
科目名 クラス 学年 教室 担当教員 科目名 クラス 学年 教室 担当教員 科目名 クラス 学年 教室 担当教員 科目名 クラス 学年 教室 担当教員 科目名 クラス 学年 教室 担当教員
情報機器の操作 経経 1 506 劉　　　博 健康科学Ⅰ（理論・実技） 子ども 1 体育館･503 野瀬　清喜 英語Ⅰ 子ども 1 303 青木　雅幸 情報処理（文書の作成と表現） 全学 1- 506 坂本　明子
英語Ⅰ 心理 1 303 現影　秀昭 情報処理（文書の作成と表現） 全学 1- 506 坂本　明子 インターンシップⅡ 全学 3- 506･507 大塚,大江
英語Ⅰ 心理 1 304 熊田　和典 英会話Ⅰ（初級） 全学 1- 501 ｼｰﾊﾝ小田早苗
英語Ⅰ 心理 1 302 大山　健一
教養演習Ⅰ 人間 1 406 山部　和喜 教養演習Ⅰ 人間 1 408 福島　良一 西洋史特論Ⅰ 人間 3- 502 武市　一成
教養演習Ⅰ 人間 1 408 伊藤　栄晃 教養演習Ⅰ 人間 1 401 湯浅　吉美
教養演習Ⅰ 人間 1 411 西山　智則 教養演習Ⅰ 人間 1 404･406 掛野　剛史
教養演習Ⅰ 人間 1 409 森田　直美 教養演習Ⅰ 人間 1 404･409 小島　弥生
教養演習Ⅰ 人間 1 308 布村　育子 東洋史資料講読 人間 2- 502･AV 中村　麗衣
教育心理学 人間 2- 301 尾形　和男 人間関係学 人間 過 305 古澤　照幸
人文地理学 人間 2- 305 亀井啓一郎
心理学研究法Ⅱ 人間 過 401 古澤　照幸
比較心理学 人間 過 202 時本楠緒子
調査研究法 心理 2- 401 古澤　照幸 学校心理学（教育・学校心理学） 心理 2- 305 杉山　雅宏 基礎演習Ⅰ 心理 1 405･409 小玉　正博 人間関係学 心理 2 305 古澤　照幸
比較心理学 心理 2- 202 時本楠緒子 基礎演習Ⅰ 心理 1 403･406 小山　　望 福祉心理学 心理 2- 301 杉山　雅宏

基礎演習Ⅰ 心理 1 407 古澤　照幸 卒業論文又は卒業研究 心理 4 411 羽鳥　健司
基礎演習Ⅰ 心理 1 408 杉山　雅宏
基礎演習Ⅰ 心理 1 410 藤枝　静暁
基礎演習Ⅰ 心理 1 309 佐々木美恵
基礎演習Ⅰ 心理 1 308 遠藤　寛子
精神医学概論 心理 3- 401 柴田　　勲

教養演習Ⅰ 子ども 1 309 浦野　　弘 子どもの食と栄養Ⅰ 子ども 1 303 佐藤　陽子 保育原理 子ども 2- 202 島田　和幸 教養演習Ⅰ 子ども 1 308 齋藤　　昇 家庭 子ども 1- 乳児･306 佐藤　真弓
保育教材研究（絵画・造形） 子ども 1 図工 森本　昭宏 保育・教育課程論 幼小 2- 201 浦野　　弘 教養演習Ⅰ 子ども 1 309 笠井かほる 子どもと野外活動 子ども 3- 301 坂田･瀧深
障害児保育Ⅰ 子ども 1 404 増南　太志 教養演習Ⅰ 子ども 1 302 堀田　正央
家庭支援論 子ども 2 201 杉浦　浩美 教養演習Ⅰ 子ども 1 407 坂田　知子
相談援助 子ども 3- 501 藤野　好見 教養演習Ⅰ 子ども 1 502 杉浦　浩美

