
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

木曜日 １時限 短大 1 幼児音楽Ⅰ 内田　恵美子 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　8/4配布　8/19までに研究
室に提出

木曜日 １時限 教養 3・4 インターンシップA/インターンシップ 白木　由香 レポート･課題 8月18日（木） 8/11・8/18 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。8/11配布，8/18提出〆切

木曜日 １時限 自己設計 4 教職特殊講義Ⅳ 中尾　正彦 その他 8月18日（木） 1時限 中尾研究室 教員採用二次試験対策

木曜日 １時限 総合福祉 1 社会福祉援助技術総論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

木曜日 １時限 総合福祉 1 解剖学Ⅰ 服部　真澄 対面(授業形式等) 8月18日（木） 1限 西722 循環器系分野の復習

木曜日 １時限 総合福祉 2 認知症の理解Ⅱ 齋藤　代彦 対面(授業形式等) 8月18日（木） 1 西721 認知症の理解に関するディスカッションを行います。

木曜日 １時限 総合福祉 2 医用材料工学 服部　知彦 対面(授業形式等) 8月18日（木） １時限 東451 学生からの質問等に適宜対応する

木曜日 １・２時限 総合福祉 3 生活支援技術Ⅴ 遠藤　幸子 レポート･課題 8月18日（木） 1 研究室 課題プリント配布　質問を受け付ける

木曜日 １時限 総合福祉 3 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 大倉　高志 その他 8月18日（木） 1 研究室 学生からの質問に応じ、重点的に解説する。

木曜日 １・２時限 管理栄養 1 基礎調理学実習① 木村　孝子 レポート･課題 8月18日（木） 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

木曜日 １時限 管理栄養 2 血液学 守川　耕平 レポート･課題 8月18日（木） 2限目 守川研究室 研究室で質問対応を行う

木曜日 １・２時限 管理栄養 3 解剖生理学実習 畑　伸秀 レポート･課題 8月18日（木） １限 研究室 課題プリントを配布し、理解度を深める

木曜日 １時限 心理 1 心理測定法Ⅰ/心理学研究法Ⅰ 安達　悠子 レポート･課題 8月15日（月） 1 601
レポートを課す。課題内容は8/15（月）1限に掲示す
る。8/19（金）13:30までに掲示に指定された方法で
提出すること。

木曜日 １・２・３時限 心理 2 内科学Ⅱ 甲田　智之 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3・4 甲田研究室 質疑応答等

木曜日 １時限 心理 2 臨床心理学Ⅰ 内田　裕之 対面(授業形式等) 8月18日（木） 1限 520 今まで配布した資料の再説明

木曜日 １時限 子ども発達 1 教職概論 大蔵　真由美 対面(授業形式等) 8月18日（木） 1 東210
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。

木曜日 １時限 子ども発達 3 社会科指導法 水谷　学 対面(授業形式等) 8月18日（木） 1 東452 学習指導案作成の基本について理解を深める

木曜日 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） 4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）

木曜日 ２時限 短大 1 幼児音楽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。8/4に課題プリントを配布。
8/19までに内田・横山研究室に提出。

木曜日 ２時限 短大 2 保育課程論 三羽　佐和子 レポート･課題 実施内容参照
実施内容参

照
実施内容参照

18日迄に三羽研究室へ取りに来る
提出：同25日三羽研究室
課題・・・子どもを生かした指導案作成について

前もって申し出ておくこと

木曜日 ２時限 ◎ 教養 1・2・3・4 体育実技A 小林　和典 対面(授業形式等) 8月16日（火） 4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）

木曜日 ２時限 教養 1・2・3・4 化学/暮らしの化学 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

木曜日 ２時限 総合福祉 1 医用電気工学Ⅰ 木島　均 レポート･課題 8月18日（木） 2 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）。

木曜日 ２・３時限 総合福祉 1 生活支援技術Ⅰ 岡本　真理子 その他 8月19日（金） 17:00 備考欄参照
高齢者に必要な栄養素を含む料理を実際に家で
作ってみて、その報告を書く

８月１９日１７：００までに岡
本研究室に提出

木曜日 ２時限 総合福祉 2 障害の理解Ⅰ 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。

木曜日 ２時限 総合福祉 2 応用数学 小田　俊郎 その他 8月18日（木） 2 東311 ノート整理、前期を振り返って

木曜日 ２時限 総合福祉 3 フィールドプロジェクト演習 白木　由香 レポート･課題 8月18日（木） 8/11・8/18 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。8/11配布，8/18提出〆切

木曜日 ２時限 管理栄養 2 食品衛生学 デュアー　貴子 レポート･課題 8月18日（木） 8月18日（木）
7号館7階研究

室
国試問題（過去問題）を実際に解きながら理解を深
める

木曜日 ２時限 心理 1 法学概論/法律学概論(国際法を含む) 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)
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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

