
福祉マネジメントコース，環境共生コース

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

学域･学類共通科目 異文化理解 10014 粕谷 他 1 総・B1 文学概論 10006 粕谷 1 人1・302

社会福祉行政論　※Q3開講 35528 村上 2 103 社会福祉援助技術論Ⅲ 35537 尹 2 305 社会福祉援助技術論Ⅰ 35535 森山 2 208 社会福祉援助技術演習Ⅴ 35543 森山 4 208

福祉計画論　　　  ※Q4開講 35529 村上 2 103 　※Q3の5-6限2コマ連続開講

農業政策論 35135 市原 2 103 環境政策論(平成26年度以降入学者用) 35154 大野 2 103 環境経済論基礎演習（H25年度以前入学者用） 35108 市原 2 206

栽培学演習(平成26年度以降入学者用) 35106.2 林直樹 2 303

環境と農業基礎演習(H25年度以前入学者用) 35106.1 林直樹 2 303 自然環境の再生とその動向　※Q3開講 35100 林直樹 2 401 卒業演習 継続(35400.208) 林直樹 4 研究室

自然環境応用実習 継続(35122） 青木 3 製図室

資源活用・流通応用実習 継続(35123) 林紀代美 3 305

学域･学類共通科目 地域創造学特別講義Ｃ／Ｄ 欄外参照 田邊 1 人社1.・201

医療福祉論 35523 森山 2 人1・204 介護福祉論 35507 村上 2 405 社会保障論演習 継続(35547) 村上 3 206 卒業演習 継続(35400.110) 村上 4 208

社会福祉援助技術演習Ⅱ 35540 森山 2 ※

　※Q3は5限（309講義室），Q4は4限（208講義室）で実施

公共社会学演習 継続(35550) 田邊 3 福祉マネジメントコース演習室 卒業演習 継続(35400.107) 田邊 4 福祉マネジメントコース演習室

医療・福祉社会学演習 継続（35549）  高橋 3 304 卒業演習 継続(35400.103) 高橋 4 205

森林・里山論基礎演習　※Q3開講 35149 山田 2 人1・206 環境教育演習 継続(35113) 山田 3 305 環境教育応用実習 継続(35120) 山田 3 204

(H26年度以降入学者用) 自然環境応用演習（H25年度以前入学者用） 継続(35115) 青木 3 製図室 卒業演習 継続(35400.203 青木 4 製図室

自然環境演習(H26年度以降入学者用） 継続(35115.1) 青木 3 製図室 卒業演習 継続(35400.205) 林紀代美 4 製図室

環境と農業応用演習（H25年度以前入学者用） 継続(35112) 林直樹 3 研究室 環境と農業応用実習 継続(35119) 林直樹 3 研究室

環境と農業演習（H26年度以降入学者用） 継続(35112.1) 林直樹 3 研究室 環境経済論応用演習（H25年度以前入学者用） 継続(35114) 市原 3 305 卒業演習 継続(35400.201) 市原 4 305

資源活用･流通応用演習（H25年度以前入学者用） 継続(35116) 林紀代美 3 206 環境経済論演習（H26年度以降入学者用） 継続(35114.1) 市原 3 305

資源活用･流通演習（H26年度以降入学者用） 継続(35116.1) 林紀代美 3 206 卒業演習 継続(35400.206) 中島 4 人1・312

学域･学類共通科目 地域社会学 15006 眞鍋 1 201

福祉マネジメントコース 更生保護論　※Q3開講 35532 竹中 2 103 医療社会学 35512 高橋 2 309

応用地理学(H25年度以前入学者用)　　※Q3開講 35138.1 青木 2 301 自然環境基礎演習(H25年度以前入学者用) 35109.1 青木 2 309

防災・減災と地理学(H26年度以降入学者用) 35138.2 青木 2 301 自然環境文献講読(H26年度以降入学者用) 35109.2 青木 2 309

※Q3開講 卒業演習 継続(35400.207) 大野 4 環境共生実習室 環境政策論演習 継続(35151) 大野 3 環境共生実習室 環境政策論応用実習 継続(35152) 大野 3 環境共生実習室

