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講義名 開講時期 基準
単位数

科目分類 対象学科 対象
年次

必修／選択 担当教員

心身の健康と心理 前期 2 心理学専攻 文学部　文学科 ３年 選択 大上　真礼

臨床心理学 後期 2 心理学専攻 文学部　文学科 １年 選択 大上　真礼

考古学概説Ⅰ 前期 2 歴史学専攻（専選必） 文学部　文学科 １年 選択 戸根　比呂子

臨床心理学概論 後期 2 心理学専攻 文学部　文学科 １年 選択 大上　真礼

心理学的支援法 前期 2 心理学専攻 文学部　文学科 ２年 選択 大上　真礼

心理的アセスメント 前期 2 心理学専攻 文学部　文学科 ３年 選択 大上　真礼

考古学演習Ⅰ 前期 2 歴史学専攻 文学部　文学科 ２年 選択 戸根　比呂子

公認心理師の職責 後期 2 心理学専攻 文学部　文学科 ３年 選択 大上　真礼

16

「チーム学校」と学校組織マネジメント 前期 2 地域協働と組織マネジメント 文学部　教育学科 ２年 必修 米澤　利明

特別支援教育総論 前期 2 インクルーシブ教育 文学部　教育学科 ２年 選択 佐囲東　彰

障がい児教育 後期 2 インクルーシブ教育 文学部　教育学科 ２年 選択 佐囲東　彰

スクールソーシャルワーク論 後期 2 地域協働と組織マネジメント 文学部　教育学科 ３年 選択 竹澤　賢樹

初等教科教育法（図画工作） 前期 2 教科専門科目 文学部　教育学科 １年 選択 家﨑　萌

初等教科教育法（音楽） 前期 2 小学校・中学校教諭専門科目 文学部　教育学科 ２年 選択 乗富　章子

初等教科教育法（体育） 後期 2 小学校・中学校教諭専門科目 文学部　教育学科 ３年 選択 小平　豊彦

保育内容（表現） 後期 2 幼稚園教諭・保育士専門科目 文学部　教育学科 ２年 選択 家﨑　萌.松下　明日香

16

現代経済論Ⅰ 前期 2 専門必修科目 経済学部　経済学科 １年 必修 豊田　欣吾

現代経済論Ⅱ 後期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 １年 選択 豊田　欣吾

計量経済学Ⅰ 前期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 ２年 選択 豊田　欣吾

日本経済史 前期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 ２年 選択 髙橋　啓

計量経済学Ⅱ 後期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 ２年 選択 豊田　欣吾

まちづくり論 前期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 ２年 選択 佐藤　　淳

税法基礎 後期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 ２年 選択 土屋　雅一

観光と経済 後期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 ２年 選択 佐藤　　淳

公共政策論 後期 2 専門選択科目 経済学部　経済学科 ２年 選択 髙橋　啓

18

税務会計Ⅰ 後期 2 専門選択科目 経営情報学部　経営情報学科 ３年 選択 土屋　雅一

地域経済論 前期 2 専門選択科目 経営情報学部　経営情報学科 ３年 選択 佐藤　　淳

財政論 前期 2 専門選択科目 経営情報学部　経営情報学科 ３年 選択 根本　博

経済政策 後期 2 専門選択科目 経営情報学部　経営情報学科 ３年 選択 豊田　欣吾

都市経営と経済Ⅱ 後期 2 専門選択科目 経営情報学部　経営情報学科 ３年 選択 佐藤　　淳

経済変動論Ⅰ 前期 2 専門選択科目 経営情報学部　経営情報学科 ４年 選択 根本　博

デジタルプレゼンテーションⅠ 前期 2 専門選択科目 経営情報学部　経営情報学科 ３年 選択 宮地　浩子

14

マクロ経済学Ⅰ 前期 2 専門選択科目 経済学部　経営学科 ２年 選択 豊田　欣吾

日本経済史 前期 2 専門選択科目 経済学部　経営学科 ２年 選択 髙橋　啓

まちづくり論 前期 2 専門選択科目 経済学部　経営学科 ２年 選択 佐藤　　淳

税法基礎 後期 2 専門選択科目 経済学部　経営学科 ２年 選択 土屋　雅一

