
 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（日本語日本文学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
11001 心理学A 前期 2 前期: 月曜1限 文1 田沢　晶子
12020 後期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13020 後期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
11023 前期 前期: 月曜1限 文3、人間3
11024 後期 後期: 月曜1限 文3、人間3
11028 後期: 月曜1限 文3、教育3、人間3
12061 後期: 月曜2限 文3、教育3、人間3
12019 前期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13019 前期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
13041 スポーツ運動学 前期 2 前期: 月曜3限 文2、教育2、人間2 三木　伸吾
23026 日本語教育学概論 後期 2 後期: 火曜3限 日文1 杉本　香
23057 日本語教育学概論A 前期 2 前期: 火曜3限 日文2 杉本　香
23058 日本語教育学概論B 後期 2 後期: 火曜3限 日文2 杉本　香
23025 日本語教育学入門 前期 2 前期: 火曜3限 日文1 杉本　香
23077 前期 前期: 火曜3限 文3、教育3、人間3
24074 後期 後期: 火曜4限 文3、教育3、人間3
24044 国語科教材研究① 通年 4 通年: 火曜4限 日文2 増田　正子
25043 企業研究Ⅱ 前期 2 前期: 火曜5限 文3 藤原　崇
26005 考古学 前期 2 前期: 火曜6限 文1、教育1、人間1 竹本　晃
31028 社会教養基礎 前期 2 前期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31029 数学教養基礎 後期 2 後期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31032 地域文化論A 前期 2 前期: 水曜1限 文3、教育3、人間3 竹本　晃
32145 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜2限 日文3 木下　みゆき
32156 教職基礎演習ⅠC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
32157 教職基礎演習ⅡC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
33115 前期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34091 前期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
33116 後期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34092 後期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
33111 前期: 水曜3限 文3、教育3、人間3
34088 前期: 水曜4限 文3、教育3、人間3
34006 基礎ゼミナールⅠ 通年 2 通年: 水曜4限 日文1 木下　みゆき
34027 ロジカルコミュニケーション 後期 2 後期: 水曜4限 文1、教育1 貞國　貴信
34053 基礎ゼミナールⅡ 通年 2 通年: 水曜4限 日文2 木下　みゆき
36011 特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒の理解と支援 前期 2 前期: 水曜6限 文3、教育3(66)、人間3 小田　浩伸、河野　清志、五位塚　和也、畠山　久子
41024 博物館経営論 前期 2 前期: 木曜1限 文2、教育2、人間2 白石　耕治
42059 生徒指導論（進路指導論を含む） 前期 2 前期: 木曜2限 文3、教育2(66)、人間3 松本　紀容子
42060 図書館基礎特論及び演習 後期 2 後期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42061 図書館サービス特論及び演習 前期 2 前期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42069 後期: 木曜2限 文3、人間3
43070 後期: 木曜3限 文3、人間3
43028 経営学概論 後期 2 後期: 木曜3限 文3、教育3、人社1、スポ3 藤原　崇
43088 通年: 木曜3限 日文4
80384 通年: 曜無時無 日文4
44027 日本語教育法A 前期 2 前期: 木曜4限 日文2 杉本　香
44028 日本語教育法B 後期 2 後期: 木曜4限 日文2 杉本　香
44069 後期: 木曜4限 文3、教育3、人間3
45032 後期: 木曜5限 文3、教育3、人間3
45025 日本語教育実習A 前期 2 前期: 木曜5限 日文3 杉本　香
45026 日本語教育実習B 後期 2 後期: 木曜5限 日文3 杉本　香
44016 図書館情報学入門 前期 2 前期: 木曜4限 日文1 木下　みゆき
44041 博物館展示論 後期 2 後期: 木曜4限 文2、教育2、人間2 狭川　真一
53008 英語ⅠA（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 前期 1 前期: 金曜3限 文1 深田　將揮
53012 英語ⅠB（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 後期 1 後期: 金曜3限 文1 深田　將揮
53051 後期: 金曜3限 文2、教育2、人間2 多賀谷　津也子
54057 後期: 金曜4限 文2、教育2、人間2 多賀谷　津也子
54070 学校教育演習Ⅰ 後期 2 後期: 金曜4限 文3、教育3、人間3 芝本　哲也、松下　廣伸
54074 学校教育演習Ⅱ 前期 2 前期: 金曜4限 文4、教育4、人間4 芝本　哲也、松下　廣伸
55025 教職論 前期 2 前期: 金曜5限 文3、人間3 岩井　晃子
80030 通年 通年: 曜無時無 日文4
80386 前期 前期: 曜無時無 日文4(99)

80250
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

岩井　晃子、芝本　哲也

80251
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

奥薗　みどり

道徳教育の指導法 2
前期

後期
中谷　和生

卒業研究 4 木下　みゆき

情報サービス論 前期 多賀谷　津也子2

特別活動の指導法 後期 2 滋野　哲秀

ゼミナールⅡ 通年 4 木下　みゆき

情報サービス演習B

坂下　直子2後期

後期 2

木下　みゆき後期 2

総合的な学習の時間の指導法 2

図書館情報技術論

浅井　義弘

図書館サービス概論 後期 2 木下　みゆき

図書館概論 2前期 木下　みゆき

教育相談の理論と実際 小西　宏幸2

学習指導と学校図書館
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（日本語日本文学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員

80252
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

松下　廣伸

80261 企業研究Ⅰ 前期 1 前期: 曜無時無 文2、教育2 藤原　崇

80267
教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無

文3、教育3(64)、教育3(65)、教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)、人
間3

岩井　晃子、芝本　哲也

80268 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 奥薗　みどり

80269 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 松下　廣伸
80293 教育実習指導（国語） 通年 1 通年: 曜無時無 日文4、教育3 東　典幸、松本　紀容子
80299 図書館実習 通年 2 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 木下　みゆき
80300 教職基礎演習ⅠB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80301 教職基礎演習ⅡB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80315 教育実習指導（書道） 通年 1 通年: 曜無時無 日文4 東　典幸、松本　紀容子

