
令和4(2022)年度 実務経験のある教員等による授業科⽬の⼀覧表

<千代⽥校 (家政学部、⽂学部、社会情報学部、⽐較⽂化学部)>
授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
C10011010 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011020 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011030 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011040 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011050 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011060 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011070 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011080 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011090 ⼤妻教養講座 オムニバス 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10011100 キャンパスライフとメンタルヘルス 栗⽥ 七重 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10011110 キャンパスライフとメンタルヘルス 栗⽥ 七重 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10011910 コンピュータ応⽤ ⾼桑 健太郎 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10011970 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 磯部 聖⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10011980 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 落合 千裕 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10011990 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 德永 博⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012000 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 城 梨沙 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012010 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 伴 英美⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012011 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 森 ⾼⼀ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012020 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 磯部 聖⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012030 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 落合 千裕 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012040 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 德永 博⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012050 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 城 梨沙 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012060 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 伴 英美⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10012061 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 森 ⾼⼀ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022370 美術の世界 須藤 良⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022380 美術の世界 須藤 良⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022390 美術の世界 鈴⽊ 希帆 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022410 映像・演劇の世界 ⼩⽥ マサノリ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022480 映像・演劇の世界 ⼤野 真 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022490 考古学の世界 櫻井 準也 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022500 考古学の世界 櫻井 準也 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022510 考古学の世界 櫻井 準也 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022570 ポピュラー・カルチャーの世界 堀内 美江 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022580 ポピュラー・カルチャーの世界 堀内 美江 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022870 ⼈間の成⻑と⼼理 吉武 尚美 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022880 ⼈間の成⻑と⼼理 吉武 尚美 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022890 ⼈間の成⻑と⼼理 吉武 尚美 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022900 ⼈間の成⻑と⼼理 吉武 尚美 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022930 ⽇本国憲法 藤川 信夫 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022940 ⽇本国憲法 藤川 信夫 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022950 ⽇本国憲法 藤川 信夫 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022960 ⽇本国憲法 藤川 信夫 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10022970 ⽇本国憲法 藤川 信夫 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023020 政治と現代社会 五⼗嵐 浩司 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023060 経済と現代社会 中野 裕美⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023070 経済と現代社会 中野 裕美⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023080 経済と現代社会 中野 裕美⼦ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023100 メディアと現代社会 五⼗嵐 浩司 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023120 メディアと現代社会 桶⽥ 敦 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023130 メディアと現代社会 ⼩⽥ マサノリ 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023640 スポーツＣ 厚東 芳樹 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10023650 スポーツＣ 厚東 芳樹 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10023820 レクリエーション論 ⼩久保 信幸 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023830 レクリエーション論 ⼩久保 信幸 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10023860 レクリエーション実技 ⼩久保 信幸 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10023870 レクリエーション実技 ⼩久保 信幸 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10034080 英語ⅠＡ 千吉良 正明 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10034130 英語ⅠＡ 千吉良 正明 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1

