
Ⅰ講目 (8:50～10:20) Ⅱ講目 (10:30～12:00) Ⅲ講目 (13:00～14:30) Ⅳ講目 (14:40～16:10) Ⅴ講目 (16:20～17:50) Ⅵ講目 (18:00～19:30)

曜日 学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

月 1 6516 後期 心理学理論と心理的支援（Ｂ） 今川民 B500 8292 後期 平和学（B） 萱野 C700 8012 前期 身体の科学Ⅰ 佐々木敏 B402 8375 通年 講読演習（E） 山吉 B403 8194 前期 韓国・朝鮮の文化 鄭根珠 A706
8186 後期 美術の世界（Ｂ） 柴橋 A403 8013 後期 身体の科学Ⅱ 佐々木敏 B402 8128 前期 日本国憲法（Ｂ） 岩本 A403 8904 前期 教育学（Ａ） 鈴木剛 A703
0531 前期 英語Ⅰ（社部Ａ） ﾘﾄﾝ A506 8137 前期 経済学Ⅰ 勝村 A403 8159 前期 北海道文化論Ⅰ（Ｂ） 出利葉 A603
0532 前期 英語Ⅰ（社部Ｂ） 村井 A509 8158 前期 北海道文化論Ⅰ（Ａ） 出利葉 A503 2401 後期 経済学入門（文社部） 渡辺康 A401
0533 前期 英語Ⅰ（社部Ｃ） 木村有 B503 8231 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ａ） 山吉 A603 6103 後期 ジェンダー論（計） ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ B500
0534 前期 英語Ⅰ（社部Ｄ） 川名 B501 8235 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ） 山吉 A503 8863 前期 日本の経済［国際］（A） 秋森 A708
0535 前期 英語Ⅰ（社部Ｅ） ｱﾘｿﾝ A507 6101 前期 福祉計画概説 伊藤新，他 A501
0581 後期 英語Ⅱ（社部Ａ） 川名 A507
0582 後期 英語Ⅱ（社部Ｂ） ﾘﾄﾝ A404
0583 後期 英語Ⅱ（社部Ｃ） 村井 B503
0584 後期 英語Ⅱ（社部Ｄ） ﾐﾗｰ A407
0585 後期 英語Ⅱ（社部Ｅ） 木村有 B501
0705 前期 ドイツ語Ⅰ（社部） 下田 B607
0715 後期 ドイツ語Ⅱ（社部） 下田 B607
0756 前期 フランス語Ⅰ（社部） 高野真 A504
0766 後期 フランス語Ⅱ（社部） 高野真 A504
0806 前期 韓国語Ⅰ（社部Ａ） 松田 B401
0807 前期 韓国語Ⅰ（社部Ｂ） 瀧元 B403
0816 後期 韓国語Ⅱ（社部Ａ） 松田 B401
0817 後期 韓国語Ⅱ（社部Ｂ） 瀧元 B403
0856 前期 中国語Ⅰ（社部） 藤井 A303
0866 後期 中国語Ⅱ（社部） 藤井 A303

2 3142 通年 自然地理学 下川 A408 8015 前期 スポーツ生理学 星野宏，工藤 A503 0621 前期 英語Ⅲ（社部Ａ） ﾘﾄﾝ A704 5671 後期 民法Ⅰ〔民法総則・物権〕 篠田 C400 3091 前期 国際経済学 竹野内 B500

6525 前期 高齢者福祉論 畑 C400 0931 前期 中国語と文化 山本 C401 0622 前期 英語Ⅲ（社部Ｂ） 西原明 A504 6109 前期 福祉政策論 伊藤新 C400 6026 後期 社会福祉調査論（福祉士） 中田知 A403

6590 後期 福祉行財政と福祉計画 安部，佐橋，伊藤新 C700 0941 前期 韓国語と文化 鄭根珠 B400 0623 前期 英語Ⅲ（社部Ｃ） ｼﾞｮﾝｿﾝ B400 6122 後期 福祉計画論Ⅱ 佐橋 B402 8939 後期 特別活動の研究（Ｂ） 鳴海 A703

8938 前期 特別活動の研究（Ａ） 鳴海 B400 5641 後期 憲法Ⅰ〔人権〕 岩本 C400 0624 前期 英語Ⅲ（社部Ｄ） 川名 B501 6417 前期 知的障害教育方法論Ⅰ 西田 A400

8948 後期 教育相談論（Ｂ） 河岸 B405 6745 前期 医療福祉論 伊藤恵 A403 0625 前期 英語Ⅲ（社部Ｅ） フレナー B609 8941 前期 教育方法論（Ａ） 古谷 B405

