
【学部生】 

2020 年度 東金キャンパス 
対面授業を実施する科目の教室変更について 

 

秋学期から東金キャンパスで対面授業を実施する科目について、教室を変更しましたの

で確認の上で受講してください。 

他学部他学科の科目を履修している場合には、履修している他学部の科目も確認してく

ださい。 
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 2020年度秋学期　キャンパスにおいて対面授業を実施する科目について
【コマコード順】

講義コード 講義名称 担当教員 対象学科 講義期間 曜日時限 教室情報 特記事項

00006100 ゼミナールI 大塚　正美 BG 通年 金２限(通) A211

00006101 ゼミナールI 中田　典規 BG 通年 木４限(通) G3-110

00006102 ゼミナールI 深山　元良 BG 通年 水３限(春)／水３限(秋) G3-110

00006103 ゼミナールI 柿木　亮 BG 通年 水３限(通) G3-112

00006105 ゼミナールI 神余　崇子 BG 通年 水４限(春)／水４限(秋) A211

00006106 ゼミナールI 松田　世治 BG 通年 水４限(春)／水４限(秋) G3-110

00006108 ゼミナールI 楊　沢宇 BG 通年 水４限(通) G3-112

00006110 ゼミナールI 染谷　芳臣 BG 通年 月３限(春)／月３限(秋) G3-110

00006115 ゼミナールI 目時　修 BG 通年 水４限(通) G3-114

00006116 ゼミナールI 渡邊　修朗 BG 通年 水４限(春)／水４限(秋) G3-207

00006117 ゼミナールI 石原　啓次 BG 通年 水３限(春)／水３限(秋) G3-207

00006120 ゼミナールI 七井　誠一郎 BG 通年 木３限(春)／木３限(秋) G3-110

00006200 ゼミナールII 大塚　正美 BG 通年 火２限(春)／火２限(秋) A211

00006201 ゼミナールII 中田　典規 BG 通年 水４限(通) G3-211

00006202 ゼミナールII 深山　元良 BG 通年 木３限(春)／木３限(秋) G3-114

00006204 ゼミナールII 高橋　光平 BG 通年 水２限(春)／木１限(秋) G3-110

00006205 ゼミナールII 神余　崇子 BG 通年 水２限(春)／水２限(秋) G3-110

00006206 ゼミナールII 松田　世治 BG 通年 水２限(春)／水２限(秋) G3-112

00006208 ゼミナールII 楊　沢宇 BG 通年 水３限(春)／水３限(秋) G3-114

00006210 ゼミナールII 染谷　芳臣 BG 通年 水３限(通) G3-211 対面授業実施に変更

00006213 ゼミナールII 阿部　信太郎 BG 通年 火４限(通) F221(通)

00006215 ゼミナールII 目時　修 BG 通年 水３限(通) G3-212

00006216 ゼミナールII 渡邊　修朗 BG 通年 水５限(春)／水５限(秋) G3-110

00006217 ゼミナールII 石原　啓次 BG 通年 水１限(春)／月３限(秋) A211

00006220 ゼミナールII 七井　誠一郎 BG 通年 木４限(春)／木４限(秋) G3-112

00175701 救急処置(実習を含む) 深山　元良 BG 秋学期 木１限(秋)／木２限(秋) G3-112

00176501 保健体育科教育法II 長登　健／柿木　亮 BG 秋学期 木１限(秋) G3-114

00176601 保健体育科教育法III 長登　健／柿木　亮 BG 秋学期 木２限(秋) G3-114

00176801 体つくり運動 石原　啓次 BG 秋学期 水１限(秋) G3-110・体育館

00176903 器械運動 原田　睦巳 BG 秋学期 水４限(秋) 体育館

00176904 器械運動 原田　睦巳 BG 秋学期 水３限(秋) 体育館

00177201 サッカー 福井　哲 BG 秋学期 火１限(秋) 体育館
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 2020年度秋学期　キャンパスにおいて対面授業を実施する科目について
【コマコード順】

講義コード 講義名称 担当教員 対象学科 講義期間 曜日時限 教室情報 特記事項

00177202 サッカー 福井　哲 BG 秋学期 火２限(秋) 体育館

00177301 バレーボール 柿木　亮 BG 秋学期 月２限(秋) 体育館

00177401 バスケットボール 長谷川　憲 BG 秋学期 金３限(秋) 体育館

00177402 バスケットボール 長谷川　憲 BG 秋学期 金４限(秋) 体育館

00177501 柔道 秋山　修一 BG 秋学期 火４限(秋) 体育館

00177502 柔道 秋山　修一 BG 秋学期 火３限(秋) 体育館

00192301 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 BG 秋学期 火２限(秋) 体育館

00192304 スポーツ科学Ib 高橋　光平 BG 秋学期 木２限(秋) 体育館

00192501 スポーツ科学IIb 柿木　亮 BG 秋学期 月４限(秋) 体育館

00192503 スポーツ科学IIb 高橋　光平 BG 秋学期 金２限(秋) 体育館

00254501 ビジネスキャリアI 七井　誠一郎 BG 通年 金１限(通) G3-212

00254502 ビジネスキャリアI 楊　沢宇 BG 通年 金３限(通) G3-210

00254503 ビジネスキャリアI 松田　世治 BG 通年 金３限(通) G3-211

00254504 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗 BG 通年 金３限(通) G3-110

