科教育法Ⅰ 加藤智
☆124048-02 2LA 奇数クラス 社会科教育法Ⅰ 楠元町子
☆124067-02 2LA 偶数クラス 生徒・進路指導 太田敬一郎
☆124091-01 3 知的障害者の教育課程及び指導法 猶原秀明

月3

☆124045-01 1LA 偶数クラス 教育課程 的場正美
☆124054-02 1LA 奇数クラス 生活科教育法Ⅰ 加藤智
☆124019-01 2 幼児教育論 佐藤実芳
☆124093-01 3 病弱者の教育課程及び指導法 松井通記

月4
☆124045-02 1LA 奇数クラス 教育課程 的場正美
☆124083-01 3 障害者検査基礎 佐藤賢

月5 ☆124088-01 2 重複障害者の指導 佐藤賢

火1
☆124056-01 2LA01-04 音楽科教育法Ⅰ 長谷川滋夫
☆124058-01 2LA05-08 図画工作科教育法Ⅰ 山本和久
☆124094-01 3 言語障害者の教育課程及び指導法 板倉寿明

火2
☆124058-02 2LA09-12 図画工作科教育法Ⅰ 山本和久
☆124060-01 2LA01-06 家庭科教育法Ⅰ 加藤厚子
124102-01 3 学級経営 田中信夫

火3

△124004-01 1LA01-06 ※教育心理学 野井未加
☆124050-01 1LA07-12 算数科教育法Ⅰ 星野将直
☆124058-03 2LA01-04 図画工作科教育法Ⅰ 山本和久
☆124060-02 2LA07-12 家庭科教育法Ⅰ 加藤厚子

火4

△124004-02 1LA07-12 ※教育心理学 野井未加
☆124111-01 1LA01-06 児童英語（2019年度以降） 松井千代
☆124029-01 2 比較教育論 渡辺かよ子
☆124099-01 4 児童英語（2018年度以前） 松井千代

火5

☆124050-02 1LA01-06 算数科教育法Ⅰ 星野将直
☆124111-02 1LA07-12 児童英語（2019年度以降） 松井千代
△124043-01 2 発達心理学 野井未加
☆124099-02 4 児童英語（2018年度以前） 松井千代

水1

△124044-02 1LA 偶数クラス 教育制度 佐藤実芳
☆124046-01 1LA 奇数クラス 国語科教育法Ⅰ 中嶋真弓
☆124086-01 2 知的障害者の指導 猶原秀明
☆124092-01 3 肢体不自由者の教育課程及び指導法 野井未加

水2

☆124046-02 1LA 偶数クラス 国語科教育法Ⅰ 中嶋真弓
124053-01 2 理科教育法Ⅱ 海老崎功

☆124096-01 3 重複障害者の教育課程及び指導法 濱田照男
124113-01 2 児童英語教育法Ⅱ（2019年度以降） 松井千代

☆124101-01 4 児童英語教育法Ⅱ（2018年度以前） 松井千代

水3
☆124090-01 2 発達障害者の指導 野井未加

通年科目 
登録不要 4 教職実践演習（小） 猶原秀明　他

水4
☆124089-01 2 言語障害者・情緒障害者の指導 板倉寿明
☆124095-01 3 情緒障害者の教育課程及び指導法 平野銘子

水5 通年科目 
登録不要 3 介護実践演習 佐藤賢

木1

☆124109-01 1LA01-06 総合的な学習の時間の指導法（2019年度以降）（注2）加藤智
☆124109-02 1LA07-12 総合的な学習の時間の指導法（2019年度以降）（注2）加藤智
☆124110-01 1LA01-06 特別支援と児童理解（2019年度以降）（注3）佐藤賢　他
☆124110-02 1LA07-12 特別支援と児童理解（2019年度以降）（注3）佐藤賢　他
☆124025-01 2 キャリア発達論 三和義武

木2

△124038-01 1 初等図画工作 山本和久
☆124064-01 2LA07-12 道徳指導法 中嶋真弓
☆124066-01 2LA01-06 教育方法 星野将直
☆124031-01 3 国際理解教育論 渡辺かよ子

通年科目 
登録不要 4 教育実習（特） 佐藤賢

木3

☆124064-02 2LA01-06 道徳指導法 中嶋真弓
☆124066-02 2LA07-12 教育方法 星野将直
☆124097-01 3 軽度発達障害者の教育課程及び指導法 二宮昭

通年科目 
登録不要 4 総合表現 浅田まり子

木4

☆124015-01 1 ポルトガル語Ⅰ 瀧藤千恵美
124010-01 3 ※専門演習Ⅰb 浅田まり子
124010-02 3 ※専門演習Ⅰb 海老崎功
124010-03 3 ※専門演習Ⅰb 加藤智
124010-04 3 ※専門演習Ⅰb 楠元町子
124010-05 3 ※専門演習Ⅰb 佐藤実芳
124010-06 3 ※専門演習Ⅰb 猶原秀明
124010-07 3 ※専門演習Ⅰb 中嶋真弓
124010-08 3 ※専門演習Ⅰb 野井未加
124010-09 3 ※専門演習Ⅰb 星野将直
124010-10 3 ※専門演習Ⅰb 松井千代
124010-11 3 ※専門演習Ⅰb 松田秀子
124010-12 3 ※専門演習Ⅰb 三和義武
124010-13 3 ※専門演習Ⅰb 山本和久
124010-14 3 ※専門演習Ⅰb 渡辺かよ子

木5

☆124015-02 1 ポルトガル語Ⅰ 瀧藤千恵美
124012-01 4 ※専門演習Ⅱb 浅田まり子
124012-02 4 ※専門演習Ⅱb 加藤智
124012-03 4 ※専門演習Ⅱb 楠元町子
124012-04 4 ※専門演習Ⅱb 佐藤成哉
124012-05 4 ※専門演習Ⅱb 佐藤賢
124012-06 4 ※専門演習Ⅱb 佐藤実芳
124012-07 4 ※専門演習Ⅱb 猶原秀明
124012-08 4 ※専門演習Ⅱb 中嶋真弓
124012-09 4 ※専門演習Ⅱb 野井未加
124012-10 4 ※専門演習Ⅱb 星野将直
124012-11 4 ※専門演習Ⅱb 松井千代
124012-12 4 ※専門演習Ⅱb 松田秀子
124012-13 4 ※専門演習Ⅱb 三和義武
124012-14 4 ※専門演習Ⅱb 山本和久
124012-15 4 ※専門演習Ⅱb 渡辺かよ子

金1
☆124056-02 2LA05-08 音楽科教育法Ⅰ 長谷川滋夫

通年科目 
登録不要 3 教育実習（小） 加藤智

金2

124035-01 1LA01-04 初等理科 海老崎功
☆124040-01 1LA09-12 初等体育 松田秀子
☆124056-03 2LA09-12 音楽科教育法Ⅰ 長谷川滋夫

124103-01 3LA01-06 ※職業としての教育（注1） 三和義武
124103-02 3LA07-12 ※職業としての教育（注1） 三和義武

金3
124035-02 1LA05-08 初等理科 海老崎功

☆124040-02 1LA01-04 初等体育 松田秀子

金4
124035-03 1LA09-12 初等理科 海老崎功

☆124040-03 1LA05-08 初等体育 松田秀子
金5 ☆124035-04 1（教育以外）初等理科 佐藤成哉

●次ページに続く

文学部教育学科　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）LA01-06組の学生は9/30～11/25の金曜2限で、LA07-12組の学生は9/30，12/2～1/20の金曜2限で履修する
（注2）LA01-06組の学生は9/29，12/1～1/19の木曜1限で、LA07-12組の学生は9/29～11/24の木曜1限で履修する
（注3）LA01-06組の学生は9/29～11/24の木曜1限で、LA07-12組の学生は9/29，12/1～1/19の木曜1限で履修する
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
124063-01 2 体育科教育法Ⅱ 松田秀子 2/15（水）～2/17（金）1～3限，2/20（月）～2/21（火）1～3限

☆124108-01 3 外国人児童生徒教育概論Ⅱ 松井千代 2/16（木）～2/17（金），2/20（月）1～4限，2/21（火）2～4限

卒業論文

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 浅田まり子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 加藤智

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 楠元町子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 佐藤成哉

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 佐藤賢

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 佐藤実芳

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 猶原秀明

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 中嶋真弓

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 野井未加

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 星野将直

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 松井千代

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 松田秀子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 三和義武

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 山本和久

通年科目 
登録不要 4 ※卒業研究 渡辺かよ子

文学部教育学科　専門教育科目（後期　長久手）

（注1）LA01-06組の学生は9/30～11/25の金曜2限で、LA07-12組の学生は9/30，12/2～1/20の金曜2限で履修する
（注2）LA01-06組の学生は9/29，12/1～1/19の木曜1限で、LA07-12組の学生は9/29～11/24の木曜1限で履修する
（注3）LA01-06組の学生は9/29～11/24の木曜1限で、LA07-12組の学生は9/29，12/1～1/19の木曜1限で履修する
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月1 △214008-02 2 データアナリティクス 森博子

月2

☆212322-01 1 図書館情報システム概論 村主朋英
☆211016-01 2 コミュニケーション論 高井次郎
△212210-05 2 CG 制作演習Ⅰ 鈴木清重
△214029-01 2 主題分析演習 伊藤真理
△211040-03 3 対人行動学演習 高原美和
△214012-02 3 制御プログラミング演習 森博子

月3

△211005-01 1（32） ※情報検索演習 伊藤真理
△211005-05 1（33） ※情報検索演習 石橋豊之
△211026-01 1（40） プログラミング論　 浦尾彰
☆212208-01 2 システム設計・開発論 西荒井学
☆212314-01 2 認知情報システム論 三和義秀
△214011-01 3 デジタルファブリケーション演習 鈴木清重
213004-01 4 ※卒業プロジェクトⅣ 森博子

月4

△214002-01 1 デザイン心理学 高原美和
213002-01 3 ※卒業プロジェクトⅡ 三和義秀
213002-02 3 ※卒業プロジェクトⅡ 森博子

△214011-02 3 デジタルファブリケーション演習 鈴木清重
△214031-01 3 音楽情報サービス入門 伊藤真理

月5 △211005-06 1（34） ※情報検索演習 石橋豊之

火1

△211005-02 1（35） ※情報検索演習 中西由香里
△214003-02 1 データサイエンスⅡ（心理実験設計） 明石法子
△211030-01 2 コンピュータネットワーク演習 神田久恵
△212115-02 2 実験計測演習 鈴木清重
△212116-01 2 評価法演習 花塚優貴

火2

△211018-04 2 調査法演習 花塚優貴
△212209-03 2 Web・アニメ制作演習 鈴木清重
△212211-05 3 CG 制作演習Ⅱ 担当者未定
☆215011-01 3 情報サービス論Ⅲ（2020年度以降） 中西由香里

火3

△214003-03 1 データサイエンスⅡ（心理実験設計） 花塚優貴
△211029-03 2 プログラミング演習3（Java） 三和義秀
☆212302-01 2 情報コミュニケーション史 村主朋英
△214009-01 2 数理科学入門 親松和浩
213002-03 3 ※卒業プロジェクトⅡ 鈴木清重

△212324-01 3 デジタルアーカイブズ演習 菅野育子
☆214021-01 3 脳情報処理 牧勝弘
213004-03 4 ※卒業プロジェクトⅣ 浦尾彰
213004-04 4 ※卒業プロジェクトⅣ 高原美和

火4

△211005-03 1（36） ※情報検索演習 菅野育子
△214003-04 1 データサイエンスⅡ（心理実験設計） 牧勝弘
△214023-01 2 児童サービス論 中西由香里
☆215009-01 2 子どもシステム論（2020年度以降） 佐藤朝美
213002-04 3 ※卒業プロジェクトⅡ 浦尾彰
213004-05 4 ※卒業プロジェクトⅣ 三和義秀

火5

☆214014-01 2 こども心理学 明石法子
△214029-02 2 主題分析演習 服部繁彦
△211038-02 3 システム開発演習3（Android） 佐藤朝美
☆215005-01 3 学術情報メディア論 菅野育子

水1

△214003-05 1 データサイエンスⅡ（心理実験設計） 瀬谷安弘
△212116-02 2 評価法演習 國分三輝
☆214018-01 2 生理心理学 花塚優貴
△214027-01 2 リソースアクセス管理演習 伊藤真理
△211036-02 3 システム開発演習1（Web アプリ） 浦尾彰

水2

☆211011-01 1 実験心理学 天野成昭
△211018-05 2 調査法演習 花塚優貴
△211028-01 2 プログラミング演習4（VB）（2020年度以前）佐藤朝美
△212210-04 2 CG 制作演習Ⅰ 担当者未定
☆212312-01 2 社会情報システム論 菅野育子
△214009-02 2 数理科学入門 親松和浩
213002-05 3 ※卒業プロジェクトⅡ 伊藤真理

△212214-02 3 ロボット製作演習 森博子
△214011-03 3 デジタルファブリケーション演習 高原美和

213004-06 4 ※卒業プロジェクトⅣ 瀬谷安弘
213004-07 4 ※卒業プロジェクトⅣ 牧勝弘

水3

△211014-01 1 ※デザイン概論（注1） 高原美和
☆211015-01 2 ユニバーサルデザイン論 森博子
△214027-02 2 リソースアクセス管理演習 服部繁彦
△215007-02 2 CG ゲーム AI 数学入門 奥村文徳
213002-06 3 ※卒業プロジェクトⅡ 池田光雪
213002-07 3 ※卒業プロジェクトⅡ 菅野育子
213002-08 3 ※卒業プロジェクトⅡ 瀬谷安弘

△211037-02 3 システム開発演習2（マクロ） 浦尾彰
213004-08 4 ※卒業プロジェクトⅣ 天野成昭
213004-09 4 ※卒業プロジェクトⅣ 伊藤真理

水4
△214003-06 1 データサイエンスⅡ（心理実験設計） 花塚優貴
☆215010-01 3・4 学習環境論 木幡智子

水5
△212215-04 2 マルチメディアデザイン演習 石丸みどり
☆214020-01 3 教育心理学 花塚優貴

木1

△211005-04 1（37） ※情報検索演習 村主朋英
△211030-02 2 コンピュータネットワーク演習 神田久恵
△212116-03 2 評価法演習 花塚優貴
☆215008-01 2 聴覚・言語心理学 天野成昭
△211038-03 3 システム開発演習3（Android） 浦尾彰
☆214022-01 3 社会心理学 瀬谷安弘

木2

△211022-03 1 ネットワーク論 神田久恵
△211026-02 1（41） プログラミング論 大嶽麻里子
△211027-03 2 プログラミング演習1（C） 三和義秀
☆214013-01 2 視覚心理学 瀬谷安弘
213002-09 3 ※卒業プロジェクトⅡ 天野成昭
213002-10 3 ※卒業プロジェクトⅡ 牧勝弘

△212221-01 3 フィジカルコンピューティング演習 國分三輝
213004-02 4 ※卒業プロジェクトⅣ 鈴木清重
213004-10 4 ※卒業プロジェクトⅣ 菅野育子

木3

△211022-04 1 ネットワーク論 神田久恵
△211026-03 1（42） プログラミング論 三和義秀
△212114-01 2 ※心理実験演習Ⅱ（注2） 天野成昭　他
213002-11 3 ※卒業プロジェクトⅡ 國分三輝
213002-12 3 ※卒業プロジェクトⅡ 高原美和

△212218-01 3 モデリング・シミュレーション演習 親松和浩

木4

△212114-01 2 ※心理実験演習Ⅱ（注2） 天野成昭　他
△215004-03 2 プログラミング演習2（Python） 神田久恵
△212218-02 3 モデリング・シミュレーション演習 親松和浩
213004-11 4 ※卒業プロジェクトⅣ 池田光雪
213004-12 4 ※卒業プロジェクトⅣ 國分三輝

