
令和２年６月５日 

 

第２クォーターの対面型で実施する授業科目について 

 

第２クォーター（６月１８日～８月５日）の授業のうち、実験・実習科目等については、

３密を避ける等、感染防止策を徹底したうえで実施の必要度の高いものから対面での授業を

開始します。 

対面型で実施する授業科目については、以下のとおりとなります。 

・実験・実習科目 

・実技系科目（体育・音楽・芸術等） 

・演習ゼミ、卒業研究等 

・講義科目のうち、一部実験・実習等が含まれる場合は当該授業回 

・少人数で行われる講義の中で、授業を開設する部局長・研究科長が特に認めるもの 

 

対面型で実施する具体的な科目名は、教務システム（ドリームキャンパス、WebClass）を通

じて各学部・研究科からお知らせしております。 

 

６月４日現在で、お知らせしている内容は別紙のとおりです。 

経済学部、経済学研究科開講科目（演習を含む）については、対面型で実施する科目は、現

在のところありません。 

教育学研究科の対面型で実施する授業科目については、追って研究科から教務システムを通

じてお知らせします。 

農学部、農学研究科の対面型で実施する授業科目については、６月９日に教務システムを通

じてお知らせします。 

なお、ホームページ上で掲載した（６月４日現在）以降の追加・修正等更新内容に関しては、

教務システム（ドリームキャンパス、WebClass）上で、科目別のご案内となりますので、ご確

認ください。 

 

