
平成２８年度　前期　学習強化週間プログラム

曜日 時限 合同 時間割 学年 講義名称 代表教員 実施方法 実施日 実施時限 場所 実施内容 備考

金曜日 １時限 短大 1 インクルーシブ 杉山　章 対面(授業形式等) 8月19日（金） １限 741
前期授業内容を補完する資料を用い討論・対話す
る

金曜日 １時限 短大 2 チャイルドスポーツ 新美　尚行 レポート･課題 8月19日（金）
実施内容参

照
提出は5号館2F

新美研究室

授業で行ったスポーツについて調べ学習を行い、自
らの指導に生かす。
配布日：第15回最終授業日
提出日：8月19日（金）17：00まで

詳しいレポート内容は配布
時に説明する。

金曜日 １時限 教養 1 コンピュータリテラシーⅠ 安藤　雅夫 レポート･課題 8月15日（月） １〜４ 安藤研究室 研究室で質問対応を行う

金曜日 １時限 ◎ 総合福祉 1 心理学概論 小河　妙子 レポート･課題 8月19日（金） 10時～11時 小河研究室
レポート課題（講義内容の復習・発展）。7/29講義で
アナウンスする。

金曜日 １時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術論Ⅱ 田中　幸作 対面(授業形式等) 8月19日（金） 1限目 西221 定期試験の解説等を行います。

金曜日 １・２時限 管理栄養 1 基礎調理学実習② 木村　孝子 レポート･課題 8月19日（金） 2
木村・中出研究

室
課題プリントを配布するので課題プリントで理解を
深める

金曜日 １・２時限 管理栄養 2 微生物学 山﨑　智拡 その他 8月19日（金） 1.2 山崎研究室 研究室で質問対応を行う

金曜日 １・２・３時限 管理栄養 3 免疫検査学実習① 守川　耕平 レポート･課題 8月19日（金） 2限目のみ 守川研究室 研究室で質問対応を行う

金曜日 １・２・３時限 管理栄養 3 給食経営管理実習② 小西　文子 対面(授業形式等) 8月19日（金） １・2 317 学内実習のまとめをレポートにして理解を深める

金曜日 １時限 ◎ 心理 1 心理学概論A 小河　妙子 レポート･課題 8月19日（金） 10時～11時 小河研究室
レポート課題（講義内容の復習・発展）。7/29講義で
アナウンスする。

金曜日 １・２時限 心理 3 外科学Ⅰ 橋本　英之 対面(授業形式等) 8月19日（金） 2 東311 国家試験問題を解きながら理解を深める

金曜日 １時限 子ども発達 1 道徳教育論 酒井　宏明 対面(授業形式等) 8月19日（金） 1 西723 道徳授業の指導案づくりの力量をさらに高める。

金曜日 ２時限 短大 1 教育･学校と社会 白山　眞澄 対面(授業形式等) 8月19日（金） 2限 722
学校と社会の課題について論点を整理し理解を深
める

金曜日 ２時限 短大 2 幼児理解 田中　ヒロ江 対面(授業形式等) 8月19日（金） 2 西　７２１ ・授業内容の大切なところの復習

金曜日 ２時限 教養 1・2 基礎英語A 濱田　美佐子 レポート･課題 8月15日（月） １限 濱田研究室 課題；詳細は口頭で解説

金曜日 ２時限 総合福祉 1 障害者福祉論Ⅰ 大倉　高志 その他 8月19日（金） 2 研究室 学生からの質問に応じ、重点的に解説する。 追試験該当者は除く。

金曜日 ２時限 総合福祉 2 関係法規 荻野　太司 レポート･課題 8月19日（金） ２時限 メールで提出
課題の配布は授業の最終日に行う。提出期限は左
記の実施日まで

