
更新日：2020年3月16日

学期 科目名 担当教員 教室 実施期間等

集中講義（春学期） 地球生態学 太田 俊二・佐野 雅規 １００－４０３ 2020年05月23日・30日・06月13日・20日：１時限～２時限

集中講義（春学期） エコインフォマティクス 太田 俊二・横沢 正幸 １００－４０３ 2020年7月15日 実習（その他については担当教員より指示がある）

夏季集中 スタディスキル 11 城 綾実 １００－１１７ 2020年08月17日・18日：１時限～４時限

夏季集中 学生生活とセルフマネジメント 11 城 綾実 １０１－２０５ 2020年08月19日・20日：１時限～４時限

夏季集中 基礎ゼミ I 21 尾澤 重知 １００－１１４ 2020年08月31日・09月01日・02日・03日：１時限～２時限

夏季集中 データリテラシー I 11 近藤 嘉高 １００－１１９ 2020年08月31日・09月01日・02日・03日・04日：３時限～５時限
夏季集中 多変量解析 02 上田 卓司 １０１－３０２ 2020年08月17日・18日・19日：２時限～５時限、08月20日：２時限～４時限
夏季集中 英文学講読 満尾 貞行 １０１－２０５ 2020年08月24日・25日・27日：１時限～４時限、08月28日：１時限～３時限

夏季集中 自然人類学 藤澤 珠織 １００－１１９ 2020年08月17日：１時限～５時限、08月18日：１時限～４時限、08月19日：３時限～５時限、08月20日：１時限～３時限

夏季集中 宗教学 村田 敦郎 １０１－１０７ 2020年08月24日・25日・26日・27日・28日：２時限～４時限

夏季集中 システム論 橋本 敬 １０１－２０２ 2020年08月24日：２時限～４時限、08月25日・26日・27日：１時限～４時限

夏季集中 エネルギーとエントロピー 米村 正一郎 １００－１１５ 2020年08月31日・09月01日・02日・03日・04日：２時限～４時限

夏季集中 デザイン論 石井 力重 １０１－１０７ 2020年08月18日：２時限～５時限、08月19日：１時限～４時限、08月20日：１時限～５時限、08月21日：１時限～２時限

夏季集中 ものづくりの技術論 安永 好宏・中田 雄介・土居 浩・伊藤 剛史・余語 琢磨 １００－１１８ 2020年08月31日：１時限～４時限、09月01日・02日・03日：２時限～４時限、09月04日：２時限～３時限

夏季集中 ＮＰＯ／ＮＧＯ論 石橋 弘之 １０１－１０７ 2020年08月17日・18日・19日・20日・21日：２時限～４時限

夏季集中 森林科学野外実習 平塚 基志 － 2020年08月24日・25日・26日：１時限～４時限、08月27日：１時限～３時限

夏季集中 調査データ分析法 01 村田 久
322端末室/１００－４０
１

2020年09月01日・02日・03日：２時限～５時限、09月04日：２時限～４時限

夏季集中 情報学 玉城 絵美 １００－２１１ 2020年08月24日・25日・26日・27日・28日：２時限～４時限

夏季集中 熱帯林保全論 岩永 青史 １０１－３０３ 2020年08月24日・25日・26日・27日・28日：２時限～４時限

夏季集中 免疫学 西村 泰光・安部 良・千葉 卓哉 １００－５０５ 2020年08月18日・19日・20日：２時限～５時限、08月21日：２時限～４時限

夏季集中 栄養科学 村上 太郎 １０１－２０９ 2020年08月18日・19日・20日：１時限～４時限、08月21日：１時限～３時限

夏季集中 児童青年期の精神医学 勝又 陽太郎・松本 俊彦・井上 祐紀・白神 敬介 １０１－３０３ 2020年08月17日・18日・21日：２時限～５時限、08月19日：２時限～４時限