木5 △211005-07 1（38） ※情報検索演習 村主朋英

金1
△211005-08 1（39） ※情報検索演習 池田光雪
△212215-02 2 マルチメディアデザイン演習 土屋花琳

金2

☆214001-01 1 認知心理学 満倉英一
☆212201-01 2 ヒューマンインタフェース 國分三輝
△215004-04 2 プログラミング演習2（Python） 瀬谷安弘
213002-13 3 ※卒業プロジェクトⅡ 村主朋英

△211036-03 3 システム開発演習1（Web アプリ） 佐藤朝美
△212212-03 3 映像制作演習 鈴木清重
☆215014-01 3 ビッグデータ演習 池田光雪
☆215017-01 3 青年・老年心理学（2020年度以降） 明石法子

213004-13 4 ※卒業プロジェクトⅣ 親松和浩

金3

△211026-04 1（43） プログラミング論 大嶽麻里子
213002-14 3 ※卒業プロジェクトⅡ 親松和浩
213002-15 3 ※卒業プロジェクトⅡ 佐藤朝美

☆211002-01 3 情報関係法 太田信
△212212-04 3 映像制作演習 鈴木清重
☆215016-01 3 知覚情報処理（2020年度以降） 満倉英一
213004-14 4 ※卒業プロジェクトⅣ 村主朋英

金4

△212209-04 2 Web・アニメ制作演習 鈴木清重
△212216-01 2 データベース設計演習 大嶽麻里子
☆212305-01 2 情報利用論 池田光雪
△212221-02 3 フィジカルコンピューティング演習 國分三輝
213004-15 4 ※卒業プロジェクトⅣ 佐藤朝美

金5 ☆215003-01 1 Technical English for Information Services（2020年度以降）伊藤真理　他

人間情報学部人間情報学科　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1）2020年度以降入学者は必修，2019年度以前入学者は選択。
（注2）2018年度以降入学者の心理情報専修所属学生のみ必修，他専修所属学生および2017年度以前入学者は選択。木曜3・4限で履修する（2時限連続授業）。
（注3）心理情報専修所属学生は必修，他専修所属学生は選択。

人
間
情
報
学
部　

人
間
情
報
学
科

-109-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 △212213-02 2 サウンド制作演習 大久保雅基 2/20（月）～2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限

卒業論文

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 天野成昭

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 池田光雪

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 伊藤真理

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 浦尾彰

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 親松和浩

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 國分三輝

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 佐藤朝美

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 菅野育子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 鈴木清重

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 瀬谷安弘

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 高原美和

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 牧勝弘

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 三和義秀

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 村主朋英

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文・卒業制作（注3） 森博子

人間情報学部人間情報学科　専門教育科目（後期　長久手）

（注1）2020年度以降入学者は必修，2019年度以前入学者は選択。
（注2）2018年度以降入学者の心理情報専修所属学生のみ必修，他専修所属学生および2017年度以前入学者は選択。木曜3・4限で履修する（2時限連続授業）。
（注3）心理情報専修所属学生は必修，他専修所属学生は選択。
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（注1）2時限連続で履修する

●次ページに続く

月1

221037-03 1PF01・03 ※心理学実験Ⅱ 松尾貴司
222419-01 2 心理学的支援法 石原真里奈

☆224004-01 2-4 社会学概論 堀田裕子
☆224011-01 2-4 国際経済事情 鶴田利恵

223004-01 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 大崎園生
223004-02 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 清瀧裕子

月2

221036-01 1PF02 ※心理学実験Ⅰb 蒲谷槙介
221036-02 1PF05 ※心理学実験Ⅰb 大久保諒

☆222004-01 2 ノンバーバル行動 松尾貴司
223002-01 3 ※専門演習Ⅱ 久保南海子
223002-02 3 ※専門演習Ⅱ 成澤元
223004-01 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 大崎園生
223004-02 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 清瀧裕子

月3

221037-01 1PF07・08 ※心理学実験Ⅱ 松尾貴司
223002-03 3 ※専門演習Ⅱ 大崎園生
223002-04 3 ※専門演習Ⅱ 清瀧裕子
223002-05 3 ※専門演習Ⅱ 西出隆紀
223002-06 3 ※専門演習Ⅱ 吉崎一人
223004-03 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 久保南海子
223004-04 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 成澤元

月4

221036-03 1PF03 ※心理学実験Ⅰb 平島太郎
221036-04 1PF04 ※心理学実験Ⅰb 石川佳奈

☆222427-01 3・4 教育・学校心理学（2018年度以降） 大久保諒
223004-05 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 西出隆紀
223004-06 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 吉崎一人
223004-03 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 久保南海子
223004-04 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 成澤元

月5
223004-05 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 西出隆紀
223004-06 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 吉崎一人

火1
☆222307-01 2 発達障がいの心理臨床（2019年度以降） 浜本真規子
☆224013-01 2-4 国際政治論 李相睦

221020-01 3 データ解析Ⅲ 久保南海子

火2
221037-02 1PF05・06 ※心理学実験Ⅱ 大久保諒

☆222426-01 3・4 社会・集団・家族心理学（2018年度以降） 吉澤寛之

火3
221012-01 2 心理学研究法調査演習（注1） 平島太郎　他
221016-01 2 心理学研究法実験演習（社会）（注1） 小川一美　他

☆222428-01 3・4 司法・犯罪心理学（2018年度以降） 丹藤克也

火4

☆221033-01 1 発達心理学概論 蒲谷槙介
221012-01 2 心理学研究法調査演習（注1） 平島太郎　他
221016-01 2 心理学研究法実験演習（社会）（注1） 小川一美　他

☆222424-01 3・4 感情・人格心理学 清水遵

水1

☆221030-01 1 生理心理学概論 成澤元
☆222102-01 2 社会的行動の心理学 斎藤和志
222416-01 3 精神疾患とその治療 伊藤真理
223004-07 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 松尾貴司

水2

221036-05 1PF01 ※心理学実験Ⅰb 坂田陽子
221036-06 1PF06 ※心理学実験Ⅰb 成澤元

☆222003-01 2 意識と認知 吉崎一人
223002-07 3 ※専門演習Ⅱ 小川一美

☆222425-01 3・4 健康・医療心理学 伊藤真理
223004-07 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 松尾貴司

水3

223002-08 3 ※専門演習Ⅱ 斎藤和志
223002-09 3 ※専門演習Ⅱ 髙野恵代
223002-10 3 ※専門演習Ⅱ 髙橋昇
223002-11 3 ※専門演習Ⅱ 平島太郎
223002-12 3 ※専門演習Ⅱ 松尾貴司
223004-08 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 小川一美

水4

221036-07 1PF07 ※心理学実験Ⅰb 加藤公子
221036-08 1PF08 ※心理学実験Ⅰb 吉崎一人
223004-09 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 斎藤和志
223004-10 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 髙野恵代
223004-11 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 髙橋昇
223004-12 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 平島太郎
223004-08 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 小川一美

水5

223004-09 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 斎藤和志
223004-10 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 髙野恵代
223004-11 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 髙橋昇
223004-12 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 平島太郎

木1
☆221032-01 1 社会心理学概論 平島太郎
221015-01 2 心理学研究法実験演習（認知）（注1） 吉崎一人　他

木2

☆221031-01 1 認知心理学概論 丹藤克也
221015-01 2 心理学研究法実験演習（認知）（注1） 吉崎一人　他
221045-06 2（5） ※心理学論文講読（2018年度以降） 成澤元
221045-07 2（6） ※心理学論文講読（2018年度以降） 坂田陽子
221045-08 2（7） ※心理学論文講読（2018年度以降） 大久保諒

☆222420-01 3・4 障害者・障害児心理学（2018年度以降） 田倉さやか

木3
☆221008-01 1 ※心理学研究法概論 蒲谷槙介　他
☆222201-01 2 認知の生涯発達心理学 坂田陽子
221020-02 3 データ解析Ⅲ 久保南海子

木4
△221040-01 2 心理的アセスメントⅠ 大久保諒
☆224005-01 2-4 哲学概論 長滝祥司

金1

222415-01 1 公認心理師の職責（2018年度以降） 石川佳奈
☆222002-01 2 脳と認知 加藤公子
☆224001-01 2-4 異文化コミュニケーション 半井尚美

223004-13 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 蒲谷槙介
223004-14 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 浜本真規子

金2

☆221034-01 1 臨床心理学概論 石川佳奈
☆222205-01 2 青年期の発達と心理 髙野恵代
☆224009-01 2-4 国際法概論 太田信

223004-13 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 蒲谷槙介
223004-14 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 浜本真規子

金3

221037-04 1PF02・04 ※心理学実験Ⅱ 大久保諒
☆222305-01 2 子どもの心理臨床 清瀧裕子
223002-13 3 ※専門演習Ⅱ 加藤公子
223002-14 3 ※専門演習Ⅱ 蒲谷槙介
223002-15 3 ※専門演習Ⅱ 坂田陽子
223002-16 3 ※専門演習Ⅱ 丹藤克也
223002-17 3 ※専門演習Ⅱ 浜本真規子

☆222414-01 3・4 環境の社会心理学 坂本剛

金4

☆222308-01 2 医療の心理臨床 髙橋昇
223004-15 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 加藤公子
223004-16 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 坂田陽子
223004-17 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 丹藤克也

金5
223004-15 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 加藤公子
223004-16 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 坂田陽子
223004-17 4 ※専門演習Ⅳ（注1） 丹藤克也

心理学部心理学科　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

心
理
学
部　

心
理
学
科
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
221042-01 3 心理演習（2018年度以降） 清瀧裕子　他 別途掲示参照
221042-02 3 心理演習（2018年度以降） 髙野恵代　他 別途掲示参照
221042-03 3 心理演習（2018年度以降） 髙橋昇　他 別途掲示参照

卒業論文

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 大崎園生

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 小川一美

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 加藤公子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 蒲谷槙介

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 清瀧裕子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 久保南海子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 斎藤和志

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 坂田陽子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 髙野恵代

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 髙橋昇

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 成澤元

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 丹藤克也

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 浜本真規子

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 西出隆紀

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 平島太郎

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 松尾貴司

通年科目 
登録不要 4 ※卒業論文 吉崎一人

学外実習 221044-01 4 心理実習Ⅱ（2018年度以降） 髙野恵代　他

心理学部心理学科　専門教育科目（後期　長久手）

（注1）2時限連続で履修する

心
理
学
部　

心
理
学
科

-112-

※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 ☆271115-02 1・2 コミュニケーション論 高井次郎

月2
☆271108-02 1・2 社会学概論 堀田裕子
☆271110-02 1・2 文化人類学 三木誠

月3
271102-02 1 デザイントレーニング b（DTP） 末次新市

☆271107-02 1・2 社会調査法 新城優子

月4
271101-03 1 デザイントレーニング a（CG） 末次新市

☆271120-02 1・2 写真論 坂倉守

月5
271102-03 1 デザイントレーニング b（DTP） 末次新市

☆271114-02 1・2 メディアリテラシー 松井広志

火1
☆271111-01 1・2 社会心理学 吉澤寛之
271103-02 3（1） ※キャリアプランニング（前半）（注2） 樋口貴子
271103-03 3（2） ※キャリアプランニング（後半）（注3） 樋口貴子

火2

☆271104-02 1・2 アートマネジメント 藤井克
☆271113-02 1・2 考現学 貝沼明華

271103-04 3（3） ※キャリアプランニング（前半）（注2） 樋口貴子
271103-05 3（4） ※キャリアプランニング（後半）（注3） 樋口貴子

火3 ☆271121-02 1・2 広告論 石川正裕
火4 ☆271132-02 1・2 近現代の音楽 野田雅巳

水3
△271105-03 建築1CK01-05 ※知的財産権（注4） 日比野穂高
☆271119-01 1・2 出版文化論 b 山本直子

水4
△271105-04 創作1（1） ※知的財産権 鈴木恵美
☆271106-01 1・2 マーケティング 太田幸治
☆271109-01 1・2 宗教学概論 北垣創

水5
△271105-05 創作1（2） ※知的財産権 鈴木恵美
☆271123-02 2・3 イベントプランニング入門 長谷川聡

木2 ☆271133-02 1・2 モダンデザイン文化史 河辺泰宏
木3 ☆271117-02 1・2 ジャーナリズム論 藤田良治

木5 ☆271124-02 2・3 広告表現入門（注1／ 
15週のうち7週は学外施設で開講） 大石真澄　他

金3 ☆271130-02 1・2 近現代の美術 a（西洋美術） 藤井健仁
金4 ☆271131-02 1・2 近現代の美術 b（日本美術） 藤井健仁

創造表現学部創造表現学科　学部共通科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）15週の授業のうち、7週は学外施設（名古屋市中区丸の内3-20-9「三晃社ビル」）で開講。履修登録の際は、移動時間も考慮して時間割を組むこと。
（注2） 前半は9/27，10/4，10/18，11/8，11/22，12/6，12/20，1/10の火曜1限、もしくは火曜2限でそれぞれ原則として指定されたクラスで履修する。9/27は前半・後半合同授業。 

（建築・インテリアデザイン専攻の3年生は、前期集中授業の指定クラスを履修する）
（注3） 後半は9/27，10/11，10/25，11/15，11/29，12/13，12/27，1/17の火曜1限、もしくは火曜2限でそれぞれ原則として指定されたクラスで履修する。9/27は前半・後半合同授業。 

（建築・インテリアデザイン専攻の3年生は、前期集中授業の指定クラスを履修する）
（注4）2021年度以降入学者は選択。2020年度以前入学者は必修。

創
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現
学
部
共
通
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目
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期
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月3 ☆272141-02 2・3 戯曲 a 刈馬カオス

月4
☆272115-01 1・2 口承文芸 逵志保
272179-01 2 ※演習Ⅰ（9） 刈馬カオス

☆272156-01 3・4 講読演習 c 角田達朗

火3

☆272114-01 1・2 演劇 b（日本） 角田達朗
272173-01 2 ※演習Ⅰ（3） 永井聖剛

☆272120-03 2・3 クリエイティブライティング b 佐々木亜紀子
☆272128-01 2・3 文芸理論 a 清水良典
☆272132-01 2・3 文化研究 a 押山美知子

272222-01 3 ※演習Ⅱb（2） 柳井貴士
272229-01 3 ※演習Ⅱb（9） 刈馬カオス
272270-01 4 ※演習Ⅲb（10） 小倉史

火4

☆272108-01 1・2 言語表現史 a（小説） 永井聖剛
☆272110-02 1・2 言語表現入門 a 佐々木亜紀子
☆272144-01 2・3 古典文学 b（詩歌） 人見恭司
☆272145-01 2・3 漢文学 角田達朗

272230-01 3 ※演習Ⅱb（10） 小倉史
☆272155-01 3・4 講読演習 b 酒井晶代

272262-01 4 ※演習Ⅲb（2） 柳井貴士
272269-01 4 ※演習Ⅲb（9） 刈馬カオス

水1 ☆272107-01 1・2 児童文化論 酒井晶代

水2

△272126-01 1 ※基礎演習Ⅱa 酒井晶代
△272126-02 1 ※基礎演習Ⅱa 清水良典
△272126-03 1 ※基礎演習Ⅱa 柳井貴士
△272126-04 1 ※基礎演習Ⅱa 吉田朝香
△272126-08 1 ※基礎演習Ⅱa 押山美知子
☆272192-01 1・2 身体表現法 b 小熊ヒデジ
☆272167-01 2・3 クリエイティブライティング e 小倉史

水3

△272126-05 1 ※基礎演習Ⅱa 角田達朗
☆272104-01 1・2 言語学 b 森本俊之
☆272109-01 1・2 言語表現史 b（詩歌） 渡邉章夫
☆272112-01 1・2 批評理論入門 永井聖剛
☆272192-02 1・2 身体表現法 b 小熊ヒデジ

272171-01 2 ※演習Ⅰ（1） 清水良典
272172-01 2 ※演習Ⅰ（2） 柳井貴士
272180-01 2 ※演習Ⅰ（10） 小倉史
272181-01 2 ※演習Ⅰ（11） 吉田朝香

水4

☆272124-01 2・3 エディターシップ b（取材 ･インタビュー） 小出朝生
☆272139-01 2・3 現代詩 b 渡邉章夫
☆272194-02 2・3 エディターシップ c（本づくり・DTP） 永尾嘉章