6132 後期 データ解析入門 高田 情4実 0671 後期 英語Ⅳ（社部Ａ） 西原明 B505

6402 通年 世界史Ⅰ（文社部） 木下憲 A400 0672 後期 英語Ⅳ（社部Ｂ） ﾘﾄﾝ A704

0673 後期 英語Ⅳ（社部Ｃ） 川名 A407

0674 後期 英語Ⅳ（社部Ｄ） フレナー B501

0675 後期 英語Ⅳ（社部Ｅ） ｼﾞｮﾝｿﾝ B504

0725 前期 ドイツ語Ⅲ（社部） 下田 B507

0735 後期 ドイツ語Ⅳ（社部） 下田 B507

0775 前期 フランス語Ⅲ（社部） ﾒｼｪﾀﾞﾙ C705

0785 後期 フランス語Ⅳ（社部） ﾒｼｪﾀﾞﾙ C705

0826 前期 韓国語Ⅲ（社部Ａ） 瀧元 B403

0827 前期 韓国語Ⅲ（社部Ｂ） 井上敦 B401

0836 後期 韓国語Ⅳ（社部Ａ） 瀧元 B403

0837 後期 韓国語Ⅳ（社部Ｂ） 井上敦 B401

0876 前期 中国語Ⅲ（社部） ビン A301

0886 後期 中国語Ⅳ（社部） ビン A301

3106 後期 社会思想史 山田正 A408

3 6148 前期 租税法 竹田 A407 6424 後期 聴覚障害教育論 荒木 A500 8083 通年 生涯スポーツⅠ（Ｃ） 角田 体育館 8081 通年 生涯スポーツⅠ（Ａ） 佐々木敏 体育館 6426 通年 障害児教育実習 田実 A301

6150 通年 社会福祉調査実習 寺田，中田知 A405 8082 通年 生涯スポーツⅠ（Ｂ） 星野宏 体育館

8918 前期 社会科教育法Ⅰ〔地理歴史〕 鳴海 情6実 6150 通年 社会福祉調査実習 寺田，中田知 A405

8922 後期 公民科教育法 岩本 C402

4 8085 通年 生涯スポーツⅡ（Ｂ） 星野宏 体育館 8086 通年 生涯スポーツⅡ（Ｃ） 角田 体育館

8981 後期 教職実践演習（中・高）（A） 古谷 B301

8986 後期 教職実践演習（中・高）（F） 鳴海 B400

火 1 8291 前期 平和学（Ａ） 片岡 C403 8221 前期 国際文化 朴 A408 8374 通年 講読演習（Ｄ） 金子 C611 8009 後期 心理学Ⅱ（Ｂ） 今川民 A403 0015 前期 社会学Ⅰ 水川 A705

8018 後期 体力育成論 佐々木敏 A501 8225 後期 比較文化 朴 A408 8017 前期 運動の科学 佐々木敏 A603 8095 前期 哲学Ⅰ（Ａ） 神谷 C400 8103 後期 科学と人間 佐藤俊 B405

8021 通年 体育実技Ⅰ（Ａ） 角田 体育館 8022 通年 体育実技Ⅰ（Ｂ） 角田 体育館 8023 通年 体育実技Ⅰ（Ｃ） 角田 体育館 8097 後期 哲学Ⅱ（Ａ） 神谷 C400 8261 後期 現代と宗教 山我 A403

8129 前期 日本国憲法（Ｃ） 篠田 A501 8113 後期 生命の科学Ⅱ（文社部） 干場 B402 8105 前期 物質の世界 堀田 A403 8277 前期 イスラム教の思想と文化 山我 A403

8147 後期 統計学Ⅰ（C） 吉田知 A404 8131 後期 法学 足立 B500 8111 前期 生命の科学Ⅰ（文社部） 高橋孝 A603 8861 前期 日本の社会[国際]（A） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

8232 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｂ） 山吉 A403 8157 前期 北海道文化論Ⅰ（Ｃ） 出利葉 A503 8161 後期 北海道文化論Ⅱ（文社部） 煎本 A603 8862 後期 日本の社会[国際]（B） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

8236 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｂ） 山吉 A408 8211 前期 ヨーロッパの文化Ⅰ（Ａ） 神谷 C400 8861 前期 日本の社会[国際]（A） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 8901 前期 教職入門（Ａ） 田実 A703

8215 後期 ヨーロッパの文化Ⅱ 神谷 C400 8862 後期 日本の社会[国際]（B） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

2 8051 通年 体育実技Ⅱ（Ａ） 角田 体育館 8052 通年 体育実技Ⅱ（Ｂ） 角田 体育館 8053 通年 体育実技Ⅱ（Ｃ） 角田 体育館 1975 前期 日本語教授法Ⅰ 梅田 A705 6415 後期 病弱者の心理 渡辺泰 A404

