
家政保健学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

018H0100 日本国憲法 秋セメスター　月曜日　３講時 千々松　愛子

040H0100 健康・スポーツ科学 春セメスター　木曜日　２講時 松田　広則

042H0101 スポーツ実技 春セメスター　月曜日　４講時 高橋　宗良

042H0102 スポーツ実技 春セメスター　金曜日　１講時 小川　幸代

榎本　至

高橋　宗良

047H0101 英語① 春セメスター　木曜日　４講時 森　慎二

047H0102 英語① 春セメスター　火曜日　５講時 吉岡　範武

047H0119 英語① 春セメスター　火曜日　５講時 鈴木　正彦

047H0120 英語① 春セメスター　火曜日　６講時 鈴木　正彦

047H0101 英語① 春セメスター　木曜日　４講時 森　慎二

047H0102 英語① 春セメスター　火曜日　５講時 吉岡　範武

047H0119 英語① 春セメスター　火曜日　５講時 鈴木　正彦

047H0120 英語① 春セメスター　火曜日　６講時 鈴木　正彦

048H0101 英語② 秋セメスター　火曜日　３講時 森　慎二

048H0102 英語② 秋セメスター　火曜日　３講時 桑野　弘隆

048H0119 英語② 秋セメスター　火曜日　４講時 桑野　弘隆

048H0120 英語② 秋セメスター　水曜日　５講時 鈴木　さおり

048H0101 英語② 秋セメスター　火曜日　３講時 森　慎二

048H0102 英語② 秋セメスター　火曜日　３講時 桑野　弘隆

048H0119 英語② 秋セメスター　火曜日　４講時 桑野　弘隆

048H0120 英語② 秋セメスター　水曜日　５講時 鈴木　さおり

049H0300 英語③ 春セメスター　水曜日　２講時 太田　一郎

050H0201 英語コミュニケーション① 春セメスター　木曜日　１講時 太田　一郎

050H0202 英語コミュニケーション① 春セメスター　月曜日　５講時 太田　一郎

050H0219 英語コミュニケーション① 春セメスター　月曜日　４講時 太田　一郎

050H0220 英語コミュニケーション① 春セメスター　月曜日　４講時 鈴木　さおり

051H0201 英語コミュニケーション② 秋セメスター　月曜日　２講時 太田　一郎

051H0202 英語コミュニケーション② 秋セメスター　月曜日　４講時 吉岡　範武

051H0219 英語コミュニケーション② 秋セメスター　水曜日　６講時 栗原　美和

051H0220 英語コミュニケーション② 秋セメスター　金曜日　５講時 松本　美奈子

052H0300 英語コミュニケーション③ 秋セメスター　月曜日　５講時
デイヴィッド・チャッ

プマン

053H0301 ドイツ語① 春セメスター　火曜日　１講時 大類　京子

053H0302 ドイツ語① 春セメスター　火曜日　２講時 大類　京子

054H0300 ドイツ語② 秋セメスター　火曜日　５講時 岡田　聡

055H0300 フランス語① 春セメスター　月曜日　４講時 河合　孝昭

056H0300 フランス語② 秋セメスター　火曜日　５講時 河合　孝昭

044H0101 情報リテラシー 春セメスター　金曜日　２講時 杉浦　学

044H0102 情報リテラシー 春セメスター　金曜日　３講時 杉浦　学

103H0100 生活経営学（家庭経済学を含む） 秋セメスター　水曜日　３講時 武井　安彦

043H0100 スポーツ実技（水泳） 春セメスター　月曜日　５講時



家政保健学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

大石　美佳

鈴木　利美

谷　祥子

髙橋　ひとみ

104H0100 家族関係学 秋セメスター　木曜日　２講時 大石　美佳

106H0200 現代家族論 春セメスター　火曜日　１講時 大石　美佳

109H0300 ジェンダー論 秋セメスター　火曜日　３講時 大石　美佳

120H0100 被服学 春セメスター　木曜日　１講時 谷　祥子

秋セメスター　金曜日　１講時

秋セメスター　金曜日　２講時

136H0400 消費科学 春セメスター　木曜日　３講時 安藤　健

