
2021年度 人間科学部 科目等履修生

時間割・履修希望科目用紙（教職・人間科学部設置科目）

※公開後に修正等が生じた場合は、適宜赤字で更新いたします。 最新更新日 2021.2.10
※学期：「夏季集中」科目については、日程を調整中です。 情報公開日 2021.2.10
履修希望の方は、担当者まで個別にお問い合わせください。

※本件に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
所沢総合事務センター資格担当者 kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp

受験
番号

氏
名

分類 科目名
授業
キャン
パス

科目キー
科目
クラス
コード

学期 曜日 時限 単位数 担当教員
履修希望
科目に○

備考

66条の6 憲法 所沢 1930003G20 01 秋学期 火 ２時限 2 青山 豊

66条の6 体育実技D 所沢 1930003S04 01 春学期 月 １時限 2 宮崎 正己

社会系 日本史 A 所沢 1930005550 01 春学期 金 ４時限 2 瀧音 能之

社会系 日本史 B 所沢 1930005560 01 秋学期 水 ３時限 2 今井 修

社会系 考古学 所沢 1930004870 01 秋学期 月 ２時限 2 谷川 章雄

社会系 中国史 所沢 1930005570 01 春学期 金 １時限 2 小澤 正人

社会系 オリエント史 所沢 1930005580 01 春学期 金 ２時限 2 小泉 龍人

社会系 地中海史 所沢 1930005590 01 秋学期 水 ４時限 2 川崎 康司

社会系 ヨーロッパ中世史 所沢 1930005600 01 秋学期 金 ２時限 2 上尾 信也

社会系 ドイツ近現代史 所沢 1930005480 01 秋学期 火 ４時限 2 村上 公子

社会系 史学方法論 所沢 1930005400 01 春学期 月 ２時限 2 里見 龍樹

社会系 基礎地形学 所沢 1930005190 01 春学期 水 ５時限 2 清水 長正

社会系 基礎気候学 所沢 1930005200 01 春学期 金 ２時限 2 宇野 史睦

社会系 人文地理学 A 所沢 1930005370 01 春学期 金 １時限 2 若林 芳樹

社会系 人文地理学 B 所沢 1930005380 01 秋学期 金 １時限 2 若林 芳樹

社会系 法学 所沢 1930005360 01 秋学期 水 ４時限 2 廣田 全男

社会系 政治学 所沢 1930005350 01 春学期 水 １時限 2 柏崎 正憲

社会系 経済学 所沢 1930005355 01 春学期 火 ２時限 2 鈴木 康夫

社会系 都市社会学 所沢 1930005310 01 秋学期 木 ３時限 2 浅川 達人

社会系 労働社会学 所沢 1930005260 01 秋学期 木 ２時限 2 橋本 健二

社会系 人口社会学 所沢 1930005300 01 春学期 火 ２時限 2 武田 尚子

社会系 アジア地域研究 所沢 1930005440 01 秋学期 木 ２時限 2 井上 真

社会系 文化人類学 所沢 1930004860 01 春学期 火 ２時限 2 竹中 宏子

社会系 家族社会学 所沢 1930005220 01 秋学期 木 ３時限 2 池岡 義孝

社会系 社会開発論 所沢 1930005280 01 秋学期 火 ２時限 2 樋口 直人

社会系 環境社会学 所沢 1930005320 01 春学期 木 ２時限 2 井上 真

社会系 宗教学 所沢 1930003A35 01 夏季集中 無 その他 2 村田 敦郎

社会系 倫理学 所沢 1930003G01 01 春学期 木 ２時限 2 香川 知晶

社会系 哲学 所沢 1930003A15 01 春学期 火 ２時限 2 李 太喜

社会系 心理学概論 01 所沢 1930004990 01 春学期 月 １時限 2 関根 和生@野村
亮太

社会系 心理学概論 02 所沢 1930004990 02 秋学期 月 １時限 2 野村 亮太@関根
和生

社会系 発達行動学 所沢 1930005680 01 秋学期 金 ２時限 2 石島 このみ

社会系 発達心理学 所沢 1930005620 01 春学期 月 ２時限 2 外山 紀子

社会系 バイオエシックス 所沢 1930003G05 01 春学期 火 ２時限 2 森岡 正博

福祉 現代社会と福祉 所沢 1930004950 01 春学期 月 ２時限 2 植村 尚史

福祉 社会保障論 I 所沢 1930006200 01 春学期 火 ３時限 2 植村 尚史

福祉 社会保障論 II 所沢 1930006210 01 秋学期 月 ２時限 2 植村 尚史

福祉 地域福祉論 I 所沢 1930006220 01 春学期 金 ２時限 2 古山 周太郎

福祉 地域福祉論 II 所沢 1930006230 01 秋学期 金 ３時限 2 古山 周太郎

福祉 社会福祉概論 所沢 1930004960 01 秋学期 金 ２時限 2 上鹿渡 和宏

福祉 老年学 所沢 1930003A30 01 春学期 木 ２時限 2 加瀬 裕子

福祉 子ども家庭福祉論 所沢 1930006260 01 春学期 金 ３時限 2 上鹿渡 和宏

福祉 障害者福祉論 所沢 1930006280 01 春学期 月 ３時限 2 麓 正博

福祉 子どもの健康福祉学 所沢 1930006240 01 春学期 木 ２時限 2 前橋 明

福祉 社会福祉援助技術総論 I 所沢 1930006170 01 秋学期 火 ２時限 2 山田 真由美

福祉 社会福祉援助技術総論 II 所沢 1930006180 01 秋学期 水 ４時限 2 青木 千帆子

福祉 ソーシャルワーク論 I 所沢 1930006315 01 春学期 木 １時限 2 加瀬 裕子

福祉 ソーシャルワーク論 II 所沢 1930006320 01 秋学期 木 １時限 2 大島 隆代

福祉 貧困に対する支援 所沢 1930006290 01 夏季集中 無 その他 2 柴田 純一

福祉 介護学概論 所沢 1930006300 01 春学期 水 ２時限 2 李 泰俊

福祉 社会福祉現場実習 01 所沢
193000F215 01 夏季集中 無 その他 4

大島 隆代@高石
啓人

福祉 社会福祉現場実習 02 所沢
193000F215 02 夏季集中 無 その他 4

青木 千帆子@山
田 真由美

福祉 健康福祉医学概論 その
他

193000F255 01 秋学期 無 フルオ
ンデマ

2 辻内 琢也 他
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福祉 エイジング・障害福祉学概論 所沢
193000F250 01 秋学期 木 １時限 2