1 / 10 ページ



授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
C10034470 英語ⅠＢ 千吉良 正明 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10034560 英語ⅠＢ 千吉良 正明 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10034610 英語ⅠＢ 千吉良 正明 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10037260 フランス語Ⅰ ⽩川 理恵 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10037270 フランス語Ⅰ ⽩川 理恵 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10037350 フランス語Ⅱ ⽩川 理恵 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10037360 フランス語Ⅱ ⽩川 理恵 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10037400 フランス語Ⅲ 武⽥ 千夏 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 1
C10048520 地域⽂化理解Ⅰ 清⽔ 克彦 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C10048530 地域⽂化理解Ⅱ 三國 清三 千代⽥ 全学共通科⽬【千代⽥・学部】 2
C11103210 ゼミナールⅠ 中島 永晶 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103240 ゼミナールⅠ 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103300 ゼミナールⅡ 中島 永晶 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103320 ゼミナールⅡ ⽔⾕ 千代美 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103330 ゼミナールⅡ 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103460 ファッションビジネス 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103110 被服材料学実験 ⽔⾕ 千代美 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103120 被服材料学実験 ⽔⾕ 千代美 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103490 機能性被服材料 ⽔⾕ 千代美 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103690 ファッションデザイン 中島 永晶 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103700 ファッションデザイン 中島 永晶 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103960 品質管理 彦阪 博之 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103450 ⾐環境学 ⽔⾕ 千代美 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103880 アパレル設計・⽣産Ⅰ 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103670 アパレル企画 中島 永晶 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103680 アパレル企画 中島 永晶 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103660 ファッションマーケティング 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103940 ファッションマネジメント 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103930 ファッションリテイリング 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11103950 ファッション広告論 吉井 健 千代⽥ 被服学科専⾨教育科⽬ 2
C11213030 社会福祉論 ⻄⼝ 守 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213040 社会福祉論 ⻄⼝ 守 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213050 ⽣活環境学実験 伊⾹賀 玲奈 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213060 ⽣活環境学実験 ⽥中 直⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213070 ⽣理学 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213080 ⽣理学 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213090 ⼈体構造機能論実験 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213100 ⼈体構造機能論実験 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213110 ⼈体構造機能論 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213120 ⼈体構造機能論 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213130 疾病の成り⽴ちⅠ 森⽥ 純仁 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213140 疾病の成り⽴ちⅠ 森⽥ 純仁 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213190 ⾷品化学実験 ⼩治 健太郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213200 ⾷品化学実験 ⼩治 健太郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213250 ⾷安全学Ⅰ 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213260 ⾷安全学Ⅰ 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213270 ⾷安全学実験 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213280 ⾷安全学実験 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213300 基礎栄養学Ⅰ ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213310 基礎栄養学Ⅱ ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213330 栄養化学Ⅰ ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213340 栄養化学Ⅰ ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213350 栄養化学実験 ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11213690 ⾷物学演習 ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬・管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213750 ⾷物学演習 ⼩清⽔ 孝⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬・管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213770 ⾷物学演習 ⼩治 健太郎 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬・管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213790 ⾷物学演習 ⽥中 直⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬・管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213810 ⾷物学演習 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬・管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11213820 ⾷物学演習 森⽥ 純仁 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬・管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11214160 臨床栄養学実習 花本 美奈⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11214170 臨床栄養学実習 花本 美奈⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11214200 校外実習指導 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11214280 ⾷安全学Ⅱ 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11214340 ⾷品バイオテクノロジー ⽥中 直⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
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授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