272231-01 3 ※演習Ⅱb（11） 吉田朝香
水5 272271-01 4 ※演習Ⅲb（11） 吉田朝香
木1 ☆272274-01 2・3 映像表現論 小倉史

木2

△272126-06 1 ※基礎演習Ⅱa 永井聖剛
△272125-03 1・2 ドローイング基礎 山田卓司
272174-01 2 ※演習Ⅰ（4） 酒井晶代

☆272121-01 2・3 クリエイティブライティング c 柳井貴士
☆272122-02 2・3 クリエイティブライティング d 服部左右一
272221-01 3 ※演習Ⅱb（1） 清水良典
272228-01 3 ※演習Ⅱb（8） 角田達朗

☆272158-01 3・4 講読演習 e 押山美知子

木3

△272126-07 1 ※基礎演習Ⅱa 小倉史
272178-01 2 ※演習Ⅰ（8） 角田達朗

☆272135-01 2・3 現代小説 b 柳井貴士
△272153-03 2・3 コミックデザイン 山田卓司
272223-01 3 ※演習Ⅱb（3） 永井聖剛
272224-01 3 ※演習Ⅱb（4） 酒井晶代
272261-01 4 ※演習Ⅲb（1） 清水良典

木4
△272153-04 2・3 コミックデザイン 山田卓司
272263-01 4 ※演習Ⅲb（3） 永井聖剛
272264-01 4 ※演習Ⅲb（4） 酒井晶代

金1

☆272101-01 1・2 日本文学史 a 深谷大
△272193-01 1・2 絵本・イラスト 梅本洋子
☆272136-01 2・3 近代小説 a 吉田竜也
272266-01 4 ※演習Ⅲb（6） 劉永昇

金2

☆272101-02 1・2 日本文学史 a 深谷大
☆272106-02 1・2 古典文学概説 篗田将樹
△272169-02 1・2 マンガ表現 志水瞳
△272193-02 1・2 絵本・イラスト 梅本洋子
☆272152-02 2・3 アニメ論 洞ヶ瀬真人
272226-01 3 ※演習Ⅱb（6） 劉永昇

金3

272176-01 2 ※演習Ⅰ（6） 劉永昇
272183-01 2 ※演習Ⅰ（13） 志水瞳

☆272148-01 2・3 伝統芸能 深谷大
☆272170-03 2・3 戯曲 b 渡山博崇
272225-01 3 ※演習Ⅱb（5） 藤井誠二

金4

☆272131-01 2・3 批評理論 b 洞ヶ瀬真人
☆272170-04 2・3 戯曲 b 渡山博崇
272233-01 3 ※演習Ⅱb（13） 志水瞳
272265-01 4 ※演習Ⅲb（5） 藤井誠二

金5
272175-01 2 ※演習Ⅰ（5） 藤井誠二
272273-01 4 ※演習Ⅲb（13） 志水瞳

創造表現学部創造表現学科　創作表現専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 ☆272195-01 2・3 エンターテインメント文芸 a 太田忠司 別途掲示参照

卒業論文

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 清水良典

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 柳井貴士

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 永井聖剛

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 酒井晶代

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 藤井誠二

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 劉永昇

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 刈馬カオス

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 小倉史

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 吉田朝香

通年科目 
登録不要 4 ※卒業プロジェクト 志水瞳

創
造
表
現
学
部　
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作
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 273159-05 1（5） 映像制作基礎 荒川徹

月2
△273157-05 1（5） ※文献講読（2021年度以降） 政倉祐子
273164-04 1・2 写真技術 坂倉守
273141-01 3 ※演習Ⅰb 荒川徹

月3

△273157-06 1（6） ※文献講読（2021年度以降） 松井広志
273112-01 2 ※メディアプロデュース基礎演習 a（2020年度以前）松井広志
273164-05 1・2 写真技術 坂倉守

☆273167-01 1・2 オーディエンス論 大石真澄
273173-03 2・3 映像制作 a 藤田良治

☆273195-02 2・3 メディアプロジェクト 山田亘
273183-03 2-4 ウェブデザインⅠ 政倉祐子

月4

273164-06 1・2 写真技術 山田亘
273190-01 1・2 ゲーム文化研究 松井広志
273174-03 2・3 映像制作 b 藤田良治
273179-02 2-4 モーション・グラフィックス 阿部卓也

月5
273177-03 2-4 プリントメディアⅠ 阿部卓也
273143-01 4 ※演習Ⅱb 坂倉守

火1
273159-06 1（6） 映像制作基礎 村山季里子
273165-04 1（4）・2 デジタルコンテンツ基礎 中村重哉

火2
273165-05 1（5）・2 デジタルコンテンツ基礎 中村重哉
273177-04 2-4 プリントメディアⅠ 村山季里子

火3

273166-03 1・2 ラジオ 伊藤秀志
273183-04 2-4 ウェブデザインⅠ 村上泰介
273141-02 3 ※演習Ⅰb 阿部卓也
273141-03 3 ※演習Ⅰb 政倉祐子
273141-04 3 ※演習Ⅰb 宮田雅子

火4

273159-07 1（7） 映像制作基礎 村山季里子
273166-04 1・2 ラジオ 伊藤秀志
273143-02 4 ※演習Ⅱb 阿部卓也
273143-03 4 ※演習Ⅱb 政倉祐子
273143-04 4 ※演習Ⅱb 村上泰介

火5 273159-08 1（8） 映像制作基礎 村山季里子

水1
△273157-07 1（7） ※文献講読（2021年度以降） 藤田良治
273173-04 2・3 映像制作 a 荒川徹
273178-02 2-4 プリントメディアⅡ 宮田雅子

水2

☆273161-01 1・2 デザイン史 阿部卓也
273165-06 1（6）・2 デジタルコンテンツ基礎 石丸みどり
273174-04 2・3 映像制作 b 荒川徹

☆273176-01 2・3 現代デザイン論 宮田雅子
273141-05 3 ※演習Ⅰb 村上泰介
273199-02 3・4 メディアコンテンツ分析 大石真澄　他

水3

△273156-05 1（5） ※造形基礎（2021年度以降） 村上泰介
273112-02 2 ※メディアプロデュース基礎演習 a（2020年度以前）村上泰介

△273157-08 1（8） ※文献講読（2021年度以降） 大石真澄
273153-03 2・3 グラフィックデザイン技術 太田晶
273141-06 3 ※演習Ⅰb 石丸みどり
273141-07 3 ※演習Ⅰb 高橋洋
273141-08 3 ※演習Ⅰb 藤田良治

水4

273154-02 2-4 ウェブデザインⅡ 太田晶
☆273172-01 2-4 映画評論 b 小川真理子

273143-05 4 ※演習Ⅱb 石丸みどり
273143-06 4 ※演習Ⅱb 高橋洋

水5
☆273162-02 1・2 シナリオ 高橋洋
273153-04 2・3 グラフィックデザイン技術 太田晶

☆273193-02 2-4 広告コミュニケーション論 吉田光弥

木1
273165-07 1（7）・2 デジタルコンテンツ基礎 石丸みどり

☆273181-01 2・3 現代アート論 荒川徹

木2

☆273158-02 1・2 映像論 荒川徹
273163-03 1・2 アナウンス・ナレーション 村瀬寛美
273165-08 1（8）・2 デジタルコンテンツ基礎 石丸みどり
273169-02 1・2 メディアデータ分析 政倉祐子
273115-02 3・4 映像制作実習Ⅲ（ドキュメンタリー） 桐山友之

木3

△273156-06 1（6） ※造形基礎（2021年度以降） 阿部卓也
273163-04 1・2 アナウンス・ナレーション 村瀬寛美

☆273188-01 2・3 インターネット社会論 松井広志
273186-02 2-4 プログラミングⅠ 村上泰介
273116-03 3・4 映像制作実習Ⅳ（テレビドラマ） 石丸みどり

木4

☆273171-02 2-4 映画評論 a 坪井篤史
273141-09 3 ※演習Ⅰb 松井広志
273116-04 3・4 映像制作実習Ⅳ（テレビドラマ） 石丸みどり
273143-07 4 ※演習Ⅱb 藤田良治

木5 273143-08 4 ※演習Ⅱb 松井広志

金1
273141-10 3 ※演習Ⅰb 西原麻里
273143-09 4 ※演習Ⅱb 荒川徹

金3
△273156-07 1（7） ※造形基礎（2021年度以降） 坂倉守

273184-03 2・3 コマーシャル 清水健

金4

△273156-08 1（8） ※造形基礎（2021年度以降） 宮田雅子
273184-04 2・3 コマーシャル 清水健
273141-12 3 ※演習Ⅰb 坂倉守
273141-11 3 ※演習Ⅰb 溝渕久美子

創造表現学部創造表現学科　メディアプロデュース専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
273175-02 2・3 スタジオ番組 佐野雅彦 オンデマンド：第1回目，第2回目，第3回目（配信日は別途指示する） 

対面：2/16（木），2/17（金），2/21（火）1～4限

273187-02 2-4 プログラミングⅡ 伏田昌弘 オンデマンド：第1回目，第2回目，第3回目（配信日は別途指示する） 
対面：2/15（水）～2/17（金）1～4限

卒業論文

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 阿部卓也

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 荒川徹

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 石丸みどり

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 坂倉守

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 高橋洋

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 藤田良治

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 政倉祐子

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 松井広志

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 村上泰介

創
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 ☆274124-02 2 建築の歴史 B（日本・東洋） 溝口正人
月2 △274108-02 1（1） 建築構造力学Ⅰ 田島祐之

月3
△274108-03 1（2） 建築構造力学Ⅰ 田島祐之
274151-01 3 空間設計Ⅳ（注1） 清水裕二　他

月4 274151-01 3 空間設計Ⅳ（注1） 清水裕二　他

火1
274147-01 1　奇数学籍番号 インテリア設計 松本佳津

☆274139-01 3 建築と都市の防災 倉橋奨
274154-01 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 間宮晨一千

火2

274147-02 1　偶数学籍番号 インテリア設計 松本佳津
☆274126-02 2 建築法規 日比野好幸
☆274137-02 2 都市計画論 永柳宏
☆274133-01 3 人の行動と空間 橋本雅好
274156-01 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 間宮晨一千
274156-02 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 宮本久美子

火3

274118-02 1　奇数学籍番号 建築環境学実験（注5） 淺田秀男
274149-01 2 空間設計Ⅱ（注2） 久保井聡　他
274154-02 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 田島祐之
274154-03 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 垂井洋蔵
274154-04 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 永柳宏
274154-05 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 松本佳津
274154-06 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 宮本久美子
274156-03 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 清水裕二

火4

274118-02 1　奇数学籍番号 建築環境学実験（注5） 淺田秀男
274149-01 2 空間設計Ⅱ（注2） 久保井聡　他

☆274141-01 3 ファシリティマネジメント論 柳父行二
274156-04 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 田島祐之
274156-05 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 垂井洋蔵
274156-06 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 永柳宏

水1
☆274125-02 1 都市の歴史 河辺泰宏
☆274120-02 3 建築設備 河路友也

水2

☆274121-02 1 住まいの文化史 鈴木千里
☆274136-02 2 都市の景観 清水裕二
△274112-01 3 建築構造設計法 B 田島祐之
274156-07 4 ※建築・インテリア演習Ⅱｂ 淺田秀男

水3

☆274130-01 2 建築デザインと構造 武藤厚
274154-07 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 淺田秀男
274154-08 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 清水裕二
274156-08 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 松本佳津

水4
☆274134-02 1 まちづくり 藤澤徹
☆274142-01 3 建築生産システム 岩佐真吾

水5 ☆274132-01 2 商業スペースデザイン 加藤和雄

木2
☆274160-01 2 建築環境学 B（光・色彩・音） 淺田秀男
274154-09 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 諸江一紀
274154-10 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 吉元学

木3
☆274131-02 1 インテリアデザイン論（2022年度入学生） 吉元学
☆274129-01 2 建築計画Ⅱ 諸江一紀
274154-11 3 ※建築・インテリア演習Ⅰb 河辺泰宏

木4
274106-01 1 基礎製図（注3） 久保井聡　他
274156-09 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 吉元学

木5 274106-01 1 基礎製図（注3） 久保井聡　他
金1 274144-01 2 CAD 応用Ⅰ 天野良則

金2

☆274123-02 1 建築の歴史 A（西洋） 河辺泰宏
☆274127-02 1 住まいと生活 内藤惠子
274144-02 2 CAD 応用Ⅰ 天野良則

☆274140-02 3 ハウジング論 尾﨑智央
274156-10 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 諸江一紀

金3

☆274128-01 1 建築計画Ⅰ 諸江一紀
274115-01 2 建築材料実験（注4） 瀬古繁喜
274163-01 3 CAD 応用Ⅲ 天野良則
274156-11 4 ※建築・インテリア演習Ⅱb 河辺泰宏

金4
☆274128-02 1 建築計画Ⅰ 諸江一紀
274115-01 2 建築材料実験（注4） 瀬古繁喜

金5 274115-01 2 建築材料実験（注4） 瀬古繁喜

創造表現学部創造表現学科　建築・インテリアデザイン専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 274135-01 2 都市観察実習 池戸昭文 別途掲示参照

卒業論文

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 淺田秀男

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 河辺泰宏

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 清水裕二

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 田島祐之

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 永柳宏

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 垂井洋蔵

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 松本佳津

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 間宮晨一千

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 宮本久美子

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 諸江一紀

通年科目 
登録不要 4 卒業プロジェクト 吉元学

（注1）月曜3・4限の2時限連続で履修する
（注2）火曜3・4限の2時限連続で履修する
（注3）木曜4・5限の2時限連続で履修する
（注4）金曜3・4・5限の3時限連続で履修する
（注5）火曜3・4限の2時限連続で履修する。初回授業は火曜3限に出席をし、2回目以降の日程を発表する。
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1
242340-01 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 志村栄二
242340-02 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 井脇貴子　他

月2
242334-01 1 ※聴覚障害Ⅰ 長嶋比奈美　他
242340-01 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 志村栄二
242340-02 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 井脇貴子　他

月3
☆242305-01 1 ※言語発達学 山口大輔
242340-01 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 担当者未定
242340-02 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 船﨑康広　他

月4
242340-01 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 担当者未定
242340-02 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 船﨑康広　他
242351-01 4 ※言語聴覚学研究Ⅲ（2020年度以前） 志村栄二

月5
242331-01 1 ※構音障害Ⅰ 山口大輔　他
242322-01 2 ※高次脳機能障害Ⅰ 佐藤順子
242311-01 3 神経言語学特論 担当者未定

火2
☆241508-01 1 ※臨床医学入門1（内科学・精神医学・小児科学）（注2）江口春華　他

242326-01 2 ※言語発達障害Ⅲ 山口大輔

火3
242349-04 3 ※言語聴覚学研究Ⅰ（2020年度以前） 小林まおり
242349-05 3 ※言語聴覚学研究Ⅰ（2020年度以前） 佐藤厚

火4 242343-01 3 ※臨床演習（応用）2（注3） 志村栄二　他

火5
☆241512-01 2 脳波学・画像診断学 竹内茂雄
242343-01 3 ※臨床演習（応用）2（注3） 志村栄二　他

水1
242307-01 3 言語発達学特論 長嶋比奈美
242351-02 4 ※言語聴覚学研究Ⅲ（2020年度以前） 井脇貴子

水2

☆241508-01 1 ※臨床医学入門1（内科学・精神医学・小児科学）（注2）泉雅之
242330-01 2 ※嚥下障害Ⅱ 志村栄二　他
242349-01 3 ※言語聴覚学研究Ⅰ（2020年度以前） 井脇貴子
242349-02 3 ※言語聴覚学研究Ⅰ（2020年度以前） 長嶋比奈美
242349-03 3 ※言語聴覚学研究Ⅰ（2020年度以前） 船﨑康広

水3

242319-01 1 ※失語症Ⅰ 佐藤厚
242327-01 2 ※吃音 板倉寿明
242343-01 3 ※臨床演習（応用）2（注3） 志村栄二　他
242343-02 3 ※臨床演習（応用）2 井脇貴子　他
242343-03 3 ※臨床演習（応用）2 長嶋比奈美　他
242351-03 4 ※言語聴覚学研究Ⅲ（2020年度以前） 船﨑康広

