
 2023年度前期科目等履修生が履修できる科目 2023/2/14現在

科目区分 CODE 授業科目名 講義題目 学期 単位
担当者

（2/10現在）
曜日時限

（2/10現在）
校舎 備考

00010 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 徳田　信 月1 緑園
00011 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 相澤　一 火2 緑園
00012 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 相澤　一 火1 緑園
00013 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 徳田　信 月2 緑園
00014 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 久保　彩奈 水1 緑園
00015 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 久保　彩奈 水2 緑園
00016 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 金井　美彦 木1 緑園
00017 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 徳田　信 金1 緑園
00018 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 関　智征 火1 緑園
00019 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 関　智征 火2 緑園
00020 キリスト教Ⅰ キリスト教とは何か 前期 2 金井　美彦 木2 緑園
0A110 キリスト教Ⅱ（キリスト教と聖書1） 【物語としての聖書】 前期 2 徳田　信 金2 緑園
00270 哲学Ａ/哲学Ａ（２） 哲学の基本的問題 前期 2 永野　潤 月5 緑園
04580 青年心理 青年期の心の法則を知ろう 前期 2 山田　泰行 金5 緑園
0A400 ジェンダー論入門 ジェンダー論入門 前期 2 大橋　由香子 木3 緑園

0A720 ジェンダーと人権
ジェンダーという視点から人権に関する問題を考
える。

前期 2 岩元　惠 水3 緑園

03790 舞台芸術入門
様々な舞台芸術に触れ、その多様性について考
える

前期 2 白井　春人 金1 緑園

03840 社会経済史 経済発展と社会変化をたどる 前期 2 水野　里香 木4 緑園
01640 社会学/社会学Ａ（５） 文化社会学入門 前期 2 辻　泉 月2 緑園

04050 マスコミュニケーション論/マスコミ論Ａ（４）
マスコミュニケーションを通した社会の理解と社
会参加

前期 2 田北　康成 月3 緑園

00450 日本国憲法 日本国憲法 前期 2 柴田　竜太郎 月5 緑園

03660 マクロ経済学
国民経済を調整する財政・金融政策理論を理解
しよう

前期 2 伊藤　哲 月5 緑園

03600 行政学Ａ 行政と行政学の基礎知識（中央政府）を学ぶ。 前期 2 佐賀　香織 火4 緑園
04030 経営学入門Ａ/経営学入門Ａ（３） 組織のマネジメントとガバナンス 前期 2 原田　要之助 水4 緑園
06110 転換の時代を生きる４/（１７） 前期 2 山本　千晶 木2 緑園
03800 科学技術入門 不思議でロマンチックな科学技術 前期 2 牟田　淳 金1 緑園
03820 環境学入門１/環境学入門（１） 環境問題の歴史と構造 前期 2 岡田　美香 水3 緑園
03850 情報科学２/情報科学（２） コンピュータの仕組みとビジネスについて学ぶ 前期 2 仲野　友樹 金2 緑園
04080 分析的・批判的思考１ 整理して伝えるためのロジカルシンキング 前期 2 西山　直樹 水5 緑園

02940 ボランティア論
いちばんはじめのボランティア―あなたと世界を
つなぐ

前期 2 渡邉　義昭 水5 緑園

09140 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 前期 2 内田　奈津子 月3 緑園 （定員40名）
09141 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 前期 2 内田　奈津子 木5 緑園 （定員40名）
09142 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 前期 2 内田　奈津子 木2 緑園 （定員40名）
09150 情報リテラシー：データサイエンス入門 リテラシーレベルのデータサイエンス 前期 2 渡邉　弘己 火4 緑園 （定員60名）
09151 情報リテラシー：データサイエンス入門 リテラシーレベルのデータサイエンス 前期 2 渡邉　弘己 金2 緑園 （定員60名）
04170 地域と環境から見た未来 地域の環境の歴史から現在と未来を考える 前期 2 高雄　綾子 金5 緑園
14010 フランス語Ⅰ（入門） 前期 1 下田　隆之 火1 緑園
14011 フランス語Ⅰ（入門） 前期 1 梶谷　彩子 金1 緑園
14013 フランス語Ⅰ（入門） 前期 1 村山　いくみ 木1 緑園
14014 フランス語Ⅰ（入門） 前期 1 空　由佳子 火2 緑園
14016 フランス語Ⅰ（入門） 前期 1 朝倉　三枝 月2 緑園
14017 フランス語Ⅰ（入門） 前期 1 村山　いくみ 木2 緑園
14080 フランス語Ⅲｉ（文法） 前期 2 朝倉　三枝 月1・木2 緑園 （週2回授業）
14090 フランス語Ⅲｉ（読む） 前期 1 梶谷　彩子 金2 緑園
14101 フランス語Ⅲｉ（話す） 前期 1 斉藤　裕美 水1 緑園
14110 フランス語Ⅲｉ（書く） 前期 1 下田　隆之 火2 緑園

