
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

月曜日 １時限 短大 1 人間行動と社会/人間関係概論 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

月曜日 １時限 短大 2 日本国憲法 神谷　和孝 その他 8月18日（木） 10:00～12:30 研究室 研究室で質問を受け付ける（10:00～12:30)

月曜日 １時限 教養 1・2・3・4 美術 廣瀬　敏史 対面(授業形式等) 8月15日（月） １限 研究室 研究室で質問対応を行う。

月曜日 １時限 教養 1・2・3・4 音楽 菅野　道雄 対面(授業形式等) 8月15日（月） 1 西131 講義内容を補足する講義

月曜日 １時限 教養 1・2・3・4 日本国憲法/暮らしのなかの憲法 荻野　太司 レポート･課題 8月15日（月） 1 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。

月曜日 １時限 教養 1・2・3・4 体育講義/スポーツの科学 馬場　崇豪 レポート･課題 8月15日（月）
お昼休み時

間
研究室 課題レポートの提出

月曜日 １時限 教養 1・2・3・4 体育講義 新美　尚行 レポート･課題 8月15日（月）
実施内容参

照
提出は5号館2F

新美研究室

オリンピックについて調べ学習を行い、スポーツへ
の理解を深める。
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。

月曜日 １時限 自己設計 1 教育心理学 川嶋　健太郎 その他 8月16日（火） 1～4 6F川嶋研究室 プリント配布と質問受付

月曜日 １時限 総合福祉 1 現代社会と福祉Ⅰ/社会福祉概論 植木　是 レポート･課題 8月15日（月） 午前 研究室
テキスト理解を踏まえて、国試or実践的な問いを設
定します。⇒課題・レポートを提出すること。

月曜日 １時限 総合福祉 2 異文化コミュニケーション 富田　理恵 その他 8月15日（月） 1 富田研究室 研究室で質問対応を行う。

月曜日 １時限 総合福祉 2 精神保健福祉制度論 武藤　麻美 その他 8月16日（火） 4限 東519 (研究室) 研究室で質問対応を行う

月曜日 １時限 総合福祉 3 医用機器安全管理学 梶原　志保子 対面(授業形式等) 8月15日（月） １時限 東311 学生からの質問等に適宜対応する

月曜日 １・２・３時限 管理栄養 2 一般検査学実習 加藤　洋介 対面(授業形式等) 8月15日（月） 2時限のみ 研究室
研究室にて質問対応を行い、実習内容の理解度を
深める。

月曜日 １時限 管理栄養 3 食教育指導論 平光　美津子 レポート･課題 8月15日（月） 1時限
提出先：平光研

究室
詳細は授業中に説明します。

月/火/水曜日 １・２/３/３・４時限 心理 3 シミュレーションⅣ(重症外傷者) 甲田　智之 その他 8月18日（木） 2
東キャンパス

650
実技指導

月曜日 １時限 心理 4 卒業論文 中井　宏 その他 8月15日（月） 午前中 研究室 卒業論文に関する相談を研究室にて受け付ける

月曜日 １時限 子ども発達 3 外国語活動の実践 下内　充 対面(授業形式等) 8月15日（月） 1 633
日英語の音声を比較して効率的に英語を指導でき
るように英語の発音練習する。

月曜日 ２時限 短大 1 スポーツ実践 小林　和典 対面(授業形式等) 8月16日（火） 3限目 小林研究室 トレーニングに関する個別指導（質疑応答）

月曜日 ２時限 ◎ 短大 1 スポーツ実践 磯辺　和正 レポート･課題 8月15日（月） ２時限
東体育館研究

室
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾄﾛｰｸの打法を調べ、ﾚﾎﾟｰトにて理解を深め
る