149H0200 基礎栄養学 春セメスター　水曜日　３講時 岩田　建

140H0101 春セメスター　木曜日　４講時

140H0102 春セメスター　木曜日　５講時

144H0100 調理学 春セメスター　月曜日　２講時 髙橋　ひとみ

春セメスター　火曜日　１講時

春セメスター　火曜日　２講時

春セメスター　月曜日　４講時

春セメスター　月曜日　５講時

146H0102 調理実習応用 秋セメスター　金曜日　１講時 髙橋　ひとみ

146H0101 調理実習応用 秋セメスター　金曜日　４講時 髙橋　ひとみ

147H0301 調理学実験 秋セメスター　火曜日　１講時 髙橋　ひとみ

147H0302 調理学実験 秋セメスター　月曜日　３講時 髙橋　ひとみ

154H0400 食育論 秋セメスター　月曜日　１講時 土谷　知弓

155H0100 住居学（製図を含む） 春セメスター　金曜日　５講時 鈴木　利美

165H0200 住居環境学 春セメスター　木曜日　５講時 藤江　創

110H0300 家庭看護・介護論 春セメスター　火曜日　６講時 成川　美和

176H0400 家庭電気・機械 春セメスター　水曜日　４講時 杉浦　学

113H0200 生活情報論 秋セメスター　木曜日　２講時 杉浦　学

211H0200 家庭科教育法① 秋セメスター　水曜日　３講時 後藤　裕子

212H0300 家庭科教育法② 春セメスター　水曜日　４講時 後藤　裕子

213H0300 家庭科教育法③ 秋セメスター　水曜日　４講時 後藤　裕子

214H0400 家庭科教育法④ 春セメスター　水曜日　３講時 後藤　裕子

178H0101 解剖生理学 春セメスター　金曜日　３講時 木下　博勝

178H0102 解剖生理学 春セメスター　金曜日　２講時 木下　博勝

150H0200 応用栄養学 秋セメスター　金曜日　６講時 浅田　祐一

177H0100 微生物学 秋セメスター　月曜日　２講時 岩田　建

182H0201 衛生学 春セメスター　木曜日　２講時 吉田　啓子

182H0202 衛生学 春セメスター　水曜日　４講時 吉田　啓子

143H0200 食品衛生学 春セメスター　月曜日　３講時 吉田　啓子

101H0100 家政学 春セメスター　水曜日　３講時

145H0102 調理実習基礎 髙橋　ひとみ

谷　祥子

食品学 本田　佳代子

髙橋　ひとみ調理実習基礎

134H0300 被服製作実習

145H0101



家政保健学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

春セメスター　金曜日　３講時

春セメスター　金曜日　４講時

成川　美和

西牧　眞里

吉田　啓子

183H0200 環境保健学 秋セメスター　木曜日　５講時 秋田　正治

197H0200 学校保健（学校安全を含む） 春セメスター　月曜日　１講時 西牧　眞里

186H0100 小児保健 春セメスター　火曜日　４講時 小国　美也子

187H0200 精神保健 秋セメスター　金曜日　１講時 藤原　昌太

191H0100 救急看護 秋セメスター　水曜日　４講時 成川　美和

215H0200 保健科教育法① 秋セメスター　火曜日　５講時 藤原　昌太

216H0300 保健科教育法② 春セメスター　金曜日　５講時 藤原　昌太

217H0300 保健科教育法③ 秋セメスター　火曜日　４講時 藤原　昌太

218H0400 保健科教育法④ 春セメスター　水曜日　２講時 藤原　昌太

181H0101 医学の知識（予防医学を含む） 秋セメスター　金曜日　２講時 木下　博勝

181H0102 医学の知識（予防医学を含む） 秋セメスター　金曜日　４講時 木下　博勝

198H0300 学校保健演習 春セメスター　月曜日　２講時 西牧　眞里

194H0100 養護概説 秋セメスター　月曜日　１講時 西牧　眞里

春セメスター　火曜日　３講時

春セメスター　火曜日　４講時

春セメスター　木曜日　１講時

春セメスター　木曜日　２講時

196H0201 養護アセスメント 秋セメスター　火曜日　２講時 西牧　眞里

196H0202 養護アセスメント 秋セメスター　月曜日　２講時 西牧　眞里

