
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 8017 前期 運動の科学 星野宏 非対面 8014 後期 スポーツ医学 星野宏 8137 前期 経済学Ⅰ 勝村 C400 8169 後期 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ａ） 澤井 8194 前期 韓国・朝鮮の文化 申 C500
8640 前期 日本語表現Ｉ（臨Ａ） 松浦年 B505 8287 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ａ） 山我 非対面 8142 後期 世界の近現代史Ⅱ 秋山 8288 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｂ） 山我 非対面 8227 前期 地域と世界基礎演習Ⅰ（Ａ） 諸岡 A400
8641 前期 日本語表現Ｉ（臨Ｂ） 高木維 A607 8297 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ａ） 山我 8231 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ａ） 山吉 非対面 8298 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｂ） 山我 8228 後期 地域と世界基礎演習Ⅱ（Ａ） 諸岡
8642 前期 日本語表現Ｉ（臨Ｃ） 浅野正 A605 0531 前期 英語Ⅰ（社部Ａ） ﾘﾄﾝ A504 8235 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ） 山吉 8794 後期 環境経済（Ｂ） 野原 8553 後期 文学の世界 宮崎靖
8643 前期 日本語表現Ｉ（臨Ｄ） 田代 B504 0532 前期 英語Ⅰ（社部Ｂ） 川名 B507 8762 前期 国際交流特別講義Ｂ（Ａ） 岡田み 非対面 8904 前期 教育学（Ａ） 鈴木剛 C700 6591 後期 社会保障論Ⅰ 安部
8648 前期 日本語表現Ｉ（臨Ｅ） 中村真 B401 0533 前期 英語Ⅰ（社部Ｃ） 木村有 B503 8775 後期 国際交流特別講義Ｂ（Ｂ） 岡田み 8806 後期 日本の歴史〔国際〕（Ｂ） 平井
8686 後期 日本語表現Ⅱ（臨Ａ） 松浦年 0534 前期 英語Ⅰ（社部Ｄ） 湯浅 B505 8828 後期 日本の金融と経済〔国際〕（Ｂ） 南ホ 8905 後期 教育学（Ｂ） 鈴木剛
8687 後期 日本語表現Ⅱ（臨Ｂ） 高木維 0535 前期 英語Ⅰ（社部Ｅ） ｱﾘｿﾝ B501
8688 後期 日本語表現Ⅱ（臨Ｃ） 浅野正 0536 前期 英語Ⅰ（社部Ｆ） 中屋 A605
8689 後期 日本語表現Ⅱ（臨Ｄ） 田代 0581 後期 英語Ⅱ（社部Ａ） 川名
8694 後期 日本語表現Ⅱ（臨Ｅ） 中村真 0582 後期 英語Ⅱ（社部Ｂ） ﾘﾄﾝ

0583 後期 英語Ⅱ（社部Ｃ） 中屋
0584 後期 英語Ⅱ（社部Ｄ） ｱﾘｿﾝ
0585 後期 英語Ⅱ（社部Ｅ） 湯浅
0586 後期 英語Ⅱ（社部Ｆ） 木村有
0705 前期 ドイツ語Ⅰ（社部） 寺尾 A506
0715 後期 ドイツ語Ⅱ（社部） 覚知
0756 前期 フランス語Ⅰ（社部） 高野真 B403
0766 後期 フランス語Ⅱ（社部） 高野真
0807 前期 韓国語Ⅰ（社部Ａ） 松田 A301
0808 前期 韓国語Ⅰ（社部Ｂ） 瀧元 A407
0817 後期 韓国語Ⅱ（社部Ａ） 瀧元
0818 後期 韓国語Ⅱ（社部Ｂ） 松田
0859 前期 中国語Ⅰ（社部） 大沼尚 B607
0869 後期 中国語Ⅱ（社部） 大沼尚

2 0931 前期 中国語と文化 山本 非対面 0941 前期 韓国語と文化 鄭根珠 非対面 0621 前期 英語Ⅲ（社部Ａ） ﾘﾄﾝ B503 3147 前期 現代政治学 萱野 非対面 3138 通年 世界史Ⅱ 中村一 A705 8959 前期 特別活動・総合的な学習時間の指導法（A） 岡積 C402

6525 前期 高齢者福祉論 畑 A305 5641 後期 憲法Ⅰ〔人権〕 岩本 0622 前期 英語Ⅲ（社部Ｂ） 西原明 B609 3418 前期 社会思想史（Ａ） 楠木 非対面 6026 前期 社会福祉調査論（福祉士） 中田知 A305