2017 後期 スポーツ心理学 蓑内，吉田聡 A403 8255 前期 比較宗教学（A） 山我 A401 3138 通年 世界史Ⅱ 中村一 C500 1976 後期 日本語教授法Ⅱ 梅田 A705 6421 前期 病弱教育方法論 渡辺泰 A404

6593 前期 社会保障論Ⅱ（Ａ） 松岡 A504 8256 後期 比較宗教学（B） 山我 A401 5653 後期 行政法Ⅰ〔行政法総論〕 竹田 C700 6521 前期 医学知識Ⅰ（Ａ） 藤田博 B500

6061 後期 社会心理学（社部） 栗林 A401 0911 前期 ドイツ語と文化 佐藤修 C606 6024 後期 コミュニティワーク論（A） 岡田直 A503 6523 後期 医学知識Ⅱ（Ａ） 藤田博 B500

6065 前期 知的障害者の心理 牧田 A605 6056 前期 精神保健学（A） 田辺等 A705 6032 前期 地域福祉論（A） 岡田直 A403 6597 前期 社会福祉管理運営論 畑 C500

6529 前期 相談援助実践論 坂井 C700 6059 後期 臨床心理学 田澤 A403

6551 後期 相談援助実習指導Ⅰ 松岡，他 A503，他

3 0904 前期 上級英語Ⅰ ゲッツ A407 8091 前期 身体と心の科学演習Ⅰ 角田 A601 6081 後期 精神保健福祉論 永井 B504 0914 前期 上級ドイツ語Ⅰ ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B503

0906 後期 上級英語Ⅱ 中屋 A407 8093 後期 身体と心の科学演習Ⅱ 佐々木敏 A601 6139 前期 労働法 林健 C700 0916 後期 上級ドイツ語Ⅱ ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B503

6595 前期 労災と就労支援 林健 A603 6416 後期 病弱者の病理保健 田辺等 A705 6423 前期 視覚障害教育論 樋原 A408 6561 前期 相談援助実習指導Ⅱ（A） 佐橋 A503，A506

6562 前期 相談援助実習指導Ⅱ（B） 伊藤新 A504

6563 前期 相談援助実習指導Ⅱ（C） 畠山 A508

6564 前期 相談援助実習指導Ⅱ（D） 松岡 A507

6565 前期 相談援助実習指導Ⅱ（E） 畑 B505

6566 前期 相談援助実習指導Ⅱ（F） 池田雅 B501

6567 前期 相談援助実習指導Ⅱ（G） 田中耕 C503

6568 前期 相談援助実習指導Ⅱ（H） 栗山 B507

6569 前期 相談援助実習指導Ⅱ（I） 西田 B504

6570 前期 相談援助実習指導Ⅱ（Ｊ） 坂井 B502

6571 後期 相談援助実習指導Ⅲ（A） 佐橋 A503，A506

6572 後期 相談援助実習指導Ⅲ（B） 伊藤新 A504

6573 後期 相談援助実習指導Ⅲ（C） 畠山 A508

6574 後期 相談援助実習指導Ⅲ（D） 松岡 A507

6575 後期 相談援助実習指導Ⅲ（E） 畑 B505

6576 後期 相談援助実習指導Ⅲ（F） 池田雅 B501

6577 後期 相談援助実習指導Ⅲ（G） 田中耕 C503

6578 後期 相談援助実習指導Ⅲ（H） 栗山 B507

6579 後期 相談援助実習指導Ⅲ（I） 西田 B504

6580 後期 相談援助実習指導Ⅲ（Ｊ） 坂井 B502

4 8962 通年 教育実習Ⅰ〔中学校〕 古谷，高杉，鳴海，田実 B402 0938 通年 中国語演習 山本 CALL3 8983 後期 教職実践演習（中・高）（C） 田実 C603

8963 通年 教育実習Ⅱ〔高等学校〕 古谷，高杉，鳴海，田実 B402 6086 後期 精神科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学 浅野雅 C702 8984 後期 教職実践演習（中・高）（D） 高杉 C602

8978 通年 教育実習事前事後指導 古谷，高杉，鳴海，田実 B402 8987 後期 教職実践演習（中・高）（Ｇ） 鳴海 A300

福祉計画学科 時間割 （2010～2012年度 入学生用） 2017 履修登録用
時限



Ⅰ講目 (8:50～10:20) Ⅱ講目 (10:30～12:00) Ⅲ講目 (13:00～14:30) Ⅳ講目 (14:40～16:10) Ⅴ講目 (16:20～17:50) Ⅵ講目 (18:00～19:30)