観光と経済 後期 2 専門選択科目 経済学部　経営学科 ２年 選択 佐藤　　淳

会計学基礎Ⅰ 前期 2 専門必修科目 経済学部　経営学科 １年 必修 児島　記代

会計学基礎Ⅱ 後期 2 専門必修科目 経済学部　経営学科 １年 必修 児島　記代

14

キャリアデザインⅠ 後期 2 教養必修科目 経済情報学部　経済情報学科 １年 必修 後藤　弘光.松田　聡浩.マラット　ザニケエフ.小里　千寿

現代経済論Ⅱ 後期 2 専門選択科目 経済情報学部　経済情報学科 １年 選択 豊田　欣吾

キャリアデザインⅡ 前期 2 教養必修科目 経済情報学部　経済情報学科 ２年 必修 石川　温.小形　優人.プラサド　ゴータム.小里　千寿

キャリアデザインⅢ 後期 2 教養必修科目 経済情報学部　経済情報学科 ２年 必修 石川　温.小形　優人.プラサド　ゴータム.小里　千寿

FSP講座 前期 2 教養選択科目 経済情報学部　経済情報学科 １年 選択 後藤　弘光.小里　千寿

マクロ経済学Ⅰ 前期 2 専門選択科目 経済情報学部　経済情報学科 ２年 選択 豊田　欣吾

プログラミング基礎a １ｸォ‐ﾀ‐ 1 専門選択科目 経済情報学部　経済情報学科 １年 選択 宮地　浩子

プログラミング基礎b ２ｸォ‐ﾀ‐ 1 専門選択科目 経済情報学部　経済情報学科 １年 選択 宮地　浩子

14経済情報学部　経済情報学科　単位数合計

文学部　文学科　単位数合計

文学部　教育学科　単位数合計

経済学部　経済学科　単位数合計

経営情報学部　経営情報学科　単位数合計

経済学部　経営学科　単位数合計
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講義名 開講時期 基準
単位数

科目分類 対象学科 対象
年次

必修／選択 担当教員

映像基礎b ４ｸォ‐ﾀ‐ 1 専門科目 芸術学部　芸術学科 １年 選択 内田　雅明

デザインマネジメントⅠ 前期 2 専門科目 芸術学部　芸術学科 ３年 選択 大場　吉美.浜辺　和彦

メディアコンテンツ制作論 前期 4 専門科目 芸術学部　芸術学科 ３年 選択 飯田　栄治

CM制作 後期 2 専門科目 芸術学部　芸術学科 ３年 選択 越田　久文

広告メディア論 後期 2 専門科目 芸術学部　芸術学科 ２年 選択 白川　郁栄

サウンドメディア 前期 2 専門科目 芸術学部　芸術学科 ２年 選択 池田　洋一郎

映像制作Ⅰ 後期 4 専門科目 芸術学部　芸術学科 ２年 選択 越田　久文.本谷　公夫
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キャリアデザインⅠ（アスリート・指導員養成） 後期 2 教養必修科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 必修 小里　千寿.福井　卓也.丸山　章子.渡辺　涼子

キャリアデザインⅠ（体育教員） 後期 2 教養必修科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 必修 菊政　俊平.小里　千寿.山脇　あゆみ.安井　孝志

キャリアデザインⅠ（公安・公務員） 後期 2 教養必修科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 必修 小里　千寿.武石　健哉.藤本　索子.渡辺　直勇.外山　寛

キャリアデザインⅠ（ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ） 後期 2 教養必修科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 必修 一色　貴史.清田　直恵.小里　千寿.野寺　巧寛

トレーニング論 後期 2 専門必修科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 必修 武石　健哉.渡辺　涼子

運動処方 後期 2 専門選択科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 選択 外山　寛

球技論 前期 2 専門選択科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 選択 諸江　真一

生活習慣病概論 前期 2 専門選択科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 選択 渡邉　琢夫.清田　直恵