教養演習Ⅰ 子ども 1 503 増南　太志
教養演習Ⅰ 子ども 1 310 吉野　剛弘
教養演習Ⅰ 子ども 1 312 高橋　　誠
教養演習Ⅰ 子ども 1 410 島田　和幸
教養演習Ⅰ 子ども 1 303 藤野　好見
教養演習Ⅰ 子ども 1 402 川喜田昌代
教養演習Ⅰ 子ども 1 311 尾形　和男
社会 子ども 3- 403 堀田　　諭

教養演習Ⅰ 経経 1 409 箕輪　徳二 特殊講義Ⅰ 経経 1- 501 薄井　和夫 経済学史 経経 1- 201 奥山　忠信 教養演習Ⅰ 経経 1 406 相沢　幸悦
教養演習Ⅰ 経経 1 410 李　　相和 ミクロ経済学 経経 2- 402 広瀬　　明 初級簿記 経経 1 306 吉田　雄司 教養演習Ⅰ 経経 1 410 一戸　真子
教養演習Ⅰ 経経 1 411 張　　英莉 スポーツ企業経営論 経経 2 507 大野　貴司 教養演習Ⅰ 経経 1 409 伊藤　　孝
教養演習Ⅰ 経経 1 505 広瀬　　明 スポーツ指導論 経経 2- 304 野瀬　清喜 教養演習Ⅰ 経経 1 411 薄井　和夫
教養演習Ⅰ 経経 1 研究室 大江　清一 教養演習Ⅰ 経経 1 407 大塚　浩記
教養演習Ⅰ 経経 1 408 花崎　正晴 教養演習Ⅰ 経経 1 408 奥山　忠信
原価計算論Ⅰ 経経 2- 502 江頭　幸代 教養演習Ⅰ 経経 1 402 文　　智彦

教養演習Ⅰ 経経 1 403 望月　文夫
教養演習Ⅰ 経経 1 504 吉田　雄司
経営財務論Ⅰ 経経 2- AV 劉　　　博
経営管理論 経経 2- 401 大江　清一

教育実習指導（事前・事後） 中高 3- 403 布村　育子
教育実習指導（事前・事後） 中高 4 403 布村　育子

情報機器の操作 経経 1 506 劉　　　博 健康科学Ⅰ（理論・実技） 子ども 1 体育館･503 野瀬　清喜 英語Ⅰ 子ども 1 303 青木　雅幸 西洋史学入門 全学 1- 201 伊藤　栄晃 英語Ⅰ 経経 1 305 西山　智則
英語Ⅰ 人間 1 303 現影　秀昭 社会学Ⅰ 全学 1- 405 中村　牧子 英語Ⅰ 経経 1 304 冨塚　亮平 政治学 全学 2- 306 伊藤　　肇 英語Ⅰ 経経 1 306 熊田　和典
英語Ⅰ 人間 1 302 西山　智則 英会話Ⅰ（初級） 全学 1- 501 ｼｰﾊﾝ小田早苗 日本語の運用 全学 1- 401 掛野　剛史 情報処理（文書の作成と表現） 全学 1- 506 坂本　明子
英語Ⅰ 人間 1 304 熊田　和典 ドイツ語Ⅰ（初級） 全学 1- 502 手嶋　直彦 キャリアデザインⅠ 全学 1- 201 井島　由佳 国際関係論 全学 2- 201 石塚　勝美

