
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

月曜日 1時限 子ども発達 3 生徒･進路指導論/生徒指導論 中尾　正彦 その他 2月13日(月) 1時限 研究室 研究室で質問対応を行う。 他の日時でも対応可

月曜日 1時限 子ども発達 3 保育内容･表現Ⅱ 廣瀬　敏史 レポート･課題 2月15日(水) １時限 東551 課題を提出後、講評 課題配布は最終授業

月曜日 1時限 自己設計 2 学習心理学 川嶋　健太郎 対面(授業形式等) 1月30日(月) 1時限 東310 本試験の直後、出題意図等について解説する。

月曜日 1時限 短大 1 発達心理学 宮本　邦雄 レポート・課題 2月9日(木) 1時限 研究室（東623) 講義内容の重要項目を説明する課題 課題配布は最終授業

月/火曜日 1・2・3・4/3時限 心理 3 シミュレーションⅤ(救急活動) 甲田　智之 実施しない

月曜日 1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) 1月30日(月) 1時限 東452 重要事項の解説

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 実施しない

月曜日 1時限 総合福祉 2 介護福祉論Ⅲ 植木　是 レポート・課題 2月15日(水) 1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

月曜日 1時限 総合福祉 2 精神保健福祉支援論 大倉　高志 その他 2月13日(月) 1時限 研究室 希望者に対し，個別の学習指導を実施する

月曜日 1・2時限 管理栄養 2 微生物検査学実習Ⅰ 山﨑　智拡 実施しない

月曜日 1・2時限 管理栄養 3 公衆栄養学実習① 中出　麻紀子 実施しない

月曜日 1時限 教養 1・2・3・4 日本国憲法 荻野　太司 レポート・課題 1月30日(月) 1時限 図書館大ｾﾐﾅｰ室
最近の憲法に関連する新聞記事を選び、投稿文を作成し、身近な社会問題を
通じて憲法に対する理解を深める。

提出期限は実施日（１月３０
日１７時まで）とし、詳細は授
業内において伝える。

月曜日 1時限 教養 1・2・3・4 体育講義 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。

月曜日 1時限 教養 1・2・3・4 体育講義 小林　和典 対面(授業形式等) 2月13日(月) 1時限 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 1時限 教養 1・2・3・4 生命科学 小椋　宗一郎 その他 2月13日(月) 3時限 東606小椋研究室 試験解答の検討と解説

月曜日 2時限 子ども発達 3 保育内容･表現Ⅱ/保育内容研究Ⅳ(言葉)/保育内容研究Ⅴ(表現･造形) 廣瀬　敏史 レポート･課題 2月15日(水) 2時限 東551 課題を提出後、講評 課題配布は最終授業

月曜日 2時限 子ども発達 2 保育内容･言葉 藤垣　和博 対面(授業形式等) 2月13日(月) 2時限 東554

月曜日 2時限 大学院 1 老年心理学特論 安達　悠子 実施しない

月曜日 2時限 心理／子ども発達 1 日本語概論B 木戸　久二子 対面(授業形式等) 2月13日(月) 2時限 東209 定期試験問題の解説を行う。

月曜日 2時限 短大 2 教育の方法と技術① 白山　眞澄 対面(授業形式等) 2月13日(月) 2時限 西742 定期試験問題の解説を行う。

月曜日 2時限 心理 1 生化学 小田　俊郎 その他 2月15日(水) 2時限 研究室 模範解答の配布。

月曜日 2時限 短大 1 児童家庭福祉 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．

月曜日 2時限 短大 2 子どもの食と栄養② 五藤　泰子 対面(授業形式等) 2月13日(月) 2時限 西781 子どもの食と栄養に関するテーマについてディスカッションを行う。

月曜日 2時限 心理 2 社会保障制度(関係法規を含む) 荻野　太司 レポート・課題 1月30日(月) 2時限 図書館大ｾﾐﾅｰ室
最近の社会保障に関連する新聞記事を選び、投稿文を作成し、身近な社会問
題を通じて社会保障に対する理解を深める。

