
◆はじめに

◆演習（ゼミ）・基礎ゼミについて

時限 開講期 授業コード 科目名 担当教員 備考

C7012 キャリア研究調査法（量的調査） 安田　節之

C7126 キャリア体験事前指導（国際）
松尾　知明

郭　艶娜

年間 C4765 博物館実習Ⅱ 小西　雅徳 入学年限定：１６以前

C7006 キャリア研究調査法（質的調査） 田中　研之輔

C7009 キャリア研究調査法（質的調査） 徳安　慧一

C7100 キャリアサポート事前指導 廣川　進

C7114 キャリア体験事前指導（A・Bコース） 中野　貴之

4 春 C7019 キャリア研究調査法（量的調査） 坂爪　洋美

年間 C4074 社会・公民科教育法 八木橋　正之 入学年限定：１６以前

C7820 教育方法論 松尾　知明

C7821 教育方法論 黄　郁倫

C7178 生涯学習論Ⅰ（生涯学習支援論Ⅰ） 朝岡　幸彦 6/7　追加

C7911 図書館情報資源概論 小黒　浩司

6 年間 C7910 情報サービス演習 菅原　真悟

・このリストに掲載されていない科目は、行動方針レベル2において原則オンライン授業を実施します。

※演習（ゼミ)・基礎ゼミについては下記の通り例外

・実施教室はこれまでと同様です。時間割表を確認してください。
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2021年度　キャリアデザイン学部　専門科目(秋学期開講科目除く)

行動方針レベル２において対面授業を実施する科目一覧

月

演習（ゼミ）・基礎ゼミは、下記一覧に掲載されていない場合も対面授業を実施する可能性があります。

詳細は、学習支援システムのお知らせ等、教員からの通知を参照してください。

・キャリアデザイン学部専門科目以外の科目（ILAC科目・他学部公開科目など）は、この一覧には掲載していま

せん。別途、科目の所属の掲載を確認してください。

・この表は、キャリアデザイン学部専門科目において、行動方針レベル2において対面授業の実施を認めている

科目を掲載しています。ただしオンラインで実施する場合もありますので、詳細は学習支援システムのお知らせ

等、教員からの通知を参照してください。



時限 開講期 授業コード 科目名 担当教員 備考

C7020 キャリア研究調査法（量的調査） 坂田　哲人

C7309 身体表現論 叶　雄大 6/14　追加

C7003 キャリア研究調査法（質的調査） 池田　心豪

C7300 キャリア研究調査実習E（幸福論） 小塩　靖崇

C7015 キャリア研究調査法（量的調査） 熊谷　智博

C7103 キャリアサポート事前指導 荒川　裕子

C7819 教育方法論 岩本　俊一

C7902 図書館演習 丹　一信

C4092 商業科教育法 木村　良成 入学年限定：１６以前

C7016 キャリア研究調査法（量的調査） 伊藤　慎悟

C7085 生活設計論Ⅰ（社会保障） 上田　将史

6 年間 C4056 社会・地歴科教育法 石出　法太 入学年限定：１６以前

時限 開講期 授業コード 科目名 担当教員 備考

C7102 キャリアサポート事前指導 児美川　孝一郎

C7104 キャリアサポート事前指導 田澤　実

C7010 キャリア研究調査法（質的調査） 井上　公人

C7017 キャリア研究調査法（量的調査） 齋藤　嘉孝

C7007 キャリア研究調査法（質的調査） 西村　純

C7011 キャリア研究調査法（質的調査） 山﨑　正枝

C7014 キャリア研究調査法（量的調査） 井上　公人

C7115 キャリア体験事前指導（A・Bコース） 酒井　理

C7128 メディアリテラシー実習Ⅰ 坂本　旬

C7130 地域学習支援Ⅰ 寺崎　里水

C7900 図書館演習 坂本　旬

C4080 社会・公民科教育法 松尾　知明 入学年限定：１６以前

C4062 社会・地歴科教育法 本山　明 入学年限定：１６以前

春 C7008 キャリア研究調査法（質的調査） 前浦　穂高
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時限 開講期 授業コード 科目名 担当教員 備考

C7088 キャリアモデル・ケーススタディ 梅崎　修

C7134 多文化教育Ⅰ 村田　晶子

年間 C4764 博物館実習Ⅰ 金山　喜昭 入学年限定：１６以前

C7117 キャリア体験事前指導（A・Bコース） 松浦　民恵

C7704 国際コミュニケーション語学（英語Ⅴ） Kregg　Johnston

C7177 生涯学習論Ⅰ（生涯学習支援論Ⅰ） 久井　英輔 6/10　追加

年間 C7943 社会教育演習 久井　英輔

C7005 キャリア研究調査法（質的調査） 佐藤　恵

C7116 キャリア体験事前指導（A・Bコース） 田中　研之輔

C7124 キャリア体験事前指導（国際） 御園生　純

C7301 キャリア研究調査実習F（まちづくり論） 大西　未希

C7903 図書館演習 丹　一信

C4086 社会・公民科教育法 石出　法太 入学年限定：１６以前

春 C7913 図書館情報資源概論 村上　郷子

6 年間 C4068 社会・地歴科教育法 石出　法太 入学年限定：１６以前

時限 開講期 授業コード 科目名 担当教員 備考

1 春 C7004 キャリア研究調査法（質的調査） 濱中　義隆

C7013 キャリア研究調査法（量的調査） 濱中　義隆

C7018 キャリア研究調査法（量的調査） 長瀬　毅

年間 C7908 情報サービス演習 田中　順子

春 C7702 国際コミュニケーション語学（英語Ⅲ） Kregg　Johnston

4 春 C7118 キャリア体験事前指導（Cコース） 山岡　義卓

5 春 C7186 図書館情報学概論Ⅱ 丹　一信

時限 開講期 授業コード 科目名 担当教員 備考

1 年間 C7901 図書館演習 村上　郷子

年間 C4763 博物館実習Ⅰ 田中　裕二 入学年限定：１６以前

春 C7912 図書館情報資源概論 村上　郷子

4 年間 C7909 情報サービス演習 田中　順子

6 年間 C4766 博物館実習Ⅱ 杉山　享司 入学年限定：１６以前
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