地域と水産業演習　※Q4開講 35155 林紀代美 2 205

　

人権論 15005 土屋 1 人1・301

地域創造体験実習Ｂ(H24年度以降入学者のみ) 15010.001 伊藤 1 人間社会5号館3502

社会福祉援助技術現場実習指導(事前指導) 35545 森山 2 406 社会福祉援助技術現場実習指導(事後指導) 継続(35545) 森山 3 研究室 社会福祉援助技術論Ⅳ 35538 馬渡 他 2 201

 社会政策論Ⅱ 35516 神﨑 2 207 　

地理情報学実習 35148 青木 2 204 自然環境と社会(平成26年度以前入学者用) 35103.1 青木 2 人1・102 社会環境論基礎演習(H25年度以前入学者用) 35111.1 中島 2 人1・306 社会環境応用演習Ⅱ(H25年度以前入学者用) 35118 中島 3 人1・306

地域資源活用論　※Q3開講 35141 林紀代美 2 209 自然環境と社会(平成27年度以降入学者用) 35103.2 青木 1 人1・102 地誌学演習(H26年度以降入学者用) 35111.2 中島 2 人1・306 社会環境演習Ⅱ(H26年度以降入学者用) 35118.001 中島 3 人1・306

卒業演習 継続(35400.209) 山田 4 研究室

福祉マネジメントコース 地域福祉論Ⅱ 35505 田中 3 103 社会保障論Ⅱ 35503 村上 2 人1・２０４      

環境経済論応用実習 継続(35121) 市原 3 205 環境共生基礎実習 継続(35105) 青木 他 2 207

社会環境応用実習Ⅱ 35125 中島 他 3 人1・312

(注) ※本時間割表に掲載されていない科目は今年度開講されない。 集中講義日程等

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。 時間割番号 教　員　名 学年

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。 学類共通科目 15011.001 伊藤　悟 1 海外実習。平成2４年度以降入学者のみ。

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。 35544.2 森山 治　他 3 平成24年度以降入学者用

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。 継続(35545) 森山 治　他 3

５．教室欄の「総」は総合教育棟及び総合教育2号館，「人1」は人間社会第1講義棟を表す。 環境共生コース 35137 青木　賢人 2 開講日時については担当教員に問い合わせること。

　　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。 継続(35401.100) 各教員 4 福祉マネジメントコース所属の学生

　　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。 継続(35401.200) 各教員 4 環境共生コース所属の学生

※３月卒業予定者は，卒業判定の日程上，２月１０日以降開講の集中講義は履修できない。

　また，３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、３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掲載の「平成3１年度後期　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。

【特別講義】

時間割番号 教員名 学年

- 田邊　浩 1

- 田邊　浩 1
専門基礎科目（学類共通）

地域創造学特別講義Ｄ 火曜日3限

福祉マネジメントコース

平成31年度以降入学者が履修登録できるが，平成30年度以前入学者も自由に聴講可。

備考授業科目名 開講時期

地域創造学特別講義Ｃ 火曜日3限 平成31年度以降入学者が履修登録できるが，平成30年度以前入学者も自由に聴講可。

2限(10:30～12:00)

水

福祉マネジメントコース

区
分

1限(8:45～10:15)
コース

福祉マネジメントコース

環境共生コース

環境共生コース

月

福祉マネジメントコース

環境共生コース

学域･学類共通科目

火

地域創造体験実習Ｃ

5限(16:30～18:00)4限(14:45～16:15)

備考

2月11日（火）～2１日（金）

開講期間(予定)

3限(13:00～14:30)

2019年度(令和元年度)後期　地域創造学類　授業時間割表 (平成27年度以前入学者用)

地生態学 未定

卒業研究

卒業研究

社会福祉援助技術現場実習指導
(実習中指導)

社会福祉援助技術現場実習

環境共生コース

環境共生コース
金

木

授業科目名


