
 5月11日以降に緊急事態宣言が解除された場合に対面授業を開始する科目一覧　　2020年04月29日 現在

1 / 3 ページ

5月11日以降に緊急事態宣言が解除された場合に対面授業を開始する科目一覧 2020年04月29日 現在

5月11日に緊急事態宣言が継続されることにより閉講になる科目一覧
※ 集中授業については、授業実施日の状況によって開講の場合がある。

キャンパス 開講主体 時間割コード 科目名 時間割 教員名

長久手 学芸員課程科目 025126-01 博物館情報・メディア論 前期火曜4 井上　喜久男

長久手 学芸員課程科目 025126-02 博物館情報・メディア論 前期火曜5 井上　喜久男

長久手 司書課程科目 026025-01 図書・図書館史 前期集中 藤野　寛之

長久手 司書課程科目 026029-02 情報サービス演習Ⅰ 前期木曜4 廣田　慈子

長久手 司書課程科目 026031-01 情報資源組織演習Ⅰ 前期集中 廣田　慈子

長久手 司書課程科目 026031-02 情報資源組織演習Ⅰ 前期集中 廣田　慈子

長久手 教育学科専門教育科目 124039-01 初等家庭 前期水曜2 加藤　厚子

長久手 教育学科専門教育科目 124049-01 社会科教育法Ⅱ 前期木曜2 楠元　町子

長久手 教育学科専門教育科目 124057-02 音楽科教育法Ⅱ 前期木曜1 長谷川　滋夫

長久手 教育学科専門教育科目 124061-01 家庭科教育法Ⅱ 前期火曜2 加藤　厚子

長久手 人間情報学科専門教育科目 211008-01 キャリアデザイン(人間情報) 前期集中 高原　美和　（他）

長久手 人間情報学科専門教育科目 211018-01 調査法演習 前期水曜1 安田　恭子

長久手 人間情報学科専門教育科目 211018-02 調査法演習 前期水曜2 安田　恭子

長久手 人間情報学科専門教育科目 211018-03 調査法演習 前期水曜3 國分　三輝

長久手 人間情報学科専門教育科目 211027-01 プログラミング演習1(C) 前期火曜1 大嶽　麻里子

長久手 人間情報学科専門教育科目 211027-02 プログラミング演習1(C) 前期水曜3 神田　久恵

長久手 人間情報学科専門教育科目 211028-01 プログラミング演習2(VB) 前期水曜3 佐藤　朝美

長久手 人間情報学科専門教育科目 211029-01 プログラミング演習3(Java) 前期水曜2 神田　久恵

長久手 人間情報学科専門教育科目 211029-02 プログラミング演習3(Java) 前期水曜4 神田　久恵

長久手 人間情報学科専門教育科目 212213-01 サウンド制作演習 前期集中 大久保　雅基

長久手 人間情報学科専門教育科目 212214-01 ロボット製作演習 前期水曜3 森　博子

長久手 人間情報学科専門教育科目 212215-01 マルチメディアデザイン演習 前期月曜2 村主　朋英

長久手 人間情報学科専門教育科目 212215-02 マルチメディアデザイン演習 前期木曜1 石丸　みどり

長久手 人間情報学科専門教育科目 212215-03 マルチメディアデザイン演習 前期木曜5 村主　朋英

長久手 人間情報学科専門教育科目 212318-02 学術情報検索演習 前期水曜1 伊藤　真理

長久手 人間情報学科専門教育科目 212318-03 学術情報検索演習 前期木曜3 池田　光雪

長久手 人間情報学科専門教育科目 214012-01 制御プログラミング演習 前期月曜2 森　博子

長久手 人間情報学科専門教育科目 215004-01 プログラミング演習4(Python) 前期木曜4 神田　久恵

長久手 人間情報学科専門教育科目 215004-02 プログラミング演習4(Python) 前期集中 瀬谷　安弘

長久手 心理学科専門教育科目 221041-01 心理的アセスメントⅡ 前期前半金曜1　他 大久保　諒　（他）

長久手 心理学科専門教育科目 221041-02 心理的アセスメントⅡ 前期後半金曜1　他 大久保　諒　（他）

長久手 心理学科専門教育科目 222402-01 学習心理学 前期月曜3 芳賀　康朗

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274107-01 CAD基礎 前期水曜2 垂井　洋蔵

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274107-02 CAD基礎 前期木曜3 垂井　洋蔵

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274118-01 建築環境学実験 前期木曜3 淺田　秀男

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274118-02 建築環境学実験 前期金曜3 淺田　秀男

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274120-01 建築設備 前期水曜1 神谷　清仁

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274121-01 住まいの文化史 前期水曜2 鈴木　千里
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キャンパス 開講主体 時間割コード 科目名 時間割 教員名

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274124-01 建築の歴史B(日本・東洋) 前期月曜1 溝口　正人

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274143-01 建築と経済 前期木曜4 伊藤　武夫

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274145-01 CAD応用Ⅱ 前期金曜1 天野　良則