提出期限は実施日（１月３０
日１７時まで）とし、詳細は授
業内において伝える。

月曜日 2時限 総合福祉 2 看護学概論 伊藤　太一 レポート・課題 2月13日(月) 2時限 伊藤研究室 定期試験の範囲に関係する知識の再確認 13日配布24日迄提出

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) 2月15日(水) 4時限 東311 定期試験の複習

月曜日 2時限 総合福祉 1 医用電気工学Ⅱ 木島　均 その他 1月30日(月) 2時限 東652 試験後に模範解答

月曜日 2時限 総合福祉 2 介護過程Ⅲ 遠藤　幸子 対面(授業形式等) 1月30日(月) 2時限 西213 定期試験の「個別援助計画と介護記録」について復習を行なう

月曜日 2時限 総合福祉 1 保健医療サービス 武藤　麻美 その他 2月9日(木) 2時限 東519 (研究室) 研究室で質問対応を行う。

月曜日 2時限 管理栄養 4 卒業研究 木村　孝子 その他 1月30日(月) 2時限 西722 各ゼミ担当者より指示

月曜日 2時限 教養 1・2・3・4 社会学/現代の社会学 山田　隆 レポート・課題 2月13日(月) 2時限 東210 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

月曜日 2時限 教養 1・2・3・4 音楽 菅野　道雄 対面(授業形式等) 2月13日(月) 2時限 西131

月曜日 2時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 磯辺　和正 実施しない

月曜日 2時限 自己設計 2 教育相談 中尾　正彦 その他 2月13日(月) 2時限 研究室 研究室で質問対応を行う。 他の日時でも対応可

月曜日 3時限 子ども発達 1 教科算数/算数研究 藤井　康寿 レポート・課題 2月13日(月) 3時限
東621
研究室

追・再試験に向けて，配布したテキストの復習をする。
復習した証は，A4のレポート用紙に問題を記入した上で，その下に解答を記入
する。
右上に学籍番号と氏名を記入して，ホチキス止めをして，2月13日(月)3限に東
621まで来室の上，提出する。

月曜日 3時限 子ども発達 4 保育相談支援 長瀬　啓子 レポート・課題 2月9日(木) 3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．

月曜日 3時限 子ども発達 3 教科理科演習 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

月曜日 3時限 子ども発達 2 知的障害児教育論Ⅱ 杉山　章 その他 2月13日(月) 1時限 杉山研究室 授業内容についての質問を受け付け，授業内容への理解を深める。

月曜日 3時限 短大 1 子ども音楽 横山　真理 その他 1月30日(月) 3時限 研究室 研究室で質問を受ける。

月曜日 3時限 短大 1 発達認知科学 神谷　かつ江 その他 2月9日(木) 3時限 研究室 質問を受け付ける

月曜日 3時限 心理 4 卒業論文 清源　友香奈 実施しない

月曜日 3時限 短大 2 保育実習指導Ⅱ 杉山　喜美恵 その他 1月30日(月) 3時限 西782 試験後に質問を受ける。

月曜日 3・4時限 心理 2 精神医学/精神医学Ⅰ 武藤　麻美 対面(授業形式等) 1月30日(月) 3時限 東203 本試験後に，試験問題の解答解説や重要ポイントの説明を行う。

月曜日 3・4時限 心理 2 心理学実験実習Ⅱ/心理学実験 安達　悠子 実施しない

月曜日 3時限 心理 2 外傷学 成瀬　正治 実施しない

月/金曜日 3・4/3時限 心理 1 シミュレーションⅠ(疾病) 橋本　英之 実施しない



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

月曜日 3時限 心理 3 消費者心理学 中井　宏 対面(授業形式等) 1月30日(月) 3時限 東404 本試験の直後、出題意図等について解説する。

月曜日 3・4時限 心理 2 高次脳機能障害学 上田　正子 レポート・課題 2月13日(月) 3時限 東203 課題を与える。時間内に提出。

月曜日 3時限 心理 1 構音障害Ⅰ 松森　久美子 その他 2月15日(水) 午後 担当教員の研究室 質問対応。定期試験の解説と重要事項の説明を行う。（午後）

月曜日 3時限 総合福祉 1 医用電気工学演習Ⅱ 木島　均 その他 1月30日(月) 3時限 東652 試験後に模範解答

月曜日 3時限 総合福祉 2 医療的ケアⅠ 遠藤　幸子 対面(授業形式等) 1月30日(月) 3時限 西213 定期試験の「医療的ケアの重要ポイント」について復習を行なう