○対面型授業の受講上の注意 

(1)発熱、体調不良の場合は、登校禁止とします。特別な事由による欠席（公欠扱い）としま

すので、所属学部の学務係まで連絡してください。 

(2)受講する際は必ずマスクを着用してください。（体育等、運動を伴う場合は不要） 

(3)受講にあたっては、密閉・密集・密接を避ける工夫をしてください。また、室内の換気を

十分に行ってください。 

(4)授業の後や食事前には手洗い、消毒を行いましょう。 



６⽉１８⽇からの対⾯授業実施予定科⽬⼀覧
時間割コード 科⽬名 担当教員名 期間 曜⽇時限 対⾯授業⽇

103820 学校保健 宮本 賢作 前期 ⽉1 全授業対⾯授業
101840 書道科教育法 前期 ⽉2 6/22,6/29,7/6,7/13,7/20,7/27
100290 初等体育 ⽯川 雄⼀ 前期 ⽉2 全授業対⾯授業
101310 児童⽂化 吉川 暢⼦ 前期 ⽉2 全授業対⾯授業
103291 絵画ⅠA 古草 敦史 前期 ⽉3 全授業対⾯授業
100330 幼児図画⼯作 吉川 暢⼦ 前期 ⽉3 全授業対⾯授業
100231 初等理科 笠 潤平 前期 ⽉4 全授業対⾯授業
101060 学級経営論 ⽑利 猛 前期 ⽉5 7/6,7/13,7/20
101000 総合教育基礎演習 北林 雅洋 通年 ⽉5 ⽇程が決まり次第連絡
103130 声楽発展研究Ａ 若井 健司 前期 ⽕1 全授業対⾯授業
103610 美術科教育法 吉川 暢⼦ 前期 ⽕1 全授業対⾯授業
103970 ⽊材加⼯法Ⅰ 宮﨑 英⼀ 前期 ⽕1 全授業対⾯授業
103660 基礎運動Ⅰ ⽯川 雄⼀ 前期 ⽕1 全授業対⾯授業
100401 初等⾳楽科教育法 岡⽥ 知也 前期 ⽕2 全授業対⾯授業
102977 声楽ⅠＡ 若井 健司 前期 ⽕2 全授業対⾯授業
103980 ⾦属加⼯ 宮﨑 英⼀ 前期 ⽕2 全授業対⾯授業
102660 理科教育論 笠 潤平 前期 ⽕3 ほとんどの⽇程で対⾯授業実施
102987 声楽ⅡＡ 若井 健司 前期 ⽕3 全授業対⾯授業
103995 機械⼯学Ⅰ 宮﨑 英⼀ 前期 ⽕3 全授業対⾯授業
103330 構成ⅠＡ ⾕川 博史 前期 ⽕3 6/23,6/30,7/7
102070 地理学実習Ⅰ 平 篤志 前期 ⽕3 全授業対⾯授業
101321 保育実習指導Ⅰ ⽚岡 元⼦ 前期 ⽕3 6/23,6/26,7/4,7/7
100441 保育内容の指導法（環境） 松本 博雄 前期 ⽕3 6/27,7/21
103040 管楽器ⅠＡ 前期 ⽕3 学⽣と相談の上決定
103630 美術科授業研究Ⅰ 吉川 暢⼦ 前期 ⽕3 全授業対⾯授業
101620 書道ⅠＡ 前期 ⽕3,⾦3 6/19,6/26,7/3,7/10,7/17,7/24
109020 学習指導と学校図書館 前期 ⽕4 ,6/28
100789 教育法規⼊⾨ 豊島 修 前期 ⽕4 6/20,6/27
103050 指揮法 前期 ⽕4 学⽣と相談の上決定
103350 デザインⅠＡ ⾕川 博史 前期 ⽕4 6/23,6/30,7/7
123320 英語演習Ⅰ 永尾 智 前期 ⽕4 7/21,7/28,8/4
103310 彫刻Ⅰ 池⽥ 清史 前期 全授業対⾯授業
102960 合唱表現法 若井 健司 前期 ⽕5 全授業対⾯授業
104020 情報基礎Ⅰ 前期 ⽕5 7⽉以降すべて
102800 理科教育学Ⅰ 笠 潤平 前期 ⽕5 ⽇程が決まり次第連絡
100871 ⼼理検査Ⅰ 宮前 淳⼦ 前期 ⽕5 6/23,7/7,7/21,7/28
104570 英語学演習Ⅰ 永尾 智 前期 ⽕5 7/21,7/28,8/4
103000 合奏表現法 前期 ⽕5 学⽣と相談の上決定
101550 ⽇本古典⽂学演習Ⅰ 北原 圭⼀郎 前期 ⽕5 全授業対⾯授業
127700 図画⼯作 古草 敦史 前期 ⽔1 全授業対⾯授業
100320 幼児⾳楽 岡⽥ 知也 前期 ⽔1 全授業対⾯授業
100340 幼児体育 藤元 恭⼦ 前期 ⽔2 6/24,7/1,7/8
101920 ⼈⽂地理学 平 篤志 前期 ⽔2 全授業対⾯授業
103240 ⾳楽科授業研究Ⅰ 岡⽥ 知也 前期 ⽔2 全授業対⾯授業
103770 運動学 ⼭神 眞⼀ 前期 ⽔2 全授業対⾯授業
103340 構成ⅡＡ ⾕川 博史 前期 ⽔2 6/24,7/1,7/8
102920 理科授業研究Ⅰ 笠 潤平 前期 ⽔2 具体的な⽇程は未定
101020 総合教育演習 北林 雅洋 通年 ⽔4 ⽇程が決まり次第連絡
102940 ソルフェージュ 東浦 亜希⼦ 前期 ⽔5 全授業対⾯授業
102911 理科教育法 笠 潤平 前期 ⽊1 ⽇程が決まり次第連絡
101850 国語科授業研究Ⅰ 佐藤 明宏 前期 ⽊1 全授業対⾯授業
103140 ピアノⅢＡ 東浦 亜希⼦ 前期 ⽊1 全授業対⾯授業
100431 初等家庭科教育法 畦 五⽉ 前期 ⽊2 6/25,7/2,7/9,7/16,7/23

