
（1/3）同朋大学２０２３年度  開講科目時間割表　（全   体）※教室反映版は、後日Webフォルダに掲載します。
赤文字：前回からの変更箇所 赤文字：前回からの変更箇所

2023/3/27 現在

Ⅰ時限（9:00～10:30） Ⅱ時限（10:40～12:10） Ⅲ時限（13:00～14:30） Ⅳ時限（14:40～16:10） Ⅴ時限（16:20～17:50） Ⅵ時限（18:00～19:30）
年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室

1 必修 1101 英語１Ｌ(英語入門)　※水1限「英語２Ｌ」と合わせて履修 前期 伊藤正栄 1 必修 1201 英語１Ｍ(英語入門)　※水2限「英語２Ｍ」と合わせて履修 前期 伊藤正栄 1 選必 1301 英語３Ｎ（英会話中級）　※月4限「英語４Ｎ」と合わせて履修 前期 マイケル・ ライオンズ 1 選必 1401 英語４Ｎ（英会話中級）　※月3限「英語３Ｎ」と合わせて履修 前期 マイケル・ ライオンズ 1 選必 1501 中国語１Ｃ定員25名 前期 渡邊　幸彦

1 選必 1102 英語３Ｍ（英会話中級）　※月2限「英語４Ｍ」と合わせて履修 前期 マイケル・ ライオンズ 1 選必 1202 英語４Ｍ（英会話中級）　※月1限「英語３Ｍ」と合わせて履修 前期 マイケル・ ライオンズ 1 選必 1302 英語３Ｊ(英会話中級)定員25名 前期 ボイル　一恵 1 選必 1402 英語３Ｋ(英会話中級)定員25名 前期 ボイル　一恵 1 選必 1502 中国語２Ｃ定員25名 後期 渡邊　幸彦

1 選必 1103 中国語１Ｇ（中国語） 前期 中塚　亮 1 選必 1203 英語３Ⅰ(英会話中級)定員25名 前期 ボイル　一恵 1 選必 1303 英語４Ｊ(英会話中級)定員25名 後期 ボイル　一恵 1 選必 1403 英語４Ｋ(英会話中級)定員25名 後期 ボイル　一恵 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと

1 選必 1104 中国語２Ｇ（中国語） 後期 中塚　亮 1 選必 1204 英語４Ⅰ(英会話中級)定員25名 後期 ボイル　一恵 1 1304 情報処理Ｃ※履修制限25名 前期 石川　洋 1 1404 哲学A 前期 山脇　雅夫 1 1503 法学<16ｶﾘ>　　※2016年度以降入学生のみ履修可 前期 高木

※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1 選必 1205 中国語１Ｈ（中国語） 前期 中塚　亮 1 介 1305 認知症の理解Ⅰ<23ｶﾘ> 前期 下山　久之 1 1405 哲学史（西洋） 後期 山脇　雅夫

1 1105 情報処理Ａ※履修制限25名 後期 石川　洋 1 選必 1206 中国語２Ｈ（中国語） 後期 中塚　亮 1 介 1306 認知症の理解１※22生まで 前期 下山　久之 1 大谷 1406 声明作法Ⅰ 前期 瀬尾（正） 1J 1504 文章表現(文芸表現) 後期 荻原　裕幸

1 1106 人体の構造と機能及び疾病<14ｶﾘ> 前期 田中　勤 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1 介 1307 認知症の理解Ⅱ<23ｶﾘ> 後期 下山　久之 1 大谷 1407 声明作法Ⅱ 後期 瀬尾（正） 1J 1505 日本史特講２ 前期 安藤　弥

1 1207 ボランティア論 後期 後藤 1 介 1308 認知症の理解２※22生まで 後期 下山　久之 1 1408 社会統計学入門Ａ 前期 佐部利 1J 1506 日本史特講（教職） 前期 安藤　弥

1SS 1106 社会福祉発達史Ⅰ（西洋） 前期 牧村　順一 1 1208 スポーツ実技１Ａ 前期 木村 1BSS 1309 仏教と福祉 後期 岩瀬　真寿美 1 1409 社会統計学入門Ｂ 後期 佐部利 1J 1507 日本史概説 後期 金山　泰志

1SS 1107 社会福祉発達史Ⅱ(日本) 後期 工藤　隆治 1 1209 スポーツ実技１Ａ 前期 山口　章夫 1J 1508 メディア論 後期 澤　茂仁

1SS 介 1108 介護過程の構成要素<23ｶﾘ> 後期 牛田　篤 1 1211 スポーツ実技４ 後期 山口　章夫 1BJ 1310 アジア文化 前期 李恩郷 1B 1410 仏教と人権Ⅰ 後期 訓覇 1J 1509 世界遺産学 前期 古川　桂

2S 1109 発達障害児の生理（知的障害者） 後期 田中　勤 1 1212 情報処理Ｂ※履修制限25名 後期 石川　洋 1J 選必 1311 国語学概論Ⅰ　※必修／選択必修 前期 園田　博文 1BJ 1411 古文書基礎学２ 前期 手嶋　大侑 2B 必修 1510 真宗学概論Ⅰ※仏教学科 前期 鶴見　晃

2SS 1110 ソーシャルワークの方法Ⅰ※20生まで 前期 大橋　徹也 1J 選必 1312 国語学概論Ⅱ　※必修／選択必修 後期 園田　博文 1J 1412 日本文化史（古代・中世） 後期 手嶋　大侑 2B 必修 1511 真宗学概論Ⅱ※仏教学科 後期 鶴見　晃

2SS 1111 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ<21ｶﾘ> 前期 大橋　徹也 1BJ 1213 仏教史（中国） 前期 織田　顕祐 1J 1313 欧州思想 前期 山脇　雅夫 1J 1413 文化人類学※2019年度以降入学生のみ履修可 前期 李恩郷

2SS 1112 ソーシャルワークの方法Ⅱ※20生まで 後期 羅　佳 1BJ 1214 仏教文学 後期 箕浦　尚美 1J 1314 日本文学（近世） 後期 三宅　宏幸 1J 1414 日本文学史（近世） 後期 三宅　宏幸 1SS 1512 児童・家庭福祉総論Ａ<21ｶﾘ>※社会福祉専攻 後期 宮地　菜穂子

2SS 1113 ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ<21ｶﾘ> 後期 羅　佳 1J 選必 1215 欧州文学概論Ⅰ　※必修／選択必修 前期 山脇　雅夫 1J 1315 人文情報学<19ｶﾘ>履修上限25名 前期 箕浦　尚美 1J 1415 国語法 前期 園田　博文 1SK 1513 保育心理技法 前期 石牧　良浩

2SS 介 1114 介護過程の構成要素※22生まで 後期 牛田　篤 1J 選必 1216 欧州文学概論Ⅱ　※必修／選択必修 後期 山脇　雅夫 1J 1316 文化交流史<19ｶﾘ> 後期 古川　桂 1J 1416 国語史 後期 園田　博文 2SS 公認 1514 心理学統計法<19ｶﾘ> 後期 佐部利　真吾

2SK 保幼 1115 幼児と造形表現Ｂ<19ｶﾘ> 後期 堀 2B 1217 仏教文化講読演習Ⅱ１－１ 後期 織田　顕祐 1J 1317 アジア芸能 後期 李恩郷 2J 1417 人文学講読演習Ⅰ１２－４ 前期 箕浦　尚美 3S 1515 児童・家庭福祉の方法　 前期 宮地　菜穂子

2SK 子必 1116 幼児と言葉Ａ<21ｶﾘ>※2021年度以降入学生用 後期 村田 2J 1218 人文学講読演習Ⅰ１３－２ 前期 手嶋　大侑 2B 1318 教行信証講読演習Ⅰ１－１ 前期 鶴見　晃 2J 1418 人文学講読演習Ⅱ１２－４ 後期 箕浦　尚美 3SK 保必 1516 幼児特別支援論Ａ<19ｶﾘ> 前期 藤林　清仁

3SS 介 1117 障害者の介護過程展開（介護専用） 前期 下山・村上・伊藤 2J 1219 人文学講読演習Ⅱ１３－２ 後期 手嶋　大侑 2B 1319 教行信証講読演習Ⅱ１－１ 後期 鶴見　晃 2J 1419 人文学講読演習Ⅳ１２－１ 後期 李恩郷 3SK 保幼 1517 保育内容「造形表現」の指導法Ｂ<19ｶﾘ> 前期 堀

2J 1220 人文学講読演習Ⅰ３－２ 前期 山﨑　健太 4J 必修 1420 人文学演習ⅣＦ 後期 金山　泰志

2J 1221 人文学講読演習Ⅱ３－２ 後期 山﨑　健太 2S 特支 1320 肢体不自由児総論（肢体不自由者）（１） 前期 山口　章夫 2 教職 1518 教育原理 前期 岩瀬

※○月○日より７コマ（別途掲示でお知らせ） 1S 必修 1421 人間の尊厳と自立 前期 村上逸人 2 教職 1519 教育課程論（1519）／教育方法論（1520）<19ｶﾘ> 後期 岩瀬　真寿美

1S 1222 障害者福祉論<21ｶﾘ> 後期 大橋　徹也 2S 特支 1321 病弱児総論（１） 前期 山口　章夫 1SK 保必 1422 子どもの保健 後期 新井千香

1SS 1223 人間関係の形成とコミュニケーションの基礎 前期 牛田　篤 ※○月○日より７コマ（別途掲示でお知らせ） 2SS 1423 民法Ⅰ 前期 高木

2S 公認 1224 神経・生理心理学<18ｶﾘ＞ 後期 田中　勤 2SS 1424 民法Ⅱ 後期 高木

2S 1225 発達障害児総論（知的障害者） 前期 大橋　徹也 2SS 介 1425 支援コミュニケーション技術（介護専用）※22生まで 後期 下山　久之

2SS 1226 障害者に対する支援と障害者自立支援制度※20生まで 後期 大橋　徹也 2SK 保必 1426 子どもの健康と安全Ｂ<19ｶﾘ> 前期 新井千香

2SS 1227 権利擁護と成年後見制度 後期 甲村 ※○月○日より８コマ（別途掲示でお知らせ） 1・2 MR院 1680 臨床心理査定演習Ⅰ＜20ｶﾘ＞ 前期 石牧　良浩

2SS 介 1228 障害に応じた支援１（介護専用） 前期 下山　久之 2SS 1323 地域福祉の理論と方法Ⅰ　 後期 加藤　昭宏 2SK 保幼 1427 幼児と環境Ａ<19ｶﾘ> 前期 北島　信子 1・2 MN院 1681 ソーシャルケア研究 前期 汲田　千賀子

2SS 介 1229 障害に応じた支援２（介護専用） 後期 伊藤　明代 2SS 介 1324 医療的ケア１（介護専用）　※介護福祉コースのみ履修可 前期 伊藤明代 3SS 1428 社会福祉外書講読 前期 石川　洋 1・2 MN院 1682 比較幼児教育研究 後期 北島　信子

2SK 保幼 1230 幼児と造形表現Ａ<19ｶﾘ> 後期 堀 2SK 保必 1325 子どもの健康と安全Ａ<19ｶﾘ> 前期 新井千香 3SS 介 1429 高齢者の介護過程展開（介護専用） 前期 下山　久之

2SK 子必 1231 幼児と言葉Ｂ<21ｶﾘ>※2021年度以降入学生用 後期 村田 ※○月○日より８コマ（別途掲示でお知らせ） 3SK 保必 1430 幼児特別支援論Ｂ<19ｶﾘ> 前期 藤林　清仁

3SS 介 1232 生活リハビリとレクリエーション 後期 荒深 2SK 保幼 1326 幼児と環境Ｂ<19ｶﾘ> 前期 北島　信子 3SK 保幼 1431 保育内容「造形表現」の指導法Ａ<19ｶﾘ> 前期 堀

※（介護専用）介護福祉コースのみ履修可 3SK 保必 1327 子どもの食と栄養Ｂ<15ｶﾘ> 前期 岡田 3SK 保育 1432 保育相談支援Ｂ 後期 藤林　清仁

3SS 1233 地域福祉の理論と方法Ⅱ　 前期 牧村　順一 3SK 幼必 1328 幼児教育制度論<19ｶﾘ> 後期 青山　佳代 ※○月○日より８コマ（別途掲示でお知らせ）
3SS 1234 福祉サービスの組織と経営 後期 牧村　順一 3SK 保必 1329 社会的養護ⅡＡ<19ｶﾘ> 前期 宮地　菜穂子

