
開講日 時限 教員名 科目名 教室 開講日 時限 教員名 科目名 教室

熊田　和典 英語Ⅱ 304 浦野　弘 教育課程論（中高） 302

森田　直美 教養演習 407 尾形　和男 保育方法論 306

西山　智則 教養演習 411 文　智彦 教養演習Ⅱ 407

熊田　和典 英語史 303 一戸　真子 教養演習Ⅱ 410

李　芝善 韓国語Ⅱ 304 張　英莉 教養演習Ⅱ 411

一戸　真子 ヘルスケアサービス・マネジメント 401 小山　望 臨床心理学概論 202

古澤　照幸 欲求行動心理学 402 澁井　とし子 子ども英語 301

伊藤　栄晃 西洋史資料講読 404 三浦　正雄 教養演習 312

加藤　秀雄 中小企業論 501 柳川　響 中国古典文学 401

西山　智則 英語圏文学講読（近現代） AVホール 福島　良一 日本史特論（明治以降） 403

笠井・須田・佐藤・影山・一村・安田・宮崎 音楽実技Ⅱ 音楽室 張　英莉 基礎演習Ⅱ 411

浦野　弘 教育方法論（小免） 201 布村　育子 教育社会学（中高） 501

菰田　文男 生産管理論 301 藤井　喜一郎 発展途上国論 502

湯浅　吉美 日本史資料講読（古代・中世） 303 文　智彦 基礎演習 研究室

笠井・須田・佐藤・影山・一村・安田・宮崎 音楽実技Ⅱ 音楽室 馬場　宏輝 生涯スポーツ論 301

伊藤　孝 経済学入門 201 増南　太志 障害児保育Ⅱ 302

湯浅　吉美 古文書学 303 山下　利之 環境心理学 303

浦野　弘 教育方法論（中高） 304

宮島　薫 民法 305

米山　徹幸 証券市場論 501

柴田　仁夫 消費者行動論 502

藤井　喜一郎 アジア経済論 504

松村　真木子 表計算 506

三浦　正雄 保育内容の研究（言葉）Ⅱ 403

李　相和 国際会計論 404

奥田　環 博物館資料論 501

5 増南　太志 特別な配慮を必要とする子どもの理解と支援 302
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開講日 時限 教員名 科目名 教室 開講日 時限 教員名 科目名 教室

増南　太志 障害児保育Ⅱ 302 福島　良一 日本史概説 306

李　相和 財務諸表論Ⅱ 403 奥山　忠信 経済学 405

ｼｰﾊﾝ小田　早苗 英会話Ⅱ中級 501 舩木　惠子 経済政策論 501

井島　由佳 キャリアデザインⅡ 202 古川　彩香 保育内容の研究（表現-身体）Ⅰ 多目的室

赤津・森本・堀田 保育実習指導（事前・事後）Ⅲ（保育所） 305 5 野村　容康 財政学 201

赤津・森本・堀田 保育実習指導（事前・事後）Ⅰ（保育所） 306

森田　直美 日本文化概論 402 大江　清一 経営組織論 403

ｼｰﾊﾝ小田　早苗 英会話Ⅱ中級 501 吉田　雄司 教養演習Ⅱ 504

布村　育子 生徒進路指導論（中高） 502 寺田　己保子 音楽 音楽室

山本　まり子 書道 503 河崎　雅人 初等教科教育法（算数） 302

黒沢　義孝 マクロ経済学 504 多田　庶弘 日本国憲法 405

寺澤　信雄 数学（解析基礎） 202 吉野　剛弘 子どもの教育の歴史 501

橋本　和顕 国語科教育法Ⅱ 401 河須崎　英之 言語学 201

菊地　重秋 科学史 402 相沢　幸悦 国際金融論 305

井島　由佳 キャリアデザインⅡ 202 山下　利之 認知心理学 306

長沼　秀明 教育法規 501 多田　庶弘 日本国憲法 405

5 吉村　日出東 社会・地理歴史科教育法Ⅱ 503 中谷　茂一 社会的養護内容 202

伊藤　栄晃 西洋史学入門 305

中村　麗衣 地域文化論（アジア・アフリカ） 302 市橋　明典 フランス語Ⅱ（中級） 401

掛野　剛史 教養演習Ⅱ 408 足立　はるよ 子どもと栄養Ⅱ 502

羽鳥　健司 専門演習 410 5 足立　はるよ 子どもと栄養Ⅱ 502

吉村　日出東 初等教科教育法（社会） 501 6 田中　岳文 情報サービス論 310

赤司　俊二 子どもの健康と安全 503

小二田　章 東洋史特論Ⅱ 302

相沢　幸悦 日本経済論 404

奥山　忠信 経済学入門 405

掛野　剛史 基礎演習 410

赤司　俊二 子どもの健康と安全 503

吉田　雄司 中級簿記 504

藤原　健志 心理学研究法 201

伊藤　能之 保育内容の研究（環境）Ⅱ 301

長友　大幸 初等教科教育法（理科） 307

中谷　茂一 社会的養護内容 403

鈴木　一代 異文化間心理学Ⅱ 404

奥山　忠信 経営学史 501

寺田・佐山・舘岡・田中・宮崎・若宮・渡邉 子どもの歌と伴奏法Ⅱ 音楽室

古川　彩香 保育内容の研究（表現-身体）Ⅰ 多目的室

埼玉学園大学　令和元年度秋期　授業公開科目一覧

1

2

3

12/4(水)

4
12/5(木)

12/6(金)

2

1

1

4

12/5(木)

2

3

3

4

【授業時間帯】

1時限 19：00 ～ 10：30
2時限 10：40 ～ 12：10
3時限 13：00 ～ 14：30
4時限 14：40 ～ 16：10
5時限 16：20 ～ 17：50
6時限 18：10 ～ 19：40


