
2022年度　後期　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

記念体育館・サルーテ講義フロア レクリエーション支援実習 馬越　千里 社健3年

聖カタリナホール 社会福祉概論 田中　顕悟 健1年・人2年

133 専門演習Ⅰ（近藤　益代） 近藤　益代 社3年

135 専門演習Ⅰ（小木曽　真司） 小木曽　真司 社介3年

232 専門演習Ⅰ（村上　佳子） 村上　佳子 社3年

131 サービス・コミュニケーション論 大久保　元正 人1年

132・144～149 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ－b 釜野　鉄平　他 社2年

132・144～149 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ－b 釜野　鉄平　他 介3年

記念体育館・グラウンド 球技（サッカー・フットサル）（Aクラス） 鈴木　茂久 健1年

225 経営管理論 矢島　伸浩 人2年

135 社会学Ⅱ 田村　周一 介4年

233 社会福祉法制論Ⅱ 恒吉　和徳 社4年

231 精神保健福祉援助演習（基礎） 丹下　美輪、村上　佳子 社3年
11／21はＤＶＤ視聴が中心

です

211 体育・スポーツ行政論 大城　卓也 健2年

141・体育館 専門演習Ⅰ（馬越　千里） 馬越　千里 健3年

225・221コンピュータ室 ジェンダーの社会学 長尾　由希子 人3年・健4年

記念体育館・グラウンド 球技（サッカー・フットサル）（Bクラス） 鈴木　茂久 健1年

131 公認心理師の職責 黒田　卓哉 人4年

212 高齢者の心理 高藤　真作 社2年・健3年

231 精神科リハビリテーション学Ⅱ 丹下　美輪 社3年

211 地域社会学 大久保　元正 人健2年・社介4年

421 臨床心理学概論 田村　優佳 人1年

237 専門演習Ⅱ（村岡　則子） 村岡　則子 社4年

236 専門演習Ⅱ（釜野　鉄平） 釜野　鉄平 社4年

211 運動障害の予防と救急処置 鈴木　茂久　他 健2年 11／28のみ

212 社会学原論 田村　周一 人1年

231 精神保健福祉の原理Ⅰ 村上　佳子 社2年

131 福祉心理学 高藤　真作 人4年

4・5 141・145 社会福祉援助技術演習Ⅰ 釜野　鉄平　他 介3年

211 社会調査法 大黒屋　貴稔 健1年

211 心理社会調査法 大黒屋　貴稔 人1年

222コンピュータ室 量的データの解析 黒田　卓哉 人健2年

研究室 専門演習Ⅱ（矢島　伸浩） 矢島　伸浩 人4年

144 専門演習Ⅱ（高藤　真作） 高藤　真作 人4年

233 スペイン語Ⅱ 宮武　信枝 社人健2年

211 ボランティア論 畔地　利枝 社健1年

図書館ＬＣコーナー1 保健体育科教育法Ⅱ 中川　雅智 健2年

223・記念体育館 キッズスポーツ指導実践 大野　純、乗松　柚衣 健3年

サルーテ講義フロア・トレーニン

グスタジオ・フィットネススタジ

オ

トレーニング実習（Aクラス） 青木　謙介 健2年

135 介護総合演習 小木曽　真司 介3年 11／15休講

132 介護福祉概論Ⅰ 秋山　昌江 社1年

231 精神保健福祉援助技術各論Ⅰ 村上　佳子 社3年

212 知覚・認知心理学 田村　昌彦 人2年 11／22公開不可

131 地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 雑賀　正彦 社2年

211 法学Ⅱ 田川　靖紘 健1年・人3年

145 専門演習Ⅱ（大久保　元正） 大久保　元正 人4年

149 専門演習Ⅱ（田中　顕悟） 田中　顕悟 社4年

233 専門演習Ⅱ（丹下　美輪） 丹下　美輪 社4年

223 カウンセリング 桂　和仁 社4年

136・221コンピュータ室 キャリアスタディ 長尾　由希子　他 人2年

233 キリスト教と福祉【社会】 宮武　信枝 社1年

212 コミュニティスポーツ論 宮良　俊行 健2年

211 解剖生理学 松波　勝 健1年 11／22公開不可

131 学校保健 中川　雅智 健3年 11／22公開不可
記念体育館・トレーニングスタジ

オ・フィットネススタジオ・サ

ルーテ講義フロア

健康スポーツ実践【社会】 馬越　千里、乗松　柚衣 社人1年

231 災害福祉論 雑賀　正彦 社3年

132 専門演習Ⅰ（袴田　渉） 袴田　渉 人3年

図書館ＬＣコーナー 専門演習Ⅱ（青木　謙介） 青木　謙介 健4年

132 こころとからだのしくみⅡ 秋山　昌江 社1年

233 社会保障論Ⅱ 恒吉　和徳 介3年

211 宗教学概論 袴田　渉 人健1年・社3年

131 多文化共生論 田中　顕悟 社2年

グラウンド・記念体育館 陸上競技 青木　謙介 健2年 11／15休講

研究室 専門演習Ⅰ（雑賀　正彦） 雑賀　正彦 社3年

142 専門演習Ⅱ（桂　和仁） 桂　和仁 健4年

135 専門演習Ⅱ（小木曽　真司） 小木曽　真司 社介4年
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4・5 136・221コンピュータ室 心理学実験Ⅰ 有吉　美恵 人2年 11／22休講