14120 フランス語Ⅲｉ（ＬＬ） 前期 1
アレクサンドラ　ジャン　ルイズ　ク
レメール　オグラ

金1 緑園

14370 フランス語Ⅴｉ（読む） 前期 1 空　由佳子 木2 緑園
14270 フランス語Ⅴｉ（話す） 前期 1 斉藤　裕美 水2 緑園

14290 フランス語Ⅴｉ（ＬＬ） 前期 1
アレクサンドラ　ジャン　ルイズ　ク
レメール　オグラ

金2 緑園

14130 フランス語Ⅲｓ（文法） 前期 1 黒川　学 木1 緑園
14131 フランス語Ⅲｓ（文法） 前期 1 黒川　学 木2 緑園
14150 フランス語Ⅲｓ（読む） 前期 1 上杉　恭子 火1 緑園

14160 フランス語Ⅲｓ（話す） 前期 1
アレクサンドラ　ジャン　ルイズ　ク
レメール　オグラ

金3 緑園

14170 フランス語Ⅲｓ（ＬＬ） 前期 1 倉舘　健一 月2 緑園
15030 ドイツ語Ⅰ（入門） 前期 1 高雄　綾子 金2 緑園
15031 ドイツ語Ⅰ（入門） 前期 1 亀ヶ谷　昌秀 火1 緑園
15032 ドイツ語Ⅰ（入門） 前期 1 矢野　久美子 木2 緑園
15033 ドイツ語Ⅰ（入門） 前期 1 西野　路代 火2 緑園
15034 ドイツ語Ⅰ（入門） 前期 1 小倉　直子 金1 緑園
15035 ドイツ語Ⅰ（入門） 前期 1 村田　えりな 木1 緑園
15290 ドイツ語Ⅴｉ（話す） 前期 1 ナディーヌ　カツマレク 金2 緑園
15300 ドイツ語Ⅴｉ（書く） 前期 1 ナディーヌ　カツマレク 金3 緑園
15310 ドイツ語Ⅴｉ（ＬＬ） 独検対策 前期 1 石井　寿子 火2 緑園
15150 ドイツ語Ⅲｓ（文法） 前期 1 西野　路代 火1 緑園
15151 ドイツ語Ⅲｓ（文法） 前期 1 豊田　洋美 木2 緑園
15170 ドイツ語Ⅲｓ（読む） 前期 1 豊田　洋美 木1 緑園
15180 ドイツ語Ⅲｓ（話す） 前期 1 ナディーヌ　カツマレク 水2 緑園
15190 ドイツ語Ⅲｓ（ＬＬ） 前期 1 亀ヶ谷　昌秀 火2 緑園

ＣＬＡコア科目

フランス語科目

ドイツ語科目
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16010 スペイン語Ⅰ（入門） 前期 1 大貫　良史 木2 緑園
16011 スペイン語Ⅰ（入門） 前期 1 安藤　弥生 火2 緑園
16012 スペイン語Ⅰ（入門） 前期 1 渡辺　裕木 木2 緑園
16013 スペイン語Ⅰ（入門） 前期 1 岡本　年正 木1 緑園
16014 スペイン語Ⅰ（入門） 前期 1 杉下　由紀子 金2 緑園
16015 スペイン語Ⅰ（入門） 前期 1 遠藤　健太 火1 緑園
16016 スペイン語Ⅰ（入門） 前期 1 ﾋｶﾞ　ﾏﾙｾｰﾛ 木1 緑園
16080 スペイン語Ⅲｉ（文法） 前期 2 遠藤　健太 火2・金2 緑園 （週2回授業）
16090 スペイン語Ⅲｉ（読む） 前期 1 杉下　由紀子 金1 緑園