00254505 ビジネスキャリアI 神余　崇子 BG 通年 金３限(通) G3-112

00254506 ビジネスキャリアI 目時　修 BG 通年 金１限(通) G3-110

00254507 ビジネスキャリアI 深山　元良 BG 通年 金１限(通) G3-112

00254508 ビジネスキャリアI 石原　啓次 BG 通年 金３限(通) G3-114

00254509 ビジネスキャリアI 高橋　光平 BG 通年 金１限(通) G3-114

00254510 ビジネスキャリアI 柿木　亮 BG 通年 金１限(通) G3-207

00254511 ビジネスキャリアI 中田　典規 BG 通年 金３限(通) G3-207

00254513 ビジネスキャリアI 国武　陽子 BG 通年 金１限(通) G3-211

00254514 ビジネスキャリアI 中村　智香 BG 通年 金１限(通) G3-210

00254803 プロジェクト研究I 経営情報学部教員／掛巣　ますみ BG 秋学期 金５限(秋) G3-110

00310303 プロジェクト研究a 経営情報学部教員／掛巣　ますみ BG 秋学期 金５限(秋) G3-110

00207101 アロマテラピー 中村　智香 BG/CE 秋学期 木１限(秋)／木２限(秋) C1-102

00272801 環境と食文化 新田　美砂子 BG/CE 秋学期 木３限(秋)／木４限(秋) G3-207

00068801 教育実習II 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL 通年集中 他　(通) 別途

00068701 教育実習I(事前及び事後指導を含む) 大塚　正美／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 通年集中 他　(通) 別途

00211801 教職実践演習(中･高) 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 秋学期集中 他　(秋) 別途

00192307 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 BG/HK/HL 秋学期 水１限(秋) 体育館
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 2020年度秋学期　キャンパスにおいて対面授業を実施する科目について
【コマコード順】

講義コード 講義名称 担当教員 対象学科 講義期間 曜日時限 教室情報 特記事項

00192308 スポーツ科学Ib 石原　啓次／高橋　光平 BG/HK/HL 秋学期 月１限(秋) 体育館
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 2020年度秋学期　キャンパスにおいて対面授業を実施する科目について
【コマコード順】

講義コード 講義名称 担当教員 対象学科 講義期間 曜日時限 教室情報 特記事項

00125311
インターンシップ 寺原　譲治／中村　智香／金子　祐介 CE 通年 火１限(春)／火３限(秋) A325

00205901 園芸療法実習 多田　充 CE 通年集中 他　(通) C1-102

00206301 ガーデニング実習I 多田　充 CE 秋学期 水１限(秋)／水２限(秋) C1-102

00206401 ガーデニング実習II 多田　充 CE 秋学期 水１限(秋)／水２限(秋) C1-102

00207101
アロマテラピー 中村　智香 BG/CE 秋学期 木１限(秋)／木２限(秋) A325

00250401 環境と新素材 井上　明久 CE 秋学期集中 他　(秋) 別途

00255702 地域と大学 CLiCｓ CE 通年集中 他　(通) 別途

00257703 地域プロジェクト 多田　充 CE 秋学期 他　(秋) 別途

00258601 社会園芸 多田　充 CE 通年 金１限(春)／金１限(秋) C1-102

00258801 環境社会プロジェクト研究c 環境社会学部教員 CE 通年 水３限(春)／水３限(秋) A325

00258831 環境社会プロジェクト研究c 環境社会学部教員 CE 通年 水３限(春)／水３限(秋) A325

00258901 環境社会プロジェクト研究d(卒業研究指導を含む) 環境社会学部教員 CE 通年 水３限(春)／水３限(秋) A325

00258931 環境社会プロジェクト研究d(卒業研究指導を含む) 環境社会学部教員 CE 通年 水３限(春)／水３限(秋) A325

00272801 環境と食文化 新田　美砂子 BG/CE 秋学期 木３限(秋)／木４限(秋) G3-207

00273101 キャリア形成III 山﨑　督／金子　祐介 CE 通年 金２限(春)／火２限(秋) A325

00273131 キャリア形成III 山﨑　督／金子　祐介 CE 通年 金２限(春)／火２限(秋) A325

00308001 房総の文化と歴史 CLiCｓ CE 通年集中 他　(通) 別途
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 2020年度秋学期　キャンパスにおいて対面授業を実施する科目について
【コマコード順】