曜日 学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

福祉計画学科 時間割 （2010～2012年度 入学生用） 2017 履修登録用
時限

水 1 8024 通年 体育実技Ⅰ（Ｄ） 角田 体育館 8372 通年 講読演習（Ｂ） 高橋孝 A504 8096 前期 哲学Ⅰ（Ｂ） 神谷 B402 8118 前期 環境と人間Ⅰ（社部） 吉田磨 B405

8101 前期 倫理と人間 増渕 A500 8025 通年 体育実技Ⅰ（Ｅ） 角田 体育館 8098 後期 哲学Ⅱ（Ｂ） 神谷 B402 8124 後期 環境と人間Ⅱ（社部） 吉田磨 B405

8102 後期 生命と倫理 増渕 A401 8154 前期 北方圏論（文社部） 澤井 C500 8202 前期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅰ（Ｂ） 吉田か A403 8139 後期 経済学Ⅱ 岡部洋 A408

8151 後期 文化人類学 小西 A603 8181 前期 音楽の世界 西井 C501 8206 後期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅱ（Ｂ） 吉田か A403 8187 前期 中国の文化Ⅰ 西 A408

8271 前期 インドの思想と文化 石飛 A501 8233 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｃ） 山吉 A401 8814 前期 国際交流特別講義Ｂ 芳賀 A708 8191 後期 中国の文化Ⅱ 江尻 A500

8811 通年 中国事情[国際] ビン A702 8237 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｃ） 山吉 A401 8212 前期 ヨーロッパの文化Ⅰ（Ｂ） 神谷 B402

8274 後期 仏教の思想と文化（文社部） 石飛 A503 8267 後期 東アジアの宗教思想と文化 西 A403

8814 前期 国際交流特別講義Ｂ 芳賀 A708

2 8054 通年 体育実技Ⅱ（Ｄ） 角田 体育館 8055 通年 体育実技Ⅱ（Ｅ） 角田 体育館 3140 通年 地理学 小野 A503 0921 前期 フランス語と文化 高橋百 B609 3091 前期 国際経済学 竹野内 B500

8535 前期 ソフトウェア基礎 金子 情11実 2191 前期 日本史（文社部） 鈴木哲 A605 6427 通年 生涯学習概論 河野 C403 3141 通年 地誌概説 小野 A503

2191 前期 日本史（文社部） 鈴木哲 A605 3127 前期 国際政治学 中村研 C700 6413 後期 肢体不自由者の心理 播磨 B504 6127 前期 社会教育計画 河野 C403

6113 前期 ケアマネジメント論 岡田直 C401 6028 前期 介護概論 今野多 C400 6128 後期 社会教育方法論 河野 C403

6058 前期 パーソナリティ心理学（社部） 佐藤祐 A703 6596 後期 権利擁護と成年後見制度 林健 C700 8913 前期 教育行政論（Ａ） 高杉 C401

3 0944 前期 上級韓国語Ⅰ 鄭根珠 A504 8087 前期 スポーツ実技 星野宏，工藤 体育館 8281 前期 宗教と文化演習Ⅰ 山我 B602

0946 後期 上級韓国語Ⅱ 鄭根珠 A504 8089 後期 健康運動実技 星野宏，工藤 体育館 8285 後期 宗教と文化演習Ⅱ 山我 B602

4261 通年 職業指導 坂口 C701 6431 前期 高齢化と社会教育 河野 C401 0924 前期 上級フランス語Ⅰ 高橋百 B609

6414 後期 肢体不自由者の病理保健 一木 B504 0926 後期 上級フランス語Ⅱ 高橋百 B609

8936 通年 社会科教育実践指導 鳴海 A408 8915 前期 教育社会学 菅原 A504

4 6086 前期 精神科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学 田辺等 A300 8084 通年 生涯スポーツⅡ（Ａ） 佐々木敏 体育館

木 1 8026 通年 体育実技Ⅰ（Ｆ） 角田 体育館 8164 前期 国際関係論Ⅰ 片野 A301 8371 通年 講読演習（Ａ） 宮澤 A406 8003 前期 心理学Ⅰ（Ａ） 今川民 A503 8156 前期 北方圏論（A） 鈴木克 B405

8148 後期 統計学Ⅱ 澤田裕 情5実 8166 後期 国際関係論Ⅱ 片野 A301 8028 通年 体育実技Ⅰ（Ｈ） 角田 体育館 8008 後期 心理学Ⅱ（Ａ） 柴田 A503 8316 前期 数学Ⅰ（C） 吉田知 A408

