
2023年度_秋学期　聴講生　開放科目一覧 2023/2/21現在

講義コード 講義名 授業形態 担当教員 開講所属 学期 曜日・時限 備考

XA00190A 数理の科学Ａ 講義 全学非常勤01 全学（大学） 秋学期 水4

XA00190B 数理の科学Ｂ 講義 全学非常勤01 全学（大学） 秋学期 水5

XA00210C 宇宙の科学Ｃ 講義 春山　純一 全学（大学） 秋学期 火1

XA00220A 行動の科学Ａ 講義 後藤　和宏 全学（大学） 秋学期 月5

XA00220F 行動の科学Ｆ 講義 瀬川　かおり 全学（大学） 秋学期 木1

XA00230A 生活の科学Ａ 講義 関根　康子 全学（大学） 秋学期 火1

XA00230B 生活の科学Ｂ 講義 関根　康子 全学（大学） 秋学期 水5

XA00390B 身体の科学Ｂ 講義 笹田　周作 全学（大学） 秋学期 水2

1100030A 古典文学講読IIＡ 講義 武田　早苗 日文 秋学期 水2

1100030B 古典文学講読IIＢ 講義 山田　純 日文 秋学期 水2

1100050B 近現代文学講読IIＢ 講義 南　明日香 日文 秋学期 月3

1100070A 日本語学概論IIＡ 講義 永谷　直子 日文 秋学期 金3

1100090A 近現代文学講読IVＡ 講義 山口　徹 日文 秋学期 火2

1100105A 現代文化論２ 講義 山田　純 日文 秋学期 金3

1100107A 現代文化論３ 講義 藤田　佑 日文 秋学期 火3

1100130A 中国古典講読IIA 講義 加納　留美子 日文 秋学期 月1 卒業生と複数免許と転部転科希望者に限る

1100130B 中国古典講読IIＢ 講義 加納　留美子 日文 秋学期 火4 卒業生と複数免許と転部転科希望者に限る

1100150A 古典文学講読IVＡ 講義 後藤　幸良 日文 秋学期 月2

1100190A メディア文化論 講義 塚田　修一 日文 秋学期 金3

1100210A 日本文学史II（近現代）Ａ 講義 南　明日香 日文 秋学期 火3

1100210B 日本文学史II（近現代）Ｂ 講義 山口　徹 日文 秋学期 水3

1100220A 日本語古典文法 講義 梅林　博人 日文 秋学期 水5

1100400A 近現代文学研究５ 講義 山口　徹 日文 秋学期 火1

1100410A 近現代文学研究６ 講義 南　明日香 日文 秋学期 水3

1100500A 古典文学研究５ 講義 山田　純 日文 秋学期 火3

1100510A 古典文学研究６ 講義 武田　早苗 日文 秋学期 水3

1100570A 日本語研究４ 講義 永谷　直子 日文 秋学期 月2

1100600A 映像と文学 講義 高木　信 日文 秋学期 火4

1100830A 日本語史II 講義 梅林　博人 日文 秋学期 月4

1101100A 古典文学研究８ 講義 高木　信 日文 秋学期 金5

1200490A アメリカ文学史 講義 中村　真理 英文 秋学期 金3

1200510A アメリカ文学研究 講義 中村　真理 英文 秋学期 火3

1200620A ホスピタリティ概論 講義 小泉　京美 英文 秋学期 火5

1300010A 生涯発達心理学Ａ 講義 荻本　快 教育 秋学期 金2

1300010B 生涯発達心理学Ｂ 講義 荻本　快 教育 秋学期 月3

1300040A 教育の歴史 講義 角田　雅昭 教育 秋学期 水4

1300290A 教育内容（国語）Ａ 講義 成家　雅史 教育 秋学期 火5 教員免許取得希望者対象

1300290B 教育内容（国語）Ｂ 講義 成家　雅史 教育 秋学期 火2 教員免許取得希望者対象

1300310A 教育内容（算数） 講義 柳　健 教育 秋学期 火2 教員免許取得希望者対象

1300330A 教育内容（生活） 講義 池田　仁人 教育 秋学期 金4 教員免許取得希望者対象

1300350B 教育内容（図画工作）Ｂ 講義 稲田　大祐 教育 秋学期集中 なし集中 教員免許取得希望者対象

1300370A 教育内容（体育） 講義 宗野　文俊 教育 秋学期 金5 教員免許取得希望者対象:女性限定

1300380A 教育内容（英語） 講義 古賀　裕子 教育 秋学期 木2 教員免許取得希望者対象

1300390A 教育課程論 講義 吉岡　日三雄 教育 秋学期 火4 教員免許取得希望者対象

1300430A 社会科指導法 講義 月岡　正明 教育 秋学期 火1 教員免許取得希望者対象

1300440A 算数科指導法 講義 柳　健 教育 秋学期 水5 教員免許取得希望者対象

1300460A 生活科指導法 講義 池田　仁人 教育 秋学期 火4 教員免許取得希望者対象