3SK 保必 1235 社会的養護ⅡＢ<19ｶﾘ> 前期 宮地　菜穂子 1BJ 学芸 1433 博物館概論 前期 古川　桂

3SK 保必 1236 保育相談支援Ａ 後期 藤林　清仁 2BJ 学芸 1330 博物館経営論 前期 小林 3BJ 学芸 1434 博物館展示論 後期 見田

※○月○日より８コマ（別途掲示でお知らせ） 2BJ 学芸 1331 博物館資料論 後期 小林

3SK 保育 1237 子どもの食と栄養Ａ<15ｶﾘ> 前期 岡田 3SS 特支 1332 重複障害児教育総論（重複・ＬＤ等領域）<07ｶﾘ> 後期 山口　章夫

2BJ 学芸 1238 博物館教育論 後期 古川　桂

別 別 1270 教化学演習Ａ（別科） 通年 鶴見　晃 別 1370 差別問題（別科） 通年 訓覇 別 1470 声明作法Ⅰ（別科） 通年 瀬尾（正）

別 1271 教化学演習Ｂ（別科） 通年 安藤　弥

院

1 MB院 1480 仏教文化文献研究１＜20ｶﾘ＞ 前期 織田　顕祐 1・2 MR院 1580 投映法特論＜20ｶﾘ＞ 後期 石牧

1 MB院 1481 仏教学特殊研究＜20ｶﾘ＞ 前期 織田　顕祐 1 MB院 1581 日本文化史研究＜20ｶﾘ＞ 後期 安藤　弥

1 MB院 1482 仏教文学研究＜20ｶﾘ＞ 後期 織田　顕祐

1 2101 スポーツ実技１Ｂ 前期 山田　美恵子 1 2201 スポーツ実技２Ｂ 後期 宮田　洋之 1 選必 2301 英語３Ａ(英会話中級)定員25名 前期 石田　理可 1 選必 2401 英語３Ｏ(英会話中級)　※火5限「英語４Ｏ」と合わせて履修 後期 飯野　利美 1 選必 2501 英語４Ｏ(英会話中級)　※火4限「英語３Ｏ」と合わせて履修 後期 飯野　利美 1B 2601 仏教と人権Ⅱ 前期 新野

1 2102 スポーツ実技１Ｂ 前期 木村　弘子 1 2202 スポーツ実技３ 前期 木村　弘子 1 選必 2302 英語４Ａ(英会話中級)定員25名 後期 石田　理可 1 選必 2402 英語３Ｂ（英会話中級）定員25名 前期 石田　理可 2～4 必修 2502 宗教と人間（親鸞と現代）Ｆ（再履・編入） 前期 市野　智行 1B 2602 仏教と平和 後期 新野

1 2103 スポーツ実技２Ａ 後期 宮田　洋之 1 2203 情報処理Ｅ※履修制限25名 後期 藤井　俊明 1 選必 2303 フランス語１Ａ定員25名 前期 1 選必 2403 英語４Ｂ（英会話中級）定員25名 後期 石田　理可

1 2104 情報処理Ｄ※履修制限25名 後期 藤井　俊明 1 2204 哲学B 前期 齋藤安潔 1 選必 2304 フランス語２Ａ定員25名 後期 1 選必 2404 フランス語１Ｂ定員25名 前期 ペリエイワタフロラン 1B 2503 七祖教義Ⅱ 後期 市野　智行 3SS 介 2603 介護福祉総合演習３（介護専用） 前期 介護教員

1 2105 社会学 前期 下山　久之 1 2205 刑法<17ｶﾘ> 前期 鈴木一永 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1 選必 2405 フランス語２Ｂ定員25名 後期 ペリエイワタフロラン 1J 2504 日本史特講１ 前期 手嶋　大侑 4SS 介 2604 介護福祉総合演習４（介護専用） 前期 介護教員

1 2106 日本国憲法 前期 鈴木一永 1 2305 情報処理Ｆ※履修制限25名 後期 藤井　俊明 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1J 必修 2505 現代教養概論Ⅱ※オムニバス形式 後期 オムニバス 4SS 2605 ソーシャルワーク実習指導ⅢＢ 前期 木下　詩織

1B 必修 2206 基礎演習Ⅰ※仏教学科 前期 安藤弥 1 2306 経営学<17ｶﾘ>　 後期 五十畑 1 2406 外国史（西洋） 後期 古川　桂 福田、園田、鶴見、森村、山脇、箕浦、手嶋 4SS 2606 ソーシャルワーク実習指導ⅢＤ 前期 松井　ゆかり

1BJ 2107 漢文基礎学Ⅰ 前期 渡邊　幸彦 1B 必修 2207 基礎演習Ⅱ※仏教学科 後期 福田琢 1 2407 情報処理Ｇ※履修制限25名 後期 藤井　俊明 ※2019年度以降入学生のみ履修可 4SS 2607 ソーシャルワーク実習指導ⅢＥ 後期 原田

1BJ 2108 漢文基礎学Ⅱ 後期 渡邊　幸彦 1BJ 2208 仏教史（日本） 後期 安藤　弥 1BJ 2307 仏教美術 前期 中川原 2SS 介 2506 介護福祉総合演習１（介護専用）※22生まで 前期 介護教員 4SS 2608 ソーシャルワーク実習指導ⅢＦ 前期 原田

1J 2109 文章表現（論述表現）Ａ 前期 山﨑　健太 1J 必修 2209 基礎演習ⅠＡ※人文学科 前期 山脇　雅夫 1J 2308 アジア美術 後期 中川原 1B 2408 選択集講読演習<18ｶﾘ> 後期 松山　大 2SS 介 2507 介護福祉総合演習２（介護専用）※22生まで 後期 介護教員 4SS 2609 ソーシャルワーク実習指導ⅢＩ 前期 工藤　隆治

2J 2110 人文学講読演習Ⅰ１－２ 前期 古川　桂 1J 必修 2210 基礎演習ⅠＢ※人文学科 前期 古川　桂 1J 2309 言語文化論 後期 山﨑　健太 1BJ 2409 サンスクリット語基礎学Ⅱ　※2017年度以前入学生のみ履修可 前期 福田琢 4SS 2610 ソーシャルワーク実習指導ⅢＧ 後期 羅　佳

2J 2111 人文学講読演習Ⅱ１－２ 後期 古川　桂 1J 必修 2211 基礎演習ⅠＣ※人文学科 前期 箕浦　尚美 2J 2310 人文学講読演習Ⅰ２－１ 前期 三川　智央 1BJ 2410 サンスクリット語基礎学 ※2018年度以降入学生のみ履修可 前期 福田琢 1SS 介 2508 介護福祉総合演習Ⅰ（介護専用）<23ｶﾘ> 後期 介護教員

1J 必修 2212 基礎演習ⅠＤ※人文学科 前期 三川　智央 2J 2311 人文学講読演習Ⅱ２－１ 後期 三川　智央 1BJ 2411 日本文化史（思想史） 前期 金山　泰志 1SS 介 2509 介護福祉総合演習Ⅱ（介護専用）<23ｶﾘ> 後期 介護教員

1SS 介 2112 自立支援論<23ｶﾘ>（介護専用） 後期 下山 1J 必修 2213 基礎演習ⅡＡ※人文学科 後期 箕浦　尚美 2J 2312 人文学講読演習Ⅰ６－１ 前期 金山　泰志 1J 2412 文章表現(論述表現)Ｂ 後期 大脇　由紀子 1SK 子必 2510 幼児教育心理学 後期 石牧

1SS 介 2113 高齢者の介護（介護専用）※22生まで 後期 下山 1J 必修 2214 基礎演習ⅡＢ※人文学科 後期 山﨑　健太 2J 2313 人文学講読演習Ⅱ６－１ 後期 金山　泰志 1J 選必 2413 言語学概論Ⅰ　※必修／選択必修 前期 久保田　樹 2SK 必修 2511 子ども学演習ⅡＡ 随時 疇地　希美

1SK 子必 2114 幼児教育原理 後期 北島　信子 1J 必修 2215 基礎演習ⅡＣ※人文学科 後期 金山　泰志 2J 2314 人文学講読演習Ⅰ４－４ 前期 園田　博文 1J 選必 2414 言語学概論Ⅱ　※必修／選択必修 後期 久保田　樹 2SK 必修 2512 子ども学演習ⅡＢ 随時 勝野　愛子

2S 2115 遊び文化論 後期 山田　美恵子 1J 必修 2216 基礎演習ⅡＤ※人文学科 後期 手嶋　大侑 2J 2315 人文学講読演習Ⅱ４－４ 後期 園田　博文 2B 2415 仏教文化講読演習Ⅰ４－１ 後期 福田　琢 2SK 必修 2513 子ども学演習ⅡＣ 随時 藤林　清仁

2SS 2116 社会保障論Ⅰ 前期 渡邊　幸良 1J 選必 2217 中国文学概論Ⅰ　※必修／選択必修 前期 渡邊　幸彦 2J 2316 人文学講読演習Ⅰ11－３ 前期 山脇　雅夫 2J 2447 人文学講読演習Ⅰ１４－２ 前期 園田　博文 3SS 2514 ソーシャルワーク実習指導ⅡＡ 前期 原田　亘

2SS 2117 社会保障論Ⅱ 後期 渡邊　幸良 1J 選必 2218 中国文学概論Ⅱ　※必修／選択必修 後期 渡邊　幸彦 2J 2317 人文学講読演習Ⅱ11－３ 後期 山脇　雅夫 3B 必修 2416 仏教文化演習Ⅰ・ⅡＢ後期2417 前・後 安藤　弥 3SS 2515 ソーシャルワーク実習指導ⅡＢ 前期 大橋　徹也

3SS 2118 更生保護制度<14ｶﾘ> 後期 鈴木　洋 4B 必修 2418 仏教文化演習Ⅲ・ⅣＢ後期2419 前・後 安藤　弥 3SS 2516 ソーシャルワーク実習指導ⅡＣ 前期 汲田　千賀子

4SS 必修 2119 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＥ <05ｶﾘ>後期2120 前・後 千賀　則史 1SS 必修 2220 社会福祉基礎演習ⅠＡ※社会福祉専攻 前期 大橋 1SS 2318 社会理論と社会システム 後期 加藤　昭宏 4J 必修 2420 人文学演習ⅣＢ 後期 三川　智央 3SS 2517 ソーシャルワーク実習指導ⅡＤ 前期 大場　陽子

1SS 必修 2221 社会福祉基礎演習ⅡＡ※社会福祉専攻　 後期 大橋 1SS 介 2319 生活支援技術Ⅰ-１<23ｶﾘ> 後期 牛田・村上 4J 必修 2421 人文学演習ⅣＨ 後期 渡邊　幸彦 3SS 2518 ソーシャルワーク実習指導ⅡＥ 前期 宮地　菜穂子

2 教職 2121 道徳の理論及び指導法 前期 岩瀬　真寿美 1SS 必修 2222 社会福祉基礎演習ⅠＢ※社会福祉専攻 前期 石川　洋 1SS 介 2320 生理的ニーズへの介護（介護専用）※22生まで 後期 牛田・村上 4J 必修 2422 人文学演習ⅣＬ 後期 渡邊　幸彦 3SS 2519 ソーシャルワーク実習指導ⅡＦ 前期 加藤　昭宏

1SS 必修 2223 社会福祉基礎演習ⅡＢ※社会福祉専攻　 後期 石川　洋 1SK 2321 図画工作ⅠＡ 前期 鈴木雅明 3SS 2520 ソーシャルワーク実習指導ⅡＧ 前期 木下　詩織

1SS 必修 2224 社会福祉基礎演習ⅠＤ※社会福祉専攻 前期 加藤　昭宏 1SK 2322 図画工作ⅡＡ 後期 鈴木雅明 1SS 介 2423 生活支援技術Ⅰ-２<23ｶﾘ> 後期 牛田・村上 3SS 2521 ソーシャルワーク実習指導ⅡＨ 前期 羅　佳

1SS 必修 2225 社会福祉基礎演習ⅡＤ※社会福祉専攻　 後期 加藤　昭宏 2SS 2323 ソーシャルワーク実習指導ⅠＡ 前期 汲田　千賀子 1SS 介 2424 セーフティニーズへの介護（介護専用）※22生まで 後期 牛田・村上 3SS 2522 ソーシャルワーク実習指導ⅡＩ 前期 松井　ゆかり

1SS 必修 2226 社会福祉基礎演習ⅠＥ※社会福祉専攻 前期 牛田　篤 2SS 2324 ソーシャルワーク実習指導ⅠＢ 前期 加藤　昭宏 1SK 2425 図画工作ⅠＢ 前期 鈴木雅明 3SS 2523 ソーシャルワーク実習指導ⅡＪ 前期 子安　由美子

1SS 必修 2227 社会福祉基礎演習ⅡＥ※社会福祉専攻　 後期 牛田　篤 2SS 2325 ソーシャルワーク実習指導ⅠＤ 前期 羅　佳 1SK 2426 図画工作ⅡＢ 後期 鈴木雅明 3SS 2524 ソーシャルワーク実習指導ⅡＬ 前期 工藤　隆治