講義コード 講義名称 担当教員 対象学科 講義期間 曜日時限 教室情報 特記事項

00006170 ゼミナールI 佐野　智子 FF 通年 月１限(春)／月３限(秋) B103

00006172 ゼミナールI 森山　拓也 FF 通年 火５限(春)／火５限(秋) B103

00006173 ゼミナールI 広瀬　美和 FF 通年 木４限(春)／月４限(秋) B103

00006174 ゼミナールI 岩田　泉 FF 通年 水２限(春)／水４限(秋) B103

00006175 ゼミナールI 篠崎　良勝 FF 通年 火４限(春)／水５限(秋) B103

00006177 ゼミナールI 茆　海燕 FF 通年 火１限(春)／金１限(秋) D210

00006178 ゼミナールI 伊藤　将子 FF 通年 月４限(春)／月５限(秋) B103

00006179 ゼミナールI 大内　善広 FF 通年 水３限(春)／水２限(秋) B313

00006185 ゼミナールI 林　和歌子 FF 通年 水４限(春)／水４限(秋) B104

00006186 ゼミナールI 堀　千鶴子 FF 通年 木４限(春)／木３限(秋) B103

00006188 ゼミナールI 所　貞之 FF 通年 木４限(春)／月５限(秋) B104

00006189 ゼミナールI 小川　智子 FF 通年 水１限(春)／木４限(秋) B313

00006271 ゼミナールII 倉田　新 FF 通年 水２限(春)／火３限(秋) B306

00006272 ゼミナールII 森山　拓也 FF 通年 木４限(春)／火３限(秋) A400

00006274 ゼミナールII 岩田　泉 FF 通年 春水4秋水3 削除

00006275 ゼミナールII 篠崎　良勝 FF 通年 水５限(春)／水４限(秋) B313

00006276 ゼミナールII 橋本　理子 FF 通年 火４限(春)／水２限(秋) B103

00006280 ゼミナールII 井上　敏昭 FF 通年 水５限(通) B104

00006281 ゼミナールII 山本　満智子 FF 通年 水３限(春)／水３限(秋) B103

00006288 ゼミナールII 所　貞之 FF 通年 水５限(春)／木４限(秋) D208

00059601 情報メディア演習I 大内　善広 FF 通年 水１限(春)／水５限(秋) B206

00059603 情報メディア演習I 大内　善広 FF 通年 月２限(春)火１限(秋) L101

00068801 教育実習II 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL 通年集中 他　(通) 別途

00068701 教育実習I(事前及び事後指導を含む) 大塚　正美／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 通年集中 他　(通) 別途

00110501 地域ボランティア研修 大内　善広／茆　海燕／竹内　秀一 FF 通年 木２限(春)／木２限(秋) B103

00155001 福祉疑似体験 茆　海燕／伊藤将子 FF 通年集中 水５限(秋) B306

00159801 幼児造形 尾関　立子 FF 秋学期 月１限(秋)／月２限(秋) B103

00159901 幼児体育 竹内　秀一 FF 秋学期 火３限(秋)／火４限(秋) 体育館

00160001 精神医学I 武井　仁 FF 秋学期 他 削除

00160101 精神医学II 武井　仁 FF 秋学期集中 他　(秋) 別途

00170102 スポーツ科学 石原　啓次 FF 通年 水２限(春)／水２限(秋) 体育館

00173301 介護実習I 伊藤　将子 FF 秋学期 他　(秋) 別途
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 2020年度秋学期　キャンパスにおいて対面授業を実施する科目について
【コマコード順】

講義コード 講義名称 担当教員 対象学科 講義期間 曜日時限 教室情報 特記事項

00173401 介護実習II 林　和歌子／伊藤　将子／戸田　敦夫 FF 秋学期 他　(秋) 別途

00173501 介護実習III 篠崎　良勝／山本　満智子／加藤　幸夫 FF 秋学期 他　(秋) 別途

00174401 レクリエーション活動援助法 竹内　秀一／尾関　立子 FF 通年 金２限(春)／火５限(秋) B104

00178701 ソーシャルワーク論II 小川　智子 FF 秋学期 火２限(秋)／火３限(秋) B103

00178901 介護の知識と技術 山本　満智子 FF 通年集中 金３限(春) C1-104(介護実習室)

00179601 ソーシャルワークの基礎 小川　智子 FF 秋学期 火４限(秋) B103

00179602 ソーシャルワークの基礎 清水　正美 FF 秋学期 火４限(秋) B104

00179901 ソーシャルワーク実習 小川　智子 FF 通年集中 他　(通) 別途

00179902 ソーシャルワーク実習 清水　正美 FF 通年集中 他　(通) 別途(通)

00179903 ソーシャルワーク実習 林　和歌子 FF 通年集中 他　(通) 別途(通)

00179904 ソーシャルワーク実習 橋本　理子 FF 通年集中 他　(通) 別途

00180001 ソーシャルワーク基礎実習指導 森山　拓也 FF 秋学期 木４限(秋) B103

00180003 ソーシャルワーク基礎実習指導 林　和歌子 FF 秋学期 水３限(秋) B104

00180004 ソーシャルワーク基礎実習指導 橋本　理子 FF 秋学期 木４限(秋) B104

00180101 ソーシャルワーク実習指導 小川　智子 FF 通年 金１限(春)／火１限(秋) B306

00180102 ソーシャルワーク実習指導 清水　正美 FF 通年 金１限(春)／火１限(秋) B314

00180103 ソーシャルワーク実習指導 林　和歌子 FF 通年 金１限(春)／火１限(秋) B313

00180104 ソーシャルワーク実習指導 橋本　理子 FF 通年 金１限(春)／火１限(秋) B104

00180901 子どもの発達と相談 佐野　智子 FF 秋学期 水１限(秋) B103

00181201 音楽演習 三村　則子 FF 通年 金３限(春)／金３限(秋) D203

00181202 音楽演習 増崎　靖子 FF 通年 金３限(春)／金３限(秋) D205

00181203 音楽演習 根岸　孝俊 FF 通年 金３限(春)／金３限(秋) D207

00181204 音楽演習 平田　博通 FF 通年 金３限(春)／金３限(秋) D209

00181901 介護とリスクマネジメント 篠崎　良勝 FF 秋学期 水２限(秋) B104

00182001 コミュニケーション技法I 林　和歌子 FF 秋学期 金１限(秋)／金２限(秋) B103

00182101 コミュニケーション技法II 栗原　君江／井上　英子 FF 通年集中 他他 別途

00182401 生活支援技術III 大石　みどり FF 秋学期 土２限(秋)／土３限(秋) 調理室

00182402 生活支援技術III 池田　静香 FF 通年 火１限(春)／火１限(秋) C1-103(入浴実習室)・C1-104(介護実習室)