C11214370 ⾷品開発論 飯泉 千寿⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11214460 学校栄養教諭論 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11214540 スポーツ栄養論 ⼩清⽔ 孝⼦ 千代⽥ ⾷物学科 ⾷物学専攻専⾨教育科⽬・管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223040 社会福祉論 ⻄⼝ 守 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223050 ⽣活環境実験 ⽥中 直⼦ 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 1
C11223060 疾病の成り⽴ちⅠ 森⽥ 純仁 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223100 栄養⽣化学 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223110 ⽣理学 森⽥ 純仁 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223130 ⼈体構造機能論実験 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 1
C11223140 疾病の成り⽴ちⅡ 森⽥ 純仁 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223150 栄養代謝実習 川⼝ 美喜⼦ 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 1
C11223180 ⾷品化学 ⼩治 健太郎 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223190 ⾷品化学実験 ⼩治 健太郎 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 1
C11223200 ⾷安全学 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223210 ⾷安全学実験 堀江 正⼀ 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 1
C11223260 基礎栄養学Ⅰ ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223270 基礎栄養学Ⅱ ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223280 栄養学実験 ⻘江 誠⼀郎 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 1
C11223290 ⾷事摂取基準論 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223320 応⽤栄養科学 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223530 管理栄養⼠概論Ⅱ オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11223540 管理栄養⼠演習 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11224010 臨地実習指導 オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11224070 機能性⾷品学 ⼩治 健太郎 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11224090 学校栄養教諭論Ⅰ オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11224100 学校栄養教諭論Ⅱ オムニバス 千代⽥ ⾷物学科 管理栄養⼠専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313220 児童学⼊⾨ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313250 ⼦どもと遊びＡ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313260 ⼦どもと遊びＡ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313370 保育内容表現の指導法 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313380 保育内容表現の指導法 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313460 特別⽀援教育Ａ ⾼橋 ゆう⼦ 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313490 社会的養護論 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304170 児童学専⾨演習Ⅰ ⽯井 雅幸 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304210 児童学専⾨演習Ⅰ 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304220 児童学専⾨演習Ⅰ 久保 健太 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304300 児童学専⾨演習Ⅰ ⽮野 博之 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304380 児童学専⾨演習Ⅱ 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304390 児童学専⾨演習Ⅱ 久保 健太 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304470 児童学専⾨演習Ⅱ ⽮野 博之 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313760 保育内容総論 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313770 保育内容総論 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304500 卒業研究ゼミナールⅠ ⽯井 章仁 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304510 卒業研究ゼミナールⅠ ⽯井 雅幸 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304550 卒業研究ゼミナールⅠ 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11304720 卒業研究ゼミナールⅡ 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11305090 ⼦どもと科学する⼼ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻・児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11313980 保育者とからだ 加藤 奈保美 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11314020 教育実習（幼稚園Ⅰ） オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11314030 教育実習（幼稚園Ⅱ） オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 2
C11314040 幼稚園実習特講 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11314060 幼稚園実習特講 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童学専攻専⾨教育科⽬ 1
C11323210 児童学基礎体験演習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323220 児童学基礎体験演習Ⅱ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323240 教師論 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323290 ⼦どもと実験 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323300 化学の基礎 ⾼橋 三男 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323330 地学の基礎 ⽊村 かおる 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323350 地学基礎実験Ⅰ ⽊村 かおる 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 1
C11323360 児童学基礎体験演習Ⅲ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323400 国語科教育 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
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C11323420 算数科教育 尾形 祐樹 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323440 家庭科教育 伊藤 江⾥⼦ 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323450 体育科教育 厚東 芳樹 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323470 化学基礎実験Ⅰ(教室確保) ⾼橋 三男 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 1