1SS 必修 2228 社会福祉基礎演習ⅠＦ※社会福祉専攻 前期 伊藤　明代 2SS 2326 ソーシャルワーク実習指導ⅠＥ 前期 渡邊　幸良 2SS 2427 ソーシャルワーク演習ⅠＡ 前期 大橋　徹也 3SS 2525 ソーシャルワーク実習指導ⅡＭ 前期 伊藤洋一

1SS 必修 2229 社会福祉基礎演習ⅡＦ※社会福祉専攻　 後期 伊藤　明代 2SS 2327 ソーシャルワーク実習指導ⅠＦ 前期 宮地　菜穂子 2SS 2428 ソーシャルワーク演習ⅡＡ 後期 大橋　徹也 3SS 2526 ソーシャルワーク実習指導ⅡＮ 前期 柘植　将介

1SS 必修 2230 社会福祉基礎演習ⅠＧ※社会福祉専攻 前期 渡邊幸良 2SS 2328 ソーシャルワーク実習指導ⅠＨ 前期 工藤　隆治 2SS 2429 ソーシャルワーク演習ⅠＣ 前期 羅　佳 3SS 2527 ソーシャルワーク実習Ａ 随時 原田　亘

1SS 必修 2231 社会福祉基礎演習ⅡＧ※社会福祉専攻　 後期 渡邊幸良 2SS 2329 ソーシャルワーク実習指導（基礎）Ａ<21ｶﾘ> 前期 汲田　千賀子 2SS 2430 ソーシャルワーク演習ⅡＣ 後期 羅　佳 3SS 2528 ソーシャルワーク実習Ｂ 随時 大橋　徹也

1SS 必修 2232 社会福祉基礎演習ⅠＨ※社会福祉専攻 前期 岩瀬　真寿美 2SS 2330 ソーシャルワーク実習指導（基礎）Ｂ<21ｶﾘ> 前期 加藤　昭宏 2SS 2431 ソーシャルワーク演習ⅠＤ 前期 汲田　千賀子 3SS 2529 ソーシャルワーク実習Ｃ 随時 汲田　千賀子

1SS 必修 2233 社会福祉基礎演習ⅡＨ※社会福祉専攻　 後期 岩瀬　真寿美 2SS 2331 ソーシャルワーク実習指導（基礎）Ｄ<21ｶﾘ> 前期 羅　佳 2SS 2432 ソーシャルワーク演習ⅡＤ 後期 汲田　千賀子 3SS 2530 ソーシャルワーク実習Ｄ 随時 大場　陽子 1 MR院 2680 臨床心理基礎実習ⅠＡ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 前期

1SS 必修 2234 社会福祉基礎演習ⅠＫ※社会福祉専攻 前期 山口章夫 2SS 2332 ソーシャルワーク実習指導（基礎）Ｅ<21ｶﾘ> 前期 渡邊　幸良 2SS 2433 ソーシャルワーク演習ⅠＥ 前期 渡邊　幸良 3SS 2531 ソーシャルワーク実習Ｅ 随時 宮地　菜穂子 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

1SS 必修 2235 社会福祉基礎演習ⅡＫ※社会福祉専攻　 後期 山口章夫 2SS 2333 ソーシャルワーク実習指導（基礎）Ｆ<21ｶﾘ> 前期 宮地　菜穂子 2SS 2434 ソーシャルワーク演習ⅡＥ 後期 渡邊　幸良 3SS 2532 ソーシャルワーク実習Ｆ 随時 加藤　昭宏 1 MR院 2681 臨床心理基礎実習ⅡＡ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 後期

1SS 必修 2236 社会福祉基礎演習ⅠＪ※社会福祉専攻 前期 宮地 2SS 2334 ソーシャルワーク実習指導（基礎）Ｈ<21ｶﾘ> 前期 工藤　隆治 2SS 2435 ソーシャルワーク演習ⅠＦ 前期 宮地　菜穂子 3SS 2533 ソーシャルワーク実習Ｇ 随時 木下　詩織 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

1SS 必修 2237 社会福祉基礎演習ⅡＪ※社会福祉専攻　 後期 宮地 3SS 特支 2335 特別支援教育方法論（重複・ＬＤ等領域 前期 山口　章夫 2SS 2436 ソーシャルワーク演習ⅡＦ 後期 宮地　菜穂子 3SS 2534 ソーシャルワーク実習Ｈ 随時 羅　佳 2682 ※心理実践実習（１年次用）は2686。公認心理師登録者は履修すること

1SS 必修 2238 社会福祉基礎演習ⅠＩ※社会福祉専攻 前期 羅 3SS 特支 2336 ＬＤ等教育総論（重複・ＬＤ等領域） 後期 山口　章夫 2SS 2437 ソーシャルワーク演習ⅠＧ 前期 工藤　隆治 3SS 2535 ソーシャルワーク実習Ｉ 随時 松井　ゆかり 2 MR院 2683 臨床心理実習Ⅰ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 前期

1SS 必修 2239 社会福祉基礎演習ⅡＩ※社会福祉専攻　 後期 羅 3SS 精神 2337 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ※20生まで 随時 吉田・川乗 2SS 2438 ソーシャルワーク演習ⅡＧ 後期 工藤　隆治 3SS 2536 ソーシャルワーク実習Ｊ 随時 子安　由美子 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

1SK 必修 2240 子ども学総論Ａ※子ども学専攻 前期 神谷　良恵 3SS 精神 2338 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ<21ｶﾘ> 随時 吉田・川乗 3SS 2439 ソーシャルワーク演習ⅢＦ 前期 原田　亘 3SS 2537 ソーシャルワーク実習Ｌ 随時 工藤　隆治 2 MR院 2684 臨床心理実習ⅡＡ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 後期

1SK 必修 2241 子ども学総論Ｂ※子ども学専攻 前期 勝野　愛子 3SK 子必 2339 子育て支援論 前期 藤林　清仁 3SS 2440 ソーシャルワーク演習ⅣＦ 後期 原田　亘 3SS 2538 ソーシャルワーク実習Ｍ 随時 伊藤洋一 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

1SK 必修 2242 子ども学総論Ｃ※子ども学専攻 前期 藤林　清仁 3SS 2441 精神障害者の介護過程展開（介護専用） 前期 下山・村上・伊藤 3SS 2539 ソーシャルワーク実習Ｎ 随時 柘植　将介 2685 ※心理実践実習（２年次用）は2687。公認心理師登録者は履修すること

1SK 必修 2243 子ども学演習ⅠＡ※子ども学専攻 後期 神谷　良恵 3BJ 学芸 2340 博物館資料保存論 前期 長屋 3SK 保育 2442 保育実習指導Ⅰ-１(再履修)(保育所実習) 前期 神谷・勝野 3SS 2540 ソーシャルワーク実習指導ⅠＡ<21ｶﾘ> 前期 原田　亘 1・2 MNR 2686 保育学研究 前期 北島

1SK 必修 2244 子ども学演習ⅠＢ※子ども学専攻 後期 勝野　愛子 3SS 2541 ソーシャルワーク実習指導ⅠＢ<21ｶﾘ> 前期 大橋　徹也

1SK 必修 2245 子ども学演習ⅠＣ※子ども学専攻 後期 藤林　清仁 3 教職 2443 教師論 前期 岩瀬　真寿美 3SS 2542 ソーシャルワーク実習指導ⅠＣ<21ｶﾘ> 前期 汲田　千賀子

2S 公認 2246 発達障害児心理学Ⅱ（知的障害者） 後期 本多　祐子 3 教職 2444 教育相談 後期 小沢　日美子 3SS 2543 ソーシャルワーク実習指導ⅠＤ<21ｶﾘ> 前期 大場　陽子

3S 2247 司法・犯罪心理学<18ｶﾘ> 後期 皿谷　陽子 4SK 保育 2445 保育実習指導Ⅱ(保育所実習） 随時 勝野・神谷・山田 3SS 2544 ソーシャルワーク実習指導ⅠＥ<21ｶﾘ> 前期 宮地　菜穂子

3SS 介 2248 介護福祉総合演習ケーススタディ（介護専用） 後期 介護教員 4SK 2446 幼児教育実習指導４（事前事後指導） 随時 北島・疇地 3SS 2545 ソーシャルワーク実習指導ⅠＦ<21ｶﾘ> 前期 加藤　昭宏

3SS 公認 2249 福祉心理学<18ｶﾘ> 前期 本多　祐子 3SS 2546 ソーシャルワーク実習指導ⅠＧ<21ｶﾘ> 前期 木下　詩織

4SS 2250 ソーシャルワーク演習ⅤＤ 後期 工藤　隆治 3SS 2547 ソーシャルワーク実習指導ⅠＨ<21ｶﾘ> 前期 羅　佳

4SS 精神 2251 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 随時 吉田・川乗 3SS 2548 ソーシャルワーク実習指導ⅠＩ<21ｶﾘ> 前期 松井　ゆかり

3SS 2549 ソーシャルワーク実習指導ⅠＪ<21ｶﾘ> 前期 子安　由美子 1 MR院 2680 臨床心理基礎実習ⅠＡ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 前期

3SS 2550 ソーシャルワーク実習指導ⅠＬ<21ｶﾘ> 前期 工藤　隆治 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

3SS 2551 ソーシャルワーク実習指導ⅠＭ<21ｶﾘ> 前期 伊藤洋一 1 MR院 2681 臨床心理基礎実習ⅡＡ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 後期

3SS 2552 ソーシャルワーク実習指導ⅠＮ<21ｶﾘ> 前期 柘植　将介 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

3SS 2553 ソーシャルワーク実習ⅠＡ<21ｶﾘ> 随時 原田　亘 2682 ※心理実践実習（１年次用）は2682。公認心理師登録者は履修すること

3SS 2554 ソーシャルワーク実習ⅠＢ<21ｶﾘ> 随時 大橋　徹也 2 MR院 2683 臨床心理実習Ⅰ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 前期

3SS 2555 ソーシャルワーク実習ⅠＣ<21ｶﾘ> 随時 汲田　千賀子 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

3SS 2556 ソーシャルワーク実習ⅠＤ<21ｶﾘ> 随時 大場　陽子 2 MR院 2684 臨床心理実習ⅡＡ／心理実践実習<20カリ>※臨床心理分野 後期

3SS 2557 ソーシャルワーク実習ⅠＥ<21ｶﾘ> 随時 宮地　菜穂子 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

3SS 2558 ソーシャルワーク実習ⅠＦ<21ｶﾘ> 随時 加藤　昭宏 2685 ※心理実践実習（２年次用）は2685。公認心理師登録者は履修すること

3SS 2559 ソーシャルワーク実習ⅠＧ<21ｶﾘ> 随時 木下　詩織

3SS 2560 ソーシャルワーク実習ⅠＨ<21ｶﾘ> 随時 羅　佳

3SS 2561 ソーシャルワーク実習ⅠＩ<21ｶﾘ> 随時 松井　ゆかり

3SS 2562 ソーシャルワーク実習ⅠＪ<21ｶﾘ> 随時 子安　由美子

3SS 2563 ソーシャルワーク実習ⅠＬ<21ｶﾘ> 随時 工藤　隆治

3SS 2564 ソーシャルワーク実習ⅠＭ<21ｶﾘ> 随時 伊藤洋一

3SS 2565 ソーシャルワーク実習ⅠＮ<21ｶﾘ> 随時 柘植　将介

別 別 2270 仏教史（別科） 通年 織田　顕祐 別 2370 真宗学演習Ａ（別科） 通年 松山 別 大谷 2470 真宗学講読Ⅰ（別科） 通年 安藤義浩

別 2371 真宗学演習Ｂ（別科） 通年 市野

院

1 MB院 2380 真宗学研究＜20ｶﾘ＞ 前期 鶴見　晃 1 DB院 2480 特殊演習Ⅰ博士前期課程<15ｶﾘ> 前期 織田　顕祐 1 MB院 2580 典籍文化研究＜20ｶﾘ＞ 前期 園田　博文

1 MB院 2381 真宗学特殊研究＜20ｶﾘ＞ 前期 鶴見　晃 2 DB院 2481 特殊演習Ⅲ博士前期課程<15ｶﾘ> 前期 織田　顕祐 1 DN院 2581 仏教人間学研究Ⅱ　＜20ｶﾘ＞ 後期 織田・安藤

1 DB院 2482 特殊演習Ⅱ博士後期課程<15ｶﾘ> 後期 織田　顕祐 1 MR院 2582 臨床心理学研究法特論＜20ｶﾘ＞　※臨床心理学専攻 後期 福島　裕人

2 DB院 2483 特殊演習Ⅳ博士後期課程<15ｶﾘ> 後期 織田　顕祐

1・2・3 MB 2484 仏教文化特殊演習Ⅰ(2484)・Ⅲ(2486)・Ⅴ(2488) 前期 織田　顕祐

1・2・3 MB 2485 仏教文化特殊演習Ⅱ(2485)・Ⅳ(2487)・Ⅵ(2489) 後期 織田　顕祐

1・2 MR院 2450 心理療法特論＜20ｶﾘ＞　※臨床心理学専攻 前期 鴨澤　あかね

曜日

月
※※※大学院※※※

Ⅵ時限（１８：３０～２０：００）

Ⅶ時限（２０：１０～２１：４０）

目黒・
石牧・鴨

澤・
高野・森

田・小島・
目代

Ⅶ時限（２０：１０～２１：４０）

目黒・鴨
澤・福島・
石牧・小島

目代

目黒・鴨
澤・福島・
石牧・小島

目代

目黒・
石牧・鴨

澤・
高野・森

田・小島・
目代

火

ペリエイワタ
フロラン

※※※大学院※※※

Ⅵ時限（１８：３０～２０：００）

特別支援の（１）（２）の表示科目は、セットで履修のこと。
（１）と（２）の総合評価で単位認定されますので、１科目ずつの単位認定はされません。
※期別が同じ場合、どちらかを集中の欄で登録