6065 前期 知的障害者の心理（Ａ） 牧田 A408 6605 後期 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 中村和，伊藤恵，橋本達 0623 前期 英語Ⅲ（社部Ｃ） フレナー B505 6039 前期 地域福祉論（Ｂ） 池田雅 B402

6417 前期 知的障害教育方法論Ⅰ 西田 A705 0624 前期 英語Ⅲ（社部Ｄ） ウインリック B501

8942 後期 教育方法論（Ｂ） 鳴海，鈴木剛，金子，田実 0625 前期 英語Ⅲ（社部Ｅ） ｼﾞｮﾝｿﾝ B507

0626 前期 英語Ⅲ（社部Ｆ） ﾐﾗｰ B504

0627 前期 英語Ⅲ（社部Ｇ） 棚瀬 B401

0628 前期 英語Ⅲ（社部Ｈ） コホ B403

0671 後期 英語Ⅳ（社部Ａ） 西原明

0672 後期 英語Ⅳ（社部Ｂ） ﾘﾄﾝ

0673 後期 英語Ⅳ（社部Ｃ） ウインリック

0674 後期 英語Ⅳ（社部Ｄ） ﾐﾗｰ

0675 後期 英語Ⅳ（社部Ｅ） フレナー

0676 後期 英語Ⅳ（社部F） ｼﾞｮﾝｿﾝ

0677 後期 英語Ⅳ（社部Ｇ） コホ

0678 後期 英語Ⅳ（社部Ｈ） 棚瀬

0725 前期 ドイツ語Ⅲ（社部） 寺尾 B607

0735 後期 ドイツ語Ⅳ（社部） 覚知

0775 前期 フランス語Ⅲ（社部） ﾔﾔｳｨ A407

0785 後期 フランス語Ⅳ（社部） ﾔﾔｳｨ

0826 前期 韓国語Ⅲ（社部Ａ） 瀧元 A301

0827 前期 韓国語Ⅲ（社部Ｂ） 崔 A605

0836 後期 韓国語Ⅳ（社部Ａ） 崔

0837 後期 韓国語Ⅳ（社部Ｂ） 瀧元

0876 前期 中国語Ⅲ（社部） 張阿 A504

0886 後期 中国語Ⅳ（社部） 張阿

3 8108 前期 人間科学演習Ⅰ 星野宏 体育館MTG 3238 前期 国際経済学Ⅰ 竹野内 A305 8081 通年 生涯スポーツⅠ（Ａ） 星野宏 体育館 8279 前期 キリスト教学演習Ⅰ 山吉 C403 8968 前期 社会科教育実践指導Ⅰ 鳴海 A400

8109 後期 人間科学演習Ⅱ 申 3239 後期 国際経済学Ⅱ 竹野内 6614 後期 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ（A） 望月 8280 後期 キリスト教学演習Ⅱ 山吉 8969 後期 社会科教育実践指導Ⅱ 鳴海

6602 後期 精神疾患とその治療Ⅱ 田辺等 5642 前期 憲法Ⅱ〔統治機構〕 岩本 非対面 6635 後期 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ（B） 高野和 6603 前期 精神保健の課題と支援Ⅰ 田辺等 A500

6607 前期 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ 田辺等 A300 6599 後期 ソーシャルワーク実践理論Ⅱ 伊藤恵 6740 前期 福祉臨床研究法Ⅱ 西田 情7実 6616 後期 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（A） 永井

6606 前期 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ 中村和，伊藤恵，橋本達 A507 8915 後期 教育社会学 鈴木剛 6637 後期 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（B） 高野和

8801 前期 日本の文学［国際］（Ａ） フレナー 非対面

8802 後期 日本の文学［国際］（Ｂ） フレナー

8907 前期 教育史 鈴木剛 非対面

火 1 8004 前期 心理学Ⅰ（Ｂ） 渡辺舞 C402 8009 後期 心理学Ⅱ（Ｂ） 渡辺舞 8023 通年 体育実技Ⅰ（Ｃ） 星野宏 体育館 8105 前期 物質の世界 堀田 非対面 8103 後期 科学と人間 佐藤俊

8008 後期 心理学Ⅱ（Ａ） 渡辺舞 8018 前期 体力育成論 森田 非対面 8115 前期 環境と人間Ⅰ（Ａ） 矢吹 非対面 8113 前期 生命の科学Ⅱ（Ａ） 田中歩 非対面 8128 前期 日本国憲法（Ｂ） 岩本 非対面

