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緊急事態宣言解除による今後の授業形態（「遠隔授業科目一覧」掲載分を除く
キャンパス 開講主体 科目名 教員名 授業形態

対面授業を開
始する日にち

長久手 全学共通教養教育科目 日本国憲法 西尾　林太郎 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 コンピュータ活用科目 コンピュータリテラシーⅠ 外部講師(パナソニック) 対面授業を開始 8/19(水)

長久手 コンピュータ活用科目 コンピュータリテラシーⅡ 外部講師(パナソニック) 対面授業を開始 8/31(月)

長久手 教職課程科目 教育原理 佐藤　実芳 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 教職課程科目 教育原理 小口　功 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 教職課程科目 教育原理 小口　功 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 教職課程科目 教育原理 三和　義武 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教育原理 三和　義武 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 鈴木　章夫 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 不破　民由 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 不破　民由 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 不破　民由 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 市来　ちさ 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 市来　ちさ 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 不破　民由 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 特別活動指導法 不破　民由 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教職入門 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 教職入門 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 教職入門 鈴木　章夫 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 教職課程科目 教職入門 小池　秀男 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 教職課程科目 教職入門 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教職課程科目 教職入門 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/13(土)

長久手 教職課程科目 教育心理学Ⅰ 濱島　秀樹 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教育心理学Ⅰ 小池　理穂 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 教職課程科目 教育心理学Ⅰ 小池　理穂 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 教職課程科目 教育心理学Ⅰ 濱島　秀樹 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教育心理学Ⅱ 濱島　秀樹 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 障害児の教育 板倉　寿明 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 公民・社会科教育法Ⅰ 楠元　町子 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教職課程科目 学級経営 江坂　栄子 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 教職課程科目 教育方法 板倉　寿明 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教育方法 板倉　寿明 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教育方法 板倉　寿明 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教育方法 板倉　寿明 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教育方法 楠元　町子 対面授業を開始 8/18(火)
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長久手 教職課程科目 生徒・進路指導 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 生徒・進路指導 内藤　春彦 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 生徒・進路指導 内藤　春彦 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 生徒・進路指導 内藤　春彦 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 生徒・進路指導 梅藤　仁志 対面授業に戻す 5/30(土)

長久手 教職課程科目 国語科教育法Ⅱ 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 国語科教育法Ⅱ 坂東　進 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 教職課程科目 国語科教育法Ⅱ 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 英語科教育法Ⅰ 織部　秀明 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 教職課程科目 英語科教育法Ⅰ 織部　秀明 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 教職課程科目 英語科教育法Ⅲ 神谷　政和 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 英語科教育法Ⅲ 神谷　政和 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 情報科教育法Ⅰ 吉田　聡 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 保健体育科教育法Ⅰ 鈴木　一成 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 保健体育科教育法Ⅰ 鈴木　一成 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 保健体育科教育法Ⅲ 川口　啓 対面授業に戻す 7/27(月)

長久手 教職課程科目 保健体育科教育法Ⅲ 川口　啓 対面授業に戻す 7/27(月)

長久手 教職課程科目 教職教養Ⅰ 小池　秀男　（他） 対面授業に戻す 7/3(金)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 都築　春彦 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 市来　ちさ 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 都築　春彦 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 梅藤　仁志 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 都築　春彦 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 生徒指導 都築　春彦 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 教育実習(栄養教諭） 澤田　喜之　（他）
事前事後指導は
遠隔授業を継続

-

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 都築　春彦 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 梅藤　仁志 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 市来　ちさ 対面授業に戻す 5/28(木)
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長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 都築　春彦 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 梅藤　仁志 遠隔授業を継続 -

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 澤田　喜之 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 都築　春彦 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教職課程科目 情報モラル教育 岡部　晋典 遠隔授業を継続 -

長久手 学校図書館司書教諭科目 学校経営と学校図書館 木幡　智子 対面授業を開始 8/20(木)

長久手 学校図書館司書教諭科目 学習指導と学校図書館 木幡　智子 対面授業を開始 8/18(火)

長久手 学校図書館司書教諭科目 情報メディアの活用 天野　由貴 対面授業に戻す 7/4(土)

長久手 学芸員課程科目 生涯学習概論 杉本　正博 対面授業に戻す 6/9(火)

長久手 学芸員課程科目 生涯学習概論 杉本　正博 対面授業に戻す 6/9(火)

長久手 学芸員課程科目 博物館概論 日比野　光敏 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 学芸員課程科目 博物館概論 日比野　光敏 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 学芸員課程科目 博物館概論 日比野　光敏 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 学芸員課程科目 博物館実習 小川　幹生 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 学芸員課程科目 博物館実習 日比野　光敏 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 学芸員課程科目 博物館実習 日比野　光敏 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 学芸員課程科目 博物館実習 日比野　光敏 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 学芸員課程科目 博物館実習 日比野　光敏 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 学芸員課程科目 博物館実習 水谷　栄太郎 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 学芸員課程科目 博物館実習 水谷　栄太郎 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 学芸員課程科目 博物館展示論 松村　淳子 遠隔授業を継続 -

長久手 学芸員課程科目 博物館展示論 松村　淳子 遠隔授業を継続 -

長久手 学芸員課程科目 博物館情報・メディア論 井上　喜久男 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 学芸員課程科目 博物館情報・メディア論 井上　喜久男 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 司書課程科目 図書館概論 浦部　幹資 遠隔授業を継続 -

長久手 司書課程科目 情報サービス概論 廣田　慈子 対面授業に戻す 6/12(金)

長久手 司書課程科目 図書・図書館史 藤野　寛之 対面授業を開始 8/31(月)

長久手 司書課程科目 情報サービス演習Ⅰ 廣田　慈子 対面授業を開始 6/4(木)

長久手 司書課程科目 情報資源組織演習Ⅰ 廣田　慈子 対面授業を開始 8/19(水)

長久手 司書課程科目 情報資源組織演習Ⅰ 廣田　慈子 対面授業を開始 9/7(月)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学史(2)b 二瓶　浩明 遠隔授業を継続 -

長久手 国文学科専門教育科目 国文学講義(2)中古a 久保　朝孝 遠隔授業を継続 -

長久手 国文学科専門教育科目 国文学概論a 林　和利 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学概論a 久保　朝孝 遠隔授業を継続 -

長久手 国文学科専門教育科目 国文学特殊講義　郷土文学b 都築　春彦 遠隔授業を継続 -

長久手 国文学科専門教育科目 国語概説(音声言語及び文章表現を含む)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/29(金)
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長久手 国文学科専門教育科目 国語概説(音声言語及び文章表現を含む)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学演習Ⅰ(2)中古a 久保　朝孝 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学演習Ⅰ(4)近世a 早川　由美 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 国文学科専門教育科目 国語学演習Ⅰ(1)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 国文学科専門教育科目 中国文学演習Ⅰa 中塚　亮 遠隔授業を継続 -

長久手 国文学科専門教育科目 国文学演習Ⅱ(2)中古a 久保　朝孝 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学演習Ⅱ(4)近世a 早川　由美 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 国文学科専門教育科目 国語学演習Ⅱ(1)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 国文学科専門教育科目 中国文学演習Ⅱa 中塚　亮 遠隔授業を継続 -

長久手 国文学科専門教育科目 実践国語教育演習Aa 小池　秀男 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 国文学科専門教育科目 実践国語教育演習Ba 小池　秀男 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 国文学科専門教育科目 実践国語表現a 安田　正典 対面授業に戻す 6/18(木)

長久手 国文学科専門教育科目 実践漢文読解 小池　秀男 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学演習Ⅰ(6)近・現代Ⅱa 竹内　瑞穂 対面授業に戻す 7/1(水)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学特殊講義　和歌文学a 日比野　浩信 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学特殊講義　現代短歌a 加藤　孝男 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 国文学科専門教育科目 国文学文献講読演習(2)a 久保　朝孝 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 国文学科専門教育科目 国語学文献講読演習(1)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 国文学科専門教育科目 中国文学文献講読演習a 中塚　亮 遠隔授業を継続 -