00182701 介護過程I 山本　満智子 FF 秋学期 水１限(秋)／水２限(秋) B104

00182801 介護過程II 池田　静香 FF 秋学期 火３限(秋)／火４限(秋) B313

00182901 介護過程III 山本　満智子 FF 秋学期 火１限(秋) B103

00183001 介護総合演習I 伊藤　将子／篠崎　良勝 FF 秋学期 木３限(秋) B104
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00183101 介護総合演習II 山本　満智子／戸田　敦夫 FF 通年 木４限(通) G1-202(通)

00183201 介護総合演習III 篠崎　良勝／加藤　幸夫 FF 通年 木４限(通) G1-202(通)

00211801 教職実践演習(中･高) 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 秋学期集中 他　(秋) 別途

00313103 保育の表現理解（音楽） 根岸　孝俊 FF 通年 金４限(通) D207（音楽指導室２）(通)

00212901 音楽入門 三村　則子 FF 通年 金１限(春)／金１限(秋) D203（ピアノ練習室２）

00212902 音楽入門 増崎　靖子 FF 通年 金１限(春)／金１限(秋) D205（ピアノ練習室４）

00212903 音楽入門 根岸　孝俊 FF 通年 金１限(春)／金１限(秋) D207（音楽指導室２）

00212904 音楽入門 平田　博通 FF 通年 金１限(春)／金１限(秋) D209（子ども福祉演習室）

00212905 音楽入門 三村　則子 FF 通年 金２限(春)／金２限(秋) D203

00212906 音楽入門 増崎　靖子 FF 通年 金２限(春)／金２限(秋) D205

00212907 音楽入門 根岸　孝俊 FF 通年 金２限(春)／金２限(秋) D207

00212908 音楽入門 平田　博通 FF 通年 金２限(春)／金２限(秋) D209

00213101 子どもの食と栄養 山本　貴子 FF 秋学期 水１限(秋)／水２限(秋) D101

00313501 子どもの健康と安全 青木　利江子 FF 秋学期 火１限(秋) D101（小児保健演習室）

00213601 保育の心理学II 大内　善広 FF 秋学期 火３限(秋) B104

00214501 保育・教職実践演習 佐野　智子／広瀬　美和／倉田　新 FF 秋学期 金２限(秋) D102

00215501 教育実習（事前及び事後指導を含む） 大内　善広／広瀬　美和 FF 通年 金１限(春)／金１限(秋) B104

00226901 社会福祉応用研究II 森山　拓也 FF 秋学期 金２限(秋) B104

00226902 社会福祉応用研究II 篠崎　良勝 FF 秋学期 火３限(秋) B314

00239002 精神保健福祉援助実習指導I 堀　千鶴子 FF 秋学期 水２限(秋) D208

00239301 精神保健福祉援助実習II 森山　拓也 FF 秋学期集中 他　(秋) 別途

00239501 医療的ケアII 伊藤　将子 FF 秋学期 月４限(秋) B104

00290701 保育実習I(保育所) 倉田　新／広瀬　美和 FF 秋学期集中 他　(秋) 別途

00290801 保育実習I(施設) 所　貞之／佐野　智子 FF その他 他　(他) 別途

00291101 保育実習指導I(保育所) 倉田　新／広瀬　美和 FF 通年 木２限(春)／木２限(秋) D101

00291201 保育実習指導I(施設) 所　貞之／佐野　智子 FF 通年 木２限(春)／木２限(秋) D209

00291301 保育実習指導II(保育所) 広瀬　美和／倉田　新 FF 通年 木３限(春)／木３限(秋) D101

00291401 保育実習指導III(施設) 所　貞之／佐野　智子 FF 通年 木３限(春)／木３限(秋) D209

00299901 精神保健福祉援助実習指導II 堀　千鶴子／森山　拓也 FF 通年 木３限(春)／火４限(秋) D208

00313101 保育の表現理解（音楽） 三村　則子 FF 通年 金４限(通) D203

00313102 保育の表現理解（音楽） 増崎　靖子 FF 通年 金４限(通) D205

00313103 保育の表現理解（音楽） 根岸　孝俊 FF 通年 金４限(通) D207
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00313104 保育の表現理解（音楽） 平田　博通 FF 通年 金４限(通) D209

00313105 保育の表現理解（音楽） 三村　則子 FF 通年 金５限(通) D203

00313106 保育の表現理解（音楽） 増崎　靖子 FF 通年 金５限(通) D205

00313107 保育の表現理解（音楽） 根岸　孝俊 FF 通年 金５限(通) D207

00313108 保育の表現理解（音楽） 平田　博通 FF 通年 金５限(通) D209

00313301 保育の表現理解（体育） 竹内　秀一 FF 秋学期 水４限(秋)／水５限(秋) D210

00315301 レクリエーション活動援助法II 竹内　秀一／尾関　立子 FF 秋学期 火５限(秋) B104

00315401 生活支援技術I 山本　満智子 FF 通年 火２限(秋)／火３限(秋) C1-103(入浴実習室)・C1-104(介護実習室)

00317131 基礎ゼミb 福祉総合学部教員 FF 秋学期 木５限(秋) B103
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00282201 運動学実習 福祉総合学部教員 FR 秋学期 金３限(秋)／金４限(秋)／金５限(秋) C2-401（運動療法学実習室1）