※ソーシャルワーク実習指導とソーシャルワーク実習は同じ教員で登録すること



（2/3）同朋大学２０２３年度  開講科目時間割表　（全   体）※教室反映版は、後日Webフォルダに掲載します。
赤文字：前回からの変更箇所 赤文字：前回からの変更箇所

2023/3/27 現在

Ⅰ時限（9:00～10:30） Ⅱ時限（10:40～12:10） Ⅲ時限（13:00～14:30） Ⅳ時限（14:40～16:10） Ⅴ時限（16:20～17:50） Ⅵ時限（18:00～19:30）
年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室曜日

1 必修 3101 英語２Ｌ(英語入門)　※月1限「英語１Ｌ」と合わせて履修 前期 伊藤正栄 1 必修 3201 英語２Ｍ(英語入門)　※月2限「英語１Ｍ」と合わせて履修 前期 伊藤　正栄 1 必修 3301 英語１Ｄ(英語入門) 前期 井出　あかね 1 必修 3401 英語１Ｎ(英語入門)　※5限「英語２Ｎ」と合わせて履修 後期 飯野　利美 1 必修 3501 英語２Ｎ(英語入門)　※4限「英語１Ｎ」と合わせて履修 後期 飯野　利美 4SS 公認 3601 心理実習 前・後

1 必修 3102 英語１Ａ(英語入門) 前期 谷口　征子 1 必修 3202 英語１Ｃ(英語入門) 前期 井出　あかね 1 必修 3302 英語２Ｄ(英語入門) 後期 井出　あかね 1 必修 3402 英語１Ｅ(英語入門) 前期 井出　あかね 1 必修 3502 英語１Ｇ(英語入門) 前期 石田　理可

1 必修 3103 英語２Ａ(英語入門) 後期 谷口　征子 1 必修 3203 英語２Ｃ(英語入門) 後期 井出　あかね 1 必修 3303 英語１Ｈ(英語入門) 前期 佐々木　恭介 1 必修 3403 英語２Ｅ(英語入門) 後期 井出　あかね 1 必修 3503 英語２Ｇ(英語入門) 後期 石田　理可

1 選必 3104 中国語１Ａ（中国語） 前期 森村　森鳳 1 必修 3204 英語１Ｂ(英語入門) 前期 谷口　征子 1 必修 3304 英語２Ｈ(英語入門) 後期 佐々木　恭介 1 必修 3404 英語１Ｉ(英語入門) 前期 佐々木　恭介 1 選必 3504 英語３Ｈ(英会話中級)定員25名 前期 ｼﾞｮﾝ・ﾊﾟｰｿﾝ
ｽﾞｼﾞｮｾﾌ

1 選必 3105 中国語２Ａ（中国語） 後期 森村　森鳳 1 必修 3205 英語２Ｂ(英語入門) 後期 谷口　征子 1 必修 3305 英語１Ｊ(英語入門) 前期 森川　信子 1 必修 3405 英語２Ｉ(英語入門) 後期 佐々木　恭介 1 選必 3505 英語４Ｈ(英会話中級)定員25名 後期 ｼﾞｮﾝ・ﾊﾟｰｿﾝ
ｽﾞｼﾞｮｾﾌ

1 選必 3106 ドイツ語１Ａ定員25名 前期 山脇　雅夫 1 選必 3206 中国語１Ｅ（中国語） 前期 前田 1 必修 3306 英語２Ｊ(英語入門) 後期 森川　信子 1 必修 3406 英語１Ｆ(英語入門) 前期 石田　理可 1 選必 3506 英語３Ｅ（英会話中級）定員25名 前期 Estelle
Mattew　B.C.

1 選必 3107 ドイツ語２Ａ定員25名 後期 山脇　雅夫 1 選必 3207 中国語２Ｅ（中国語） 後期 前田 1 選必 3307 英語３Ｆ(英会話中級)定員25名 前期 ｼﾞｮﾝ・ﾊﾟｰｿﾝｽﾞｼﾞｮｾﾌ 1 必修 3407 英語２Ｆ(英語入門) 後期 石田　理可 1 選必 3507 英語４Ｅ（英会話中級）定員25名 後期

※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1 選必 3208 日本語３（留学生用） 前期 陳　梅穏 1 選必 3308 英語４Ｆ(英会話中級)定員25名 後期 ｼﾞｮﾝ・ﾊﾟｰｿﾝｽﾞｼﾞｮｾﾌ 1 必修 3408 英語１Ｋ(英語入門) 前期 森川　信子 1 選必 3508 ハングル１Ｃ定員25名 前期 金恩貞

1 3108 情報社会Ａ※履修制限25名 後期 石川　洋 1 選必 3209 日本語４（留学生用） 後期 陳　梅穏 1 選必 3309 英語３Ｃ（英会話中級）定員25名 前期 Estelle　Mattew　B.C. 1 必修 3409 英語２Ｋ(英語入門) 後期 森川　信子 1 選必 3509 ハングル２Ｃ定員25名 後期

1 3109 情報社会Ｂ※履修制限25名 前期 石川　洋 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1 選必 3310 英語４Ｃ（英会話中級）定員25名 後期 Estelle　Mattew　B.C. 1 選必 3410 英語３Ｇ(英会話中級)定員25名 前期 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと

1 3210 宗教学 前期 長澤 1 選必 3311 中国語１Ｆ（中国語） 前期 前田 1 選必 3411 英語４Ｇ(英会話中級)定員25名 後期 2SS 3510 社会政策 後期 水野　有香

1BJ 3110 中国文学 後期 河井　昭乃 1 3211 自然地理学 後期 稲垣 1 選必 3312 中国語２Ｆ（中国語） 後期 前田 1 選必 3412 英語３Ｄ（英会話中級）定員25名 前期

1J 3111 中国文化史 前期 河井　昭乃 1 選必 3313 ハングル１Ａ定員25名 前期 金恩貞 1 選必 3413 英語４Ｄ（英会話中級）定員25名 後期

1BJ 必修 3212 宗教と人間（釈尊と現代）Ａ（文学１年生） 前期 福田　琢 1 選必 3314 ハングル２Ａ定員25名 後期 金恩貞 1 選必 3414 ハングル１Ｂ定員25名 前期 金恩貞

1SS 3112 高齢者福祉論 前期 汲田　千賀子 1BJ 必修 3213 宗教と人間（釈尊と現代）Ｂ（文学１年生） 後期 福田　琢 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1 選必 3415 ハングル２Ｂ定員25名 後期 金恩貞

1SS 3113 介護福祉 後期 汲田　千賀子 1BJ 必修 3214 宗教と人間（親鸞と現代）Ａ（文学１年生） 後期 安藤　弥 1 3315 地誌学 後期 稲垣　建志 ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと

2SS 精神 3114 精神保健福祉制度論<21ｶﾘ> 後期 吉田　みゆき 1BJ 必修 3215 宗教と人間（親鸞と現代）Ｂ（文学１年生） 前期 市野　智行 1 大谷 3416 声明概要Ⅰ 前期 瀬尾

2SS 3115 福祉行財政と福祉計画 後期 牧村　順一 1J 3216 日本史特講３ 前期 金山　泰志 2J 必修 3316 基礎演習ⅣＡ※人文学科 後期 手嶋　大侑 1 大谷 3417 声明概要Ⅱ 後期 瀬尾

2SK 幼必 3116 保育方法論 後期 神谷　良恵 1J 3217 日本文学（上代・中古） 前期 山﨑　健太 2J 必修 3317 基礎演習ⅣＢ※人文学科 後期 園田　博文

2SK 幼保 3117 幼児と健康Ａ 前期 山田　美恵子 1J 3218 日本文学史（上代・中古） 後期 山﨑　健太 2J 必修 3318 基礎演習ⅣＣ※人文学科 後期 山﨑　健太 2SK 保幼 3418 保育内容「健康」の指導法Ａ<19ｶﾘ> 後期 山田　美恵子

3S 必修 3118 キャリア開発の実践Ａ（社会福祉学部生用） 前期 樋口 1J 3219 サブカルチャー論<19ｶﾘ＞ 後期 金山　泰志 2J 必修 3319 基礎演習ⅣＤ※人文学科 後期 金山　泰志 2SK 幼保 3419 幼児と健康Ｂ 前期 山田　美恵子

4SS 精神 3119 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅱ 前期 吉田　みゆき 2BJ 学芸 3220 博物館情報論 後期 古川　桂 2J 必修 3320 基礎演習ⅣＥ※人文学科 後期 山脇　雅夫 3SK 保必 3420 子ども家庭支援の心理学<19ｶﾘ> 前期 井上　薫

4SS 精神 3120 精神障害者の生活支援システム 後期 吉田　みゆき 2J 必修 3221 基礎演習ⅣＮ※人文学科 後期 渡邊　幸彦 2J 必修 3321 基礎演習ⅣＦ※人文学科 後期 渡邊　幸彦 3SK 幼必 3421 幼児理解と教育相談<19ｶﾘ> 後期 井上　薫

4SK 保育 3121 保育実習指導Ⅲ（施設実習） 随時 藤林　清仁 3BJ 必修 3222 キャリア開発の実践Ｂ（文学部生用） 前期 樋口 2J 必修 3322 基礎演習ⅣＧ※人文学科 後期 森村　森鳳 3S 3422 低所得者に対する支援と生活保護制度<09ｶﾘ> 前期 鶴田　禎人

3J 必修 3223 人文学演習Ⅰ・ⅡＬ　後期3224 前・後 渡邊　幸彦 2J 必修 3323 基礎演習ⅣＩ※人文学科 後期 安藤　弥 3S 3423 貧困に対する支援<21ｶﾘ> 前期 鶴田　禎人

2 教職 3122 教育制度論 前期 岩瀬　真寿美 4J 必修 3225 人文学演習ⅢＬ 前期 渡邊　幸彦 2J 必修 3324 基礎演習ⅣＫ※人文学科 後期 箕浦　尚美

2 教職 3123 総合的な学習の時間の指導法<19ｶﾘ> 後期 岩瀬　真寿美 2J 必修 3325 基礎演習ⅣＬ※人文学科 後期 古川　桂

1SS 介 3226 介護対象論 <23ｶﾘ> 前期 下山・杉本 2J 必修 3326 基礎演習ⅣＭ※人文学科 後期 三川　智央

2SS 介 3227 チームコミュニケーション技術（介護専用） 後期随時 牛田・杉本 3B 必修 3327 真宗学演習Ⅰ・Ⅱ後期3328 前・後 鶴見　晃

2SK 子必 3228 幼児教育課程論<19ｶﾘ> 前期 勝野　愛子 3B 必修 3329 仏教文化演習Ⅰ・ⅡＡ後期3330 前・後 福田　琢

2SK 保幼 3229 保育内容「健康」の指導法Ｂ<19ｶﾘ> 後期 山田　美恵子 3J 必修 3331 人文学演習Ⅰ・ⅡＡ後期3332 前・後 古川　桂

3SS 介 3230 介護倫理と地域連携 前期 下山・杉本 3J 必修 3333 人文学演習Ⅰ・ⅡＢ後期3334 前・後 三川　智央

3SK 保幼 3231 保育内容「言葉」の指導法Ｂ<19ｶﾘ> 前期 村田　康常 3J 必修 3335 人文学演習Ⅰ・ⅡＣ後期3336 前・後 山﨑　健太

4SS 必修 3232 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＡ <05ｶﾘ>後期3233 前・後 伊藤　明代 3J 必修 3337 人文学演習Ⅰ・ⅡＤ後期3338 前・後 園田　博文

4SS 必修 3234 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＢ <05ｶﾘ>後期3235 前・後 井上　薫 3J 必修 3339 人文学演習Ⅰ・ⅡＥ後期3340 前・後 手嶋　大侑