16100 スペイン語Ⅲｉ（話す） 前期 1
フアン　マヌエル　ディアス　パジャ
ン

水1 緑園

16110 スペイン語Ⅲｉ（書く） 前期 1 フリオ　ビジョリア・アパリシオ 月1 緑園
16120 スペイン語Ⅲｉ（ＬＬ） 前期 1 渡辺　裕木 木1 緑園

16280 スペイン語Ⅴｉ（話す） 前期 1
フアン　マヌエル　ディアス　パジャ
ン

水2 緑園

16290 スペイン語Ⅴｉ（書く） 前期 1 フリオ　ビジョリア・アパリシオ 月2 緑園
16300 スペイン語Ⅴｉ（ＬＬ） スペイン語表現２ 前期 1 澤村　るり子 火2 緑園
16130 スペイン語Ⅲｓ（文法） 前期 1 澤村　るり子 火1 緑園
16131 スペイン語Ⅲｓ（文法） 前期 1 安藤　弥生 火1 緑園
16150 スペイン語Ⅲｓ（読む） 前期 1 岡本　年正 木2 緑園
16151 スペイン語Ⅲｓ（読む） 前期 1 大貫　良史 木1 緑園
16160 スペイン語Ⅲｓ（話す） 前期 1 エクトル　シエラ 水3 緑園
17010 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 嚴　馥 火1 緑園
17011 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 石原　正代 木2 緑園
17012 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 張　宇博 月1 緑園
17013 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 河野　正 水1 緑園
17014 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 費　燕 火2 緑園
17015 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 石原　正代 金2 緑園
17016 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 飯田　敦子 金2 緑園
17017 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 楊　川力 木2 緑園
17019 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 上原　かおり 木1 緑園
1701A 中国語Ⅰ（入門） 前期 1 嚴　馥 火2 緑園
17080 中国語Ⅲｉ（文法） 前期 2 上原　かおり 月2・木2 緑園 （週2回授業）
17090 中国語Ⅲｉ（読む） 前期 1 泉谷　陽子 火2 緑園
17100 中国語Ⅲｉ（話す） 前期 1 楊　川力 木1 緑園
17110 中国語Ⅲｉ（書く） 前期 1 費　燕 火1 緑園
17120 中国語Ⅲｉ（ＬＬ） 前期 1 飯田　敦子 金1 緑園
17370 中国語Ⅴｉ（読む） 【中国語Ⅴi（読む）】 前期 1 飯田　敦子 金3 緑園

17280 中国語Ⅴｉ（話す）
日中異文化コミュニケーションについての理解を
深めよう。

前期 1 張　宇博 月2 緑園

17290 中国語Ⅴｉ（書く） 中国語 Ｖｉ（書く） 前期 1 費　燕 火3 緑園
18010 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 荻野　優子 金2 緑園
18011 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 趙　美景 火1 緑園
18012 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 金　香男 月2 緑園
18013 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 北村　唯司 木2 緑園
18014 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 杉山　明枝 水3 緑園
18015 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 李　昤京 木1 緑園
18016 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 金　順玉 木2 緑園
18017 朝鮮語Ⅰ（入門） 前期 1 金　順玉 木1 緑園
18280 朝鮮語Ⅴｉ（話す） 朝鮮語 Ｖｉ（話す） 前期 1 趙　美景 火3 緑園
18290 朝鮮語Ⅴｉ（書く） 韓国語で書く日本と韓国社会の比較 前期 1 李　昤京 木3 緑園
18300 朝鮮語Ⅴｉ（ＬＬ） 検定試験対策 前期 1 杉山　明枝 水2 緑園
18130 朝鮮語Ⅲｓ（文法） 前期 1 朴　玉珠 木1 緑園
18131 朝鮮語Ⅲｓ（文法） 前期 1 朴　玉珠 木2 緑園
18150 朝鮮語Ⅲｓ（読む） 前期 1 金　順玉 火2 緑園
18151 朝鮮語Ⅲｓ（読む） 前期 1 李　昤京 木2 緑園
18170 朝鮮語Ⅲｓ（ＬＬ） 前期 1 杉山　明枝 水4 緑園
19010 古典ギリシア語Ⅰ（文法） ギリシア語の文法の基礎を学ぶ (1) 前期 1 杉山　晃太郎 金3 緑園 （隔年開講）
19050 ラテン語Ⅰ（文法） ラテン語の文法の基礎を学ぶ (1) 前期 1 杉山　晃太郎 金2 緑園
19070 ラテン語Ⅲ（読む） ラテン語の知識を広げて作家の文章を読む (1) 前期 1 杉山　晃太郎 金1 緑園 （隔年開講）
19150 イタリア語Ⅰ（基礎） 前期 1 江花　妃奈子 木2 緑園
19151 イタリア語Ⅰ（基礎） はじめてのイタリア語 前期 1 久保寺　紀江 月3 緑園
19160 イタリア語Ⅲ（文法） 前期 1 江花　妃奈子 木3 緑園
19170 イタリア語Ⅲ（読む） 初めてのイタリア語会話 前期 1 アントニオ　カニーリア 月4 緑園