長久手 国文学科専門教育科目 国文学特殊講義　文献学a 日比野　浩信 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 1 WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 1 WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 1 WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 1 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 1 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 1 DONAHUE　Ray　T. 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 1 WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 2 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 2 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 3 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 3 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 3 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 4 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 4 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 4 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 4 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/28(木)
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長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 5 WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 6 NOTESTINE　Russell 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 6 NOTESTINE　Russell 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 6 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Elementary English 6 DUNKLEY　Daniel 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 1 EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 1 EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 1 EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 6 MARSHALL　Michael 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 6 MARSHALL　Michael 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 6 MARSHALL　Michael 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 6 MARSHALL　Michael 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 6 MARSHALL　Michael 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Advanced English 6 JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 English Pronunciation Practice Ⅰ 丹羽　都美 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 総合英語学科専門教育科目 English Pronunciation Practice Ⅰ 丹羽　都美 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Corpus Linguistics 藤原　康弘 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 総合英語学科専門教育科目 英語文化の歴史Ⅰ 佐々木　裕美 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Film Studies Ⅰ 玉崎　紫 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Film Studies Ⅳ(アメリカ文化探訪) 今井　加寿 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Language & Culture DONAHUE　Ray　T. 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Topics in International Culture and Society 1 清水　ベアトリックス 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Topics in International Culture and Society 3 NOTESTINE　Russell 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 欧米思想 日沖　直子 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 平林　美都子 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 専門演習Ⅰ BILODEAU　Isabelle 対面授業に戻す 5/28(木)
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長久手 総合英語学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 太田　直子 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 総合英語学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 小沢　茂 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 若山　真幸 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 専門演習Ⅰ KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 TOEIC Training Ⅰ KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 TOEIC Training Ⅰ KABARA　Thomas 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 TOEFL Preparation Ⅰ EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Business Communication Ⅰ(General Discussion) LEAF　David　H. 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Business Communication Ⅰ(General Discussion) WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Business Communication Ⅱ(Theme-based) DONAHUE　Ray　T. 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Business Communication Ⅲ(Project-based) LEAF　David　H. 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 総合英語学科専門教育科目 Business Communication Ⅲ(Project-based) WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Business Communication Ⅲ(Project-based) WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 総合英語学科専門教育科目 Language Acquisition 藤原　康弘 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 総合英語学科専門教育科目 小学校外国語活動演習 石浜　博之 対面授業を開始 8/18(火)

長久手 総合英語学科専門教育科目 高校英語教育実践演習Ⅰ(学校文法) 江坂　栄子 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 総合英語学科専門教育科目 中学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 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 英文学科専門教育科目 ドイツ語Ⅰ 中川　亜紀子 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 ドイツ語Ⅰ 中川　亜紀子 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 英文学科専門教育科目 フランス語Ⅰ 清水　ベアトリックス 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 英文学科専門教育科目 Interlingual Communication Ⅰ EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 英文学科専門教育科目 Interlingual Communication Ⅰ EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 英文学科専門教育科目 Interlingual Communication Ⅰ EDMUNDS　Robert　D. 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 小沢　茂 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 平林　美都子 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ BILODEAU　Isabelle 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 小池　晃次 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 太田　直子 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ DYCUS　David　C. 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 樗木　勇作 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 若山　真幸 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 欧米思想 日沖　直子 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 アメリカ文学探訪 今井　加寿 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 英文学科専門教育科目 サブゼミⅠ 佐々木　裕美 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 課題実践演習 BILODEAU　Isabelle 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 英文学科専門教育科目 課題実践演習 小沢　茂 遠隔授業を継続 -
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長久手 英文学科専門教育科目 課題実践演習 平林　美都子 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 課題実践演習 太田　直子 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 英文学科専門教育科目 課題実践演習 若山　真幸 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) DONAHUE　Ray　T. 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) WRINGER　Paul 遠隔授業を継続 -

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅱ(Intensive Speaking) JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 英文学科専門教育科目 English Collaboration Ⅱ(Intensive Speaking) JUNEJA　Indu 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 教育学科専門教育科目 教育原理 佐藤　実芳 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 教育学科専門教育科目 教育原理 佐藤　実芳 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 教育学科専門教育科目 特別支援教育論 佐藤　賢 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 教育学科専門教育科目 特別支援教育論 佐藤　賢 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 浅田　まり子 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 加藤　智 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 楠元　町子 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 佐藤　成哉 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 佐藤　賢 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 佐藤　実芳 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 猶原　秀明 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 中嶋　真弓 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 二宮　昭 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 星野　将直 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 松井　千代 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 松田　秀子 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 三和　義武 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 山本　和久 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 学校教育体験 渡辺　かよ子 対面授業に戻す 9月実施予定

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 浅田　まり子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 加藤　智 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 楠元　町子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 佐藤　成哉 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 佐藤　賢 対面授業に戻す 6/3(水)
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長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 佐藤　実芳 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 猶原　秀明 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 中嶋　真弓 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 二宮　昭 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 星野　将直 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 松井　千代 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 松田　秀子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 三和　義武 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 山本　和久 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 総合演習 渡辺　かよ子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 介護実践演習 佐藤　賢 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 浅田　まり子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 加藤　智 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 楠元　町子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 佐藤　成哉 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 佐藤　賢 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 佐藤　実芳 対面授業に戻す 6/18(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 猶原　秀明 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 中嶋　真弓 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 二宮　昭 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 星野　将直 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 松井　千代 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 松田　秀子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 三和　義武 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 山本　和久 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅰa 渡辺　かよ子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 浅田　まり子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 加藤　智 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 楠元　町子 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 佐藤　成哉 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 佐藤　賢 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 佐藤　実芳 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 猶原　秀明 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 中嶋　真弓 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 二宮　昭 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 星野　将直 対面授業に戻す 6/4(木)
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長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 松井　千代 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 松田　秀子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 三和　義武 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 山本　和久 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 専門演習Ⅱa 渡辺　かよ子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 浅田　まり子 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 加藤　智 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 楠元　町子 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 佐藤　成哉 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 佐藤　賢 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 佐藤　実芳 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 猶原　秀明 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 中嶋　真弓 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 二宮　昭 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 星野　将直 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 松井　千代 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 松田　秀子 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 三和　義武 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 山本　和久 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 卒業研究 渡辺　かよ子 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 総合表現 浅田　まり子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 ポルトガル語Ⅱ 瀧藤　千恵美 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 教育学科専門教育科目 環境教育 加藤　智 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 スポーツ指導法 蛭田　秀一 対面授業に戻す 6/11(木)

長久手 教育学科専門教育科目 児童福祉論 柴田　瞳 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 教育文化史 渡辺　かよ子 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 生涯発達支援論 渡辺　かよ子 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 初等国語 中嶋　真弓 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 教育学科専門教育科目 初等国語 中嶋　真弓 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 教育学科専門教育科目 初等社会 楠元　町子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 初等算数 星野　将直 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教育学科専門教育科目 初等算数 星野　将直 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教育学科専門教育科目 初等生活 加藤　智 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 初等音楽 浅田　まり子 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教育学科専門教育科目 初等音楽 浅田　まり子 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 初等音楽 浅田　まり子 対面授業に戻す 6/5(金)
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長久手 教育学科専門教育科目 体育特殊演習 松田　秀子 対面授業を開始 8/31(月)

長久手 教育学科専門教育科目 教職入門 山本　和久 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教育学科専門教育科目 教職入門 山本　和久 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教育学科専門教育科目 算数科教育法Ⅱ 星野　将直 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 理科教育法Ⅰ 佐藤　成哉 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 理科教育法Ⅰ 佐藤　成哉 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 理科教育法Ⅰ 佐藤　成哉 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 図画工作科教育法Ⅱ 山本　和久 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 教育学科専門教育科目 体育科教育法Ⅰ 松田　秀子 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 体育科教育法Ⅰ 松田　秀子 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 体育科教育法Ⅰ 松田　秀子 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 特別活動指導法 太田　敬一郎 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 教育学科専門教育科目 特別活動指導法 太田　敬一郎 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 教育学科専門教育科目 教育相談 今本　利一 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 教育相談 今本　利一 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 カウンセリング 二宮　昭 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 教育実習(小) 加藤　智 対面授業に戻す
後期より対面予

定

長久手 教育学科専門教育科目 教職実践演習(小) 猶原　秀明　（他） 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 児童保健 高橋　昌久 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 障害者の心理・生理・病理 猶原　秀明 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 知的障害者の心理・生理・病理 猶原　秀明 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 肢体不自由者の心理・生理・病理 二宮　昭 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 病弱者の心理・生理・病理 松井　通記 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 教育学科専門教育科目 言語障害者の心理・生理・病理 板倉　寿明 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教育学科専門教育科目 情緒障害者の心理・生理・病理 平野　銘子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 教育学科専門教育科目 重複障害者の心理・生理・病理 濱田　照男 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 教育学科専門教育科目 軽度発達障害者の心理・生理・病理 二宮　昭 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 教育学科専門教育科目 視覚障害者の指導 棚橋　義則 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 視覚障害者の指導 棚橋　義則 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 聴覚障害者の指導 濱田　照男 対面授業に戻す 7/1(水)

長久手 教育学科専門教育科目 聴覚障害者の指導 濱田　照男 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 教育学科専門教育科目 肢体不自由者の指導 猶原　秀明 遠隔授業を継続 -

長久手 教育学科専門教育科目 教育実習(特) 佐藤　賢 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 教育学科専門教育科目 児童英語教育法Ⅰ 松井　千代 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 児童英語教育法Ⅰ 松井　千代 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 外国人児童生徒教育概論Ⅰ 松井　千代 対面授業に戻す 6/5(金)