C11323480 ⼩学校外国語教育 ⼈⾒ 礼⼦ 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323510 教育課程論Ｂ 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323530 教育相談 ⾼橋 ゆう⼦ 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323590 特別⽀援教育Ｂ ⾼橋 ゆう⼦ 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323600 教職実践演習（⼩学校） オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323630 地学基礎実験Ⅱ ⽊村 かおる 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 1
C11323650 ⽣活と化学 ⾼橋 三男 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323670 化学基礎実験Ⅱ(教室確保) ⾼橋 三男 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 1
C11323680 理科教育法Ⅰ ⽯井 雅幸 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323700 ⼩学校総合演習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323710 ⼩学校総合演習Ⅱ オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323720 国語科指導法 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323750 理科指導法 ⽯井 雅幸 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323751 理科指導法 ⽯井 雅幸 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323790 家庭科指導法 伊藤 江⾥⼦ 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323800 体育科指導法 厚東 芳樹 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323820 地球と環境 ⽊村 かおる 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323830 理科教育法Ⅲ ⽊村 かおる 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323840 理科教育法Ⅳ ⽯井 雅幸 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323870 中学校実習指導 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 1
C11323880 サイエンス・エデュケーター論 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323890 ⼩学校外国語指導法 ⼈⾒ 礼⼦ 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323930 ⼩学校実習特講 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 1
C11323940 ⼦どもと読書 樺⼭ 敏郎 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323960 児童教育研究法 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11323980 ⼦どもの学びと⾃然 ⽯井 雅幸 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11324010 野外活動⽀援演習 オムニバス 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11324050 科学する⼼（地球編） ⽊村 かおる 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11324100 科学する⼼（粒⼦編） ⾼橋 三男 千代⽥ 児童学科 児童教育専攻専⾨教育科⽬ 2
C11403150 ⽣活情報論 市川 博 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403210 ライフデザイン演習Ⅰ（量的調査法） 中川 まり 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403220 ライフデザイン演習Ⅰ（量的調査法） 中川 まり 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403230 ライフデザイン演習Ⅰ（量的調査法） 中川 まり 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403330 ゼミナールⅠ-Ａ 甲野 毅 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 1
C11403440 ゼミナールⅠ-Ｂ 甲野 毅 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 1
C11403740 感性教育Ａ（⾔語表現） 渡辺 由佳 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 1
C11403780 ⽣活と⼯芸 須藤 良⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403820 消費⽣活論 中川 壮⼀ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403840 インテリアデザイン論 オムニバス 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403910 インテリアデザイン演習Ⅰ 前⽥ 久美⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403911 インテリアデザイン演習Ⅰ こうち 惠⾒ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403930 インテリアデザイン演習Ⅱ ⼤塚 泰⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11403940 エコロジカルライフ演習 須藤 良⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404010 情報とコミュニケーション 市川 博 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404020 都市と公園 甲野 毅 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404030 ⼯芸デザイン演習 須藤 良⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404150 暮らしと政治 波津 博明 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404160 暮らしとファイナンス 中野 裕美⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404161 暮らしとファイナンス 中野 裕美⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404170 住空間デザイン論 ⼤塚 泰⼦ 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404180 ＮＰＯ・市⺠参加論 甲野 毅 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C11404200 環境教育・思想論 甲野 毅 千代⽥ ライフデザイン学科専⾨教育科⽬ 2
C12104740 中古⽂学講義 深澤 瞳 千代⽥ ⽇本⽂学科専⾨教育科⽬ 2
C12105030 ⽇本の映像メディア ⼩⽥ マサノリ 千代⽥ ⽇本⽂学科専⾨教育科⽬ 2
C12203690 セミナー １ 伊東 武彦 千代⽥ 英語英⽂学科専⾨教育科⽬ 2
C12203820 セミナー ２ 伊東 武彦 千代⽥ 英語英⽂学科専⾨教育科⽬ 2
C12203950 セミナー ３ 伊東 武彦 千代⽥ 英語英⽂学科専⾨教育科⽬ 2
C12204080 セミナー ４ 伊東 武彦 千代⽥ 英語英⽂学科専⾨教育科⽬ 2
C12204900 英⽶⽂化（映像・⾝体表現） 三輪 えり花 千代⽥ 英語英⽂学科専⾨教育科⽬ 2
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授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
C12303010 現代国際地域事情 オムニバス 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303020 現代国際地域事情 オムニバス 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303050 ⽇本語⼝頭表現法 渡辺 由佳 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303060 ⽇本語⼝頭表現法 渡辺 由佳 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303070 ⽇本語⼝頭表現法 渡辺 由佳 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303080 ⽇本語⼝頭表現法 渡辺 由佳 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303100 １年次ゼミⅠ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303170 １年次ゼミⅡ 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303190 １年次ゼミⅡ 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303270 ２年次ゼミⅠ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303360 ２年次ゼミⅡ 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303450 卒業研究ゼミⅠ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303470 卒業研究ゼミⅠ 