8021 通年 体育実技Ⅰ（Ａ） 星野宏，他 体育館 8022 通年 体育実技Ⅰ（Ｂ） 星野宏 体育館 8131 後期 法学 足立 8114 後期 生命の科学Ⅱ（Ｂ） 田中歩 8233 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｃ） 山吉 非対面

8218 前期 ヨーロッパの文化（Ａ） 山吉 非対面 8095 前期 哲学Ⅰ 麻生 非対面 8232 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｂ） 山吉 非対面 8185 後期 美術の世界 寺嶋 8237 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｃ） 山吉

8219 後期 ヨーロッパの文化（Ｂ） 山吉 8112 後期 生命の科学Ⅰ（Ｂ） 矢吹 8236 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｂ） 山吉 8308 後期 数学（Ｂ） 矢吹 8309 前期 自然・数理科学基礎演習Ⅰ 矢吹 A706

6709 前期 倫理学 田中耕，永井 B402 8283 前期 人文科学基礎演習Ⅰ 宮澤 A300 6641 前期 こどもの発達と社会 西田 A603 8822 前期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（Ａ） 岡田み 非対面

8284 後期 人文科学基礎演習Ⅱ 宮澤 8810 前期 日本の社会〔国際〕（Ａ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 非対面 8824 後期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（Ｂ） 岡田み

8787 前期 日韓比較文化論（Ａ） 鄭斗鎬 非対面 8812 後期 日本の社会〔国際〕（Ｂ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

8788 後期 日韓比較文化論（Ｂ） 鄭斗鎬

2 8051 通年 体育実技Ⅱ（Ａ） 星野宏，他 体育館 8052 通年 体育実技Ⅱ（Ｂ） 星野宏 体育館 8053 通年 体育実技Ⅱ（Ｃ） 星野宏 体育館 8015 前期 スポーツ生理学 星野宏 非対面 6415 後期 病弱者の心理 渡辺泰

0900 後期 英語と文化（Ｂ） ｱﾘｿﾝ 0911 前期 ドイツ語と文化 寺尾 A404 6611 後期 精神保健福祉に関する制度とサービスⅠ 永井 8016 後期 スポーツ栄養学 星野宏 8965 前期 特別支援教育概論（Ａ） 播磨 A401

0901 後期 英語と文化（Ａ） 西原明 6529 前期 相談援助実践論 吉田竜 A503 6413 前期 肢体不自由者の心理 播磨 A401 1975 前期 日本語教授法Ⅰ 岡田み 非対面 8966 後期 特別支援教育概論（Ｂ） 播磨

6593 前期 社会保障論Ⅱ（Ａ） 松岡 A403 6551 後期 相談援助実習指導Ⅰ（A） 伊藤新 1976 後期 日本語教授法Ⅱ 岡田み

6552 後期 相談援助実習指導Ⅰ（B） 吉田竜 6521 前期 医学知識Ⅰ 田辺等 A305

6553 後期 相談援助実習指導Ⅰ（C） 西田 6523 後期 医学知識Ⅱ 田辺等

6554 後期 相談援助実習指導Ⅰ（D） 鈴木道

6555 後期 相談援助実習指導Ⅰ（E） 大友

6556 後期 相談援助実習指導Ⅰ（Ｆ） 松井祐

8795 前期 Academic skills for Study Abroad（Ａ） 岡田み 非対面

8796 後期 Academic skills for Study Abroad（Ｂ） 岡田み

8913 前期 教育行政論（Ａ） 鳴海 A500

8948 後期 教育相談論（Ｂ） 河岸

2021 履修登録用
時限

福祉臨床学科 時間割 （2019～2020年度 入学生用）



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

2021 履修登録用
時限

福祉臨床学科 時間割 （2019～2020年度 入学生用）
火 3 6747 前期 スクールソーシャルワーク論 大友 A301 6608 後期 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ 池田望 6710 前期 福祉臨床研究法Ⅰ 畑 A603 6624 前期 地域ソーシャルワーク論 池田雅 C700 0914 前期 上級ドイツ語Ⅰ ﾊｲﾈﾏﾝ A504 6411 前期 障害児教育論 渡辺泰 C502

6625 前期 子ども家庭ソーシャルワーク論 大畑 A401 8834 前期 日本の文化〔国際〕（Ａ） 延与 非対面 8919 前期 社会科教育法Ⅱ〔公民〕（Ａ） 鳴海 C401 0916 後期 上級ドイツ語Ⅱ ﾊｲﾈﾏﾝ

