
平成３０年度　前期　授業公開リスト【北条キャンパス】　※専任教員担当の授業

日程 曜日 時限 教室 科目名 担当教員 学科・専攻・学年 備考

２３２ スペイン語Ⅰ－a 宮武　信枝 社2、介2、人2、健2

１３１ 地域福祉論Ⅱ 高杉　公人 社3年、介3年
２１１・２２２コンピュータ

②・
社会調査実習Ⅰ 大黒屋、長尾、田村、大久保 人3年、健3年

２２５ 体育理論 齋藤　拓真 健1年

１４８ 専門演習Ⅰ ロウ・リンダ 健3年

１３１ 社会学Ⅰ 田村　周一 社1年、介4年

２１２ 介護概論 田中　顕悟 社2年、健3年

１３４ 高齢者福祉実践論 釜野　鉄平 社3年

２２４・２１３・２１４ 介護総合演習 小木曽　真司 介2年

２１１・２２２コンピュータ② データ分析の基礎 長尾　由希子 人2年、健2年

１３２ 英語Ⅰ－a(A) ロウ・リンダ 健1年

１３６・１４５～１４９ 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ－a 田中、高杉、村岡、釜野、近藤 社2年、介3年

２２５ 国際NPO・NGO論 矢島　伸浩 社3年、人4年、健4年

１３５ 臨床心理学 桂　和仁 社4年、介4年

２２４・２１３・２１４ 生活支援技術Ⅱ－b 小木曽　真司 介2年

２２３ コミュニケーション概論 大久保　元正 人1年

１３１ 産業社会学 大黒屋　貴稔 人2年
中間試験実施日となる可能性があり

ますので、事前に授業担当者に内容

をご確認ください。

１３４ 医療社会学 田村　周一 人3年

２１２ トレーニング論 青木　謙介 健2年

サルーテ講義フロア 救急処置 鈴木、門田 健3年

１３１ キリスト教学Ａ 寺尾　寿芳 社1年、介1年

２３２ 日本事情Ⅰ 宮武　信枝 社1、介1、人1、健1

２２５ 社会保障論Ⅰ 恒吉　和徳 社2年、介3年

１３６・１４５～１４９ 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ 田中、高杉、村岡、釜野、近藤 社3年、介4年
２３１ 精神保健福祉援助技術各論Ⅱ 村上　佳子 社4年

２１１ 組織論 大黒屋　貴稔 人3年
中間試験実施日となる可能性があり

ますので、事前に授業担当者に内容

をご確認ください。

２２３ 保健体育科教育法Ⅰ 齋藤　拓真 健2年

２３３ 発達心理学 水口　啓吾 健3年

サルーテ講義フロア トレーニング施設指導実践 青木、鈴木 健4年

１４２ 英語Ⅲ－a ロウ・リンダ 社2、介2、人2、健2

２１２ 経営学概論 矢島　伸浩 社1年、人1年、健1年

２３１ 精神保健福祉制度論Ⅰ 村上　佳子 社2年

２２３ 教職論 齋藤　拓真 社2年、人2年、健2年

１４２ 哲学概論 寺尾　寿芳 社3、介3、人3、健3

２３２ 福祉科教育法Ⅰ 恒吉　和徳 社3年

２２４ 生活支援技術Ⅰ 小木曽　真司 介1年

１３４ 国際社会学 大黒屋　貴稔 人4年
中間試験実施日となる可能性があり

ますので、事前に授業担当者に内容

をご確認ください。

１３１ 社会福祉発達史 佐々木　裕子 社1年、介1年

４２５ 日本語表現 矢島　伸浩 社1、介1、人1、健1

２３１ 社会福祉調査 村岡　則子 社3年、介3年

サルーテ講義フロア 教育実習事前・事後指導 曽我部、齋藤 社4年、人4年、健4年

１４１ 介護過程Ⅴ 秋山、小木曽 介4年

２２３ 教育社会学 長尾　由希子 社2年、人2年、健3年

１３６ 心理検査法実習 森平　准次 人3年

１３４ 都市社会学 大久保　元正 人4年

記念体育館 スポーツ実技（体つくり運動） 齋藤　拓真 健1年

２３１ 障害者の心理 山本　万喜雄 社2年、健4年

サルーテ講義フロア レクリエーション概論 曽我部　敦介 社2年、介4年、健2年

１３３ インターンシップ 佐々木、丹下 社3年
１３４ トップマネジメント特講 近藤　益代 社4年
２２４ コミュニケーション技術Ⅱ 小木曽　真司 介2年
１４１ 医療的ケアⅡ 秋山　昌江 介3年
サルーテ講義フロア 障害者スポーツ 曽我部　敦介 介4年、健3年
１３１ インターンシップⅠ 田村、長尾、大黒屋、大久保 人3年
記念体育館 スポーツ実技（体つくり運動） 齋藤　拓真 健1年
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6/19は144演習室
専門演習Ⅱ 山本　万喜雄 健4年