水4

242312-01 1 ※耳鼻咽喉科学 柴田康子
242336-01 2 ※聴覚障害Ⅲ 井脇貴子　他

☆242304-01 3 心理言語学 小林まおり
242351-04 4 ※言語聴覚学研究Ⅲ（2020年度以前） 山口大輔

水5
242314-01 1 ※臨床歯科医学・口腔外科学（注4） 南克浩　他
242333-01 2 ※構音障害Ⅲ 志村栄二　他

木1 242321-01 2 ※失語症Ⅲ 佐藤厚

木2
242318-01 1 ※言語聴覚診断学 長嶋比奈美　他
242302-01 2 ※音響学・聴覚心理学 小林まおり

木3

242340-01 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 村瀬幸子
242340-02 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 山口大輔
242349-06 3 ※言語聴覚学研究Ⅰ（2020年度以前） 志村栄二
242351-05 4 ※言語聴覚学研究Ⅲ（2020年度以前） 長嶋比奈美

木4
242340-01 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 村瀬幸子
242340-02 2 ※臨床演習（基礎）1（注1） 山口大輔
242306-01 3 音声学・音響学特論 城哲哉

金1
241514-01 1 ※関係法規・リハビリテーション概論 鳥山喜之　他
242345-01 4 ※言語聴覚学総合演習Ⅱ 船﨑康広　他

金2
☆241504-01 1 ※臨床心理学 長谷川明美
☆241501-01 2 公衆衛生学（衛生学含む） 加藤憲

金4 242324-01 1 ※言語発達障害Ⅰ 船﨑康広

健康医療科学部医療貢献学科　言語聴覚学専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

（注1）月曜1・2、3・4限および木曜3・4限の各2時限連続で履修する
（注2）授業内で指示のあるとおり火曜2限および水曜2限で履修する
（注3）授業内で指示のあるとおり火曜4・5限の2時限連続および水曜3限の学科の指定する曜日で履修する
（注4）1/4期科目のため11/16～1/18で履修する

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 242313-01 1 ※形成外科学 大久保文雄 2/15（水）・2/16（木）1～4限

卒業論文

242352-01 4 ※卒業論文 井脇貴子
242352-02 4 ※卒業論文 志村栄二
242352-03 4 ※卒業論文 長嶋比奈美
242352-04 4 ※卒業論文 船﨑康広
242352-05 4 ※卒業論文 山口大輔

学外実習
242346-02 3 ※学外実習Ⅰ 井脇貴子　他
242347-02 4 ※学外実習Ⅱ（再履修者専用） 井脇貴子 健
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 243441-01 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志

月2
☆243415-01 1 頭頸部機構学 柏井聡
☆243435-01 2 ※視能訓練学2 望月浩志
243441-02 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志

月3
☆243426-01 1 ※視能検査学1 佐藤彰子
243404-01 2 心理実験法演習2（注1） 川嶋英嗣　他
243441-03 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志

月4

☆241512-02 1 脳波学・画像診断学 前野信久
243404-01 2 心理実験法演習2（注1） 川嶋英嗣　他
243441-04 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志
243424-01 4 ※視覚科学演習1 稲垣尚恵　他

火1 243441-05 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志

火2
☆241508-01 1 臨床医学入門1（内科学・精神医学・小児科学）（注2） 江口春華　他
☆243417-01 2 ※眼科薬理学 柏井聡
243441-06 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志

火3
243402-01 1 実験計測演習 川嶋英嗣　他
243422-01 2 ※視能矯正学演習（注3） 田邊宗子　他

☆243430-01 3 ※視能検査学演習3 柏井聡
火4 ☆243410-01 1 ※生理光学 川瀬芳克
水1 243422-01 2 ※視能矯正学演習（注3） 稲垣尚恵　他

水2
☆241508-01 1 臨床医学入門1（内科学・精神医学・小児科学）（注2） 泉雅之
☆243437-01 3 ※視能訓練学4（注4） 梅田千賀子
243447-01 4 ※視覚科学研究4 田邊宗子

水3

241006-02 1 ※健康科学統計演習 行松慎二
243441-07 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志
243447-02 4 ※視覚科学研究4 川嶋英嗣
243447-03 4 ※視覚科学研究4 稲垣尚恵
243447-04 4 ※視覚科学研究4 高橋啓介
243447-05 4 ※視覚科学研究4 高橋伸子
243447-06 4 ※視覚科学研究4 望月浩志

水4

☆243431-01 1 ※視能障害学1 杉田二郎
☆243414-01 2 視覚心理学3 行松慎二
243441-08 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志
243445-01 3 ※視覚科学研究2 川嶋英嗣
243445-02 3 ※視覚科学研究2 高橋啓介
243445-03 3 ※視覚科学研究2 田邊宗子

水5 243441-09 3 ※視能矯正学実習3 野上豪志

木2
☆243401-01 1 ※実験心理学 高橋伸子
243445-04 3 ※視覚科学研究2 稲垣尚恵
243445-05 3 ※視覚科学研究2 望月浩志

木3

☆243434-01 1 ※視能訓練学1 田邊宗子
☆243412-01 2 視覚心理学1 高橋啓介
243405-01 3 視覚研究法演習 川嶋英嗣
243445-06 3 ※視覚科学研究2 高橋伸子

木4
243405-02 3 視覚研究法演習 高橋啓介
243405-03 3 視覚研究法演習 高橋伸子

木5 ☆243429-01 2 ※視能検査学演習2 稲垣尚恵　他
金1 241514-01 3 ※関係法規・リハビリテーション概論 鳥山喜之　他

金2
☆241504-01 1 臨床心理学 長谷川明美
☆241501-01 3 ※公衆衛生学（衛生学含む） 加藤憲

金3
☆243433-01 2 ※視能障害学3（注5） 田中恵津子
☆243437-01 3 ※視能訓練学4（注4） 佐藤彰子

金4 ☆243433-01 2 ※視能障害学3（注5） 田中恵津子

健康医療科学部医療貢献学科　視覚科学専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
☆243409-01 2 ※色彩心理学 坂田勝亮 別途掲示参照
243411-02 2 ※生理光学演習 望月浩志　他 別途掲示参照
243425-01 4 ※視覚科学演習2 川嶋英嗣　他 別途掲示参照

卒業論文

243448-01 4 ※卒業論文 川嶋英嗣
243448-02 4 ※卒業論文 稲垣尚恵
243448-03 4 ※卒業論文 高橋啓介
243448-04 4 ※卒業論文 高橋伸子
243448-05 4 ※卒業論文 田邊宗子
243448-06 4 ※卒業論文 望月浩志

学外実習 243442-01 3 ※臨地実習1 稲垣尚恵　他

（注1）月曜3・4限の2時限連続で履修する
（注2）授業内で指示のあるとおり火曜2限および水曜2限で履修する
（注3）授業内で指示のあるとおり火曜3限および水曜1限で履修する
（注4）授業内で指示のあるとおり水曜2限および金曜3限で履修する
（注5）授業内で指示のあるとおり金曜3・4限の2時限連続で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1
☆244250-01 1 ライフステージと栄養 松島佳子
△244237-01 2 体育実技 F　武道2（柔道） 坂田利弘
△247102-01 2 内科学各論2 安藤富士子

月2
△244129-01 1 ※運動解剖学 粟谷健礼
☆244138-01 2 臨床心理学 坪田祐基
△244237-02 2 体育実技 F　武道2（柔道） 坂田利弘

月3
244216-01 2HH01-04 救急・応急処置演習 粟谷健礼　他

△244235-01 2 体育実技 D　体操・ダンス 森奈緒美

月4
244216-02 2HH05-08 救急・応急処置演習 粟谷健礼　他

△244235-02 2 体育実技 D　体操・ダンス 森奈緒美
火1 △244239-01 2 スポーツ実技 H　バスケットボール 神谷知里

火2
△244232-03 2 体育実技 A　水泳 松田有司
△244239-02 2 スポーツ実技 H　バスケットボール 神谷知里

火3

△244119-01 1 ※スポーツ生理学 平野雅巳

△244229-01 2 学校保健 
（小児保健　精神保健　学校安全） 坂田利弘

247103-01 2 整形外科学 渡邉健太郎

水1
△244105-01 1 生涯健康医学 安藤富士子　他

244287-01 2 スポーツ栄養学実習（注1） 松島佳子
水2 244287-01 2 スポーツ栄養学実習（注1） 松島佳子

水3
☆244110-01 1 生理学 和田郁雄
244226-01 2 スポーツコンディショニング演習 山本周史
244231-01 2 レクリエーション基礎演習 鶴原香代子

水4
244226-02 2 スポーツコンディショニング演習 山本周史
244231-02 2 レクリエーション基礎演習 鶴原香代子

水5 ☆244134-01 2 ※公衆衛生学（衛生学含む） 加藤憲

木1
241006-06 1HH07・08 ※健康科学統計演習 松本明日香

△244238-01 2 スポーツ実技 G　バレーボール 本多広国

木2
☆246103-01 1 ※心理学基礎論 坪田祐基
△244238-02 2 スポーツ実技 G　バレーボール 本多広国
244273-01 2 身体運動測定法演習 山本周史　他

木3
△244130-01 1 基礎身体運動 矢野裕介　他
244213-01 2 体力測定・評価演習 平野雅巳　他

☆244267-01 2 学校のメンタルヘルス 坪田祐基

木4
244128-01 1 レクリエーショナルスポーツ 鶴原香代子
244213-02 2 体力測定・評価演習 平野雅巳　他

金1
241006-03 1HH01-03 ※健康科学統計演習 信太寿理

☆244218-01 2 ※スポーツ社会学 矢野裕介

金2
241006-04 1HH04-06 ※健康科学統計演習 信太寿理

☆244219-01 2 運動方法学 豊嶋陵司
金3 △244279-01 1 野外教育概論 平田裕一
金4 △244132-01 2 保健体育教育概論 八代政彦

健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　スポーツ・健康科学専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 △244248-01 2 野外実習2（スキー） 鶴原香代子　他 別途掲示参照

（注1）水曜1・2限の2時限連続で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1 △244237-01 2 体育実技 F　武道2（柔道） 坂田利弘
月2 △244237-02 2 体育実技 F　武道2（柔道） 坂田利弘

月3

通年科目 
登録不要 1 ※救急救命実習Ⅰ（注1） 夏目美樹　他

248112-01 2 ※救急疾病Ⅱ（神経系、消化系、血液・免疫系、感染症）（注2）髙木省治　他
△244235-01 2 体育実技 D　体操・ダンス 森奈緒美

月4

通年科目 
登録不要 1 ※救急救命実習Ⅰ（注1） 夏目美樹　他

248112-01 2 ※救急疾病Ⅱ（神経系、消化系、血液・免疫系、感染症）（注2）髙木省治　他
△244235-02 2 体育実技 D　体操・ダンス 森奈緒美

月5 通年科目 
登録不要 1 ※救急救命実習Ⅰ（注1） 夏目美樹　他

火1 △244239-01 2 スポーツ実技 H　バスケットボール 神谷知里

火2

248102-01 1 ※人体の構造と機能（人体の構造と諸器官の役割・働き） 中野隆
248103-01 2 ※生物・微生物学 担当者未定

△244232-03 2 体育実技 A　水泳 松田有司
△244239-02 2 スポーツ実技 H　バスケットボール 神谷知里

火3

241006-05 1 ※健康科学統計演習 松本明日香
△244119-01 1 スポーツ生理学 平野雅巳

△244229-01 2 学校保健 
（小児保健　精神保健　学校安全） 坂田利弘

水2 248115-01 2 ※救急処置概論Ⅰ（傷病者観察） 小野木堂人　他
水3 ☆244110-01 1 ※生理学 和田郁雄
木1 △244238-01 2 スポーツ実技 G　バレーボール 本多広国

木2
☆246103-01 1 ※心理学基礎論 坪田祐基
△244238-02 2 スポーツ実技 G　バレーボール 本多広国

木3
△244130-01 1 基礎身体運動 矢野裕介　他

通年科目 
登録不要 2 ※救急救命実習Ⅱ（注3） 小野木堂人　他

木4 通年科目 
登録不要 2 ※救急救命実習Ⅱ（注3） 小野木堂人　他

木5 通年科目 
登録不要 2 ※救急救命実習Ⅱ（注3） 小野木堂人　他

金1 ☆244218-01 2 スポーツ社会学 矢野裕介

金2
248114-01 2 ※救急外傷学Ⅱ（運動器、熱傷） 髙木省治　他

☆244219-01 2 運動方法学 豊嶋陵司

金3
☆244134-02 1 ※公衆衛生学（衛生学含む） 加藤憲
△244279-01 1 野外教育概論 平田裕一
248113-01 2 ※救急病態生理学Ⅱ 髙木省治　他

金4 △244132-01 2 保健体育教育概論 八代政彦

健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　救急救命学専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業
△244248-01 2 野外実習2（スキー） 鶴原香代子　他 別途掲示参照

通年科目 
登録不要 2 救急救命特別実習（海外） 山内一　他 別途掲示参照

学外実習 通年科目 
登録不要 1 ※救急救命見学実習 夏目美樹　他

（注1）月曜3～5限の3時限連続で履修する
（注2）1/4期科目のため11/21～1/23の2時限連続で履修する
（注3）木曜3～5限の3時限連続で履修する
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目

後
　
期

長
久
手



月1
△244237-01 2 体育実技 F　武道2（柔道） 坂田利弘
☆244250-01 2 ライフステージと栄養 松島佳子
244304-01 4 ※健康科学研究Ⅳ 平野雅巳

月2

△244129-01 1 運動解剖学 粟谷健礼
☆244138-01 1 臨床心理学 坪田祐基
△244237-02 2 体育実技 F　武道2（柔道） 坂田利弘
244302-01 3 ※健康科学研究Ⅱ 松島佳子
244302-02 3 ※健康科学研究Ⅱ 渡邉健太郎
244304-02 4 ※健康科学研究Ⅳ 前野信久

月3

244216-01 2 救急・応急処置演習 粟谷健礼　他
△244235-01 2 体育実技 D　体操・ダンス 森奈緒美
244272-01 3 ※実践統計学 杉浦祐子
244302-03 3 ※健康科学研究Ⅱ 安藤富士子
244302-04 3 ※健康科学研究Ⅱ 坪田祐基
244302-05 3 ※健康科学研究Ⅱ 前野信久

月4

244216-02 2 救急・応急処置演習 粟谷健礼　他
△244235-02 2 体育実技 D　体操・ダンス 森奈緒美
244272-02 3 ※実践統計学 杉浦祐子
244304-03 4 ※健康科学研究Ⅳ 坪田祐基

月5 244208-01 2 生理機能検査学演習 前野信久

火1
△244239-01 2 スポーツ実技 H　バスケットボール 神谷知里
△244242-01 2 スポーツ実技 K　ラグビー 小栁竜太
☆244210-01 3 看護学・介護学　 山口弘子

火2
△244232-03 2 体育実技 A　水泳 松田有司
△244239-02 2 スポーツ実技 H　バスケットボール 神谷知里
244255-01 3 心理尺度構成法演習 吉田琢哉

火3

△244119-01 1 スポーツ生理学 平野雅巳

△244229-01 2 学校保健 
（小児保健　精神保健　学校安全） 坂田利弘

244281-01 3HS06-10 保健体育教職演習Ⅱ 八代政彦
244215-01 3 運動療法演習 粟谷健礼

水1

△244105-01 1 生涯健康医学 安藤富士子　他
244272-03 3 ※実践統計学 江副文美
244302-06 3 ※健康科学研究Ⅱ 笠井信一
244287-01 3 スポーツ栄養学実習（注1） 松島佳子
244304-04 4 ※健康科学研究Ⅳ 和田郁雄

水2

☆244125-01 2 漢方の薬膳学 楊衛平
244225-01 2 スポーツプログラミング演習 山本周史
244272-04 3 ※実践統計学 江副文美
244302-07 3 ※健康科学研究Ⅱ 粟谷健礼
244302-08 3 ※健康科学研究Ⅱ 平野雅巳
244302-09 3 ※健康科学研究Ⅱ 和田郁雄