青木 千帆子@松
尾 隆司

英語 英語学 所沢 1930006830 01 春学期 水 ２時限 2 鈴木 広子

英語 応用言語学入門 所沢 1930006835 01 秋学期 水 ２時限 2 鈴木 広子

英語 Introduction to Sociolinguistics 所沢 1930006860 01 春学期 木 ３時限 2 朝日 祥之

英語 米文学史 所沢 1930001130 01 秋学期 月 １時限 2 中垣 恒太郎

英語 英文学講読 所沢 1930001110 01 夏季集中 無 その他 2 満尾 貞行

英語 米文学講読 所沢 1930001120 01 春学期 月 １時限 2 中垣 恒太郎

英語 Oral Presentation 中級 01 所沢
1930001160 01 春学期 火 ３時限 2

ケネス ウェイン
ビーゲル

英語 Oral Presentation 中級 02 所沢 1930001160 02 春学期 水 １時限 2 ベック ダニエル

英語 Oral Presentation 中級 03 所沢 1930001160 03 春学期 水 ２時限 2 ベック ダニエル

英語 Oral Presentation 中級 04 所沢
1930001160 04 秋学期 火 ４時限 2

ケネス ウェイン
ビーゲル

英語 Oral Presentation 中級 05 所沢 1930001160 05 秋学期 水 １時限 2 ベック ダニエル

英語 Oral Presentation 中級 06 所沢 1930001160 06 秋学期 水 ２時限 2 ベック ダニエル

英語 Oral Presentation 上級 01 所沢 1930001165 01 春学期 木 ４時限 2 スコット ダグラス

英語 Oral Presentation 上級 02 所沢 1930001165 02 秋学期 木 ４時限 2 スコット ダグラス

英語 Academic Reading 中級 01 所沢 1930001150 01 秋学期 水 ４時限 2 池山 和子

英語 Academic Reading 中級 02 所沢
1930001150 02 春学期 金 ３時限 2

コックス キャシー
Ｌ．

英語 Academic Reading 中級 03 所沢 1930001150 03 春学期 月 ３時限 2 山田 亜紀

英語 Academic Reading 中級 04 所沢 1930001150 04 春学期 金 ４時限 2 藤城 晴佳

英語 Academic Reading 中級 05 所沢 1930001150 05 春学期 水 １時限 2 鈴木 広子

英語 Academic Reading 中級 06 所沢 1930001150 06 秋学期 水 １時限 2 鈴木 広子

英語 Academic Reading 中級 07 所沢 1930001150 07 秋学期 金 ４時限 2 藤城 晴佳

英語 Academic Reading 中級 08 所沢 1930001150 08 秋学期 月 ３時限 2 山田 亜紀

英語 Academic Reading 上級 01 所沢 1930001152 01 秋学期 火 ２時限 2 森本 豊富

英語 Academic Reading 上級 02 所沢
1930001152 02 秋学期 金 ３時限 2

コックス キャシー
Ｌ．

英語 Academic Listening 中級 01 所沢
1930001170 01 春学期 火 ４時限 2

ケネス ウェイン
ビーゲル

英語 Academic Listening 中級 02 所沢
1930001170 02 春学期 火 ５時限 2

ケネス ウェイン
ビーゲル

英語 Academic Listening 中級 03 所沢
1930001170 03 春学期 月 １時限 2

バートレイ ドナル
ド クレイトン

英語 Academic Listening 中級 04 所沢 1930001170 04 春学期 木 ２時限 2 杉本 清香

英語 Academic Listening 中級 05 所沢
1930001170 05 秋学期 火 ５時限 2

ケネス ウェイン
ビーゲル

英語 Academic Listening 中級 06 所沢 1930001170 06 秋学期 火 ４時限 2 杉本 清香

英語 Academic Listening 上級 01 所沢 1930001175 01 春学期 木 ３時限 2 杉本 清香

英語 Academic Listening 上級 02 所沢 1930001175 02 秋学期 水 １時限 2 保崎 則雄

英語 Academic Writing 中級 01 所沢 1930001155 01 春学期 木 ４時限 2 満尾 貞行