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303580 卒業研究ゼミⅡ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303600 卒業研究ゼミⅡ 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303710 卒業研究ゼミⅢ 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303720 卒業研究ゼミⅢ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303740 卒業研究ゼミⅢ 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303840 卒業研究ゼミⅣ 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12303850 卒業研究ゼミⅣ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304440 メディア・コミュニケーションⅠ 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304450 メディア・コミュニケーションⅠ 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304460 メディア・コミュニケーションⅡ 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304470 メディア・コミュニケーションⅡ 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304540 社会・政策コミュニケーションⅠ 興津 妙⼦ 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304560 社会・政策コミュニケーションⅡ 興津 妙⼦ 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304590 表象⽂化コミュニケーションⅠ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304620 表象⽂化コミュニケーションⅡ ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304690 映像⽂化演習 ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304740 テクニカル・ライティング ⾼橋 慈⼦ 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304780 アナウンス演習 花⽥ 和明 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304781 アナウンス演習 ⼩倉 星羅 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304790 インタビュー演習 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304791 インタビュー演習 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304800 コミュニケーション⽂化特殊研究 ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12304960 通訳演習（英） 中野 裕美⼦ 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12305060 国際コミュニケーション論 桶⽥ 敦 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12305080 国際メディア論Ａ（欧⽶） 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12305100 国際ジャーナリズム論 五⼗嵐 浩司 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12305130 欧⽶⽂化論 ⼤野 真 千代⽥ コミュニケーション⽂化学科専⾨教育科⽬ 2
C12902070 ドイツ⽂化 ⼤野 真 千代⽥ ⽂学部共通科⽬ 2
C12902110 スペイン⽂化 久々湊 直⼦ 千代⽥ ⽂学部共通科⽬ 2
C12902260 放送⽂化論 齋藤 雅俊 千代⽥ ⽂学部共通科⽬ 2
C12902280 広告論 和⽥ 仁 千代⽥ ⽂学部共通科⽬ 2
C13102050 コンピュータの基礎 ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学部共通科⽬ 2
C13102060 コンピュータの基礎 ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学部共通科⽬ 2
C13102270 ソフトウェア概論 ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学部共通科⽬ 2
C13102280 ソフトウェア概論 ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学部共通科⽬ 2
C13114220 国際情報⽐較論 井⽥ 徹治 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114320 コンテンツ産業論 ⼋⽊ 良太 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114380 広告論 野澤 智⾏ 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114440 情報システム論及び実習Ⅰ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114450 情報システム論及び実習Ⅰ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114460 情報システム論及び実習Ⅱ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114470 情報システム論及び実習Ⅱ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114480 情報ネットワーク論及び実習Ⅰ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114481 情報ネットワーク論及び実習Ⅰ 浦⽥ 昌和 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114490 情報ネットワーク論及び実習Ⅱ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13114491 情報ネットワーク論及び実習Ⅱ 浦⽥ 昌和 千代⽥ 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123200 プログラミングの基礎 肥川 隆夫 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123240 環境情報処理論及び実習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123250 環境情報処理論及び実習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123260 環境情報処理論及び実習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123270 環境情報処理論及び実習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
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C13123330 社会情報学ゼミナールⅢ ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123340 社会情報学ゼミナールⅢ ⿊沼 吉弘 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123410 社会情報学ゼミナールⅢ ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123450 社会情報学ゼミナールⅣ ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123460 社会情報学ゼミナールⅣ ⿊沼 吉弘 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123530 社会情報学ゼミナールⅣ ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123680 社会情報学ゼミナールⅠ ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123690 社会情報学ゼミナールⅠ ⿊沼 吉弘 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123800 社会情報学ゼミナールⅡ ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123810 社会情報学ゼミナールⅡ ⿊沼 吉弘 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13123912 建築・都市ゼミナールⅡ ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124000 環境演習Ⅰ ⿊沼 吉弘 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124060 住居デザイン演習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124061 住居デザイン演習Ⅰ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124070 住居デザイン演習Ⅱ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124080 住居デザイン演習Ⅱ オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124090 住居デザイン ⼤橋 寿美⼦ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124130 建築と社会 オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124140 