
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

火曜日 1時限 子ども発達 3 障害児保育Ⅰ/障害児保育 杉山　章 その他 2月14日(火) 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。

火曜日 1・2時限 大学院 1 臨床心理基礎実習 長谷川　晃 実施しない

火曜日 1時限 短大 1 幼児体育① 小林　和典 実施しない

火曜日 1時限 短大 1 幼児美術② 浅野　秀男 実施しない

火曜日 1時限 短大 2 ソルフェージュ① 横山　真理 その他 1月31日(火) 1時限 研究室 研究室で質問を受ける。

火曜日 1時限 自己設計 3 青年心理学 寺田　道夫 その他 1月26日(木) 2時限 研究室 研究室で質問を受ける

火曜日 1時限 総合福祉 2 生化学 小田　俊郎 その他 2月13日(月) 1時限 研究室 模範解答の配布。

火曜日 1時限 総合福祉 1 解剖学Ⅱ 服部　真澄 対面(授業形式等) 1月31日(火) 1時限 東451 重要事項の解説

火曜日 1時限 子ども発達 2 社会的養護 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．

火曜日 1時限 心理 4 学校心理学 矢澤　久史 実施しない

火/水/木曜日 1・2/3・4/1時限 心理 2 シミュレーションⅢ(特定行為) 橋本　英之 実施しない

火曜日 1時限 心理 1 発達心理学Ⅱ 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

火曜日 1時限 心理 2 聴覚心理学 小河　妙子 対面(授業形式等) 1月31日(火) 1時限 図書館大ｾﾐﾅｰ室 定期試験の解答について復習する

火曜日 1時限 総合福祉 2 介護総合演習Ⅱ 岡本　真理子 実施しない

火曜日 1時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術論Ⅲ 田中　幸作 対面(授業形式等) 1月31日(火) 1時限 東452 定期試験のポイントを解説します

火曜日 1時限 総合福祉 3 精神保健福祉相談援助の基盤(専門) 大倉　高志 その他 2月14日(火) 1時限 研究室 希望者に対し，個別の学習指導を実施する

火曜日 1時限 管理栄養 3 学校栄養指導論 平光　美津子 実施しない

火曜日 1時限 管理栄養 2 臨床医学総論 野澤　義則 レポート・課題 1月31日(火) 1時限 西721 問題を解く。試験終了時に配布し期間中に提出。(内田研究室)

火曜日 1時限 教養 1・2・3・4 哲学･思想 小椋　宗一郎 その他 1月30日(月) 5時限 東606小椋研究室 試験解答の検討と解説

火曜日 1時限 教養 1・2・3・4 生活と環境 デュアー　貴子 実施しない

火曜日 2時限 子ども発達 3 ことばと表現/絵本論 木戸　久二子 対面(授業形式等) 2月14日(火) 2時限 東205 定期試験問題の解説を行う。

火曜日 2時限 子ども発達 1 知的障害児の心理･生理･病理 廣利　吉治 実施しない

火曜日 2時限 自由 3 日本語教授法B 濱田　美佐子 実施しない

火曜日 2時限 短大 1 幼児体育② 小林　和典 実施しない

火曜日 2時限 短大 1 幼児美術① 浅野　秀男 実施しない

火曜日 2時限 短大 2 ソルフェージュ② 横山　真理 その他 1月31日(火) 2時限 研究室 研究室で質問を受ける。

火曜日 2時限 自己設計 3 栄養士課題研究Ⅱ 小西　文子 実施しない

火曜日 2時限 総合福祉 1 情報科学 佐藤　尊範 その他 2月14日(火) 2時限 佐藤研究室 授業全15回の総復習を自身で行うこと。
2・3・4時限実施。途中入退
室不可。

火曜日 2時限 心理 1 薬理学 安田　邦彦 その他 1月31日(火) 2時限 安田研究室 質問対応

火曜日 2時限 短大 2 子どもの食と栄養① 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。

火曜日 2時限 自由 3 社会科･公民科指導法Ⅱ 水谷　学 対面(授業形式等) 2月10日(金) 2時限 東451 「現代社会」の題材をもとにして、学習指導案の作成を行う。