131 企画運営実践 釜野　鉄平 社2年

211 機能解剖学 松波　勝 健2年 11／22公開不可

135 生活支援技術Ⅰ 小木曽　真司 社1年 11／15休講

記念体育館・トレーニングスタジ

オ・フィットネススタジオ・短大

体育館・デポルテ

体育実技【健スポ】 桂　和仁 健1年

グループで分かれての授業

ですので、ご希望の方は担

当教員にお問い合わせくだ

さい。

133 就労支援論 近藤　益代 社介(特別開講） 11／22、29のみ

211 キリスト教学Ｂ【健スポ】 宮武　信枝 健1年

225 コミュニケーション・スキル 有吉　美恵 人1年

135 コミュニケーション技術Ⅰ 小木曽　真司 社1年

サルーテ講義フロア 教職実践演習（中・高） 桂　和仁、宮良　俊行 健4年

212 社会福祉援助技術論Ⅱ－b 鬼頭　裕美 社介3年

231・236・237 精神保健福祉援助演習（専門）Ⅱ 丹下　美輪、村上　佳子 社4年 11／16・30公開不可

224 専門演習Ⅰ（鈴木　茂久） 鈴木　茂久 健3年

135 介護総合演習Ⅲ 小木曽　真司 社2年

133 学校と教育の歴史 長尾　由希子 健3年 11／16公開不可

212・225・221・411・聖カタリ

ナホール・記念体育館
基礎演習Ⅰ－b【健スポA】 中川　雅智　他 社人健1年

141 生活支援技術Ⅵ 秋山　昌江 介3年

研究室 専門演習Ⅰ（鬼頭　裕美） 鬼頭　裕美 社3年

237 専門演習Ⅱ（松波　勝） 松波　勝 健4年

142 専門演習Ⅱ（袴田　渉） 袴田　渉 人4年

131 専門演習Ⅱ（田村　優佳） 田村　優佳 人4年

224・デポルテ レクリエーション支援法Ⅰ 松木　紀子 健2年

225 感情・人格心理学 田村　昌彦 人3年 11／16公開不可

記念体育館・サルーテ講義フロア 球技（バレーボール）（Aクラス） 宮良　俊行 健1年

131 健康スポーツインターンシップ 大城　卓也　他 健3年

212 高齢者福祉 恒吉　和徳 社1年

132 宗教社会学 袴田　渉 人2年

211 心理学Ⅱ 高藤　真作 介3年

211 心理学概論Ⅱ 高藤　真作 人1年

231 地域福祉実践論 雑賀　正彦 社3年

141 認知症の理解Ⅱ 秋山　昌江 社2年

142 専門演習Ⅰ（桂　和仁） 桂　和仁 健3年

232 専門演習Ⅱ（村上　佳子） 村上　佳子 社4年

221コンピュータ室 専門演習Ⅱ（ロウ・リンダ・クリスティン） ロウ・リンダ・クリスティン 健4年

212 スポーツ組織論 大城　卓也 健3年

225 ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 村岡　則子 社2年

232 国際経営論 矢島　伸浩 人1年

231 社会福祉援助技術論Ⅲ－b 鬼頭　裕美 社3年・介4年

記念体育館・サルーテ講義フロ

ア・トレーニングスタジオ・

フィットネススタジオ・221コン

ピュータ室

臨床体力学（Aクラス） 鈴木　茂久 健2年

212 キリスト教学Ｂ【人社】 袴田　渉 人1年

211 スポーツ社会学概論 宮良　俊行 健1年

135 介護総合演習Ⅰ 小木曽　真司 社1年

141 介護福祉概論Ⅳ 秋山　昌江 社2年

136 心理演習 高藤　真作　他 人3年

142 専門演習Ⅱ（田村　昌彦） 田村　昌彦 人4年

短大体育館 武道（剣道） 馬越　千里 健3年

記念体育館・サルーテ講義フロ

ア・トレーニングスタジオ・

フィットネススタジオ・221コン

ピュータ室

臨床体力学（Bクラス） 鈴木　茂久 健2年

図書館LCコーナー 専門演習Ⅰ（青木　謙介） 青木　謙介 健3年

149 専門演習Ⅰ（大久保　元正） 大久保　元正 人3年

132 キリスト教学Ｂ【社会】 袴田　渉 社1年

サルーテ講義フロア・フィットネ

ススタジオ・トレーニングスタジ

オ・133

運動処方実習 青木　謙介　他 健3年

135 介護過程Ⅳ 小木曽　真司 介3年

グラウンド・デポルテ 球技（ソフトボール）（Bクラス） 大城　卓也 健1年

421 産業・組織心理学 有吉　美恵 人3年

134・144～149 社会福祉援助技術演習Ⅲ 村岡　則子　他 社3年・介4年

222コンピュータ室 情報リテラシーⅡ（B）【人社】 黒田　卓哉 人1年

211 発育・発達論 松波　勝 健2年 11／17公開不可

224 専門演習Ⅱ（鈴木　茂久） 鈴木　茂久 健4年

211 健康社会学 宮良　俊行 健2年

131 児童・家庭福祉 鬼頭　裕美 社1年

142 専門演習Ⅱ（有吉　美恵） 有吉　美恵 人4年

211 スポーツ心理学 桂　和仁 健2年

225 保健医療と福祉 村岡　則子 社2年
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225 医療福祉論 村岡　則子 介3年