英語 Academic Writing 中級 02 所沢 1930001155 02 春学期 水 １時限 2 保崎 則雄

英語 Academic Writing 中級 03 所沢
1930001155 03 秋学期 金 ４時限 2

コックス キャシー
Ｌ．

英語 Academic Writing 中級 04 所沢
1930001155 04 秋学期 金 ５時限 2

コックス キャシー
Ｌ．

英語 Academic Writing 中級 05 所沢 1930001155 05 春学期 水 ３時限 2 ベック ダニエル

英語 Academic Writing 中級 06 所沢 1930001155 06 秋学期 水 ３時限 2 ベック ダニエル

英語 Academic Writing 上級 01 所沢 1930001157 01 春学期 木 ３時限 2 スコット ダグラス

英語 Academic Writing 上級 02 所沢 1930001157 02 秋学期 木 ３時限 2 スコット ダグラス

英語 英語圏文化概論 所沢

1930006840 01 春学期 金 ４時限 2

杉本 清香@保崎
則雄@森本 豊富@
スコット ダグラス

英語 Intercultural Communication 所沢 1930006740 01 春学期 木 ２時限 2 スコット ダグラス

英語 非言語行動論 所沢 1930006520 01 秋学期 火 ３時限 2 関根 和生

情報 情報社会及び情報倫理 所沢 1930006760 01 秋学期 月 ２時限 2 北澤 武

情報 プログラミングI（Java言語）01 所沢
1930006900 01

秋クォー
ター 月

３時限
～４時 2 佐々木 整

情報 プログラミングI（Java言語）02 所沢
1930006900 02

春クォー
ター 金

３時限
～４時 2 林 一雅
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情報 プログラミングI（Java言語）03 所沢
1930006900 03

春クォー
ター 月

３時限
～４時 2 遠西 学

情報 プログラミングI（Perl言語） 所沢 1930006910 01 秋学期 木 ２時限 2 沈 睿

情報 プログラミングII（C言語） 所沢
1930006920 01

冬クォー
ター 月

３時限
～４時 2 脇本 健弘

情報 プログラミングII（モバイルプログラミ
ング）

所沢

1930006925 01
冬クォー
ター 金

５時限
～６時
限 2 岩瀬 義昌

情報 コンピュータハードウェア 所沢 1930006880 01 夏季集中 無 その他 2 シュティフ ロマン

情報 アルゴリズムとデータ構造 所沢 1930006890 01 夏季集中 無 その他 2 陳 健

情報 情報科学研究法 01 所沢 1930004790 01 春学期 月 ３時限 2 佐々木 整

情報 情報科学研究法 02 所沢 1930004790 02 春学期 金 ２時限 2 林 一雅

情報 情報科学研究法 03 所沢 1930004790 03 秋学期 木 ３時限 2 沈 睿

情報 情報科学研究法 04 所沢 1930004790 04 秋学期 木 ４時限 2 沈 睿

情報 情報システム入門 所沢 1930006660 01 春学期 火 ２時限 2 金 群

情報 ウェブ検索 所沢 1930006940 01 秋学期 金 ４時限 2 西田 光良

情報 情報通信ネットワーク 所沢 1930006970 01 夏季集中 無 その他 2 原田 登

情報 ウェブデザイン入門 所沢 1930006950 01 夏季集中 無 その他 2 今井 亜湖

情報 メディアコンテンツデザイン 所沢 1930006960 01 夏季集中 無 その他 2 佐野 彰

情報 Media Production Studies 所沢 1930006690 01 秋学期 木 ２時限 2 保崎 則雄

情報 マルチメディア 所沢 1930006610 01 春学期 木 ４時限 2 金子 孝夫

情報 情報社会におけるキャリアデザイン 所沢
1930006630 01

春クォー
ター 月

３時限
～４時 2 尾澤 重知

教科又は インストラクショナルデザイン 所沢 1930006670 01 秋学期 火 ４時限 2 向後 千春

教科又は 遠隔学習支援論 所沢 1930006700 01 夏季集中 無 その他 2 冨永 敦子

教科又は 学ぶことの科学 所沢 1930005045 01 秋学期 月 ２時限 2 尾澤 重知

教科又は 教えることの科学 所沢 1930006765 01 春学期 火 ２時限 2 井上 典之

履修希望科目単位数合計 単位
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