研究室・トレーニングスタジ

オ・フィットネススタジオ
専門演習Ⅱ 青木　謙介 健4年

２２４ キリスト教人間学 谷　隆一郎 社1、介2、人2、健1

１３１ 社会福祉援助技術論Ⅲ－a 村岡　則子 社3年、介4年

１４１ 介護福祉概論Ⅰ 秋山　昌江 介1年

１３４ 介護過程Ⅲ 小木曽　真司 介3年

２２３ 人間社会学概論
矢島、長尾、森平、大黒屋、

森岡、田村、大久保、福田、水口
人1年

２１２ 生涯スポーツ論 稲田　俊治 健2年

サルーテ講義フロア 健康づくり指導法 鈴木　茂久 健3年

１３３ ボランティア論 佐々木　裕子 社1年、健1年

２３２ スペイン語Ⅱ－a 宮武　信枝 社3、介3、人3、健3

１４７ 生命倫理 寺尾　寿芳 社4、介4、人4、健4

２１２ 心理学概論 桂　和仁 健1年

２１１ キャリアデザイン 矢島　伸浩 社2、介2、人2、健2
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２３２ 社会福祉法制論Ⅰ 恒吉　和徳 社4年

１３５ 人間関係とコミュニケーション 釜野　鉄平 介1年

１３４ 介護過程Ⅰ 小木曽　真司 介2年

２３９ 矢島　伸浩

１４８ 長尾　由希子

１４４ 森岡　陽介

１３６ 田村　周一

２３６ 福田　哲也

２３７ 水口　啓吾

２３８ 桂　和仁

サルーテミーティングルーム２ 齋藤　拓真

２１２ 生理学・運動生理学Ⅱ 松波　勝 健2年

１４５・１４７・１４９ 社会福祉援助技術演習Ⅱ
田中、近藤､岡田､菊池､玉井､

社3年、介4年

２２５ 福祉行財政論 恒吉　和徳 社2年、介2年
２１１・２３１・

２３２・２３３
基礎演習Ⅰ－a

佐々木、丹下、釜野、近藤、大黒屋、

大久保、宮武、曽我部、鈴木
社1、介1、人1、健1

１３４ 介護福祉概論Ⅴ 小木曽　真司 介3年

１３１ 臨床心理学 森平　准次 人2年

２２３ 多文化コミュニケーション ﾎﾋﾞﾉ･ｻﾝﾐｹﾞﾙ 人4年

２２４ 衛生学・公衆衛生学 山本、馬場 健2年

サルーテ講義フロア 保健体育科教育法Ⅲ 齋藤　拓真 健3年

１４１ 佐々木　裕子
１４９ 高杉　公人
１３５ 村岡　則子
１４６ 釜野　鉄平
２３６ 村上　佳子
１４５ 近藤　益代
１３６ 小木曽　真司
１４７ 秋山　昌江
１４９ 高杉　公人
１４５ 近藤　益代
１３６ 小木曽　真司
２３７ 宮武　信枝
２３８ 桂　和仁
２３９ 曽我部　敦介
サルーテ講義フロア 青木　謙介
サルーテミーティングルーム１ 鈴木　茂久
サルーテミーティングルーム２ 齋藤　拓真

１３１ 社会福祉援助技術論Ⅰ－a 田中　顕悟 社2年

１３３ 福祉開発フィールドワーク 佐々木、高杉 社4年

5 １３３ 福祉社会開発入門 高杉　公人 社2年

１３１ 社会福祉原論Ⅰ 高杉　公人 社1年、介1年

４２５ キリスト教学Ａ 谷　隆一郎 社1、介1、人1、健1

１３４ 障害者福祉実践論 近藤　益代 社3年

２３１・２３６・２３７ 精神保健福祉実習指導 丹下、村上 社4年 6月7日のみ公開（個人発表）

１３３ 心理学研究法 森岡　陽介 人2年
7日は個室に分かれるため参観

不可。

２１２ キリスト教学Ａ 宮武　信枝 健1年

２２５ 体育・スポーツ行政論 大城　卓也 健2年

２３３ 発達と老化の理解Ⅱ 中村　五月 介2年

２２３ キリスト教学Ａ 谷　隆一郎 人1年

１３２ 英語Ⅰ－a(B) ロウ・リンダ 健1年

１３１ 福祉社会学 佐々木　裕子 健2年

２３１ 精神保健福祉論 村上　佳子 社3年
サルーテ講義フロア・短大体育館 レクリエーション指導実習 曽我部　敦介 社3年

１３５ 福祉特講Ⅰ 釜野　鉄平 社4年、介4年

１４１ 介護福祉概論Ⅲ 秋山　昌江 介2年

１３６ グループ・コミュニケーション 福田　哲也 人1年
２２２コンピュータ② 心理統計学 森岡　陽介 人2年、健2年
サルーテ講義フロア・短大体育館 レクリエーション指導実習 曽我部　敦介 健3年
２２４ スポーツリーダーシップ論 大城　卓也 健4年