木曜日 ２時限 心理 2 言語発達障害学Ⅱ 川﨑　億子 レポート･課題 8月18日（木） 2時限 東451 定期試験範囲の復習

木曜日 ２時限 心理 4 卒業論文 平井　正三郎 その他 8月18日（木） 2限 356 卒論の進捗状況の点検、質問紙の作成

木曜日 ２時限 子ども発達 1 保育の心理学Ⅰ 神谷　かつ江 その他 8月18日（木） 10時～14時 研究室 研究室で質問を受けつける。

木曜日 ２時限 子ども発達 2 保育･教育課程総論/保育課程論 田中　ヒロ江 対面(授業形式等) 8月18日（木） 2 東　６５３ ・授業内容の大切なところの復習

木曜日 ２時限 子ども発達 3 算数科指導法 藤井　康寿 レポート･課題 8月19日（金） ３～４ 621
小学校学習指導要領解説（算数編）を復習して，小
学校実習を行うことを想定してレポートを提出するこ
とで理解を深める。

レポートは，各自が不得手
と考える領域に関してワー
プロで記入・印刷する。ま
た，フッター部分には，学
籍番号と氏名を記入し，左
上をホチキス止めして提
出。

木曜日 ２時限 心理/子ども発達 3 現代語特殊研究A 中村　敏朗 対面(授業形式等) 8月18日（木） 2 東452 レポートの確認を行う。

木曜日 ２時限 子ども発達 4 子どもの音楽Ⅱ 菅野　道雄 対面(授業形式等) 8月18日（木） 2 651 課題練習

木曜日 ２時限 子ども発達 4 保育表現技術Ⅳ（音楽表現） 紙屋　信義 レポート･課題 8月18日（木） ２時限 東312 ピアノ実技課題（自由曲、弾き歌い）

木曜日 ３時限 短大 1 幼児音楽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。8/4に課題プリントを配布。
8/19までに内田・横山研究室に提出。

木曜日 ３時限 短大 2 障害児保育① 杉山　章 対面(授業形式等) 8月18日（木） ３限 741
前期授業内容を補完する資料を用い討論・対話す
る

木曜日 ３時限 短大 2 相談援助② 長瀬　啓子 レポート･課題 8月18日（木） 3 東518 課題プリントと模範解答を配布 相談援助①も可

木曜日 ３時限 教養 1・2・3・4 体育実技A/スポーツ実践A 磯辺　和正 レポート･課題 8月18日（木） 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

木曜日 ３時限 自由 1・2・4 読書と豊かな人間性 アンドリュー　デュアー レポート･課題 8月18日（木） 15:00 メールで提出
配布プリントの問題について調べ学習を行い、レ
ポートを提出

a-dewar@tokaigakuin-
u.ac.jp

木曜日 ３時限 総合福祉 1 医用電気工学演習Ⅰ 木島　均 レポート･課題 8月18日（木） 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）。

木曜日 ３時限 総合福祉 1 介護概論 齋藤　代彦 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3 東404 介護概論に関するディスカッションを行います。

木曜日 ３時限 総合福祉 2 応用数学演習 小田　俊郎 その他 8月18日（木） 3 東311 ノート整理、前期を振り返って

木曜日 ３時限 総合福祉 2 公的扶助論 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

木曜日 ３時限 総合福祉 3 体外循環装置学 金子　芳一 その他 8月18日（木） ３時限 東520 前期授業内容の質疑応答

木曜日 ３時限 総合福祉 4 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 大倉　高志 その他 8月18日（木） 3 研究室 学生からの質問に応じ、重点的に解説する。

木曜日 ３時限 管理栄養 1 医学概論 野澤　義則 レポート･課題 8月15日（月）

配布日：8月4
日（木）、提
出日：8月15

日（月）

高山・棚橋研究
室（3号館2階）

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。実施日が提出期日。

詳細は口頭にて説明

木曜日 ３・４時限 管理栄養 2 食品学実験 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

木曜日 ３・４・５時限 管理栄養 3 生理検査学実習Ⅱ 加藤　洋介 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3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。

木曜日 ３時限 食健康栄養 4 フードシステム論 小西　文子 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3 722 世界の食・日本の食についてディスカッションを行う

木曜日 ３時限 心理 1 解剖学Ⅰ 畑　伸秀 レポート･課題 8月18日（木） ３限 研究室 課題プリントを配布し、理解度を深める

木曜日 ３時限 心理 2 言語発達障害学Ⅲ 松森　久美子 レポート･課題 8月15日（月） 午後 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。

木曜日 ３・４時限 心理 3 心理検査法/心理学検査実習 清源　友香奈 レポート･課題 期間内
午前9時～12

時
各担当教員に

メールで
再度添削を希望するレポートを修正した上で，各担
当教員にメールで送ること

木曜日 ３時限 心理 4 卒業論文 長谷川　晃 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3限
東心理学実験