情報処理（データベース） 全学 2- 506 坂本　明子 日本史学入門 全学 1- 202 福島　良一
日本史資料講読（近世） 人間 2- 306 福澤　徹三 日本史資料講読（近現代） 人間 2- 403 福島　良一 英語学（概論） 人間 1- 501 現影　秀昭 東洋史概説 人間 1- 502･AV 中村　麗衣 地域文化論Ⅱ 人間 2- 502 武市　一成
基礎演習 人間 2 406 山部　和喜 日本思想史 人間 2- 202 樋口　達郎 心理学概論Ⅰ 人間 1 402 泉水　紀彦
基礎演習 人間 2 408 伊藤　栄晃 専門演習 人間 3 406 布村　育子 基礎演習 人間 2 406 掛野　剛史
基礎演習 人間 2 402 湯浅　吉美 心理診断法 人間 過 306 佐々木美恵 基礎演習 人間 2 409 現影　秀昭
基礎演習 人間 2 409 森田　直美 基礎演習 人間 2 309 福島　良一
地誌学 人間 3- 305 亀井啓一郎 産業・組織心理学 人間 過 404 古澤　照幸
学習心理学 人間 過 202 時本楠緒子
心理学概論Ⅰ 心理 1 201 遠藤　寛子 心理検査法（心理的アセスメント） 心理 2- 306 佐々木美恵 基礎演習Ⅱ 心理 2 405･409 小玉　正博 乳幼児心理学 心理 2- 202 加藤　邦子
学習心理学（学習・言語心理学） 心理 2- 202 時本楠緒子 基礎演習Ⅱ 心理 2 403･406 小山　　望 産業心理学 心理 3 404 古澤　照幸
キャリア心理学 心理 2 502 小島　弥生 基礎演習Ⅱ 心理 2 407 古澤　照幸

基礎演習Ⅱ 心理 2 408 杉山　雅宏
基礎演習Ⅱ 心理 2 410 藤枝　静暁
基礎演習Ⅱ 心理 2 309 佐々木美恵
基礎演習Ⅱ 心理 2 308 遠藤　寛子
心理統計演習 心理 3- 心理 小島　弥生
専門演習 心理 3 411 羽鳥　健司

保育教材研究（絵画・造形） 子ども 1 図工 森本　昭宏 子どもの食と栄養Ⅰ 子ども 1 303 佐藤　陽子 算数 子ども 2- 301 齋藤　　昇 基礎演習 子ども 2 408 野瀬　清喜 子どもの保健 子ども 1 303 堀田　正央
障害児保育Ⅰ 子ども 1 404 増南　太志 国語 子ども 2- 301 三浦　正雄 理科 子ども 3- 理科･307 長友　大幸 基礎演習 子ども 2 502 杉浦　浩美 幼児理解の理論と方法 子ども 2- 202 高橋　　誠
生徒・進路指導論 小免 2- 501 布村　育子 教育方法論（総合的な学習の時間の指導法を含む） 小免 3- 201 浦野　　弘 基礎演習 子ども 2 310 吉野　剛弘 相談援助 子ども 3- 403 藤野　好見
基礎演習 子ども 2 309 浦野　　弘 基礎演習 子ども 2 312 高橋　　誠
基礎演習 子ども 2 301 三浦　正雄 アンサンブル 子ども 3- 多目的 笠井かほる
基礎演習 子ども 2 310 藤野　好見
道徳の指導法 小免 3- 403 島田　和幸
管理会計論Ⅰ 経経 2- 504 藤井　博義 基礎演習 経経 2 409 箕輪　徳二 経済史 経経 1- 302･AV 張　　英莉 経済学総論 経経 1 405 奥山　忠信 世界遺産と観光業 経経 2- 503 城本　高輝
ベンチャー企業論 経経 3- 401 内田　　成 基礎演習 経経 2 410 李　　相和 パソコン会計 経経 2- 505 大塚　浩記 スポーツマネジメント論 経経 2 503 大野　貴司 基礎演習 経経 2 406 相沢　幸悦
職業指導 経経 3- 505･507 野口　和枝 基礎演習 経経 2 308 加藤　秀雄 リスク・マネジメント論 経経 2- 402 黒沢　義孝 マーケティング論 経経 2- 504 薄井　和夫 基礎演習 経経 2 505 一戸　真子