6001 通年 社会福祉概説（計心） 佐橋 B500 8027 通年 体育実技Ⅰ（Ｇ） 角田 体育館 8201 前期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅰ（Ａ） 瀬名波 A603 8241 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ａ） 古賀 B402 8319 後期 数学Ⅱ（C） 吉田知 A408

8295 前期 北星学（Ａ） 日高 A403 8205 後期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅱ（Ａ） 瀬名波 A603 8245 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ａ） 古賀 B402 8905 後期 教育学（Ｂ） 鈴木剛 A703

0531 前期 英語Ⅰ（社部Ａ） 木村有 A506 8296 前期 北星学（Ｂ） 日高 A403 8294 前期 ジェンダーと社会 森川 A403

0532 前期 英語Ⅰ（社部Ｂ） ﾐﾗｰ A509 8431 前期 情報入門（計Ａ） 中嶋輝 情6実 6104 前期 家族社会学 ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ A404

0533 前期 英語Ⅰ（社部Ｃ） ゲッツ B503 8432 前期 情報入門（計Ｂ） 大瀨 情9実 6106 後期 社会調査入門 中田知 A500

0534 前期 英語Ⅰ（社部Ｄ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B501 8433 前期 情報入門（計Ｃ） 金子 情7実 8863 前期 日本の経済［国際］（A） 秋森 A708

0535 前期 英語Ⅰ（社部Ｅ） 井上千 A507 8475 後期 情報活用Ⅰ（計Ａ） 古谷 情6実

0581 後期 英語Ⅱ（社部Ａ） ゲッツ A507 8476 後期 情報活用Ⅰ（計Ｂ） 山田志 情9実

0582 後期 英語Ⅱ（社部Ｂ） 木村有 A404 8515 後期 情報活用Ⅱ（計Ｃ） 中嶋輝 情7実

0583 後期 英語Ⅱ（社部Ｃ） ﾐﾗｰ B503 8516 後期 情報活用Ⅱ（計Ｄ） 大瀨 情4実

0584 後期 英語Ⅱ（社部Ｄ） 井上千 A407

0585 後期 英語Ⅱ（社部Ｅ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B501

0705 前期 ドイツ語Ⅰ（社部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ B607

0715 後期 ドイツ語Ⅱ（社部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ B607

0756 前期 フランス語Ⅰ（社部） ｼﾞｪｺﾞﾝﾃﾞ A504

0766 後期 フランス語Ⅱ（社部） ｼﾞｪｺﾞﾝﾃﾞ A504

0806 前期 韓国語Ⅰ（社部Ａ） 松田 B401

0807 前期 韓国語Ⅰ（社部Ｂ） 鄭 B403

0816 後期 韓国語Ⅱ（社部Ａ） 松田 B401

0817 後期 韓国語Ⅱ（社部Ｂ） 鄭 B403

0856 前期 中国語Ⅰ（社部） 胡 A303

0866 後期 中国語Ⅱ（社部） 胡 A303

2 8056 通年 体育実技Ⅱ（Ｆ） 角田 体育館 8016 後期 スポーツ栄養学 岡野，岡部哲 A403 8058 通年 体育実技Ⅱ（Ｈ） 角田 体育館 6531 後期 相談援助演習Ⅰ（A） 岡田直 C604 8251 前期 キリスト教の世界観・人間観 古賀 B402 8912 後期 教育心理学（Ｂ） 田辺毅 C402

5641 後期 憲法Ⅰ〔人権〕 岩本 C400 8057 通年 体育実技Ⅱ（Ｇ） 角田 体育館 0621 前期 英語Ⅲ（社部Ａ） 井上千 A704 6532 後期 相談援助演習Ⅰ（B） 松岡 C401 6531 通年 相談援助演習Ⅰ（A） 岡田直 C604

6748 後期 司法福祉論 田頭 C500 6029 前期 公的扶助論 松岡 A503 0622 前期 英語Ⅲ（社部Ｂ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ A504 6533 後期 相談援助演習Ⅰ（C） 山下 C705 6532 通年 相談援助演習Ⅰ（B） 松岡 C401

6110 前期 福祉財政論〔２単位〕 安部 A500 6123 後期 医療経済学Ⅰ（入門） 安部 A408 0623 前期 英語Ⅲ（社部Ｃ） 棚瀬 B400 6534 後期 相談援助演習Ⅰ（D） 高野和 C601 6533 通年 相談援助演習Ⅰ（C） 山下 C705

6885 後期 健康心理学 柴田 A401 0624 前期 英語Ⅲ（社部Ｄ） ｶｰﾄﾆｰ B501 6535 後期 相談援助演習Ⅰ（E） 松浦智 C603 6534 通年 相談援助演習Ⅰ（D） 高野和 C601

