
科目名 担当教員 変更・訂正部分 変更・訂正後
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

更新日

スタディスキル 03 未定 担当教員 川﨑 弥生 132 3月6日

学生生活とセルフマネジメント 03 未定 担当教員・曜日 川﨑 弥生・月曜 132 3月6日

学生生活とセルフマネジメント 06 近藤 嘉高 曜日 火曜 132 3月6日

学生生活とセルフマネジメント 08 宗政 由桐 曜日 木曜 132 3月6日

基礎ゼミⅡ 21 城 綾実 時限 ３時限 133 3月6日

Current Topics Ⅱ 15 角間 ふみ 担当教員 清水 順 135 3月6日

Current Topics Ⅱ 16 角間 ふみ 担当教員 清水 順 135 3月6日

Academic Reading 中級 05 鈴木 広子 曜日 水曜 135 3月6日

Academic Reading 中級 06 鈴木 広子 学期・曜日・時限 秋学期・水曜・１時限 135 3月6日

ものづくりの技術論
土居浩／余語琢磨／
伊藤剛史／中田雄介

担当教員
土居浩／余語琢磨／
伊藤剛史／中田雄介

安永好宏
140 3月6日

アンケート調査法 03 石川 奈保子 学期・曜日・時限 秋学期・水曜・４時限 141 3月6日

調査データ分析法 02 未定 学期 秋学期 141 3月6日

疫学・保健福祉情報分析法 02 岩垣 穂大 曜日 金曜 141 3月6日

社会福祉援助技術総論 Ⅱ 未定 担当教員 青木 千帆子 144 3月6日

英語学 鈴木 広子 学期・曜日 春学期・水曜 145 3月6日

応用言語学入門 鈴木 広子 曜日・時限 水曜・２時限 145 3月6日

社会福祉現場実習指導 Ⅰ 02 山田 真由美 担当教員 青木 千帆子／山田 真由美 155 3月6日

社会福祉現場実習指導 Ⅱ 02 山田 真由美 担当教員 青木 千帆子／山田 真由美 155 3月6日

社会福祉現場実習指導 Ⅲ 02 山田 真由美 担当教員 青木 千帆子／山田 真由美 155 3月6日

社会福祉現場実習 02 山田 真由美 担当教員 青木 千帆子／山田 真由美 155 3月6日

社会福祉演習 Ⅲ 02 未定 担当教員 青木 千帆子 155 3月6日

社会福祉演習 Ⅳ 02 未定 担当教員 青木 千帆子 155 3月6日

社会福祉演習 Ⅴ 02 未定 担当教員 青木 千帆子 155 3月6日

エイジング・障害福祉学概論 松尾 隆司 担当教員 青木 千帆子／松尾 隆司 155 3月6日

発達行動学 根ケ山 光一 時限 秋学期・木曜・２時限 144 3月16日

専門ゼミⅡ（健康福祉マネジメント） 松原 由美 曜日 秋学期・木曜・５時限～６時限 149 3月16日

卒業研究ゼミⅡ（健康福祉マネジメント） 松原 由美 曜日 秋学期・木曜・４時限 153 3月16日

卒業研究ゼミⅠ（健康福祉産業学） 可部 明克 曜日・時限 春学期・月曜・４時限 151 3月18日

卒業研究ゼミⅡ（健康福祉産業学） 可部 明克 曜日・時限 秋学期・火曜・４時限 153 3月18日

専門ゼミⅠ（健康福祉産業学） 可部 明克 曜日・時限 春学期・火曜・５時限～６時限 147 3月18日

専門ゼミⅡ（健康福祉産業学） 可部 明克 曜日・時限 秋学期・火曜・５時限～６時限 149 3月18日

プログラミングI（Java言語）04 牧野 遼作 開講状況 休講 146 3月18日
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インタビュー調査法 02 志田 哲之 学期 秋学期 → 春学期 141 3月19日