基礎演習 経経 2 411 張　　英莉 租税法Ⅰ 経経 2- 412 望月　文夫 基礎演習 経経 2 409 伊藤　　孝
基礎演習 経経 2 505 広瀬　　明 欧米経済事情 経経 3- 404 相沢　幸悦 基礎演習 経経 2 411 薄井　和夫
基礎演習 経経 2 504 吉田　雄司 キャリアデザインⅠ 経経 3- 201 井島　由佳 基礎演習 経経 2 407 大塚　浩記
基礎演習 経経 2 研究室 大江　清一 基礎演習 経経 2 408 奥山　忠信
基礎演習 経経 2 408 花崎　正晴 基礎演習 経経 2 402 文　　智彦

基礎演習 経経 2 504 吉田　雄司
環境経営論 経経 3- AV 劉　　　博

免許資格 教職概論 中高 2- 507 布村　育子 教育相談の理論と方法 中高 3- 501 大島　富惠
情報機器の操作 経経 1 506 劉　　　博 健康科学Ⅰ（理論・実技） 子ども 1 体育館･503 野瀬　清喜 英語Ⅰ 子ども 1 301 青木　雅幸 日本文学入門 全学 1- 401 森田　直美 情報機器の操作 心理 1 506 小島　　望
日本文学入門 全学 1- 201 山部　和喜 社会学Ⅰ 全学 1- 201 中村　牧子 数学（線形代数基礎） 全学 1- 405 寺澤　信雄 情報処理（表計算） 全学 1- 506 松村真木子 中国語Ⅰ（初級） 全学 1- 301 李　　小捷
英語圏文学入門 全学 1- 403･AV 西山　智則 英会話Ⅰ（初級） 全学 1- 501 ｼｰﾊﾝ小田早苗 韓国語Ⅰ（初級） 全学 1- 404 李　　芝善 英語（読む英語） 全学 2- 503 岡崎　真美 フランス語Ⅰ（初級） 全学 1- 401 市橋　明典
韓国語Ⅰ（初級） 全学 1- 304 李　　芝善 ドイツ語Ⅰ（初級） 全学 1- 502 手嶋　直彦 統計学Ⅰ 全学 1- 202 広瀬　　明

情報処理（表計算） 全学 1- 506 松村真木子 国際関係論 全学 2- 201 石塚　勝美
法学入門 全学 1- 305 宮島　　薫
情報処理（データベース） 全学 2- 505 坂本　明子

日本文化概論Ⅰ 人間 1- 305 佐々木あすか 日本文学特論（古典） 人間 3- 403 山部　和喜 西洋史概説 人間 1- 305 伊藤　栄晃 文化人類学 人間 1- 306 齋藤　正憲
地域文化論Ⅲ 人間 2- 303 伊藤　栄晃 日本語教育法Ⅱ 人間 3 412 小山　令子 社会心理学Ⅰ 人間 2- 402 小島　弥生 社会調査論 人間 1- 402 春日　清孝
日本文学特論（近現代） 人間 3- 503 掛野　剛史 知覚心理学 人間 過 402 山下　利之 社会調査実習Ⅰ 人間 3- 505 田中　道弘 日本語学（概論） 人間 2- 501 髙山林太郎
専門演習 人間 3 408 小島　弥生 カウンセリング論 人間 過 201 羽鳥　健司 基礎演習 人間 2 AV 西山　智則
卒業論文又は卒業研究 人間 4 407 布村　育子
卒業論文又は卒業研究 心理 4 406 遠藤　寛子 知覚心理学 心理 2- 402 山下　利之 心理演習 心理 3 303 杉山,伊里 発達心理学概論 心理 1 202 藤枝　静暁

カウンセリング心理学（心理学的支援法） 心理 2- 201 羽鳥　健司
専門演習 心理 3 研究室 小玉　正博
専門演習 心理 3 409 杉山　雅宏
専門演習 心理 3 410 泉水　紀彦

