
2022年度春学期

科目等履修生・聴講生開講科目

曜日時限 授業コード 科目名 担当者

月1/月2 1J310980 女性学 藤田 和美

月1 1P200550 倫理学概論 井上　兼生

月2/月3 1A901010 出版と編集 川島　安博

月2 1D100809 児童心理学 村上　純子

月2/月3 1P400440 経済思想史 鈴木 真実哉

月3/月4 1A211910 フランス語圏文化 長野　壮一

月3 1D200401 青年心理学 伊藤　亜矢子

月3/月4 1J313120 日本の音楽 鈴木 英一

月3/金3 1J413910 文学理論 杉淵　洋一

月3/木3 1P200770 国際政治学 宮本　悟

月3/木4 1P202710 政治哲学 森分　大輔

月3/木4 1P500550 簿記Ⅰ 山田　ひとみ

月4/定期 1A510710 英米児童文学 松本 祐子

月4 1J121390 相関文化 村松  晋

月4/金4 1J121410 比較文化概論 杉淵　洋一

月5/木4 1A412040 社会と芸術文化Ｂ 畠山　宗明

月5/木4 1J310610 日本のポップ・カルチャー 清水  均

月5/木5 1P200610 比較政治学 宮本　悟

火1/水1 1J120520 日本語教育概論 作田　奈苗

火1/火2 1J413110 日本文学特殊講義② 前田　潤

火1/火2 1P400330 マクロ経済学 由川　稔

火2/火3 1A223110 アメリカ文化の形成 綾辺　昌朋

火2/金2 1A610460 芸術と文化（西洋美術） 瀧井　直子

火2/金3 1P500880 経営管理 金子　毅

火2/金3 1P502210 異文化マネジメント 八木　規子

火2 1W221010 司法・犯罪心理学 室城　順子

火2 11603672 キリスト教と音楽Ａ 渡辺 善忠

火2 11608398 キリスト教と福祉活動の実際Ａ 吉岡　光人

火3/金3 1A312300 思想（倫理） 今出　敏彦

火3/木3 1A710380 英語学概論 小河　園子

火3/金2 1J120210 日本文学概説 木下　綾子

火3/火4 1J310510 日本の民俗 西村　敏也

火3/火4 1J511110 歴史と文化 阿部　能久

火3/金4 1P301210 国際人権・人道法 鈴木　詩衣菜

火3 1P501010 経営倫理 金子　毅

火3/金4 1W211610 社会保障論 元田　宏樹

火3 11603898 キリスト教音楽史Ａ 渡辺 善忠

火4/木4 1A200510 ヨーロッパ文明の形成と発展 和田 光司

火4/金3 1A510242 英米文学概論 氏家 理恵

火4 1A711620 児童英語教育(カリキュラム・デザイン) 東  仁美

火4 1J510320 日本史の研究(近世史特論) 六本木　健志

火4 1J511530 日本の思想(仏教) 髙山　秀嗣



2022年度春学期

科目等履修生・聴講生開講科目

曜日時限 授業コード 科目名 担当者

火4 1J511640 日本の思想(キリスト教) 村松  晋

火4/火5 1P201880 日本政治史 佐々木　研一朗

火4/火5 1P400220 ミクロ経済学 中野　宏

火4 11601610 キリスト教と国際社会Ａ 谷口 隆一郎

火5/金5 1A314110 現代アメリカ事情 江崎　聡子

火5/金3 1P601210 現代社会論 春木　育美

火5/金4 1P701110 情報通信ネットワーク論 竹井  潔

火5 1W231530 精神保健福祉制度論 相川 章子

水1 1D200607 臨床心理学概論 長谷川 恵美子

水4/水5 1J410210 日本文学史(中世・近世) 石澤　一志

水4/水5 1P300660 商法概論 佐藤　文彦

水4 1PF00510 社会教育課題研究Ａ 川尻　剛士