課題配布は最終授業

月曜日 ２時限 ◎ 短大 1 スポーツ実践 馬場　崇豪 レポート･課題 8月15日（月）
お昼休み時

間
研究室 課題レポートの提出

月曜日 ２時限 短大 1 英語Ⅰ 富田　理恵 その他 8月15日（月） 2 富田研究室 研究室で質問対応を行う。

月曜日 ２時限 短大 2 国語① 木戸　久二子 対面(授業形式等) 8月15日（月） ２時限 西732
定期試験問題の解説、漢字テスト不合格者への個
別指導

月曜日 ２時限 短大 2 社会的養護内容② 川﨑　億子 レポート･課題 8月15日（月） 2時限 西782 定期試験範囲の復習

月曜日 ２時限 教養 1 コンピュータリテラシーⅠ/情報処理A 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

月曜日 ２時限 教養 1・2・3・4 経済学 白木　由香 レポート･課題 8月15日（月） 8/8・8/15 東6F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。8/8配布，8/15提出〆切

月曜日 ２時限 教養 1・2・3・4 社会と福祉 植木　是 レポート･課題 8月15日（月） 午前 研究室
テキスト理解を踏まえて、実践的な問いを設定しま
す。⇒課題・レポートを提出すること。

月曜日 ２時限 ◎ 教養 1・2・3・4 体育実技A 磯辺　和正 レポート･課題 8月15日（月） ２時限
東体育館研究

室
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾄﾛｰｸの打法を調べ、ﾚﾎﾟｰトにて理解を深め
る

課題配布は最終授業

月曜日 ２時限 ◎ 教養 1・2・3・4 体育実技A 馬場　崇豪 レポート･課題 8月15日（月）
お昼休み時

間
研究室 課題レポートの提出
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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

月曜日 ２時限 教養 1・2・3・4 韓国の言語と文化 李　瑛美 レポート･課題 8月15日（月）
7月25日配付
8月15日提出

教務課

韓国語のハングル表の子音と母音を組み合わせハ
ングル表を完成させる。下に発音記号を書く。
課題の用紙は7月25日最終の授業に配付し、お知
らせする。
できたレポートは8月15日に教務課に提出する。

月曜日 ２時限 自己設計 3 栄養士課題研究Ⅰ 長屋　紀美江 レポート･課題 8月15日（月） ２時限
7号館7階研究

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

月曜日 ２時限 自由 3 社会科･公民科指導法Ⅳ 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

月曜日 ２時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術論Ⅰ 田中　幸作 レポート･課題 実施内容参照
実施内容参

照
研究室

レポート課題は8月8日(月）2限目に田中（研究室）に
取りに来てください。提出日；8月18日（木）15時ま
で。提出は、田中（研究室）に直接持参してくださ
い。

月曜日 ２時限 総合福祉 2 医用システム･制御工学 服部　真澄 対面(授業形式等) 8月15日（月） 2限 東452 最適化手法とシステムの信頼性の復習

月曜日 ２時限 総合福祉 3 臨床医学総論Ⅰ 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

月曜日 ２時限 食健康栄養 4 卒業研究 木村　孝子 その他 8月15日（月） 2 実施内容参照 各ゼミ担当より指示

月曜日 ２時限 心理 2 救急処置各論 廣崎　英和 対面(授業形式等) 8月15日（月） 2時限 東２０３ 定期試験で間違いの多い分野を解説する

月曜日 ２時限 子ども発達 2 教科図画工作演習/保育表現技術Ⅲ(造形表現) 廣瀬　敏史 対面(授業形式等) 8月15日（月） 2限 研究室 作品の講評、助言を行う

月曜日 ３時限 短大 1 情報処理① 藤井　康寿 レポート･課題 8月19日（金）
実施内容参

照
実施内容参照

教科書p.118の問題16を行い，ファイル名を付けて，
実施日までにアップロードする。

ファイル名は，「学籍番号
下２桁　氏名　学習強化」と
する。例：”01 東海太郎
学習強化”

月曜日 ３時限 短大 1 保育内容の指導法･環境② 二橋　香代子 レポート･課題 8月18日（木） 15時 二橋研究室
豊かな経験を育むための保育者の役割について、
課題プリントをすることで理解を深める