１３３ 生活文化入門 佐々木　裕子 社1、介1、人1、健1

１３５ 福祉教育論 釜野　鉄平 社3年

１３４ 教育相談の理論と方法 森平　准次 社4年、人4年、健4年 6月7日・14日は休講日

１４１ こころとからだのしくみⅠ 秋山　昌江 介1年

１３１ 社会福祉援助技術論Ⅰ－a 田中　顕悟 介2年

サルーテミーティングルーム２ 専門演習Ⅱ 稲田　俊治 健4年

4・5 ２２２コンピュータ② 心理学基礎実験Ⅱ 森岡、福田 人3年 6月14日は休講日
２３１ 体育理論 稲田　俊治 社1年、介1年、人1年

１４８ 英語Ⅳ－a ロウ・リンダ 社3、介3、人3、健3
２２５ 生理学・運動生理学Ⅰ 松波　勝 健1年
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２１２ 心理学Ⅰ 森岡　陽介 社1年、介1年、人1年

２３２ 医学一般 増田　裕美 社2年

１４５ 秋山　昌江

１４１ 佐々木　裕子

２３８ 恒吉　和徳

２３９ 丹下　美輪
6月8日は休講。　15・22日は

参観可能（受講者数3名）

１４２ 高杉　公人

１３５ 村岡　則子

１４６ 釜野　鉄平

１４５ 近藤　益代

２３５ 矢島　伸浩

１４７ 秋山　昌江

１４１ 佐々木　裕子

１４２ 高杉　公人

１３５ 村岡　則子

１４５ 近藤　益代

１３３ 障害の理解Ⅰ 白柿　綾 介2年

２２４・２１３・２１４ 介護総合演習 小木曽　真司 介3年

１３４ 産業カウンセリングⅠ 森平、坂原、木村 人3年

２２５ 健康心理学 桂　和仁 人4年、健2年

２３３ 運動処方論 鈴木　茂久 健3年

サルーテ講義フロア 高齢者運動指導実践 松波、青木 健4年

２３１ 基礎演習Ⅱ－a 近藤、佐々木、釜野、村上、小木曽 社2年、介2年

１３６・１４４～１４９ 基礎演習Ⅱ－a
田村、矢島、長尾、森平、大黒屋、

森岡、大久保、福田、水口
人2年

サルーテ講義フロア･２２３・

２２４･２３６～２３９
基礎演習Ⅱ－a

宮武、桂、松波、曽我部、青木、

鈴木、斎藤、大城
健2年

１４６ 専門演習Ⅱ 大黒屋　貴稔 人4年

１３４ 精神科リハビリテーション学Ⅰ 丹下　美輪 社3年

１４１ 生活支援技術Ⅲ－b 秋山　昌江 介3年

２２５ 社会学概論 稲田　俊治 健1年

１３２ 教育心理学 桂　和仁 社2年、人2年、健2年

１３１ 社会福祉援助技術論Ⅱ－a 村岡　則子 社3年、介3年
１４１ 認知症の理解Ⅰ 秋山　昌江 介2年
２３９ 矢島　伸浩
１４８ 長尾　由希子
１３４ 森平　准次
１４６ 大黒屋　貴稔
１３５ 森岡　陽介
１４７ 大久保　元正
２３６ 福田　哲也
２３７ 水口　啓吾
２２５ 健康とスポーツ 松波　勝 健1年

２１２ 発達心理学 水口　啓吾 社2年、介3年、人3年

１３４ 医療ソーシャルワーク実践論 村岡　則子 社3年

心理社会調査論 田村　周一 人1年
社会調査論 田村　周一 健1年

１３１ カウンセリング 森平　准次 人2年

授業時間割について ※急な休講・教室変更の場合がありますので、ご了承ください。

１限　８：５０～１０：２０ ４時限　１４：４０～１６：１０

２限　１０：３０～１２：００ ５時限　１６：２０～１７：５０

３限　１３：００～１４：３０

人3年

社4年専門演習Ⅱ

専門演習Ⅱ 介４年

専門演習Ⅰ
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平成３０年度　前期　授業公開リスト【松山市駅キャンパス】　※専任教員担当の授業