水5 1W232490 スクールソーシャルワーク論 岩田　健

木1/金1 1A711940 児童英語教育(ワークショップＢ) 櫻井　智美

木1 1PE01271 公務員演習Ⅰ 猪狩　廣美

木1 1W230450 ソーシャルワークの理論と方法A 小沼　聖治

木1 11600116 聖書の世界Ａ 大坪　園子

木1 11607101 キリスト教と心のケア 村上　純子

木1/木2 1P500110 経営学 閑林　亨平

木2 1J411850 日本語学(文法)Ａ 黒﨑　佐仁子

木2 1W232376 更生保護制度 三澤　孝夫

木3 1D201014 知覚・認知心理学/認知心理学 小橋　眞理子

木3 1D201909 障害者・障害児心理学/障害児(者)心理学 伊藤　亜矢子

木3/金4 1J312910 文化の社会学 横山 寿世理

木3/木4 1P301000 行政法 仲田 孝仁

木4/金5 1J121510 文化交流史(アジアと日本) 濱田　寛

木4/木5 1J310100 日本の演劇 小島　智章

木4/木5 1J410430 日本文学研究と批評(古典①) 渡辺 正人

木4/木5 1J413810 漢文学概説／訓読学 福田　素子

木5 1A212310 南欧の社会と文化Ｂ 高津　美和

木5 1W211296 高齢社会論/社会老年学 古谷野 亘

金1 1J120730 古典読解Ｂ 網本　尚子

金1/金2 1P201330 行政学 三浦　正士

金1 1P701330 社会情報論／情報リスク論 鈴木　省吾

金1/金1 1W211936 就労支援サービス 猪瀬　桂二

金1 1W220901 産業心理学/産業・組織心理学 中村　洸太

金1 1W231740 精神保健福祉援助技術総論 田村　綾子

金2 1A210860 国際ボランティア入門Ａ 金沢　はるえ

金2 1J510100 日本史の研究(古代史特論) 渡辺 正人

金2 1P300330 民法Ａ(120生以降対象) 原田　香菜

金3/金4 1J401290 児童文学 小林　夏美

金3 1J510410 日本史の研究(近代史特論) 松井　慎一郎



2022年度春学期

科目等履修生・聴講生開講科目

曜日時限 授業コード 科目名 担当者

金3/金4 1J512080 中国思想 大坊　真伸

金3 1P302410 国際法Ａ 鈴木　詩衣菜

金3 1W231429 医療福祉論 山本　博之

金4 1A224660 イスラム文明 水上　遼

金4 1A317510 思想（キリスト教Ｂ） 今出　敏彦

金4/金5 1A711093 心理言語学 川手  恩

金4/金5 1J512110 日本史特殊講義 松井　慎一郎

金5 1D201401 対人関係論 竹渕 香織

金5 1J120381 日本史概説Ａ 阿部　能久

金5/火5 1J411310 言語文化論 小林 茂之

金5 11607210 日本キリスト教史Ａ 坂井　悠佳

土1/土2 1W213092 精神保健学(W/S) 河本　次生

定期 1A101010 国際社会の基礎知識 江崎　聡子

定期 1A211610 哲学入門 村瀬　天出夫

定期 1W211720 保健医療サービス/保健医療と福祉 加藤　寿寿華

定期 1W211828 権利擁護と成年後見制度 長尾　愛女

定期 1W232160 社会福祉運営管理論 田嶋　英行

定期 11601881 キリスト教と日本社会Ａ 鈴木　光

定期 11602681 キリスト教とアメリカ文化Ａ 五十嵐　成見

定期 11603010 キリスト教と文学Ａ 帆苅　基生

定期 11603320 キリスト教と自然科学Ａ 村瀬　天出夫

定期 11607685 キリスト教とアジア文化Ａ 春木　育美

定期 11607794 キリスト教と歴史形成Ａ 安井　聖

定期：定期配信型オンライン授