室
卒業論文の研究計画の立案や結果の分析を進め
る。

木曜日 ３時限 子ども発達 1 保育原理 田中　ヒロ江 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3 東　４５１ ・授業内容の大切なところの復習

木曜日 ３時限 子ども発達 3 保育内容･健康/保育内容研究Ⅰ(健康) 横山　由美子 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3時限 西742 講義内容の総括とポイントについての授業

木曜日 ３時限 子ども発達 4 子ども学課題研究Ⅱ 中尾　正彦 その他 8月18日（木） 3時限 中尾研究室 提出論文の質疑応答

木曜日 ３時限 子ども発達 4 卒業論文 山田　美恵子 その他 8月19日（金） 2限目 山田研究室 進行状況に合わせた個別指導。 最終授業で説明
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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

木曜日 ４時限 短大 1 スポーツマネジメント 桑原　信治 その他 8月18日（木） ４限 桑原研究室
スポーツマネジメント授業についてわらかない所の
質疑応答

木曜日 ４時限 短大 2 フィールドワーク 岡本　真理子 その他 8月19日（金） 17:00 備考欄参照
夏休みにアルバイトをして実際の仕事について学
び、感想を書く

８月１９日１７：００までに岡
本研究室に提出

木曜日 ４時限 教養 1・2 基礎英語A 下内　充 対面(授業形式等) 8月18日（木） 4 451
教科書の既習課に出てきた構文の確認と音読練
習。

木曜日 ４時限 自己設計 1 教職概論 大蔵　真由美 対面(授業形式等) 8月18日（木） 4 東635
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。

木曜日 ４時限 自己設計 4 社会福祉特殊講義Ⅰ 田中　幸作 その他 8月18日（木） 4限目 研究室
質問などがあれば、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。

木曜日 ４時限 自由 1・2・4 学校経営と学校図書館 アンドリュー　デュアー レポート･課題 8月18日（木） 16:40 メールで提出
配布プリントの問題について調べ学習を行い、レ
ポートを提出

a-dewar@tokaigakuin-
u.ac.jp

木曜日 ４時限 総合福祉 1 医学概論 畑　伸秀 レポート･課題 8月18日（木） ４限 研究室 課題プリントを配布し、理解度を深める

木曜日 ４時限 総合福祉 2 こころとからだのしくみⅠ 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。

木曜日 ４時限 総合福祉 2 国際秘書概論 西村　この実 その他 8月19日（金） 1限目 611研究室 学生からの質問に応じ、解説する。

木曜日 ４時限 総合福祉 3 介護過程Ⅴ 齋藤　代彦 レポート･課題 実施内容参照
実施内容参

照
実施内容参照

8月12日（金）の17時30分までに齋藤研究室まで受
け取り来て下さい。提出は8月27日（土）（実習帰校
日）の１時限目。

介護実習Ⅱ8月15日～9月
9日

木曜日 ４時限 総合福祉 3 権利擁護と成年後見制度 神谷　和孝 その他 8月18日（木） 14:00～16:30 研究室 研究室で質問を受け付ける（14:00～16:30)

木曜日 ４時限 食健康栄養 4 フードスペシャリスト論 木村　孝子 レポート･課題 8月18日（木） 4
木村・中出研究

室
健康や栄養に関する表示制度について調べ、課題
を提出することで理解を深める。

木曜日 ４時限 心理 2 失語症学Ⅱ 上田　正子 レポート･課題 8月18日（木） 4 メールで提出
7月28日（木）に課題を指示。8月18日（木）17:00まで
に提出。

木曜日 ４時限 心理 3 災害医学 甲田　智之 対面(授業形式等) 8月18日（木） 3・4 甲田研究室 質疑応答等

木曜日 ４時限 子ども発達 3 音楽科指導法 菅野　道雄 対面(授業形式等) 8月18日（木） 4 131 指導案作成のスキルアップ

木曜日 ４時限 子ども発達 4 卒業論文 杉山　章 その他 8月18日（木） ４限 355 論文の執筆指導

木曜日 ５時限 短大 1 プレゼンテーション 西村　この実 その他 8月19日（金） 1限目 611研究室 学生からの質問に応じ、解説する。

木曜日 ５時限 短大 2 こども音楽療育演習 菅野　道雄 対面(授業形式等) 8月18日（木） 5 133 授業内容を補足する演習

木曜日 ５時限 自己設計 1 教育原理/教育本質論 大蔵　真由美 対面(授業形式等) 8月18日（木） 5 東635
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。

木曜日 ５時限 総合福祉 4 卒業研究 遠藤　雅子 レポート･課題 8月18日（木）
実施内容参

照
実施内容参照

『2016年の日本の100』から選んだ小論文の要約を
する。詳細指示は7/28、提出締切　8/18（月）18時

木曜日 ５時限 総合福祉 4 卒業研究 大倉　高志 その他 8月18日（木） 5 研究室 学生からの質問に応じ、重点的に解説する。
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