
系列 講義科目名 担当者 教室 系列 講義科目名 担当者 教室 系列 講義科目名 担当者 教室 系列 講義科目名 担当者 教室 系列 講義科目名 担当者 教室

Ｃ 発達と学習 東福寺 41 生S 日本経済論 鷲尾 41 Ｃ 情報処理実習Ⅰ 笠 21 生S 住生活論 木下 35 Ｃ 情報と科学 笠 34

住S 居住福祉論 木下 34 SS 社会福祉援助技術演習Ⅲ 千坂 演習室２ 福S 保育学 千坂 33 Ｃ 生涯学習論 長島 35

SS 社会福祉援助技術論Ⅰ 武田誠 演習室２ ○ 住S 生態系の科学 片平 41

語F 英語Ⅰ 武田治 32 語F 英語Ⅰ 武田治 32 Ｃ 総合英語 大蔵 43 生S 行政学a 立石 42 Ｃ 心理学 中西良 41

語F 英語Ⅰ 村井 44 語F 英語Ⅰ 大蔵 43 福S 行動の理論 瀬島 32 生S 社会調査論 安藤 34 Ｃ 差別と人権 上田 35

語F 仏語Ⅰ 井出 33 語F 仏語Ⅰ 井出 33 住S 地域環境学 小野寺 45 Ｃ 英会話 ダイクス 33

Ｃ 地理学 山崎 43 生S 国際関係論 三瀬 35 住S 構造力学Ⅱ 宿里 34

生S ヘルスカウンセリング論 河合 35 福S 認知の科学 南学 42

福S 子どもの健康 川瀬 42 住S 建築計画 中井 45 SS 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 北村 演習室２

Ｃ 独語Ⅱ 今本 33 Ｃ 仏語Ⅱ 岩本 32 Ｃ 文学Ⅱ 今本 41 Ｃ 情報処理実習Ⅱ 田中通 21 Ｃ 情報処理実習Ⅱ 田中通 21

生S 食生活論 山田徳 35 Ｃ 美学 岡野 41 福S 社会保障論Ⅱ 長友 32 Ｃ 英語講読 村井 42 住S 都市計画論 小野寺 35

福S 老人福祉論 田中武 44 住S 建築構法 前野 33 生S 社会学　 松田 33 福S 地域福祉論Ⅱ 長友 演習室２

住S 居住設備学 北野 34 福S 地域福祉論Ⅰ 水谷 演習室１ SS 権利擁護と成年後見制度論 水谷 演習室１

住S 住生活設計Ⅰ 木下 31 ○

語F 英語Ⅰ 野田 34 語F 英語Ⅰ 野田 34 福S 社会福祉行財政論 村瀬 34 福S 医学知識 福田 45

福S 福祉心理基礎演習 担当教員 Ｓ 福祉心理演習 担当教員

Ｓ 居住環境特別演習 担当教員 ○

    

Ｃ 情報処理実習Ⅰ 高瀬 21 Ｃ 体育講義 大西 34 生S 行政学b 立石 42 語F 独語Ⅰ 今本 42 語F 独語Ⅰ 竹添 33

福S 介護概論 田中武
演習室

１ 生S 日本国憲法Ⅱ 鎌塚 45 Ｃ 体育実技 髙木 体育館 語F 中国語Ⅰ 花尻 32

住S 環境政策論 南有 41 福S 社会福祉論Ⅱ 脇田 32 住S 環境倫理学 南有 45 住S 居住政策論 多湖 33 Ｃ 哲学 吉本 43

福S 心理学研究法 中山 演習室１ SS 社会福祉援助技術演習Ⅰ 北村 演習室２ ○ Ｃ 情報処理実習Ⅰ 笠 21

住S まちづくり設計Ⅱ 小野寺 31
              

 SS 社会福祉援助技術現場実習Ⅰ
長友・北
村・武田 ３ ○

注：※印は、通年開講科目　網目は、生活・法Ⅰ合併講義  科目名にa,bがついているものは、両方履修すること
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平成３０年度　生活科学科　生活科学専攻（H29年度入学生対象）　［後 期］時間割案
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