緊急事態宣言解除による今後の授業形態（「遠隔授業科目一覧」掲載分を除く）　2020年05月21日 現在

11 / 36 ページ

キャンパス 開講主体 科目名 教員名 授業形態
対面授業を開
始する日にち

長久手 教育学科専門教育科目 児童英語教育法Ⅰ 松井　千代 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 児童英語教育法Ⅰ 松井　千代 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 教育学科専門教育科目 初等家庭 加藤　厚子 閉講予定 -

長久手 教育学科専門教育科目 社会科教育法Ⅱ 楠元　町子 閉講予定 -

長久手 教育学科専門教育科目 音楽科教育法Ⅱ 長谷川　滋夫 閉講予定 -

長久手 教育学科専門教育科目 家庭科教育法Ⅱ 加藤　厚子 閉講予定 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報関係法 郭　薇 対面授業を開始 9/1(火)

長久手 人間情報学科専門教育科目 人間情報入門 三和　義秀　（他） 対面授業に戻す 7/29(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 消費者行動論 関川　靖 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 心理実験演習Ⅰ 天野　成昭　（他） 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報処理論 浦尾　彰 対面授業に戻す 7/23(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報処理論 神田　久恵 対面授業に戻す 7/23(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報処理論 三和　義秀 対面授業に戻す 7/23(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報処理論 佐藤　朝美 対面授業に戻す 7/24(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 ネットワーク論 三和　義秀 対面授業に戻す 7/21(火)

長久手 人間情報学科専門教育科目 ネットワーク論 三和　義秀 対面授業に戻す 7/23(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報セキュリティ論 牧　勝弘 対面授業に戻す 6/10(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 人工知能 牧　勝弘 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 菅野　育子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 瀬谷　安弘 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 伊藤　真理 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 浦尾　彰 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 親松　和浩 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 國分　三輝 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 佐藤　朝美 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 須藤　信 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 三和　義秀 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 森　博子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 岡部　晋典 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 牧　勝弘 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 満倉　英一 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 村主　朋英 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 天野　成昭 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎ゼミ 高原　美和 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 メディア論入門 菅野　育子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 SE入門 佐藤　朝美　（他） 対面授業に戻す 7/21(火)
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長久手 人間情報学科専門教育科目 システム開発演習1(Webアプリ) 佐藤　朝美 対面授業に戻す 7/21(火)

長久手 人間情報学科専門教育科目 システム開発演習2(マクロ) 西荒井　学 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 システム開発演習3(Android) 浦尾　彰 対面授業に戻す 7/23(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 システム開発演習3(Android) 佐藤　朝美 対面授業に戻す 7/24(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 対人行動学演習 高原　美和 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 対人行動学演習 高原　美和 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 色彩学 高原　美和 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 感性工学 國分　三輝 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 人間工学 神田　幸治 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 音響学 牧　勝弘 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 マルチメディアデザイン論 國分　三輝 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 ロボティクス 浦尾　彰 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 プロダクトデザイン論 岡田　心　（他） 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 プロダクトデザイン論 岡田　心　（他） 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 学習メディア論 亀井　美穂子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 データベース論 岡部　晋典 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 CG制作演習Ⅰ 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 CG制作演習Ⅰ 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 CG制作演習Ⅰ 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 CG制作演習Ⅱ 須藤　信 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 CG制作演習Ⅱ 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 CG制作演習Ⅱ 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 映像制作演習 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 映像制作演習 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 システム設計演習 西荒井　学 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報メディア論 菅野　育子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 デジタルアーカイブズ論 菅野　育子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報基礎論 村主　朋英 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 三和　義秀 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 伊藤　真理 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 浦尾　彰 対面授業に戻す 7/6(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 森　博子 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 須藤　信 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 高原　美和 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 天野　成昭 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 瀬谷　安弘 対面授業に戻す 6/3(水)
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長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 牧　勝弘 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 村主　朋英 対面授業に戻す 6/10(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 菅野　育子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 岡部　晋典 対面授業に戻す 6/18(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 國分　三輝 対面授業に戻す 7/2(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 村主　朋英 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 親松　和浩 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 佐藤　朝美 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 浦尾　彰 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 森　博子 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 三和　義秀 対面授業に戻す 8/3(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 伊藤　真理 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 須藤　信 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 高原　美和 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 岡部　晋典 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 天野　成昭 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 瀬谷　安弘 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 菅野　育子 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 牧　勝弘 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 國分　三輝 対面授業に戻す 7/16(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 三和　義秀 対面授業に戻す 7/3(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 親松　和浩 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 村主　朋英 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅢ 佐藤　朝美 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 人間情報学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅣ 村主　朋英 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 心理学概論 満倉　英一 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報サービス論Ⅰ 伊藤　真理 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 データ解析演習 森　博子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 デジタルファブリケーション演習 湯澤　大樹 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 比較心理学 安田　恭子 対面授業に戻す 8/3(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 発達心理学概論 安田　恭子 対面授業に戻す 8/5(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 心理学史 安田　恭子 対面授業に戻す 8/5(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 教育心理学 安田　恭子 対面授業に戻す 8/6(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 社会心理学 瀬谷　安弘 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 情報サービス論Ⅱ 木幡　智子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 リソースアクセス管理論 伊藤　真理 遠隔授業を継続 -
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長久手 人間情報学科専門教育科目 主題分析論 木幡　智子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 学術情報メディア論2(学術雑誌) 岡部　晋典 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎心理学演習 天野　成昭 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎心理学演習 瀬谷　安弘 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎心理学演習 行松　慎二 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎心理学演習 中村　紘子 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 基礎心理学演習 牧　勝弘 遠隔授業を継続 -

長久手 人間情報学科専門教育科目 キャリアデザイン(人間情報) 高原　美和　（他） 対面授業を開始 7/4(土)

長久手 人間情報学科専門教育科目 調査法演習 安田　恭子 対面授業を開始 6/3(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 調査法演習 安田　恭子 対面授業を開始 6/3(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 調査法演習 國分　三輝 対面授業を開始 6/3(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 プログラミング演習1(C) 大嶽　麻里子 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 人間情報学科専門教育科目 プログラミング演習1(C) 神田　久恵 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 プログラミング演習2(VB) 佐藤　朝美 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 プログラミング演習3(Java) 神田　久恵 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 プログラミング演習3(Java) 神田　久恵 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 サウンド制作演習 大久保　雅基 対面授業を開始 8/18(火)

長久手 人間情報学科専門教育科目 ロボット製作演習 森　博子 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 マルチメディアデザイン演習 村主　朋英 対面授業を開始 5/25(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 マルチメディアデザイン演習 石丸　みどり 対面授業を開始 5/28(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 マルチメディアデザイン演習 村主　朋英 対面授業を開始 5/28(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 学術情報検索演習 伊藤　真理 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 人間情報学科専門教育科目 学術情報検索演習 伊藤　真理 対面授業を開始 5/28(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 制御プログラミング演習 森　博子 対面授業を開始 5/25(月)

長久手 人間情報学科専門教育科目 プログラミング演習4(Python) 神田　久恵 対面授業を開始 5/28(木)

長久手 人間情報学科専門教育科目 プログラミング演習4(Python) 瀬谷　安弘 対面授業を開始 7/11(土)

長久手 心理学科専門教育科目 心理学とキャリア 小川　一美　（他） 対面授業を開始 8/19(水)

長久手 心理学科専門教育科目 心理学統計法 丹藤　克也 遠隔授業を継続 -

長久手 心理学科専門教育科目 日常行動の認知心理学 丹藤　克也 遠隔授業を継続 -

長久手 心理学科専門教育科目 対人コミュニケーションの社会心理学 小川　一美 対面授業に戻す 8/7(金)

長久手 心理学科専門教育科目 老年心理学 久保　南海子 遠隔授業を継続 -

長久手 心理学科専門教育科目 心理療法 西出　隆紀 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 心理学科専門教育科目 地域支援と臨床心理学 大崎　園生 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 心理学科専門教育科目 産業・組織心理学 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

長久手 心理学科専門教育科目 知覚・認知心理学 行松　慎二 遠隔授業を継続 -

長久手 心理学科専門教育科目 感情・人格心理学 谷　伊織 対面授業に戻す 7/2(木)
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長久手 心理学科専門教育科目 社会・集団・家族心理学 小川　一美　（他） 対面授業に戻す 8/6(木)