6416 後期 病弱者の病理保健 田辺等 8836 後期 日本の文化〔国際〕（Ｂ） 延与 6561 前期 相談援助実習指導Ⅱ（A） 伊藤新 A506，A603

6562 前期 相談援助実習指導Ⅱ（B） 松岡 B609

6563 前期 相談援助実習指導Ⅱ（C） 畑 A605

6564 前期 相談援助実習指導Ⅱ（D） 池田雅 A607

6565 前期 相談援助実習指導Ⅱ（E） 栗山 A709

6566 前期 相談援助実習指導Ⅱ（F） 西田 B502

6567 前期 相談援助実習指導Ⅱ（G） 吉田竜 B504

6571 後期 相談援助実習指導Ⅲ（A） 伊藤新

6572 後期 相談援助実習指導Ⅲ（B） 松岡

6573 後期 相談援助実習指導Ⅲ（C） 畑

6574 後期 相談援助実習指導Ⅲ（D） 池田雅

6575 後期 相談援助実習指導Ⅲ（E） 栗山

6576 後期 相談援助実習指導Ⅲ（F） 西田

6577 後期 相談援助実習指導Ⅲ（G） 吉田竜

水 1 8024 通年 体育実技Ⅰ（Ｄ） 星野宏 体育館 8025 通年 体育実技Ⅰ（Ｅ） 星野宏 体育館 8139 後期 経済学Ⅱ 岡部洋 8197 前期 中国の文化（Ａ） 江尻 C700

8125 前期 社会科学基礎演習Ⅰ（Ａ） 水川 A508 8111 前期 生命の科学Ⅰ（Ａ） 矢吹 非対面 8149 前期 統計学（Ａ） 矢吹 A603 8198 後期 中国の文化（Ｂ） 江尻

8126 後期 社会科学基礎演習Ⅱ（Ａ） 水川 8150 後期 統計学（Ｂ） 矢吹 8168 前期 北海道・北方地域文化論Ⅰ（Ｂ） 出利葉 非対面 8767 後期 国際交流特別講義Ｆ シレガル

8151 後期 文化人類学 小西 8167 前期 北海道・北方地域文化論Ⅰ（Ａ） 出利葉 非対面 8255 後期 比較宗教学 山我 8785 前期 日欧（経済）関係〔国際〕（Ａ） 原島 非対面

8291 前期 平和学 片岡 A503 8170 後期 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ｂ） 澤井 8277 前期 イスラム教の思想と文化 山我 非対面 8786 後期 日欧（経済）関係〔国際〕（Ｂ） 原島

6516 後期 心理学理論と心理的支援（Ｂ） 佐藤祐 8181 前期 音楽の世界 寺田貴 非対面 8766 後期 国際交流特別講義Ｅ シレガル

6642 後期 成人・高齢者の生活と社会 畑 8840 後期 国際経済〔国際〕（Ｂ） 竹野内

8782 後期 比較文化〔国際〕（Ｂ） ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ

2 8054 通年 体育実技Ⅱ（Ｄ） 星野宏 体育館 8055 通年 体育実技Ⅱ（Ｅ） 星野宏 体育館 8587 前期 職業と人生（Ａ） 本田勝 A305，A403 3141 後期 地誌概説 塩崎 0921 前期 フランス語と文化 五味田 非対面

8535 前期 ソフトウェア基礎 金子 情11実 6601 後期 精神疾患とその治療Ⅰ 田辺等 8588 後期 職業と人生（Ｂ） 本田勝 3141 後期 地誌概説 塩崎

5641 後期 憲法Ⅰ〔人権〕 岩本 6402 通年 世界史Ⅰ（文社部） 富田 A300 6745 前期 医療福祉論 巻 図4A，図4B

6034 前期 障害者福祉論 田中耕 図4A，図4B

8912 後期 教育心理学（Ｂ） 田辺毅

3 8082 通年 生涯スポーツⅠ（Ｂ） 星野宏 体育館 8099 前期 スポーツ指導論 星野宏 体育館MTG 0924 前期 上級フランス語Ⅰ 五味田 非対面 6426 通年 障害児教育実習 播磨 A401 6412 後期 知的障害者の病理保健 西野

0904 前期 上級英語Ⅰ ゲッツ CALL1 8100 後期 健康体力論 星野宏 0926 後期 上級フランス語Ⅱ 五味田 6414 前期 肢体不自由者の病理保健 古川章 A500

0906 後期 上級英語Ⅱ 西原明 6627 前期 高齢者ソーシャルワーク論 大友芳 A705 6628 前期 保健医療ソーシャルワーク論 不動，下倉，松原 B405 8918 前期 社会科教育法Ⅰ〔地理歴史〕 岡積 A408

