2021年度
曜
日

1限目 （9:00～10:30）
ｺｰﾄﾞ
M561

科目名

教員

大学院 社会文化総合研究科

2限目 （10:40～12:10）
教室

開講期

発達・教育臨床実習Ⅰ 辻 あゆみ G211教室 春セメ

月

ｺｰﾄﾞ

科目名

教員

3限目 （13:00～14:30）
開講期

ｺｰﾄﾞ

M201 福祉社会論

挽地 康彦 G205教室 春セメ

教室

M521

M202 福祉社会論演習

挽地 康彦 G205教室 秋セメ

M323 教育思想史演習

辻 直人 G207教室 秋セメ

M403 財政学特論

半谷 俊彦 G207教室 春セメ

M404 財政学演習

半谷 俊彦 G209教室 秋セメ

科目名
保健医療分野に関する理論と支援の展開

教員

4限目 （14:40～16:10）
教室

開講期

大島 裕子 G205教室 秋セメ

ｺｰﾄﾞ

科目名

教員

授業時間割表

5限目 （16:20～17:50）
教室

開講期

M206 格差社会論

岩間 暁子 G207教室

秋セメ

M312 教育実践史

大西 公恵 G205教室

春セメ

M322 教育実践史演習

大西 公恵 G205教室

秋セメ

ｺｰﾄﾞ

科目名

教員

6限目 （18:00～19:30）
教室

開講期

ｺｰﾄﾞ

科目名

教員

7限目（19:40～21:10）

教室

開講期

ｺｰﾄﾞ

科目名

教員

教室

開講期

M562 発達・教育臨床実習Ⅱ 辻 あゆみ G211教室 春セメ

M311 教育経営論

山本 由美 G207教室 秋セメ

M409 環境経済学特論

清水 雅貴 G205教室

春セメ

M228 生態文化論

堂前 雅史 G221教室 春セメ

M543

一瀬 早百合

G215教室 秋セメ

M410 環境経済学演習

清水 雅貴 G205教室

秋セメ

M229 生態文化論演習

堂前 雅史 G205教室 秋セメ

家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する…

火

M315 教育思想史特論

辻 直人 G205教室 春セメ

M223 都市景観論

上野 隆生 G207教室 春セメ

M226 環境運動論1

岩本 陽児 G205教室 秋セメ

M302 教育心理学

伊藤 武彦 G205教室 春セメ

M224 都市景観論演習

上野 隆生 G207教室 秋セメ

M302 教育心理学

伊藤 武彦 G205教室 春セメ

M411 比較法制度特論

徳永 貴志 G207教室 春セメ

M433 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ特論

丸山 一彦 G209教室 春セメ

M528 教育心理学演習

伊藤 武彦 G207教室 秋セメ

M412 比較法制度演習

徳永 貴志 G209教室 秋セメ

M434 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習

丸山 一彦 G209教室 秋セメ

M528 教育心理学演習

伊藤 武彦 G207教室 秋セメ

M439 ｱｼﾞｱﾋﾞｼﾞﾈｽ特論

鈴木 岩行 G205教室 春セメ

水

M522

福祉分野に関する理論と支援の展開

M546 学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

M440 ｱｼﾞｱﾋﾞｼﾞﾈｽ演習

鈴木 岩行 G205教室 秋セメ

M510 教授・学習心理学

馬場 正太郎

髙坂 康雅 G205教室 秋セメ

M227 環境運動論2

G211教室 春セメ

菅野 恵 G205教室 秋セメ

M207 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ関係論

杉浦 郁子 G205教室 春セメ

M303 青年心理学特論

菅野 恵 G205教室 春セメ

M208 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ関係論演習

杉浦 郁子 G205教室 秋セメ

M524

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

熊上 崇 G207教室 秋セメ

M237 印欧語族の神話の世界 松村 一男 G207教室 春セメ

M511 公認心理師特論

髙坂 康雅

秋セメ

M525

産業・労働分野に関する理論と支援の展開

坂井 敬子 G205教室 春セメ

M238

M523

髙坂 康雅 G207教室 春セメ

木

教育分野に関する理論と支援の展開

E305(メディア室９)

M445 国際協力実践特論

バンバン ルディアント

G205教室 春セメ

M405 国際経済特論

加藤 巌 G205教室 春セメ

M203 国際人権論

藤本 俊明 G205教室 秋セメ

M446 国際協力実践演習

バンバン ルディアント

G205教室 秋セメ

M406 国際経済演習

加藤 巌 G205教室 秋セメ

M234

坂井 弘紀 G209教室 春セメ

M542

末木 新 G207教室 春セメ

M431 経営管理特論

福田 好裕 G207教室 春セメ

M432 経営管理演習

福田 好裕 G209教室 秋セメ

M449 経営学特論

當間 政義 G205教室 春セメ

M450 経営学演習

當間 政義 G207教室 秋セメ

M549 特別支援教育論

金子 なおみ

心理支援に関する理論と実践

金

M541

心理的ｱｾｽﾒﾝﾄに関する理論と実践

松坂 利之 J101教室 春セメ

中央ﾕｰﾗｼｱ遊牧社会の歴史と文化

G213教室 春セメ

角田 季美枝

印欧語族の神話の世界演習 松村 一男

G205教室 春セメ

※授業時間割表の背景が緑色の科目が隔週開講科目です。

春セメスター
ｺｰﾄﾞ

M549 特別支援教育論

教員
金子 なおみ

教室

日 程

E301(メディア室５)

秋セメ

秋セメ

（隔週２コマ） ２時限連続して履修登録すること

G213教室 4/10、4/24、5/8、5/22、6/5、6/19、7/3、7/17

M563 心理実践実習A

髙坂 康雅 他

C204心理学実習室

春セメ

M564 心理実践実習B

髙坂 康雅 他

C204心理学実習室

秋セメ

※春セメスターに履修登録してください。
教員
小野里 美帆

小林 正典 G207教室 春セメ

M442 経営情報ｼｽﾃﾑ演習 小林 稔

春セメ

岩本 陽児 G207教室

科目名

M231 中国の社会と文化

春セメ

岩本 陽児 G209教室

M526 言語発達論

小林 正典 G207教室 秋セメ

E301(メディア室５)

M331 生涯学習実践論

ｺｰﾄﾞ
科目名

M236 東西文化交渉史演習 松枝 到 G205教室 秋セメ

M225 ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ論

M441 経営情報ｼｽﾃﾑ特論 小林 稔

M313 生涯学習論

■ 集中講義日程

松枝 到 G205教室 春セメ

G205教室 秋セメ

土

■ 隔週講義日程

M235 東西文化交渉史

教室
G209教室 8/5～8/6、8/9 ： 1限～5限

M529 教育相談・ｷｬﾘｱ教育論 山田 智之 G213教室 8/6～8/9 ： 2限～5限 8/10： 2限～4限

■ 時間割外オンライン授業一覧
教員

開講期

M527 情動発達論

ｺｰﾄﾞ

科目名

鈴木 ゆみ

春セメ

M548 情動発達支援論

鈴木 ゆみ

秋セメ