教育学部－１



時間割コード 科⽬名 担当教員名 期間 曜⽇時限 対⾯授業⽇
104250 被服整理学・染⾊学 ⼩川 育⼦ 前期 ⽊2 学⽣と相談の上決定
127701 図画⼯作 吉川 暢⼦ 前期 ⽊2 全授業対⾯授業
103033 ピアノⅡＡ 東浦 亜希⼦ 前期 ⽊2 全授業対⾯授業
105615 多⽂化社会演習 平 篤志 前期 ⽊2 全授業対⾯授業
100403 初等⾳楽科教育法 岡⽥ 知也 前期 ⽊3 全授業対⾯授業
103221 器楽奏法研究Ⅰ 前期 ⽊3 学⽣と相談の上決定
100779 授業実践論 ⽑利 猛 前期 ⽊4 全授業対⾯授業
103100 ⾳楽科教育論 岡⽥ 知也 前期 ⽊4 全授業対⾯授業
103010 管楽器奏法基礎Ａ 前期 ⽊4 学⽣と相談の上決定
100880 教育⼼理学演習Ⅰ 宮前（淳）、⾦綱 前期 ⽊4 学⽣と相談の上決定
102950 歌唱法基礎Ａ 若井 健司 前期 ⽊5 全授業対⾯授業
104030 技術科教育論 前期 ⽊5 7⽉以降すべて
100861 ⼼理学実験Ⅰ ⼤久保 智⽣ 前期 ⽊5 6/23,7/7,7/21,7/28
102540 物理学概論Ⅰ ⾼橋 尚志 前期 ⾦1 7/3,7/10,7/17
104232 被服学Ⅰ ⼩川 育⼦ 前期 ⾦1 学⽣と相談の上決定
100792 教育学チュートリアルⅠ ⽑利 猛 前期 ⾦1 7/3,7/10,7/17
100794 教育学チュートリアルⅡ ⽑利 猛 前期 ⾦1 7/3,7/10,7/17
103950 保健体育科授業研究Ⅰ ⽶村 耕平 前期 ⾦1 全授業対⾯授業
101930 ⾃然地理学 新⾒ 治 前期 ⾦2 6/19,6/26,7/3,7/24
101730 ⽇本語史 柴⽥ 昭⼆ 前期 ⾦2 全授業対⾯授業
127600 初等⾳楽 前期 ⾦2 学⽣と相談の上決定
127601 初等⾳楽 若井 健司 前期 ⾦2 全授業対⾯授業
103680 球技ＡⅠ ⽯川 雄⼀ 前期 ⾦2 全授業対⾯授業
103870 球技ＡⅡ ⽯川 雄⼀ 前期 ⾦2 全授業対⾯授業
102190 鈴⽊ 正⾏ 前期 ⾦3 全授業対⾯授業
116000 造形基礎 古草 敦史 通年 ⾦3 全授業対⾯授業
103260 造形基礎Ⅰ 古草 敦史 前期 ⾦3 全授業対⾯授業
102590 基礎化学実験 ⾼⽊ 由美⼦ 前期後半 全授業対⾯授業
103301 絵画ⅡA 古草 敦史 前期 ⾦4 全授業対⾯授業
100803 教育学演習ⅡＡ ⽑利 猛 前期 ⾦4 6/26,7/3/,7/10
102050 社会科特別演習 鈴⽊ 正⾏ 通年 ⾦5 全授業対⾯授業
101365 肢体不⾃由児の指導法 稲⽥  勤 前期 集中 ,6/27
103175 和声B 岡⽥ 知也 前期 集中 全授業対⾯授業
173134 ⽇本語教育実習Ⅰ 轟⽊  靖⼦ 前期 集中 学⽣と相談の上決定
173136 ⽇本語教育実習Ⅱ 轟⽊  靖⼦ 前期 集中 学⽣と相談の上決定
103850 基礎運動Ⅱ ⽯川 雄⼀ 前期 集中 全授業対⾯授業
101121 ⼩児保健演習 藤元 恭⼦ 前期 集中 6/26,7/3,7/17
101010 総合教育実践研究 北林 雅洋 通年 集中 ⽇程が決まり次第連絡
101030 総合教育特別演習Ⅰ 北林 雅洋 前期 集中 ⽇程が決まり次第連絡
101432 障害児⼼理学演習Ⅰ 武藏 博⽂ 通年分割 集中 全授業対⾯授業
102900 理科教育学演習 北林 雅洋 前期 集中 全授業対⾯授業
105731 発達臨床特別演習 橋本 忠⾏ 通年(⽊2) 集中(⽊2) 学⽣と相談の上決定
106370 教育環境デザイン演習Ⅲ 寺尾 徹 通年(⽊3) 集中(⽊3） 学⽣と相談の上決定
106400 共⽣社会システム演習Ⅲ 寺尾 徹 通年(⽊3) 集中(⽊3） 学⽣と相談の上決定