建築インテリア材料 新藤 ⼒ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124150 建築法規と都市デザイン 松本 暢⼦ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124160 環境と経済Ⅰ ⿊沼 吉弘 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124180 環境と法律Ⅰ ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124190 環境と法律Ⅱ ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124200 環境と経営 ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124210 環境マネジメント論 ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124220 特殊講義Ⅰ（社会と環境） オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124260 環境デザイン論 オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124261 環境デザイン論 オムニバス 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124310 環境⽣態デザイン ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124330 フィールドワークＡ ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 1
C13124340 フィールドワークＢ ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 1
C13124350 ビオトープ論 ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124360 建築デザイン ⼤橋 寿美⼦ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124400 環境とまちづくり ⽊下 勇 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13124410 国際関係と環境法 ⽊村 ひとみ 千代⽥ 社会情報学科 環境情報学専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133060 情報システム論及び実習Ⅰ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133070 情報システム論及び実習Ⅰ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133080 情報システム論及び実習Ⅱ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133090 情報システム論及び実習Ⅱ 市村 哲 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133100 プログラミング⼊⾨ 藤村 考 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133201 プログラミング論及び演習 ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 4
C13133210 デザイン論及び演習Ⅰ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133220 デザイン論及び演習Ⅰ ⼩⻄ 俊也 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133230 デザイン論及び演習Ⅱ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133240 デザイン論及び演習Ⅱ ⼩⻄ 俊也 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133400 社会情報学ゼミナールⅠ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133420 社会情報学ゼミナールⅠ 藤村 考 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133450 社会情報学ゼミナールⅠ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133530 社会情報学ゼミナールⅡ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133550 社会情報学ゼミナールⅡ 藤村 考 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133580 社会情報学ゼミナールⅡ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133660 社会情報学ゼミナールⅢ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133680 社会情報学ゼミナールⅢ 藤村 考 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133720 社会情報学ゼミナールⅢ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133790 社会情報学ゼミナールⅣ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133810 社会情報学ゼミナールⅣ 藤村 考 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13133850 社会情報学ゼミナールⅣ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134020 統計処理及び演習 園⽥ 隆志 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134030 応⽤統計論及び演習 園⽥ 隆志 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134050 情報処理機器概論 市川 裕介 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134060 スマートデバイス論 坂内 祐⼀ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134090 経営情報システム論 梶⽥ ひかる 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134100 情報ネットワーク論及び実習Ⅰ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134101 情報ネットワーク論及び実習Ⅰ 浦⽥ 昌和 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
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授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
C13134110 情報ネットワーク論及び実習Ⅱ ⽥中 清 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134111 情報ネットワーク論及び実習Ⅱ 浦⽥ 昌和 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134120 オフィスマネジメント論Ⅰ 中⻄ 達夫 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134130 オフィスマネジメント論Ⅱ 中⻄ 達夫 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134140 情報管理 藤村 考 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134240 ＷｅｂプログラミングⅡ 藤村 考 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134270 デジタルコンテンツ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134280 デジタルコンテンツ 星野 耕史 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134290 デジタルコンテンツ応⽤ 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134300 感性デザイン及び演習 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134310 ウエブデザイン 中野 希⼤ 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C13134340 マルチメディア論及び実習Ⅰ ⽶澤 緑 千代⽥ 社会情報学科 情報デザイン専攻専⾨教育科⽬ 2
C15104330 ヨーロッパ統合の思想 上原 史⼦ 千代⽥ ⽐較⽂化学部専⾨教育科⽬ 2
C15104740 ⽐較⽂化演習１８−Ⅰ JOHNSON,G.S. 千代⽥ ⽐較⽂化学部専⾨教育科⽬ 2
C15104750 ⽐較⽂化演習１８−Ⅱ JOHNSON,G.S. 千代⽥ ⽐較⽂化学部専⾨教育科⽬ 2
C15104870 現代中国語基礎セミナーＡⅠ（理解） 天神 裕⼦ 千代⽥ ⽐較⽂化学部専⾨教育科⽬ 1
C15104890 現代中国語基礎セミナーＡⅡ（理解） 天神 裕⼦ 千代⽥ ⽐較⽂化学部専⾨教育科⽬ 1
C15105460 現代フランス語基礎セミナーＣⅠ（総合） 武⽥ 千夏 千代⽥ ⽐較⽂化学部専⾨教育科⽬ 1
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<多摩校 (⼈間関係学部)>
授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
TD1000010 ⼤妻教養講座 オムニバス 多摩 全学共通科⽬【多摩】 1