4SS 必修 3236 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＣ <05ｶﾘ>後期3237 前・後 大橋　徹也 3J 必修 3341 人文学演習Ⅰ・ⅡＦ後期3342 前・後 金山　泰志

4SS 必修 3238 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＤ <05ｶﾘ>後期3239 前・後 汲田　千賀子 3J 必修 3343 人文学演習Ⅰ・ⅡＧ後期3344 前・後 山脇　雅夫

4SS 必修 3240 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＦ <05ｶﾘ>後期3241 前・後 山口　章夫 3J 必修 3345 人文学演習Ⅰ・ⅡＨ後期3346 前・後 渡邊　幸彦

4SS 必修 3242 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＧ <05ｶﾘ>後期3243 前・後 下山　久之 3J 必修 3347 人文学演習Ⅰ・ⅡＩ後期3348 前・後 森村　森鳳

4SS 必修 3244 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＪ <06ｶﾘ>後期3245 前・後 川乗　賀也 3J 必修 3349 人文学演習Ⅰ・ⅡＪ後期3350 前・後 安藤　弥

4SS 必修 3246 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＬ <06ｶﾘ>後期3247 前・後 牧村　順一 3J 必修 3351 人文学演習Ⅰ・ⅡＭ後期3352 前・後 箕浦　尚美

4SS 必修 3248 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＭ <05ｶﾘ>後期3249 前・後 村上　逸人 4B 必修 3353 真宗学演習Ⅲ・Ⅳ後期3354 前・後 鶴見　晃

4SS 必修 3250 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＮ <05ｶﾘ>後期3251 前・後 目黒　達哉 4B 必修 3355 仏教文化演習Ⅲ・ⅣＡ後期3356 前・後 福田　琢

4SS 必修 3252 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＯ <05ｶﾘ>後期3253 前・後 吉田　みゆき 4J 必修 3357 人文学演習Ⅲ・ⅣＡ後期3358 前・後 古川　桂

4SS 必修 3254 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＰ <05ｶﾘ>後期3255 前・後 渡邊　幸良 4J 必修 3359 人文学演習ⅢＢ 前期 三川　智央

4SS 必修 3256 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＲ <05ｶﾘ>後期3257 前・後 石牧　良浩 4J 必修 3360 人文学演習Ⅲ・ⅣＣ後期3361 前・後 山﨑　健太

4SS 必修 3258 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＴ <05ｶﾘ>後期3259 前・後 岩瀬　真寿美 4J 必修 3362 人文学演習Ⅲ・ⅣＤ後期3363 前・後 園田　博文

4SS 必修 3260 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＵ <05ｶﾘ>後期3261 前・後 小沢　日美子 4J 必修 3364 人文学演習Ⅲ・ⅣＥ後期3365 前・後 手嶋　大侑

4SS 必修 3262 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＶ <05ｶﾘ>後期3263 前・後 牛田　篤 4J 必修 3366 人文学演習ⅢＦ 前期 金山　泰志

4SS 必修 3264 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＷ <05ｶﾘ>後期3265 前・後 羅　佳 4J 必修 3367 人文学演習Ⅲ・ⅣＧ後期3368 前・後 山脇　雅夫

4SS 幼必 3266 社会福祉演習Ⅲ・ⅣＸ <05ｶﾘ>後期3267 前・後 宮地　菜穂子 4J 必修 3369 人文学演習ⅢＨ 前期 渡邊　幸彦

4SK 必修 3268 総合演習Ⅲ・ⅣＡ <05ｶﾘ>後期3269 前・後 井上　薫 4J 必修 3370 人文学演習Ⅲ・ⅣＩ後期3371 前・後 森村　森鳳

4SK 必修 3270 総合演習Ⅲ・ⅣＦ <05ｶﾘ>後期3271 前・後 目黒　達哉 4J 必修 3372 人文学演習Ⅲ・ⅣＪ後期3373 前・後 安藤　弥

4SK 必修 3272 総合演習Ⅲ・ⅣＧ <05ｶﾘ>後期3273 前・後 疇地　希美 4J 必修 3374 人文学演習Ⅲ・ⅣＭ後期3375 前・後 箕浦

4SK 必修 3274 総合演習Ⅲ・ⅣＨ <05ｶﾘ>後期3275 前・後 石牧　良浩 2S 公認 3375 知覚・認知心理学<18ｶﾘ> 後期 佐部利 1 MR院 3680 心理学基礎研究　※臨床心理分野 前期 鴨澤　あかね

4SK 必修 3276 総合演習Ⅲ・ⅣＩ <05ｶﾘ>後期3277 前・後 藤林　清仁 1・2 MR院 3681 心理学研究法特論＜20ｶﾘ＞ 後期 鴨澤　あかね

4SK 必修 3278 総合演習Ⅲ・ⅣＪ <05ｶﾘ>後期3279 前・後 北島　信子 1SS 必修 3376 生活と福祉 前期 オムニバス 1 MN院 3682 特殊演習Ⅰ※人間福祉分野 前期 人間福祉研究科専任教員

4SK 必修 3280 総合演習Ⅲ・ⅣＫ <05ｶﾘ>後期3281 前・後 神谷　良恵 汲田・川乗・藤林・宮地・山口・羅 1 MN院 3683 特殊演習Ⅱ※人間福祉分野 後期 人間福祉研究科専任教員

1SS 介 3377 支援コミュニケーション技術<23ｶﾘ>（介護専用） 後期 下山　久之 1・2 MN院 3684 地域福祉研究　※人間福祉分野 後期 工藤　隆治

2SS 3378 ソーシャルワークの方法Ⅲ 前期 大橋　徹也 2 MN院 3685 特殊演習Ⅲ※人間福祉分野 前期 人間福祉研究科専任教員

2SS 3379 ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ<21ｶﾘ> 前期 大橋　徹也 2 MN院 3686 特殊演習Ⅳ※人間福祉分野 後期 人間福祉研究科専任教員

2SS 3380 ソーシャルワークの方法Ⅳ 後期 大橋　徹也

2SS 3381 ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ<21ｶﾘ> 後期 大橋　徹也

2SK 保育 3382 保育実習指導Ⅰ-１<21ｶﾘ> 随時 神谷・勝野・山田

3S 3383 キャリア支援講座Ⅰ 前期 社会福祉学部専任教員

3S 3384 キャリア支援講座Ⅱ 後期 社会福祉学部専任教員

3SK 保幼 3385 保育内容「言葉」の指導法Ａ<19ｶﾘ> 前期 村田　康常

4SS 3386 ソーシャルワーク演習ⅤＥ 後期 子安　由美子 1 MR院 3780 臨床心理面接特論Ⅰ　※臨床心理分野 前期 福島　裕人

1 MR院 3781 臨床心理査定演習Ⅱ　※臨床心理分野 後期 鴨澤　あかね

3SS 教職 3387 福祉科教育法Ⅰ 前期 村上　逸人

3SS 教職 3388 福祉科教育法Ⅱ 後期 村上　逸人

別 別 3270 真宗学講読Ⅲ（別科） 通年 鶴見　晃 別 3389 教化学講義（別科） 通年 市野

院

1・2 MR院 3580 家族心理学特論＜20ｶﾘ＞臨床心理分野 前期 井上　薫

1・2 MNR 3581 児童福祉臨床研究　※人間福祉分野、臨床心理分野 後期 井上　薫

1 選必 4101 英語５(英会話実践)定員25名 前期 Willeam Mark JONES 1 選必 4201 英語３Ｌ(英会話中級)定員25名 前期 Willeam Mark JONES 1 選必 4301 中国語１Ｂ定員25名 前期 森村　森鳳 1 選必 4401 ドイツ語１Ｂ定員25名 前期 橋本 1 4501 地理学 前期 稲垣　建志 1S 公認 4601 公認心理師の職責<19ｶﾘ>※2019年度以降入学生のみ履修可 後期 福島　裕人

1 選必 4102 英語６(英会話実践)定員25名 後期 Willeam Mark JONES 1 選必 4202 英語４Ｌ(英会話中級)定員25名 後期 Willeam Mark JONES 1 選必 4302 中国語２Ｂ定員25名 後期 森村　森鳳 1 選必 4402 ドイツ語２Ｂ定員25名 後期 橋本 1 4502 発達教育学 後期 小沢　日美子 1S 公認 4602 心理学概論<19ｶﾘ> 前期 石牧　良浩

※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと ※外国語科目は、前期・後期同じ教員で履修のこと 1 4503 労働法 前期 水野勝康 3SS 介 4517 家事援助技術 随時 岡田・岩崎

1 4103 倫理学A 後期 山脇　雅夫 1 4203 スポーツ実技１Ｃ 前期 木村　弘子 1 4303 日本史Ａ 前期 手嶋　大侑 2～4 必修 4403 宗教と人間（釈尊と現代）Ｆ（再履・編入） 前期 岩瀬 2 教職 4504 臨床心理学Ⅰ<05ｶﾘ> 前期 鴨澤　あかね ※後期木5,6限目で随時
1 4204 スポーツ実技２Ｃ 後期 宮田　洋之 1 4304 日本史Ｂ 後期 手嶋　大侑 2 4505 臨床心理学概論<19ｶﾘ> 前期 鴨澤　あかね

1BJ 4104 古文書基礎学１ 後期 山﨑　健太 1 4205 環境学概説 後期 松田　正久 1 4305 経済学概論 前期 渡邊　幸良 1B 4404 七祖教義Ⅰ 前期 藤村　潔 3SS 特支 4603 特別支援教育臨床<07ｶﾘ> 前期 薮　一之

1BJ 4105 日本文化史（民俗学）１ 前期 服部　誠 1 4306 経済学各論 後期 渡邊　幸良 1B 必修 4405 仏教漢文基礎学 後期 飯田 1BJ 4506 書誌学 後期 箕浦　尚美

1BJ 4106 日本文化史（民俗学）２ 後期 服部　誠 1BJ 4206 仏教史（インド） 後期 福田　琢 1J 4406 日本文化史（近世・近現代） 後期 関口 1J 必修 4507 現代教養概論Ⅰ<19ｶﾘ> ※オムニバス形式 前期 オムニバス

1J 4107 地域文化論<19ｶﾘ＞ 後期 金山　泰志 1J 選必 4207 日本文学概論Ⅰ　※必修／選択必修 前期 箕浦　尚美 1B 4307 真宗史Ⅱ 後期 鶴見　晃 1J 4407 現代世界情勢<19ｶﾘ> 後期 山脇　雅夫 安藤、三川、渡邊幸彦、市野、金山、古川、山﨑

1J 4108 書道 後期 大場 1J 選必 4208 日本文学概論Ⅱ　※必修／選択必修 後期 三川　智央 1B 4308 真宗史Ⅰ 前期 安藤弥 1J 選必 4408 歴史文化概論Ⅰ　※必修／選択必修 前期 古川　桂 ※2019年度以降入学生のみ履修可

2B 必修 4109 基礎演習Ⅲ※仏教学科 前期 市野　智行 2J 4209 人文学講読演習Ⅰ７－４ 前期 三川　智央 1J 4309 表象文化論 後期 渡邊　幸彦 1J 選必 4409 歴史文化概論Ⅱ　※必修／選択必修 後期 手嶋　大侑

2B 必修 4110 基礎演習Ⅳ※仏教学科 後期 市野　智行 2J 4210 人文学講読演習Ⅰ８－２ 前期 渡邊　幸彦 1J 4310 日本語文体論 後期 園田　博文 2J 4410 人文学講読演習Ⅲ１－４ 前期 関口 2SS 4508 臨床心理学Ⅱ<05ｶﾘ> 後期 鴨澤　あかね

2J 必修 4111 基礎演習ⅢＡ※人文学科 前期 手嶋　大侑 2J 4211 人文学講読演習Ⅱ８－２ 後期 渡邊　幸彦 1J 4311 日本語文法 前期 山﨑　健太 2SS 4509 心理学的支援法<19ｶﾘ> 後期 鴨澤　あかね

2J 必修 4112 基礎演習ⅢＣ※人文学科 前期 園田　博文 1J 4312 日本文学史（中世） 前期 箕浦　尚美 1S 必修 4411 ソーシャルワーク論Ⅰ 前期 羅　佳 2SS 4510 社会福祉総論Ⅰ 前期 工藤　隆治

2J 必修 4113 基礎演習ⅢＢ※人文学科 前期 金山　泰志 1S 必修 4212 宗教と人間（釈尊と現代）Ｃ（社福１年） 後期 藤村　潔 1J 4313 日本文学（中世）２ 後期 箕浦　尚美 1S 4412 ソーシャルワーク論Ⅱ 後期 羅　佳 2SS 4511 社会福祉の原理と政策Ⅰ<21ｶﾘ> 前期 工藤　隆治

