
平成30年度前期　一般公開型授業相互参観　公開時間割表 2018/7/3現在

公開日 曜日
時限コー

ド
講義名称 所属 教室 教員

臨床化学検査学Ⅰ 管理栄養 西781 安田　邦彦
栄養教育論実習① 管理栄養 西341 平光　美津子

基礎栄養学 管理栄養 西721 鈴木　侑樹
異文化コミュニケーション 心理 東205 富田　理恵
言語発達障害学Ⅰ 心理 東405 松森　久美子
血液浄化療法装置学 総合福祉 西722 金子　芳一
スポーツ実践<テニス> 管理栄養 ﾃﾆｽｺｰﾄ 磯辺　和正
体育実技A<テニス> 管理栄養 ﾃﾆｽｺｰﾄ 磯辺　和正
栄養教育論実習① 管理栄養 西341 平光　美津子

スポーツ実践<スポーツレクリエーション> 幼児教育 西体育館 可兒　勇樹
食品加工学実験① 管理栄養 西321 五藤　泰子
教職実践演習(小)A 子ども発達 東201 中尾　正彦
スポーツ医学Ⅰ 総合福祉 東206 伊藤　太一
生体計測装置学Ⅱ 総合福祉 西722 金子　芳一

4 食品加工学実験① 管理栄養 西321 五藤　泰子
化学<基礎クラス> 管理栄養 東407 山澤　広之

病理学 管理栄養 西721 野澤　義則
心理学研究法 心理 東404 安達　悠子
医療的ケアⅡ 総合福祉 西211 遠藤　幸子
生化学 総合福祉 東311 小田　俊郎

社会的養護内容 幼児教育 西741 井上　智寛
幼児音楽Ⅰ① 幼児教育 西134 横山　真理

2 幼児音楽Ⅰ② 幼児教育 西134 横山　真理
学校図書館メディアの構成 管理栄養 東206 アンドリュー　デュアー

シミュレーションⅣ(重症外傷者) 心理 東650/救急車 橋本　英之
プレゼンテーション 心理 心理学実験室AB 白木　由香

シミュレーションⅣ(重症外傷者) 心理 東650/救急車 橋本　英之
救急処置各論 心理 東452 甲田　智之
応用栄養学Ⅰ 管理栄養 西721 木村　孝子
生体計測工学 総合福祉 西722 金子　芳一

栄養教育論実習② 管理栄養 西341 平光　美津子
人格心理学 心理 東404 長谷川　晃

シミュレーションⅣ(重症外傷者) 心理 東650/救急車 橋本　英之
保育原理 幼児教育 西722 三羽　佐和子

シミュレーションⅣ(重症外傷者) 心理 東650/救急車 橋本　英之
専門演習ⅠA 心理 東635 小河　妙子

栄養教育論実習② 管理栄養 西341 平光　美津子
教科図画工作演習 子ども発達 東551 廣瀬　敏史

保育内容の指導法･健康① 幼児教育 西742 可兒　勇樹
医用電気工学実習 総合福祉 医用電気・電子実習室 金子　芳一

シミュレーションⅣ(重症外傷者) 心理 東650/救急車 橋本　英之
医用電気工学実習 総合福祉 医用電気・電子実習室 金子　芳一

保育内容の指導法･健康② 幼児教育 西742 可兒　勇樹
基礎ゼミナールⅠ<管理栄養学科> 管理栄養 東209 山田　隆

病理学 管理栄養 東203 徳野　治
5 構音障害Ⅳ 心理 東402 道下　和生

社会科指導法 心理 東452 水谷　学
臨床心理学概論 心理 東520 内田　裕之

体育実技A<バドミントン> 総合福祉 東体育館 馬場　崇豪
発達心理学 幼児教育 西782 神谷　かつ江
教科器楽Ⅱ 子ども発達 西133 紙屋　信義
核医学検査学 総合福祉 西782 服部　真澄

3 心理検査法 心理 東209 星野　和実
基礎英語A<TOEIC対策> 管理栄養 東201 下内　充

栄養教育論 管理栄養 西732 平光　美津子
肢体不自由児教育論Ⅰ 子ども発達 東203 池田　敦子
スポーツマネジメント 心理 図書館大セミナー 荻野　太司
スポーツマネジメント 心理 図書館大セミナー 荻野　太司