火曜日 2時限 心理 3 放射線概論 服部　真澄 対面(授業形式等) 1月31日(火) 2時限 東451 重要事項の解説

火曜日 2時限 心理 4 比較心理学 矢澤　久史 実施しない

火曜日 2時限 心理 1 言語聴覚障害学総論 上田　正子 その他 2月15日(水) 2時限 604 質問対応。定期試験の解説と重要事項の説明を行う。（午後）

火曜日 2時限 心理 2 失語症学Ⅲ 上田　正子 レポート・課題 2月14日(火) 2時限 東401 課題を与える。時間内に提出。

火曜日 2時限 総合福祉 4 スポーツ医学Ⅲ 伊藤　太一 レポート・課題 2月14日(火) 2時限 伊藤研究室 心肺蘇生法・応急手当法の再確認 14日配布24日迄提出

火曜日 2時限 総合福祉 2 医用機械工学 小田　俊郎 その他 2月14日(火) 2時限 研究室 模範解答の配布。

火曜日 2時限 総合福祉 2 社会保障論Ⅱ/社会保障論Ⅰ 神谷　和孝 その他 2月14日(火) 2時限 神谷研究室 研究室で質問を受け付ける。

火曜日 2時限 管理栄養 4 生活経営学 有本　信昭 実施しない

火曜日 2時限 管理栄養 2 血液検査学 守川　耕平 レポート・課題 2月14日(火) 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

火曜日 2時限 管理栄養 1 基礎栄養学 デュアー　貴子 その他 1月31日(火) 2時限 西742 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。

火曜日 2時限 管理栄養 2 栄養カウンセリング論 平光　美津子 レポート・課題 1月31日(火) 2時限 提出：平光研究室 試験終了時に配付。国家試験問題を解き、解説を書く。2月15日までに提出

火曜日 2時限 教養 1 コンピュータリテラシーⅡ 藤井　康寿 レポート・課題 2月14日(火) 2時限

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，「学科名・学年・学籍番号下２桁 氏名」のエクセルのファイル名
を作成する。
第11章の問題1～問題12までの範囲で，不得意の問題を選択して行う。
提出方法は，これまでの提出方法に従って，2月14日(火)の2限迄にDropBoxに
アップロードする。

火曜日 2時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 磯辺　和正 実施しない

火曜日 3時限 子ども発達 2 人権教育と福祉の研究 三羽　佐和子 レポート・課題 2月14日(火) 17時 三羽研究室 試験後に課題を取りに来ること。提出日までに提出

火曜日 3時限 子ども発達 3 子どもの保健ⅠB 高岡　光江 対面(授業形式等) 1月31日(火) 3時限 東210 試験ポイントを概説する

火曜日 3時限 大学院 1 心理療法特論（認知行動療法） 長谷川　晃 実施しない

火曜日 3時限 短大 2 ミュージカル 熊沢　辰巳 実施しない

火曜日 3時限 短大 1 英語Ⅱ① 下内　充 対面(授業形式等) 2月14日(火) 3時限 西731 後期授業の復習

火曜日 3時限 心理 4 卒業論文 安達　悠子 実施しない
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火曜日 3時限 子ども発達 1 児童家庭福祉/児童福祉論Ⅰ 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．

火曜日 3時限 総合福祉／心理 1・4 精神医学Ⅱ 伊藤　太一 レポート・課題 2月14日(火) 3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 14日配布24日迄提出

火曜日 3時限 心理 4 臨床心理査定法 清源　友香奈 レポート・課題 2月13日(月) 3時限 担当教員の研究室 調べ学習を行い、レポートを提出することで理解を深める。