△244245-01 3 スポーツ実技 N　卓球 海津富美代
244287-01 3 スポーツ栄養学実習（注1） 松島佳子

水3

☆244110-01 1 生理学 和田郁雄
△244241-01 1 スポーツ実技 J　サッカー 中川貴光
244226-01 2 スポーツコンディショニング演習 山本周史
244231-01 2 レクリエーション基礎演習 鶴原香代子

△244120-01 3 障がい者スポーツ論 荒賀博志
△244246-01 3 スポーツ実技 O　バドミントン 佐藤荘二
244304-05 4 ※健康科学研究Ⅳ 粟谷健礼

水4

244226-02 2 スポーツコンディショニング演習 山本周史
244231-02 2 レクリエーション基礎演習 鶴原香代子

△244120-02 3 障がい者スポーツ論 荒賀博志
244304-06 4 ※健康科学研究Ⅳ 安藤富士子
244304-07 4 ※健康科学研究Ⅳ 豊嶋陵司

水5 ☆244134-01 1 ※公衆衛生学（衛生学含む） 加藤憲

木1

241006-06 1 ※健康科学統計演習 松本明日香
△244238-01 2 スポーツ実技 G　バレーボール 本多広国
244281-02 3HS01-05 保健体育教職演習Ⅱ 八代政彦

☆244276-01 3 食事療法学 松島佳子

木2

△244238-02 2 スポーツ実技 G　バレーボール 本多広国
244273-01 2 身体運動測定法演習 山本周史　他

☆244217-01 3 スポーツ経営管理学 矢野裕介
☆244284-01 3 リハビリテーション医学 粟谷健礼
244304-08 4 ※健康科学研究Ⅳ 渡邉健太郎

木3

△244130-01 1 基礎身体運動 矢野裕介　他
244213-01 2 体力測定・評価演習 平野雅巳　他

☆244267-01 2 学校のメンタルヘルス 坪田祐基
244304-09 4 ※健康科学研究Ⅳ 加藤憲
244304-10 4 ※健康科学研究Ⅳ 松島佳子

木4

244128-01 1 レクリエーショナルスポーツ 鶴原香代子
244213-02 2 体力測定・評価演習 平野雅巳　他
244302-10 3 ※健康科学研究Ⅱ 加藤憲
244302-11 3 ※健康科学研究Ⅱ 矢野裕介
244286-01 3 健康運動指導演習Ⅱ 粟谷健礼

金1

241006-03 1 ※健康科学統計演習 信太寿理
△244240-01 1 スポーツ実技 I ハンドボール 伊藤寿浩
☆244218-01 2 スポーツ社会学 矢野裕介
244277-01 2 健康栄養学実習（注2） 高清ゆうみ
244274-01 3HS01-05 保健体育実践演習Ⅰ 八代政彦

金2

241006-04 1 ※健康科学統計演習 信太寿理
☆244219-01 2 運動方法学 豊嶋陵司
☆244256-01 2 心理査定理論 坪田祐基
244277-01 2 健康栄養学実習（注2） 高清ゆうみ
244274-02 3HS06-10 保健体育実践演習Ⅰ 八代政彦
244304-11 4 ※健康科学研究Ⅳ 矢野裕介
244304-12 4 ※健康科学研究Ⅳ 山本周史

金3

△244279-01 2 野外教育概論 平田裕一
244302-12 3 ※健康科学研究Ⅱ 鶴原香代子
244302-13 3 ※健康科学研究Ⅱ 豊嶋陵司
244302-14 3 ※健康科学研究Ⅱ 山本周史

金4

△244132-01 2 保健体育教育概論 八代政彦
☆244114-01 3 医療経営学概論 加藤憲
244304-13 4 ※健康科学研究Ⅳ 今井厚
244304-14 4 ※健康科学研究Ⅳ 鶴原香代子

健康医療科学部スポーツ・健康医科学科　専門教育科目（2020年度以前入学者用）（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 △244248-01 2 野外実習2（スキー） 鶴原香代子　他 別途掲示参照

卒業論文

244305-01 4 ※卒業論文 粟谷健礼
244305-02 4 ※卒業論文 安藤富士子
244305-03 4 ※卒業論文 今井厚
244305-04 4 ※卒業論文 加藤憲
244305-05 4 ※卒業論文 坪田祐基
244305-06 4 ※卒業論文 鶴原香代子
244305-07 4 ※卒業論文 豊嶋陵司
244305-08 4 ※卒業論文 平野雅巳
244305-09 4 ※卒業論文 前野信久
244305-10 4 ※卒業論文 松島佳子
244305-11 4 ※卒業論文 矢野裕介
244305-12 4 ※卒業論文 山本周史
244305-13 4 ※卒業論文 和田郁雄
244305-14 4 ※卒業論文 渡邉健太郎

（注1）水曜1・2限の2時限連続で履修する
（注2）金曜1・2限の2時限連続で履修する
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月1

245108-01 1HE01・02 ※解剖生理学Ⅱ 植村和正
245133-01 1HE03・04 ※栄養教育論Ⅰ 榎裕美
245110-01 2HE01・02 ※解剖生理学実験Ⅱ（注1） 百合草誠
245110-02 2HE03・04 ※解剖生理学実験Ⅱ（注2） 百合草誠
245165-01 2HE01・02 食品加工学実習（注2） 浅野友美
245165-02 2HE03・04 食品加工学実習（注1） 浅野友美

月2

245108-02 1HE03・04 ※解剖生理学Ⅱ 植村和正
245133-02 1HE01・02 ※栄養教育論Ⅰ 榎裕美
245110-01 2HE01・02 ※解剖生理学実験Ⅱ（注1） 百合草誠
245110-02 2HE03・04 ※解剖生理学実験Ⅱ（注2） 百合草誠
245165-01 2HE01・02 食品加工学実習（注2） 浅野友美
245165-02 2HE03・04 食品加工学実習（注1） 浅野友美
245157-01 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 菅野友美

月3

245102-01 1 ※早期体験学習（注3） 榎裕美　他
245110-01 2HE01・02 ※解剖生理学実験Ⅱ（注1） 百合草誠
245110-02 2HE03・04 ※解剖生理学実験Ⅱ（注2） 百合草誠
245165-01 2HE01・02 食品加工学実習（注2） 浅野友美
245165-02 2HE03・04 食品加工学実習（注1） 浅野友美
245159-01 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 植村和正

月4
245139-01 2HE03・04 ※栄養アセスメント論 前田惠子　他
245145-01 2HE01・02 ※食事調査法演習 岩崎祐子　他
245174-01 3 学校栄養指導法 林紫

月5
245139-02 2HE01・02 ※栄養アセスメント論 前田惠子　他
245145-02 2HE03・04 ※食事調査法演習 岩崎祐子　他

火1
☆245166-01 1 運動生理学 菅野昌明
245131-01 2HE01・02 ※中高年栄養学 井澤幸子

火2
245167-01 1 健康スポーツ科学演習 菅野昌明
245131-02 2HE03・04 ※中高年栄養学 井澤幸子

火3
245112-01 1HE01・02 ※生化学Ⅱ 矢野竹男
通年科目 
登録不要 3 ※栄養総合演習Ⅰ 東山幸恵　他

火4 245112-02 1HE03・04 ※生化学Ⅱ 矢野竹男

火5
245157-02 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 植村和正
245157-03 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 前田惠子

水1

245119-01 1HE01・02 ※食品学実験Ⅰ（注4） 三宅義明
245119-02 1HE03・04 ※食品学実験Ⅰ（注5） 三宅義明
245126-01 1HE01・02 ※調理学実習Ⅱ（注5） 菅野友美
245126-02 1HE03・04 ※調理学実習Ⅱ（注4） 菅野友美
245149-01 2HE01・02 ※給食経営管理実習（注6） 持丸由香　他

水2

245119-01 1HE01・02 ※食品学実験Ⅰ（注4） 三宅義明
245119-02 1HE03・04 ※食品学実験Ⅰ（注5） 三宅義明
245126-01 1HE01・02 ※調理学実習Ⅱ（注5） 菅野友美
245126-02 1HE03・04 ※調理学実習Ⅱ（注4） 菅野友美
245129-01 2HE03・04 ※応用栄養学 小久保友貴
245149-01 2HE01・02 ※給食経営管理実習（注6） 持丸由香　他
245157-04 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 百合草誠
245159-02 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 前田惠子

水3

245119-01 1HE01・02 ※食品学実験Ⅰ（注4） 三宅義明
245119-02 1HE03・04 ※食品学実験Ⅰ（注5） 三宅義明
245126-01 1HE01・02 ※調理学実習Ⅱ（注5） 菅野友美
245126-02 1HE03・04 ※調理学実習Ⅱ（注4） 菅野友美
245137-01 2HE03・04 ※栄養カウンセリング論 井村安之
245149-01 2HE01・02 ※給食経営管理実習（注6） 持丸由香　他
245157-05 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 小久保友貴
245157-06 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 武山英麿
245159-03 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 百合草誠

水4

245127-01 1HE01・02 ※基礎栄養学 大口健司
245115-01 2HE03・04 ※病理学総論 前田惠子
245137-02 2HE01・02 ※栄養カウンセリング論 井村安之
245157-07 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 持丸由香
245159-04 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 小久保友貴
245159-05 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 武山英麿
245159-06 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 三宅義明

水5
245127-02 1HE03・04 ※基礎栄養学 大口健司
245115-02 2HE01・02 ※病理学総論 前田惠子

木1

245128-01 1HE01・02 ※栄養学実習（注7） 小久保友貴
245128-02 1HE03・04 ※栄養学実習（注8） 小久保友貴
245149-02 2HE03・04 ※給食経営管理実習（注9） 担当者未定　他
245157-08 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 加藤友紀

木2

245118-01 1HE03・04 ※食品学Ⅱ（注10） 三宅義明
245118-02 1HE01・02 ※食品学Ⅱ（注11） 三宅義明
245128-01 1HE01・02 ※栄養学実習（注7） 小久保友貴
245128-02 1HE03・04 ※栄養学実習（注8） 小久保友貴
245149-02 2HE03・04 ※給食経営管理実習（注9） 担当者未定　他
245104-01 3HE01・02 ※公衆衛生学Ⅱ 武山英麿
245141-01 3HE03・04 ※医療・福祉・介護と栄養ケア 担当者未定
245159-07 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 榎裕美
245159-08 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 加藤友紀
245159-09 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 持丸由香

木3

245118-01 1HE03・04 ※食品学Ⅱ（注10） 三宅義明
245118-02 1HE01・02 ※食品学Ⅱ（注11） 三宅義明
245128-01 1HE01・02 ※栄養学実習（注7） 小久保友貴
245128-02 1HE03・04 ※栄養学実習（注8） 小久保友貴
245148-01 2HE01・02 ※給食経営管理論Ⅱ 持丸由香
245149-02 2HE03・04 ※給食経営管理実習（注9） 担当者未定　他
245104-02 3HE03・04 ※公衆衛生学Ⅱ 武山英麿
245141-02 3HE01・02 ※医療・福祉・介護と栄養ケア 担当者未定
245159-10 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 岩崎祐子
245159-11 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 菅野友美
245159-12 4 ※健康栄養学研究Ⅳ 東山幸恵

木4
245157-09 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 岩崎祐子
245157-10 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 榎裕美
245162-01 4 ※管理栄養士特論Ⅱ 武山英麿　他

木5 245169-01 1 スポーツ実技Ⅱ 島典広

金1

245113-01 1HE01・02 ※生化学実験Ⅰ（注12） 小野廣紀
245113-02 1HE03・04 ※生化学実験Ⅰ（注13） 小野廣紀
245122-01 2HE01・02 ※食品衛生学実験（注13） 平野義晃
245122-02 2HE03・04 ※食品衛生学実験（注12） 平野義晃
245135-01 2HE01・02 ※栄養教育論実習Ⅰ（注12） 辻とみ子
245135-02 2HE03・04 ※栄養教育論実習Ⅰ（注13） 辻とみ子
245143-01 3HE01・02 ※在宅栄養管理実習（注12） 前田惠子　他
245143-02 3HE03・04 ※在宅栄養管理実習（注13） 前田惠子　他

金2

245113-01 1HE01・02 ※生化学実験Ⅰ（注12） 小野廣紀
245113-02 1HE03・04 ※生化学実験Ⅰ（注13） 小野廣紀
245122-01 2HE01・02 ※食品衛生学実験（注13） 平野義晃
245122-02 2HE03・04 ※食品衛生学実験（注12） 平野義晃
245135-01 2HE01・02 ※栄養教育論実習Ⅰ（注12） 辻とみ子
245135-02 2HE03・04 ※栄養教育論実習Ⅰ（注13） 辻とみ子
245143-01 3HE01・02 ※在宅栄養管理実習（注12） 前田惠子　他
245143-02 3HE03・04 ※在宅栄養管理実習（注13） 前田惠子　他

金3

245113-01 1HE01・02 ※生化学実験Ⅰ（注12） 小野廣紀
245113-02 1HE03・04 ※生化学実験Ⅰ（注13） 小野廣紀
245122-01 2HE01・02 ※食品衛生学実験（注13） 平野義晃
245122-02 2HE03・04 ※食品衛生学実験（注12） 平野義晃
245135-01 2HE01・02 ※栄養教育論実習Ⅰ（注12） 辻とみ子
245135-02 2HE03・04 ※栄養教育論実習Ⅰ（注13） 辻とみ子
245143-01 3HE01・02 ※在宅栄養管理実習（注12） 前田惠子　他
245143-02 3HE03・04 ※在宅栄養管理実習（注13） 前田惠子　他

金4

245129-02 2HE01・02 ※応用栄養学 小久保友貴
245148-02 2HE03・04 ※給食経営管理論Ⅱ 持丸由香
245157-11 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 東山幸恵
245157-12 3 ※健康栄養学研究Ⅱ 三宅義明

健康医療科学部健康栄養学科　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/26，10/10，10/24，11/14，11/28，12/12，12/26，1/23に履修する。
（注2）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/3，10/17，11/7，11/21，12/5，12/19，1/16，1/23に履修する。
（注3）授業内で指示のあるとおり月曜3限および指定日での施設見学をおこなう。
（注4）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/28，10/12，10/26，11/9，11/30，12/14，12/28，1/18に履修する。
（注5）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/5，10/19，11/2，11/16，12/7，12/21，1/11，1/18に履修する。
（注6）水曜1～3限の3時限連続で履修する。
（注7）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/6，10/20，11/10，11/24，12/8，12/22，1/12，1/19に履修する。
（注8）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/29，10/13，10/27，11/17，12/1，12/15，1/5，1/19に履修する。
（注9）木曜1～3限の3時限連続で履修する。
（注10）木曜2～3限の2時限連続で履修する。隔週開講のため，10/6，10/20，11/10，11/24，12/8，12/22，1/12，1/19に履修する。
（注11）木曜2～3限の2時限連続で履修する。隔週開講のため，9/29，10/13，10/27，11/17，12/1，12/15，1/5，1/19に履修する。
（注12）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/30，10/14，11/4，11/18，12/2，12/16，1/6，1/20に履修する。
（注13）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/7，10/21，11/11，11/25，12/9，12/23，1/13，1/20に履修する。
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 通年科目 
登録不要 4 ※栄養総合演習Ⅱ 武山英麿　他 8/22（月），8/23（火），8/24（水），9/1（木），1/12（木）2～4限

卒業論文

245160-01 4 ※卒業論文 岩崎祐子
245160-02 4 ※卒業論文 植村和正
245160-03 4 ※卒業論文 榎裕美
245160-04 4 ※卒業論文 加藤友紀
245160-05 4 ※卒業論文 菅野友美
245160-06 4 ※卒業論文 小久保友貴
245160-07 4 ※卒業論文 武山英麿
245160-08 4 ※卒業論文 東山幸恵
245160-09 4 ※卒業論文 前田惠子
245160-10 4 ※卒業論文 三宅義明
245160-11 4 ※卒業論文 持丸由香
245160-12 4 ※卒業論文 百合草誠