（配付日）8月12日二橋研
究室にて。

月曜日 ３時限 短大 2 保育内容の指導法･表現Ⅰ① 横山　真理 レポート･課題 8月19日（金）
実施内容参

照
研究室

課題プリントに取り組む。8/1に741教室で課題プリ
ントを配布。8/19までにに横山研究室に提出。

月曜日 ３時限 短大 2 保育内容の指導法･表現Ⅱ② 浅野　秀男 その他 8月15日（月） 3限 美術室 保育造形教材の研究（あそびの造形）

月曜日 ３時限 教養 1 国語表現 藤垣　和博 対面(授業形式等) 8月15日（月） ３時限 404
定期試験の文章表現に関する問題についての復習
を行う。

月曜日 ３時限 教養 1・2・3・4 哲学･思想 小椋　宗一郎 その他 8月19日（金） ３～４ 東606研究室 試験解答の確認と文章指導

月曜日 ３時限 教養 1・2・3・4 体育実技A 磯辺　和正 レポート･課題 8月15日（月） ３時限
東体育館研究

室
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾄﾛｰｸの打法を調べ、ﾚﾎﾟｰトにて理解を深め
る

課題配布は最終授業

月曜日 ３時限 総合福祉 1 社会学概論 遠藤　雅子 レポート･課題 8月15日（月） 4 図書館コモンズ
情報化、グローバル化に関するディスカッションを行
う。

通常３時限目ですが４年生
の補講の都合で4時限めに
実施します。

月曜日 ３時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術演習Ⅰ 武藤　麻美 その他 8月16日（火） 4限 東519 (研究室) 研究室で質問対応を行う

月曜日 ３時限 総合福祉 2 医用機器学概論 木島　均 レポート･課題 8月15日（月） 3 メールで提出
科目の中で興味を持った項目について深く掘り下
げ、レポートＡ４一枚を提出する(学生に詳細内容配
布済み）。

月曜日 ３時限 総合福祉 3 生体計測装置学Ⅱ 服部　真澄 対面(授業形式等) 8月15日（月） 3限 東311 定期試験分野の復習

月曜日 ３時限 総合福祉 3 精神障害リハビリテーション学Ⅰ 大倉　高志 その他 8月15日（月） 3 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。

月曜日 ３時限 総合福祉 4 スポーツ医学Ⅱ 伊藤　太一 レポート･課題 8月15日（月）
15～17日配
布：26日迄提

出

伊藤研究室西
212

課題実施から障害者への指導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。

月曜日 ３・４時限 管理栄養 3 栄養教育論実習② 平光　美津子 レポート･課題 8月15日（月） 3時限
提出先：平光研

究室
詳細は授業中に説明します。

月/金曜日 ３・４/３時限 心理 1 救急救助実習 橋本　英之 対面(授業形式等) 8月19日（金） 3 東650 授業内容の復習

20160802現在



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

月曜日 ３・４時限 心理 2 心理学実験実習Ⅰ 安達　悠子 その他 8月15日（月） 3 601・630

心理学の研究レポートの書き方について理解を深
める。レポートの書き方などで質問がある場合は，
該当レポートを持参した上でテーマ担当教員の研究
室に来ること。

月曜日 ３時限 心理 3 失語症学Ⅳ 上田　正子 レポート･課題 8月15日（月） 3 メールで提出
7月25日（月）に課題を指示。8月15日（月）17:00まで
にレポート提出。

月曜日 ３時限 心理/子ども発達 1 日本語概論A 木戸　久二子 対面(授業形式等) 8月15日（月） ３時限 東209 定期試験問題の解説

月曜日 ３時限 子ども発達 2 知的障害児教育論Ⅰ 杉山　章 対面(授業形式等) 8月15日（月） 3限 452
前期授業内容を補完する資料を用い討論・対話す
る