2J 必修 4114 基礎演習ⅢＤ※人文学科 前期 山﨑　健太 1S 必修 4213 宗教と人間（釈尊と現代）Ｄ（社福１年） 後期 市野　智行 1SK 4413 音楽ⅠＩ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 疇地　希美 2SS 4512 社会福祉総論Ⅱ 後期 工藤　隆治

1SK 必修 4214 宗教と人間（釈尊と現代）Ｅ（子学１年） 前期 飯田　真宏 1SS 4314 チームマネジメント※2022生まで 後期 牛田 1SK 4414 音楽ⅠＪ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 疇地　希美 2SS 4513 社会福祉の原理と政策Ⅱ<21ｶﾘ> 後期 工藤　隆治

1S 4115 レクリエーションの理論 後期 山田　美恵子 1S 必修 4215 宗教と人間（親鸞と現代）Ｃ（社福１年） 前期 市野　智行 1SK 4315 音楽ⅠＡ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 疇地　希美 1SK 保育 4415 音楽ⅠＫ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 山本八千代 2SK 保育 4514 保育実習指導Ⅰ-２（施設実習） 随時 井上・藤林

1SS 介 4116 介護概論Ａ（介護専用） 前期 牛田 1S 必修 4216 宗教と人間（親鸞と現代）Ｄ（社福１年） 前期 鶴見　晃 1SK 4316 音楽ⅠＢ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 疇地　希美 1SK 保育 4416 音楽ⅠＬ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 山本八千代 3SS 4515 ソーシャルワーク演習ⅢＡ　 前期 牧村　順一

1SS 4117 介護概論Ｂ（介護以外） 後期 牛田 1SK 必修 4217 宗教と人間（親鸞と現代）Ｅ（子学１年） 後期 鶴見　晃 1SK 4317 音楽ⅠＣ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 山本八千代 1SK 保育 4417 音楽ⅠＭ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 佐久間 3SS 4516 ソーシャルワーク演習ⅣＡ 後期 牧村　順一

1SS 精神 4118 精神疾患とその治療Ⅰ<19ｶﾘ＞ 前期 川乗・石牧 2SK 4218 幼児体育Ｂ<19ｶﾘ> 前期 山田　美恵子 1SK 4318 音楽ⅠＤ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 山本八千代 1SK 保育 4418 音楽ⅠＮ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 佐久間 3SS 介 4517 家事援助技術 随時 岡田・岩崎

1SS 精神 4119 精神疾患とその治療Ⅱ<19ｶﾘ＞ 後期 川乗・石牧・吉田 3SS 必修 4219 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＡ <05ｶﾘ>後期4220 前・後 加藤　昭宏 1SK 4319 音楽ⅠＥ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 佐久間 1SK 保育 4419 音楽ⅠＯ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 嶋田　ひろみ ※後期木5,6限目で随時
1SS 介 4120 こころとからだのしくみⅠ<23ｶﾘ> 後期 伊藤　明代 3SS 必修 4221 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＢ <05ｶﾘ>後期4222 前・後 井上　薫 1SK 4320 音楽ⅠＦ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 佐久間 1SK 保育 4420 音楽ⅠＰ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 嶋田　ひろみ

1SS 介 4121 こころとからだのしくみ１※22生まで 後期 伊藤　明代 3SS 必修 4223 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＣ <05ｶﾘ>後期4224 前・後 大橋　徹也 1SK 4321 音楽ⅠＧ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 嶋田　ひろみ 2S 4421 発達心理学<19ｶﾘ> 前期 小沢　日美子 4 教職 4518 教職実践演習(中・高） 後期 岩瀬　真寿美

1SK 幼必 4122 保育者論<21ｶﾘ> 前期 神谷　良恵 3SS 必修 4225 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＤ <06ｶﾘ>後期4226 前・後 汲田　千賀子 1SK 4322 音楽ⅠＨ<15ｶﾘ>　　※隔週通年 通年 嶋田　ひろみ 2S 4422 発達心理学演習Ⅰ※18生以前 前期 小沢　日美子

2SS 公認 4123 心理学研究法<19ｶﾘ> 前期 福島　裕人 3SS 必修 4227 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＥ <05ｶﾘ>後期4228 前・後 牛田　篤 2S 公認 4323 心理的アセスメント 前期 石牧　良浩 2S 精神 4423 精神保健学Ⅰ 前期 川乗　賀也

2SS 介 4124 障害の理解１ 前期 村上　逸人 3SS 必修 4229 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＦ <05ｶﾘ>後期4230 前・後 山口　章夫 2SS 精神 4324 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ 後期 吉田　みゆき 2S 精神 4424 精神保健学Ⅱ 後期 川乗　賀也

2SS 介 4125 障害の理解２ 後期 村上　逸人 3SS 必修 4231 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＧ <05ｶﾘ>後期4232 前・後 下山　久之 2SS 精神 4325 ソーシャルワークの理論と方法Ⅴ<21ｶﾘ> 後期 吉田　みゆき 2S 保必 4425 社会的養護Ⅰ≺19ｶﾘ>　 前期 藤林　清仁

2SK 4126 幼児体育Ａ<19ｶﾘ> 前期 山田美恵子 3SS 必修 4233 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＨ <05ｶﾘ>後期4234 前・後 伊藤　明代 2SS 介 4326 こころとからだのしくみ３ 後期 伊藤　明代 4426 ※子ども学専攻2019年度以降入学生のみ履修可
3SS 4127 ソーシャルワーク演習ⅢＺ 前期 平澤 3SS 必修 4235 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＪ <05ｶﾘ>後期4236 前・後 川乗　賀也 2SK 保幼 4327 保育内容「環境」の指導法Ａ<19ｶﾘ> 後期 北島　信子 4427 ※社会福祉専攻2021年度入学生のみ履修可
3SS 4128 ソーシャルワーク演習ⅣＺ 後期 平澤 3SS 必修 4237 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＬ <05ｶﾘ>後期4238 前・後 工藤　隆治 2SK 保必 4328 乳児保育ⅡＢ<19ｶﾘ> 後期 神谷　良恵 2SS 4428 こころとからだのしくみ２ 前期 伊藤　明代 1 DN院 4680 仏教人間学研究Ⅰ 前期 安藤弥・福田

3SS 介 4129 在宅生活者の介護過程展開（介護専用）※一部集中講義 前期 下山・小浦 3SS 必修 4239 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＭ <05ｶﾘ>後期4240 前・後 村上　逸人 2SK 子必 4329 児童・家庭福祉総論Ｂ 前期 井上　薫 2SS 4429 発達と老化の理解 後期 伊藤　明代 1 MR院 4681 臨床心理基礎実習ⅠＡ／心理実践実習<18ｶﾘ>※臨床心理学専攻 前期 柳澤

3SK 4130 幼児教育実習指導１（事前事後指導） 前期 北島・疇地 3SS 必修 4241 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＮ <05ｶﾘ>後期4242 前・後 目黒　達哉 4330 ※子ども学専攻及び保育士課程履修者 2SK 保必 4430 乳児保育ⅡＡ<19ｶﾘ> 後期 神谷　良恵 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

3SK 4131 幼児教育実習指導２（事前事後指導） 後期 北島・疇地 3SS 必修 4243 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＯ <05ｶﾘ>後期4244 前・後 吉田　みゆき 3SS 精神 4331 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ 前期 吉田　みゆき 2SK 保幼 4431 保育内容「環境」の指導法Ｂ 後期 北島　信子 1 MR院 4682 臨床心理基礎実習ⅡＡ／心理実践実習<18ｶﾘ>※臨床心理学専攻 後期 柳澤

3SS 必修 4245 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＰ <05ｶﾘ>後期4246 前・後 渡邊　幸良 3SS 精神 4332 ソーシャルワークの理論と方法Ⅵ<21ｶﾘ> 前期 吉田　みゆき 3SS 4432 ソーシャルワーク演習ⅢＣ 前期 加藤　昭宏 ※2018年度以降入学生のみ履修可能　※6・7時限で随時

3JSS 教職 4132 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ<05ｶﾘ> 前期 白井　克尚 3SS 必修 4247 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＲ <05ｶﾘ>後期4248 前・後 石牧　良浩 3SS 4333 就労支援サービス<14ｶﾘ> 後期 大橋 3SS 4433 ソーシャルワーク演習ⅣＣ 後期 加藤　昭宏 4683 ※心理実践実習（１年次用）は4683。公認心理師登録者は履修すること

3JSS 教職 4133 社会科・地理歴史科教育法Ⅱ<05ｶﾘ> 後期 白井　克尚 3SS 必修 4249 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＴ <06ｶﾘ>後期4250 前・後 岩瀬　真寿美 ○月○日より８コマ（別途掲示でお知らせ） 1・2 MN院 4684 社会福祉政策論研究 前期 工藤　隆治

3SS 必修 4251 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＵ <05ｶﾘ>後期4252 前・後 小沢　日美子 3SS 介 4334 介護システム論※一部集中講義 後期 下山・小浦 3SS 4434 ソーシャルワーク演習ⅢＧ 前期 工藤　隆治 1・2 MNR 4685 精神医学研究（人間福祉分野） 後期 川乗　賀也

3SS 必修 4253 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＷ <05ｶﾘ>後期4254 前・後 羅　佳 3SS 4435 ソーシャルワーク演習ⅣＧ 後期 工藤　隆治 1・2 MR院 4686 精神医学研究（臨床心理分野） 後期 川乗　賀也

3SS 必修 4255 社会福祉演習Ⅰ・ⅡＸ <06ｶﾘ>後期4256 前・後 宮地　菜穂子 2 教職 4335 情報通信技術を活用した教育に関する理論及び方法 後期 岩瀬・石川 3SS 介 4436 介護と住環境（介護専用） 後期 下山・伊藤 1・2 MR院 4687 教育心理学特論　　　※臨床心理分野 後期 小沢　日美子

3SK 必修 4257 総合演習Ⅰ・ⅡＡ <05ｶﾘ>後期4258 前・後 井上　薫 3J 教職 4336 国語科教育法Ⅰ 前期 三川　智央 1・2 MR院 4688 発達心理学特論＜20ｶﾘ＞ 前期 小沢

3SK 必修 4259 総合演習Ⅰ・ⅡＢ <05ｶﾘ>後期4260 前・後 神谷　良恵 3J 教職 4337 国語科教育法Ⅱ 後期 三川　智央 1 学芸
社教 4437 生涯教育Ⅰ 前期 木見尻

3SK 必修 4261 総合演習Ⅰ・ⅡＥ <05ｶﾘ>後期4262 前・後 勝野　愛子 3JSS 教職 4338 社会科・公民科教育法Ⅰ 前期 木見尻 1 学芸
社教 4438 生涯教育Ⅱ 後期 木見尻

3SK 必修 4263 総合演習Ⅰ・ⅡＦ <05ｶﾘ>後期4264 前・後 目黒　達哉 3JSS 教職 4339 社会科・公民科教育法Ⅱ 後期 木見尻 4J 教職 4439 国語科教育法Ⅲ 前期 三川　智央

3SK 必修 4265 総合演習Ⅰ・ⅡＨ <05ｶﾘ>後期4266 前・後 石牧　良浩 4SS 4340 ソーシャルワーク演習ⅤＡ 後期 宮地　菜穂子 4J 教職 4440 国語科教育法Ⅳ 後期 三川　智央 1 MR院 4781 臨床心理学特論Ⅰ＜15ｶﾘ＞ 前期 鴨澤　あかね

3SK 必修 4267 総合演習Ⅰ・ⅡＩ <05ｶﾘ>後期4268 前・後 藤林　清仁 4SS 4341 ソーシャルワーク演習ⅤＣ 後期 加藤　昭宏 1 MR院 4782 臨床心理面接特論Ⅱ 後期 鴨澤　あかね

3SK 必修 4269 総合演習Ⅰ・ⅡＪ <05ｶﾘ>後期4270 前・後 北島　信子

別 4275 真宗史（別科） 通年 安藤　弥 別 4370 仏教学講読（別科） 通年 飯田　真宏 別 4470 真宗学講義（別科） 通年 杉浦

院 1 MB院 4380 仏教学研究<20カリ> 前期 福田　琢 1 MB院 4480 教育学研究＜20ｶﾘ＞※博士前期課程 後期 岩瀬 1・2 MN院 4580 ストレスマネジメント研究 後期 福島　裕人

1 MN院 4381 真宗文化特論 後期 鶴見　晃 1・2 MNR 4581 教育哲学研究　※博士前期課程 前期 岩瀬

水

目黒・
石牧・鴨澤・

福島・菅

ｼﾞｮﾝ・ﾊﾟｰｿﾝ
ｽﾞｼﾞｮｾﾌ

Estelle
Mattew　B.C.