専門科目 40
学部共通 15
全学共通 56

総計 111
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（歴史文化学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
11001 心理学A 前期 2 前期: 月曜1限 文1 田沢　晶子
11023 前期 前期: 月曜1限 文3、人間3
11024 後期 後期: 月曜1限 文3、人間3
11028 後期: 月曜1限 文3、教育3、人間3
12061 後期: 月曜2限 文3、教育3、人間3
12019 前期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13019 前期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
12020 後期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13020 後期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
13041 スポーツ運動学 前期 2 前期: 月曜3限 文2、教育2、人間2 三木　伸吾
21020 考古学実習Ⅰ 前期 1 前期: 火曜1限 歴文2 犬木　努
21021 考古学実習Ⅱ 後期 1 後期: 火曜1限 歴文2 犬木　努
21042 博物館学特殊講義A 前期 2 前期: 火曜1限 歴文3 竹本　晃
21043 博物館学特殊講義B 後期 2 後期: 火曜1限 歴文3 竹本　晃
23001 体育（講義を含む） 前期 2 前期: 火曜3限 歴文1(21) 山田　貞子
23077 前期 前期: 火曜3限 文3、教育3、人間3
24074 後期 後期: 火曜4限 文3、教育3、人間3
24001 体育（講義を含む） 前期 2 前期: 火曜4限 歴文1(22) 山田　貞子
24077 文化財科学特殊講義B 後期 2 後期: 火曜4限 歴文3 伊藤　健司
25043 企業研究Ⅱ 前期 2 前期: 火曜5限 文3 藤原　崇
26005 考古学 前期 2 前期: 火曜6限 文1、教育1、人間1 竹本　晃
31028 社会教養基礎 前期 2 前期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31029 数学教養基礎 後期 2 後期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31032 地域文化論A 前期 2 前期: 水曜1限 文3、教育3、人間3 竹本　晃
32155 社会科教育法Ⅲ（地理歴史・公民） 通年 4 通年: 水曜2限 歴文3、人社3 京　俊彦
32156 教職基礎演習ⅠC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
32157 教職基礎演習ⅡC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
33111 前期: 水曜3限 文3、教育3、人間3
34088 前期: 水曜4限 文3、教育3、人間3
33115 前期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34091 前期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
33116 後期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34092 後期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
34027 ロジカルコミュニケーション 後期 2 後期: 水曜4限 文1、教育1 貞國　貴信
36011 特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒の理解と支援 前期 2 前期: 水曜6限 文3、教育3(66)、人間3 小田　浩伸、河野　清志、五位塚　和也、畠山　久子
41023 文化財行政論 後期 2 後期: 木曜1限 歴文2 白石　耕治
41024 博物館経営論 前期 2 前期: 木曜1限 文2、教育2、人間2 白石　耕治
41030 前期: 木曜1限 歴文3、教育2(64)、教育2(65)
42059 前期: 木曜2限 文3、教育2(66)、人間3
42060 図書館基礎特論及び演習 後期 2 後期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42061 図書館サービス特論及び演習 前期 2 前期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42069 後期: 木曜2限 文3、人間3
43070 後期: 木曜3限 文3、人間3
43028 経営学概論 後期 2 後期: 木曜3限 文3、教育3、人社1、スポ3 藤原　崇
44041 博物館展示論 後期 2 後期: 木曜4限 文2、教育2、人間2 狭川　真一
44061 考古学特殊講義A 前期 2 前期: 木曜4限 歴文3 竹本　晃
44062 考古学特殊講義B 後期 2 後期: 木曜4限 歴文3 竹本　晃
44069 後期: 木曜4限 文3、教育3、人間3
45032 後期: 木曜5限 文3、教育3、人間3
45016 日本史概説A 前期 2 前期: 木曜5限 歴文2、人社2 竹本　晃
45017 日本史概説B 後期 2 後期: 木曜5限 歴文2、人社2 馬部　隆弘
53008 英語ⅠA（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 前期 1 前期: 金曜3限 文1 深田　將揮
53012 英語ⅠB（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 後期 1 後期: 金曜3限 文1 深田　將揮
53051 後期: 金曜3限 文2、教育2、人間2
54057 後期: 金曜4限 文2、教育2、人間2
55025 教職論 前期 2 前期: 金曜5限 文3、人間3 岩井　晃子
54070 学校教育演習Ⅰ 後期 2 後期: 金曜4限 文3、教育3、人間3 芝本　哲也、松下　廣伸
54074 学校教育演習Ⅱ 前期 2 前期: 金曜4限 文4、教育4、人間4 芝本　哲也、松下　廣伸

80250
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

岩井　晃子、芝本　哲也

80251
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

奥薗　みどり

80252
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

松下　廣伸

80261 企業研究Ⅰ 前期 1 前期: 曜無時無 文2、教育2 藤原　崇

教育相談の理論と実際 2 小西　宏幸

2

生徒指導論（進路指導論を含む） 前期 2 松本　紀容子

学習指導と学校図書館 坂下　直子後期 2

多賀谷　津也子

道徳教育の指導法 2 中谷　和生

2 滋野　哲秀

図書館概論 前期 2 木下　みゆき

総合的な学習の時間の指導法 2 浅井　義弘

前期

後期

図書館情報技術論 後期 2 多賀谷　津也子

図書館サービス概論 後期 2 木下　みゆき

情報サービス論 前期

情報サービス演習B 木下　みゆき後期 2

特別活動の指導法 後期
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（歴史文化学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員

80267
教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無

文3、教育3(64)、教育3(65)、教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)、人
間3

岩井　晃子、芝本　哲也

80268 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 奥薗　みどり
80269 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 松下　廣伸
80299 図書館実習 通年 2 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 木下　みゆき
80312 教育実習指導（社会） 通年 1 通年: 曜無時無 歴文4 松下　廣伸、京　俊彦
80310 教育実習指導（地理歴史） 通年 1 通年: 曜無時無 歴文4 松下　廣伸、京　俊彦
80300 教職基礎演習ⅠB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80301 教職基礎演習ⅡB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80328 教職実践演習（中・高） 後期 2 後期: 曜無時無 歴文4、人社4 江上　直樹、高野　昭雄、長瀬　美子

専門科目 30
学部共通 15
全学共通 56

総計 101
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（教育学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
11003 前期: 月曜1限 教育1(64)、教育1(65)、教育1(66)、人社2
12007 前期: 月曜2限 教育1(61)、教育1(62)、教育1(63)、人社2
12010 後期: 月曜2限 教育1(61)、教育1(62)、教育1(63)
41004 後期: 木曜1限 教育1(64)、教育1(65)、教育1(66)
12019 前期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13019 前期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
12020 後期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13020 後期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
12034 後期: 月曜2限 教育2(6K)
13035 後期: 月曜3限 教育2(6A)
14025 後期: 月曜4限 教育2(6S)
12035 前期: 月曜2限 教育2(64)、教育2(65)
55017 前期: 金曜5限 教育2(66)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)
12073 通年: 月曜2限 教育3(6K)
13062 通年: 月曜3限 教育3(6S)
14049 通年: 月曜4限 教育3(6A)
12074 通年: 月曜2限 教育3(6K)
13063 通年: 月曜3限 教育3(6S)
14050 通年: 月曜4限 教育3(6A)
13036 知的障害者の心理・生理・病理 前期 2 前期: 月曜3限 教育2 五位塚　和也、福井　美保
13041 スポーツ運動学 前期 2 前期: 月曜3限 文2、教育2、人間2 三木　伸吾
13049 前期 前期: 月曜3限 教育3(64)、教育3(65)
13050 後期 後期: 月曜3限 教育3(66)、教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)
13053 社会資源論 後期 2 後期: 月曜3限 教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S) 井上　寿美
13055 授業実践特論（社会） 後期 2 後期: 月曜3限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(66) 高野　昭雄
13054 授業実践特論（初等国語） 後期 2 後期: 月曜3限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(66) 今宮　信吾
13071 授業実践特論1（初等国語） 後期 2 後期: 月曜3限 教育4(64)、教育4(65)、教育4(66) 今宮　信吾
13072 授業実践特論2（社会） 後期 2 後期: 月曜3限 教育4(64)、教育4(65)、教育4(66) 高野　昭雄
13078 総合的学習の研究 後期 2 後期: 月曜3限 教育4 芝本　哲也
14040 病弱者の心理・生理・病理 後期 2 後期: 月曜4限 教育3 五位塚　和也、福井　美保
14044 特別支援教育特論 前期 2 前期: 月曜4限 教育3 福井　美保
11028 後期: 月曜1限 文3、教育3、人間3
12061 後期: 月曜2限 文3、教育3、人間3
12032 前期: 月曜2限 教育2(6A)
14021 前期: 月曜4限 教育2(64)、教育2(6S)
12033 後期: 月曜2限 教育2(65)
14022 後期: 月曜4限 教育2(66)、教育2(6K)
12011 前期 前期: 月曜2限 教育1(65)
13012 後期 後期: 月曜3限 教育1(64)
12053 後期: 月曜2限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(66)
42068 後期: 木曜2限 教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)
13011 教科図画工作 前期 2 前期: 月曜3限 教育1(66) 狩谷　潤也、山本　将之、稲葉　恭子