8914 後期 教育行政論（B） 高杉 A501 0625 前期 英語Ⅲ（社部Ｅ） 村井 B609 6536 後期 相談援助演習Ⅰ（F） 横山穰 A702 6535 通年 相談援助演習Ⅰ（E） 松浦智 C603

8947 前期 教育相談論（Ａ） 河岸 A501 0671 後期 英語Ⅳ（社部Ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B505 6537 後期 相談援助演習Ⅰ（G） 吉田修 C607 6536 通年 相談援助演習Ⅰ（F） 横山穰 B609

0672 後期 英語Ⅳ（社部Ｂ） 中屋 A704 6538 後期 相談援助演習Ⅰ（Ｈ） 梶 C609 6537 通年 相談援助演習Ⅰ（G） 吉田修 C607

0673 後期 英語Ⅳ（社部Ｃ） ｶｰﾄﾆｰ A407 6539 後期 相談援助演習Ⅰ（Ｉ） 小泉 C611 6538 通年 相談援助演習Ⅰ（Ｈ） 梶 C609

0674 後期 英語Ⅳ（社部Ｄ） 村井 B501 6118 前期 福祉国家論 伊藤新 B405 6539 通年 相談援助演習Ⅰ（Ｉ） 小泉 C611

0675 後期 英語Ⅳ（社部Ｅ） 井上千 B504 6429 前期 家庭教育と社会教育 河野 C402 6419 後期 肢体不自由教育方法論 石岡卓 A506

0725 前期 ドイツ語Ⅲ（社部） ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B507 8937 前期 道徳教育の研究 鈴木剛 A703

0735 後期 ドイツ語Ⅳ（社部） ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B507

0775 前期 フランス語Ⅲ（社部） 林宏 C705

0785 後期 フランス語Ⅳ（社部） 林宏 C705

0826 前期 韓国語Ⅲ（社部Ａ） 瀧元 B403

0827 前期 韓国語Ⅲ（社部Ｂ） 鄭 B401

0836 後期 韓国語Ⅳ（社部Ａ） 瀧元 B403

0837 後期 韓国語Ⅳ（社部Ｂ） 鄭 B401

0876 前期 中国語Ⅲ（社部） 山本 A301

0886 後期 中国語Ⅳ（社部） 山本 A301

3106 後期 社会思想史 山田正 A408

5671 後期 民法Ⅰ〔民法総則・物権〕 篠田 C400

3 6411 前期 障害児教育論 田実 A300 0925 前期 上級フランス語Ⅰ（演習） 高橋百 A601 1977 前期 日本語教授法Ⅲ 今井 A706 8856 前期 日本の文学[国際]（A） フレナー A509 6083 後期 精神保健福祉実践論 永井 A508 6541 通年 相談援助演習Ⅱ（A） 岡田直 C604

0927 後期 上級フランス語Ⅱ（演習） 高橋百 A601 6151 通年 専門演習Ⅰ〔3年次〕 ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ B600 8857 後期 日本の文学[国際]（B） フレナー A509 6428 前期 青少年問題と社会教育 河野 C402 6542 通年 相談援助演習Ⅱ（B） 山下 C705

6511 後期 社会保障法 林健 A401 6152 通年 専門演習Ⅰ〔3年次〕 安部 B602 8868 後期 日本の文化[国際]（B） 延与 A708 8856 前期 日本の文学[国際]（A） フレナー A509 6543 通年 相談援助演習Ⅱ（C） 高野和 C601

6153 通年 専門演習Ⅰ〔3年次〕 岡田直 C604 8907 後期 教育史 高杉 B400 8857 後期 日本の文学[国際]（B） フレナー A509 6544 通年 相談援助演習Ⅱ（D） 松浦智 C603

6154 通年 専門演習Ⅰ〔3年次〕 佐橋 B606 6545 通年 相談援助演習Ⅱ（E） 寺田 C703

6155 通年 専門演習Ⅰ〔3年次〕 伊藤新 B608 6546 通年 相談援助演習Ⅱ（F） 尾形 A504

6156 通年 専門演習Ⅰ〔3年次〕 松岡 B610 6547 通年 相談援助演習Ⅱ（G） 栗山 C605

6157 通年 専門演習Ⅰ〔3年次〕 林健 B601

8868 後期 日本の文化[国際]（B） 延与 A708

8946 後期 生活指導の研究（Ｂ） 田実 C501

4 0918 通年 ドイツ語演習 佐藤修 A505 8985 後期 教職実践演習（中・高）（E） 高杉 A405

0948 通年 韓国語演習 鄭根珠 A701



Ⅰ講目 (8:50～10:20) Ⅱ講目 (10:30～12:00) Ⅲ講目 (13:00～14:30) Ⅳ講目 (14:40～16:10) Ⅴ講目 (16:20～17:50) Ⅵ講目 (18:00～19:30)