6423 前期 視覚障害教育論 伊藤政 C403

木 1 8026 通年 体育実技Ⅰ（Ｆ） 星野宏 体育館 8005 前期 心理学Ⅰ（Ｃ） 中村浩 非対面 8028 通年 体育実技Ⅰ（Ｈ） 星野宏 体育館 8117 前期 環境と人間Ⅰ（Ｂ） 矢吹 非対面 8290 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｄ） 山我 非対面

8133 前期 政治学Ⅰ 萱野 非対面 8006 後期 心理学Ⅱ（Ｃ） 中村浩 8208 前期 アメリカの文化（Ａ） 瀬名波 A403 8179 前期 日本の文化（Ａ） 諸岡 非対面 8300 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｄ） 山我

8135 後期 政治学Ⅱ 萱野 8027 通年 体育実技Ⅰ（Ｇ） 星野宏 体育館 8209 後期 アメリカの文化（Ｂ） 瀬名波 8310 後期 自然・数理科学基礎演習Ⅱ 矢吹 8768 後期 国際交流特別講義Ｇ（Ａ） シレガル

8234 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｄ） 山吉 非対面 8307 前期 数学（Ａ） 矢吹 A503 8274 後期 仏教の思想と文化 森口 2401 後期 経済学入門（文社部） 小松 8781 前期 比較文化〔国際〕（Ａ） ｺｯﾀｰ 非対面

8238 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｄ） 山吉 0531 前期 英語Ⅰ（社部Ａ） 木村有 A504 8289 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｃ） 山我 非対面 6106 後期 社会調査入門 中田知 8901 前期 教職入門（Ａ） 田実 C700

6717 後期 福祉臨床基礎実習指導Ⅱ 畑 0532 前期 英語Ⅰ（社部Ｂ） ﾄｰﾏｽ B507 8295 前期 北星学 日高 図4A，図4B 8830 前期 マネジメント論〔国際〕（Ａ） コウ 非対面

0533 前期 英語Ⅰ（社部Ｃ） ﾐﾗｰ B503 8299 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｃ） 山我 8832 後期 マネジメント論〔国際〕（Ｂ） コウ

0534 前期 英語Ⅰ（社部Ｄ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B505 6701 後期 福祉臨床入門 栗山

0535 前期 英語Ⅰ（社部Ｅ） 中屋 B501 8790 後期 メディア論〔国際〕（Ｂ） 阪井

0536 前期 英語Ⅰ（社部Ｆ） 井上千 A605 8803 前期 日本のサブカルチャー（Ａ） 山本 非対面

0581 後期 英語Ⅱ（社部Ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ

0582 後期 英語Ⅱ（社部Ｂ） 中屋

0583 後期 英語Ⅱ（社部Ｃ） ﾄｰﾏｽ

0584 後期 英語Ⅱ（社部Ｄ） 木村有

0585 後期 英語Ⅱ（社部Ｅ） 井上千

0586 後期 英語Ⅱ（社部Ｆ） ﾐﾗｰ

0705 前期 ドイツ語Ⅰ（社部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ A506

0715 後期 ドイツ語Ⅱ（社部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ

0756 前期 フランス語Ⅰ（社部） ｼﾞｪｺﾞﾝﾃﾞ B403

0766 後期 フランス語Ⅱ（社部） ｼﾞｪｺﾞﾝﾃﾞ

0807 前期 韓国語Ⅰ（社部Ａ） 芳賀 A301

0808 前期 韓国語Ⅰ（社部Ｂ） 鄭斗鎬 A407

0817 後期 韓国語Ⅱ（社部Ａ） 松田

0818 後期 韓国語Ⅱ（社部Ｂ） 芳賀

0859 前期 中国語Ⅰ（社部） 胡 B607

0869 後期 中国語Ⅱ（社部） 胡

2 8010 後期 健康管理学 森田 8057 通年 体育実技Ⅱ（Ｇ） 星野宏 体育館 8058 通年 体育実技Ⅱ（Ｈ） 星野宏 体育館 6531 後期 相談援助演習Ⅰ（A） 岡田直 C403 3411 前期 地理学（Ａ） 塩崎 非対面 6421 前期 病弱教育方法論 渡辺泰 A401

8056 通年 体育実技Ⅱ（Ｆ） 星野宏 体育館 3240 前期 国際政治学（Ａ） 萱野 A401 0621 前期 英語Ⅲ（社部Ａ） 湯浅 B503 6532 後期 相談援助演習Ⅰ（B） 山下 6531 通年 相談援助演習Ⅰ（A） 岡田直 C400，C403 8960 後期 特別活動・総合的な学習時間の指導法（B） 岡積