※※※大学院※※※

Ⅵ時限（１８：３０～２０：００）

Ⅶ時限（２０：１０～２１：４０）

※※※大学院※※※

Ⅵ時限（１８：３０～２０：００）

Ⅶ時限（２０：１０～２１：４０）

別

木



（3/3）同朋大学２０２３年度  開講科目時間割表　（全   体）※教室反映版は、後日Webフォルダに掲載します。
赤文字：前回からの変更箇所 赤文字：前回からの変更箇所

2023/3/27 現在

Ⅰ時限（9:00～10:30） Ⅱ時限（10:40～12:10） Ⅲ時限（13:00～14:30） Ⅳ時限（14:40～16:10） Ⅴ時限（16:20～17:50） Ⅵ時限（18:00～19:30）
年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室 年次 区分 コード 開講科目名 担当 教室曜日

1 5101 政治学 後期 大園 1 必修 5201 キャリア開発の基礎Ｂ（文学部用） 前期 樋口　貴子 1 5301 スポーツ健康科学 前期 山口　章夫 1 必修 5401 キャリア開発の基礎Ａ（社会福祉学部用） 前期 樋口　貴子 1 5501 国際政治学 後期 安武 2SS 介 5509 医療的ケア２（介護専用）（5，6連続開講、随時） 後期 田中　真佐恵

2 必修 5102 キャリア開発の展開Ｂ（文学部用） 前期 樋口　貴子 ※前期随時で開講。日程は別途掲示。 1 5302 心理学Ａ 前期 小沢　日美子 ※前期随時で開講。日程は別途掲示。 1 5502 外国史（東洋） 前期 田村　祐之 3SS 公認 5602 心理演習Ⅰ<18ｶﾘ>　※2018年度以降入学生対象 前期 オムニバス

※前期随時で開講。日程は別途掲示。 1 5202 教育心理学Ａ 前期 小沢　日美子 1 5303 心理学Ｃ 後期 小沢　日美子 2 大谷 5402 声明作法Ⅲ 前期 瀬尾（正） 1 5503 文化総合１ 前期 3SS 公認 5603 心理学実験Ⅰ※2017年度以前入学生対象 前期 オムニバス

1 5203 教育心理学Ｂ 後期 小沢　日美子 2 必修 5304 キャリア開発の展開Ａ（社会福祉学部用） 前期 樋口　貴子 2 大谷 5403 声明作法Ⅳ 後期 瀬尾（正） ※履修制限50名※オムニバス形式 石牧・鴨澤・福島・目黒・菅
1S 5103 レクリエーションの手法・支援技術<19ｶﾘ> 後期 荒深 1 5204 障害者スポーツ指導法 前期 山口　章夫 ※前期随時で開講。日程は別途掲示。 3 傾聴 5404 傾聴活動論 前期 目黒　達哉 山脇　雅夫・渡邊幸彦・古川桂 3SS 公認 5604 心理演習Ⅱ<18ｶﾘ>　※2018年度以降入学生対象 後期 オムニバス

1SS 精神 5104 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 後期 川乗　賀也 1 5205 倫理学B 後期 齋藤安潔 3SS 公認 5605 心理学実験Ⅱ※2017年度以前入学生対象 後期 オムニバス

※2020年度以前入学生のみ履修可 1 5206 哲学史（東洋） 前期 平野克典 1B 必修 5305 仏教学概論Ⅰ※仏教学科 前期 福田　琢 2SS 5405 行政法 前期 陳　暁菊 2B 5504 浄土三部経講読演習Ⅱ１－２ 前期 市野 石牧・鴨澤・福島・目黒・菅
1SS 精神 5105 精神保健福祉の原理Ⅰ<21ｶﾘ> 後期 川乗　賀也 2 5207 行政学<17ｶﾘ> 後期 大園 1B 必修 5306 仏教学概論Ⅱ※仏教学科 後期 福田　琢 2SS 精神 5406 精神保健福祉援助実習指導（基礎）<21ｶﾘ> 随時 吉田・川乗 3B 大谷 5505 教化学特講Ⅱ<18ｶﾘ> 後期 オムニバス

※2021年度以降入学生のみ履修可 1BJ 5307 インド文化 前期 遠藤 2SK 保必 5407 乳児保育Ⅰ<19ｶﾘ> 前期 神谷　良恵 福田、安藤、鶴見、市野、目黒 2SS 特支 5606 障害児の発達と教育１（１）７コマ 前期 藪

1SS 介 5106 知的障害をもつ人への支援（介護専用） 後期 牛田・岩本 1J 5208 比較文化論 後期 平野克典 1BJ 5308 インド哲学 後期 遠藤 3SS 5408 医療ソーシャルワーク 後期 大藏　真弓 2SS 特支 5607 障害児の発達と教育２（１）７コマ 後期 藪

1SK 子必 5107 保育内容総論Ｂ 後期 勝野　愛子 1J 5209 ジェンダー論 後期 岩田 1BJ 5309 中国現代事情＜地誌を含む＞ 前期 森村　森鳳 3SS 5409 学習心理学Ⅰ 前期 高橋　彩 1SK 5506 子どもと生活 前期 神谷　良恵

2SS 精神 5108 精神保健福祉の原理Ⅱ<21ｶﾘ> 前期 川乗　賀也 2B 5210 浄土論註講読演習　※2018年度以降入学生のみ履修可 前期 黒田 1J 5310 中国思想 後期 森村　森鳳 3SS 5410 学習・言語心理学　※2019年度以降入学生のみ履修可 前期 高橋　彩 2S 5507 特別支援教育Ⅰ 前期 目黒　達哉

※2021年度以降入学生のみ履修可 2B 5211 浄土三部経講読演習Ⅰ１－２ 後期 黒田 1J 5311 日本文学史（近現代）２ 前期 三川　智央 3SS 介 5322 家政と被服 前期 今井素惠 2S 5508 特別支援教育Ⅱ 後期 菅　吉基

2SK 保育 5109 音楽ⅡＢ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 吉村 1J 5312 日本文学（近現代）２ 後期 三川　智央 ※初回除き金3,4限目で随時。初回は３限のみ。 2SS 介 5509 医療的ケア２（介護専用）（5，6連続開講、随時） 後期 田中　真佐恵

2SK 保育 5110 音楽ⅡＣ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 吉村 1SS 介護 5212 生活支援論<23ｶﾘ> 前期 牛田・村上・岩本 3B 大谷 5313 教化学特講Ⅰ<18ｶﾘ> 前期 市野 3SK 保幼 5412 保育内容「音楽表現」の指導法Ｂ<19ｶﾘ> 後期 疇地　希美 2SS 公認 5510 心理学実験<19ｶﾘ> ※2019年度以降入学生対象 前期 オムニバス

2SK 保育 5111 音楽ⅡＤ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 山田佳穂 1SK 子必 5213 保育内容総論Ａ 後期 勝野　愛子 3SK 保幼 5413 幼児と音楽表現Ｂ 前期 疇地　希美 福島・菅・高橋
2SK 保育 5112 音楽ⅡＥ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 山田佳穂 1SK 子必 5214 保育原理　 前期 勝野　愛子 2SS 5314 社会調査の基礎※20生まで 後期 渡邊　幸良 3SK 子必 5414 幼児と人間関係Ａ<19>ｶﾘ 前期 勝野　愛子 3SS 5511 社会心理学Ⅰ※2018年度以前入学生のみ履修可 後期 高橋　彩

2SK 保育 5113 音楽ⅡＦ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 山本　八千代 2S 5215 レクリエーションの指導法<19ｶﾘ> 後期 荒深 2SS 5315 社会福祉調査の基礎<21ｶﾘ> 後期 渡邊　幸良 3SK 5415 保育内容「人間関係」の指導法Ａ<19ｶﾘ> 後期 勝野　愛子 3SS 5512 社会・集団・家族心理学<19ｶﾘ>※2019年度以降入学生のみ履修可 後期 高橋　彩

2SK 保育 5114 音楽ⅡＧ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 山本　八千代 2SS 5216 経済政策Ⅰ 前期 渡邊　幸良 3SS 5316 ソーシャルワーク演習ⅢＢ　 前期 大藏　真弓 4SK 保幼 5416 保育・教職実践演習Ｂ 後期 北島・神谷

2SS 5217 保健医療と福祉<21ｶﾘ> 前期 大藏　真弓 3SS 5317 ソーシャルワーク演習ⅣＢ　 後期 大藏　真弓 2JSS 教職 5513 特別活動の指導法 後期 北島　信子

2SS 5218 保健医療制度※20生まで 前期 大藏　真弓 3SK 子必 5318 幼児と人間関係Ｂ<19>ｶﾘ 前期 勝野　愛子 3 教職 5417 生徒指導と進路指導<19ｶﾘ> 後期 小沢　日美子 3BJ 学芸 5514 博物館実習Ⅰ 随時 吉川・古川
・安藤弥

2SS 5219 精神保健福祉援助演習（基礎）※20生まで 後期 吉田　みゆき 3SK 保育 5319 保育内容「人間関係」の指導法Ｂ<19ｶﾘ> 後期 勝野　愛子 3 教職 5418 特別支援教育の理解 前期 小沢　日美子 （講義日程は掲示指示）
2SS 5220 精神保健福祉援助演習Ⅰ<21ｶﾘ> 後期 吉田　みゆき 3SK 保幼 5320 保育内容「音楽表現」の指導法Ａ<19ｶﾘ> 後期 疇地　希美 1 MR院 5680 心理学特殊演習ⅠＡ＜20ｶﾘ＞ 通年 鴨澤　あかね

2SK 保育 5221 音楽ⅡＡ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 疇地　希美 3SK 保幼 5321 幼児と音楽表現Ａ 前期 疇地　希美 2 MR院 5681 心理学特殊演習ⅡＡ＜20ｶﾘ＞ 通年 鴨澤　あかね

2SK 保育 5222 音楽ⅡＬ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 疇地　希美 3SS 介 5322 家政と被服 前期 今井素惠 1 MR院 5682 心理学特殊演習ⅠＢ＜20ｶﾘ＞ 通年 井上　薫

2SK 保育 5223 音楽ⅡＨ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 吉村 ※初回除き金3,4限目で随時。初回は３限のみ。 2 MR院 5683 心理学特殊演習ⅡＢ＜20ｶﾘ＞ 通年 井上　薫

2SK 保育 5224 音楽ⅡＩ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 吉村 4SK 保幼 5323 保育・教職実践演習Ａ 後期 北島・神谷 1 MR院 5684 心理学特殊演習ⅠＣ＜20ｶﾘ＞ 通年 石牧　良浩

2SK 保育 5225 音楽ⅡＪ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 山田佳穂 2 MR院 5685 心理学特殊演習ⅡＣ＜20ｶﾘ＞ 通年 石牧　良浩

2SK 保育 5226 音楽ⅡＫ<15ｶﾘ>　※隔週通年 通年 山田佳穂 1 MR院 5686 心理学特殊演習ⅠＤ＜20ｶﾘ＞ 通年 福島　裕人

3SS 精神 5227 精神保健福祉援助演習Ⅱ<21ｶﾘ> 前期 川乗　賀也 2 MR院 5687 心理学特殊演習ⅡＤ＜20ｶﾘ＞ 通年 千賀　則史

3SS 精神 5228 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ※20生まで 前期 川乗　賀也 1 MR院 5688 心理学特殊演習ⅠＥ＜20ｶﾘ＞ 通年 目黒　達哉

3SK 5229 幼児音楽研究 後期 安藤園子 2 MR院 5689 心理学特殊演習ⅡＥ＜20ｶﾘ＞ 通年 目黒　達哉

4SS 5230 ソーシャルワーク演習ⅤＢ 後期 大藏　真弓

別 別 5270 仏教学講義（別科） 通年 福田　琢 別 5370 真宗学講読Ⅱ（別科） 通年 黒田 別 大谷 5470 声明作法Ⅱ（別科） 通年 瀬尾（正） 1・2 DR院 5780 臨床心理学特殊演習Ⅰ・ⅡＢ　後期5781 前・後 石牧　良浩

1・2 DR院 5782 臨床心理学特殊演習Ⅰ・ⅡＣ　後期5783 前・後 目黒　達哉

院 1 MB院 5580 実践仏教 後期 福田　琢 1・2 DR院 5784 臨床心理学特殊演習Ⅲ・ⅣＢ　後期5785 前・後 石牧　良浩

1・2 MN院 5581 心の健康教育に関する理論と実践 後期 福島　裕人 1・2 DR院 5786 臨床心理学特殊演習Ⅲ・ⅣＣ　後期5787 前・後 目黒　達哉