131 心理学的支援法 田村　優佳 人2年

232 福祉特講Ⅱ 釜野　鉄平 社介4年

233 マーケティング論【人社】 矢島　伸浩 人3年

131 英語Ⅱ－b ロウ・リンダ・クリスティン 特別開講

記念体育館・232 教育実習事前・事後指導 今城　遥、宮良　俊行 健3年

212 障害者福祉 近藤　益代 社1年

222コンピュータ室 情報リテラシーⅡ（A）【人社】 黒田　卓哉 人1年

231・236・237 精神保健福祉実習指導 丹下　美輪、村上　佳子 社3年
11／18休講、11／25公開

不可

研究室 専門演習Ⅱ（中川　雅智） 中川　雅智 健4年

225・223・224・236～239・

221・LCｺｰﾅｰ
基礎演習Ⅱ－b【健スポ】 青木　謙介　他 健2年

131・221コンピュータ室・聖カ

タリナホール
基礎演習Ⅱ－b【社会】 近藤　益代　他 社2年

136・144～149・221コン

ピュータ室
基礎演習Ⅱ－b【人社】 袴田　渉　他 人2年

225 経済社会学 大久保　元正 人1年・健4年

図書館ＬＣコーナー 専門演習Ⅰ（丹下　美輪） 丹下　美輪 社3年

研究室 専門演習Ⅰ（村岡　則子） 村岡　則子 社3年

141 専門演習Ⅰ（田村　優佳） 田村　優佳 人3年 11／25休講

212 コミュニケーションの心理学 有吉　美恵 人3年

131 ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） 田中　顕悟 社2年

サルーテ講義フロア・トレーニン

グスタジオ・フィットネススタジ

オ

トレーニング実習（Bクラス） 青木　謙介 健2年

141・234 医療的ケアⅢ 秋山　昌江 介3年

132 家族社会学 田村　周一 社介人健4年

135 介護過程Ⅰ 小木曽　真司 社1年

211 会計学基礎Ⅱ 中溝　晃介 人2年・健3年

411 倫理学概論 袴田　渉 人健1年社2年

131 ソーシャルワーク演習 釜野　鉄平　他 社2年

211 企業会計 中溝　晃介 人健4年

239 専門演習Ⅰ（宮良　俊行） 宮良　俊行 健3年

図書館LCコーナー 専門演習Ⅰ（大城　卓也） 大城　卓也 健3年

研究室 専門演習Ⅰ（田村　周一） 田村　周一 人3年

423 専門演習Ⅰ（田村　昌彦） 田村　昌彦 人3年

135 専門演習Ⅰ（有吉　美恵） 有吉　美恵 人3年

237 専門演習Ⅰ（ロウ・リンダ・クリスティン） ロウ・リンダ・クリスティン 健3年

141 専門演習Ⅰ（高藤　真作） 高藤　真作 人3年

236 専門演習Ⅰ（松波　勝） 松波　勝 健3年

238 専門演習Ⅱ（大黒屋　貴稔） 大黒屋　貴稔 人4年

236 専門演習Ⅰ（釜野　鉄平） 釜野　鉄平 社3年

144 専門演習Ⅰ（黒田　卓哉） 黒田　卓哉 人3年

238 専門演習Ⅰ（大黒屋　貴稔） 大黒屋　貴稔 人3年

研究室 専門演習Ⅰ（中川　雅智） 中川　雅智 健3年

149 専門演習Ⅰ（長尾　由希子） 長尾　由希子 人3年

研究室 専門演習Ⅱ（大城　卓也） 大城　卓也 健4年

社会福祉原論Ⅱ 釜野　鉄平 社

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
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2022年度　後期　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（公開可能日等）