13034 児童文学 前期 2 前期: 月曜3限 教育2 今宮　信吾
13037 肢体不自由者の心理・生理・病理 後期 2 後期: 月曜3限 教育2 五位塚　和也、福井　美保
13052 子どもと社会 前期 2 前期: 月曜3限 教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S) 井上　寿美
13069 前期: 月曜3限 教育4
23101 前期: 火曜3限 教育4
13070 後期: 月曜3限 教育4
23102 後期: 火曜3限 教育4
14006 教科初等国語（書写を含む） 前期 2 前期: 月曜4限 教育1(64)、教育1(65)、教育1(66) 今宮　信吾
14023 前期: 月曜4限 教育2
24049 前期: 火曜4限 教育2
14024 後期: 月曜4限 教育2
24051 後期: 火曜4限 教育2
21003 前期: 火曜1限 教育1(63)
22031 前期: 火曜2限 教育1(61)
44018 前期: 木曜4限 教育1(62)
54012 前期: 金曜4限 教育1(65)
53015 前期: 金曜3限 教育1(64)
21004 前期: 火曜1限 教育1(63)
22032 前期: 火曜2限 教育1(61)
21005 後期: 火曜1限 教育1(63)
22033 後期: 火曜2限 教育1(61)
44020 後期: 木曜4限 教育1(62)
53017 後期: 金曜3限 教育1(64)
54014 後期: 金曜4限 教育1(65)

2

尾辻　尚子ピアノⅡB 後期 1

特別支援教育論Ⅰ 後期 五位塚　和也

芝本　哲也2

保育実習指導ⅠB 通年 1 新井　三和子

保育実習指導Ⅱ 通年 1 新井　三和子

2

後期 1

ピアノⅠA 山田　利恵

ピアノⅠA 濱田　郁子

学習指導と学校図書館 後期 坂下　直子

教育相談の理論と実際 後期 2 四辻　伸吾

後期ピアノⅣB 1 尾辻　尚子

音楽科教育法
前期

後期
2 峯　恭子

ピアノⅣA

図書館サービス概論 後期 2 木下　みゆき

障害児保育 後期 2 松村　朋子

図書館概論 前期 2 木下　みゆき

初等国語科教育法 前期 2 今宮　信吾

教科図画工作 2 狩谷　潤也、稲葉　恭子

前期

ピアノⅡA 尾辻　尚子

生涯発達と教育 前期 2 四辻　伸吾

前期 1

前期 1

ピアノⅠB 濱田　郁子

総合的な学習の時間の指導法

1 尾辻　尚子

前期 1
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（教育学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
21006 後期: 火曜1限 教育1(63)
22034 後期: 火曜2限 教育1(61)
21007 保育原理Ⅱ 後期 2 後期: 火曜1限 教育1 山崎　秀子
21008 後期: 火曜1限 教育1(66)
22038 後期: 火曜2限 教育1(65)
22037 前期 前期: 火曜2限 教育1(64)
23063 通年 通年: 火曜3限 教育2
21016 前期: 火曜1限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)
22062 前期: 火曜2限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)
21019 保育社会学 前期 2 前期: 火曜1限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S) 山崎　秀子
23077 前期 前期: 火曜3限 文3、教育3、人間3
24074 後期 後期: 火曜4限 文3、教育3、人間3
24003 後期 後期: 火曜4限 教育1(64)
25004 後期 後期: 火曜5限 教育1(65)
24042 国語科教材研究ⅠA 前期 2 前期: 火曜4限 教育2(64)、教育2(65)、教育2(66) 増田　正子
24043 国語科教材研究ⅠB 後期 2 後期: 火曜4限 教育2(64)、教育2(65)、教育2(66) 増田　正子
24050 ピアノⅡA 前期 1 前期: 火曜4限 教育2 濱田　郁子
24052 ピアノⅡB 後期 1 後期: 火曜4限 教育2 濱田　郁子
24055 後期: 火曜4限 教育2(64)、教育2(83)、教育2(84)
25025 後期: 火曜5限 教育2(65)、教育2(81)、教育2(82)
45015 後期: 木曜5限 教育2(66)
24091 総合的学習の研究 後期 2 後期: 火曜4限 教育4 浅井　義弘
25023 中等国語科教育法Ⅱ 後期 2 後期: 火曜5限 教育2(64)、教育2(65)、教育2(66) 増田　正子
26005 考古学 前期 2 前期: 火曜6限 文1、教育1、人間1 竹本　晃
31002 前期: 水曜1限 教育1(66)
53014 前期: 金曜3限 教育1(64)
54011 前期: 金曜4限 教育1(65)
31003 ピアノⅠA 前期 1 前期: 水曜1限 教育1(66) 物種　純子
31004 後期: 水曜1限 教育1(66)
53016 後期: 金曜3限 教育1(64)
54013 後期: 金曜4限 教育1(65)
31005 ピアノⅠB 後期 1 後期: 水曜1限 教育1(66) 物種　純子
31019 後期 後期: 水曜1限 教育2(66)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)
44034 前期 前期: 木曜4限 教育2(64)、教育2(65)
31028 社会教養基礎 前期 2 前期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31029 数学教養基礎 後期 2 後期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31032 地域文化論A 前期 2 前期: 水曜1限 文3、教育3、人間3 竹本　晃
32004 基礎ゼミⅠ 通年 2 通年: 水曜2限 教育1 今宮　信吾
32008 基礎ゼミⅠ 通年 2 通年: 水曜2限 教育1 小田　浩伸
32071 基礎ゼミⅡ 通年 2 通年: 水曜2限 教育2 今宮　信吾
32075 基礎ゼミⅡ 通年 2 通年: 水曜2限 教育2 小田　浩伸
32148 ピアノⅢA 前期 1 前期: 水曜2限 教育3 尾林　裕美子
32149 前期: 水曜2限 教育3
43073 前期: 木曜3限 教育3
32150 ピアノⅢB 後期 1 後期: 水曜2限 教育3 尾林　裕美子
32151 後期: 水曜2限 教育3
43074 後期: 木曜3限 教育3
32156 教職基礎演習ⅠC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
32157 教職基礎演習ⅡC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
33040 後期: 水曜3限 教育2(6A)
33041 後期: 水曜3限 教育2(6K)
34046 後期: 水曜4限 教育2(6S)
33052 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜3限 教育3 今宮　信吾
33056 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜3限 教育3 小田　浩伸
33057 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜3限 教育3 狩谷　潤也
33065 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜3限 教育3 高野　昭雄
33073 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜3限 教育3 峯　恭子
33111 前期: 水曜3限 文3、教育3、人間3
34088 前期: 水曜4限 文3、教育3、人間3
33114 子育て支援ゼミナール 前期 2 前期: 水曜3限 教育4(6A)、教育4(6K)、教育4(6S) 墨村　充子
33115 前期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34091 前期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
33116 後期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34092 後期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
34027 ロジカルコミュニケーション 後期 2 後期: 水曜4限 文1、教育1 貞國　貴信
34045 保育指導技術演習Ⅱ 前期 2 前期: 水曜4限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S) 墨村　充子