学外実習

通年科目 
登録不要 3 ※臨地実習Ⅰ（給食経営管理論） 持丸由香　他

通年科目 
登録不要 4 ※臨地実習Ⅰ（給食経営管理論） 持丸由香　他

通年科目 
登録不要 3 ※臨地実習Ⅱ（臨床栄養学） 東山幸恵　他

通年科目 
登録不要 4 ※臨地実習Ⅱ（臨床栄養学） 東山幸恵　他

通年科目 
登録不要 3 ※臨地実習Ⅲ（臨床栄養学） 東山幸恵　他

通年科目 
登録不要 4 ※臨地実習Ⅲ（臨床栄養学） 東山幸恵　他

通年科目 
登録不要 3 ※臨地実習Ⅳ（臨床栄養学） 東山幸恵　他

通年科目 
登録不要 4 ※臨地実習Ⅳ（臨床栄養学） 東山幸恵　他

健康医療科学部健康栄養学科　専門教育科目（後期　長久手）

（注1）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/26，10/10，10/24，11/14，11/28，12/12，12/26，1/23に履修する。
（注2）月曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/3，10/17，11/7，11/21，12/5，12/19，1/16，1/23に履修する。
（注3）授業内で指示のあるとおり月曜3限および指定日での施設見学をおこなう。
（注4）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/28，10/12，10/26，11/9，11/30，12/14，12/28，1/18に履修する。
（注5）水曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/5，10/19，11/2，11/16，12/7，12/21，1/11，1/18に履修する。
（注6）水曜1～3限の3時限連続で履修する。
（注7）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/6，10/20，11/10，11/24，12/8，12/22，1/12，1/19に履修する。
（注8）木曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/29，10/13，10/27，11/17，12/1，12/15，1/5，1/19に履修する。
（注9）木曜1～3限の3時限連続で履修する。
（注10）木曜2～3限の2時限連続で履修する。隔週開講のため，10/6，10/20，11/10，11/24，12/8，12/22，1/12，1/19に履修する。
（注11）木曜2～3限の2時限連続で履修する。隔週開講のため，9/29，10/13，10/27，11/17，12/1，12/15，1/5，1/19に履修する。
（注12）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，9/30，10/14，11/4，11/18，12/2，12/16，1/6，1/20に履修する。
（注13）金曜1～3限の3時限連続で履修する。隔週開講のため，10/7，10/21，11/11，11/25，12/9，12/23，1/13，1/20に履修する。
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月1

△252127-01 1 ※相談援助演習Ⅰ（2020年度以前） 西本彩香
△252222-01 1 ※ソーシャルワーク演習（2021年度以降） 西本彩香
252133-01 3 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅱ（2020年度以前）瀧誠
252107-01 4 福祉貢献特論Ⅱ 谷口純世　他

月2

△252127-02 1 ※相談援助演習Ⅰ（2020年度以前） 髙城大
△252127-03 1 ※相談援助演習Ⅰ（2020年度以前） 田中勝
△252127-04 1 ※相談援助演習Ⅰ（2020年度以前） 中村弘佳
△252127-05 1 ※相談援助演習Ⅰ（2020年度以前） 西本彩香
△252127-06 1 ※相談援助演習Ⅰ（2020年度以前） 吉川公章
△252222-02 1 ※ソーシャルワーク演習（2021年度以降） 髙城大
△252222-03 1 ※ソーシャルワーク演習（2021年度以降） 田中勝
△252222-04 1 ※ソーシャルワーク演習（2021年度以降） 中村弘佳
△252222-05 1 ※ソーシャルワーク演習（2021年度以降） 西本彩香
△252222-06 1 ※ソーシャルワーク演習（2021年度以降） 吉川公章
252148-01 2 保育学演習 大宮摂子

△253009-01 3 相談援助の理論と方法Ⅳ（2020年度以前）末田邦子
253060-01 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 青木文美
253060-02 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 岡田泰枝
253062-01 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 谷口純世
253062-10 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 黒川文子

月3

△252116-01 1 地域福祉の理論と方法Ⅱ（2020年度以前）中村弘佳
△252214-01 1 地域福祉と包括的支援体制Ⅱ（2021年度以降）中村弘佳
252131-01 3 相談援助演習Ⅴ（2020年度以前） 末田邦子
252131-02 3 相談援助演習Ⅴ（2020年度以前） 黒川文子
252131-03 3 相談援助演習Ⅴ（2020年度以前） 田中勝
252131-04 3 相談援助演習Ⅴ（2020年度以前） 西本彩香
253062-02 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 岡田泰枝
253062-03 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 青木文美
253062-04 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 古川洋子

月4

252228-01 1 ソーシャルワーク実習入門（2021年度以降）中村弘佳
△252118-01 2 社会保障Ⅱ（2020年度以前） 髙城大
△252216-01 2 社会保障Ⅱ（2021年度以降） 髙城大
252136-01 3 相談援助実習指導Ⅲ 末田邦子
252136-02 3 相談援助実習指導Ⅲ 黒川文子
252136-03 3 相談援助実習指導Ⅲ 田中勝
252136-04 3 相談援助実習指導Ⅲ 西本彩香
252136-05 3 相談援助実習指導Ⅲ 吉川公章
253060-03 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 小野美和
253062-05 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 井上知香

火2
252147-01 1 保育学概論 大宮摂子
252143-01 2 コミュニティ・アクティブ・ラーニング演習Ⅱ 中村弘佳

☆253055-01 3 福祉環境論 池田園子

火3

△252005-01 1 相談援助の基盤と専門職Ⅱ（2020年度以前）末田邦子
△253102-01 1 ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）（2021年度以降） 末田邦子
△252129-01 2 相談援助演習Ⅲ（2020年度以前） 谷口純世
△252129-02 2 相談援助演習Ⅲ（2020年度以前） 黒川文子
△252129-03 2 相談援助演習Ⅲ（2020年度以前） 髙城大
△252129-04 2 相談援助演習Ⅲ（2020年度以前） 西本彩香
△252129-05 2 相談援助演習Ⅲ（2020年度以前） 吉川公章
△252224-01 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ（2021年度以降）谷口純世
△252224-02 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ（2021年度以降）黒川文子
△252224-03 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ（2021年度以降）髙城大
△252224-04 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ（2021年度以降）西本彩香
△252224-05 2 ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ（2021年度以降）吉川公章
☆253045-01 3 コミュニティ心理学 西和久
253062-06 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 瀧誠

火4 △252120-01 2 障害児福祉 加藤淳

火5
△252105-01 2 精神保健の課題と支援Ⅱ（2020年度以前）安藤久美子
△252205-01 2 現代の精神保健の課題と支援Ⅱ（2021年度以降）安藤久美子

水1

△252114-01 1 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度Ⅱ（2020年度以前） 谷口純世
△252212-01 1 児童・家庭福祉Ⅱ（2021年度以降） 谷口純世
252132-01 2 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ（2020年度以前） 瀧誠
253071-01 2 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ（2021年度以降） 瀧誠
253060-04 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 末田邦子

水2

△252209-01 1 高齢者福祉Ⅱ（2021年度以降） 黒川文子
☆253049-01 2 マイノリティと現代社会 西和久
253038-01 3 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ（2020年度以前）瀧誠
252131-06 3 相談援助演習Ⅴ（2020年度以前） 谷口純世
253062-07 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 末田邦子
253062-08 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 髙城大
253062-09 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 中村弘佳

水3

△251102-01 1 心理学理論と心理的支援（2020年度以前）西和久
△251109-01 1 心理学と心理的支援（2021年度以降） 西和久
253060-05 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 谷口純世
253060-06 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 井上知香
253060-07 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 黒川文子
253060-08 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 髙城大
253060-09 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 瀧誠
253060-10 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 田中勝
253060-11 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 中村弘佳
253060-12 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 古川洋子

水4

252228-02 1 ソーシャルワーク実習入門（2021年度以降）中村弘佳
252228-03 1 ソーシャルワーク実習入門（2021年度以降）髙城大
252228-04 1 ソーシャルワーク実習入門（2021年度以降）吉川公章

△253007-01 2 ※相談援助の理論と方法Ⅱ（2020年度以前）西本彩香
△253104-01 2 ※ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ（2021年度以降） 西本彩香

252136-06 3 相談援助実習指導Ⅲ 谷口純世
253062-11 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 西和久

水5
252228-05 1 ソーシャルワーク実習入門（2021年度以降）髙城大
252228-06 1 ソーシャルワーク実習入門（2021年度以降）吉川公章
253060-13 3 ※福祉貢献基礎Ⅱ 西和久

木1
△253015-01 2 福祉サービスの組織と経営（2020年度以前）久野寿枝　他
△253070-01 2 福祉サービスの組織と経営（2021年度以降）久野寿枝　他

木2
△252109-01 1 ※精神保健福祉相談援助の基盤（専門）（2020年度以前） 瀧誠
△252206-01 1 ※精神保健福祉の原理Ⅰ（2021年度以降）瀧誠

252002-02 2 ※キャリアデザイン（福祉貢献）（注1） 末田邦子　他

木3
☆251002-01 1 人間と倫理 舩尾日出志
252002-02 2 ※キャリアデザイン（福祉貢献）（注1） 末田邦子　他
253062-12 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 小野美和

木4 252002-02 2 ※キャリアデザイン（福祉貢献）（注1） 末田邦子　他

金1
254106-01 2 社会的養護内容（2018年度以前） 柴田瞳

△255065-01 2 社会的養護Ⅱ（2019年度以降）（注2） 柴田瞳
金3 252124-01 3 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ（2020年度以前） 仲野文伸

金4
252122-01 2 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ（2020年度以前）（注3） 福井千穂
252219-01 2 ソーシャルワークの理論と方法（精神保健専門）Ⅱ（2021年度以降）（注3） 福井千穂
252126-01 3 精神障害者の生活支援システム 仲野文伸　他

金5
252122-01 2 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ（2020年度以前）（注3） 福井千穂
252219-01 2 ソーシャルワークの理論と方法（精神保健専門）Ⅱ（2021年度以降）（注3） 福井千穂

福祉貢献学部福祉貢献学科　社会福祉専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

●次ページに続く

（注1）10/13，10/20，10/27，11/10，11/17の2～4限で履修する
（注2）2020年度以降入学者のみ副専攻プログラム「社会福祉」対象科目（2019年度以前入学者は非対象）
（注3）9/30，10/7，10/21，11/4，11/25，12/9，12/23の4～5限および1/6の4限で履修する
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【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

△252111-01 1 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅱ（2020年度以前）黒川文子 別途専攻より指示する
△252113-01 1 障害者に対する支援と障害者自立支援制度Ⅱ（2020年度以前）谷川陽美　他 2/20（月）～2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限
△252211-01 1 障害者福祉Ⅱ（2021年度以降） 谷川陽美　他 2/20（月）～2/22（水）1～4限，2/24（金）1～3限
252103-01 2 精神疾患とその治療Ⅰ（2020年度以前） 山本真江里 11/5（土）・11/19（土）・12/3（土）1～4限，12/17（土）1～3限
252203-01 2 精神医学と精神医療Ⅰ（2021年度以降） 山本真江里 11/5（土）・11/19（土）・12/3（土）1～4限，12/17（土）1～3限

△252108-01 2 介護技術 火口弥生 2/15（水）～2/17（金）1～5限
△252108-02 2 介護技術 火口弥生 2/20（月）～2/22（水）1～5限
252229-01 2 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（2021年度以降）末田邦子 別途専攻より指示する
252229-02 2 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（2021年度以降）黒川文子 別途専攻より指示する
252229-03 2 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（2021年度以降）田中勝 別途専攻より指示する
252229-04 2 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（2021年度以降）谷口純世 別途専攻より指示する
252229-05 2 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（2021年度以降）西本彩香 別途専攻より指示する
252229-06 2 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（2021年度以降）西本彩香 別途専攻より指示する
252229-07 2 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（2021年度以降）吉川公章 別途専攻より指示する

△253011-01 2 福祉行財政と福祉計画（2020年度以前） 中村弘佳 2/15（水）～2/17（金）・2/20（月）・2/22（水）1～3限
通年科目 
登録不要 2 相談援助実習指導Ⅰ（2020年度以前） 西本彩香 別途専攻より指示する

△252102-01 3 現代社会と福祉Ⅱ（2020年度以前） 田中勝　他 11/5（土）・11/19日（土）・12/3（土）・12/10（土）・1/7（土）・2/15（水） 
時限については別途専攻より指示する

254111-01 3 子ども福祉の動向Ⅱ 織田俊樹 別途専攻より指示する
卒業論文 253063-01 4 卒業論文 瀧誠　他

学外実習

252233-01 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（B）（2021年度以降）中村弘佳
252233-02 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（B）（2021年度以降）髙城大
252233-03 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（B）（2021年度以降）吉川公章
252233-04 2 ソーシャルワーク実習Ⅰ（B）（2021年度以降）吉川公章
252138-01 3 相談援助実習Ⅱ（2020年度以前） 末田邦子
252138-02 3 相談援助実習Ⅱ（2020年度以前） 黒川文子
252138-03 3 相談援助実習Ⅱ（2020年度以前） 田中勝
252138-04 3 相談援助実習Ⅱ（2020年度以前） 谷口純世
252138-05 3 相談援助実習Ⅱ（2020年度以前） 西本彩香
252138-06 3 相談援助実習Ⅱ（2020年度以前） 吉川公章
252146-01 2 コミュニティ・アクティブ・ラーニング実習Ⅱ 中村弘佳
253040-01 3 精神保健福祉援助実習Ⅰ（2020年度以前）瀧誠

福祉貢献学部福祉貢献学科　社会福祉専攻　専門教育科目（後期　長久手）

（注1）10/13，10/20，10/27，11/10，11/17の2～4限で履修する
（注2）2020年度以降入学者のみ副専攻プログラム「社会福祉」対象科目（2019年度以前入学者は非対象）
（注3）9/30，10/7，10/21，11/4，11/25，12/9，12/23の4～5限および1/6の4限で履修する
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月1
△254113-01 2FC01・04 保育内容　表現Ⅱ 安藤園子　他
△255024-01 3 子どもと生活 岡田泰枝

月2

△254113-02 2FC02・03 保育内容　表現Ⅱ 安藤園子　他
253060-01 3 福祉貢献基礎Ⅱ 青木文美
253060-02 3 福祉貢献基礎Ⅱ 岡田泰枝
253062-01 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 谷口純世
253062-10 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 黒川文子

△255037-01 4 教育相談 小野美和

月3

△255015-01 1FC01・02 音楽基礎技能Ⅱ 松下伸也　他
△255006-01 2 保育内容　環境Ⅱ 大宮摂子
255056-01 3 保育実習指導Ⅱ 小野美和　他
253062-02 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 岡田泰枝
253062-03 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 青木文美
253062-04 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 古川洋子

月4

△255015-02 1FC03・04 音楽基礎技能Ⅱ 松下伸也　他
△254103-01 2 家庭支援論（2018年度以前） 古川洋子
△255062-01 2 子ども家庭支援論（2019年度以降） 古川洋子
253060-03 3 福祉貢献基礎Ⅱ 小野美和
253062-05 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 井上知香

月5
△254102-01 3 社会福祉援助技術演習（2018年度以前） 担当者未定
△255021-02 3FC01・02 子どもと造形 山本和久

火1
△254019-01 2FC02・03 小児保健演習（2018年度以前） 黒谷万美子
△255069-01 2FC02・03 子どもの健康と安全（2019年度以降） 黒谷万美子

火2
△254019-02 2FC01・04 小児保健演習（2018年度以前） 黒谷万美子
△255069-02 2FC01・04 子どもの健康と安全（2019年度以降） 黒谷万美子

火3
△255008-01 2 保育内容　言葉Ⅱ 青木文美
△254010-01 3 保育者論 大宮摂子
253062-06 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 瀧誠

火4
△255001-01 2 ※保育内容　健康Ⅰ（2018年度以前） 本山ひふみ
△255070-01 2 ※子どもと健康（2019年度以降） 本山ひふみ
△252120-01 3 障害児福祉（2018年度以前） 加藤淳