051中講義室 地域看護学Ⅱ 齋藤　希望、二宮　寿美 看2年 11／14のみ

051中講義室 地域生活支援論 齋藤　希望、上田　裕子 看2年 11／21、28のみ

052大講義室 キリスト教学Ｂ 宮武　信枝 看1年
11／21は学外講師による特

別講義

051中講義室 看護過程 永易　裕子　他 看2年

4・5 051中講義室 公衆衛生看護学概論 野村　美千江　他 看2年 11／14公開不可

052大講義室 英語Ⅰ－ｂ(Ｂ) ロウ・リンダ・クリスティン 看1年

051中講義室 成人期の看護Ⅱ‐ⅱ（慢性期看護方法論） 岡田　純也　他 看2年 11／22のみ

052大講義室 英語Ⅰ－ｂ(Ａ) ロウ・リンダ・クリスティン 看1年

051中講義室 精神看護学Ⅰ（概論） 白柿　綾 看2年

044情報室 英語Ⅱ－ｂ(Ａ) ロウ・リンダ・クリスティン 看1年

051中講義室 成育看護学Ⅰ-ⅱ（小児看護学概論） 川島　美保 看2年 11／15のみ

051中講義室 在宅看護論Ⅰ（概論） 二宮　寿美 看2年 11／22、29のみ

044情報室 英語Ⅱ－ｂ(Ｂ) ロウ・リンダ・クリスティン 看1年

051中講義室 老年期の看護Ⅲ（技術演習） 西田　佳世、西山　里枝 看2年

4・5 031、021 基礎看護技術Ⅱ（日常生活）(A) 岡田　ルリ子　他 看1年

5 052大講義室 成人期の看護Ⅱ‐ⅱ（慢性期看護方法論） 岡田　純也　他 看2年 11／22のみ

1 022、043、053、042 基礎演習Ⅱ（Ｂ） 永易　裕子　他 看1年

3 022、042、043、053 基礎演習Ⅱ（Ａ） 二宮　寿美　他 看1年

4 051中講義室 看護援助学Ⅵ（認知・反応）(A)（B) 白柿　綾　他 看2年 11／9のみ

1・2 052大講義室 老年期の看護Ⅲ（技術演習） 西田　佳世、西山　里枝 看2年 11／10のみ

2 041中講義室 スペイン語ｂ 宮武　信枝 看1年

052大講義室 感染管理看護論 梶原　恭子、増田　裕美 看1年

051中講義室 成人期の看護Ⅱ‐ⅰ（急性期看護方法論） 三木　佳子　他 看2年 11／17のみ

051中講義室 公衆衛生看護活動論Ⅰ 野村　美千江　他 看2年 11／24のみ

052大講義室 看護過程Ⅰ 永易　裕子　他 看1年

051中講義室 成人期の看護Ⅱ‐ⅰ（急性期看護方法論） 三木　佳子　他 看2年 11／10、17のみ

5 022小講義室 機能解剖学 松波　勝 看2年

1 051中講義室 カウンセリング論(Ｂ) 坂原　明 看2年

1・2 031、021 基礎看護技術Ⅱ（日常生活）(Ｂ) 岡田　ルリ子　他 看1年

2 051中講義室 カウンセリング論(A) 坂原　明 看2年

031、021 基礎看護技術Ⅱ（日常生活）(Ｂ) 岡田　ルリ子　他 看1年

052大講義室 看護理論 川島　美保 看1年

051中講義室 看護援助学Ⅵ（認知・反応）（A)(B) 白柿　綾　他 看2年 11／11のみ

051、032 看護援助学Ⅵ（認知・反応）(B) 白柿　綾　他 看2年 11／18のみ

5 051、032 看護援助学Ⅵ（認知・反応）(A) 白柿　綾　他 看2年 11／18のみ

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
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