後期 1

浅井　義弘2

後期
2教科音楽 藤原　愛香

社会科教育法 2 高野　昭雄

子どもの理解と援助 後期 1 墨村　充子

後期 1

ピアノⅢA 前期 1 物種　純子

ピアノⅢB 物種　純子

情報サービス論 前期 2 多賀谷　津也子

初等英語科教育法 後期 2 ベー

授業技術基礎 前期 2 松本　紀容子

尾林　裕美子ピアノⅠB

山田　貞子2

道徳教育の指導法
前期

前期 1ピアノⅠA 尾林　裕美子

ピアノⅠB 山田　利恵

総合的な学習の時間の指導法

体育（講義を含む）

後期 1

2
後期

中谷　和生
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（教育学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
36011 前期 前期: 水曜6限 文3、教育3(66)、人間3
36012 後期 後期: 水曜6限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)
41022 前期: 木曜1限 教育2(81)、教育2(82)
42046 前期: 木曜2限 教育2(83)、教育2(84)
41024 博物館経営論 前期 2 前期: 木曜1限 文2、教育2、人間2 白石　耕治
41030 前期: 木曜1限 歴文3、教育2(64)、教育2(65)
42059 前期: 木曜2限 文3、教育2(66)、人間3
41033 発達障害教育総論 前期 2 前期: 木曜1限 教育3 小田　浩伸
42043 特別支援教育論Ⅱ 後期 2 後期: 木曜2限 教育2 小田　浩伸
42060 図書館基礎特論及び演習 後期 2 後期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42061 図書館サービス特論及び演習 前期 2 前期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42071 遊び指導法Ⅱ 前期 2 前期: 木曜2限 教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S) 物種　純子
42072 心理リハビリテイション実践演習 後期 2 後期: 木曜2限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(66) 五位塚　和也
42073 自立活動指導論 前期 2 前期: 木曜2限 教育3 小田　浩伸
42074 保育技術基礎Ⅲ 後期 1 後期: 木曜2限 教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S) 物種　純子
43028 経営学概論 後期 2 後期: 木曜3限 文3、教育3、人社1、スポ3 藤原　崇
43043 子どもの保健 前期 2 前期: 木曜3限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S) 福井　美保
43044 自然遊び指導実践演習 後期 2 後期: 木曜3限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S) 後藤　清史
43078 授業実践特論（音楽） 後期 2 後期: 木曜3限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(66) 峯　恭子
43091 授業実践特論5（音楽） 後期 2 後期: 木曜3限 教育4(64)、教育4(65)、教育4(66) 峯　恭子
44041 博物館展示論 後期 2 後期: 木曜4限 文2、教育2、人間2 狭川　真一
44056 授業実践特論（初等英語） 後期 2 後期: 木曜4限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(66) ベー
44069 後期: 木曜4限 文3、教育3、人間3
45032 後期: 木曜5限 文3、教育3、人間3
44017 ピアノⅠA 前期 1 前期: 木曜4限 教育1(62) 峯　恭子
44019 ピアノⅠB 後期 1 後期: 木曜4限 教育1(62) 峯　恭子
44057 前期 前期: 木曜4限、 木曜5教育3
44059 後期 後期: 木曜4限、 木曜5教育3
44058 前期 前期: 木曜4限、 木曜5教育3
44060 後期 後期: 木曜4限、 木曜5教育3
44072 授業実践特論7（初等英語） 後期 2 後期: 木曜4限 教育4(64)、教育4(65)、教育4(66) ベー
45019 企業研究Ⅱ 後期 2 後期: 木曜5限 教育2 藤原　崇
45035 教科社会 前期 2 前期: 木曜5限 教育1(64)、教育1(65)、教育1(66) 高野　昭雄
51009 教職論 後期 2 後期: 金曜1限 教育2(64)、教育2(65)、教育2(66) 岩井　晃子
51010 図画工作科教育法 後期 2 後期: 金曜1限 教育2(6S) 狩谷　潤也
51019 後期: 金曜1限 教育2(6A)
53050 後期: 金曜3限 教育2(6K)
54056 後期: 金曜4限 教育2(6S)
52021 英語ⅡA 前期 1 前期: 金曜2限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S) 深田　將揮
52024 英語ⅡB 後期 1 後期: 金曜2限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S) 深田　將揮
52052 授業実践特論（図画工作） 前期 2 前期: 金曜2限 教育3(64)、教育3(65)、教育3(66) 狩谷　潤也
52061 授業実践特論6（図画工作） 前期 2 前期: 金曜2限 教育4(64)、教育4(65)、教育4(66) 狩谷　潤也
53037 前期: 金曜3限 教育2(64)、教育2(65)、教育2(66)
54040 前期: 金曜4限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)
53042 後期: 金曜3限 教育2(85)、教育2(86)
54044 後期: 金曜4限 教育2(87)、教育2(88)
53051 後期: 金曜3限 文2、教育2、人間2
54057 後期: 金曜4限 文2、教育2、人間2
54054 前期 前期: 金曜4限 教育2(64)、教育2(65)、教育2(66)
54055 後期 後期: 金曜4限 教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)
54070 学校教育演習Ⅰ 後期 2 後期: 金曜4限 文3、教育3、人間3 芝本　哲也、松下　廣伸
54074 学校教育演習Ⅱ 前期 2 前期: 金曜4限 文4、教育4、人間4 芝本　哲也、松下　廣伸
80043 卒業研究 通年 4 通年: 曜無時無 教育4 小田　浩伸
80044 卒業研究 通年 4 通年: 曜無時無 教育4 狩谷　潤也
80093 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 教育4 今宮　信吾
80097 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 教育4 小田　浩伸
80098 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 教育4 狩谷　潤也
80182 発音クリニック 前期 2 前期: 曜無時無 教育1(64)、教育1(65)、教育1(66) 河内山　真理

80250
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

岩井　晃子、芝本　哲也

80251
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

奥薗　みどり

80252
教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無

文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

松下　廣伸

80254 自然体験実践指導技術Ⅰ 後期 2 後期: 曜無時無 教育2 地下　まゆみ、荒巻　太枝子
80261 企業研究Ⅰ 前期 1 前期: 曜無時無 文2、教育2 藤原　崇

教育方法学 2 今宮　信吾、江上　直樹

岩井　晃子後期 2授業技術基礎

子ども家庭支援の心理学 前期 2 松岡　彰子

松本　紀容子

図書館情報技術論 後期 2 多賀谷　津也子

情報サービス演習B 後期 2 木下　みゆき

生活科教育法 前期 2 中村　哲也

特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒の理解と支援

前期 2生徒指導論（進路指導論を含む）

保育実習指導ⅠA 後期 2 新井　三和子

五位塚　和也2特別支援教育指導法演習Ⅰ

特別支援教育指導法演習Ⅰ 2 小田　浩伸

2 小田　浩伸、河野　清志、五位塚　和也、畠山　久子
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（教育学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員

80267
教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無

文3、教育3(64)、教育3(65)、教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)、人
間3

岩井　晃子、芝本　哲也

80268 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 奥薗　みどり
80269 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 松下　廣伸
80274 特別支援教育実践指導演習Ⅱ 後期 2 後期: 曜無時無 教育3(66) 小田　浩伸
80293 教育実習指導（国語） 通年 1 通年: 曜無時無 日文4、教育3 東　典幸、松本　紀容子
80294 教育実習指導（英語） 通年 1 通年: 曜無時無 教育3 小山　敏子、松本　紀容子
80299 図書館実習 通年 2 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 木下　みゆき
80301 教職基礎演習ⅡB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80302 教育インターンシップⅢ 通年 1 通年: 曜無時無 教育4 小田　浩伸
80303 特別支援教育コーディネーター論 前期 2 前期: 曜無時無 教育4(66) 小田　浩伸
80304 特別支援教育実践指導演習Ⅲ 通年 2 通年: 曜無時無 教育4(66) 小田　浩伸
80305 特別支援教育指導法演習Ⅱ 前期 2 前期: 曜無時無 教育4(66) 小田　浩伸、五位塚　和也
80317 教育実習（事前･事後の指導を含む） 通年 3 通年: 曜無時無 教育4 小田　浩伸
80319 教職実践演習（幼・小） 後期 2 後期: 曜無時無 教育4(6S)、教育4(86) 今宮　信吾、長瀬　美子、四辻　伸吾
80300 教職基礎演習ⅠB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80322 教職実践演習（幼・小） 後期 2 後期: 曜無時無 教育4 小田　浩伸、長瀬　美子
80325 教職実践演習（幼・小） 後期 2 後期: 曜無時無 教育4(6A) 長瀬　美子、墨村　充子
80356 教育実習Ⅲ（小学校） 通年 4 通年: 曜無時無 教育3 岩井　晃子
80400 幼児理解の理論及び方法（教育相談を含む） 前期 2 前期: 曜無時無 教育2 大友　貴美子