1300470A 音楽科指導法 講義 岡部　芳広 教育 秋学期 火2 教員免許取得希望者対象

1300480A 図画工作科指導法 講義 稲田　大祐 教育 秋学期 水2 教員免許取得希望者対象

1300490A 家庭科指導法 講義 榎本　ヒカル 教育 秋学期 金2 教員免許取得希望者対象

1300530A 教育の方法 講義 教育非常勤06 教育 秋学期 木1 教員免許取得希望者対象

1300540A 道徳教育論 講義 油井原　均 教育 秋学期 火5 教員免許取得希望者対象

1300570A 生徒・進路指導 講義 前嶋　深雪 教育 秋学期 木4 教員免許取得希望者対象

1300690B 子どもの教育とメディアＢ 講義 七海　陽 教育 秋学期 金1 幼保向け内容。シラバスを確認して下さい。

1300690C 子どもの教育とメディアC 講義 七海　陽 教育 秋学期 火4 幼保向け内容。シラバスを確認して下さい。

1300890A 知的障害児の生理・病理 講義 新平　鎮博 教育 秋学期 水5

1300930A 病弱児の生理・病理 講義 新平　鎮博 教育 秋学期 水4

1400220A サブカルチャーとメディア 講義 塚田　修一 メディア 秋学期 月5

1400370A マーケティング論 講義 久保　康彦 メディア 秋学期 金3

1500230A 住宅計画 講義 棗田　久美子 デザイン 秋学期 水1

1500780A 空間デザインと材料 講義 桑原　茂 デザイン 秋学期 水3

2100080A 社会人デビュー講座エクストラ 講義 金森　剛 社会 秋学期 月5

＜開講所属＞
■教養科目等
全学（大学）…大学所属の教養科目
全学（短大）…短大所属の教養科目

■教職課程等
教職…教職課程科目

■学芸学部
日文…日本語日本文学科
英文…英語文化コミュニケーション学科

教育…子ども教育学科
メディア…メディア情報学科
デザイン…生活デザイン学科

■人間社会学部
社会…社会マネジメント学科
心理…人間心理学科

■栄養科学部
健康栄養…健康栄養学科

■短期大学部
栄養…食物栄養学科

■大学院（専門職学位課程）
社会研…社会起業研究科

＜開講時限＞
1限…9:00-10:30　2限…10:40-12:10 3限…13:00-14:30　4限…14:40-16:10 5限…16:20-17:50　6限…18:00-19:30 集中…シラバスよりご確認ください。

※開講科目の時間割は変更になる可能性があります。 
※シラバスの確認ができるのは3月1日以降です。

1



2023年度_秋学期　聴講生　開放科目一覧 2023/2/21現在

講義コード 講義名 授業形態 担当教員 開講所属 学期 曜日・時限 備考

＜開講所属＞
■教養科目等
全学（大学）…大学所属の教養科目
全学（短大）…短大所属の教養科目

■教職課程等
教職…教職課程科目

■学芸学部
日文…日本語日本文学科
英文…英語文化コミュニケーション学科

教育…子ども教育学科
メディア…メディア情報学科
デザイン…生活デザイン学科

■人間社会学部
社会…社会マネジメント学科
心理…人間心理学科

■栄養科学部
健康栄養…健康栄養学科

■短期大学部
栄養…食物栄養学科

■大学院（専門職学位課程）
社会研…社会起業研究科

＜開講時限＞
1限…9:00-10:30　2限…10:40-12:10 3限…13:00-14:30　4限…14:40-16:10 5限…16:20-17:50　6限…18:00-19:30 集中…シラバスよりご確認ください。

※開講科目の時間割は変更になる可能性があります。 
※シラバスの確認ができるのは3月1日以降です。

2100190A 遊びと人間 講義 木本　玲一 社会 秋学期 火2

2100350A ミクロ経済学 講義 湧口　清隆 社会 秋学期 火1

2100540A 交通・ロジスティクス論 講義 湧口　清隆 社会 秋学期 火2

2100580A ブランド戦略・商品開発論 講義 金森　剛 社会 秋学期 金4

2100850A テレビ番組論＜放送メディア論＞ 講義 井坂　聡 社会 秋学期 水3

2200290B トランスパーソナル心理学Ｂ 講義 尾崎　真奈美 心理 秋学期 月1

XX00100B 食環境論Ｂ 講義 安達　修一 全学（短大） 秋学期 月3

XX00110B 生物と生態系Ｂ 講義 山崎　和久 全学（短大） 秋学期 水5

7300050A 企業倫理とＣＳＲ 講義 九里　徳泰 社会研 秋学期前半 火6

7300090A 流通システム論 講義 久保　康彦 社会研 秋学期 火6
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