00283202 看護学概論 酒井　朋子 FR 秋学期 木３限(秋) B208

00284601 理学療法評価学実習II 福祉総合学部教員 FR 秋学期 水３限(秋)／水４限(秋) C2-401（運動療法学実習室1）

00284901 運動療法学実習 谷内　幸喜／桑江　豊／大杉　紘徳 FR 秋学期 木３限(秋)／木４限(秋) B209

00285101 日常生活活動学実習 宇山　幸江／窓場　勝之／坂本　昇 FR 秋学期 木１限(秋)／木２限(秋) B208

00285301 骨・関節系理学療法学実習 諸角　一記／原田　恭宏／横井　悠加 FR 秋学期 火３限(秋)／火４限(秋) C2-306（方向分析室）

00286301 徒手技術学 原田　恭宏／桑江　豊 FR 秋学期 木２限(秋) B209

00286501 小児系理学療法学実習 宇山　幸江／坂本　昇 FR 秋学期 金１限(秋)／金２限(秋) C2-401（運動療法学実習室1）

00286601 スポーツ系理学療法学 森藤　武 FR 秋学期 金３限(秋)／金４限(秋) C2-306（方向分析室）

00286701 理学療法学セミナーI 森下　勝行／谷内　幸喜 FR 秋学期 金１限(秋)／金２限(秋) C2-502（理学療法評価学実習室）

00286801 理学療法学セミナーII 谷内　幸喜／桑江　豊 FR 秋学期 水３限(秋)／水４限(秋) B208

00287301 理学療法学総合演習II 福祉総合学部教員 FR 秋学期
月４限(秋)／火１限(秋)／火２限(秋)／火３限(秋)／木３限(秋)／金２限(秋)

B209

00287401 理学療法評価学臨床実習 福祉総合学部教員 FR 秋学期集中 他　(秋) C1-302

00319201 人体の構造演習 森下　勝行 FR 秋学期 月３限(秋)／月４限(秋) B208

00319401 人体の機能演習 烏野　大 FR 秋学期 火１限(秋)／火２限(秋) C1-302（基礎医学実習室）
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00068801 教育実習II 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL 通年集中 他　(通) 別途

00068701 教育実習I(事前及び事後指導を含む) 大塚　正美／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 通年集中 他　(通) 別途

00070501 英語科教育法II 磐崎　弘貞 HK/HL 秋学期 金３限(秋) オンラインで実施に変更

00070601 英語科教育法III 磐崎　弘貞 HK/HL 秋学期 金４限(秋) オンラインで実施に変更

00169501 コミュニケーションの基礎 柴　理子 HK/HL 秋学期 土２限(秋)／土３限(秋) G3-309

00170101 スポーツ科学 柿木　亮／石原　啓次／高橋　光平 HK/HL 通年 月４限(春)／月１限(秋) 体育館

00192307 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 BG/HK/HL 秋学期 水１限(秋) 体育館

00192308 スポーツ科学Ib 石原　啓次／高橋　光平 BG/HK/HL 秋学期 月１限(秋) 体育館

00211801 教職実践演習(中･高) 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 秋学期集中 他　(秋) 別途

00290001 日本語教育実習 林　千賀 HK/HL 通年 月３限(春)／月３限(秋) G3-309
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00050101 博物館実習I 国際人文学部教員 HL 秋学期 金２限(秋) G3-309

00068701 教育実習I(事前及び事後指導を含む) 大塚　正美／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 通年集中 他　(通) 別途

00068801 教育実習II 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL 通年集中 他　(通) 別途

00070301 地理歴史科教育法II 齋野　岳廊 HL 秋学期 火４限(秋) G3-309

00070501 英語科教育法II 磐崎　弘貞 HK/HL 秋学期 金３限(秋) オンラインで実施に変更

00070601 英語科教育法III 磐崎　弘貞 HK/HL 秋学期 金４限(秋) オンラインで実施に変更

00098103 国際文化演習Ⅰ 中川　正臣 HL 通年 月２限(通) G3-309

00169501 コミュニケーションの基礎 柴　理子 HK/HL 秋学期 土２限(秋)／土３限(秋) G3-309

00170101 スポーツ科学 柿木　亮／石原　啓次／高橋　光平 HK/HL 通年 月４限(春)／月１限(秋) 体育館

00192307 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 BG/HK/HL 秋学期 水１限(秋) 体育館

00192308 スポーツ科学Ib 石原　啓次／高橋　光平 BG/HK/HL 秋学期 月１限(秋) 体育館

00211801 教職実践演習(中･高) 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 秋学期集中 他　(秋) 別途

00290001 日本語教育実習 林　千賀 HK/HL 通年 月３限(春)／月３限(秋) G3-309

00311901 韓国語コミュニケーションIIa（話す・聞く） 中川　正臣 HL 秋学期 火３限(秋) G3-309

00311902 韓国語コミュニケーションIIa（話す・聞く） 中川　正臣 HL 秋学期 水５限(秋) G3-309

00312001 韓国語コミュニケーションIIb（書く・読む） 亀井　みどり HL 秋学期 月１限(秋) G3-309

00312002 韓国語コミュニケーションIIb（書く・読む） 亀井　みどり HL 秋学期 火２限(秋) G3-309

00312501 韓国語プロジェクトa 中川　正臣 HL 秋学期 火５限(秋) G3-311
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00106251 臨床薬理学 後藤　武 NS 秋学期 月２限(秋) G2-308