火曜日 3時限 心理 3 神経心理学 二ノ倉　欣久 その他 2月14日(火) 3時限 東451 課題を与える。時間内に提出。

火曜日 3時限 心理 1 内科学Ⅰ 永田　正和 実施しない

火曜日 3時限 心理 2 学習心理学Ⅱ 川嶋　健太郎 対面(授業形式等) 1月30日(月) 3時限 東635 本試験の直後、出題意図等について解説する。

火曜日 3時限 総合福祉 2 画像診断学 服部　真澄 対面(授業形式等) 1月31日(火) 3時限 東203 重要事項の解説

火曜日 3時限 総合福祉 3 社会福祉援助技術演習Ⅴ 田中　幸作 その他 2月14日(火) 3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

火曜日 3・4・5時限 管理栄養 2 生理検査学 加藤　洋介 その他 2月14日(火) 3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。

火曜日 3・4時限 管理栄養 1 食品学基礎実験② 山澤　広之 その他 2月14日(火) 3時限 山澤研究室 研究室で質問受け付け

火曜日 3時限 自由 1・2・4 学習指導と学校図書館 アンドリュー　デュアー 実施しない

火曜日 3時限 教養 1・2・3・4 美術 岡本　真理子 実施しない

火曜日 4時限 子ども発達 1 教科生活/生活科研究 川﨑　億子 対面(授業形式等) 2月14日(火) 4時限 東520 総復習の課題プリント

火曜日 4時限 子ども発達 2 教科理科Ⅱ 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

火曜日 4・5時限 大学院 2 臨床心理実習 廣利　吉治 実施しない

火曜日 4時限 短大 2 こども音楽療育実習 菅野　道雄 実施しない

火曜日 4時限 短大 2 小児事故 高岡　光江 実施しない

火曜日 4時限 短大 1 英語Ⅱ② 下内　充 対面(授業形式等) 2月14日(火) 4時限 西731 後期授業の復習

火曜日 4時限 心理 4 卒業論文 小河　妙子 実施しない

火曜日 4時限 心理 4 卒業論文 川嶋　健太郎 実施しない

火曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 藤井　康寿 実施しない

火曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 藤垣　和博 実施しない

火曜日 4時限 自己設計 3 生徒指導論(進路指導を含む)/生徒指導論 中尾　正彦 その他 2月14日(火) 4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

火曜日 4時限 総合福祉 1 児童福祉論Ⅰ 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．

火曜日 4時限 総合福祉 2 薬理学 安田　邦彦 その他 1月31日(火) 4時限 安田研究室 質問対応

火曜日 4時限 心理 1 生理学Ⅱ 橋本　英之 実施しない

火曜日 4時限 心理 3 言語発達障害学Ⅴ 松森　久美子 対面(授業形式等) 2月15日(水) 4時限 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。

火曜日 4時限 総合福祉 3 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 大倉　高志 実施しない

火曜日 4・5時限 管理栄養 3 公衆栄養学実習② 中出　麻紀子 実施しない

火曜日 4時限 教養 1・2・3・4 英語活用演習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、「実施
日」までに提出する。

火曜日 4時限 教養 1・2・3・4 近現代の世界 アンドリュー　デュアー 実施しない

火曜日 5時限 子ども発達 3 教育実習指導Ⅰ(小) 藤垣　和博 実施しない

火曜日 5時限 子ども発達 3 教育実習指導Ⅰ(幼) 杉山　章 実施しない

火曜日 5時限 子ども発達 4 卒業論文 中尾　正彦 その他 2月14日(火) 5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

火曜日 5時限 子ども発達 4 卒業論文 廣瀬　敏史 その他 2月15日(水) 5時限 東551 実技指導、質疑応答

火曜日 5時限 心理 4 心理学講読演習Ⅱ 小河　妙子 実施しない

火曜日 5時限 心理 2 臨床歯科医学(口腔外科学を含む) 二ノ倉　欣久 実施しない

火曜日 5時限 心理 3 吃音 村瀬　忍 その他 1月31日(火) 5時限 東401 国家試験の過去問について疑問点があれば解説する

火曜日 5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。

火曜日 5時限 教養 1・2 基礎英語B 富田　理恵 その他 1月31日(火) 5時限 富田研究室 研究室で質問対応する