保育教材研究（絵画・造形） 子ども 1 図工 森本　昭宏 子どもの食と栄養Ⅰ 子ども 1 303 佐藤　陽子 保育内容指導法 子ども 1- 302 岡田　耕一 子どもの保健 子ども 1 303 堀田　正央
障害児保育Ⅰ 子ども 1 404 増南　太志 保育内容（人間関係）Ⅰ 子ども 2 301 五十嵐淳子 教職概論 幼小 2- 305 吉野　剛弘

基礎演習 子ども 2 308 齋藤　　昇 保育内容（健康）Ⅰ 子ども 2 404 坂田　知子
初等教科教育法（生活） 子ども 3- 504 清水　一豊 保育内容（環境）Ⅰ 子ども 2 301 伊藤　能之 初等教科教育法（音楽） 子ども 3- 音楽･302 寺田己保子

幼児体育Ⅱ 子ども 2 体育館･402 石川　基子 卒業論文又は卒業研究 子ども 4 307 長友　大幸 保育内容（表現-身体）Ⅱ 子ども 3- 多目的 古川　彩香 発達の理解と援助 子ども 3- 403 高橋　　誠
学習心理学 子ども 2- 403 時本楠緒子 専門演習 子ども 3 307 長友　大幸
地域子育て支援論 子ども 3- 302 川喜田昌代 専門演習 子ども 3 303 堀田　正央
専門演習 子ども 3 309 浦野　　弘 専門演習 子ども 3 図工 森本　昭宏
専門演習 子ども 3 310 三浦　正雄 専門演習 子ども 3 312 坂田　知子
専門演習 子ども 3 308 杉浦　浩美 専門演習 子ども 3 研究室 増南　太志

専門演習 子ども 3 501 藤野　好見
専門演習 子ども 3 408 堀田　　諭
専門演習 子ども 3 309 尾形　和男

旅行業法 経経 2- 502 宮越　雅明 金融論 経経 1- 405 花崎　正晴 経営心理学 経経 1- 201･AV 杉原　大輔 会計学総論 経経 1- 405 大塚　浩記 国際経済論 経経 1- 405 相沢　幸悦
経営史 経経 1- 403.AV 張　　英莉 産業組織論 経経 3- 502 安藤　　陽 財務諸表論Ⅰ 経経 1- 304 李　　相和
企業情報論（ＩＲ） 経経 2- 401 米山　徹幸 旅行ビジネス論 経経 1 503 城本　高輝
監査論 経経 2- 404 山本　貴啓 企業法Ⅰ 経経 2- 507 松田　和久

卒業論文又は卒業研究 経経 4 407 大塚　浩記
卒業論文又は卒業研究 経経 4 410 吉田　雄司

免許資格 英語科教育法Ⅰ 中高 2- 402 大山　健一 教育原理 中高 1- 302 布村　育子 図書館概論 図書 1 403 村上　郷子
日本史学入門 全学 1- 201 湯浅　吉美 健康科学Ⅰ（理論・実技） Ｋ以外 1 体育館･202 野瀬　清喜 キャリアデザインⅠ 全学 1- 201 井島　由佳 英語（読む英語） 全学 2- 502 岡崎　真美 情報機器の操作 心理 1 506 小島　　望
哲学 全学 1- 405 伊野　　連 日本語の運用 全学 1- 302 三浦　正雄 韓国語Ⅰ（初級） 全学 1- 404 李　　芝善 言語学 全学 1- 405 河須崎英之
韓国語Ⅰ（初級） 全学 1- 304 李　　芝善 社会学Ⅰ 全学 1- 201 中村　牧子 中国語Ⅰ（初級） 全学 1- 301 李　　小捷
英語（見て聴く英語） 全学 2- 404 染谷　昌弘 情報処理（表計算） 全学 1- 506 松村真木子