00229901 医用工学概論 大森　直哉 NS 秋学期 月３限(秋) G2-206

00230001 臨床免疫学 後藤　武 NS 秋学期 月５限(秋) G2-206

00231681 成人慢性期看護学実習 和野　千枝子 NS 通年集中 他　(通) 別途

00232501 母性看護学実習 山田　万希子 NS 秋学期集中 他　(秋) 別途

00232901 小児看護学実習 柚山　香世子 NS 秋学期集中 他　(秋) 別途

00233301 精神看護学実習 島村　龍治 NS 秋学期集中 他　(秋) 別途

00235701 総合看護学演習 看護学部教員 NS 通年
月３限(春)／月４限(春)／月５限(春)／金１限(秋)／金２限(秋)／金３限(秋)／金４限(秋)

G2-206

00291701 プロジェクト教育a 大森　直哉 NS 通年 月２限(春)／月４限(秋) G2-206

00291801 プロジェクト教育b 志賀　亮太 NS 通年 月２限(春)／月４限(秋) G2-308

00292601 人体の構造機能b 後藤　茂 NS 秋学期 金４限(秋)／土１限(秋) G2-206

00292801 疾病治療学b 後藤　茂 NS 秋学期 金１限(秋)／土２限(秋) G2-308

00294001 看護方法論b 星野　聡子 NS 秋学期 火３限(秋)／火４限(秋)／火５限(秋) G2-206

00294301 看護方法論e 北田　素子 NS 通年
水３限(春)／水４限(春)／水５限(春)／木１限(秋)／木２限(秋)

G2-206

00294401 基礎看護学実習A 星野　聡子 NS 秋学期集中 他　(秋) 別途

00295201 慢性期クリニカルケア実習 和野　千枝子 NS 秋学期 他　(秋) 別途

00295601 地域包括ケア方法論b 鈴木　明子 NS 秋学期 水５限(秋)／金３限(秋) G2-308

00295901 地域包括ケア実習a 井上　映子 NS 秋学期 他　(秋) 別途

00296001 地域包括ケア実習b 鈴木　明子 NS 秋学期 他　(秋) 別途

00296101 地域包括ケア実習c 大橋　優紀子 NS 秋学期 他　(秋) 別途

00296801 総合看護学演習B 看護学部教員 NS 秋学期
金１限(秋)／金２限(秋)／金３限(秋)／金４限(秋)

G2-308

00296901 健康支援と健康教育 大野　佳子 NS 秋学期 火５限(秋) G2-206

00297301 公衆衛生看護学実習 大橋　優紀子 NS 通年集中 他　(通) 別途

00298101 助産学実習b 清水　清美 NS 秋学期 他　(秋) 別途
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00106701 漢方医学 奥山　恵美／地野　充時／大原　厚祐 PC 秋学期 火１限(秋) B101

00106781 漢方医学 奥山　恵美 PC 秋学期集中 他　(秋) 別途

00107201 薬剤疫学 山村　重雄 PC 秋学期 水１限(秋) B101

00107281 薬剤疫学 山村　重雄 PC 秋学期集中 他　(秋) 別途

00108701 医療薬学系実習II 薬学部教員 PC 秋学期 他　(秋) L201実習室

00132101 生物系実習 薬学部教員 PC 秋学期 他　(秋) L301実習室

00132501 総合演習III 山村　重雄／薬学部教員 PC 秋学期 他　(秋) L201実習室

00133102 薬局機能特論演習 富澤　崇／薬学部教員 PC 通年 他　(通) B101

00210801 卒業研究及び卒業論文 秋元　雅之／長谷川　哲也／松本　かおり PC 通年集中 他　(通) 別途

00210803 卒業研究及び卒業論文 石﨑　幸／中村　洋 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210804 卒業研究及び卒業論文 太田　篤胤／酒井　健介 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210805 卒業研究及び卒業論文 奥山　恵美 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210806 卒業研究及び卒業論文 三浦　剛 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210808 卒業研究及び卒業論文 児玉　庸夫 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210809 卒業研究及び卒業論文 新倉　雄一 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210811 卒業研究及び卒業論文 新垣　知輝 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210813 卒業研究及び卒業論文 小柳　順一／亀井　智代 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210815 卒業研究及び卒業論文 平田　隆弘／北村　昭夫 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210816 卒業研究及び卒業論文 堀江　俊治／田嶋　公人 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210818 卒業研究及び卒業論文 光本　篤史／山崎　研 PC 通年集中 他　(通) 別途

00210820 卒業研究及び卒業論文 関根　利一 PC 通年集中 他　(通) 別途

00211201 専門薬剤師・認定薬剤師特論演習 平田　隆弘／薬学部教員 PC 通年 他　(通) B101

00271401 病院・薬局事前学習 山村　重雄／薬学部教員 PC 通年 他　(通) L201実習室

00271901 病院機能特論演習 平田　隆弘／薬学部教員 PC 通年 他　(通) B101

00272201 ファーマシューティカルケア特論演習 山村　重雄／溝口　優 PC 通年 他　(通) B101

00272401 アドバンスト実務実習 児玉　庸夫／長谷川　哲也／薬学部教員 PC 通年 他　(通) 別途

00316101 薬局・病院実務実習 薬学部教員 PC 通年集中 他　(通) 別途

00068701 教育実習I(事前及び事後指導を含む) 大塚　正美／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 通年集中 他　(通) 別途
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00122601 デジタルデザインI 後岡　喜信 XA 通年 木３限(春)／木３限(秋) B207