月曜日 3時限 総合福祉 1 老人福祉論Ⅰ 齋藤　代彦 対面(授業形式等) 2月13日(月) 3時限 東452

月曜日 3・4時限 管理栄養 2 医用工学概論(実習を含む) 金子　芳一 その他 1月30日(月) 3時限 西732 質疑対応・問題解説等

月曜日 3・4時限 管理栄養 3 臨床医学実習 長屋　紀美江 実施しない

月曜日 3時限 教養 1 コンピュータリテラシーⅡ 佐藤　尊範 その他 2月13日(月) 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。

月曜日 3時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 磯辺　和正 実施しない

月曜日 4時限 子ども発達 4 保育相談支援 長瀬　啓子 レポート・課題 2月9日(木) 3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．

月曜日 4時限 短大 1 幼児教育セミナー 杉山　喜美恵 実施しない

月曜日 4時限 短大 1 数理 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

月曜日 4時限 短大 2 教育の方法と技術② 白山　眞澄 対面(授業形式等) 2月13日(月) 4時限 西742 定期試験問題の解説を行う。

月曜日 4時限 自由 3 社会科･公民科指導法Ⅰ 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。

月曜日 4時限 総合福祉 2 オフィスワーク 遠藤　雅子 実施しない

月曜日 4時限 総合福祉 1 発達と老化の理解Ⅱ 伊藤　太一 レポート・課題 2月13日(月) 1時限 伊藤研究室 定期試験の範囲に関係する国家試験類似問題を解く 13日配布24日迄提出

月曜日 4時限 総合福祉 4 精神保健福祉援助演習Ⅱ 大倉　高志 実施しない

月曜日 4時限 教養 1・2・3・4 倫理学 小椋　宗一郎 その他 1月30日(月) 4時限 東606小椋研究室 試験解答の検討と解説

月曜日 4時限 教養 1・2 基礎英語B 下内　充 対面(授業形式等) 2月13日(月) 4時限 東201 後期授業の復習

月曜日 4時限 教養 1・2・3・4 日本国憲法 神谷　和孝 その他 2月13日(月) 2時限 神谷研究室 研究室で質問を受け付ける。

月曜日 5時限 短大 1 こども音楽療育概論 菅野　道雄 対面(授業形式等) 1月30日(月) 5時限 西133

月曜日 5時限 短大／総合福祉 1・2 医療秘書概論 遠藤　雅子 レポート・課題 1月30日(月) 5時限 東302 課題プリントを配付し、理解を深める

月曜日 5時限 子ども発達 2 保育実習指導Ⅰ 杉山　章 その他 2月13日(月) 2時限 杉山研究室 授業内容についての質問を受け付け，実習への備えをする。

月曜日 5時限 子ども発達 4 保育実習指導Ⅱ 川﨑　億子 実施しない

月曜日 5時限 心理 2 聴覚系の構造･機能･疾病 平山　肇 実施しない

月曜日 5時限 管理栄養 2 臨床栄養学概論 長屋　紀美江 その他 1月30日(月) 5時限 西335 自主学習プリントを配布し、取り組むことで理解が深まる。

月曜日 5時限 自己設計 3 生徒指導論 中尾　正彦 その他 2月13日(月) 1時限 研究室 研究室で質問対応を行う。 他の日時でも対応可

月曜日 6時限 心理 4 卒業論文 中井　宏 その他 2/9〜2/10終日 終日 東630 卒業論文の口述試験に対する指導を行う。

月曜日 6時限 心理 4 卒業論文 宮本　邦雄 実施しない