夏季集中 国際保健医療協力論 澤崎 康 １００－１１３ 2020年08月31日・09月01日・02日・03日・04日：２時限～４時限

夏季集中 先端医療工学 正宗 賢 １００－４０７ 2020年08月31日・09月01日・02日：１時限～４時限、09月04日：１時限～３時限

夏季集中 公的扶助論 柴田 純一 １０１－２０６ 2020年08月17日・18日・19日：１時限～４時限、08月20日：１時限～３時限

夏季集中 司法・犯罪心理学 谷 真如 １００－１１８ 2020年08月17日・18日・19日：１時限～４時限、08月20日：１時限～３時限

夏季集中 色彩情報論 石田 泰一郎 １００－１１６ 2020年08月31日：２時限～４時限、09月01日・02日・03日：１時限～４時限

夏季集中 生涯学習と成人教育学 杉浦 真由美 １０１－１０１ 2020年08月17日・18日・19日：１時限～４時限、08月20日：１時限～３時限

夏季集中 遠隔学習支援論 冨永 敦子 ３２１－２端末室 2020年09月01日：２時限～４時限、09月02日・03日・04日：１時限～４時限

夏季集中 教育・学校心理学 岸 俊行 １００－１１１ 2020年08月31日：２時限～４時限、09月01日・02日・03日：１時限～４時限

夏季集中 身体コミュニケーション概論 山地 弘起 １００－４１０ 2020年08月24日・25日・26日・27日・28日：３時限～５時限

夏季集中 コンピュータハードウェア シュティフ ロマン １００－４０１ 2020年08月31日・09月01日・02日：１時限～４時限、09月03日：１時限～３時限

夏季集中 アルゴリズムとデータ構造 陳 健 １０１－３３２ 2020年08月31日・09月01日・02日：１時限～４時限、09月03日：１時限～３時限

夏季集中 ウェブデザイン入門 今井 亜湖 １００－Ｓ２０１ 2020年08月17日・18日・19日・20日・21日：２時限～４時限

夏季集中 メディアコンテンツデザイン 佐野 彰 １００－２０３ 2020年08月18日・19日・20日：１時限～４時限、08月21日：１時限～３時限

夏季集中 情報通信ネットワーク 原田 登 ３２１－１端末室 2020年08月24日・25日・26日・27日・28日：２時限～４時限

夏季集中 建築都市フィールドワークとデザイン分析 佐藤 将之・畠山 雄豪・佐野 友紀・藤江 創・小島 隆矢 １００－５０２ 2020年08月20日・21日：２時限～５時限

夏季集中 福祉の視点からみた環境デザイン論 佐藤 将之・加瀬 裕子・佐野 友紀・宗政 由桐 １００－２０５ 2020年09月01日・02日・03日：１時限～５時限

夏季集中 「感動」の複合的記述法
加藤 麻樹・畠山 雄豪・佐藤 将之・古山 宣洋・佐野 友
紀・竹中 宏子

１００－４０２ 2020年08月28日・29日：１時限～４時限

夏季集中 社会福祉現場実習 01 大島 隆代・高石 啓人 社会福祉実習室 2020年08月31日・09月01日・02日・03日・04日・05日：１時限～５時限

夏季集中 社会福祉現場実習 02 山田 真由美・青木 千帆子 社会福祉実習室 2020年08月31日・09月01日・02日・03日・04日・05日：１時限～５時限

夏季集中 就労支援及び更生保護 相澤 欽一・大島 隆代 １０１－２０４ 2020年08月31日：２時限～４時限、09月01日・02日・03日：１時限～４時限

夏季集中 感情・人格心理学 一言 英文 １００－１１６ 2020年08月25日・26日・27日：１時限～４時限、08月28日：１時限～３時限

夏季集中 Intercultural Study B 扇原 淳 保留 2020年09月08日・09日・10日・11日・14日・15日：２時限～３時限、09月16日：２時限～４時限

春季集中 公認心理師の職責 富田 望・野村 和孝 １０１－３０１ 2021年02月12日・13日・15日：２時限～５時限、02月16日：２時限～４時限

春季集中 心理演習
田山 淳・上村 碧・根ケ山 光一・杉澤 武俊・杉森 絵里子・
桂川 泰典・大月 友・大森 幹真・野村 和孝・富田 望

保留 2021年02月12日・13日・15日：１時限～４時限、02月16日：１時限～３時限

春季集中 労働社会学 仲 修平 １００－１１５ 2021年02月02日・03日・04日：２時限～５時限、02月05日：２時限～４時限
春季集中 Intercultural Study A 浅田 匡・井上 典之 保留 2021年02月24日・25日・26日・27日・28日・03月01日：２時限～３時限、03月02日：２時限～４時限

春季集中 Intercultural Study C 扇原 淳・浅田 匡 保留 2021年02月10日・11日・12日・14日・15日１時限～３時限

2020年度 人間科学部 集中授業日程