6029 前期 公的扶助論 松岡 図4A，図4B 6025 後期 コミュニティワーク論（B） 池田雅 0622 前期 英語Ⅲ（社部Ｂ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B609 6533 後期 相談援助演習Ⅰ（C） 高野和 6532 通年 相談援助演習Ⅰ（B） 山下 C703

6419 後期 肢体不自由教育方法論 播磨 6418 後期 知的障害教育方法論Ⅱ 播磨 0623 前期 英語Ⅲ（社部Ｃ） 川名 B505 6534 後期 相談援助演習Ⅰ（D） 松浦智 6533 通年 相談援助演習Ⅰ（C） 高野和 C705

8947 前期 教育相談論（Ａ） 河岸 A501 0624 前期 英語Ⅲ（社部Ｄ） 中村亜 B501 6535 後期 相談援助演習Ⅰ（E） 横山穰 6534 通年 相談援助演習Ⅰ（D） 松浦智 A300

0625 前期 英語Ⅲ（社部Ｅ） ゲッツ B507 6536 後期 相談援助演習Ⅰ（F） 栗山 6535 通年 相談援助演習Ⅰ（E） 横山穰 A709

0626 前期 英語Ⅲ（社部Ｆ） 井上千 B504 6537 後期 相談援助演習Ⅰ（G） 神部 6536 通年 相談援助演習Ⅰ（F） 栗山 A702

0627 前期 英語Ⅲ（社部Ｇ） ｱﾘｿﾝ B401 6537 通年 相談援助演習Ⅰ（G） 神部 A605

0628 前期 英語Ⅲ（社部Ｈ） ｶｰﾄﾆｰ B403 6066 前期 知的障害者の心理（Ｂ） 播磨 A408

0671 後期 英語Ⅳ（社部Ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ 8958 後期 道徳教育の理論と実践 鈴木剛

0672 後期 英語Ⅳ（社部Ｂ） 湯浅

0673 後期 英語Ⅳ（社部Ｃ） 中村亜

0674 後期 英語Ⅳ（社部Ｄ） ゲッツ

0675 後期 英語Ⅳ（社部Ｅ） 井上千

0676 後期 英語Ⅳ（社部F） 川名

0677 後期 英語Ⅳ（社部Ｇ） ｶｰﾄﾆｰ

0678 後期 英語Ⅳ（社部Ｈ） ｱﾘｿﾝ

0725 前期 ドイツ語Ⅲ（社部） 寺尾 B607

0735 後期 ドイツ語Ⅳ（社部） 寺尾

0775 前期 フランス語Ⅲ（社部） 林宏 A407

0785 後期 フランス語Ⅳ（社部） 林宏

0826 前期 韓国語Ⅲ（社部Ａ） 鄭斗鎬 A301

0827 前期 韓国語Ⅲ（社部Ｂ） 瀧元 A605

0836 後期 韓国語Ⅳ（社部Ａ） 瀧元

0837 後期 韓国語Ⅳ（社部Ｂ） 鄭斗鎬

0876 前期 中国語Ⅲ（社部） ｹｲ A504

0886 後期 中国語Ⅳ（社部） ｹｲ

3 6604 後期 精神保健の課題と支援Ⅱ 松本真 6739 前期 リハビリテーション論 八田，髙橋光 A300 1977 前期 日本語教授法Ⅲ 岡田み 非対面 5642 前期 憲法Ⅱ〔統治機構〕 岩本 非対面 6744 前期 施設ソーシャルワーク論 畑 A403 6541 通年 相談援助演習Ⅱ（A） 岡田直 C400，C403

6632 前期 療法論Ⅱ 池田雅，ト部，今井常 A508 8944 後期 生徒・進路指導の理論と実践（B） 田実 6626 前期 障害者ソーシャルワーク論 光増 A501 6542 通年 相談援助演習Ⅱ（B） 山下 C703

6543 通年 相談援助演習Ⅱ（C） 高野和 C705

6544 通年 相談援助演習Ⅱ（D） 松浦智 A300

6545 通年 相談援助演習Ⅱ（E） 寺田 A400

6546 通年 相談援助演習Ⅱ（F） 神部 A605

6547 通年 相談援助演習Ⅱ（G） 丸山 A500



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

2021 履修登録用
時限

福祉臨床学科 時間割 （2019～2020年度 入学生用）
金 1 8029 通年 体育実技Ⅰ（Ｉ） 星野宏 体育館 8031 通年 体育実技Ⅰ（Ｊ） 星野宏 体育館 8003 前期 心理学Ⅰ（Ａ） 高橋雅 非対面 8097 後期 哲学Ⅱ 西永 8123 後期 環境と人間Ⅱ（Ｂ） 吉田磨