長久手 心理学科専門教育科目 福祉心理学 浜本　真規子 遠隔授業を継続 -

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 久保　南海子 対面授業に戻す 7/6(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 浜本　真規子 対面授業に戻す 6/22(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 大崎　園生 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 清瀧　裕子 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 西出　隆紀 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 吉崎　一人 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 小川　一美 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 斎藤　和志 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 髙野　恵代 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 髙橋　昇 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 松尾　貴司 対面授業に戻す 7/1(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 加藤　公子 対面授業に戻す 6/26(金)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅰ 丹藤　克也 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 大崎　園生 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 清瀧　裕子 対面授業に戻す 7/6(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 久保　南海子 対面授業に戻す 7/6(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 後藤　秀爾 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 西出　隆紀 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 吉崎　一人 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 髙橋　昇 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 松尾　貴司 対面授業に戻す 7/1(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 小川　一美 対面授業に戻す 7/1(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 斎藤　和志 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 髙野　恵代 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 加藤　公子 対面授業に戻す 6/26(金)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅲ 丹藤　克也 対面授業に戻す 6/12(金)

長久手 心理学科専門教育科目 専門演習Ⅳ 大崎　園生 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 大崎　園生 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 小川　一美 対面授業に戻す 7/1(水)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 加藤　公子 対面授業に戻す 6/26(金)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 清瀧　裕子 対面授業に戻す 7/6(月)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 久保　南海子 対面授業に戻す 7/6(月)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 後藤　秀爾 対面授業に戻す 6/1(月)
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長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 斎藤　和志 対面授業に戻す 6/24(水)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 髙野　恵代 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 髙橋　昇 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 丹藤　克也 対面授業に戻す 6/12(金)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 西出　隆紀 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 松尾　貴司 対面授業に戻す 7/1(水)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 吉崎　一人 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 心理学科専門教育科目 卒業論文 大崎　園生 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 心理学科専門教育科目 倫理学概論 小林　智 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 心理学科専門教育科目 宗教学概論 伊藤　秀真 遠隔授業を継続 -

長久手 心理学科専門教育科目 法律学概論 小林　智 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 心理学科専門教育科目 経済学概論 鶴田　利恵 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 心理学科専門教育科目 政治学 李　相睦 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 心理学科専門教育科目 心理的アセスメントⅡ 大久保　諒　（他） 後期に開講

長久手 心理学科専門教育科目 心理的アセスメントⅡ 大久保　諒　（他） 後期に開講

長久手 心理学科専門教育科目 学習心理学 芳賀　康朗 後期に開講

長久手 創作表現専攻専門教育科目 批評理論入門 柳井　貴士 遠隔授業を継続 -

長久手 創作表現専攻専門教育科目 クリエイティブライティングa 清水　良典 遠隔授業を継続 -

長久手 創作表現専攻専門教育科目 クリエイティブライティングc 柳井　貴士 遠隔授業を継続 -

長久手 創作表現専攻専門教育科目 ドローイング基礎 とりい　かずよし
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

不定期のため随
時連絡する

長久手 創作表現専攻専門教育科目 ドローイング基礎 とりい　かずよし
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

不定期のため随
時連絡する

長久手 創作表現専攻専門教育科目 基礎演習Ⅱb 清水　良典 遠隔授業を継続 -

長久手 創作表現専攻専門教育科目 基礎演習Ⅱb 柳井　貴士 遠隔授業を継続 -

長久手 創作表現専攻専門教育科目 基礎演習Ⅱb とりい　かずよし
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

不定期のため随
時連絡する

長久手 創作表現専攻専門教育科目 伝統芸能 安田　文吉 遠隔授業を継続 -

長久手 創作表現専攻専門教育科目 物語論 飯倉　義之 遠隔授業を継続 -

長久手 創作表現専攻専門教育科目 コミックデザイン とりい　かずよし
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

不定期のため随
時連絡する

長久手 創作表現専攻専門教育科目 卒業プロジェクト 清水　良典
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手 創作表現専攻専門教育科目 卒業プロジェクト 永井　聖剛
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手 創作表現専攻専門教育科目 卒業プロジェクト 酒井　晶代
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手 創作表現専攻専門教育科目 身体表現法a 山田　珠実
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

5/25(月)

長久手 創作表現専攻専門教育科目 身体表現法a 山田　珠実
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

5/25(月)

長久手 創作表現専攻専門教育科目 エンターテインメント文芸b 芦辺　拓 対面授業を開始 8/18(火)

長久手 創作表現専攻専門教育科目 演習Ⅱa(1) 清水　良典
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手 創作表現専攻専門教育科目 演習Ⅱa(3) 永井　聖剛
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定
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長久手 創作表現専攻専門教育科目 演習Ⅱa(4) 酒井　晶代
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手 創作表現専攻専門教育科目 演習Ⅲa(1) 清水　良典
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手 創作表現専攻専門教育科目 演習Ⅲa(3) 永井　聖剛
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手 創作表現専攻専門教育科目 演習Ⅲa(4) 酒井　晶代
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

未定

長久手
メディアプロデュース専攻専門教育科
目

演習Ⅰa 富樫　佳織
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

5/26(火)

長久手
メディアプロデュース専攻専門教育科
目

メディアプロデュース演習Ⅲa 富樫　佳織
対面授業に戻す
（登校に不安のある学
生は遠隔で対応）

5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア概論 垂井　洋蔵　（他） 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築構造力学Ⅱ 田島　祐之 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築構造力学Ⅱ 田島　祐之 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築構法 今岡　克也 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築構造設計法A 田島　祐之 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築基礎の構造 花里　利一　（他） 対面授業を開始 7/4(土)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築材料 山本　貴正 遠隔授業を継続 -

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築環境学A(熱・空気) 淺田　秀男 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築の歴史A(西洋) 河辺　泰宏 対面授業に戻す 6/12(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築法規 日比野　好幸 対面授業に戻す 6/16(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

住まいと生活 内藤　惠子 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築計画Ⅰ 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築計画Ⅱ 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築デザインと構造 武藤　厚 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

まちづくり 藤澤　徹 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

都市の景観 清水　裕二 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

都市計画論 瀬口　哲夫 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

ランドスケープデザイン 岡田　憲久　（他） 対面授業を開始 8/18(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

ハウジング論 小川　正光 遠隔授業を継続 -

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

空間設計Ⅴ 久保井　聡　（他） 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 間宮　晨一千 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 淺田　秀男 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 清水　裕二 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 松本　佳津 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 吉元　学 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 河辺　泰宏 対面授業に戻す 6/11(木)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅰa 田島　祐之 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 間宮　晨一千 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 清水　裕二 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 鈴木　結加里 対面授業に戻す 6/16(火)



緊急事態宣言解除による今後の授業形態（「遠隔授業科目一覧」掲載分を除く）　2020年05月21日 現在

18 / 36 ページ

キャンパス 開講主体 科目名 教員名 授業形態
対面授業を開
始する日にち

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 瀬口　哲夫 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 松本　佳津 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 吉元　学 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 田島　祐之 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築・インテリア演習Ⅱa 河辺　泰宏 対面授業に戻す 6/12(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 河辺　泰宏 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 清水　裕二 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 鈴木　結加里 対面授業に戻す 6/16(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 瀬口　哲夫 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 田島　祐之 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 松本　佳津 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 間宮　晨一千 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 吉元　学 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

卒業プロジェクト 清水　裕二 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

基礎数学 鈴木　敏志 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築のための数学 淺田　秀男 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

CAD基礎 垂井　洋蔵 対面授業を開始 5/27(水)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

CAD基礎 垂井　洋蔵 対面授業を開始 5/28(木)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築環境学実験 淺田　秀男 対面授業を開始 5/28(木)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

建築環境学実験 淺田　秀男 対面授業を開始 6/5(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻
専門教育科目

建築設備 神谷　清仁 閉講

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

住まいの文化史 鈴木　千里 対面授業を開始 6/3(水)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻
専門教育科目

建築の歴史B(日本・東洋) 溝口　正人 閉講

長久手
建築・インテリアデザイン専攻
専門教育科目

建築と経済 伊藤　武夫 閉講

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

CAD応用Ⅱ 天野　良則 対面授業を開始 5/29(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

CAD応用Ⅱ 天野　良則 対面授業を開始 5/29(金)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

デザインワークショップ 清水　裕二　（他） 対面授業を開始 5/30(土)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

空間設計Ⅰ 吉元　学　（他） 対面授業を開始 6/2(火)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

空間設計Ⅲ 垂井　洋蔵　（他） 対面授業を開始 5/25(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻専門教
育科目

ベーシックデザインA 間宮　晨一千　（他） 対面授業を開始 6/1(月)

長久手
建築・インテリアデザイン専攻
専門教育科目

ベーシックデザインB 中村　重哉 閉講

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康科学統計演習 田中　友理 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 対人技術演習 川瀬　芳克　（他） 対面授業に戻す 7/7(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 対人技術演習 樋口　貴子 対面授業に戻す 5/26(火)
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長久手 健康医療科学部専門教育科目 対人技術演習 樋口　貴子 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 志村　栄二 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 吉田　敬 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 井脇　貴子 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 キャリアデザイン 稲垣　尚恵　（他） 対面授業を開始 6/5(金)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 川嶋　英嗣 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 稲垣　尚恵 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 高橋　啓介 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 高橋　伸子 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 田邊　宗子 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 野上　豪志 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 健康医療科学部専門教育科目 健康医療科学基礎演習 望月　浩志 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 医療貢献学科専門教育科目 認知・学習心理学 丹藤　克也 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 医療貢献学科専門教育科目 基礎医学入門1(医学総論・病理学) 加藤　憲，稲垣　秀晃 遠隔授業を継続 -

