
令和3年度　後期　授業時間割表　【心理学科】

科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考

言語聴覚障害診断学 道下-（立木） 東402 心理測定法 川嶋 西131 感情・人格心理学 長谷川 東310 学習・言語心理学 川嶋 西131 シミュレーションⅠ☆ 有川-甲田-上尾-奥村 救急実習室・東体育館

シミュレーションⅠ☆ 有川-甲田-上尾-奥村 救急実習室・東体育館 生理学 野本 東404 言語

心理学的支援法 纐纈-大浦 東404 青年心理学 寺田 東210 心理学検査実習☆ 大浦・榎本・（藤原）・（下野）・（今井田） 言語・救急分野　水12 児童心理学 寺田 東310 【特別】病理学 上尾 東635 救急分野

社会保障制度・関係法規 奥村 東635 救急分野 環境障害・急性中毒学 (石坂) 東520

社会保障制度・関係法規 山邨 東310 心理分野・言語分野

シミュレーションⅤ☆ 有川-甲田-上尾-奥村 救急実習室 音声障害 道下 東402 比較心理学 （矢澤） 東310

構音障害Ⅳ 松森-（志村）-（大塚） 東402

シミュレーションⅦ☆ 上尾-甲田-有川-奥村 救急実習室、東451 専門演習ⅡB♦ 松森 東201 【特別】専門演習ⅠB 上尾 東311

専門演習ⅡB♦ 道下 東209

専門演習ⅡB♦ 阿部 東205

専門演習ⅡB♦ 栁原 東206

専門演習ⅡB♦ 野本 東202

生化学 奥村 西131 失語症学Ⅰ 阿部 東402 人体の構造と機能及び疾病 奥村 東520 心理学統計法 池田賢 西131

救急処置総論 甲田 西131 シミュレーションⅠ☆ 有川-甲田-上尾-奥村 救急実習室・東体育館

聴覚障害学Ⅰ 松森 東402

社会学総論 山田 東210 心理学検査実習☆ 大浦・榎本・（藤原）・（下野）・（今井田）
東635, 201,
202,203,209

言語・救急分野　水12 言語発達障害学Ⅲ 松森-杉山 東405 シミュレーションⅢ☆ 甲田-有川-上尾-奥村 救急実習室・東体育館

産業・組織心理学 工藤 東310 神経系の構造・機能・疾病 野本-(萩野） 東405

心理療法技法論 大浦 東404 専門演習ⅠB◆ 工藤 東202 老年心理学 宮本 東404 シミュレーションⅤ☆ 有川-甲田-上尾-(石坂)-奥村 救急実習室

耳鼻咽喉科学・形成外科学☆ （平山） 東405 専門演習ⅠB◆ 池田賢 東452 嚥下障害学Ⅲ 野本 東402

専門演習ⅠB◆ 大浦 東407

シミュレーションⅤ☆ 有川-甲田-上尾-奥村 救急実習室

吃音 栁原 東405

専門演習ⅡB◆ 纐纈 東554 シミュレーションⅦ☆ 上尾-甲田-有川-奥村 救急実習室、東451 専門演習ⅡB◆ 川嶋 心理学実験室C 専門演習ⅡB◆ 大鐘 心理学実験室C

専門演習ⅡB◆ 池田賢 東心理学実験室C 専門演習ⅡB◆ 上尾 東311 救急分野

シミュレーションⅦ☆ 上尾-甲田-有川-奥村 救急実習室、東451

発達心理学 榎本 西131 知覚・認知心理学A（認知） 池田賢 西131 病理学 甲田‐（川出） 西131 救急分野、後期前半

内科学Ⅰ 甲田‐（永田） 東520 救急分野 医学総論 甲田‐（川出） 西131 救急分野、後期後半

言語発達学 阿部 東405

関係行政論 山邨 東310 人間の歴史 富田 東404 心理的アセスメント 内田裕 東404 シミュレーションⅢ☆ 甲田-有川-上尾-奥村 救急実習室・東体育館

聴覚障害学Ⅲ 栁原 東402 小児科学 甲田‐（永田） 東520 救急分野、後期後半 構音障害Ⅲ 道下 東402 聴覚検査法Ⅰ 栁原 東402

シミュレーションⅢ☆ 甲田-有川-上尾-奥村 救急実習室・東体育館
音響学♦ 松森-（村田） 東635

地誌学 (高木) 東520 整形外科学 甲田-有川-（中根） 西741 実験社会心理学演習 池田賢－工藤 東心理学実験室AB/東310 シミュレーションⅤ☆ 有川-甲田-上尾-(石坂)-奥村 救急実習室 外科学Ⅱ 甲田-有川-（水井） 東310