提出、返却はメールで行
う。

金曜日 ２時限 総合福祉 2 社会福祉原論 田中　幸作 対面(授業形式等) 8月19日（金） 2限目 西221 定期試験の解説等を行います。

金曜日 ２時限 心理 1 解剖学Ⅱ 畑　伸秀 レポート･課題 8月19日（金） ２限 研究室 課題プリントを配布し、理解度を深める

金曜日 ２時限 心理 2 公衆衛生学 中出　麻紀子 その他 8月19日（金） ２時限
西7号館8階　木
村・中出研究室

研究室で質問対応を行う。

金曜日 ２時限 心理 2 構音障害Ⅱ 柳原　由起 レポート･課題 8月15日（月） 午後 東604 試験時に課題を配布します。指定日に提出のこと。

金曜日 ２時限 心理 4 哲学概論 小椋　宗一郎 その他 8月19日（金） 2 東606研究室 試験解答の確認と文章指導

金曜日 ２時限 子ども発達 1 教科器楽Ⅰ 紙屋　信義 レポート･課題 8月19日（金） ２時限 西134 ピアノ実技課題（バイエル、弾き歌い）

金曜日 ２時限 子ども発達 2 総合学習論/子ども学概論 酒井　宏明 対面(授業形式等) 8月19日（金） 2 西723
総合的な学習の時間の授業展開について、さまざ
まな方法を確認する。

金曜日 ２時限 子ども発達 3 聴覚･言語障害児教育総論 川﨑　億子 レポート･課題 8月19日（金） 2時限 東209 定期試験範囲の復習

金曜日 ３時限 短大 1 社会福祉 長瀬　啓子 レポート･課題 8月19日（金） 3 東520 課題プリントと模範解答を配布

金曜日 ３時限 短大 2 国語② 木戸　久二子 対面(授業形式等) 8月19日（金） ３時限 西731
定期試験問題の解説、漢字テスト不合格者への個
別指導

金曜日 ３時限 短大 2 社会的養護内容① 川﨑　億子 レポート･課題 8月19日（金） 3時限 西741 定期試験範囲の復習

金曜日 ３時限 教養 1・2 基礎英語A 濱田　美佐子 レポート･課題 8月15日（月） １限 濱田研究室 課題；詳細は口頭で解説

金曜日 ３時限 教養 1・2・3・4 生物学/身近な生物学 山澤　広之 レポート･課題 8月19日（金） 5限
山澤研

（西1号館4F)
定期テスト時に課題プリントを配布

金曜日 ３時限 教養 1・2・3・4 言語学 下内　充 対面(授業形式等) 8月19日（金） 3 202 前期小テストの解答、解説。

金曜日 ３時限 自己設計 4 精神保健福祉特殊講義Ⅰ 大倉　高志 その他 8月19日（金） 3 研究室 学生からの質問に応じ、重点的に解説する。

金曜日 ３・４時限 総合福祉 2 生活支援技術Ⅲ 遠藤　幸子 レポート･課題 8月19日（金） 3 研究室 課題プリント配布　質問を受け付ける

金曜日 ３時限 総合福祉 2 呼吸療法装置学 服部　知彦 対面(授業形式等) 8月19日（金） ３時限 西723 学生からの質問等に適宜対応する
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金曜日 ３時限 総合福祉 3 社会福祉実習指導Ⅱ 田中　幸作 その他 8月19日（金） 3限目 研究室
質問等があれば、左記の実施日・時限に受け付け
ますので、研究室に来てください。

金曜日 ３時限 総合福祉 3 血液浄化療法装置学 伊藤　太一 レポート･課題 8月17日（水）
17～19日配
布：26日迄提

出

伊藤研究室西
212

課題実施から国試に必要とする知識を深める
既に予定が入り課題の受
け取り、提出が困難な場合
には申し出ること。

金曜日 ３時限 総合福祉/管理栄養 1 健康福祉概論 五藤　泰子 レポート･課題 実施内容参照
実施内容参

照
提出場所：五藤

研究室

課題プリントを配付するため、課題プリントをするこ
とで理解を深める。 配布日：8月5日（金）　　提出
日：8月19日（金）

金曜日 ３時限 管理栄養 2 公衆衛生学/公衆衛生学Ⅰ 中出　麻紀子 その他 8月19日（金） ３時限
西7号館8階　木
村・中出研究室

研究室で質問対応を行う。

金曜日 ３時限 子ども発達 1 教育原理/教育本質論 大蔵　真由美 対面(授業形式等) 8月19日（金） 3 東635
幼稚園採用試験問題及び教員採用試験問題の中
から講義内容に関連する分野の問題を解いて理解
を深める。

金曜日 ３時限 子ども発達 2 教育課程論 國枝　徹朗 その他 8月17日（水）
実施内容参

照
研究室 8/17(水)の一日、研究室で質問を受け付ける

金曜日 ３時限 子ども発達 3 保育指導法(保育と環境) 二橋　香代子 対面(授業形式等) 8月19日（金） ３時間目 東４１４
環境を通して保育するということについてもう一度復
習し、理解を深める。