教養外国語科目

朝鮮語科目

スペイン語科目

中国語科目
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2A300 イギリス史１ イギリス史概説－中世から18世紀まで 前期 2 山根　明大 水4 緑園
2A280 イギリスの文化 「ファンタジー」で読み解くイギリスの文化 前期 2 向井　秀忠 月4 緑園 （定員80名）
2B740 現代イギリス論 前期 2 大和久　悌一郎 水4 緑園

2C710 アメリカ史 近現代のアメリカ 前期 2 梅﨑　透 金4 緑園
旧「アメリカ史Ａ」（国際交流学科）と同一　2022年度以前「アメリカ史１」修得
済みの場合履修不可

2B850 イギリス演劇２ シェイクスピアロマンティック・コメディの世界 前期 2 由井　哲哉 火2 緑園
2C630 イギリスの芸術 19世紀‐20世紀初頭のイギリスの文化と芸術 前期 2 迫田　真帆 金2 緑園
2B240 アメリカ文学史 アメリカ文学史概観 前期 2 小泉　泉 火3 緑園
2B900 アメリカ小説１ 「失われた世代」の作家たち 前期 2 小泉　泉 金4 緑園
2A360 キリスト教と英米文学１ 英米文学にみるキリスト教 前期 2 北原　待子 金3 緑園

2C640 英語の歴史
英語の歴史を理解し、英語に関する疑問点を歴
史的に解決する。

前期 2 小河　舜 火4 緑園 2022年度以前「英語の歴史1/2」修得済みの場合履修不可

2C670 英語のナラティヴ分析 英語の narrative（語り）分析 前期 2 饒平名　尚子 火2 緑園 2022年度以前「英語学２」修得済みの場合履修不可
2C650 英語学 英語の音声・語・文法の成り立ちについて 前期 2 山根　麻紀 月2 緑園 2022年度以前「English Linguistics1/2」修得済みの場合履修不可
2C070 Thought and Expression in English Thought and Expression in English 前期 2 大畑　甲太 金4 緑園 （定員40名）　英語による授業
2C480 英語学特論３ 実例で学ぶ英語言語学 前期 2 多々良　直弘 木1 緑園 　
2C580 Pronunciation Clinic 英語の音声 前期 2 松浪　晋也 水4 緑園 （定員48名）　2022年度以前「英語の発音 1/2」修得済みの場合履修不可
2C581 Pronunciation Clinic 英語の音声 前期 2 松浪　晋也 水5 緑園 （定員48名）　2022年度以前「英語の発音 1/2」修得済みの場合履修不可

3C360 日本語学概論Ａ
現代日本語学入門―音韻・語彙・表記を中心に
―

前期 2 松崎　安子 木4 緑園 旧「日本語コミュニケーション学概論Ａ」（コミュニケーション学科）と同一

3C380 日本語の歴史Ａ 文法史・文字表記史 前期 2 勝田　耕起 月4 緑園 旧「日本語コミュニケーションの歴史Ａ」（コミュニケーション学科）と同一
3B950 日本語教育学概論Ｂ 日本語教育と社会、歴史 前期 2 古屋　憲章 木1 緑園
3C510 日本古典文学史（古代）（1） 前期 2 井内　健太 月3 緑園
3C530 日本古典文学史（中近世）（1） 前期 2 吉田　弥生 月3 緑園
3A100 日本近代文学史Ｂ 近現代文学史Ｂ―二十世紀初頭から現代まで 前期 2 島村　輝 金4 緑園
3B360 日本語文法研究の方法 前期 2 津留崎　由紀子 火2 緑園 旧「日本語コミュニケーション学概論Ａ」（コミュニケーション学科）と同一
3B390 方言研究の方法 方言調査理論 前期 2 吉田　雅子 水4 緑園 旧「日本語コミュニケーションの歴史Ａ」（コミュニケーション学科）と同一
3C110 日本語教育研究の方法 テーマの発見から研究デザイン・実施へ 前期 2 田中　里奈 月2 緑園
3B860 日本語教育の教材分析 教材分析の基礎知識 前期 2 長嶺　倫子 火1 緑園
3B920 日本語教授法Ａ 日本語初級レベルの指導法 前期 2 遠藤　ゆう子 月2 緑園