産婦人科学 甲田-有川-（宮崎)-(安田） 東520

シミュレーションⅦ☆ 上尾-甲田-有川-奥村 救急実習室、東451 専門演習ⅡB◆ 工藤 東心理学実験室AB 専門演習ⅡB◆ 榎本 東206

専門演習ⅡB◆ 長谷川 東心理学実験室C 専門演習ⅡB◆ 大浦 心理学実験室C

構音障害Ⅰ 栁原 東451 薬理学 甲田‐（竹中） 東520 微生物学 甲田‐（竹中） 東520 日本の歴史と文化 國枝 東520 病理学 （二ノ倉） 東203 言語分野

心理学実験☆ 川嶋・池田賢・工藤・（今井田）
東心理学実験室AB
東310,202,205 月34 嚥下障害学Ⅰ 阿部-(安田） 東402 高次脳機能障害学Ⅰ 道下 東402 健康・医療心理学 大鐘 東210 シミュレーションⅢ☆ 甲田-有川-上尾-奥村 救急実習室・東体育館

シミュレーションⅢ☆ 甲田-有川-上尾-奥村 救急実習室・東体育館 脳外科学 甲田-（大岡） 西131

失語症学Ⅲ 阿部 東402

哲学概論 小椋 東310 障害者・障害児心理学 榎本 東635 シミュレーションⅤ☆ 有川-甲田-上尾-(石坂)-奥村 救急実習室 臨床歯科医学・口腔外科学☆ (二ノ倉) 東402 言語分野

言語発達障害学Ⅴ 野本-(大塚) 東405 補聴器・人工内耳Ⅱ 松森-（菅田） 東402/451

シミュレーションⅦ☆ 上尾-甲田-有川-奥村 救急実習室、東451 専門演習ⅡB◆ 内田裕 東301

１
年

【特別】医学総論 有川 東201 後期後半 小児科学 （田中）-（二ノ倉） 東405 言語分野

外傷学 有川 東635
専門演習ⅠB♦ 松森 東205 臨床歯科医学・口腔外科学☆ (二ノ倉) 東402 言語分野
専門演習ⅠB♦ 野本 東405
専門演習ⅠB♦ 阿部 東206
専門演習ⅠB♦ 栁原 東407

４
年
１
年
２
年

精神医学（精神疾患とその治療） 甲田‐（栁澤） 東635 救急分野

３
年
４
年

※人数により教室変更あり ★・・・通年科目    ☆・・・連続開講科目    ◆・・・複数開講科目    【特別】・・・特別開講科目

【集中講義】 【卒業研究】

科目名 担当者 学年 科目名 担当者 学年 担当者

司法・犯罪心理学 （吉澤） 4 卒業研究★(心理分野） 内田裕 4 上尾

放射線概論 甲田-有川-（安田） 4 卒業研究★(心理分野） 長谷川 4 有川-上尾

4 卒業研究★(心理分野） 纐纈 4 奥村-上尾

【実習】 4 卒業研究★(心理分野） 大鐘 4 松森

学年 担当者 4 卒業研究★(心理分野） 川嶋 4 道下

3・4 大鐘-長谷川-内田-川嶋-宮本-榎本-纐纈-大浦 4 卒業研究★(心理分野） 大浦 4 阿部

3 上尾-大野-奥村 4 卒業研究★(心理分野） 池田賢 4 栁原

3・4 松森-道下-阿部-栁原-野本 4 卒業研究★(心理分野） 工藤 4 野本

4 卒業研究★(心理分野） 榎本

東635, 201,
202,203,209,
心理学実験室C

心理学実験☆ 川嶋・池田賢・工藤・（今井田）
東心理学実験室AB
東310,202,205 月34

科目名

卒業研究★(救急分野）

卒業研究★(救急分野）

卒業研究★(救急分野）

卒業研究★(言語分野）

卒業研究★(言語分野）

卒業研究★(言語分野）

卒業研究★(言語分野）

卒業研究★(言語分野）
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