金曜日 ４時限 短大 2 子ども医療(健康) 高岡　光江 レポート･課題 8月19日（金） ４時限
６号館２階高岡

研究室
課題を通して，自分自身が大切にしたいことを明確
にし，今後に役立てます。

詳細については，7/22にお
知らせします。

金曜日 ４時限 短大 2 子ども人格心理学 宮本　邦雄 レポート･課題 8月19日（金） 3、4、5限
宮本研究室

(623）
講義内容の重要項目を説明する課題

金曜日 ４時限 教養 1・2・3・4 文学 濱田　美佐子 レポート･課題 8月15日（月） １限 濱田研究室 課題；詳細は口頭で解説

金曜日 ４時限 自己設計 2 教育課程論 國枝　徹朗 その他 8月17日（水）
実施内容参

照
研究室 8/17(水)の一日、研究室で質問を受け付ける

金曜日 ４時限 自由 1 レクリエーション論 桑原　信治 その他 8月19日（金） ４限 桑原研究室
レクリエーション支援等について、分からない所の
質疑応答。

金曜日 ４時限 総合福祉 3 臨床医学総論Ⅱ 田中　英子 対面(授業形式等) 8月19日（金） 2限 東311 前期授業分のまとめを行う

金曜日 ４時限 管理栄養 1 調理学 木村　孝子 レポート･課題 8月19日（金） 4
木村・中出研究

室
課題プリントを配布するので課題プリントで理解を
深める

金曜日 ４時限 管理栄養 2 栄養教育論 平光　美津子 レポート･課題 8月19日（金） 4時限
提出先：平光研

究室
詳細は授業中に説明します。

金曜日 ４・５時限 管理栄養 3 核医学検査学(実習を含む) 服部　真澄 対面(授業形式等) 8月19日（金） 4限 西722 定期試験分野の復習

金曜日 ４時限 食健康栄養 4 国際調理論 五藤　泰子 レポート･課題 実施内容参照
実施内容参

照
提出場所：五藤

研究室

課題プリントを配付するため、課題プリントをするこ
とで理解を深める。 配布日：8月5日（金）　　提出
日：8月19日（金）

金曜日 ４時限 心理 3 産婦人科学 山下　貢 レポート･課題 8月15日（月） 午前中 東514 課題を渡すので、受け取りに来ること

金曜日 ４時限 心理 4 卒業論文 内田　裕之 その他 8月19日（金） 4限 研究室 研究室で質問対応を行う。

金曜日 ４時限 子ども発達 3 国語科指導法 藤垣　和博 対面(授業形式等) 8月19日（金） ４時限 405
授業で作成した指導案の具体的な発問について
ディスカッションを行う。

金曜日 ４時限 子ども発達 4 卒業論文 菅野　道雄 対面(授業形式等) 8月19日（金） 4 651 個別指導

金曜日 ４時限 子ども発達 4 卒業論文 川﨑　億子 対面(授業形式等) 8月19日（金） 4時限 東355 卒業論文指導

金曜日 ４時限 子ども発達 4 卒業論文 安藤　雅夫 レポート･課題 8月15日（月） １〜４ 安藤研究室 研究室で質問対応を行う

金曜日 ４時限 子ども発達 4 卒業論文 長瀬　啓子 その他 8月19日（金） 4 東518 課題についてメール添付で提出
質問がある場合は来室の
こと

金曜日 ５時限 教養 1・2・3・4 生物学 山澤　広之 レポート･課題 8月19日（金） 5限
山澤研

（西1号館4F)
定期テスト時に課題プリントを配布
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金曜日 ５時限 自由 1 社会学 山田　隆 レポート･課題 実施内容参照
実施内容参

照
東・山田研究室

指定する書籍を読んでレポートする。詳細は授業の
最終回に指示する。

金曜日 ５時限 管理栄養 2 応用栄養学Ⅰ 木村　孝子 レポート･課題 8月19日（金） 5
木村・中出研究

室
課題プリントを配布するので課題プリントで理解を
深める

金曜日 ５時限 食健康栄養 4 フードコーディネート論 五藤　泰子 レポート･課題 実施内容参照
実施内容参

照
提出場所：五藤

研究室

課題プリントを配付するため、課題プリントをするこ
とで理解を深める。
配布日：8月5日（金）
提出日：8月19日（金）

金曜日 ５時限 心理/子ども発達 3 言語生活論 木戸　久二子 対面(授業形式等) 8月19日（金） ５時限 東451 定期試験問題の解説

20160725現在