教育学部－２



法学部・法学研究科



医学部専⾨科⽬：6⽉18⽇以降対⾯授業実施科⽬⼀覧

学科名 履修年次 科⽬名 担当教員名 対⾯授業⽇
医学科 2 ⾃然科学実習(化学) 和⽥ 健司 6/8から実施(グループに分けて実施)
医学科 2 ⾃然科学実習(⽣物) ⼭本 融 6/8から実施(グループに分けて実施)
医学科 2 早期医学実習Ⅱ 各講座教員 6/8から開始
医学科 2 解剖学Ⅰ 三⽊ 崇範 6/8から開始
医学科 2 解剖学Ⅱ 荒⽊ 伸⼀ 夏季休暇に補講予定
医学科 3 病理学Ⅰ 松⽥ 陽⼦ 6/30実施
医学科 3 病理学Ⅱ 上野 正樹 6/17から開始
医学科 3 免疫学 星野 克明 後⽇通知予定
医学科 4 腎泌尿器ユニット 男性⽣殖器実習 上野 正樹 7/1実施
医学科 4 ⾎液系ユニット ⾎液病理実習 上野 正樹 7/14実施
医学科 5 医学実習Ⅰ 各講座教員 6/8から開始
医学科 6 医学実習Ⅱ 各講座教員 6/22から開始

看護学科 2 基礎看護技術論 南 妙⼦ 6/16から開始
看護学科 2 ⽣活援助技術論 南 妙⼦ 6/19から開始
看護学科 3 佐々⽊ 睦⼦ 演習は少⼈数で実施予定、詳細は後⽇連絡
看護学科 3 学校保健Ⅱ 森永 裕美⼦ 6/23から開始
看護学科 4 教育実践演習Ｃ 森永 裕美⼦,他 別途学⽣へ連絡
看護学科 4 養護実習 森永 裕美⼦,他 別途学⽣へ連絡
看護学科 4 教職実践演習（養護教諭） 森永 裕美⼦,他 別途学⽣へ連絡

臨床⼼理学科 3 臨床⼼理学基礎研究Ⅰ 各講座教員 6⽉下旬開始予定
※6⽉5⽇時点で予定されている科⽬⼀覧となります。その後の追加・変更は、WebClass等を通じて通知させていただきます。
 