社会調査論 志田 哲之 学期 春学期 → 秋学期 143 3月19日

スタディスキル 10 未定 担当教員 志田 哲之 132 3月19日

学生生活とセルフマネジメント 10 未定 担当教員 志田 哲之 132 3月19日

データリテラシーⅠ 10 未定 担当教員 志田 哲之 134 3月19日

データリテラシーⅢ 10 未定 担当教員 志田 哲之 134 3月19日

卒業研究ゼミⅠ（健康福祉産業学） 可部 明克 担当教員 村岡 慶裕 151 3月18日

卒業研究ゼミⅡ（健康福祉産業学） 可部 明克 担当教員 村岡 慶裕 153 3月18日

専門ゼミⅠ（健康福祉産業学） 可部 明克 担当教員 杉中 拓央 147 3月18日

専門ゼミⅡ（健康福祉産業学） 可部 明克 担当教員 杉中 拓央 149 3月18日

福祉の視点からみた環境デザイン論
佐藤 将之／佐野 友紀／加

瀬 裕子／宗政 由桐
開講状況 休講 146 3月31日

「感動」の複合的記述法
佐野 友紀／古山 宣洋／竹
中 宏子／佐藤 将之／畠山

雄豪／加藤 麻樹
開講状況 休講 146 3月31日

Intercultural Study B 扇原 淳 学期 春季集中 146 3月31日

ライフサイエンス研究法 B
永島 計／榊原 伸一／

千葉 卓哉／大須 理英子／
原 太一

学期 未定 141 4月10日

環境生命化学実習 赤沼 哲史 学期 未定 141 4月10日

データリテラシーⅠ 03 牧野 遼作 担当教員 尾澤 重知 134 4月14日

データリテラシーⅢ 03 牧野 遼作 担当教員 杉澤 武俊 134 4月14日

データリテラシーⅢ 04 牧野 遼作 担当教員 杉澤 武俊 134 4月14日

データリテラシーⅡ 10 未定 担当教員 志田 哲之 134 5月25日

調査データ分析法 02 未定 担当教員 川﨑 弥生 141 5月25日

考古学 谷川 章雄 担当教員 瀧音 大 142 6月26日

専門ゼミⅡ（物質文化論） 谷川 章雄 担当教員 都築 由理子 149 6月26日

卒業研究ゼミⅡ（物質文化論） 谷川 章雄 担当教員 都築 由理子 153 6月26日

精神疾患とその治療 02 上村 碧 新設（クラス増） 秋学期・月曜・2時限 - 6月30日

基礎ゼミ II 01 未定 担当教員 布山 美慕 132 9月9日

基礎ゼミ II 03 石川 奈保子 担当教員 尾澤 重知 132 9月9日

基礎ゼミ II 04 布山 美慕 担当教員 石川 奈保子 132 9月9日

基礎ゼミ II 10 未定 担当教員 中西 啓喜 133 9月9日

基礎ゼミ II 11 未定 担当教員 布山 美慕 133 9月9日

基礎ゼミ II 13 石川 奈保子 担当教員 尾澤 重知 133 9月9日

基礎ゼミ II 14 布山 美慕 担当教員 石川 奈保子 133 9月9日

基礎ゼミ II 20 未定 担当教員 中西 啓喜 133 9月9日

データリテラシー II 01 未定 担当教員 布山 美慕 134 9月9日



科目名 担当教員 変更・訂正部分 変更・訂正後
記載
ﾍﾟｰｼﾞ

更新日

データリテラシー II 03 未定 担当教員 尾澤 重知 134 9月9日

データリテラシー II 04 布山 美慕 担当教員 石川 奈保子 134 9月9日

データリテラシー II 07 未定 担当教員 石田 百合子 134 9月9日

データリテラシー III 11 石川 奈保子 担当教員 杉澤 武俊 134 9月9日

データリテラシー III 12 未定 開講状況 休講 134 9月9日

インタビュー調査法 03 未定 開講状況 休講 141 9月9日

インタビュー調査法 04 未定 担当教員 竹田 恵子 141 9月9日

環境生命化学実習 赤沼 哲史 担当教員 赤沼 哲史／古川 龍太郎 141 9月9日

ライフサイエンス研究法 A
永島 計／榊原 伸一／

千葉 卓哉／大須 理英子／
原 太一

学期 冬クォーター 141 9月9日

ライフサイエンス研究法 B
永島 計／榊原 伸一／

千葉 卓哉／大須 理英子／
原 太一

学期 秋クォーター 141 9月9日

プログラミングII（モバイルプログラミング） 未定 担当教員・曜日時限 岩瀬 義昌・金曜・１限～２限 146 9月9日

プログラミングII（Python言語） 未定 担当教員 加藤 公一 146 9月9日

プログラミングII（Java言語） 野口 広彰 担当教員 牧野 遼作 146 9月9日

→ 2020年度 科目登録の手引き内学科目配当表正誤表
→ 科目登録関係書類

→左メニュー「人間科学部生」
→「科目登録」