1・2 MN院 5582 人格心理学特論 前期 福島　裕人 1・2 DR院 5788 臨床心理学特殊演習Ⅴ・ⅥＢ　後期5789 前・後 石牧　良浩

1・2 DR院 5790 臨床心理学特殊演習Ⅴ・ⅥＣ　後期5791 前・後 目黒　達哉

1 MR院 5792 臨床心理学特論Ⅱ 後期 福島　裕人

※※※集中講義・随時科目※※※
1SS 介 9301 身体障害をもつ人への支援（介護専用） 後期随時下山　久之 1 MR院 9501 学校臨床心理学特論＜20ｶﾘ＞　　　　　　　　　　　 前期 目黒　達哉

1 9101 名古屋・中村学講義Ⅰ（歴史文化） 後期 安藤・金山・手嶋 3B 教職 9201 宗教科教育法Ⅰ<19ｶﾘ> 前期 岩瀬　真寿美 1SS 介 9302 介護福祉実習Ⅰ-１（介護専用）<23ｶﾘ> 後期集中 介護教員 1 MR院 9502 教育分野に関する理論と支援の展開（学校臨床心理学特論）<20ｶﾘ> 前期 目黒　達哉

1 9102 海外文化研修１ 集中 市野　智行 3B 教職 9202 宗教科教育法Ⅱ<19ｶﾘ> 後期 岩瀬　真寿美 1SS 介 9303 介護福祉実習Ⅰ-２（介護専用）<23ｶﾘ> 後期集中 介護教員 1 MR院 9503 臨床心理地域援助特論＜20ｶﾘ＞ 後期 目黒　達哉 科目名中にある＜20ｶﾘ＞<19ｶﾘ><18ｶﾘ><17ｶﾘ><16ｶﾘ><15ｶﾘ><14ｶﾘ>等は入学年度ごとのカリキュラムを示す。
1 9103 死生学 前期 専任、河村 4B 教職 9203 宗教科教育法Ⅲ<19ｶﾘ> 随時 岩瀬　真寿美 1SS 介 9304 介護福祉実習Ⅰ-３（介護専用）<23ｶﾘ> 前期集中 介護教員 1 MNR 9504 保育心理研究<20ｶﾘ＞ 前期 目黒　達哉

1 9104 ボランティア活動 集中 後藤 4B 教職 9204 宗教科教育法Ⅳ<19ｶﾘ> 随時 岩瀬　真寿美 2SS 介 9305 介護福祉実習Ⅰ-１（介護専用）※22生まで 前期集中 介護教員 1・2 MR院 9505 障害者（児）心理学特論＜15ｶﾘ＞ 前期 未定 入学年度により、履修できない科目があるので、注意すること。
※集中講義等の日程は変更になることがあります。 2SS 介 9306 介護福祉実習Ⅰ-２（介護専用）※22生まで 前期集中 介護教員 1・2 MN院 9506 アドミニストレーション研究 後期 汲田

2 大谷 9105 宗教法規<学部> 前期 千森・谷 4B 必修 9205 論文指導 随時 仏教学科 2SS 介 9307 介護福祉実習Ⅰ-３（介護専用）※22生まで 後期集中 介護教員 「年次」・・数字は最低履修年次を示す。

3 9106 レクリエーション実習 集中 山田　美恵子 4B 必修 9206 卒業論文 通年 仏教学科 2SS 介 9308 生活とケア（介護専用） 前期集中 村上・任           Ｂは仏教学科対象を示す。

4J 必修 9207 論文指導 随時 人文学科 2SS 介 9309 介護基礎技術演習（介護専用） 後期随時 牛田・村上           Ｊは人文学科対象を示す。

別 大谷 9107 宗教法規（別科） 前期 4J 必修 9208 卒業論文 通年 人文学科 3SS 介 9310 介護福祉実習Ⅱ（介護専用） 集中 介護教員           Ｓは社会福祉学科全対象を示す。

4J 必修 9209 卒業課題 通年 人文学科 4SS 介 9311 医療的ケア３（介護専用） 前期 伊藤　明代           ＳＳは社会福祉学科社会福祉専攻対象を示す。

1B 大谷 9108 仏教と生命倫理 後期 坂井　祐円 4S 9210 論文指導 随時 社会福祉学科 ※前期土曜随時。日程は掲示指示           ＳＫは社会福祉学科子ども学専攻対象を示す。

1B 9109 キリスト教神学Ⅱ 前期集中 西脇 4S 9211 卒業論文<05ｶﾘ> 通年 社会福祉学科 1 MB院 9601 キリスト教神学研究 前期集中 西脇 　　　　　介は2015年度入学以降の社会福祉学科社会福祉専攻介護福祉コース対象を示す。

1BJ 9110 キリスト教神学<19ｶﾘ> 前期集中 西脇 1 MB院 9602 宗教学研究＜15ｶﾘ＞ 後期集中 西脇           別は別科対象を示す。

1J 9111 音声学 後期 加藤淳 3SK 9212 幼児教育実習Ⅰ<21ｶﾘ> 集中 子ども学教員 　　　　　ＭＢ院は大学院文学研究科博士前期課程対象を示す。

3SK 9213 幼児教育実習Ⅱ<21ｶﾘ> 集中 子ども学教員 1・2 MNR 9603 精神保健福祉研究　※人間福祉分野、臨床心理分野 前期 吉田　みゆき 　　　　　ＤＢ院は大学院文学研究科博士後期課程対象を示す。

1SK 9112 感情・人格心理学 前期集中 菅　吉基 4SK 9214 幼児教育実習Ⅱ※20生まで 集中 子ども学教員 1・2 MNR 9604 障害者福祉研究 集中 大橋　徹也 　　　　　ＭＮ院は大学院人間福祉研究科人間福祉専対象を示す。

3SS 特支 9113 聴覚障害児教育指導論（聴覚障害者）<07ｶﾘ> 前期 鈴木祥隆 3B 9215 教化学実習Ⅰ 集中 仏教学科 ※※※インターンシップ※※※ 1・2 MN院 9605 社会福祉方法論研究　※人間福祉専攻 前期 安井 　　　　　ＭＲ院は大学院人間福祉研究科臨床心理学専攻対象を示す。

2S 公認 9114 発達障害児心理学Ⅰ（知的障害者） 前期集中 菅　吉基 4B 9216 教化学実習Ⅱ 集中 仏教学科 2B 9401 インターンシップⅠＡ※仏教学科 仏教学科 1・2 MN院 9606 福祉・心理総合支援演習 集中 汲田・福島・目黒 　　　　　ＭＮＲは大学院人間福祉研究科対象を示す。　

2S 公認 9115 障害者・障害児心理学<19ｶﾘ> 前期集中 菅　吉基 別 大谷 9217 教化学実習（別科） 集中 仏教学科 2J 9402 インターンシップⅠＢ※人文学科 人文学科 1・2 MN院 9607 福祉研究法 集中 汲田・石牧・仲田

2SS 特支 9116 肢体不自由児総論（２） 前期 菊池 4BJ 学芸 9218 博物館実習Ⅱ 集中 安藤・古川 2S 9403 インターンシップⅠＣ※社会福祉学科 社会福祉学科

2SS 特支 9117 病弱児総論（２） 前期 菊池 3 教職 9219 介護等体験<05ｶﾘ>(教職） 随時 村上　逸人 2B 9404 インターンシップⅡＡ※仏教学科 仏教学科 1・2 MN院 9608 犯罪心理学特論 集中 加藤誠之 「区分」・・当該科目の必修、選択の区別を示す。

2SS 特支 9118 障害児の発達と教育１（２） 前期 菊池 4 教職 9220 教育実習１(中1種のみ又は中1種・高1種併修) 集中 岩瀬　真寿美 2J 9405 インターンシップⅡＢ※人文学科 人文学科            各種課程については課程名を示す。

2SS 特支 9119 障害児の発達と教育２（２） 前期 菊池 4 教職 9221 教育実習２（高1種のみ） 集中 岩瀬　真寿美 2S 9406 インターンシップⅡＣ※社会福祉学科 社会福祉学科 1・2 MN院 9609 クオリティマネジメント研究 後期集中野口典子              教職・・教職課程

2SS 9120 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ※20生まで 前期 吉田　みゆき 3 教職 9222 教育演習（後期：随時） 随時 岩瀬・山口 2B 9407 インターンシップⅢＡ※仏教学科 仏教学科 1・2 MR院 9610 保育心理事例研究 随時 目黒　達哉              保育・・保育士課程

2SS 9121 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ※20生まで 後期 吉田　みゆき 4 教職 9223 教育演習（前期：随時） 随時 岩瀬・山口 2J 9408 インターンシップⅢＢ※人文学科 人文学科              大谷・・大谷派教師課程

3SS 特支 9123 発達障害児教育指導論 後期 森　浩平 3SS 教職 9224 教育演習（特支1種）（後期：随時） 随時 山口　章夫 2S 9409 インターンシップⅢＣ※社会福祉学科 社会福祉学科 1 MR院 9611 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 前期 中條              精神・・精神保健福祉士課程

3SS 特支 9124 視覚障害児教育指導論（視覚障害者）<07ｶﾘ> 後期 渡邉正人 4SS 教職 9225 教育演習（特支1種）（前期：随時） 随時 山口　章夫 2B 9410 インターンシップⅣＡ※仏教学科 仏教学科 2 MB院 9612 修士論文（仏教文化分野）<20ｶﾘ> 通年 指導教員 － 　　 　　　　障ス・・障がい者スポーツ指導員課程

3SS 9125 健康・医療心理学 前期集中 菅　吉基 4SS 教職 9226 教育実習（特支1種） 集中 山口　章夫 2J 9411 インターンシップⅣＢ※人文学科 人文学科 2 MNR 9613 修士論文（臨床心理分野）<20ｶﾘ> 通年 指導教員 － 　　 　　　　学芸・・学芸員課程

3SS 9126 老年心理学 後期集中 菅　吉基 3SS 精神 9227 精神保健福祉援助実習Ⅰ 集中 吉田・川乗 2S 9412 インターンシップⅣＣ※社会福祉学科 社会福祉学科 2 MNR 9614 修士論文（人間福祉分野）<20ｶﾘ> 通年 指導教員 － 　　 　　　　社教・・社会教育主事課程

3SS 9127 産業・組織心理学 集中 秋保 4SS 精神 9228 精神保健福祉援助実習Ⅱ 集中 吉田・川乗 2 DB院 9615 博士論文（仏教文化分野）<20ｶﾘ> 通年 指導教員 －              特支・・教職課程（特別支援教育）

3SS 公認 9128 関係行政論<18ｶﾘ> 前期集中 中村　秀郷 4SS 精神 9229 精神保健福祉援助実習Ⅲ 集中 吉田・川乗 2 DNR 9616 博士論文（臨床心理分野）<20ｶﾘ> 通年 指導教員 －              認定・・認定心理士

3SK 9129 保育心理演習 前期 新井千香 1 大谷 9230 前期教師修練<学部> 集中 仏教学科 　　　　　　 公認・・公認心理士

3 大谷 9231 前期教師修練<別科> 集中 仏教学科              傾聴・・傾聴士

2SK 保育 9130 保育実習Ⅰ－１(保育所実習）<21ｶﾘ> 集中 子ども学教員 1 大谷 9232 後期教師修練<学部> 集中 仏教学科 前期・・・前期開講科目  ４月７日より開講

2SK 保育 9131 保育実習Ⅰ－２（施設実習）<21ｶﾘ> 集中 子ども学教員 4 大谷 9233 後期教師修練<別科> 集中 仏教学科 後期・・・後期開講科目  ９月１８日より開講

3SK 保育 9132 保育実習Ⅰ－１(保育所実習）※20生まで 集中 子ども学教員 4 傾聴 9234 傾聴実習指導 集中 目黒　達哉 集中・・・集中開講科目

3SK 保育 9133 保育実習Ⅰ－２（施設実習）※20生まで 集中 子ども学教員 4 傾聴 9235 傾聴実践実習 集中 目黒　達哉 随時・・・随時開講科目

4SK 保育 9134 保育実習Ⅱ(保育所実習） 随時 子ども学教員

4SK 保育 9135 保育実習Ⅲ（施設実習） 随時 子ども学教員

4SK 保育 9136 保育実習Ⅳ(保育心理士実習） 随時 石牧・目黒 集中、随時科目日程については別に掲示するので、日時を確認の上、履修のこと。

金

渡邊幸彦
他

※※※大学院※※※

Ⅵ時限（１８：３０～２０：００）

Ⅶ時限（２０：１０～２１：４０）

※（介護専用）介護福祉コースのみ履修可※ *****＜大学院 臨床心理学専攻＞*****  ※土曜日開講 ◎◎表の見方◎◎

*****＜大　学　院＞*****

特別支援の（１）（２）の表示科目は、セットで履修のこと。
（１）と（２）の総合評価で単位認定されますので、１科目ずつの単位認定はされません。