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274145-02 CAD応用Ⅱ 前期金曜2 天野　良則

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274146-01 デザインワークショップ 前期集中 清水　裕二　（他）

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274148-01 空間設計Ⅰ 前期火曜5 吉元　学　（他）

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274150-01 空間設計Ⅲ 前期月曜5 垂井　洋蔵　（他）

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274161-01 ベーシックデザインA 前期月曜4 間宮　晨一千　（他）

長久手 建築・インテリアデザイン専攻専門教育科目 274162-01 ベーシックデザインB 前期集中 中村　重哉

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-09 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 川嶋　英嗣

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-10 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 稲垣　尚恵

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-11 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 高橋　啓介

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-12 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 高橋　伸子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-13 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 田邊　宗子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-14 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 野上　豪志

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-15 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 望月　浩志

長久手 医療貢献学科専門教育科目 241515-01 保育学 前期金曜5 鈴木　順子

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242310-01 聴覚学特論 前期水曜3 井脇　貴子　（他）

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242316-01 言語聴覚学と社会福祉 前期金曜3 有竹　久惠

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242338-01 心理アセスメント演習 前期火曜2 原田　亜希

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243403-01 心理実験法演習1 前期月曜3　他 川嶋　英嗣　（他）

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243408-01 視覚生理学演習 前期集中 高橋　啓介　（他）

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243432-01 視能障害学2 前期月曜2 川嶋　英嗣

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243438-01 視能訓練学演習 前期集中 稲垣　尚恵　（他）

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243439-01 視能矯正学実習1 前期水曜1　他 田邊　宗子　（他）

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-01 視能矯正学実習2 前期月曜2 野上　豪志

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-02 視能矯正学実習2 前期火曜1 野上　豪志

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-03 視能矯正学実習2 前期火曜2 野上　豪志

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-04 視能矯正学実習2 前期水曜3 野上　豪志

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-05 視能矯正学実習2 前期水曜4 野上　豪志

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-06 視能矯正学実習2 前期金曜1 野上　豪志

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-07 視能矯正学実習2 前期金曜2 野上　豪志

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243440-08 視能矯正学実習2 前期金曜3 野上　豪志

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244131-01 調査法演習 前期木曜2 金田　宗久

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244131-02 調査法演習 前期木曜3 金田　宗久

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244131-03 調査法演習 前期木曜4 金田　宗久

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244266-01 職場のメンタルヘルス 前期金曜4 三宅　美樹

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244275-01 保健体育実践演習Ⅱ 前期前半金曜1　他 仲山　宏

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244275-02 保健体育実践演習Ⅱ 前期前半金曜3　他 仲山　宏

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245109-01 解剖生理学実験Ⅰ 前期前半月曜1　他 百合草　誠
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キャンパス 開講主体 時間割コード 科目名 時間割 教員名

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245109-02 解剖生理学実験Ⅰ 前期後半月曜1　他 百合草　誠

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245114-01 生化学実験Ⅱ 前期後半月曜1　他 小野　廣紀

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245114-02 生化学実験Ⅱ 前期前半月曜1　他 小野　廣紀

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245120-01 食品学実験Ⅱ 前期前半木曜1　他 望月　美佳

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245120-02 食品学実験Ⅱ 前期後半木曜1　他 望月　美佳

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245124-01 調理学実験 前期後半木曜1　他 菅野　友美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245124-02 調理学実験 前期前半木曜1　他 菅野　友美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245172-01 健康医科学演習 前期集中 井上　保介

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254102-01 社会福祉援助技術演習 前期火曜4 林　貴子

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254119-01 造形基礎技能Ⅰ 前期金曜4 山本　和久　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254120-01 造形基礎技能Ⅱ 前期金曜5 山本　和久　（他）

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324015-01 メディアプロデュース特殊講義Ⅰa 前期火曜6 宮田　雅子

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324115-01 メディアプロデュース特殊演習Ⅰa 前期水曜1 宮田　雅子

長久手 前期心理医療科学専攻専門基礎科目 331109-01 教育心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開B) 前期金曜4 髙野　恵代

長久手 前期心理医療科学専攻臨床心理学専修科目 332302-01 臨床心理学特論2(児童期の心理臨床) 前期金曜2 清瀧　裕子

長久手 前期心理医療科学専攻臨床心理学専修科目 332310-01 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) 前期木曜3 西出　隆紀

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266002-01 英語科教育法1 前期木曜5 織部　秀明

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266006-01 英語教育実践 前期集中 北原　延晃

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151037-01 ファイナンシャルプランニングⅠ 前期火曜2 西部　正巳

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151042-01 ビジネスプレゼンテーション 前期月曜2 梅田　敏文

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151256-01 ソーシャルマーケティング 前期火曜4 渋谷　典子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151266-01 共生とコミュニケーション 前期月曜3 渋谷　典子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151341-01 会社法を学ぶ 前期木曜1 野田　幸宏
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