5 血液検査学 管理栄養 西732 畑　伸秀
コンピュータリテラシーⅠ 子ども発達 東心理学実験室A・B 安藤　雅夫
社会福祉援助技術論Ⅱ 総合福祉 東452 大倉　高志

3 微生物学 管理栄養 西732 山﨑　智拡
4 文学 幼児教育 東407 木戸　久二子

算数科指導法 子ども発達 東452 藤井　康寿
保育内容の指導法･環境① 幼児教育 西732 二橋　香代子

子どもの保健ⅠA 子ども発達 東209 小田　香里
発達心理学【特別】 心理 東404 宮本　邦雄

7月10日 火曜日 2 チャイルドスポーツ 幼児教育 西体育館 可兒　勇樹
教育原理 子ども発達 東202 白山　眞澄
教科社会 心理 東310 水谷　学

高次脳機能障害学 心理 東405 上田　正子
幼児美術② 幼児教育 西511（美術室） 浅野　秀男

4 幼児美術① 幼児教育 西511（美術室） 浅野　秀男
翻訳論 心理 東203 栗木　幸子

社会福祉援助技術総論Ⅰ 総合福祉 東201 篠本　耕二
子どもの保健ⅠＡ 幼児教育 西742 高岡　光江

体育実技A<トレーニング> 幼児教育 西TGUトレーニングルーム 小林　和典
読書と豊かな人間性 管理栄養 東206 アンドリュー　デュアー

介護概論 総合福祉 東452 齋藤　代彦
4 医用治療機器学演習 総合福祉 西741 濱口　淳
2 総合学習論 子ども発達 東201 脇田　正
3 公認心理師の職責 心理 東404 井上　直美
2 経済学 心理 東310 白木　由香
4 システム情報処理実習 総合福祉 東408 佐藤　尊範
5 システム情報処理実習 総合福祉 東408 佐藤　尊範

7月17日 火曜日 4 社会科・公民科指導法Ⅲ 心理 東451 水谷　学
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1 栄養士課題研究Ⅰ 管理栄養 西781 長屋　紀美江
2 社会福祉援助技術演習Ⅱ 総合福祉 東451 千葉　忠道

医療秘書実務 総合福祉 図書館中セミナー室 遠藤　雅子
医療秘書実務 総合福祉 図書館中セミナー室 遠藤　雅子

4 学校経営と学校図書館 管理栄養 東206 アンドリュー　デュアー
2 社会と福祉<基礎クラス> 子ども発達 東520 長瀬　啓子

グループワークトレーニング 幼児教育 西体育館 桑原　信治
グループワークトレーニング 幼児教育 西体育館 桑原　信治

2 社会科・公民科指導法Ⅳ 心理 東408 國枝　徹朗
3 生理検査学実習Ⅱ② 管理栄養 東405 加藤　洋介
2 言語聴覚障害学総論 心理 東405 道下　和生
3 公衆栄養学 管理栄養 西722 小西　希恵
5 社会福祉 総合福祉 西732 遠藤　雅子
1 ソルフェージュ 幼児教育 西134 内田　恵美子
2 教科音楽演習 子ども発達 東312 菅野　道雄
3 臨床心理面接特論Ⅰ 心理 D202 清源　友香奈

こども音楽療育演習 子ども発達 西133 菅野　道雄
フィールドワーク 総合福祉 東355 岡本　真理子

1 給食経営管理実習② 管理栄養 西317 小西　文子
2 給食経営管理実習② 管理栄養 西317 小西　文子
3 給食経営管理実習② 管理栄養 西317 小西　文子

【複数週の公開】平成30年度前期　一般公開型授業相互参観　公開時間割表 2018/7/3現在

公開日 曜日
時限コー

ド
講義名称 所属 教室 教員

月曜日 2 計測工学 総合福祉 東652 木島　均
1 医用電子工学Ⅰ 総合福祉 東652 木島　均
2 医用電子工学演習Ⅰ 総合福祉 東652 木島　均

卒業研究 総合福祉 臨床工学実習室 服部　知彦
医用電気工学Ⅰ 総合福祉 東652 木島　均

3 医用電気工学演習Ⅰ 総合福祉 東652 木島　均
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