3C200 地域日本語教育実習
支援の現場でのかかわりから複言語・複文化主
義について考える

前期 2 田中　里奈 時外 緑園

3B960 日本語教育実習１ 授業デザインと模擬授業１（初級クラス） 前期 1 長嶺　倫子 火2 緑園
日本語教員養成講座受講者は履修条件あり（学生要覧別冊日本語教員養
成講座参照）

3B962 日本語教育実習１ 授業デザインと模擬授業１（初級クラス） 前期 1 遠藤　ゆう子 月3 緑園
日本語教員養成講座受講者は履修条件あり（学生要覧別冊日本語教員養
成講座参照）

3B963 日本語教育実習１ 授業デザインと模擬授業１（初級クラス） 前期 1 古屋　憲章 木2 緑園
日本語教員養成講座受講者は履修条件あり（学生要覧別冊日本語教員養
成講座参照）

4B180 言語コミュニケーション概論 言語コミュニケーション概論ー共時言語学編ー 前期 2 齋藤　孝滋 月3 緑園 （定員190名）

4A090 文献・情報の集め方
論文および学術的報告書作成のための情報収
集と処理の方法

前期 2 髙田　明典 月4 緑園

4A140 社会的行為としてのコミュニケーション 現代社会とメディア・コミュニケーション 前期 2 山口　仁 金2 緑園
4A170 身体としぐさの心理学 前期 2 笠置　遊 金5 緑園
4B330 先住民族の言語・文化と共生 アイヌ民族の言語・文化と共生 前期 2 中川　裕 金4 緑園

4A240 ことばと個人・社会の因果関係を探る
ダジャレ学：文献・漫画・漫才・MVから日本語の
可能性を究める

前期 2 齋藤　孝滋 月5 緑園

4B130 多文化社会の人間学
多文化社会の人間学\n～メディエーションとネイ
ション～

前期 2 藤巻　光浩 月3 緑園

4A270 異文化トレーニング 異文化トレーニングの手法を学ぶ 前期 2 高部　優子 火3 緑園 （定員30名）
4A980 ディアスポラ（離散）の思想 ディアスポラの歴史と思想から「共生」を考える 前期 2 黒岩　漠 木5 緑園

4B510 ＰＴＳＤと被害者の心理・グリーフワーク
心的外傷後ストレス障害と悲嘆について学びま
す。

前期 2 野口　普子 月2 緑園

4B410 「日本におけるアジア」とのネットワーキング 国際社会の中、ベトナムと日本との関係を考える 前期 2 加藤　麻子 水4 緑園

4A480 新聞・出版ワークショップ
新聞の仕組みと新聞ジャーナリズムの必要性を
学ぶ

前期 2 諸橋　泰樹 火4 緑園

4B400 身体表現論 身体表現と世界の舞踊 前期 2 高橋　京子 金2 緑園
4A670 スポーツ文化 前期 2 瀬戸　邦弘 月3 緑園
4A690 映画・映像文化 映画・映像文化：ハリウッド映画史 前期 2 藤巻　光浩 木3 緑園

英語英米文学科専門科目

日本語日本文学科専門科
目

コミュニケーション学科専門
科目
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科目区分 CODE 授業科目名 講義題目 学期 単位
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（2/10現在）
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53130 研究入門（歴史から見る現代世界） 貫戦史としての20世紀 前期 2 帶谷　俊輔 月4 緑園
51070 国際関係論 現代国際社会の特徴 前期 2 高柳　彰夫 月4 緑園
51120 人権保障と法 「誰の」「どのような」人権を「どう」まもるか？ 前期 2 寺中　誠 木3 緑園
51130 政治学概論 現代政治学の基礎 前期 2 古内　洋平 月2 緑園

54200 国際関係史 文化と国際関係の歴史 前期 2 芝崎　祐典 水4 緑園
2022年度以前に「近代国際関係史」または「戦後国際関係史」を修得済み
の学生は履修できません