専門科目 225
学部共通
全学共通 56

総計 281
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（人間社会学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
11006 臨床心理学概論 前期 2 前期: 月曜1限 人間1 田沢　晶子
11015 介護概論 前期 2 前期: 月曜1限 人社2 植木　是
11020 公認心理師の職責 後期 2 後期: 月曜1限 人社2 田沢　晶子
11023 前期 前期: 月曜1限 文3、人間3
11024 後期 後期: 月曜1限 文3、人間3
11030 スクールソーシャルワーク論 後期 2 後期: 月曜1限 人社3 植木　是、谷　俊英
12019 前期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13019 前期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
12020 後期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13020 後期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
11028 後期: 月曜1限 文3、教育3、人間3
12061 後期: 月曜2限 文3、教育3、人間3
12037 カウンセリング論 前期 2 前期: 月曜2限 人社2 小西　宏幸
12044 健康・医療心理学 後期 2 後期: 月曜2限 人社2 田沢　晶子
12056 社会福祉実習指導Ⅱ 通年 4 通年: 月曜2限 人社3 谷　俊英
12057 社会福祉実習指導Ⅱ 通年 4 通年: 月曜2限 人社3 船本　淑恵
12062 自治体行政論A 前期 2 前期: 月曜2限 人社3 長橋　淳美
12063 自治体行政論B 後期 2 後期: 月曜2限 人社3 長橋　淳美
12072 心理演習Ⅱ 後期 2 後期: 月曜2限 人社3 小西　宏幸
13041 スポーツ運動学 前期 2 前期: 月曜3限 文2、教育2、人間2 三木　伸吾
13060 臨床教育・学校心理学 後期 2 後期: 月曜3限 人社3 小西　宏幸

13061 精神保健の課題と支援 後期 2 後期: 月曜3限 人社3 植木　是

14026 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 通年 3 通年: 月曜4限 人社2 谷　俊英
14027 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 通年 3 通年: 月曜4限 人社2 船本　淑恵
14041 社会福祉実習指導Ⅰ 通年 2 通年: 月曜4限 人社3 谷　俊英
14042 社会福祉実習指導Ⅰ 通年 2 通年: 月曜4限 人社3 船本　淑恵
14047 スポーツ指導特論Ⅲ（指導者の役割） 後期 2 後期: 月曜4限 人間3 児玉　公正
14035 司法・犯罪心理学 前期 2 前期: 月曜4限 人社2 小西　宏幸
15017 社会福祉演習Ⅰ 通年 2 通年: 月曜5限 人社3 植木　是、谷　俊英
21013 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 後期 2 後期: 火曜1限 人社1 植木　是
21028 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ 前期 2 前期: 火曜1限 人社2 植木　是
21037 社会福祉援助技術論ⅠA 後期 2 後期: 火曜1限 人社3 植木　是
21038 社会福祉援助技術論ⅠB 前期 2 前期: 火曜1限 人社3 植木　是
21040 福祉経営論 後期 2 後期: 火曜1限 人社3 油谷　佳典
21049 社会福祉援助技術論Ⅰ 通年 4 通年: 火曜1限 人社4 植木　是
22072 マーケティング論 後期 2 後期: 火曜2限 人社2 藤原　崇
22073 スポーツ経営管理学 後期 2 後期: 火曜2限 人間2 山内　章裕
22087 社会福祉援助技術論ⅢA 前期 2 前期: 火曜2限 人社3 油谷　佳典
22088 社会福祉援助技術論ⅢB 後期 2 後期: 火曜2限 人社3 油谷　佳典
22101 社会福祉援助技術論Ⅲ 通年 4 通年: 火曜2限 人社4 油谷　佳典
23002 体育（講義を含む） 後期 2 後期: 火曜3限 人社1(31) 山田　貞子

23077 前期 前期: 火曜3限 文3、教育3、人間3

24074 後期 後期: 火曜4限 文3、教育3、人間3

24080 企業研究Ⅱ 前期 2 前期: 火曜4限 人間3 藤原　崇
25033 前期 2 前期: 火曜5限 人社2
25034 後期 2 後期: 火曜5限 人社2
25038 前期 前期: 火曜5限 人社3
25039 後期 後期: 火曜5限 人社3
25040 権利擁護と成年後見論 後期 2 後期: 火曜5限 人社3 前川　敦
26005 考古学 前期 2 前期: 火曜6限 文1、教育1、人間1 竹本　晃
31028 社会教養基礎 前期 2 前期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信

31029 数学教養基礎 後期 2 後期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信

31032 地域文化論A 前期 2 前期: 水曜1限 文3、教育3、人間3 竹本　晃
31031 医療福祉論 後期 2 後期: 水曜1限 人社3 植木　是
31034 NPO･NGO論A 前期 2 前期: 水曜1限 人社3 河合　将生
31035 NPO･NGO論B 後期 2 後期: 水曜1限 人社3 河合　将生
32119 基礎ゼミⅡ（研究入門） 通年 2 通年: 水曜2限 人社2 植木　是
32126 基礎ゼミⅡ（研究入門） 通年 2 通年: 水曜2限 人社2 小西　宏幸
32128 基礎ゼミⅡ（研究入門） 通年 2 通年: 水曜2限 人社2 田沢　晶子
32129 基礎ゼミⅡ（研究入門） 通年 2 通年: 水曜2限 人社2 谷　俊英
32132 基礎ゼミⅡ（研究入門） 通年 2 通年: 水曜2限 人社2 藤原　崇
32155 社会科教育法Ⅲ（地理歴史・公民） 通年 4 通年: 水曜2限 歴文3、人社3 京　俊彦
32156 教職基礎演習ⅠC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
32157 教職基礎演習ⅡC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
33042 心理学的支援法 後期 2 後期: 水曜3限 人社2 田沢　晶子

図書館サービス概論 木下　みゆき2後期

図書館概論 前期 2 木下　みゆき

教育相談の理論と実際 2 小西　宏幸

社会福祉援助技術演習ⅠB 2 植木　是

学習指導と学校図書館 後期 2 坂下　直子

総合的な学習の時間の指導法 2 浅井　義弘

ソーシャルワーク演習Ⅱ 植木　是
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（人間社会学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
33110 心理療法理論 前期 2 前期: 水曜3限 人社3 上西　裕之、小西　宏幸、田沢　晶子
33111 前期: 水曜3限 文3、教育3、人間3
34088 前期: 水曜4限 文3、教育3、人間3
33115 前期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34091 前期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
33116 後期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34092 後期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
34072 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜4限 人社3 植木　是
34079 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜4限 人社3 小西　宏幸
34081 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜4限 人社3 田沢　晶子
34082 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜4限 人社3 谷　俊英
34085 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜4限 人社3 藤原　崇
36011 特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒の理解と支援 前期 2 前期: 水曜6限 文3、教育3(66)、人間3 小田　浩伸、河野　清志、五位塚　和也、畠山　久子
41010 感情・人格心理学A 前期 2 前期: 木曜1限 人社1 小西　宏幸
41017 情報社会学A 前期 2 前期: 木曜1限 人社2 庫本　篤
41018 情報社会学B 後期 2 後期: 木曜1限 人社2 庫本　篤
41024 博物館経営論 前期 2 前期: 木曜1限 文2、教育2、人間2 白石　耕治
42039 社会福祉政策論 後期 2 後期: 木曜2限 人社2 船本　淑恵
42052 高齢者福祉論 前期 2 前期: 木曜2限 人社2 神部　智司