中国語Ⅰ（初級） 全学 1- 404 王　　振宇
日本語・日本事情Ⅲ 全学 1- 412 小山　令子

日本文学講読（近現代）Ⅰ 人間 2- 503 掛野　剛史 英語圏文学講読（古典） 人間 2- 502 高橋百合子 英語圏文学概論 人間 1- 304 新堀　　司 生涯学習概論 人間 3- 402 高橋　　望 比較文化論 人間 2- 403 齋藤　正憲
日本文学講読（古典）Ⅰ 人間 2- 504 森田　直美 家族論Ⅰ 人間 2- 304 工藤　　豪 専門演習 人間 3 406 伊藤　栄晃 フランス語Ⅲ（上級） 人間 2- 401 市橋　明典
英語音声学 人間 2- 303 熊田　和典 メディア文化論 人間 3- AV 正清　健介 専門演習 人間 3 411 掛野　剛史 専門演習 人間 3 308 熊田　和典
英語圏文学特論（近現代） 人間 3- AV 西山　智則 専門演習 人間 3 309 福島　良一 専門演習 人間 3 302 現影　秀昭 卒業論文又は卒業研究 人間 4 AV 西山　智則
犯罪・非行心理学 人間 過 202 古曵　牧人 専門演習 人間 3 404 湯浅　吉美 健康心理学 人間 過 304 小玉　正博

専門演習 人間 3 304 森田　直美 パーソナリティ心理学 人間 過 202 古俣　誠司
卒業論文又は卒業研究 人間 4 研究室 福島　良一
心理学実験Ⅱ 人間 過 心理学･505 小島,遠藤,田中,時本

犯罪心理学（司法・犯罪心理学） 心理 2- 202 古曵　牧人 専門演習 心理 3 313 佐々木美恵 心理学実験 心理 2 心理学･505 小島,遠藤,田中,時本 パーソナリティ心理学（人格・感情心理学） 心理 2- 202 古俣　誠司
卒業論文又は卒業研究 心理 4 研究室 小山　　望 障害児（者）心理学（障害者・障害児心理学） 心理 2- 201 小山　　望 健康心理学（健康・医療心理学） 心理 2- 304 小玉　正博

メディア心理学 心理 3- 506 田中　道弘
専門演習 心理 3 研究室 古澤　照幸
専門演習 心理 3 407 藤枝　静暁
卒業論文又は卒業研究 心理 4 410 泉水　紀彦
卒業論文又は卒業研究 心理 4 409 杉山　雅宏

保育内容（人間関係）Ⅰ 子ども 2 301 五十嵐淳子 初等教科教育法（国語） 子ども 3- 301 大橋　修一 社会的養護 子ども 1 202 中谷　茂一 教職概論 幼小 2- 305 吉野　剛弘
生活 子ども 3- 504 清水　一豊 保育内容（健康）Ⅰ 子ども 2 404 坂田　知子

乳児保育Ⅰ 子ども 1 401 川喜田昌代 教育実習指導（事前・事後） 小免 4 306 菅原,齋藤,長友 保育内容（表現-造形）Ⅱ 子ども 3- 図工 栁澤いづみ
教育心理学 子ども 2- 301 尾形　和男 保育内容（環境）Ⅰ 子ども 2 301 伊藤　能之 専門演習 子ども 3 音楽 寺田己保子
保育内容（言葉）Ⅰ 子ども 2 501 島田　和幸 理科 子ども 3- 理科･307 長友　大幸 多文化保育論 子ども 3- 303 堀田　正央
子どもとマルチメディア 子ども 3- 505･312 森本　昭宏 保育内容（表現-身体）Ⅱ 子ども 3- 多目的 古川　彩香
保育内容（健康）Ⅱ 子ども 3- 306 丸山　東人 卒業論文又は卒業研究 子ども 4 311 笠井かほる
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 310 三浦　正雄 卒業論文又は卒業研究 子ども 4 303 堀田　正央
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 309 浦野　　弘 卒業論文又は卒業研究 子ども 4 図工 森本　昭宏
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 308 杉浦　浩美 卒業論文又は卒業研究 子ども 4 312 坂田　知子

