
平成28年度　後期　学習強化週間プログラム

曜日 時限 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 子ども発達 3 保育内容･人間関係/保育内容研究Ⅱ(人間関係) 田中　ヒロ江 対面(授業形式等) 2月10日(金) 1時限 東452 この授業でしっかり学んで欲しいことの復習

金曜日 1時限 子ども発達 1 教科器楽Ⅰ 紙屋　信義 対面(授業形式等) 2月10日(金) 1時限 西133 ピアノ実技

金曜日 1時限 子ども発達 2 教科器楽Ⅱ 高橋　摩衣子 実施しない

金曜日 1時限 短大 2 生きるを考える 高岡　光江 実施しない

金曜日 1時限 短大 1 保育内容の指導法･言葉② 木戸　久二子 対面(授業形式等) 2月10日(金) 1時限 西771 定期試験問題の解説を行う。

金曜日 1時限 短大 1 保育内容の指導法･健康① 横山　由美子 対面(授業形式等) 2月10日(金) 1時限 西782 全講義内容の総括とそのポイントについての講義をする

金曜日 1時限 自己設計 3 道徳教育論 酒井　宏明 対面(授業形式等) 2月10日(金) 1時限 西781 道徳の学習指導案を作成する

金曜日 1時限 心理 1 微生物学 山﨑　智拡 実施しない

金曜日 1時限 心理 1 リハビリテーション概論 伊藤　太一 レポート・課題 2月10日(金) 1時限 伊藤研究室 リハビリテーションに関する文献のレポート 10日配布24日迄提出

金曜日 1時限 総合福祉 1 生理学 加藤　洋介 その他 2月10日(金) 1時限 研究室 研究室にて質問対応を行い、講義内容の理解度を深める。

金曜日 1時限 総合福祉 3 社会福祉実習指導Ⅲ 田中　幸作 その他 2月10日(金) 1時限 研究室 研究室にて質問対応を行い、講義内容の理解度を深める。

金曜日 1・2時限 総合福祉 1 生活支援技術Ⅱ 岡本　真理子 実施しない

金曜日 1・2時限 管理栄養 4 加工食品の品質と特性実習 五藤　泰子 実施しない

金曜日 1時限 管理栄養 2 健康管理学 中出　麻紀子 その他 2月10日(金) 1時限 7号館8F木村・中出研究室 研究室で質問対応を行う。

金曜日 1・2時限 管理栄養 1 応用調理学実習② 小西　文子 実施しない

金曜日 1時限 教養 1・2・3・4 経済学/日本の経済 白木　由香 レポート・課題 2月10日(金) 1時限 研究室 課題プリントをすることで理解を深める

金曜日 2時限 子ども発達 2 保育内容･表現Ⅰ/保育内容研究Ⅵ(表現･音楽) 菅野　道雄 対面(授業形式等) 2月10日(金) 2時限 西134

金曜日 2時限 子ども発達 1 教育思想の歴史 酒井　宏明 対面(授業形式等) 2月10日(金) 2時限 西781 歴史上の人物を取り上げ、その教育業績をまとめる

金曜日 2時限 大学院 1 臨床心理査定演習 内田　裕之 レポート・課題 2月10日(金) 2時限 内田研究室 課題は講義の最終回に指定する

金曜日 2時限 心理／子ども発達 3 現代語特殊研究B 藤垣　和博 実施しない

金曜日 2時限 短大 1 保育内容の指導法･健康② 横山　由美子 対面(授業形式等) 2月10日(金) 1時限 西782 全講義内容の総括とそのポイントについての講義をする

金曜日 2時限 総合福祉 2 免疫学 守川　耕平 レポート・課題 2月10日(金) 2時限 守川研究室 国家試験問題（過去問題）を実際に解きながら理解を深める

金曜日 2時限 総合福祉 1 公衆衛生学 服部　知彦 実施しない

金曜日 2時限 短大 1 子どもの保健Ⅱ① 高岡　光江 実施しない

金曜日 2時限 短大 2 家庭支援論 長瀬　啓子 レポート・課題 2月9日(木) 2時限 研究室（東518） 課題プリントを配布し質問に対応することで，理解度を深める．