42059 生徒指導論（進路指導論を含む） 前期 2 前期: 木曜2限 文3、教育2(66)、人間3 松本　紀容子

42060 図書館基礎特論及び演習 後期 2 後期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42061 図書館サービス特論及び演習 前期 2 前期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42069 後期 後期: 木曜2限 文3、人間3 滋野　哲秀
43070 後期 後期: 木曜3限 文3、人間3 滋野　哲秀
42070 社会福祉原論Ⅱ 後期 2 後期: 木曜2限 人間3 船本　淑恵
42087 心理実習 通年 2 通年: 木曜2限 人社4 上西　裕之、田沢　晶子
43028 経営学概論 後期 2 後期: 木曜3限 文3、教育3、人社1、スポ3 藤原　崇
43084 経営実務特講 前期 2 前期: 木曜3限 人社3 藤原　崇
43085 心理的アセスメント 通年 2 通年: 木曜3限 人社3 上西　裕之、小西　宏幸
44041 博物館展示論 後期 2 後期: 木曜4限 文2、教育2、人間2 狭川　真一
44046 経営戦略論 前期 2 前期: 木曜4限 人社2 藤原　崇
44067 心理演習Ⅰ 前期 2 前期: 木曜4限 人社3 上西　裕之、田沢　晶子
44069 後期: 木曜4限 文3、教育3、人間3
45032 後期: 木曜5限 文3、教育3、人間3
44071 社会福祉演習Ⅱ 通年 2 通年: 木曜4限 人社4 神部　智司、船本　淑恵
45011 障害者福祉論 前期 2 前期: 木曜5限 人社2 船本　淑恵
45016 日本史概説A 前期 2 前期: 木曜5限 歴文2、人社2 竹本　晃
45017 日本史概説B 後期 2 後期: 木曜5限 歴文2、人社2 馬部　隆弘
45020 経営管理論 前期 2 前期: 木曜5限 人社2 藤原　崇
45027 社会福祉援助技術演習Ⅲ 後期 2 後期: 木曜5限 人社3 神部　智司、船本　淑恵
51005 社会福祉概論 前期 2 前期: 金曜1限 人間1 神部　智司、谷　俊英、船本　淑恵
51022 社会福祉原論Ⅰ 前期 2 前期: 金曜1限 人間3 神部　智司、谷　俊英、船本　淑恵
52038 子ども家庭福祉論 前期 2 前期: 金曜2限 人社2 谷　俊英
52042 障害者・障害児心理学 後期 2 後期: 金曜2限 人社2 上西　裕之
52050 社会福祉調査論 後期 2 後期: 金曜2限 人社3 神部　智司
52051 児童・家庭福祉論 前期 2 前期: 金曜2限 人社3 谷　俊英
52057 社会科教育法Ⅱ（公民） 通年 4 通年: 金曜2限 人社3 久保山　力也
53040 地域福祉論Ⅱ 後期 2 後期: 金曜3限 人社2 吉田　祐一郎
53051 後期: 金曜3限 文2、教育2、人間2
54057 後期: 金曜4限 文2、教育2、人間2
54052 前期 前期: 金曜4限 人社2
54053 後期 後期: 金曜4限 人社2
54059 社会福祉援助技術論ⅡA 前期 2 前期: 金曜4限 人社3 神部　智司
54060 社会福祉援助技術論ⅡB 後期 2 後期: 金曜4限 人社3 神部　智司
54070 学校教育演習Ⅰ 後期 2 後期: 金曜4限 文3、教育3、人間3 芝本　哲也、松下　廣伸
54071 社会福祉援助技術論Ⅱ 通年 4 通年: 金曜4限 人社4 神部　智司
54074 学校教育演習Ⅱ 前期 2 前期: 金曜4限 文4、教育4、人間4 芝本　哲也、松下　廣伸
55021 前期 前期: 金曜5限 人社2
55022 後期 後期: 金曜5限 人社2
55025 教職論 前期 2 前期: 金曜5限 文3、人間3 岩井　晃子
55026 前期 前期: 金曜5限 人社3
55027 後期 後期: 金曜5限 人社3
80063 卒業研究 通年 4 通年: 曜無時無 人社4 植木　是
80069 卒業研究 通年 4 通年: 曜無時無 人社4 小西　宏幸
80075 卒業研究 通年 4 通年: 曜無時無 人社4 藤原　崇
80117 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 人社4 植木　是

社会福祉援助技術演習ⅠA 2 谷　俊英

情報サービス演習B 後期 2 木下　みゆき

情報サービス論 前期 2

ソーシャルワーク演習Ⅰ

多賀谷　津也子

図書館情報技術論 後期 2 多賀谷　津也子

特別活動の指導法

道徳教育の指導法
前期

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 神部　智司2

2 谷　俊英

後期
2 中谷　和生

2
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（人間社会学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
80123 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 人社4 小西　宏幸
80129 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 人社4 藤原　崇

80250 教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無
文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

岩井　晃子、芝本　哲也

80251 教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無
文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

奥薗　みどり

80252 教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無
文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

松下　廣伸

80262 企業研究Ⅰ 前期 1 前期: 曜無時無 人間2 藤原　崇

80267 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無
文3、教育3(64)、教育3(65)、教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)、人
間3

岩井　晃子、芝本　哲也

80268 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 奥薗　みどり
80269 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 松下　廣伸
80292 スクールソーシャルワーク演習 後期 1 後期: 曜無時無 人社3 植木　是、谷　俊英
80286 精神疾患とその治療 通年 2 通年: 曜無時無 人社3 山下　仰
80299 図書館実習 通年 2 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 木下　みゆき
80300 教職基礎演習ⅠB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80301 教職基礎演習ⅡB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80311 教育実習指導（公民） 通年 1 通年: 曜無時無 人社4 松下　廣伸、久保山　力也
80313 教育実習指導（社会） 通年 1 通年: 曜無時無 人社4 松下　廣伸、久保山　力也
80316 教育実習指導（福祉） 通年 1 通年: 曜無時無 人社4 松下　廣伸、神部　智司
80328 教職実践演習（中・高） 後期 2 後期: 曜無時無 歴文4、人社4 江上　直樹、高野　昭雄、長瀬　美子

80350
社会福祉実習 通年 6 通年: 曜無時無 人社3

植木　是、神部　智司、谷　俊英、船本　淑恵、上田　早記子、前川
敦、油谷　佳典

専門科目 218
学部共通 21
全学共通 56

総計 295
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（スポーツ健康学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
11006 臨床心理学概論 前期 2 前期: 月曜1限 人間1 田沢　晶子
12067 前期 前期: 月曜2限 スポ3(22)
12068 後期 後期: 月曜2限 スポ3(21)
11023 前期 前期: 月曜1限 文3、人間3
11024 後期 後期: 月曜1限 文3、人間3
11028 後期: 月曜1限 文3、教育3、人間3
12061 後期: 月曜2限 文3、教育3、人間3
12018 前期: 月曜2限 スポ1(M41)、スポ1(M42)
13015 前期: 月曜3限 スポ1(M43)、スポ1(M44)
23033 前期: 火曜3限 スポ1(F21)
24033 前期: 火曜4限 スポ1(F22)
12019 前期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13019 前期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
12020 後期: 月曜2限 文1、教育1、人間1
13020 後期: 月曜3限 文1、教育1、人間1
13040 後期: 月曜3限 スポ2(21)
14033 後期: 月曜4限 スポ2(22)
13041 スポーツ運動学 前期 2 前期: 月曜3限 文2、教育2、人間2 三木　伸吾
13057 保健体育実践演習 後期 2 後期: 月曜3限 スポ3 三木　伸吾
14047 スポーツ指導特論Ⅲ（指導者の役割） 後期 2 後期: 月曜4限 人間3 児玉　公正
15015 前期 前期: 月曜5限 スポ2
22070 後期 後期: 火曜2限 スポ2
15018 保健体育総論 前期 2 前期: 月曜5限 スポ3 三木　伸吾
21026 健康管理学 後期 2 後期: 火曜1限 スポ2 吉川　眞由美
21046 スポーツ政策論 後期 2 後期: 火曜1限 スポ3 山内　章裕
22041 生理解剖学B 後期 2 後期: 火曜2限 スポ1 吉川　眞由美
22092 生活習慣病（成人病） 前期 2 前期: 火曜2限 スポ3 吉川　眞由美
22073 スポーツ経営管理学 後期 2 後期: 火曜2限 人間2 山内　章裕
23077 前期 前期: 火曜3限 文3、教育3、人間3
24074 後期 後期: 火曜4限 文3、教育3、人間3
23087 スポーツマーケティング論 後期 2 後期: 火曜3限 スポ3 山内　章裕
23106 健康運動指導士特論B 前期 2 前期: 火曜3限 スポ4 山内　章裕
24059 スポーツ障害と予防 前期 2 前期: 火曜4限 スポ2 吉川　眞由美
24080 企業研究Ⅱ 前期 2 前期: 火曜4限 人間3 藤原　崇
25010 生理解剖学A 前期 2 前期: 火曜5限 スポ1 吉川　眞由美
26005 考古学 前期 2 前期: 火曜6限 文1、教育1、人間1 竹本　晃
31028 社会教養基礎 前期 2 前期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31029 数学教養基礎 後期 2 後期: 水曜1限 文2、教育2、人間2 貞國　貴信
31032 地域文化論A 前期 2 前期: 水曜1限 文3、教育3、人間3 竹本　晃