長久手 医療貢献学科専門教育科目 基礎医学入門1(医学総論・病理学) 眞部　孝幸 対面授業を開始 5/30(土)

長久手 医療貢献学科専門教育科目 基礎医学入門2(解剖学・生理学) 稲垣　秀晃 遠隔授業を継続 -

長久手 医療貢献学科専門教育科目 臨床医学入門2(臨床神経学) 竹内　茂雄 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 医療貢献学科専門教育科目 神経系の構造・機能・病態 前田　惠子 遠隔授業を継続 -

長久手 医療貢献学科専門教育科目 遺伝と疾病 大塚　健三 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 医療貢献学科専門教育科目 保育学 鈴木　順子 対面授業を開始 5/29(金)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 形態論・統語論 宮田　Susanne　（他） 対面授業に戻す 未定

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 意味論・語用論 宮田　Susanne　（他） 対面授業に戻す 未定

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 失語症Ⅱ 吉田　敬　（他） 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 臨床演習(基礎)2 志村　栄二　（他） 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 臨床演習(基礎)2 井脇　貴子　（他） 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 臨床演習(応用)1 井脇　貴子　（他） 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 臨床演習(応用)1 志村　栄二　（他） 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 臨床演習(応用)1 長嶋　比奈美　（他） 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 言語聴覚学総合演習Ⅰ 井脇　貴子　（他） 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 言語聴覚学研究Ⅱ 井脇　貴子 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 言語聴覚学研究Ⅱ 吉田　敬 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 聴覚学特論 井脇　貴子　（他） 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 言語聴覚学と社会福祉 有竹　久惠 対面授業を開始 5/29(金)

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 心理アセスメント演習 原田　亜希 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚の基礎 平野　耕治　（他） 対面授業に戻す
平野先生6/1(月）
鬢櫛先生6/11(木)
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長久手 視覚科学専攻専門教育科目 生理光学演習 望月　浩志　（他） 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学概論 稲垣　尚恵　（他） 対面授業に戻す 6/8(月)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学 稲垣　尚恵 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能検査学2 田邊　宗子 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能検査学演習1 稲垣　尚恵　（他） 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能訓練学3 川嶋　英嗣　（他） 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究1 川嶋　英嗣 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究1 高橋　啓介 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究1 田邊　宗子 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究1 望月　浩志 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究1 稲垣　尚恵 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究1 高橋　伸子 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究3 川嶋　英嗣 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究3 稲垣　尚恵 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究3 高橋　啓介 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究3 高橋　伸子 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究3 望月　浩志 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚科学研究3 田邊　宗子 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 心理実験法演習1 川嶋　英嗣　（他） 対面授業を開始 5/25(月)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視覚生理学演習 高橋　啓介　（他） 対面授業を開始 8/18(火)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能障害学2 川嶋　英嗣 対面授業を開始 5/25(月)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能訓練学演習 稲垣　尚恵　（他） 対面授業を開始 6/16(火)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習1 田邊　宗子　（他） 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/25(月)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/26(火)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/27(水)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/29(金)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/29(金)

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 視能矯正学実習2 野上　豪志 対面授業を開始 5/29(金)

長久手
スポーツ・健康医科学科専門教育
科目

認知・学習心理学 丹藤　克也 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
スポーツ・健康医科学科専門教育
科目

調査法演習 金田　宗久 対面授業を開始 5/28(木)

長久手
スポーツ・健康医科学科専門教育
科目

調査法演習 金田　宗久 対面授業を開始 5/28(木)

長久手
スポーツ・健康医科学科専門教育
科目

調査法演習 金田　宗久 対面授業を開始 5/28(木)
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長久手
スポーツ・健康医科学科専門教育
科目

職場のメンタルヘルス 三宅　美樹 対面授業を開始 5/29(金)

長久手
スポーツ・健康医科学科専門教育
科目

保健体育実践演習Ⅱ 仲山　宏 対面授業を開始 5/29(金)

長久手
スポーツ・健康医科学科専門教育
科目

保健体育実践演習Ⅱ 仲山　宏 対面授業を開始 5/29(金)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 公衆栄養学実習 加藤　友紀　（他） 対面授業に戻す 6/22(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 公衆栄養学実習 加藤　友紀　（他） 対面授業に戻す 6/22(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 栄養総合演習Ⅰ 韓　順子　（他） 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 栄養総合演習Ⅱ 武山　英麿　（他） 対面授業を開始 8/18(火)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 韓　順子 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 東山　幸恵 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 前田　惠子 対面授業に戻す 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 菅野　友美 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 加藤　友紀 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 三宅　義明 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 百合草　誠 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 榎　裕美 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康栄養学研究Ⅲ 武山　英麿 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 学校栄養教育論 林　紫 対面授業に戻す 6/16(火)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 解剖生理学実験Ⅰ 百合草　誠 対面授業を開始 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 解剖生理学実験Ⅰ 百合草　誠 対面授業を開始 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 生化学実験Ⅱ 小野　廣紀 対面授業を開始 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 生化学実験Ⅱ 小野　廣紀 対面授業を開始 6/15(月)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 食品学実験Ⅱ 望月　美佳 対面授業を開始 6/18(木)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 食品学実験Ⅱ 望月　美佳 対面授業を開始 6/18(木)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 調理学実験 菅野　友美 対面授業を開始 6/18(木)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 調理学実験 菅野　友美 対面授業を開始 6/18(木)

長久手 健康栄養学科専門教育科目 健康医科学演習 井上　保介 対面授業を開始 8/20(木)

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 子どもと造形 山本　和久 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 社会福祉援助技術演習 林　貴子 後期に開講

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 造形基礎技能Ⅰ 山本　和久　（他） 後期に開講

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 造形基礎技能Ⅱ 山本　和久　（他） 後期に開講

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊講義Ⅱa 久保　朝孝 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊講義Ⅲa 林　和利 対面授業に戻す 6/17(水)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国語学特殊講義a 増井　典夫 対面授業に戻す 6/1(月)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊講義Ⅰa 中野　謙一 対面授業に戻す 検討中

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊講義Ⅵa 竹内　瑞穂 対面授業に戻す 5/27(水)
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長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

日本文化論特殊講義Ⅰ 外山　敦子 対面授業に戻す 6/3(水)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

日本文化論特殊講義Ⅱ 吉田　竜也 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊演習Ⅱa 久保　朝孝 遠隔授業を継続 -

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊演習Ⅲa 三宅　晶子 対面授業に戻す 検討中

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊演習Ⅳa 寺島　徹 閉講予定 -

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国語学特殊演習a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊演習Ⅰa 中野　謙一 対面授業に戻す 検討中

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊演習Ⅵa 竹内　瑞穂 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究MⅡa 久保　朝孝 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国語学特殊研究Ma 増井　典夫 遠隔授業を継続 -

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究MⅠa 中野　謙一 閉講予定 -

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究MⅥa 竹内　瑞穂 閉講予定 -

長久手
前期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究MⅤa 小倉　斉 遠隔授業を継続 -

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊講義Ⅱa 菅野　育子 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊講義Ⅲa 三和　義秀 対面授業に戻す 7/7(火)

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊講義Ⅳa 村主　朋英 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊講義Ⅴa 伊藤　真理 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊演習Ⅱa 菅野　育子 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊演習Ⅲa 三和　義秀 対面授業に戻す 7/6(月)

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊研究MⅡa 菅野　育子 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻図書館情報学
専修科目

図書館情報学特殊研究MⅢa 三和　義秀 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期文化創造専攻情報デザイン・シ
ステム専修科目

情報デザイン・システム特殊講義Ⅰa 親松　和浩 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期文化創造専攻情報デザイン・シ
ステム専修科目

情報デザイン・システム特殊講義Ⅱa 國分　三輝 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻情報デザイン・シ
ステム専修科目

情報デザイン・システム特殊演習Ⅰa 親松　和浩 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
前期文化創造専攻情報デザイン・シ
ステム専修科目

情報デザイン・システム特殊演習Ⅱa 國分　三輝 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻情報デザイン・シ
ステム専修科目

情報デザイン・システム特殊研究MⅠa 親松　和浩 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻情報デザイン・シ
ステム専修科目

情報デザイン・システム特殊研究MⅡa 國分　三輝 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊講義Ⅰa 清水　良典 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊講義Ⅱa 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊講義Ⅳa 永井　聖剛 対面授業に戻す 6月下旬