TD1000020 キャンパスライフとメンタルヘルス ⾹⽉ 菜々⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000030 キャンパスライフとメンタルヘルス 伊澤 冬⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000100 ⽇本語Ａ（⽂章表現） 笹 幸恵 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000110 ⽇本語Ａ（⽂章表現） 笹 幸恵 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000340 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ ⼤村 美樹⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000350 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ ⼤村 美樹⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000360 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ ⼤村 美樹⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000370 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ ⼤村 美樹⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000380 キャリアデザインⅠ ⼤村 美樹⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000390 キャリアデザインⅠ ⼤村 美樹⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000400 キャリアデザインⅠ 吉野 薫 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000410 キャリアデザインⅠ 吉野 薫 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000430 キャリアデザインⅡ ⿑藤 豊 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000440 キャリアデザインⅡ ⿑藤 豊 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000460 キャリアデザインⅢ 吉野 薫 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000470 キャリアデザインⅢ 吉野 薫 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000630 ⽇本国憲法 藤川 信夫 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000650 政治と現代社会 曺 慶鎬 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000690 福祉と現代社会（ボランティアを含む） 前⽥ 優⼆ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000700 数学の世界 中⻄ 達夫 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000720 ⽣活の化学 守屋 敬⼦ 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000890 レクリエーション論 ⼩久保 信幸 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1000900 レクリエーション論 ⼩久保 信幸 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1001880 英語ⅢＢ 今井 秀昭 多摩 全学共通科⽬【多摩】 1
TD1002550 地域⽂化理解Ⅰ 清⽔ 克彦 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
TD1002560 地域⽂化理解Ⅱ 三國 清三 多摩 全学共通科⽬【多摩】 2
T14004030 ⼈間関係総論Ⅱ 三好 真 多摩 ⼈間関係学部共通科⽬ 2
T14004160 社会福祉学概論Ⅰ ⽊下 ⼤⽣ 多摩 ⼈間関係学部共通科⽬ 2
T14114500 社会学セミナーⅠ ⿑藤 豊 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14114590 社会学セミナーⅡ ⿑藤 豊 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14114660 社会学セミナーⅢ ⿑藤 豊 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14114750 社会学セミナーⅣ ⿑藤 豊 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14114910 職業とコミュニティ特論Ⅰ 阪本 真⼀ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14115020 集団と組織 杉本 昌昭 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124070 臨床⼼理学概論 春⽇ ⽂ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124080 社会・臨床⼼理学基礎セミナー ⼋城 薫 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124090 社会・臨床⼼理学基礎セミナー 三好 真 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124410 社会・臨床⼼理学セミナーⅠ 春⽇ ⽂ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124490 社会・臨床⼼理学セミナーⅡ 春⽇ ⽂ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124500 社会・臨床⼼理学セミナーⅡ 古⽥ 雅明 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124630 社会・臨床⼼理学セミナーⅢ 春⽇ ⽂ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124660 社会・臨床⼼理学セミナーⅣ 古⽥ 雅明 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124710 社会・臨床⼼理学セミナーⅣ 春⽇ ⽂ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14124930 ⼼理検査法セミナー ⾺淵 聖⼆ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 4
T14124960 発達⼼理学 春⽇ ⽂ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125051 カウンセリングセミナー 伊澤 冬⼦ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125071 グループワークⅠ 吉澤 良美 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125091 グループワークⅡ 吉澤 良美 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125110 家族⼼理学(社会・集団・家族⼼理学) ⽥中 究 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125130 ⼼理的アセスメント ⾺淵 聖⼆ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125170 障害者・障害児⼼理学 井上 美鈴 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125280 教育相談 ⾼畠 靖菜 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125300 ⼈体の構造と機能及び疾病 尾久 裕紀 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125320 精神疾患とその治療 尾久 裕紀 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125330 公認⼼理師の職責 三好 真 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125340 健康・医療⼼理学 鈴⽊ ⽂⼦ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125030 ⼼理演習 三好 真 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125031 ⼼理演習 古⽥ 雅明 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125032 ⼼理演習 春⽇ ⽂ 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125380 ⼼理実習 オムニバス 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
T14125381 ⼼理実習 オムニバス 多摩 ⼈間関係学科専⾨教育科⽬ 2
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授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