金曜日 2・3時限 心理 1 言語聴覚障害診断学 村田　公一 実施しない

金曜日 2時限 心理 2 構音障害Ⅲ 柳原　由起 実施しない

金曜日 2時限 総合福祉 2 介護過程Ⅳ 齋藤　代彦 対面(授業形式等) 2月10日(金) 2時限 西213

金曜日 2時限 総合福祉 2 社会福祉実習指導Ⅰ 田中　幸作 その他 2月10日(金) 2時限 研究室
質問等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

金曜日 2時限 管理栄養 2 運動生理学 加藤　洋介 その他 2月10日(金) 2時限 研究室 研究室にて質問対応を行い、講義内容の理解度を深める。

金曜日 2時限 教養 1・2 基礎英語B 濱田　美佐子 その他 2月9日(木) 2時限 東201
テキストの好きな章の音読練習を各自がする。そして、その感想を書き、提出
する。

金曜日 3時限 子ども発達 3 保育内容･環境 二橋　香代子 対面(授業形式等) 2月10日(金) 3時限 東405 領域「環境」のねらいが達成されるための保育者の役割を考える。

金曜日 3時限 子ども発達 1 特別支援教育総論 川﨑　億子 対面(授業形式等) 2月10日(金) 3時限 東206 総復習の課題プリント

金曜日 3時限 心理 3 解釈学 濱田　美佐子 実施しない

金曜日 3時限 短大 1 保育内容の指導法･言葉① 木戸　久二子 対面(授業形式等) 2月10日(金) 3時限 西771 定期試験問題の解説を行う。

金曜日 3時限 短大 2 スポーツ技術論 馬場　崇豪 その他 2月9日(木) 1時限 研究室 研究室で質問対応を行う。

金曜日 3時限 短大 2 コンピューター音楽演習 紙屋　信義 対面(授業形式等) 2月10日(金) 3時限 西133 作曲理論およびピアノ実技

金曜日 3時限 自由 4 教職実践演習(中･高) 國枝　徹朗 その他 2月9日(木) 3時限 研究室 研究室にて一日、質問を受け付ける。

金曜日 3時限 自己設計 1 発達心理学 宮本　邦雄 レポート・課題 2月10日(金) 3時限 研究室（東623) 講義内容の重要項目を説明する課題

金曜日 3時限 短大 1 子どもの保健Ⅱ② 高岡　光江 実施しない

金曜日 3時限 心理 3 外科学Ⅱ 甲田　智之 対面(授業形式等) 2月1日(水) 5時限 東520 講義の復習

金曜日 3時限 総合福祉 2 呼吸療法装置学 服部　知彦 実施しない

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 2月10日(金) 3時限 伊藤研究室 国家試験類似問題を解く 10日配布24日迄提出

金曜日 3時限 総合福祉 1 介護過程Ⅰ 齋藤　代彦 対面(授業形式等) 2月10日(金) 3時限 西221

金曜日 3時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術論Ⅳ 植木　是 レポート・課題 2月15日(水) 4時限 研究室
必ず事前にメールにて申込のこと。メールにて課題提示しメールを通じて各自
個別指導をする。

nao-ueki@tokaigakuin-
u.ac.jp

金曜日 3・4・5時限 管理栄養 2 臨床化学検査学実習Ⅰ 安田　邦彦 実施しない

金曜日 3・4時限 管理栄養 1 食品学基礎実験① 山澤　広之 その他 2月10日(金) 3時限 山澤研究室 研究室で質問受け付け

金曜日 3時限 管理栄養 3 栄養マネジメント論 木村　孝子 レポート・課題 2月10日(金) 3時限 研究室 レポート課題を木村研究室へ取りに来てください。

金曜日 3時限 教養 1・2 基礎英語B 富田　理恵 その他 1月27日(金) 3時限 富田研究室 研究室で質問対応する

金曜日 3時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 磯辺　和正 実施しない

金曜日 3時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 新美　尚行 その他 2月9日(木) 2時限 521研究室 授業で行ったボール運動についての質疑応答。