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊演習Ⅰa 清水　良典 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊演習Ⅱa 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊研究MⅠa 清水　良典 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊研究MⅡa 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊研究MⅣa 永井　聖剛 対面授業に戻す 6月下旬
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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

メディアプロデュース特殊講義Ⅰa 宮田　雅子 閉講予定 -

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

メディアプロデュース特殊演習Ⅰa 宮田　雅子 閉講予定 -

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅰa 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅱa 田島　祐之 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅲa 清水　裕二 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅳa 河辺　泰宏 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊講義Ⅴa 淺田　秀男 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅰa 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅱa 田島　祐之 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅲa 清水　裕二 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅳa 河辺　泰宏 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊演習Ⅴa 淺田　秀男 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊研究MⅠa 垂井　洋蔵 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊研究MⅢa 清水　裕二 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊研究MⅣa 河辺　泰宏 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン特殊研究MⅤa 淺田　秀男 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期文化創造専攻建築・インテリア
デザイン専修科目

建築・インテリアデザイン意匠設計特殊実習 垂井　洋蔵 閉講予定 -

長久手 修士発達教育専攻科目 教育研究法特講a 中嶋　真弓　（他） 対面授業に戻す 6/4(木)

長久手 修士発達教育専攻科目 教育研究演習 白石　淑江 対面授業に戻す 6月以降

長久手 修士発達教育専攻科目 教育心理学特講a 中野　靖彦 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手 修士発達教育専攻科目 スポーツ教育特講a 松田　秀子 対面授業に戻す 6/5(金)

長久手 修士発達教育専攻科目 幼児教育特講a 白石　淑江 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手 修士発達教育専攻科目 運動発達学特講a 山本　周史 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手 修士発達教育専攻科目 創造性教育特講a 岩井　正浩 対面授業を開始 8/31(月)

長久手
前期心理医療科学専攻専門基礎
科目

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 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期心理医療科学専攻専門基礎
科目

臨床心理学研究法特論 後藤　秀爾　（他） 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期心理医療科学専攻専門基礎
科目

心理医療科学統計演習1 行松　慎二 遠隔授業を継続 -

長久手
前期心理医療科学専攻心理学専
修科目

認知神経心理学特論 吉崎　一人 対面授業に戻す 7/15(水)

長久手
前期心理医療科学専攻心理学専
修科目

心理学研究3 丹藤　克也 対面授業に戻す 6/2(火)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学特論1(青年期・成人期の心理臨床) 髙橋　昇 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学特論2(児童期の心理臨床) 清瀧　裕子 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理面接特論1(心理支援に関する理論と実践) 後藤　秀爾 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理基礎実習1 古井　景　（他） 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理基礎実習2a 後藤　秀爾　（他） 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

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) 古井　景 対面授業に戻す 5/27(水)
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長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

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) 伊藤　真理 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

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) 中村　薫 遠隔授業を継続 -

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

心の健康教育特論(心の健康教育に関する理論と実践) 伊藤　真理 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理実習2a(心理実践実習3) 古井　景　（他） 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

心理実践実習2b 髙野　恵代　（他） 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学研究1 清瀧　裕子 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学研究1 髙橋　昇 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学研究1 大崎　園生 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学研究1 髙野　恵代 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学研究1 古井　景 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学研究1 西出　隆紀 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学研究1 後藤　秀爾 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
前期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

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) 西出　隆紀 対面授業を開始 5/28(木)

長久手
前期心理医療科学専攻視覚科学
専修科目

視覚科学研究3 高橋　啓介 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
前期心理医療科学専攻視覚科学
専修科目

視覚科学研究3 川嶋　英嗣 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手 前期ＧＣＣ専攻科目 英語教授法 江坂　栄子 対面授業に戻す 5/27(水)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究DⅠ(1)a 久保　朝孝 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究DⅠ(2)a 久保　朝孝 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究DⅠ(3)a 久保　朝孝 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究DⅡ(1)a 中野　謙一 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究DⅢ(1)a 小倉　斉 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究DⅢ(2)a 小倉　斉 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国文学特殊研究DⅢ(3)a 小倉　斉 対面授業に戻す 5/25(月)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国語学特殊研究D(1)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国語学特殊研究D(2)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻国文学専修科
目

国語学特殊研究D(3)a 増井　典夫 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊研究DⅠ(1)a 清水　良典 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊研究DⅠ(2)a 清水　良典 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊研究DⅡ(1)a 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
後期文化創造専攻創作表現専修
科目

創作表現特殊研究DⅡ(2)a 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅠ(1)a 清水　良典 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅠ(2)a 清水　良典 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅠ(3)a 清水　良典 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅡ(1)a 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅡ(2)a 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/28(木)
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長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅡ(3)a 酒井　晶代 対面授業に戻す 5/28(木)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅣ(1)a 永井　聖剛 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅣ(2)a 永井　聖剛 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
後期文化創造専攻クリエイティブライ
ティング領域科目

クリエイティブライティング特殊研究DⅣ(3)a 永井　聖剛 対面授業に戻す 5/26(火)

長久手
後期心理医療科学専攻臨床心理
学専修科目

臨床心理学特殊研究Ⅲa 古井　景 対面授業に戻す 5/29(金)

長久手
後期心理医療科学専攻視覚科学
専修科目

視覚科学特殊研究(視覚心理学a)3 高橋　啓介 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 教職課程科目 教育原理 小口　功 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 教職課程科目 教育原理 渡辺　かよ子 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 教育原理 渡辺　かよ子 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 教育原理 小口　功 対面授業を開始 8/31(月)

星が丘 教職課程科目 教職入門 都築　春彦 対面授業に戻す 6/3(水)

星が丘 教職課程科目 教職入門 都築　春彦 対面授業に戻す 6/3(水)

星が丘 教職課程科目 教職入門 西脇　明美 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 教職課程科目 教師論 市来　ちさ 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 教育心理学Ⅰ 濱島　秀樹 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 教育心理学Ⅰ 濱島　秀樹 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 公民・社会科教育法Ⅰ 鈴木　章夫 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 教職課程科目 教育方法 楠元　町子 対面授業に戻す 6/2(火)

星が丘 教職課程科目 生徒・進路指導 都築　春彦 対面授業に戻す 6/5(金)

星が丘 教職課程科目 生徒・進路指導 都築　春彦 対面授業に戻す 6/5(金)

星が丘 教職課程科目 英語科教育法Ⅰ 織部　秀明 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 教職課程科目 英語科教育法Ⅲ 神谷　政和 対面授業に戻す 6/5(金)

星が丘 教職課程科目 商業科教育法Ⅰ 野田　隆洋 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 教職課程科目 教育相談Ⅱ 山本　圭子 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 地歴・社会科教育法Ⅰ 西脇　明美 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 教職課程科目 教職教養Ⅰ 小池　秀男　（他） 対面授業に戻す 6/19(金)

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 亀田　夕佳 対面授業に戻す 6/29(月)

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 市来　ちさ 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 亀田　夕佳 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 池田　彩実 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 亀田　夕佳 対面授業に戻す 6/29(月)

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅠ 市来　ちさ 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 亀田　夕佳 遠隔授業を継続 -

星が丘 教職課程科目 教職インターンシップⅡ 池田　彩実 遠隔授業を継続 -

星が丘 学芸員課程科目 博物館概論 日比野　光敏 対面授業に戻す 6/3(水)
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星が丘 学芸員課程科目 博物館実習 鏡味　千佳 対面授業に戻す 7/6(月)

星が丘 学芸員課程科目 博物館実習 土山　公仁 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 学芸員課程科目 博物館展示論 松村　淳子 遠隔授業を継続 -

星が丘 司書課程科目 図書館概論 浦部　幹資 遠隔授業を継続 -

星が丘 会計教育科目 初級簿記(3級程度) *基礎総合
外部講師(大原学園)
会計

対面授業を開始 8/18(火)