卒業論文又は卒業研究 子ども 4 507 増南　太志
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 308 吉野　剛弘
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 研究室 高橋　　誠
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 501 藤野　好見
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 408 堀田　　諭
卒業論文又は卒業研究 子ども 4 309 尾形　和男

かしこい旅行実務論 経経 2- 502 宮越　雅明 経営学総論 経経 1 405 大江　清一 日本経営論 経経 2- 303 佐々木　聡 社会政策論 経経 1- 503 舩木　惠子 観光ホスピタリティ論 経経 1 201 城本　高輝
専門演習 経経 3 408 伊藤　　孝 企業論 経経 2- 305 加藤　秀雄 キャリアデザインⅠ 経経 3- 201 井島　由佳 環境会計論 経経 2- 403 吉田　雄司 税務会計論Ⅰ 経経 2- 501 三浦　　誠
専門演習 経経 3 409 花崎　正晴 経営戦略論 経経 3- AV 文　　智彦 専門演習 経経 3 409 李　　相和

専門演習 経経 3 402 一戸　真子
専門演習 経経 3 407 大塚　浩記
専門演習 経経 3 408 奥山　忠信
専門演習 経経 3 309 張　　英莉
専門演習 経経 3 505 広瀬　　明
専門演習 経経 3 406 文　　智彦
専門演習 経経 3 410 吉田　雄司
卒業論文又は卒業研究 経経 4 研究室 相沢　幸悦

英語科教育法Ⅲ 中高 2- 402 大山　健一 博物館概論 博物館 1 501 奥田　　環 情報資源組織演習 図書 2- 403 村上　郷子
博物館資料保存論 博物館 1- 403 佐々木あすか 社会科・公民科教育法Ⅰ 中高 2- 303 堀田　　諭 国語科教育法Ⅰ 中高 2- 401 橋本　和顕
英会話Ⅰ（初級） 全学 1- 502 ヒュー・パーマー 英会話Ⅰ（初級） 全学 1- 403 ヒュー・パーマー 韓国語Ⅰ（初級） 全学 1- 404 李　　芝善 日本文学入門 全学 1- 201 森田　直美 情報機器の操作 心理 1 506 小島　　望
韓国語Ⅰ（初級） 全学 1- 304 李　　芝善 中国語Ⅰ（初級） 全学 1- 404 王　　振宇 言語学 全学 1- 301 河須崎英之

フランス語Ⅰ（初級） 全学 1- 401 市橋　明典
哲学概論 人間 1- 405 伊野　　連 卒業論文又は卒業研究 人間 4 409 山部　和喜 卒業論文又は卒業研究 人間 4 研究室 伊藤　栄晃 専門演習 人間 3 AV 西山　智則
英語学特論（文法論） 人間 2- 302 現影　秀昭 卒業論文又は卒業研究 人間 4 409 現影　秀昭 卒業論文又は卒業研究 人間 4 407 熊田　和典
日本史特論（近世以前） 人間 3- 404 湯浅　吉美 卒業論文又は卒業研究 人間 4 410 湯浅　吉美 コミュニケーション学 人間 過 202 古俣　誠司
卒業論文又は卒業研究 人間 4 313 小島　弥生 卒業論文又は卒業研究 人間 4 411 掛野　剛史 臨床社会心理学 人間 過 404 遠藤　公久

心理学実験Ⅱ 人間 過 心理学･506 小島,遠藤,田中,時本

卒業論文又は卒業研究 心理 4 313 佐々木美恵 心理学実験 心理 2 心理学･506 小島,遠藤,田中,時本 コミュニケーション心理学 心理 2- 202 古俣　誠司
卒業論文又は卒業研究 心理 4 407 藤枝　静暁 コミュニティ心理学 心理 3- 404 遠藤　公久