金曜日 3時限 教養 1・2・3・4 情報リテラシー 佐藤　尊範 その他 2月10日(金) 3時限 佐藤研究室 授業全15回の総復習を自身で行うこと。
3・4・5時限実施。途中入退
室不可。



平成28年度　後期　学習強化週間プログラム

曜日 時限 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 3時限 自己設計 4 精神保健福祉特殊講義Ⅱ 大倉　高志 実施しない

金曜日 4時限 心理 3 談話研究論 下内　充 対面(授業形式等) 2月10日(金) 4時限 東635 後期授業の復習

金曜日 4時限 短大 1 現代の社会と情報行動 山田　隆 レポート・課題 2月10日(金) 4時限 研究室 指示する書籍について学習しレポート等を提出することで理解を深める

金曜日 4時限 自由 1 コミュニケーションワーク 桑原　信治 実施しない

金曜日 4時限 自己設計 2 教育方法論 國枝　徹朗 その他 2月9日(木) 4時限 研究室 研究室にて一日、質問を受け付ける。

金曜日 4時限 短大/総合福祉 1/2 医療事務総論 遠藤　雅子 対面(授業形式等) 2月10日(金) 4時限 東302 テキスト『医療事務総論』の各章復習

金曜日 4時限 心理 4 卒業論文 内田　裕之 実施しない

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) 1月27日(金) 4時限 東651

金曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 川﨑　億子 その他 1月27日(金) 4時限 東355 発表会の練習

金曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 安藤　雅夫 その他 1月27日(金) 4時限 研究室 卒論発表会への取り組み

金曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 長瀬　啓子 その他 2月1日(水) 6時限 研究室（東518） 卒論発表に向けて最終のメール指導を行う。

金曜日 4時限 総合福祉 1 病理学 畑　伸秀 レポート・課題 1月27日(金) 4時限 西723

金曜日 4時限 心理 3 音声障害 道下　和生 実施しない

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) 2月15日(水) 4時限 東311 定期試験の複習

金曜日 4時限 総合福祉 2 こころとからだのしくみⅡ 新井　美保子 実施しない

金曜日 4・5時限 管理栄養 4 加工食品の品質と特性実習 五藤　泰子 実施しない

金曜日 4・5時限 管理栄養 3 応用栄養学実習② 木村　孝子 実施しない

金曜日 4・5時限 管理栄養 3 臨床栄養活動論実習① 長屋　紀美江 実施しない

金曜日 4時限 教養 1・2・3・4 海外実践/海外研修 富田　理恵 その他 1月27日(金) 4時限 富田研究室 研究室で質問対応する

金曜日 4時限 教養 1・2 基礎英語B 濱田　美佐子 その他 2月9日(木) 2時限 東201
テキストの好きな章の音読練習を各自がする。そして、その感想を書き、提出
する。

金曜日 4時限 心理 3 談話研究論 下内　充 対面(授業形式等) 2月10日(金) 4時限 東635 後期授業の復習

金曜日 5時限 短大／総合福祉 1 ビジネスマナー 遠藤　雅子 実施しない

金曜日 5時限 自由 1 物理学 安藤　雅夫 その他 1月26日(木) 1時限 研究室 研究室で質疑応答を行う．実施時間は１時限から５時限の間

金曜日 5時限 自己設計 4 福祉特殊講義Ⅱ 田中　幸作 対面(授業形式等) 2月1日(水) 3時限 東452 授業、国家試験などに関する質問に対応します