曜日 学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

福祉計画学科 時間割 （2010～2012年度 入学生用） 2017 履修登録用
時限

金 1 8029 通年 体育実技Ⅰ（Ｉ） 角田 体育館 8373 通年 講読演習（Ｃ） 水川 B501 8004 前期 心理学Ⅰ（Ｂ） 高橋雅 A403 8001 前期 心理学Ⅰ（C） 渡辺舞 B402 8234 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｄ） 山吉 B500

8127 前期 日本国憲法（Ａ） 岩本 A403 8014 後期 スポーツ医学 佐々木敏 A401 8006 後期 心理学Ⅱ（C） 中村浩 B402 8243 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｃ） 古賀 A503 8238 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｄ） 山吉 B500

8133 前期 政治学Ⅰ 萱野 A705 8031 通年 体育実技Ⅰ（Ｊ） 角田 体育館 8032 通年 体育実技Ⅰ（K） 角田 体育館 8247 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｃ） 古賀 B500

8135 後期 政治学Ⅱ 萱野 A705 8175 後期 日本の文化Ⅱ（Ａ） 柴橋 A503 8153 前期 メディアと社会 原島，勝村 C400 8817 後期 国際交流特別講義Ｅ 鄭根珠 A702

8143 後期 社会学Ⅱ 西脇裕 B502 8185 前期 美術の世界（Ａ） 柴橋 A503 8171 前期 日本の文化Ⅰ（文社部） 柴橋 C502

6515 後期 心理学理論と心理的支援（Ａ） 今川民 A403 8176 後期 日本の文化Ⅱ（Ｂ） 柴橋 A503

6108 後期 福祉社会学 中田知 A703 8242 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｂ） 古賀 A503

8246 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｂ） 古賀 B500

8817 後期 国際交流特別講義Ｅ 鄭根珠 A702

8902 後期 教職入門（Ｂ） 田実 A501

2 8059 通年 体育実技Ⅱ（Ｉ） 角田 体育館 8061 通年 体育実技Ⅱ（Ｊ） 角田 体育館 8062 通年 体育実技Ⅱ（K） 角田 体育館 6114 後期 社会福祉調査方法論 中田知 A507 5653 後期 行政法Ⅰ〔行政法総論〕 竹田 C700

0901 前期 英語と文化 ｱﾘｿﾝ B405 3143 前期 宗教学（Ａ） 堀雅 B402 3068 前期 地方自治論（経社部） 宇野 A501 6116 前期 非営利組織論 杉岡 B405 8942 後期 教育方法論（Ｂ） 古谷 B405

6055 後期 精神医学 福島順 A607 6062 前期 福祉心理学 豊村 C500 3127 前期 国際政治学 中村研 C700 6418 後期 知的障害教育方法論Ⅱ 田実 A400

3144 後期 宗教学（Ｂ） 堀雅 A603 6425 前期 重複障害・ＬＤ等教育論 田実 C501

3145 前期 宗教学（Ｃ） 堀雅 A603

6107 後期 社会調査法 中田知 A507

3 0934 前期 上級中国語Ⅰ 山本 CALL2 6405 後期 現代政治学 中村研 B402 6143 前期 コミュニティケア論 杉岡 B405 8945 前期 生活指導の研究（Ａ） 田実 C401

0936 後期 上級中国語Ⅱ 山本 CALL2 6598 前期 ソーシャルワーク実践理論Ⅰ 中村和 C700

6181 通年 コミュニティワーク実習 杉岡，岡田直，松岡，畠山 A407，情3実 6599 後期 ソーシャルワーク実践理論Ⅱ 中村和 C700

8919 前期 社会科教育法Ⅱ〔公民〕 高杉 B502 6181 通年 コミュニティワーク実習 杉岡，岡田直，松岡，畠山 A407，情3実

6412 前期 知的障害者の病理保健 福島順 B502

4 0908 通年 英語演習 ゲッツ，棚瀬 A303 6085 前期 精神保健福祉援助技術各論 橋本菊 C403 6161 通年 専門演習Ⅱ〔4年次〕 ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ B606 6171 通年 卒業論文 ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ B606