火5
△252105-01 2 精神保健の課題と支援Ⅱ（2020年度以前）（注1）安藤久美子
△252205-01 2 現代の精神保健の課題と支援Ⅱ（2021年度以降）安藤久美子
△255066-01 3 ※障害児福祉（2019年度以降） 加藤淳

水1

△252114-01 1 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度Ⅱ（2020年度以前） 谷口純世
△252212-01 1 児童・家庭福祉Ⅱ（2021年度以降） 谷口純世
△254004-01 1 保育原理Ⅱ 岡田泰枝　他
△255004-01 2 保育内容　人間関係Ⅱ（2018年度以前） 井上知香
△255073-01 2 保育内容　人間関係（2019年度以降） 井上知香
253060-04 3 福祉貢献基礎Ⅱ 末田邦子

△254117-01 3 音楽基礎技能Ⅲ 松下伸也

水2

△254115-01 2FC03・04 乳児保育演習 水野佑規子
△255002-01 2FC01・02 保育内容　健康Ⅱ（2018年度以前） 藤巻裕昌
△255071-01 2FC01・02 保育内容　健康（2019年度以降） 藤巻裕昌

253062-07 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 末田邦子
253062-08 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 髙城大
253062-09 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 中村弘佳

水3

△254128-01 1 教育心理学 小野美和
△254115-02 2FC01・02 乳児保育演習 水野佑規子
△255002-02 2FC03・04 保育内容　健康Ⅱ（2018年度以前） 藤巻裕昌
△255071-02 2FC03・04 保育内容　健康（2019年度以降） 藤巻裕昌

253060-05 3 福祉貢献基礎Ⅱ 谷口純世
253060-06 3 福祉貢献基礎Ⅱ 井上知香
253060-07 3 福祉貢献基礎Ⅱ 黒川文子
253060-08 3 福祉貢献基礎Ⅱ 髙城大
253060-09 3 福祉貢献基礎Ⅱ 瀧誠
253060-10 3 福祉貢献基礎Ⅱ 田中勝
253060-11 3 福祉貢献基礎Ⅱ 中村弘佳
253060-12 3 福祉貢献基礎Ⅱ 古川洋子

水4
△254119-02 1FC02・04 造形基礎技能Ⅰ（注2） 山本和久　他
△255067-01 3 子ども家庭支援の心理学（2019年度以降）小野美和
253062-11 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 西和久

水5
△254120-02 1FC02・04 造形基礎技能Ⅱ（注2） 山本和久　他

253060-13 3 福祉貢献基礎Ⅱ 西和久

木1
254123-01 1 ※実習入門 青木文美　他

△253015-01 3 福祉サービスの組織と経営 久野寿枝　他

木2
△254126-01 1 保育内容総論Ⅱ 井上知香
△251103-01 3 心理学理論と心理的支援（2020年度以前）岩田昌子

木3
☆251002-01 1 人間と倫理 舩尾日出志
△255022-01 3FC03・04 子どもと言葉 青木文美

253062-12 4 ※福祉貢献研究Ⅱ 小野美和

木4
△255022-02 3FC01・02 子どもと言葉 青木文美
△255054-01 4 教職実践演習（幼） 大宮摂子
△255054-02 4 教職実践演習（幼） 古川洋子

金1
△254108-01 1FC01・04 ※子どもの食と栄養 森岡亜有
△254106-01 2 社会的養護内容（2018年度以前） 柴田瞳
△255065-01 2 社会的養護Ⅱ（2019年度以降） 柴田瞳

金2 △254108-02 1FC02・03 ※子どもの食と栄養 森岡亜有
金3 △254014-01 1 ※教育原理 岡田泰枝

福祉貢献学部福祉貢献学科　子ども福祉専攻　専門教育科目（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

254111-01 3 子ども福祉の動向Ⅱ 織田俊樹 別途専攻より指示する

△254122-01 1FC01・03 体育基礎技能Ⅱ 巣立隆宏 オンデマンド：第1回目，第2回目，第6回目，第7回目，第11回目，第15回目（配信日は別途専攻より指示する）
対面：11/5（土）・12/3（土）・12/17（土）1～3限

△254122-02 1FC02・04 体育基礎技能Ⅱ 巣立隆宏 オンデマンド：第1回目，第2回目，第6回目，第7回目，第11回目，第15回目（配信日は別途専攻より指示する）
対面：11/19（土）・12/10（土）・1/7（土）1～3限

254124-01 3 コミュニティ・アクティブ・ラーニング 岡田泰枝　他 別途専攻より指示する
卒業論文 253063-01 4 卒業論文 瀧誠　他

学外実習

△255060-01 2 教育実習Ⅰ 青木文美　他
255043-01 3 保育実習Ⅱ（保育所以外） 小野美和　他
255044-01 4 保育実習Ⅲ 岡田泰枝　他
255045-01 4 保育実習Ⅳ 小野美和

（注1）2019年度以降入学者のみ副専攻プログラム「子ども福祉」対象科目（2018年度以前入学者は非対象）
（注2）クラス指定に従い金曜4限「造形基礎技能Ⅰ」と金曜5限「造形基礎技能Ⅱ」を同時履修すること
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※必修科目　☆他学部・他学科開放科目　★研究科開放科目　●クラス分け科目　△副専攻プログラム対象開放科目
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月2 ★325118-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅲb 清水裕二

月3
★321106-01 M1・2 日本文化論特殊講義Ⅵ 藤井奈都子
★322116-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅲb 角田達朗

月4
★322018-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅳ b 永井聖剛
★325016-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅱb 田島祐之

月5

★323126-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅲb 三和義秀
323260-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 M Ⅴ b 高原美和

★325116-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅱb 田島祐之
322582-01 D1 創作表現特殊研究 DⅣ（1）b 永井聖剛
322584-01 D2 創作表現特殊研究 DⅣ（2）b 永井聖剛
322586-01 D3 創作表現特殊研究 DⅣ（3）b 永井聖剛

月6

★321012-01 M1・2 国語学特殊講義 b 増井典夫
★321018-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅶｂ 吉田竜也
★323128-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅳ b 村主朋英

323222-01 M2 図書館情報学特殊研究 MⅢb 三和義秀
★322118-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅳ b 永井聖剛

321512-01 D1 国文学特殊研究 DⅡ（1）b 中野謙一
321514-01 D2 国文学特殊研究 DⅡ（2）b 中野謙一
321516-01 D3 国文学特殊研究 DⅡ（3）b 中野謙一

月7
323224-01 M2 図書館情報学特殊研究 MⅣ b 村主朋英

★322016-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅲb 角田達朗

火3
★323156-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅲb 森博子
★323058-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅳ b 佐藤朝美
★322014-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅱb 酒井晶代

火4
★321218-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅶｂ 吉田竜也
★323054-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅱb 國分三輝
★324116-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅰb 宮田雅子

火5

★321102-01 M1・2 日本文化論特殊講義Ⅱ 松原久子
321312-01 M2 国文学特殊研究 MⅠb 中野謙一

★323028-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅳ b 村主朋英
★323056-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅲb 森博子
★323154-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅱb 國分三輝
★324016-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅰb 宮田雅子
324224-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 M Ⅴ b 政倉祐子

★325018-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅲb 清水裕二
★325020-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅳ b 河辺泰宏
★325122-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅴ b 淺田秀男
★325114-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅰb 垂井洋蔵

325216-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 MⅡb 田島祐之
327542-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 D Ⅴ（1）b 高原美和
327544-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 D Ⅴ（2）b 高原美和

火6

★321216-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅵb 竹内瑞穂
★323026-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅲb 三和義秀
★323158-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅳ b 佐藤朝美
323252-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 MⅠb 親松和浩
323254-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 MⅡb 國分三輝
322214-01 M2 創作表現特殊研究 MⅡb 酒井晶代
322218-01 M2 創作表現特殊研究 MⅣ b 永井聖剛
322220-01 M2 創作表現特殊研究 M Ⅴ b 小倉史
324216-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅠb 宮田雅子

★325014-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅰb 垂井洋蔵
★325022-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅴ b 淺田秀男
★325120-01 M1・2 建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅳ b 河辺泰宏
326512-01 D1 図書館情報学特殊研究 DⅡ（1）b 菅野育子
326514-01 D2 図書館情報学特殊研究 DⅡ（2）b 菅野育子
326516-01 D3 図書館情報学特殊研究 DⅡ（3）b 菅野育子
326532-01 D1 図書館情報学特殊研究 DⅣ（1）b 村主朋英
326534-01 D2 図書館情報学特殊研究 DⅣ（2）b 村主朋英
326536-01 D3 図書館情報学特殊研究 DⅣ（3）b 村主朋英
326542-01 D1 図書館情報学特殊研究 D Ⅴ（1）b 伊藤真理
326544-01 D2 図書館情報学特殊研究 D Ⅴ（2）b 伊藤真理
326546-01 D3 図書館情報学特殊研究 D Ⅴ（3）b 伊藤真理
327522-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 DⅢ（1）b 森博子
327524-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 DⅢ（2）b 森博子
327526-01 D3 情報デザイン・システム特殊研究 DⅢ（3）b 森博子
325572-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 D Ⅴ（1）b 田島祐之
325574-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 D Ⅴ（2）b 田島祐之

火7

323256-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究 MⅢb 森博子
★322020-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅴ b 小倉史
★322114-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅱb 酒井晶代
322216-01 M2 創作表現特殊研究 MⅢb 角田達朗
325220-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 MⅣ b 河辺泰宏

水1
★321214-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅰb 中野謙一
★324124-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅴ b 政倉祐子

水2 ★321004-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅲb 林和利

水3
★321016-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅵb 竹内瑞穂
★323152-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅰb 親松和浩
323258-01 M2 情報デザイン・システム特殊研究ＭⅣ b 佐藤朝美

水4 ★321002-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅱb 久保朝孝
水5 ★321202-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅱb 久保朝孝

文化創造研究科（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名
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水6

321310-01 M2 国語学特殊研究 Mb 増井典夫
323226-01 M2 図書館情報学特殊研究 M Ⅴ b 伊藤真理

★324024-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅴ b 政倉祐子
325218-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 MⅢb 清水裕二
327502-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 DⅠ（1）b 親松和浩
327504-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 DⅠ（2）b 親松和浩
327506-01 D3 情報デザイン・システム特殊研究 DⅠ（3）b 親松和浩
327532-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 DIV（1）ｂ 佐藤朝美
327534-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 DIV（2）ｂ 佐藤朝美
324542-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅡ（1）b 宮田雅子
324544-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 DⅡ（2）b 宮田雅子
324546-01 D3 メディアプロデュース特殊研究 DⅡ（3）b 宮田雅子

水7

324532-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅠ（1）b 五島幸一
324534-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 DⅠ（2）b 五島幸一
324536-01 D3 メディアプロデュース特殊研究 DⅠ（3）b 五島幸一
324552-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅢ（1）ｂ 村上泰介
324554-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 DⅢ（2）ｂ 村上泰介
324572-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 D Ⅴ（1）b 政倉祐子
324574-01 D2 メディアプロデュース特殊研究 D Ⅴ（2）b 政倉祐子
324576-01 D3 メディアプロデュース特殊研究 D Ⅴ（3）b 政倉祐子

木2 ★321105-01 M1・2 日本文化論特殊講義Ⅴ 小倉斉

木4

★323024-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅱb 菅野育子
★323130-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅴ b 伊藤真理
★322120-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅴ b 小倉史
★324022-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅳ b 阿部卓也
★324120-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅲb 村上泰介

木5

★321014-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅰb 中野謙一
★323030-01 M1・2 図書館情報学特殊講義Ⅴ b 伊藤真理
★323124-01 M1・2 図書館情報学特殊演習Ⅱb 菅野育子
★323052-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅰb 親松和浩
★323060-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊講義Ⅴ b 高原美和

322212-01 M2 創作表現特殊研究 MⅠb 清水良典
★324020-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅲb 村上泰介
★324122-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅳ b 阿部卓也
325222-01 M2 建築・インテリアデザイン特殊研究 M Ⅴ b 淺田秀男
326522-01 D1 図書館情報学特殊研究 DⅢ（1）b 三和義秀
326524-01 D2 図書館情報学特殊研究 DⅢ（2）b 三和義秀
326526-01 D3 図書館情報学特殊研究 DⅢ（3）b 三和義秀
322592-01 D1 創作表現特殊研究 D Ⅴ（1）b 小倉史

木6

323220-01 M2 図書館情報学特殊研究 MⅡb 菅野育子
★322012-01 M1・2 創作表現特殊講義Ⅰb 清水良典

324220-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅢb 村上泰介
324222-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅣ b 阿部卓也
327512-01 D1 情報デザイン・システム特殊研究 DⅡ（1）b 國分三輝
327514-01 D2 情報デザイン・システム特殊研究 DⅡ（2）b 國分三輝
327516-01 D3 情報デザイン・システム特殊研究 DⅡ（3）b 國分三輝

木7

322562-01 D1 創作表現特殊研究 DⅡ（1）b 酒井晶代
322564-01 D2 創作表現特殊研究 DⅡ（2）b 酒井晶代
322566-01 D3 創作表現特殊研究 DⅡ（3）b 酒井晶代
322572-01 D1 創作表現特殊研究 DⅢ（1）b 角田達朗
322574-01 D2 創作表現特殊研究 DⅢ（2）b 角田達朗
322576-01 D3 創作表現特殊研究 DⅢ（3）b 角田達朗
324562-01 D1 メディアプロデュース特殊研究 DⅣ（1）b 阿部卓也

金1
★323160-01 M1・2 情報デザイン・システム特殊演習Ⅴ b 高原美和
★324018-01 M1・2 メディアプロデュース特殊講義Ⅱb 五島幸一

金2
★321006-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅳ b 早川由美
★322112-01 M1・2 創作表現特殊演習Ⅰb 清水良典

金3 ★321212-01 M1・2 国語学特殊演習 b 増井典夫
金4 ★321008-01 M1・2 国文学特殊講義Ⅴ b 水川敬章

金5

★321204-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅲb 三宅晶子
★321205-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅳ a 寺島徹
★321208-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅴ b 水川敬章
★324118-01 M1・2 メディアプロデュース特殊演習Ⅱb 五島幸一
325542-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅡ（1）b 河辺泰宏
325544-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅡ（2）b 河辺泰宏
325546-01 D3 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅡ（3）b 河辺泰宏
325552-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅢ（1）b 清水裕二
325554-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅢ（2）b 清水裕二
325556-01 D3 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅢ（3）b 清水裕二

金6

★321206-01 M1・2 国文学特殊演習Ⅳ b 寺島徹
321314-01 M2 国文学特殊研究 M Ⅵb 竹内瑞穂
324218-01 M2 メディアプロデュース特殊研究 MⅡb 五島幸一
321532-01 D1 国語学特殊研究 D（1）b 増井典夫
321534-01 D2 国語学特殊研究 D（2）b 増井典夫
321536-01 D3 国語学特殊研究 D（3）b 増井典夫
322552-01 D1 創作表現特殊研究 DⅠ（1）b 清水良典
322554-01 D2 創作表現特殊研究 DⅠ（2）b 清水良典
322556-01 D3 創作表現特殊研究 DⅠ（3）b 清水良典

金7

321542-01 D1 国文学特殊研究 DⅣ（1）b 竹内瑞穂
321544-01 D2 国文学特殊研究 DⅣ（2）b 竹内瑞穂
321546-01 D3 国文学特殊研究 DⅣ（3）b 竹内瑞穂
325562-01 D1 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅣ（1）b 淺田秀男
325564-01 D2 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅣ（2）b 淺田秀男
325566-01 D3 建築・インテリアデザイン特殊研究 DⅣ（3）b 淺田秀男

文化創造研究科（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

学外実習 通年科目 
登録不要 M1・2 建築・インテリアデザイン意匠設計特殊実習（注1）清水裕二

（注1）休学・留学等の事由により後期からの履修を希望する場合は教務事務室まで申し出ること
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月6 ★312002-01 1・2 教育学特講 b 佐藤実芳
月7 ★315004-01 1・2 幼児教育特講 b 白石淑江
火4 ★315002-01 1・2 発達心理学特講 b 二宮昭
火6 ★313002-01 1・2 国語教育特講 b 中嶋真弓
水1 ★314002-01 1・2 特別支援教育特講 b 河野文光
木1 ★314008-01 1・2 学校カウンセリング 河野文光
木2 ★312004-01 1・2 教育心理学特講 b 野井未加
木3 ★315006-01 1・2 運動発達学特講 b 山本周史
木6 311002-01 1 ※教育研究法特講 b 佐藤実芳　他
金2 ★313004-01 1・2 算数科教育特講 b 松丸剛