00122801 デジタルデザインII 後岡　喜信 XA 秋学期 火２限(秋)／火３限(秋) B207

00123001 パブリッシングデザインI 斉藤　好和 XA 秋学期 水４限(秋)／水５限(秋) B207

00193701 コンテンポラリーアート論 天野　太郎 XA 通年集中 他　(秋) 別途

00194501 ビジネスアプリケーションII 中嶋　正夫 XA 秋学期 木３限(秋)／木４限(秋) C2-105

00196401 スタジオ番組II 島野　義孝／寺本　卓史 XA 秋学期 火１限(秋)／他　(秋) B207

00201401 プロジェクト研究I 島野　義孝 XA 通年
木３限(春)／木４限(春)／水４限(秋)／水５限(秋)

A206

00201402 プロジェクト研究I 斉藤　好和 XA 通年
水４限(春)／水５限(春)／木４限(秋)／木５限(秋)

A棟メディアラボ２

00201404 プロジェクト研究I 中嶋　正夫 XA 通年 火２限(春)／火２限(秋)／火３限(秋) A210

00201405 プロジェクト研究I 後岡　喜信 XA 通年
月４限(春)／月５限(春)／火４限(秋)／火５限(秋)

A棟メディアラボ２

00201406 プロジェクト研究I 戸田　傑 XA 通年
水４限(春)／水５限(春)／火３限(秋)／火４限(秋)

A棟メディアラボ１

00201407 プロジェクト研究I 小波津　美香 XA 通年
水２限(春)／水３限(春)／火２限(秋)／火３限(秋)

A棟メディアラボ２

00201411 プロジェクト研究I 島野　義孝 XA 通年 木３限(春)／木４限(春)／他　(秋) A206

00201412 プロジェクト研究I 斉藤　好和 XA 通年 水４限(春)／水５限(春)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00201414 プロジェクト研究I 中嶋　正夫 XA 通年 火２限(春)／他　(秋) A202

00201415 プロジェクト研究I 後岡　喜信 XA 通年 月４限(春)／月５限(春)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00201416 プロジェクト研究I 戸田　傑 XA 通年 水４限(春)／水５限(春)／他　(秋) A棟メディアラボ１

00201417 プロジェクト研究I 小波津　美香 XA 通年 水２限(春)／水３限(春)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00211801 教職実践演習(中･高) 大塚　正美／岡田　美也子／目時　修 BG/FF/HK/HL/XA 秋学期集中 他　(秋) 別途

00220401 デジタルデザインIII 後岡　喜信 XA 秋学期 木３限(秋) C1-201

00223101 プロジェクト研究II 島野　義孝 XA 通年
火４限(春)／火５限(春)／火３限(秋)／火４限(秋)

A206

00223104 プロジェクト研究II 中嶋　正夫 XA 通年
木３限(春)／木４限(春)／月２限(秋)／月３限(秋)

A202

00223105 プロジェクト研究II 後岡　喜信 XA 通年
火４限(春)／火５限(春)／月４限(秋)／月５限(秋)

A棟メディアラボ２

00223106 プロジェクト研究II 戸田　傑 XA 通年
金２限(春)／金３限(春)／金２限(秋)／金３限(秋)

A棟メディアラボ１

00223107 プロジェクト研究II 小波津　美香 XA 通年
木２限(春)／木３限(春)／木２限(秋)／木３限(秋)

A棟メディアラボ２

00223111 プロジェクト研究II 島野　義孝 XA 通年 水４限(秋)／水５限(秋)／他　(秋) A206

00223112 プロジェクト研究II 斉藤　好和 XA 通年 木４限(秋)／木５限(秋)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00223114 プロジェクト研究II 中嶋　正夫 XA 通年 火２限(秋)／火３限(秋)／他　(秋) A210

00223115 プロジェクト研究II 後岡　喜信 XA 通年 火４限(秋)／火５限(秋)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00223116 プロジェクト研究II 戸田　傑 XA 通年 火３限(秋)／火４限(秋)／他　(秋) A棟メディアラボ１

00223117 プロジェクト研究II 小波津　美香 XA 通年 火２限(秋)／火３限(秋)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00223121 プロジェクト研究II 島野　義孝 XA 通年 火４限(春)／火５限(春)／他　(秋) A206
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00223124 プロジェクト研究II 中嶋　正夫 XA 通年 木３限(春)／木４限(春)／他　(秋) A202

00223125 プロジェクト研究II 後岡　喜信 XA 通年 火４限(春)／火５限(春)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00223126 プロジェクト研究II 戸田　傑 XA 通年 金２限(春)／金３限(春)／他　(秋) A棟メディアラボ１

00223127 プロジェクト研究II 小波津　美香 XA 通年 木２限(春)／木３限(春)／他　(秋) A棟メディアラボ２

00244301 プログラミング 濱田　正彦 XA 通年 土４限(通) B207

00244901 デジタル映像編集 島野　義孝／小波津　美香 XA 通年 木１限(春)／水３限(秋) B207

00245501 アニメーションI 後岡　喜信／劉　茜懿 XA 秋学期 月２限(秋)／他　(秋) A棟メディアラボ２・B207

00248001 基礎ゼミII 中嶋　正夫 XA 通年 月４限(春)／月４限(秋) C1-201

00248002 基礎ゼミII 中嶋　正夫 XA 通年 月４限(春)／他　(秋) 別途

00268101 メディア基礎実習a 有限会社ジャム XA 秋学期 木１限(秋)／木２限(秋) B207

00268201 メディア基礎実習b 戸田　傑／小波津　美香 XA 秋学期 水４限(秋)／水５限(秋) A棟メディアラボ２

00268301 メディア基礎実習c 大浦　克寿 XA 秋学期 月４限(秋)／月５限(秋) B207

00268401 メディア基礎実習d Jiro N.Plutschow／島野　義孝 XA 秋学期 水１限(秋)／水２限(秋) C1-201

00268901 イラストレーション 斉藤　好和 XA 秋学期 火４限(秋)／火５限(秋) B207

00269101 メディアデザインII 戸田　傑／小波津　美香／島野　義孝 XA 通年
木４限(春)／木５限(春)／木４限(秋)／木５限(秋)