6432 通年 社会教育演習 河野 A407 6162 通年 専門演習Ⅱ〔4年次〕 安部 A405 6172 通年 卒業論文 安部 A405

8982 後期 教職実践演習（中・高）（B） 古谷 A406 6163 通年 専門演習Ⅱ〔4年次〕 岡田直 A406 6173 通年 卒業論文 岡田直 A406

6164 通年 専門演習Ⅱ〔4年次〕 佐橋 C607 6174 通年 卒業論文 佐橋 C607

6165 通年 専門演習Ⅱ〔4年次〕 伊藤新 C606 6175 通年 卒業論文 伊藤新 C606

6166 通年 専門演習Ⅱ〔4年次〕 林健 B600 6176 通年 卒業論文 林健 B600

土 1

2 6530 後期 相談援助入門実習 松岡，西田

3 6581 通年 相談援助実習 畑，松岡

4

【遠隔授業・集中講義】 《注意事項》 《その他》
学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 ・他学科科目については、「Ｃａｍｐｕｓ Ｇｕｉｄｅ Ｗｅｂ」上で時間割を公開している。必要がある者はWeb上で確認すること。 【上級フランス語Ⅰ（演習）】

遠隔授業 1 8019 前期 心理学Ⅰ（遠隔） 中嶋輝 ・事前登録が必要な科目は、事前に申込をし、当選結果を確認のうえ履修登録すること。 0925　上級フランス語Ⅰ（演習）は、３年次までに上級フランス語Ⅰ（Ａ）を修得済みの４年次生のみ履修可

6022 後期 ソーシャルワーク論Ⅰ 栗山 　　 【上級フランス語Ⅱ（演習）】
6517 後期 社会理論と社会システム 水川 0927　上級フランス語Ⅱ（演習）は、３年次までに上級フランス語Ⅱ（Ａ）を修得済みの４年次生のみ履修可

6591 後期 社会保障論Ⅰ 安部 《授業の出席について》 【精神医学、精神保健学（A)、精神保健福祉論、精神保健福祉実践論、精神保健福祉援助技術各論、
2 6023 前期 ソーシャルワーク論Ⅱ 大友 ・欠席回数が全授業回数の１／３を超えた場合は、試験の受験資格を失うこととなるので、十分注意すること。 　精神科リハビリテーション学、精神保健福祉援助実習、精神保健福祉援助演習】

6034 前期 障害者福祉論 田中耕 授業の出席回数については、自己管理すること。 上記科目は、12年度以降入学生は履修できない
6067 前期 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ方法論Ⅰ 横山穰 ・週２回授業が行われる科目は、２回とも同じ教室で行うとは限らないので注意すること。 【精神保健学（B)】
6068 後期 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ方法論Ⅱ 横山穰 ・教室変更が多いので、「教室変更掲示」 を毎回確認すること。 8011精神保健学（B)は、11年度以前入学生は履修できない
6527 前期 児童・家庭福祉論 栗山

3 ※以下3科目は事前登録科目である。履修を希望する学生は、
4 《再履修について》 　 4/4 17:00までに、「履修希望票」を提出すること。

集中講義 1 6007 前期 公衆衛生 藤田麗 【外国語科目】（編入生も同様）・・・教育支援課 ⑤ 窓口で指示を受けること。 　 登録クラスについては、4/6 9:00の発表で確認すること。
2 8531 後期 ハードウェア基礎 中嶋輝 【情報科目】・・・教育支援課掲示板で確認すること。 ・6531-6538 相談援助演習Ⅰ

0903 後期 海外事情（英語） 西原明 ・6541-6547 相談援助演習Ⅱ
0913 後期 海外事情（ﾄﾞｲﾂ語） 佐藤修 《クラス指定》 ・6551 相談援助実習指導Ⅰ
0923 後期 海外事情（ﾌﾗﾝｽ語） 高橋百 【教育心理学】　　　・・・(B）クラスで履修登録すること。
0933 前期 海外事情（中国語） 山本 【コミュニティワーク論】 ・・・(Ａ）クラスで履修登録すること。
0943 前期 海外事情（韓国語） 鄭根珠 【地域福祉論】  ・・・(Ａ）クラスで履修登録すること。
6074 後期 海外福祉事情 中田知

6594 前期 社会保障論Ⅱ（B） 鎮目

6117 前期 福祉計画特論 埋橋

3

4

※ 日程が重複する集中講義は、同時に履修することができない。

※ 集中講義は、特に記載がある場合を除き、土曜日および日曜日には実施しない。

履修希望者は、4/6 17：30～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/6 17：30～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/6 17：30～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/6 17：30～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/6 17：30～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

後期登録科目。履修条件・日程・内容をシラバスや掲示板で確認すること

8/29（火）～9/1（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する

8/21（月）～25（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること

8/21（月）～24（木）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する

1/31（水）～2/3（土）教室・講時等の詳細は1月上旬に掲示等で通知する

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること

開講期間および注意事項

１回目の授業日と教室は３学部共通の掲示板で通知する

シラバスで確認し履修登録すること。後日、詳細を掲示で確認すること