星が丘 会計教育科目 上級簿記(1級程度)C *工業簿記・原価計算①
外部講師(大原学園)
会計

対面授業を開始 8/18(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 太田　浩司 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 大堀　一至 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 小島　祥美 対面授業に戻す 6/22(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 西尾　林太郎 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 若松　孝司 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 加納　和彦 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 谷沢　明 対面授業に戻す 6/15(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 チョ　スルソップ 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 林　大策 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 ブイ　チ　トルン 対面授業に戻す 6/22(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 藤井　真湖 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 前島　訓子 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 大野　清幸 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 基礎演習 杉本　一直 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 大野　清幸 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 若松　孝司 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 楊　衛平 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 西尾　林太郎 対面授業に戻す 6/2(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ ブイ　チ　トルン 対面授業に戻す 6/23(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 山本　裕子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 大堀　一至 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 谷沢　明 対面授業に戻す 6/16(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 林　大策 対面授業に戻す 6/2(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 太田　浩司 対面授業に戻す 6/3(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 前島　訓子 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 加納　和彦 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 藤井　真湖 対面授業に戻す 6/4(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 佐藤　規祥 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 小島　祥美 対面授業に戻す 6/25(木)
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星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 杉本　一直 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習1ａ 李　正子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 若松　孝司 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 李　正子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 大堀　一至 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 加納　和彦 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 林　大策 対面授業に戻す 6/2(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 西尾　林太郎 対面授業に戻す 6/2(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ ブイ　チ　トルン 対面授業に戻す 6/23(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 山本　裕子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 谷沢　明 対面授業に戻す 6/17(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 太田　浩司 対面授業に戻す 6/10(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 杉本　一直 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 前島　訓子 対面授業に戻す 6/11(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 藤井　真湖 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 楊　衛平 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 佐藤　規祥 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化演習2ａ 小島　祥美 対面授業に戻す 6/25(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 石田　好江 対面授業に戻す 6/16(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 李　正子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 太田　浩司 対面授業に戻す 7/7(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 杉本　一直 対面授業に戻す 6/23(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 若松　孝司 対面授業に戻す 6/2(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 谷沢　明 対面授業に戻す 6/17(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 森　正己 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 林　大策 遠隔授業を継続 数回対面を予定

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 小島　祥美 対面授業に戻す 6/25(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 加納　和彦 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 前島　訓子 対面授業に戻す 6/11(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 西尾　林太郎 対面授業に戻す 6/4(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa ブイ　チ　トルン 対面授業に戻す 6/25(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 卒業プロジェクトa 佐藤　規祥 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 英語科教育法3 大野　清幸 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 日本語教授法3 山本　裕子 対面授業を開始 7月中旬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 言語文化2(言語の形式) 中川　直志 遠隔授業を継続 -
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星が丘 交流文化学科専門教育科目 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 対面授業に戻す 6/11(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 コミュニケーション論6(メディア) MILLER　Adam　L. 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 歴史学1(日本史) 朝井　佐智子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 歴史学2(世界史) 望月　秀人 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 アジア現代史 櫻井　雅俊 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 地域理解2(政治のしくみ) 西尾　林太郎 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 経済学 土井　康裕 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 国際政治経済事情 伊藤　カンナ 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化5(南北問題) 若松　孝司 対面授業に戻す 6/4(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 国際法 三枝　有 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 エスニシティ論 藤井　真湖 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 観光文化1(観光文化論) 谷沢　明 対面授業に戻す 6/17(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 地理学 柿原　昇 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 地誌学 柿原　昇 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KLS8(韓国・朝鮮語作文③) 金　元榮 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KLS10(韓国・朝鮮語通訳①) 金　美淑 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KCS8(韓国・朝鮮語聴解③) 金　美淑 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KCS10(韓国・朝鮮語ディスカッション①) 金　賢珍 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ観光4(観光交流プランニング) 林　大策 対面授業に戻す 6/5(金)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 日本語教授法1 山本　裕子 対面授業に戻す 7月中旬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 日本語教授法1 田中　典子 対面授業に戻す 7月中旬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 日本語教授法2 鈴木　かおり 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 言語文化5(第2言語習得論) 柳　朱燕 対面授業に戻す 7月中旬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 地域文化1(日本) 小島　祥美　（他） 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 地域文化4(韓国・朝鮮) 吉村　美香 対面授業に戻す 6/2(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 歴史学3(アジア現代史) 櫻井　雅俊 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化2(国際理解教育) 小島　祥美 対面授業に戻す 6/25(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化3(多文化共生) ブイ　チ　トルン 対面授業に戻す 6/24(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化4(南北問題) 若松　孝司 対面授業に戻す 6/4(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化7(国際法) 三枝　有 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化8(エスニシティ論) 藤井　真湖 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化9(東アジア国際関係論) 金　光旭 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 交流文化10(国際政治経済事情) 伊藤　カンナ 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 地域理解5(経済学) 土井　康裕 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 観光産業1(観光マネジメント) 加納　和彦 対面授業に戻す 6/3(水)
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星が丘 交流文化学科専門教育科目 観光産業4(観光産業論) 大堀　一至 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 観光文化2(観光交流論) 林　大策 対面授業に戻す 6/4(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 観光文化3(観光社会学) 前島　訓子 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS1(韓国・朝鮮語入門A) 三重野　聖愛 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS1(韓国・朝鮮語入門A) 金　元榮 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS1(韓国・朝鮮語入門A) 洪　妍定 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS1(韓国・朝鮮語入門A) チョ　スルソップ 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS1(韓国・朝鮮語入門A) 柳　朱燕 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS2(韓国・朝鮮語入門B) 三重野　聖愛 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS2(韓国・朝鮮語入門B) 木下　奈津紀 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS3(映像と韓国語) 李　正子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KBS3(映像と韓国語) 李　正子 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KLS4(韓国・朝鮮語作文①) 金　恩貞 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KLS4(韓国・朝鮮語作文①) 金　賢珍 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KLS6(韓国・朝鮮語翻訳①) 三重野　聖愛 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KCS4(韓国・朝鮮語聴解①) 金　恩貞 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KCS4(韓国・朝鮮語聴解①) 金　芝恵 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 KCS6(韓国・朝鮮語プレゼンテーション①) 金　芝恵 遠隔授業を継続 -

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ベトナム語入門 ブイ　チ　トルン 対面授業に戻す 6/25(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ交流1(異文化トレーニング) 佐藤　久美 対面授業に戻す 7/7(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ交流1(異文化トレーニング) 佐藤　久美 対面授業に戻す 7/7(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ交流6(マーケティング研究) 濱本　幸宏 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ交流6(マーケティング研究) 濱本　幸宏 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ交流7(ファッションプロデュース研究) 安達　竜也 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ交流7(ファッションプロデュース研究) 安達　竜也 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ交流7(ファッションプロデュース研究) 安達　竜也 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 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 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ観光1(国内観光プランニング) 加納　和彦 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ観光1(国内観光プランニング) 外部講師(名鉄観光) 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ観光1(国内観光プランニング) 外部講師(名鉄観光) 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ観光2(海外観光プランニング) 大堀　一至 対面授業に戻す 7月以降

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ観光2(海外観光プランニング) 浅田　光明 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 ケーススタディ観光2(海外観光プランニング) 森　正己 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 英語科教育法1 織部　秀明 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 英語教育実践 北原　延晃 対面授業を開始 8/18(火)
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星が丘 ビジネス学科専門教育科目 監査論Ⅰ 前田　篤 対面授業に戻す 8/3(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 経営分析Ⅰ 西崎　賢治 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 会計実務Ⅰ 前田　篤 対面授業に戻す 8/4(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネスプレゼンテーション 茂籠　英典 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 国際ビジネストレンド 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 eビジネス 林　誠 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 簿記論Ⅰ 石川　雅之 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 簿記論Ⅰ 前田　篤 対面授業に戻す 7/27(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 簿記論Ⅰ 森　洵太 対面授業に戻す 7/29(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 簿記論Ⅰ 三浦　克人 対面授業に戻す 7/22(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 原価計算Ⅰ 三浦　克人 対面授業に戻す 7/20(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ファッションマーケティング 瀬良　兼司 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ 三矢　幹根 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 PowerPointスキルアップ 茂籠　英典 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 PowerPointスキルアップ 茂籠　英典 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 西崎　賢治 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 新井　亨 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 林　誠 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) フ　コウソウ 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 石坂　綾子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 鈴木　崇文 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 渡邉　聡 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 前田　篤 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 上原　衛 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 石川　雅之 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 日野　恵美子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 武田　佑太 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 藤木　美江 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 森　洵太 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 浅井　敬一朗 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 三矢　幹根 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 大塚　英揮 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 三浦　克人 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅠ(ビジネス学部入門) 菅野　淑 遠隔授業を継続 -
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星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 西崎　賢治 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 新井　亨 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 林　誠 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) フ　コウソウ 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 石坂　綾子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 鈴木　崇文 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 渡邉　聡 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 前田　篤 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 上原　衛 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 石川　雅之 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 日野　恵美子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 武田　佑太 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 藤木　美江 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 森　洵太 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 浅井　敬一朗 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 三矢　幹根 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 大塚　英揮 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 三浦　克人 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 グループワークⅡ(問題解決) 菅野　淑 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネスとマナー 外部講師(マザーリーフ) 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネスとマナー 外部講師(マザーリーフ) 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 保険ビジネスを学ぶ 脇田　邦裕 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネスプロセスとICT 林　誠 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 IT産業の動向とビジネス 林　誠 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ICPベーシック 福本　明子　（他） 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ICPベーシック 福本　明子　（他） 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ICPベーシック 福本　明子　（他） 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 チャレンジプログラムC(まちづくり) 古橋　敬一　（他） 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 アメリカビジネス 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネス英語Ⅰ 宮崎　尚一 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネス英語Ⅰ 宮崎　尚一 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネス英語Ⅱ 宮崎　尚一 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネス英語Ⅱ 宮崎　尚一 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 Business Communication Elementary 秋田　貴美子 遠隔授業を継続 -
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星が丘 ビジネス学科専門教育科目 Business Communication Elementary 秋田　貴美子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 英語プレゼンテーションⅠ 秋田　貴美子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(グローバルビジネス) 渡邉　聡 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(グローバルビジネス) 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(グローバルビジネス) 石坂　綾子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(グローバルビジネス) 三矢　幹根 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(グローバルビジネス) 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(グローバルビジネス) 渡邉　聡 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(グローバルビジネス) 三矢　幹根 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(グローバルビジネス) 石坂　綾子 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅤ(グローバルビジネス) 渡邉　聡 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅤ(グローバルビジネス) 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅤ(グローバルビジネス) 三矢　幹根 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) フ　コウソウ 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 林　誠 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 上原　衛 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 大塚　英揮 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 原田　穂高 対面授業に戻す 7/15(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 新井　亨 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 大塚　英揮 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) フ　コウソウ 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 林　誠 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 原田　穂高 対面授業に戻す 7/15(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 新井　亨 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 上原　衛 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 大塚　英揮 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 林　誠 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 上原　衛 対面授業に戻す 5/27(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 原田　穂高 対面授業に戻す 7/16(木)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 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 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスアカウンティング) 森　洵太 対面授業に戻す 7/20(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスアカウンティング) 西崎　賢治 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスアカウンティング) 三浦　克人 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスアカウンティング) 前田　篤 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅠ(ビジネスアカウンティング) 石川　雅之 対面授業に戻す 6/4(木)
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星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスアカウンティング) 石川　雅之 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスアカウンティング) 西崎　賢治 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスアカウンティング) 森　洵太 対面授業に戻す 7/22(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスアカウンティング) 三浦　克人 対面授業に戻す 6/3(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ゼミナールⅢ(ビジネスアカウンティング) 前田　篤 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 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 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 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 対面授業に戻す 6/3(水)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスアカウンティング) 前田　篤 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスアカウンティング) 森　洵太 対面授業に戻す 7/31(金)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 リーダーシップ 丹羽　幸美 遠隔授業を継続 -

