
地域プランニングコース，健康スポーツコース

授業科目名 時間割番号 教員名 学年 教室 授業科目名 時間割番号 教員名 学年 教室 授業科目名 時間割番号 教員名 学年 教室 授業科目名 時間割番号 教員名 学年 教室 授業科目名 時間割番号 教員名 学年 教室

健康スポーツ論 15004 藤谷 1 201 健康スポーツ論 15004 佐川 1 207

　※（Q1開講科目，月曜3,4限の週2コマ　3限,4限で担当教員,講義室が異なる） 　※（Q1開講科目，月曜3,4限の週2コマ　3限,4限で担当教員,講義室が異なる）

※地方財政論Ａ 35215 武田 2 人1・102 文化人類学実習Ａ 35223 田村 3 2号館多目的演習室 地域プランニング演習 35236.5 佐々木 3 教員室

※(Q１開講科目，月曜1,2限の週2コマ) （一部集中講義） 地域プランニング演習 35236.6 山岸 3 教員室

※地方財政論B 35216 武田 2 人1・102 地域プランニング演習 35236.7 眞鍋 3 教員室

※(Q２開講科目，月曜1,2限の週2コマ) 地域プランニング演習 35236.9 佐無田 3 教員室

地域プランニング演習 35236.0 武田 3 教員室

地域プランニング演習 35236.11 吉田 3 教員室

地域プランニング演習 35236.12 丸谷 3 教員室

地域プランニング演習 35236.13 蜂屋 3 1号館207

地域プランニング演習 35236.14 田村 3 教員室

 (※担当教員により一部集中あり)

スポーツ生理学演習 35324 増田 3 205 衛生学及び公衆衛生学 35317 増田 3 208 卒業演習 35400.401 岩田 4 教員室

卒業演習 35400.402 佐川 4 教員室

卒業演習 35400.404 寺沢 4 教員室

卒業演習 35400.405 増田 4 教員室

卒業演習 35400.406 藤谷 4 教員室

社会調査論 35221 眞鍋 2 309 住環境論 35202 山岸 2 401 卒業演習 35400.302 鏡味 4 教員室

　 地域社会調査実習 35226 眞鍋 3 地域社会調査実習室 卒業演習 35400.305 佐々木 4 教員室

(H24年度以降入学者用) (3505-1) 卒業演習 35400.306 山岸 4 教員室

卒業演習 35400.307 眞鍋 4 教員室

卒業演習 35400.309 佐無田 4 教員室

卒業演習 35400.311 吉田 4 教員室

卒業演習 35400.312 丸谷 4 教員室

卒業演習 35400.313 蜂屋 4 1号館207

卒業演習 35400.314 田村 4 教員室

健康スポーツコース スポーツ指導論 35305 藤谷 2 103

福祉マネジメント論 15001 森山 1 福祉マネジメントコース演習室

　※5-6限2コマ連続開講

地域学習論 35219 蜂屋 2 201 地域学概論 35200 伊藤 2 301

公共社会学 35244 田邊 2 人1・201

スポーツ社会学演習 35326 佐川 3 健スポ第２実習室 健康教育学実習 35328 岩田 3 201

スポーツ生理学実習 35330 増田 3 運動生理学・生化学実験室

健康栄養学実習 35331 寺沢 3 1316

スポーツ社会学実習 35332 佐川 3 健スポ第1実習室

スポーツ経営学実習 35333 藤谷 3 健スポ第2実験室

都市計画 35217 沈他 3 自然科学本館105講義室 地域プランニング演習 35236.1 伊藤 3 人間社会5号館3502

卒業演習 35400.301 伊藤 4 人間社会5号館3502

健康教育学演習 35322 岩田 3 303

学校保健(小児保健、精神保健、 35316 岩田 3 208 健康栄養学演習 35325 寺沢 3 305

学校安全及び救急処置を含む) スポーツ経営学演習 35327 藤谷 3 203、パソコン実習室

学域・学類共通科目 地域創造学 15000 市原・伊藤 他 1 総・A1

地域プランニングコース 交通計画 35218 藤生,中山 3 自然科学大講義棟レクチャーホール 地域分析実習 35227 宇根他 2 人1・303

健康スポーツコース スポーツ心理学 35312 村山 3 総・D4 ヘルス･エクササイズ 35318 増田他 3 207

(注) １．入学年度により履修できる科目が異なるため，各自の入学年度に対応した学類ハンドブックを参照すること。 集中講義日程等

２．学年欄の「１」は原則として１年以上，「２」は２年以上，「３」は３年以上，「４」は４年が履修可能である。 時間割番号 教　員　名 学年

３．授業科目の履修上の注意が特別に定められている場合があるので，シラバスで必ず確認の上，履修登録をすること。 15009.001 伊藤　悟 1 平成24年度以降入学者のみ

４．集中講義の履修手続きは，追加登録を行わないので，必ず登録期間内に登録すること。 15010.002 佐川哲也 1 平成24年度以降入学者のみ

５．教室欄の「健スポ」は健康スポーツコースの実験室・実習室を，「総」は総合教育棟及び総合教育2号館を，「人１」は人間社会第１講義棟を，「メディア」は総合メディア基盤センターを表す。 35201 梶田　真 2 各日2～5限，301講義室

　　上記以外で特に注釈のないものは，人間社会第2講義棟及び人間社会3～5号館で開講される授業である。 時間割欄記載 田村　うらら 3 　

　　なお，パソコン実習室(5202)とコンピュータ実習室(5201)は，教育実践支援センター2階にあるので注意すること。 健康スポーツコース 35320 増田　和実　他 3

６．卒業演習は教員毎に時間割番号が異なるため，指導教員の時間割番号を確認の上，履修登録すること。 35401.300 各教員 4 地域プランニングコース所属の学生

35401.400 各教員 4 健康スポーツコース所属の学生

※9月卒業予定者は、卒業判定の日程上、8月9日(金)以降開講の集中講義は履修できない。

　また、9月卒業を予定していない学生は集中講義の開講時期によっては単位が認定されて卒業要件を充たし、9月卒業になる可能性があるので注意すること。

※今後の変更については、人間社会学域HPに掲載する「平成3１年度前期　人間社会学域　集中講義一覧表」を随時更新するので、確認すること。

区
分

1限(8:45～10:15) 2限(10:30～12:00)

地域創造体験実習Ａ 5月26日(日)，6月15日(土)，29日(土)，8月7日(水)

火

月

金

コース

健康スポーツコース

地域プランニングコース

学類共通科目

学域・学類共通科目

地域プランニングコース

健康スポーツコース

健康スポーツコース

卒業研究

健康スポーツインターンシップ 未定

地域プランニングコース

文化人類学実習Ａ

授業科目名 開講期間(予定)

8月前半～9月後半

2019年度(平成31年度)前期　地域創造学類　授業時間割表 (平成27年度以前入学者用)

木

水

学域・学類共通科目

卒業研究

地域創造体験実習B 未定

地域プランニングコース
5月18日(土),19日(日)，6月8日(土),9日(日)地域計画論

地域プランニングコース

備考

4限(14:45～16:15) 5限(16:30～18:00)3限(13:00～14:30)