月曜日 ３時限 子ども発達 3 理科指導法 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

月曜日 ３時限 子ども発達 4 卒業論文 中尾　正彦 その他 8月15日（月） 3時限 中尾研究室 進捗状況及び今後の計画の確認

月曜日 ４時限 短大 1 情報処理② 藤井　康寿 レポート･課題 8月19日（金）
実施内容参

照
実施内容参照

教科書p.118の問題16を行い，ファイル名を付けて，
実施日までにアップロードする。

ファイル名は，「学籍番号
下２桁　氏名　学習強化」と
する。例：”01 東海太郎
学習強化”

月曜日 ４時限 短大 1 保育内容の指導法･環境① 二橋　香代子 レポート･課題 8月18日（木） 15時 二橋研究室
豊かな経験を育むための保育者の役割について、
課題プリントをすることで理解を深める

（配付日）8月12日二橋研
究室にて。

月曜日 ４時限 短大 2 保育内容の指導法･表現Ⅰ② 横山　真理 レポート･課題 8月19日（金）
実施内容参

照
研究室

課題プリントに取り組む。8/1に741教室で課題プリ
ントを配布。8/19までにに横山研究室に提出。

月曜日 ４時限 教養 1・2・3・4 歴史学/日本の歴史 富田　理恵 その他 8月15日（月） 4 富田研究室 研究室で質問対応を行う。

月曜日 ４時限 自己設計 3 教育経営論 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

月曜日 ４・５時限 総合福祉 1 システム情報処理実習 佐藤　尊範 その他 8月15日（月） 4限から6限 佐藤研究室 授業全15回の総復習を自身で行うこと。
小休止，昼食休み以外途
中入退室不可。

月曜日 ４・５時限 総合福祉 2 基礎医学実習 服部　知彦 対面(授業形式等) 8月15日（月） 4・5限 西221 学生からの質問等に適宜対応する

月曜日 ４時限 総合福祉 3 社会福祉施設経営論 植木　是 レポート･課題 8月15日（月） 午前 研究室
テキスト理解を踏まえて、国試or実践的な問いを設
定します。⇒課題・レポートを提出すること。

月曜日 ４時限 総合福祉 3 生体物性工学 小田　俊郎 その他 8月15日（月） 4 東311 ノート整理、前期を振り返って

月曜日 ４・５時限 管理栄養 2 生化学実験 安田　邦彦 レポート･課題 8月15日（月） ４時限 研究室 課題に対するレポート提出

月曜日 ４時限 心理 1 言語発達障害学Ⅰ 松森　久美子 レポート･課題 8月15日（月） 午前 604
試験時に課題を指示するので、レポートを提出する
こと。試験の質問も受け付けます。

月曜日 ４時限 子ども発達 3 保育･教育相談支援/教育相談 中尾　正彦 レポート･課題 8月15日（月） 4時限（配布） 635教室 提出は8月16日（火）17時までに中尾研究室へ

月曜日 ４時限 子ども発達 4 卒業論文 廣瀬　敏史 対面(授業形式等) 8月15日（月） 4限 研究室 研究室で質問対応を行う

月曜日 ５時限 自己設計 4 福祉特殊講義Ⅰ 田中　幸作 その他 8月18日（木） 2限目 研究室
質問があれば受け付けますので、左記の実施日・
時限に研究室に来てください。

月曜日 ５時限 管理栄養 3 臨床栄養活動論 長屋　紀美江 レポート･課題 8月15日（月） ５時限
7号館7階研究

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

月曜日 ５時限 心理 4 心理学課題研究Ⅰ 内田　裕之 その他 8月15日（月） 5限目 研究室 研究室で質問対応を行う。

月曜日 ５時限 子ども発達 2 保育実習指導Ⅰ 杉山　章 対面(授業形式等) 8月15日（月） 5限 311
前期授業内容を補完する資料を用い討論・対話す
る

月曜日 ６時限 心理 4 卒業論文 宮本　邦雄 レポート･課題 8月19日（金） 1、2、5限
宮本研究室

(623）
序論の作成
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