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ファイナンシャルプランニングⅠ 西部　正巳 対面授業を開始 5/26(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ビジネスプレゼンテーション 梅田　敏文 対面授業を開始 8/18(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 ソーシャルマーケティング 渋谷　典子 対面授業を開始 5/26(火)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 共生とコミュニケーション 渋谷　典子 対面授業を開始 5/25(月)

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 会社法を学ぶ 野田　幸宏 対面授業を開始 5/28(木)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Semantics 若山　真幸 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Comparative Education 渡辺　かよ子 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication in Communities 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Gender and Society KHALMIRZAEVA　Saida 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Intercultural Communication 高井　次郎 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Media and Society 五島　幸一 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅰ(Grammar)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅰ(Grammar)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅰ(Grammar)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅰ(Grammar)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅱ(Reading)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅱ(Reading)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅱ(Reading)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

English Skills Ⅱ(Reading)
TAKEUCHI　Rebecca
H.

遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Readings in Global Communication 趙　師哲 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Readings in Global Communication 山田　千聡 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Readings in Global Communication KHALMIRZAEVA　Saida 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Readings in Global Communication PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Readings in Human Communication Ⅱ 山田　千聡 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Readings in Global Awareness Ⅱ 趙　師哲 遠隔授業を継続 -
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星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Business Writing CARE　Hywel 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Basic Pronunciation Training 中郷　慶 対面授業に戻す 8/6(木)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅰ(Interaction) CARE　Hywel 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅰ(Interaction) CARE　Hywel 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅰ(Interaction) CARE　Hywel 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅰ(Interaction) CARE　Hywel 対面授業に戻す 5/29(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅱ(Listening) CARE　Hywel 対面授業を開始 6/26(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅱ(Listening) CARE　Hywel 対面授業を開始 6/26(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅱ(Listening) CARE　Hywel 対面授業を開始 6/26(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Communication Skills Ⅱ(Listening) CARE　Hywel 対面授業を開始 6/26(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

New Student Seminar
KHALMIRZAEVA　Saida
（他）

対面授業に戻す 6/30(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

New Student Seminar 五島　幸一　（他） 対面授業に戻す 6/30(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

New Student Seminar
KOBAYASHI　Kenichiro
（他）

対面授業に戻す 6/30(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

New Student Seminar 趙　師哲　（他） 対面授業に戻す 6/30(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

New Student Seminar 山田　千聡　（他） 対面授業に戻す 6/30(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

New Student Seminar 渡辺　直登　（他） 対面授業に戻す 6/30(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅰ(Basic) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅰ(Basic) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅰ(Basic) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅰ(Basic) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅰ(Basic) KOBAYASHI　Kenichiro 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅱ(Research) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅱ(Research) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅱ(Research) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Academic Skills Ⅱ(Research) PESTANO　Jason　I. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 1 中郷　慶 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 1 五島　幸一 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 1 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 1 福本　明子 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 1 McGEE　Jennifer　J. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 1 MOLDEN　Danny　T. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 4 中郷　慶 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 4 福本　明子 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 4 McGEE　Jennifer　J. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 4 MOLDEN　Danny　T. 遠隔授業を継続 -
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星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 4 五島　幸一 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 4 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 中郷　慶 対面授業に戻す 8/3(月)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 福本　明子 対面授業を開始 6/22(月)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 McGEE　Jennifer　J. 対面授業に戻す 8/3(月)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 MOLDEN　Danny　T. 対面授業に戻す 8/3(月)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 五島　幸一 対面授業に戻す 8/4(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 中郷　慶 対面授業に戻す 8/3(月)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 五島　幸一 対面授業に戻す 8/4(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 福本　明子 対面授業に戻す 6/23(火)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 McGEE　Jennifer　J. 対面授業に戻す 8/7(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 5 MOLDEN　Danny　T. 対面授業に戻す 8/7(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 8 中郷　慶 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 8 MOLDEN　Danny　T. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 8 五島　幸一 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 8 McGEE　Jennifer　J. 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 8 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 8 福本　明子 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 9 中郷　慶 対面授業に戻す 8/3(月)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 9 MOLDEN　Danny　T. 対面授業に戻す 8/5(水)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 9 五島　幸一 対面授業に戻す 8/5(水)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 9 McGEE　Jennifer　J. 対面授業に戻す 8/5(水)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 9 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Seminar 9 福本　明子 対面授業に戻す 8/7(金)

星が丘
グローバル・コミュニケーション学科専
門教育科目

Intercultural Training 福本　明子 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 財務会計特講Ⅰ 石川　雅之 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 管理会計特講Ⅰ 三浦　克人 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 人的資源管理特講 渡辺　直登 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 リスクマネジメント特講Ⅰ 上原　衛 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 前期ビジネス専攻科目 財務諸表分析特講Ⅰ 西崎　賢治 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 前期ビジネス専攻科目 監査論特講Ⅰ 前田　篤 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 サービスマーケティング特講Ⅰ フ　コウソウ 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 前期ビジネス専攻科目 ビジネスモデル特講Ⅰ 林　誠 対面授業に戻す 5/25(月)
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星が丘 前期ビジネス専攻科目 アカウンティング演習AⅠ 石川　雅之 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 アカウンティング演習BⅠ 西崎　賢治 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 前期ビジネス専攻科目 アカウンティング演習CⅠ 三浦　克人 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 コーポレートファイナンス特講Ⅰ 三矢　幹根 対面授業に戻す 5/25(月)

星が丘 前期ビジネス専攻科目 ビジネスプランニングⅠ 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 マネジメント＆エコノミー演習CⅠ 上原　衛 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 前期ビジネス専攻科目 マネジメント＆エコノミー演習EⅠ 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ビジネス専攻科目 マネジメント＆エコノミー演習FⅠ 三矢　幹根 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 英語音声学特講 中郷　慶 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 歴史遺産論特講 西尾　林太郎 対面授業に戻す 6/1(月)

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 観光文化論特講 谷沢　明 遠隔授業を継続 -

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 観光マネジメント論特講 加納　和彦 対面授業に戻す 5/28(木)

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 観光文化論課題実践c 谷沢　明 対面授業に戻す 6/15(月)

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 文芸翻訳 宮澤　淳一 対面授業を開始 8/31(月)

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習B-Ⅰ 石川　雅之 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習B-Ⅲ 石川　雅之 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習B-Ⅴ 石川　雅之 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習D-Ⅰ 上原　衛 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習D-Ⅲ 上原　衛 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習D-Ⅴ 上原　衛 対面授業に戻す 5/26(火)

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習G-Ⅰ 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習G-Ⅲ 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習G-Ⅴ 真田　幸光 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習I-Ⅰ 三浦　克人 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習I-Ⅲ 三浦　克人 遠隔授業を継続 -

星が丘 後期ビジネス専攻科目 特別演習I-Ⅴ 三浦　克人 遠隔授業を継続 -
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