金4
★313006-01 1・2 科学教育特講 b 佐藤成哉
★312008-01 1・2 生涯学習特講 b 渡辺かよ子

金5 ★313010-01 1・2 スポーツ教育特講 b 松田秀子
金6 ★313008-01 1・2 社会科教育特講 b 楠元町子

金7

通年科目 
登録不要 2 ※教育研究演習 佐藤実芳

通年科目 
登録不要 2 ※教育研究演習 中嶋真弓

通年科目 
登録不要 2 ※教育研究演習 松田秀子

通年科目 
登録不要 2 ※教育研究演習 山本周史

通年科目 
登録不要 2 ※教育研究演習 渡辺かよ子

教育学研究科（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業 ★314011-01 1・2 生涯学習指導者論 阿部耕也 日程未定
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月2 332303-01 M1・2
家族心理学特論

（家族関係・集団・地域社会における心理 
支援に関する理論と実践 A）（注1）

西出隆紀

月3
★333202-01 M1 ※言語聴覚学研究2（注2） 牧勝弘
333204-01 M2 ※言語聴覚学研究4 牧勝弘

月4

★333102-01 M1 ※心理学研究2（注2） 松尾貴司
332215-01 M1・2 視能検査学演習 田邊宗子
332237-01 M1・2 健康運動科学特論 平野雅巳
333104-01 M2 ※心理学研究4 松尾貴司
333302-01 M2 ※臨床心理学研究2 大崎園生

月5

★333206-01 M1 ※視覚科学研究2（注2） 高橋啓介
★333206-02 M1 ※視覚科学研究2（注2） 田邊宗子

332238-01 M1・2 循環・代謝障害理学療法学特論 林久恵
333208-01 M2 ※視覚科学研究4 高橋啓介
333208-02 M2 ※視覚科学研究4 田邊宗子
336414-01 D1 視覚科学特殊研究（視能検査学）2 田邊宗子
336428-01 D2 視覚科学特殊研究（視能検査学）4 田邊宗子
336442-01 D3 視覚科学特殊研究（視能検査学）6 田邊宗子

月6

★333202-02 M1 ※言語聴覚学研究2（注2） 井脇貴子
★333206-03 M1 ※視覚科学研究2（注2） 柏井聡
★333206-04 M1 ※視覚科学研究2（注2） 川嶋英嗣
★333206-05 M1 ※視覚科学研究2（注2） 高橋伸子
★333214-01 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 林久恵
★333214-02 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 和田郁雄

332227-01 M1・2 生理機能検査学特論 前野信久
★332231-01 M1・2 聴覚生理学特論 牧勝弘

333204-02 M2 ※言語聴覚学研究4 井脇貴子
333208-03 M2 ※視覚科学研究4 柏井聡
333208-04 M2 ※視覚科学研究4 川嶋英嗣
333208-05 M2 ※視覚科学研究4 高橋伸子
333216-01 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 林久恵
333216-02 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 和田郁雄
336409-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚病理学）2 柏井聡
336413-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚心理学 b）2 高橋伸子

336522-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（加齢医学）2（2019年度以降） 安藤富士子

336423-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚病理学）4 柏井聡
336427-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚心理学 b）4 高橋伸子

336528-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（加齢医学）4（2019年度以降） 安藤富士子

336437-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚病理学）6 柏井聡
336441-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚心理学 b）6 高橋伸子

336534-01 D3 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（加齢医学）6（2019年度以降） 安藤富士子

月7

★332209-01 M1・2 摂食嚥下障害学演習 志村栄二　他
336410-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚障害学 a）2 川嶋英嗣
336424-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚障害学 a）4 川嶋英嗣
336438-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚障害学 a）6 川嶋英嗣

火2 332224-01 M1・2 精神保健演習 諏訪真美

火3
★332118-01 M1・2 比較発達行動学特論 久保南海子
332308-01 M1・2 投映法特論（注1） 髙橋昇

火4

★333102-02 M1 ※心理学研究2（注2） 斎藤和志
★333102-03 M1 ※心理学研究2（注2） 坂田陽子
★333102-04 M1 ※心理学研究2（注2） 丹藤克也
★333102-05 M1 ※心理学研究2（注2） 吉崎一人

332306-01 M1・2 臨床心理面接特論2 
（力動論と行動論）（注1） 大崎園生

333104-02 M2 ※心理学研究4 斎藤和志
333104-03 M2 ※心理学研究4 坂田陽子
333104-04 M2 ※心理学研究4 丹藤克也
333104-05 M2 ※心理学研究4 吉崎一人
333302-02 M2 ※臨床心理学研究2 清瀧裕子
333302-03 M2 ※臨床心理学研究2 髙橋昇

火5
★333102-06 M1 ※心理学研究2（注2） 久保南海子
333104-06 M2 ※心理学研究4 久保南海子

火6

332330-01 M1 心理実践実習2a 清瀧裕子　他
★333214-03 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 安藤富士子
★333214-04 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 加藤憲
★333214-05 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 前野信久
★333214-06 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 矢野裕介
★332208-01 M1・2 聴覚障害学演習 井脇貴子
332212-01 M1・2 視覚病理学特論 柏井聡
332214-01 M1・2 視覚心理学演習 高橋啓介　他
333216-03 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 安藤富士子
333216-04 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 加藤憲
333216-05 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 前野信久
333216-06 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 矢野裕介
336202-01 D1 ※社会福祉学特殊研究Ⅰb 瀧誠

336538-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（下肢運動障害）2（2019年度以降） 和田郁雄

336568-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究
（循環・代謝障害理学療法学）2（2019年度以降）林久恵

336204-01 D2 ※社会福祉学特殊研究Ⅱb 瀧誠

336540-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（下肢運動障害）4（2019年度以降） 和田郁雄

336570-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究
（循環・代謝障害理学療法学）4（2019年度以降）林久恵

336206-01 D3 ※社会福祉学特殊研究Ⅲb 瀧誠

336542-01 D3 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（下肢運動障害）6（2019年度以降） 和田郁雄

火7

★333106-01 M1 ※社会福祉研究2（注2） 末田邦子
★333106-02 M1 ※社会福祉研究2（注2） 瀧誠
★333106-03 M1 ※社会福祉研究2（注2） 谷口純世
332234-01 M1・2 スポーツ整形外科学演習 和田郁雄
333108-01 M2 ※社会福祉研究4 瀧誠
333108-02 M2 ※社会福祉研究4 谷口純世
332332-01 M2 心理実践実習2c 西出隆紀　他
336307-01 D1 言語聴覚学特殊研究（言語聴覚学）2 井脇貴子
336308-01 D1 言語聴覚学特殊研究（言語発達障害学）2 船﨑康広
336332-01 D1 言語聴覚学特殊研究（聴覚神経科学）2 牧勝弘
336310-01 D1 言語聴覚学特殊研究（失語症学）2 吉田敬
336412-01 D1 視覚科学特殊研究（視覚心理学 a）2 高橋啓介

336547-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（医療管理情報学）2（2019年度以降） 加藤憲

336549-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（生理機能検査学）2（2019年度以降） 前野信久

336550-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ史）2（2019年度以降） 矢野裕介

336317-01 D2 言語聴覚学特殊研究（言語聴覚学）4 井脇貴子
336318-01 D2 言語聴覚学特殊研究（言語発達障害学）4 船﨑康広
336334-01 D2 言語聴覚学特殊研究（聴覚神経科学）4 牧勝弘
336320-01 D2 言語聴覚学特殊研究（失語症学）4 吉田敬
336426-01 D2 視覚科学特殊研究（視覚心理学 a）4 高橋啓介

336555-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（医療管理情報学）4（2019年度以降） 加藤憲

336557-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（生理機能検査学）4（2019年度以降） 前野信久

336558-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ史）4（2019年度以降） 矢野裕介

336327-01 D3 言語聴覚学特殊研究（言語聴覚学）6 井脇貴子
336328-01 D3 言語聴覚学特殊研究（言語発達障害学）6 船﨑康広
336336-01 D3 言語聴覚学特殊研究（聴覚神経科学）6 牧勝弘
336330-01 D3 言語聴覚学特殊研究（失語症学）6 吉田敬
336440-01 D3 視覚科学特殊研究（視覚心理学 a）6 高橋啓介

水2 332226-01 M1・2 栄養科学演習 榎裕美
水3 332222-01 M1・2 健康発達看護学特論（注3） 堀容子

水4
332211-01 M1・2 生理光学特論 川瀬芳克
332222-01 M1・2 健康発達看護学特論（注3） 堀容子
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水5

★333202-03 M1 ※言語聴覚学研究2（注2） 天野成昭
★331104-01 M1・2 社会福祉方法特論 担当者未定

333204-03 M2 ※言語聴覚学研究4 天野成昭

336524-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（栄養科学）2（2019年度以降） 榎裕美

336530-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（栄養科学）4（2019年度以降） 榎裕美

336536-01 D3 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（栄養科学）6（2019年度以降） 榎裕美

水6

★333202-04 M1 ※言語聴覚学研究2（注2） 志村栄二
★333214-07 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 榎裕美
★333214-08 M1 ※スポーツ・健康医科学研究2（注2） 瀬谷安弘

332204-01 M1・2 言語聴覚療法特論 船﨑康広　他

332321-01 M1・2 精神医学特論
（保健医療分野に関する理論と支援の展開 A）（注1）古井景

332239-01 M1・2 救急救命システム特論（2022年度以降） 夏目美樹
333204-04 M2 ※言語聴覚学研究4 志村栄二
333216-07 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 榎裕美
333216-08 M2 ※スポーツ・健康医科学研究4 瀬谷安弘
336306-01 D1 言語聴覚学特殊研究（言語心理学）2 天野成昭
336316-01 D2 言語聴覚学特殊研究（言語心理学）4 天野成昭
336326-01 D3 言語聴覚学特殊研究（言語心理学）6 天野成昭

水7

333302-04 M2 ※臨床心理学研究2 髙野恵代
333302-05 M2 ※臨床心理学研究2 古井景

336548-01 D1 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ心理学）2（2019年度以降） 瀬谷安弘

336556-01 D2 スポーツ・健康医科学特殊研究 
（スポーツ心理学）4（2019年度以降） 瀬谷安弘

木1
332121-01 M1・2 ソーシャルワーク史特論 末田邦子
332228-01 M1・2 環境健康科学特論 武山英麿

木2 332320-01 M1・2 障害児発達心理学特論
（福祉分野に関する理論と支援の展開）（注1）後藤秀爾

木3

★332117-01 M1・2 応用認知心理学特論 丹藤克也

332304-01 M1・2
地域支援心理学特論

（家族関係・集団・地域社会における心理
支援に関する理論と実践 B）（注1）

大崎園生

木5

332326-01 M1 心理実践実習1a 清瀧裕子　他
331208-01 M1・2 心理医療科学英語演習2 鈴木哲至
336102-01 D1 ※心理学特殊研究Ⅰb 斎藤和志
336102-02 D1 ※心理学特殊研究Ⅰb 吉崎一人
336102-03 D1 ※心理学特殊研究Ⅰb 坂田陽子
336102-04 D1 ※心理学特殊研究Ⅰb 小川一美
336104-01 D2 ※心理学特殊研究Ⅱb 斎藤和志
336104-02 D2 ※心理学特殊研究Ⅱb 吉崎一人
336104-03 D2 ※心理学特殊研究Ⅱb 坂田陽子
336104-04 D2 ※心理学特殊研究Ⅱb 小川一美
336106-01 D3 ※心理学特殊研究Ⅲb 斎藤和志
336106-02 D3 ※心理学特殊研究Ⅲb 吉崎一人
336106-03 D3 ※心理学特殊研究Ⅲb 坂田陽子
336106-04 D3 ※心理学特殊研究Ⅲb 小川一美

木6

★333202-05 M1 ※言語聴覚学研究2（注2） 吉田敬
★333206-06 M1 ※視覚科学研究2（注2） 稲垣尚恵
★333206-07 M1 ※視覚科学研究2（注2） 望月浩志
332315-01 M1 臨床心理基礎実習2b（注1） 大崎園生　他
333204-05 M2 ※言語聴覚学研究4 吉田敬
333208-06 M2 ※視覚科学研究4 稲垣尚恵
333208-07 M2 ※視覚科学研究4 望月浩志
332319-01 M2 臨床心理実習2b 清瀧裕子　他
336445-01 D1 視覚科学特殊研究（視能矯正学 a）2 稲垣尚恵
336446-01 D1 視覚科学特殊研究（視能矯正学 b）2 望月浩志
336449-01 D2 視覚科学特殊研究（視能矯正学 a）4 稲垣尚恵
336450-01 D2 視覚科学特殊研究（視能矯正学 b）4 望月浩志
336453-01 D3 視覚科学特殊研究（視能矯正学 a）6 稲垣尚恵
336454-01 D3 視覚科学特殊研究（視能矯正学 b）6 望月浩志

木7 332328-01 M2 臨床心理実習1b（心理実践実習1c） 大崎園生　他

金1
★333102-07 M1 ※心理学研究2（注2） 小川一美
333104-07 M2 ※心理学研究4 小川一美

金2 332307-01 M1・2 学校臨床心理学特論
（教育分野に関する理論と支援の展開 A）（注1）清瀧裕子

金3

★333202-06 M1 ※言語聴覚学研究2（注2） 鈴木朋子
332232-01 M1 健康心理学特論 坪田祐基

★332116-01 M1・2 生涯発達心理学特論 氏家達夫
333204-06 M2 ※言語聴覚学研究4 鈴木朋子

金4 332311-01 M1・2 臨床心理査定演習2 
（臨床現場と心理アセスメント）（注1） 髙野恵代

金5

★332205-01 M1・2 言語発達障害学演習 船﨑康広
336602-01 D1 ※臨床心理学特殊研究Ⅰb（2019年度以降）髙橋昇
336602-03 D1 ※臨床心理学特殊研究Ⅰb 西出隆紀
336602-04 D1 ※臨床心理学特殊研究Ⅰb（2019年度以降）清瀧裕子
336604-01 D2 ※臨床心理学特殊研究Ⅱb（2019年度以降）髙橋昇
336604-03 D2 ※臨床心理学特殊研究Ⅱb 西出隆紀
336606-01 D3 ※臨床心理学特殊研究Ⅲb（2019年度以降）髙橋昇
336606-03 D3 ※臨床心理学特殊研究Ⅲb 西出隆紀

金6

★333202-07 M1 ※言語聴覚学研究2（注2） 船﨑康広
★331206-01 M1・2 心理医療科学統計演習2 伊藤君男
333302-06 M2 ※臨床心理学研究2 西出隆紀
333204-07 M2 ※言語聴覚学研究4 船﨑康広

心理医療科学研究科（後期　長久手）
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名

【集中授業・卒業論文・学外実習など】
曜日時限 時間割コード 開講年組 科目名 教員名 日程・時限

集中授業

★331105-01 M1・2 発達心理学特論 森和彦 2/16（木）～2/18（土）1・2・4・5限，2/19（日）1・2・4限
332119-01 M1・2 社会福祉法特論 大曽根寛 別途掲示参照

★332202-01 M1・2 言語聴覚病理学特論1 本多留美 別途掲示参照
332210-01 M1・2 視覚心理学特論 河本けい 2/8（水）2～5限，2/9（木），2/10（金）1・2・4・5限，2/11（土）1～3限
332217-01 M1・2 視覚障害学演習1 川嶋英嗣　他 別途掲示参照

（注1）臨床心理学専修の学生のみ履修可
（注2）所属専修に応じた研究科目を履修すること
（注3）10/5の3限，10/19，11/2，11/16，11/30，12/7，12/21，1/18の3・4限で履修する
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