医学部



医学系研究科看護学専攻 対面授業 R2 年度 

授業科目 
履修

年次

単

位
担当教員 

理論看護学* 1・2 2 前川 泰子、南 妙子、金正 貴美 

看護倫理学* 1・2 2 松本 啓子、山本 美輪、清水 裕子、辻 京子

看護教育学 1・2 2 清水 裕子、渡邉 久美 

看護管理学 1・2 2 佐々木 睦子、前川 泰子 

基礎看護学特論 1 2 前川 泰子、南 妙子 

急性期成人看護学特論 1 2 市原 多香子 

小児看護学特論 1 2 谷本 公重 

母性看護学特論 1 2 佐々木 睦子、石上 悦子 

精神看護学特論 1 2 渡邉 久美 

地域看護学特論 1 2 森永 裕美子、辻 京子 

基礎看護学演習 1 4 前川 泰子、南 妙子 

急性期成人看護学演習 1 4 市原 多香子 

小児看護学演習 1 4 谷本 公重 

母性看護学演習 1 4 佐々木 睦子、石上 悦子 

精神看護学演習 1 4 渡邉 久美 

助産学特論Ⅰ（助産学概論） 1 1 佐々木 睦子、石上 悦子 

助産学特論Ⅱ（リプロダクティ

ブヘルスと権利） 
1 1

佐々木 睦子、石上 悦子 

助産学特論Ⅲ 

（周産期学婦人科学） 
1 2

金西 賢治、田中 宏和、花岡 有為子 

助産学特論Ⅳ 

（胎児学・新生児乳幼児学） 
1 1

日下 隆、安田 真之、岡田 仁、岩瀬 孝志、

下野 隆一 

助産学特論Ⅴ 

（薬理・臨床検査学） 
1 1

金西 賢治、田中 宏和、花岡 有為子、 

日下 隆、安田 真之、岡田 仁、岩瀬 孝志

助産診断学Ⅰ（妊娠期） 1 1 佐々木 睦子、石上 悦子 

助産診断学Ⅱ（分娩期） 1 1
金西 賢治、田中 宏和、花岡 有為子、

佐々木 睦子、石上 悦子 

助産診断学Ⅲ（産褥期，新生児・

乳幼児） 
1 1

日下 隆、安田 真之、岡田 仁、岩瀬 孝志、

下野 隆一、佐々木 睦子、谷本 公重、

石上 悦子 

周産期ハイリスクケア 1 1

金西 賢治、田中 宏和、花岡 有為子、 

日下 隆、安田 真之、岡田 仁、岩瀬 孝志、

下野 隆一、佐々木 睦子、石上 悦子 

助産診断学演習Ⅰ（妊娠期） 1 1 佐々木 睦子、石上 悦子、森 薫 

助産診断学演習Ⅱ 

（分娩期・産褥期） 
1 2

佐々木 睦子、石上 悦子、森 薫 

助産診断学演習Ⅲ 

（新生児・乳幼児） 
1 1

佐々木 睦子、石上 悦子、森 薫、谷本 公重

 

医学系研究科－１



担当教員

必
修

選
択

自
由

1通 2 臨床心理学専攻全教員

1前 1
坂東修二、山本　融、松田陽子、日下　隆、辻　晃仁、宮武伸
行、中條浩介、清水裕子

1通 2 山田俊介・竹森元彦・橋本忠行・林智一・坂中尚哉・谷渕真也

1･2通 1
坂中尚哉、長谷綾子、谷渕真也、山田俊介、竹森元彦、橋本忠
行

1通 1
坂中尚哉、長谷綾子、谷渕真也、山田俊介、竹森元彦、橋本忠
行

医学系研究科臨床心理学専攻　対面授業R2年度　前期

専
門
科
目

臨床心理基礎実習

心理実践実習Ⅱ（心理臨床事例検討実習Ⅰ）

心理実践実習Ⅰ（ケースフォーミュレーション実習）

備考

基
礎
科
目

臨床心理学研究法特論

心理援助職のための応用医学特論

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

医学系研究科－２



令和２年度第２クォーター（６月１８日～８月５日）対面型授業実施科目一覧

●創造工学部開講科目

時間割コード 科目コード 科目名 担当教員名 期間 曜日時限 実施概要 講義室

5004130 5004130 空間情報解析学 野々村　敦子 前期 火1 うち１回のみ（別途実施日通知） 3101

5004140 5004140 空間情報解析演習 野々村　敦子 前期 火2 うち１回のみ（別途実施日通知） 3101

5008370 5008370 先端マテリアル科学演習Ⅱ 上村　忍 前期 火2 別途実施日通知 6201

5006190 5006190 情報通信実験Ⅰ 神野　正彦 前期 火3～4
7/21(火)まではオンライン実施
7/28(火)のみ対面授業実施予定
対面実施対象者は別途通知