8127 前期 日本国憲法（Ａ） 岩本 非対面 8140 前期 投資と社会 直井 非対面 8012 前期 身体の科学Ⅰ 森田 C500 8121 後期 環境と人間Ⅱ（Ａ） 吉田磨 8141 前期 世界の近現代史Ⅰ 山我 非対面

8143 後期 社会学Ⅱ 西脇裕 8229 前期 地域と世界基礎演習Ⅰ（Ｂ） 諸岡 A706 8013 後期 身体の科学Ⅱ 森田 8129 前期 日本国憲法（Ｃ） 篠田 非対面 8223 前期 国際・比較文化論（Ａ） 金昌 A705

8195 前期 現代社会と倫理（Ａ） 村松 非対面 8230 後期 地域と世界基礎演習Ⅱ（Ｂ） 諸岡 8032 通年 体育実技Ⅰ（Ｋ） 申 体育館 8180 前期 日本の文化（Ｂ） 諸岡 非対面 8224 後期 国際・比較文化論（Ｂ） 金昌

8196 後期 現代社会と倫理（Ｂ） 村松 8294 後期 ジェンダーと社会 森川 8153 前期 メディアと社会 原島，勝村 C400 8193 後期 日本の文化（Ｃ） 諸岡 8321 前期 社会科学基礎演習Ⅰ（Ｂ） 水川 B504

6004 通年 社会福祉概説 佐橋 図4A，図4B 6515 後期 心理学理論と心理的支援（Ａ） 佐藤祐 8435 前期 情報入門（臨Ａ） 山田志 情6実 6007 前期 公衆衛生 佐々木浩 A503 8322 後期 社会科学基礎演習Ⅱ（Ｂ） 水川

6707 前期 障害学 田中耕 A408 8436 前期 情報入門（臨Ｂ） 渡辺隼 情7実 8763 前期 国際交流特別講義Ｃ（Ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ 非対面 8774 後期 国際交流特別講義Ｇ（Ｂ） シレガル

8437 前期 情報入門（臨Ｃ） 古谷 情9実 8764 後期 国際交流特別講義Ｃ（Ｂ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ 8804 後期 日本のサブカルチャー（Ｂ） 諸岡

8481 後期 情報活用Ⅰ（臨Ａ） 山田志

8482 後期 情報活用Ⅰ（臨Ｂ） 古谷

8521 後期 情報活用Ⅱ（臨Ｃ） 渡辺隼

8522 後期 情報活用Ⅱ（臨Ｄ） 中嶋輝

8791 前期 コミュニケーション論〔国際〕（Ａ） R.ﾄﾑｿﾝ 非対面

8792 後期 コミュニケーション論〔国際〕（Ｂ） R.ﾄﾑｿﾝ

8826 前期 日本の金融と経済〔国際〕（Ａ） 秋森 非対面

8902 後期 教職入門（Ｂ） 田実

2 8059 通年 体育実技Ⅱ（Ｉ） 星野宏 体育館 8061 通年 体育実技Ⅱ（Ｊ） 星野宏 体育館 8062 通年 体育実技Ⅱ（Ｋ） 申 体育館 8941 前期 教育方法論（Ａ） 鳴海，鈴木剛，金子，田実 A705 3415 後期 現代哲学 西永 6425 前期 重複障害・ＬＤ等教育論 田実 A408

2192 前期 日本史Ⅰ〔前近代〕（文社部） 篠崎 A408 3143 前期 宗教学（Ａ） 堀雅 A305 3144 後期 宗教学（Ｂ） 堀雅

2193 後期 日本史Ⅱ〔近現代〕（文社部） 篠崎 6749 前期 社会福祉の思想 横山穰 A403 6748 後期 司法福祉論 新堂

3412 後期 自然地理学（Ａ） 菊地達 8914 後期 教育行政論（B） 鳴海

3 0934 前期 上級中国語Ⅰ 山本 CALL2 0944 前期 上級韓国語Ⅰ 鄭根珠 C702 6661 通年 福祉臨床専門演習 横山穰 C605 6597 前期 社会福祉管理運営論 神内 図4A，図4B 8943 前期 生徒・進路指導の理論と実践（A） 田実 A408 6424 後期 聴覚障害教育論 佐藤靖