サッカー指導演習 通年 2 専門選択科目 スポーツ科学部　スポーツ科学科 １年 選択 安井　孝志.諸江　真一

18

スポーツ医学(救急処置を含む。) 後期 2 専門必修科目 人間健康学部　スポーツ健康学科 ３年 必修 渡邉　琢夫.清田　直恵

スポーツコンディショニング論 後期 2 専門選択科目 人間健康学部　スポーツ健康学科 ２年 選択 菊政　俊平.丸山　章子

ｽﾎﾟｰﾂトレーナー演習 前期 2 専門選択科目 人間健康学部　スポーツ健康学科 ２年 選択 一色　貴史.武石　健哉.渡辺　涼子.外山　寛.橋高　朱里

健康管理演習 前期 2 専門選択科目 人間健康学部　スポーツ健康学科 ３年 選択 外山　寛.藤原　勝夫.渡邉　琢夫.清田　直恵

健康運動演習 前期 2 専門選択科目 人間健康学部　スポーツ健康学科 ４年 選択 清田　直恵

保健体育科教育法Ⅰ 通年 4 専門選択科目 人間健康学部　スポーツ健康学科 ２年 選択 山本　裕太

保健体育科教育法Ⅱ 通年 4 専門選択科目 人間健康学部　スポーツ健康学科 ３年 選択 山本　裕太

18

地域栄養演習 前期 2 専門選択 栄養学部　栄養学科 ３年 選択 鈴木　三枝

公衆栄養活動論 後期 1 専門選択 栄養学部　栄養学科 ３年 選択 鈴木　三枝

公衆栄養学 前期 2 専門必修 栄養学部　栄養学科 ２年 必修 鈴木　三枝

臨床栄養学Ⅰ 後期 2 専門必修 栄養学部　栄養学科 ２年 必修 宮本　佳代子

臨床栄養学Ⅱ 前期 2 専門選択 栄養学部　栄養学科 ３年 選択 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

応用栄養学演習 後期 2 専門選択 栄養学部　栄養学科 ３年 選択 川村　美笑子.鶴見　田鶴子

応用栄養学実習 後期 1 専門必修 栄養学部　栄養学科 ２年 必修 鶴見　田鶴子

臨床栄養実践演習 前期 2 専門選択 栄養学部　栄養学科 ４年 選択 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

臨床栄養学実習 後期 1 専門必修 栄養学部　栄養学科 ３年 必修 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

公衆栄養学実習 後期 1 専門選択 栄養学部　栄養学科 ３年 選択 鈴木　三枝

栄養アセスメント 前期 2 専門必修 栄養学部　栄養学科 ３年 必修 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子
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応用栄養学演習 前期 2 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ３年 選択 川村　美笑子.徳永　美希.鶴見　田鶴子

臨床栄養学Ⅱ 前期集中 2 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ２年 選択 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

臨床栄養実践演習 前期 2 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ３年 選択 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

地域栄養演習 前期 2 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ３年 選択 鈴木　三枝

公衆栄養活動論 後期 1 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ３年 選択 鈴木　三枝

栄養アセスメント 前期集中 2 専門実践必修 人間健康学部　健康栄養学科 ２年 必修 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

臨地実習Ⅱ（臨床栄養） 前期集中 1 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ４年 選択 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

臨地実習事前・事後指導Ⅱ 通年 1 関連科目 人間健康学部　健康栄養学科 ４年 選択 鈴木　三枝.鶴見　田鶴子.宮本　佳代子.飯田　範子

臨地実習Ⅲ（臨床栄養） 前期集中 1 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ４年 選択 宮本　佳代子.鶴見　田鶴子

公衆栄養学 前期 2 専門実践必修 人間健康学部　健康栄養学科 ２年 必修 鈴木　三枝

臨地実習Ⅴ（公衆栄養） 前期集中 1 専門実践選択 人間健康学部　健康栄養学科 ４年 選択 鈴木　三枝
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芸術学部　芸術学科　単位数合計

スポーツ科学部　スポーツ科学科　単位数合計

人間健康学部　スポーツ健康学科　単位数合計

栄養学部　栄養学科　単位数合計

人間健康学部　健康栄養学科　単位数合計


	提出用（大学分） 修正