199H0301 健康相談活動 秋セメスター　月曜日　３講時 西牧　眞里

199H0302 健康相談活動 秋セメスター　火曜日　１講時 西牧　眞里

185H0100 健康管理 秋セメスター　水曜日　２講時 高橋　紀和子

141H0101 食品材料の科学 秋セメスター　木曜日　４講時 本田　佳代子

141H0102 食品材料の科学 秋セメスター　木曜日　５講時 本田　佳代子

179H0200 免疫学 秋セメスター　金曜日　３講時 石本　強

180H0300 薬理学 秋セメスター　水曜日　４講時 成井　浩二

188H0100 看護学① 春セメスター　金曜日　４講時 成川　美和

189H0100 看護学② 秋セメスター　火曜日　１講時 高橋　紀和子

春セメスター　金曜日　１講時

春セメスター　金曜日　２講時

春セメスター　火曜日　３講時

春セメスター　火曜日　４講時

秋セメスター　金曜日　４講時

秋セメスター　金曜日　５講時

秋セメスター　火曜日　１講時

秋セメスター　火曜日　２講時

西牧　眞里195H0202 養護活動実習

184H0301 公衆衛生学 石本　強

195H0201 養護活動実習 西牧　眞里

102H0100

成川　美和

成川　美和

高橋　紀和子

高橋　紀和子

192H0202

192H0201

190H0202

190H0201

救急看護実習

救急看護実習

基礎看護実習

基礎看護実習

保健学 春セメスター　水曜日　２講時



家政保健学科

講義コード 講義名 開講期間 曜日・時限 担当教員

集中　木曜日　１講時

集中　木曜日　２講時

集中　木曜日　３講時 成川　美和

集中　木曜日　４講時 高橋　紀和子

集中　木曜日　５講時

集中　木曜日　６講時

204H0100 教育原理 秋セメスター　金曜日　６講時 中島　朋紀

205H0400 教育の歴史（日本・外国） 開講なし

306H0101 教職概論（同和教育を含む） 秋セメスター　木曜日　１講時 小藤　俊樹

306H0102 教職概論（同和教育を含む） 秋セメスター　木曜日　４講時 漆間　浩一

208H0200 教育制度 春セメスター　金曜日　６講時 稲川　英嗣

教育法規 開講なし

206H0200 発達心理学 秋セメスター　木曜日　１講時 富田　庸子

207H0400 教育心理学 春セメスター　火曜日　４講時 遠山　孝司

503H0200 特別支援教育 春セメスター　月曜日　６講時 伊藤　大郎

210H0200 カリキュラム論Ⅲ 春セメスター　火曜日　５講時 鈴木　樹

219H0300 道徳教育の理論と方法 春セメスター　火曜日　５講時 藤澤　文

716H0200
特別活動及び総合的な学習の時間の

指導法
秋セメスター　水曜日　５講時 高橋　宏明

223H0200 教育方法・技術 春セメスター　水曜日　６講時 市川　道伸

224H0300 教育方法・技術演習 春セメスター　水曜日　３講時 藤原　昌太

225H0400 生徒指導 春セメスター　木曜日　１講時 森　慎二

226H0400 進路指導 春セメスター　月曜日　５講時 善本　久子

227H0200 教育相談 春セメスター　水曜日　２講時 高橋　正尚

228H0300 学校カウンセリング 秋セメスター　水曜日　２講時 土田　弥生

229H0300 教育実習指導 秋セメスター　水曜日　３講時 藤原　昌太

藤原　昌太

福田　敏人

藤原　昌太

福田　敏人

藤原　昌太

福田　敏人

谷　祥子

谷　祥子

高橋　紀和子

西牧　眞里

谷　祥子

高橋　紀和子

西牧　眞里

234H0200 養護実習指導 秋セメスター　火曜日　６講時 西牧　眞里

235H0300 養護実習 春セメスターその他 西牧　眞里

237H0400 教職実践演習（養護教諭） 秋セメスター　水曜日　４講時 稲川　英嗣

236H0400 教職実践演習（中・高）

教育実習（高等学校）

教育実習（中学校）

秋セメスター　火曜日　３講時

通年・集中講義

通年・集中講義

193H0300 臨床看護実習

秋セメスターその他

秋セメスターその他

233H0400

232H0400

600H0200

601H0300 教職等インターンシップ②

教職等インターンシップ①