32065
スポーツ健康学 通年 2 通年: 水曜2限 スポ1

池田　香代、泉　健介、伊藤　知之、於勢　貴美子、児玉　公正、小林
未季代、中道　厚子、松原　裕一、三木　伸吾、宮内　一三、山内　章
裕、吉川 眞由美

32154
スポーツ指導方法演習 通年 2 通年: 水曜2限 スポ3

池田　香代、泉　健介、伊藤　知之、児玉　公正、小林　未季代、松原
裕一、三木　伸吾、宮内　一三、山内　章裕

32156 教職基礎演習ⅠC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
32157 教職基礎演習ⅡC 後期 1 後期: 水曜2限 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
33015 ロジカルシンキング 前期 2 前期: 水曜3限 スポ1 貞國　貴信
33017 ロジカルコミュニケーション 後期 2 後期: 水曜3限 スポ1 貞國　貴信
33087 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜3限 スポ3 山内　章裕
33088 ゼミナールⅠ 通年 4 通年: 水曜3限 スポ3 吉川　眞由美
33111 前期: 水曜3限 文3、教育3、人間3
34088 前期: 水曜4限 文3、教育3、人間3
33115 前期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34091 前期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
33116 後期: 水曜3限 文3、教育2、人間3
34092 後期: 水曜4限 文3、教育2、人間3
34066 基礎ゼミⅡ（研究入門） 通年 2 通年: 水曜4限 スポ2 山内　章裕
34067 基礎ゼミⅡ（研究入門） 通年 2 通年: 水曜4限 スポ2 吉川　眞由美
36011 特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒の理解と支援 前期 2 前期: 水曜6限 文3、教育3(66)、人間3 小田　浩伸、河野　清志、五位塚　和也、畠山　久子
41024 博物館経営論 前期 2 前期: 木曜1限 文2、教育2、人間2 白石　耕治
42059 生徒指導論（進路指導論を含む） 前期 2 前期: 木曜2限 文3、教育2(66)、人間3 松本　紀容子
42060 図書館基礎特論及び演習 後期 2 後期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42061 図書館サービス特論及び演習 前期 2 前期: 木曜2限 文2、教育2、人間2 木下　みゆき
42069 後期: 木曜2限 文3、人間3
43070 後期: 木曜3限 文3、人間3
42076 食環境衛生学 後期 2 後期: 木曜2限 スポ3 吉川　眞由美

保健体育科教材研究B 2 三木　伸吾

道徳教育の指導法

体つくり運動演習 後期 2 宮内　一三

中谷　和生
前期

後期
2

総合的な学習の時間の指導法 2 浅井　義弘

特別活動の指導法 後期 2 滋野　哲秀

2 小西　宏幸

情報サービス論 前期 2 多賀谷　津也子

学習指導と学校図書館 後期 2 坂下　直子

前期 1

後期 2 木下　みゆき

図書館概論 前期 2 木下　みゆき

教育相談の理論と実際

スポーツ方法（水泳） 伊藤　知之

スポーツトレーニング演習 2 伊藤　知之

図書館サービス概論
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（スポーツ健康学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
44041 博物館展示論 後期 2 後期: 木曜4限 文2、教育2、人間2 狭川　真一
44069 後期: 木曜4限 文3、教育3、人間3
45032 後期: 木曜5限 文3、教育3、人間3
42053 前期: 木曜2限 スポ2(F22)
43056 前期: 木曜3限 スポ2(M41)、スポ2(M42)
42054 後期: 木曜2限 スポ2(F21)
43057 後期: 木曜3限 スポ2(M43)、スポ2(M44)
42055 前期: 木曜2限 スポ2(M41)、スポ2(M42)
43058 前期: 木曜3限 スポ2(F21)
42056 後期: 木曜2限 スポ2(M43)、スポ2(M44)
43059 後期: 木曜3限 スポ2(F22)
42070 社会福祉原論Ⅱ 後期 2 後期: 木曜2限 人間3 船本　淑恵
43028 経営学概論 後期 2 後期: 木曜3限 文3、教育3、人社1、スポ3 藤原　崇
43082 衛生・公衆衛生学 後期 2 後期: 木曜3限 スポ3 吉川　眞由美
43083 前期: 木曜3限 スポ3
44065 前期: 木曜4限 スポ3
45018 救急処置法演習 前期 2 前期: 木曜5限 スポ2 吉川　眞由美
51005 社会福祉概論 前期 2 前期: 金曜1限 人間1 神部　智司、谷　俊英、船本　淑恵
51022 社会福祉原論Ⅰ 前期 2 前期: 金曜1限 人間3 神部　智司、谷　俊英、船本　淑恵
51028 生活習慣病と食生活 前期 2 前期: 金曜1限 スポ3 植田　福裕
52054 ライフステージ栄養学 前期 2 前期: 金曜2限 スポ3 植田　福裕
53051 後期: 金曜3限 文2、教育2、人間2
54057 後期: 金曜4限 文2、教育2、人間2
54070 学校教育演習Ⅰ 後期 2 後期: 金曜4限 文3、教育3、人間3 芝本　哲也、松下　廣伸
54074 学校教育演習Ⅱ 前期 2 前期: 金曜4限 文4、教育4、人間4 芝本　哲也、松下　廣伸
55025 教職論 前期 2 前期: 金曜5限 文3、人間3 岩井　晃子
80088 卒業研究 通年 4 通年: 曜無時無 スポ4 吉川　眞由美
80141 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 スポ4 山内　章裕
80142 ゼミナールⅡ 通年 4 通年: 曜無時無 スポ4 吉川　眞由美

80250 教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無
文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

岩井　晃子、芝本　哲也

80251 教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無
文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

奥薗　みどり

80252 教育インターンシップⅠ 通年 1 通年: 曜無時無
文2、教育2(64)、教育2(65)、教育2(6A)、教育2(6K)、教育2(6S)、人
間2

松下　廣伸

80262 企業研究Ⅰ 前期 1 前期: 曜無時無 人間2 藤原　崇

80267 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無
文3、教育3(64)、教育3(65)、教育3(6A)、教育3(6K)、教育3(6S)、人
間3

岩井　晃子、芝本　哲也

80268 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 奥薗　みどり
80269 教育インターンシップⅡ 通年 1 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 松下　廣伸
80299 図書館実習 通年 2 通年: 曜無時無 文3、教育3、人間3 木下　みゆき
80300 教職基礎演習ⅠB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80301 教職基礎演習ⅡB 前期 1 前期: 曜無時無 文3、教育3、人間3 岩井　晃子、芝本　哲也、松下　廣伸
80314 教育実習指導（保健体育） 通年 1 通年: 曜無時無 スポ4 松下　廣伸、三木　伸吾
80330 教職実践演習（中・高） 後期 2 後期: 曜無時無 スポ4 江上　直樹、長瀬　美子、三木　伸吾、山本　雅亨

専門科目 76
学部共通 21
全学共通 56

総計 153

図書館情報技術論 後期 2 多賀谷　津也子

2 松原　裕一、吉川　眞由美

スポーツ方法（器械運動）
前期

後期

情報サービス演習B 後期 2 木下　みゆき

運動負荷試験演習 前期

1 三木　伸吾

スポーツ方法（陸上競技） 山内　章裕
前期

後期
1
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（薬学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員
11031 薬物治療学C 前期 2 前期: 月曜1限 薬学4 名德　倫明、山形　雅代、米田　耕造
12021 後期: 月曜2限 薬学1
80010 後期: 曜無時無 薬学2
13023 早期臨床体験 前期 1 前期: 月曜3限 薬学1