日程 曜日 時限 教室 科目名 担当教員 学科・専攻・学年 備考

031中講義室 基礎演習

西田　佳世、坂原　明、

関谷　由香里、室津　史子、

寺尾　寿芳、中尾　美幸

看護学科1年

041中講義室 行動科学論 水口　啓吾 看護学科2年

031中講義室

021基礎看護学実習室
感染管理看護論 中尾　美幸 看護学科1年

041中・022小講義室

021基礎・033成育実習
看護援助学Ⅱ(循環) 室津　史子 看護学科2年

6/4～

実習室を使用する授業は除く

4
041中・022小講義室

021基礎・033成育実習
看護援助学Ⅱ(循環) 室津　史子 看護学科2年

6/4～

実習室を使用する授業は除く

5 051中講義室 医療の社会学 田村　周一 看護学科1年

1
041中・022小講義室

021基礎看護学実習室

看護援助学Ⅳ

(食事･排泄)

中村　五月、喜多村　定子、

今井　江里
看護学科2年 6/12～

2 031中講義室 健康とスポーツ 青木　謙介 看護学科1年

041中講義室 社会福祉論 釜野　鉄平 看護学科2年

041中・022小講義室

021基礎看護学実習室

看護援助学Ⅳ

(食事･排泄)

中村　五月、喜多村　定子、

今井　江里
看護学科2年 6/12～

4
031中講義室

021基礎看護学実習室

基礎看護技術Ⅰ

（共通技術）

永易　裕子、石本　傳江、

関谷　由香里、

石﨑　孝太郎、木原　知穂

看護学科1年

5
031中講義室

021基礎看護学実習室

基礎看護技術Ⅰ

（共通技術）

永易　裕子、石本　傳江、

関谷　由香里、

石﨑　孝太郎、木原　知穂

看護学科1年

031中講義室 英語Ⅰ－ａ ロウ・リンダ 看護学科1年

041中・022小講義室

021基礎看護学実習室
看護援助学Ⅴ(清潔)

石本傳江､増田裕美､喜多村定子、

石﨑孝太郎､今井江里､庄野亜矢子
看護学科2年 6/6～

031中講義室 英語Ⅰ－ａ ロウ・リンダ 看護学科1年

041中・022小講義室

021基礎看護学実習室
看護援助学Ⅴ(清潔)

石本傳江､増田裕美､喜多村定子、

石﨑孝太郎､今井江里､庄野亜矢子
看護学科2年 6/6～

1 041中講義室 成人期の看護Ⅰ(概論) 中尾　美幸 看護学科2年

2 041中講義室 人間の成長と発達 坂原　明 看護学科2年

041中・022小講義室

021基礎看護学実習室

看護援助学Ⅲ

（活動・休息・睡眠）

永易　裕子、石﨑　孝太郎、

木原　知穂
看護学科2年

031中講義室 キリスト教学Ａ 寺尾　寿芳 看護学科1年

031中講義室 人権と人道
井口　秀作、関谷　由香里、

永易　裕子
看護学科1年 6/7～

041中・022小講義室

021基礎看護学実習室

看護援助学Ⅲ

（活動・休息・睡眠）

永易　裕子、石﨑　孝太郎、

木原　知穂
看護学科2年

1 031中講義室 英語Ⅱ－ａ ロウ・リンダ 看護学科1年

031中講義室 英語Ⅱ－ａ ロウ・リンダ 看護学科1年

041中講義室 老年期の看護Ⅰ(概論) 西田　佳世 看護学科2年

3
041中講義室

021基礎看護学実習室

基礎看護技術Ⅲ

（診療の補助）

永易　裕子、関谷　由香里、

石﨑　孝太郎、木原　知穂
看護学科2年

4
041中講義室

021基礎看護学実習室

基礎看護技術Ⅲ

（診療の補助）

永易　裕子、関谷　由香里、

石﨑　孝太郎、木原　知穂
看護学科2年

5 022小講義室 スペイン語ａ 宮武　信枝 看護学科1年

授業時間割について ※急な休講・教室変更の場合がありますので、ご了承ください。

１限　８：５０～１０：２０ ４時限　１４：４０～１６：１０

２限　１０：３０～１２：００ ５時限　１６：２０～１７：５０

３限　１３：００～１４：３０

6月

4・11・18日

6月

7・14・21日

3

4

6月

8・15・22日

2

月

火

水

木

金

2

3

6月

5・12・19日

3

6月

6・13・20日
2

1