卒業論文又は卒業研究 心理 4 研究室 小玉　正博
教職基礎演習（小学校）Ⅰ 子ども 1 305 長友,菅原,堀田(諭) 教育実習指導（事前・事後） 幼免 3 405･音楽室 坂田,寺田,高橋 保育内容（表現-造形）Ⅱ 子ども 3- 図工 栁澤いづみ
教職基礎演習（小学校）Ⅱ 子ども 2 306 長友,菅原,堀田(諭) 教育実習指導（事前・事後） 幼免 4 304･音楽室 坂田,寺田,高橋 卒業論文又は卒業研究 子ども 4 音楽 寺田己保子

乳児保育Ⅰ 子ども 1 401 川喜田昌代 保育内容（人間関係）Ⅱ 子ども 3- 502 五十嵐淳子
教育心理学 子ども 2- 301 尾形　和男
保育内容（言葉）Ⅰ 子ども 2 501 島田　和幸
保育内容（健康）Ⅱ 子ども 3- 201 丸山　東人
国際経営論 経経 3- 303 伊藤　　孝 環境経済学 経経 1- 502 小島　　望 卒業論文又は卒業研究 経経 4 409 李　　相和
卒業論文又は卒業研究 経経 4 研究室 加藤　秀雄 卒業論文又は卒業研究 経経 4 402 一戸　真子
卒業論文又は卒業研究 経経 4 409 花崎　正晴 卒業論文又は卒業研究 経経 4 410 薄井　和夫

卒業論文又は卒業研究 経経 4 408 奥山　忠信
卒業論文又は卒業研究 経経 4 309 張　　英莉
卒業論文又は卒業研究 経経 4 505 広瀬　　明
卒業論文又は卒業研究 経経 4 406 文　　智彦
卒業論文又は卒業研究 経経 4 研究室 大江　清一

博物館経営論 博物館 1- 501 奥田　　環 国語科教育法Ⅲ 中高 2- 401 橋本　和顕 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 中高 2- 401 堀田　　諭 商業科教育法Ⅰ 高 2- 503 塚本　　稔
図書館基礎特論 図書 2- 302 田中　岳文 情報資源組織論 図書 1- 403 村上　郷子

6限 免許資格 情報サービス演習 図書 2- 308･505 田中　岳文

7限 免許資格 博物館実習 博物館 2- 301 高梨　真行

令和２年３月31日
埼玉学園大学教務委員会

令和２年度春期時間割
時限 学科 月 火 水 木 金

1限

全共通

人間

特別講義Ⅰ 人間 3- 301 山部,伊藤,西山,
福島,湯浅,掛野,熊田

心理

子ども

経経

免許資格
教職基礎演習（中高）Ⅰ
教職基礎演習（中高）Ⅱ

中高
304・305
・404・
311・312

布村,山部,伊藤
現影,福島,掛野

2限

全共通

人間

心理

子ども
保育実習指導Ⅰ（保育所）
保育実習指導Ⅲ（保育所）

子ども 3-

1
2

305･
306･

森本,杉浦
川喜田,島田

保育実習指導Ⅱ（施設）
保育実習指導Ⅳ（施設）

子ども
3-
3-

501･
502･503

三浦,増南,藤野

寺田,佐山,舘岡,
田中,宮崎,若宮,渡邉

経経

3限

全共通

人間

心理

子ども

経経

子どもの歌と伴奏法Ⅰ 子ども 2 音楽室
音楽実技Ⅰ 子ども 1 音楽 笠井,一村,影山,

佐藤,須田,宮崎,安田

子どもの歌と伴奏法Ⅰ

4限

全共通

人間

心理

子ども

音楽実技Ⅰ

免許資格

経経

子ども 1 音楽 笠井,一村,影山,
佐藤,須田,宮崎,安田

子ども 2 音楽室 寺田,佐山,舘岡,
田中,宮崎,若宮,渡邉

子ども 1 音楽 笠井,一村,影山,
佐藤,須田,宮崎,安田

経経

5限

全共通

人間

心理

子ども

音楽実技Ⅰ

免許資格