浦嶋　庸子、小畑　友紀雄、面谷　幸子、小西　廣己、小堀　宅郎、長井
克仁 初田 泰敏 福野 修平 本田 芳久 名德 倫明 今西 江里

13065 前期: 月曜3限 薬学3
80165 前期: 曜無時無 薬学4
13076 実務前実習 後期 4 後期: 月曜3限、 月曜4薬学4

浦嶋　庸子、小畑　友紀雄、面谷　幸子、小西　廣己、小堀　宅郎、長井
克仁 初田 泰敏 福野 修平 本田 芳久 名德 倫明 今西 江里

14012 後期: 月曜4限 薬学1
80008 後期: 曜無時無 薬学2
21014 後期: 火曜1限 薬学1
80009 後期: 曜無時無 薬学2
21048 後期: 火曜1限 薬学3
80162 後期: 曜無時無 薬学4
21050 薬物治療学D 前期 2 前期: 火曜1限 薬学4 伊藤　卓也、楠本　豊、黒川　優、堀田　紀久子
22079 後期: 火曜2限 薬学2
80024 後期: 曜無時無 薬学3
22103 医薬品化学 前期 2 前期: 火曜2限 薬学4 池尻　昌宏、広川　美視
23095 後期: 火曜3限、 火曜4薬学3(43)、薬学3(44)
23096 後期: 火曜3限、 火曜4薬学3(41)、薬学3(42)
23097 後期: 火曜3限、 火曜4薬学3(43)、薬学3(44)
23098 後期: 火曜3限、 火曜4薬学3(41)、薬学3(42)

23108

医療コミュニケーション演習Ⅰ 前期 1 前期: 火曜3限 薬学4
浦嶋　庸子、小畑　友紀雄、面谷　幸子、小西　廣己、小堀　宅郎、長井
克仁、初田　泰敏、福野　修平、本田　芳久、名德　倫明、今西　江里、
大橋　甲三郎、松田　弘子、宮川　道英、向井　淳治

25001 体育（講義を含む） 前期 2 前期: 火曜5限 薬学1(43)、薬学1(44) 山田　貞子

31043
医療薬学演習B 後期 1 後期: 水曜1限 薬学4

未定1、髙島　智也、橋爪　孝典、堀田　紀久子、松本　昭博、村上　正
裕、山形　雅代、米田　耕造

31041
機器分析学 後期 2 後期: 水曜1限 薬学3

未定6、青江　麻衣、有光　健治、池尻　昌宏、伊藤　卓也、宇田川　周
子、広川　美視、藤坂　朱紀、前﨑　直容、山田　佳太

32158 医薬品分析学 後期 2 後期: 水曜2限 薬学3 伊藤　卓也、宇田川　周子、森本　正太郎
32159 生物有機化学 後期 2 後期: 水曜2限 薬学3 広川　美視、藤坂　朱紀
32162 医薬品開発学B 後期 2 後期: 水曜2限 薬学4 中田　雄一郎、山形　雅代、米田　耕造、田川　公造
32163 臨床薬学Ⅱ 前期 2 前期: 水曜2限 薬学4 浦嶋　庸子、長井　克仁
33113 薬物動態学Ⅱ 後期 2 後期: 水曜3限 薬学3 橋爪　孝典

34089 前期: 水曜4限 薬学3

80160 前期: 曜無時無 薬学4

34090 後期: 水曜4限 薬学3
80164 後期: 曜無時無 薬学4
35006 ロジカルコミュニケーション 後期 2 後期: 水曜5限 薬学1 貞國　貴信
36008 社会福祉論 前期 2 前期: 水曜6限 薬学1 植木　是
41037 チーム医療・地域医療薬学 後期 2 後期: 木曜1限 薬学4 小畑　友紀雄、小西　廣己、名德　倫明
42078 臨床分析化学 後期 2 後期: 木曜2限 薬学3 堀田　紀久子、木下　憲明、田中　静吾
42079 前期: 木曜2限 薬学3
80159 前期: 曜無時無 薬学4
42088 医薬品開発学A 前期 2 前期: 木曜2限 薬学4 中田　雄一郎、高橋　嘉輝、田川　公造
51032 後期: 金曜1限 薬学3
80161 後期: 曜無時無 薬学4

52062
医療薬学演習A 後期 1 後期: 金曜2限 薬学4

楠本　豊、戸村　道夫、堀田　紀久子、水口　博之、山形　雅代、米田
耕造、綿野　智一

52063 医薬安全情報学 前期 2 前期: 金曜2限 薬学4 小西　廣己、初田　泰敏
53052 前期: 金曜3限 薬学2
80026 前期: 曜無時無 薬学3
53071 医療情報薬学 前期 2 前期: 金曜3限 薬学4 初田　泰敏、名德　倫明
80348 老年薬学 前期 2 前期: 曜無時無 薬学6 小畑　友紀雄、長井　克仁、初田　泰敏、本田　芳久
80335 薬物治療学ゼミナール 前期 2 前期: 曜無時無 薬学6 堀田　紀久子、米田　耕造
80336 薬物投与設計学 前期 2 前期: 曜無時無 薬学6 小西　廣己、松本　昭博、村上　正裕
80337 臨床試験概論 前期 2 前期: 曜無時無 薬学6 中田　雄一郎、村上　正裕、山形　雅代、米田　耕造

80347
医療コミュニケーション演習Ⅱ 前期 1 前期: 曜無時無 薬学6

浦嶋　庸子、小畑　友紀雄、面谷　幸子、小西　廣己、小堀　宅郎、長井
克仁、初田　泰敏、福野　修平、本田　芳久、名德　倫明、今西　江里、
大橋　甲三郎、松田　弘子、宮川　道英

80372
病院実習 通年 10 通年: 曜無時無 薬学5

浦嶋　庸子、小畑　友紀雄、面谷　幸子、小西　廣己、小堀　宅郎、長井
克仁、初田　泰敏、福野　修平、本田　芳久、名德　倫明

機能形態学B 後期 2 黒川　優、堀田　紀久子

分析化学 前期 2 宇田川　周子

松本　昭博、村上　正裕前期 2製剤化のサイエンスⅡ

小堀　宅郎、福野　修平、堀田　紀久子、山形　雅代、米田　耕造2前期病態検査学

薬物治療学A 後期 2 山形　雅代、米田　耕造

薬物動態学Ⅰ 前期 2 橋爪　孝典

物理化学A 後期 2 宇田川　周子、江﨑　誠治、森本　正太郎

製剤化のサイエンスⅠ 後期 2 松本　昭博、村上　正裕

機能形態学A 後期 2 山形　雅代、米田　耕造

臨床薬学Ⅰ 後期 2 浦嶋　庸子、小畑　友紀雄

薬物治療学B 後期 2 未定1、堀田　紀久子

未定1、黒川　優、下川　隆臣、田邉　彬恵、堀田　紀久子、水口　博之、
山形　雅代、米田　耕造、綿野　智一

後期 1生理・薬理学実習

未定1、黒川　優、下川　隆臣、髙島　智也、田邉　彬恵、橋爪　孝典、松
本　昭博、村上　正裕、山形　雅代、綿野　智一

薬剤・薬物動態学実習 後期 1
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 2022年度　実務経験のある教育が担当する科目一覧（薬学科）

シラバスNO 講義科目名称 開講期間 単位数 曜日時限 配当学科学年 担当教員

80373
薬局実習 通年 10 通年: 曜無時無 薬学5

浦嶋　庸子、小畑　友紀雄、面谷　幸子、小西　廣己、小堀　宅郎、長井
克仁、初田　泰敏、福野　修平、名德　倫明

80378
医療コミュニケーション演習 前期 1 前期: 曜無時無 薬学6

浦嶋　庸子、小畑　友紀雄、面谷　幸子、小西　廣己、小堀　宅郎、長井
克仁、初田　泰敏、福野　修平、本田　芳久、名德　倫明、今西　江里、
大橋　甲三郎、松田　弘子、宮川　道英

専門科目 96
学部共通
全学共通

総計 96
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