6405

5003330 5003330 建築設計Ⅰ 中島  美登子 前期 火3～5 第２クォーター全て
3201
6303
6305

5005310 5005310 情報システム・セキュリティ実験I 最所　圭三 前期 火3～5 第２クォーター全て 3101

5002460 5002460 伝統を生かしたデザイン 井上　由季子 2Q 火4～5 第２クォーター全て 研究交流棟1階

5003370 5003370 地盤工学実験 寺林　優 前期 火4～5 第２クォーター全て 6201

5008160 5008160 先端マテリアル科学実験Ⅰ 楠瀬　尚史 2Q 火4～5 別途実施日通知 3202

5004100 5004100
リスクマネジメント演習
（防災・危機管理コース）

梶谷　義雄 前期 火5
基本的には遠隔授業
一部対面授業の可能性有り

3301

5002030 5002030 立体表現基礎演習C 柴田　悠基 前期 水1 第２クォーター全て 研究交流棟1階

5005170 5005170 Webシステム開発 最所　圭三 前期 水1 第２クォーター全て 6403

5006210 5006210 情報通信デザイン演習 神野　正彦 前期 水4 別途実施日通知 6403

5004240 5004240 危機管理の実務 長谷川　修一 前期 水4 6/24（水）・7/15（水）のみ対面授業 3302

5003360 5003360 水環境マネジメント実験 吉田　秀典 前期 水4～5 第２クォーター全て 6201

5002000 5002000 平面表現基礎演習 柴田　悠基 前期 木1 第２クォーター全て 研究交流棟1階

5002430 5002430 プロダクト造形演習 林　敏浩 通年 木2 第２クォーター全て 研究交流棟1階

5002440 5002440 コミュニケーションデザイン演習I 柴田　悠基 通年 木3 第２クォーター全て 研究交流棟1階

5005030 5005030 中級プログラミング 安藤　一秋 前期 木4 木4のみ全て対面授業（水4は遠隔授業） 3101

5003130 5003130 振動学 宮本　慎宏 前期 木4 7/9（木）のみ 3301

5002170 5002170 プロトタイプ演習 荒川　雅生 2Q 木4～5
一部対面授業の可能性有り
別途実施日通知

別途通知

5003190 5003190 測量実習 荒木　裕行 前期 木4～5 第２クォーター全て 6201

5003400 5003400 構造・土質力学演習Ⅰ 宮本　慎宏 前期 金1～2 第２クォーター全て 3101

5002060 5002060 立体表現演習ⅡA 倉石　文雄 前期 金2 第２クォーター全て 教2号館

5002040 5002040 立体表現演習ⅠA 倉石　文雄 前期 金3 第２クォーター全て 教2号館

5008360 5008360 先端マテリアル科学実験Ⅲ 小柴　俊 前期 金4～6 第２クォーター全て 3101

5004200 5004200 信頼性工学 井面　仁志 前期 金4 第２クォーター全て 3301

5002010 5002010 立体表現基礎演習A 倉石　文雄 前期 金5 第２クォーター全て 教2号館

5004210 5004210 信頼性工学演習 井面　仁志 前期 金5 第２クォーター全て 3301

5004070 5004070 防災ボランティア講座 長谷川　修一 前期 時間外
6/20（土）、6/27（土）、7/4（土）
各1限から5限

別途通知

※赤文字：受講者数と教室定員の関係から、通常授業している教室から変更していますので、注意してください。

※自宅にネット環境がない学生及び
　 対面授業の前後の授業で遠隔授業を受ける学生向けの
　 部屋の開放：３１０２・３３０３・４３０１・６２０２

創造工学部



令和２年度第２クォーター（６月１８日～８月５日）対面型授業実施科目一覧
※自宅にネット環境がない学生及び
　 対面授業の前後の授業で遠隔授業を受ける学生向けの
　 部屋の開放：３１０２・３３０３・４３０１・６２０２

●工学部開講科目

時間割コード 科目コード 科目名 担当教員名 期間 曜日時限 実施概要 講義室

594010 594010 材料創造工学演習Ⅱ 上村　忍 前期 火2 別途実施日通知 6201

578000 578000 電子情報通信実験Ⅰ 神野　正彦 前期 火3～4
7/21(火)まではオンライン実施
7/28(火)のみ対面授業実施予定
対面実施対象者は別途通知

6405

564610 564610 建築設計I 中島  美登子 前期 火3～5 第２クォーター全て
3201
6303
6305

577500 577500 情報環境実験Ⅰ 最所　圭三 前期 火3～5 第２クォーター全て 3101

563700 563700 地盤工学実験 寺林　優 前期 火4～5 第２クォーター全て 6201

563610 563610 水環境マネジメント実験 吉田　秀典 前期 水4～5 第２クォーター全て 6201

560800 560800 振動学 宮本　慎宏 前期 木4 7/9（木）のみ 3301

561800 561800 測量実習 荒木　裕行 前期 木4～5 第２クォーター全て 6201

564000 564000 構造・土質力学演習Ⅰ 宮本　慎宏 前期 金1～2 第２クォーター全て 3101

574600 574600 電気電子CAD 北島　博之 前期 金4 第２クォーター全て 6405

593801 593801 材料創造工学実験Ⅲ 小柴　俊 前期 金4～6 第２クォーター全て 3101

●工学研究科開講科目

時間割コード 科目コード 科目名 担当教員名 期間 曜日時限 実施概要 講義室

943170 943170 マイクロシステム設計実務 寺尾  京平 前期 火4 第２クォーター全て 3302

941081 941081 地質工学特論 長谷川　修一 前期 水3 うち１回のみ（別途実施日通知） 別途通知

941160 941160 空間情報工学 野々村　敦子 前期 金2 うち１回のみ（別途実施日通知） 6303

※赤文字：受講者数と教室定員の関係から、通常授業している教室から変更していますので、注意してください。

工学部・工学研究科



地域マネジメント研究科



全学共通科目