0936 後期 上級中国語Ⅱ 今野美 0946 後期 上級韓国語Ⅱ 鄭根珠 6662 通年 福祉臨床専門演習 池田雅 B501 8922 後期 公民科教育法（Ａ） 鳴海

6598 前期 ソーシャルワーク実践理論Ⅰ 中村和，大友 A503 6028 前期 介護概論 八巻 図4A，図4B 6663 通年 福祉臨床専門演習 田中耕，吉田竜 B503

8923 後期 公民科教育法（Ｂ） 鳴海 6612 後期 精神保健福祉に関する制度とサービスⅡ 大友 6664 通年 福祉臨床専門演習 栗山 B505

8920 前期 社会科教育法Ⅱ〔公民〕（Ｂ） 鳴海 C701 6665 通年 福祉臨床専門演習 中村和 B607

6666 通年 福祉臨床専門演習 西田 B609

6667 通年 福祉臨床専門演習 永井 A709

6668 通年 福祉臨床専門演習 畑 A605

6669 通年 福祉臨床専門演習 大友 A607

土 1

2 6540 後期 相談援助入門実習（Ｂ） 西田

3 6581 通年 相談援助実習 栗山，池田雅，伊藤新

【遠隔授業・集中講義】 《注意事項》 《教室の表記》
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。 ・「非対面」は、Zoomを利用したリアルタイム授業、または、オンデマンド授業。

遠隔授業 1 0015 前期 社会学Ⅰ 水川 　必要がある者はWeb上で確認すること。 ・「A〇〇〇」など、教室名が表示されている科目は対面での授業。
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。 　※基本的には対面で実施されるが、授業日によっては非対面となる可能性がある。
6022 後期 ソーシャルワーク論Ⅰ 栗山 　　 　※対面・非対面に関わらず、事前にMoodleで各科目の内容を確認すること。
6517 後期 社会理論と社会システム 水川 《授業の出席について》

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。 ・「情○実」は、第○情報実習室。「CALL○」は、A館２階のCALL第○。
6067 前期 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ方法論Ⅰ 横山穰 授業の出席回数については、自己管理すること。 ・「図４A」は、図書館棟４階、Ａ教室。
6068 後期 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ方法論Ⅱ 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。 ・「図４Ｂ」は、図書館棟４階、Ｂ教室。
6527 前期 児童・家庭福祉論 栗山 ・教室変更が多いので、「教室変更掲示」 を毎回確認すること。
6590 後期 福祉行財政と福祉計画 安部，佐橋，伊藤新 ・後期の教室は、後期開始前に掲示等で案内するので確認すること。
6596 前期 権利擁護と成年後見制度 林健 《クラス指定》

3 《再履修について》 【職業と人生】・・・ 履修する場合は、（A）クラスに登録すること。（２年次生のみ履修可）
集中講義 1 6008 前期 社会福祉発達史 江連 【外国語科目】・・・教育支援課掲示板で確認すること。 【教育心理学】　　　・・・(B）クラスで履修登録すること。

2 8531 前期 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。 【コミュニティワーク論】 ・・・(Ｂ）クラスで履修登録すること。
0902 後期 海外事情（英語Ｂ） ｱﾘｿﾝ 【日本語科目】・・・教育支援課掲示板で確認すること。 【地域福祉論】  ・・・(Ｂ）クラスで履修登録すること。
0903 後期 海外事情（英語Ａ） 西原明

0913 後期 海外事情（ﾄﾞｲﾂ語） 寺尾

0923 後期 海外事情（ﾌﾗﾝｽ語） 五味田

0933 前期 海外事情（中国語） 山本

0943 前期 海外事情（韓国語） 鄭根珠

3414 前期 現代社会学（Ａ） 石岡

3422 前期 自然地理学（Ｂ） 渡邉悌

6594 前期 社会保障論Ⅱ（B） 鎮目

6708 前期 ジェンダー・スタディーズ 中澤，宮﨑理

3 6595 前期 労災と就労支援 林健

8/16（月）～8/18（水）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する
8/24（火）～8/27（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する。
8/16（月）～8/20（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する。
8/16（月）～8/20（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する。

履修希望者は、4/2 11：00～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、4/2 11：00～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、4/2 11：00～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、4/2 11：00～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、4/2 11：00～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること。

8/24（火）～8/27（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する。

シラバスを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。

8/23（月）～8/26（木）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する
8/17（火）～8/20（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する。
履修希望者は、4/2 11：00～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること。

シラバスを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。
シラバスを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。
シラバスを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。
シラバスを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。
シラバスを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。
シラバスを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
シラバスを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。

・「体育館MTG」は、体育館ミーティングルーム。