T14204020 精神疾患とその治療Ⅱ 尾久 裕紀 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204090 発達と⽼化の理解 ⼭⼝ 育⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204110 障害者福祉論 ⼩川 浩 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204140 社会保障Ⅰ 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204150 社会保障Ⅱ 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204270 社会福祉学基礎セミナーⅡ ⻄⼝ 守 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204306 社会福祉学セミナーⅠ 井上 修⼀ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204307 社会福祉学セミナーⅠ 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204320 社会福祉学セミナーⅡ 井上 修⼀ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204321 社会福祉学セミナーⅡ 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205423 社会福祉学セミナーⅢ ⾦ 美⾠ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205425 社会福祉学セミナーⅢ 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204330 社会福祉学セミナーⅣ 井上 修⼀ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205445 社会福祉学セミナーⅣ 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205490 医学概論 尾久 裕紀 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205500 ⼼理学と⼼理的⽀援 千⽥ 若菜 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204410 福祉⾏財政と福祉計画 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205530 公的扶助論 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204450 就労⽀援サービス 千⽥ 若菜 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204460 権利擁護と成年後⾒制度 井上 修⼀ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205540 刑事司法と福祉 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204480 相談援助演習Ⅰ 藏野 ともみ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204481 相談援助演習Ⅰ 間嶋 健 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204482 相談援助演習Ⅰ ⽵内 壮志 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204483 相談援助演習Ⅰ 朝倉 由⾐ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204484 相談援助演習Ⅰ 中條 共⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204492 相談援助演習Ⅱ 中條 桂⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14205550 ソーシャルワーク実践⼊⾨ 藏野 ともみ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204551 相談援助実習事前指導 ⾦⼦ 毅司 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204552 相談援助実習事前指導 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204562 相談援助実習事後指導 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204570 相談援助実習 嶋貫 真⼈ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 4
T14204590 精神保健の課題と⽀援Ⅰ 尾久 裕紀 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204591 精神保健の課題と⽀援Ⅱ 尾久 裕紀 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204610 精神保健福祉論Ⅱ 藏野 ともみ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204630 精神科リハビリテーション学Ⅰ 森⼭ 拓也 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204640 精神科リハビリテーション学Ⅱ 森⼭ 拓也 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204650 精神保健福祉援助技術総論 森⼭ 拓也 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204660 精神保健福祉援助技術各論Ⅰ 森⼭ 拓也 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204670 精神保健福祉援助技術各論Ⅱ ⾦⼦ 毅司 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204690 精神保健福祉援助演習Ⅰ 藏野 ともみ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204700 精神保健福祉援助演習Ⅱ ⾦⼦ 毅司 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204710 精神保健福祉援助実習指導 藏野 ともみ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204780 こころとからだのしくみＡ ⼭⼝ 育⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205380 介護の基本Ｆ（介護とリスクマネジメント） 任 セア 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204920 ⽣活⽀援技術Ｄ 浦尾 和江 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204930 ⽣活⽀援技術Ｅ ⼤⻄ 典⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205390 介護過程Ⅰ（介護過程の基礎） 原野 かおり 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14204960 介護過程Ⅱ−Ｂ ⾦ 美⾠ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14204980 介護総合演習Ⅰ ⾦ 美⾠ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14205000 介護総合演習Ⅲ 原野 かおり 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14205010 介護総合演習Ⅳ 原野 かおり 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 1
T14205070 医療的ケアⅠ 原野 かおり 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205080 医療的ケアⅡ 吉賀 成⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205090 医療的ケアⅢ 吉賀 成⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205100 福祉レクリエーション論 ⼩久保 信幸 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205110 福祉レクリエーション援助論 ⼩久保 信幸 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205150 保育原理 須藤 ⿇紀 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205170 ⼦どもの保健 初⿅ 静江 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205180 障害特性論 ⼩川 浩 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205190 ジョブコーチ論 ⼩川 浩 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205200 介護技術 浦尾 和江 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205260 スクールソーシャルワーク論 中條 桂⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
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授業コード 科⽬名 教員⽒名 キャンパス 科⽬区分 単位数
T14205670 ⽣活総合美学 光江 弘恵 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205280 国際社会福祉論 佐久間 美穂 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205680 多⽂化共⽣論 佐久間 美穂 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 2
T14205420 社会福祉専⾨実習 ⼩川 浩 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 3
T14205320 社会福祉専⾨実習 丹野 眞紀⼦ 多摩 ⼈間福祉学科専⾨教育科⽬ 3

<合計単位数>

全学共通科⽬
学部等

共通科⽬
専⾨科⽬

被服学科 40 207
⾷物学科 102 269
児童学科 128 295
ライフデザイン学科 43 210
⽇本⽂学科 4 179
英語英⽂学科 10 185
コミュニケーション⽂化学科 80 255

社会情報学部 社会情報学科 8 184 359
⼈間関係学科 68 239
⼈間福祉学科 123 294

⽐較⽂化学部 ⽐較⽂化学科 0 9 176

学部名 学科名
実務経験のある教員等による授業科⽬の単位数

合計
単位数

家政学部

167

0

⽂学部 8

⼈間関係学部 4

10 / 10 ページ