B207

00275201 映像制作c 有限会社ジャム XA 通年 土１限(通)／土２限(通) A206

00307401 パブリッシングデザイン 斉藤　好和 XA 秋学期 水４限(秋)／水５限(秋) B207

00328201 デジタルアプリケーションII 中嶋　正夫 XA 秋学期 木３限(秋)／木４限(秋) C2-105

00275402 メディアプロジェクトa ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00275403 メディアプロジェクトa ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00275502 メディアプロジェクトb ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00275503 メディアプロジェクトb ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00275602 メディアプロジェクトc ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00275603 メディアプロジェクトc ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00275702 メディアプロジェクトd ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00275703 メディアプロジェクトd ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00275802 メディアプロジェクトe ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00275803 メディアプロジェクトe ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00275902 メディアプロジェクトf ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00275903 メディアプロジェクトf ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00274601 制作演習a ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00274602 制作演習a ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途
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00274701 制作演習b ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00274702 制作演習b ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00274801 制作演習c ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00274802 制作演習c ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

00274901 制作演習d ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 通年集中 別途

00274902 制作演習d ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 XA 秋学期集中 別途

メディアプロジェクト メディアプロジェクト　フィルム技法 佐藤　克則／上野彰吾/ XA 秋集中 別途 別途

メディアプロジェクト 特殊メイク・特殊造形 ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝｽﾞ XA 通年集中 別途 別途

メディアプロジェクト ドキュメンタリープロジェクト 竹藤　佳世 XA 通年集中 別途 別途

メディアプロジェクト エイベックスストリート検定対策講座（HIPHOP) MANABU XA 通年 月２限(秋) 別途

メディアプロジェクト K-POPダンス MEG XA 通年 水３限(通) 別途

メディアプロジェクト 日本舞踊 飛鳥左近 XA 秋学期 水４限(秋)／水５限(秋) 別途

メディアプロジェクト 舞台空間造形 桜井　久美子 XA 秋学期 水１限(秋)／水２限(秋) 別途

メディアプロジェクト ヴォーカルステージング Clyde W. Williams XA 通年 金４限(通) 別途

メディアプロジェクト ストリーミングコンテンツ制作寺本　卓史／原田　輝俊 XA 秋学期 金５限(秋) 別途

メディアプロジェクト 現代演芸B（身体表現基礎演習） 斉藤たいき XA 秋学期 火３限(秋)／火４限(秋) 別途

メディアプロジェクト 映画クリエイター育成プロジェクト 掛尾　良夫／北川　篤也／金田　克美 XA 通年集中 水５限／他 別途

メディアプロジェクト

メディアプロジェクトプロ

ジェクトプロジェクト＃

N2：『魅力のまち映像制作-

東金CM制作』

佐藤克則 XA

通年集中

別途

別途

メディアプロジェクト

メディアプロジェクトプロ

ジェクト＃N3：『魅力のま

ち映像制作-調布CM制作』

佐藤克則／及川　善弘 XA

通年集中

別途

別途

制作演習 制作演習b(舞台演技） 伊勢　直弘 XA 秋学期 月１限(秋)／月２限(秋) 別途

制作演習 制作演習ｄ　(演劇制作） 望月　純吉　渡辺　徹 XA 秋学期 月３限(秋)／月４限(秋) 別途

制作演習 制作演習ｄ TOMOMI XA 秋学期 月４限(秋)／月５限(秋) 別途

制作演習 制作演習d（音楽ﾗｲﾌﾞ制作Ⅱ） 滝口　幸子 他 XA 秋学期 火４限(秋)／火５限(秋) 別途

制作演習 制作演習b（ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ技術） 都留　教博 XA 通年 木３限(通) 別途

制作演習 制作演習d（ｻｳﾝﾄﾞ技術Ⅱ） 大野　映彦 XA 秋学期 月４限(秋)／月５限(秋) 別途

制作演習 制作演習b（企画・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 白川　洋次郎 XA 秋学期 金２限(秋)／金３限(秋) 別途

制作演習 制作演習d1（ビｼﾞﾈｽ演習2） 星野　卓也／中尾　玲一 XA 秋学期 木４限(秋)／木５限(秋)／他 別途
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制作演習 制作演習d2（ﾈｯﾄﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾃﾝﾂ） 寺本　卓史 XA 秋学期 水５限(秋)／水６限(秋) 別途

制作演習 制作演習a（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ） 滝浪　佑紀 XA 秋学期 火３限(秋)／火４限(秋) 別途

制作演習 制作演習d（ﾓｰｼｮﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ） 五島　一浩 XA 秋学期 金２限(秋)／金３限(秋) 別途

制作演習 制作演習C（PV CM） 金田　克美／佐藤　克則 XA 秋学期 水１限(秋)／水２限(秋) 別途

制作演習 制作演習b(ステージデザインⅡ) 中川　晃／島田　雄峰／小瀬　高夫 XA 秋学期 月４限(秋)／月５限(秋) 別途

制作演習 制作演習b（アフレコ） 長崎行男 XA 秋学期 水４限(秋)／水５限(秋) 別途
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