51640 社会学概論Ａ グローバル・ソシオロジー 1 前期 2 ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ　D.ﾐﾄﾞﾙﾄﾝ 月2 緑園 　

51310 グローバル化する社会
グローバル化がもたらす社会や文化の変動を考
察する

前期 2 岩佐　将志 月5 緑園 　

51560 世界史概説Ａ 古代から現代まで（交渉史を中心に） 前期 2 三王　昌代 月4 緑園 　
51580 日本史概説Ａ 前期 2 （未定） 未定 緑園 　
52050 日本の文化交流 音楽文化から考える日本の文化 前期 2 東谷　護 金3 緑園 　
52210 日本経済の歴史 戦後における日本経済の発展 前期 2 齊藤　直 木2 緑園 　

54060 東アジアの近現代史 時事問題を考えるための基礎知識 前期 2 新城　道彦 木3 緑園

2020年度以前に「東アジア・東南アジアの近・現代史A」を修得済みの学生
は履修できません
2022年度以前に「東アジアの近・現代史A」を修得済みの学生は履修できま
せん

54080 ヨーロッパ史 前期 2 空　由佳子 木3 緑園
（隔年開講）2022年度以前に「ヨーロッパ近代史」を修得済みの学生は履修
できません

54090 横浜学 国際都市の歴史と現在 前期 2 大西　比呂志 木2 緑園 2022年度以前に「横浜学総論」を修得済みの学生は履修できません
53470 ことばとフィールド（ヴェトナム） ことばとフィールド（ヴェトナム） 前期 2 レ　ティー　ハン 水4 緑園 　
53480 ことばとフィールド（タイ） 前期 2 （未定） 未定 緑園 　
51360 統計で学ぶ社会問題（基礎） データに基づく社会問題の分析 前期 2 田中　李歩 木4 緑園 　
52890 国際経済学 国際経済論入門 前期 2 袁　媛 金2 緑園 　
53740 現代日本の経済問題 「課題先進国」日本が抱える経済問題 前期 2 齊藤　直 金3 緑園 　
52940 国際開発の理論と実践 SDGs時代の国際開発の理論と実践 前期 2 高柳　彰夫 火3 緑園 　
51220 日米関係史 対立と協調、戦争と同盟の100年 前期 2 帶谷　俊輔 月5 緑園 　
53770 観光社会学 観光社会学 前期 2 ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ　D.ﾐﾄﾞﾙﾄﾝ 木2 緑園 　
52730 南アジアの経済 インドとバングラデシュから学ぶ開発 前期 2 木曽　順子 集中 緑園 　
54040 ヨーロッパの経済と社会 前期 2 上原　良子 金4 緑園
53780 現代中国入門 現代中国を知ろう 前期 2 泉谷　陽子 火4 緑園 　
53790 東南アジアの政治 東南アジアの政治 前期 2 九島　佳織 水4 緑園 　
52710 韓国現代史 軍事独裁国家から民主国家へ 前期 2 新城　道彦 火4 緑園 　
50660 アジアの国際関係 東南アジアの国際関係 前期 2 遠藤　聡 水4 緑園 　
53370 イギリスの政治と社会１ 16、17世紀イギリスの政治と社会 前期 2 山根　明大 水3 緑園 旧「イギリスの政治と社会Ａ」（国際交流学科）と同一

54170 アメリカの政治 アメリカの政治と社会（国内問題に注目して） 前期 2 西住　祐亮 水4 緑園

旧「アメリカの政治と社会Ａ」（国際交流
学科）と同一
2022年度以前に「アメリカの政治と社会1」を修得済みの学生は履修できま
せん

53410 現代アメリカ論１
1980年代〜1990年代のアメリカ合衆国における
移民の歴史

前期 2 中川　正紀 木4 緑園 旧「現代アメリカ論Ａ」（国際交流学科）と同一

52590 平和構築 現代武力紛争の要因 前期 2 古内　洋平 木3 緑園 　

50420 安全保障
国際関係論|国際安全保障論|軍備管理・軍縮|戦
略論

前期 2 佐藤　丙午 水2 緑園 　

54130 フランス史 前期 2 上原　良子 火4 緑園 2022年度以前に「フランス現代史」を修得済みの学生は履修できません
53830 スペインの文化と社会 前期 2 澤村　るり子 火3 緑園 　

54000 スペイン語圏の文化と社会 前期 2 遠藤　健太 木5 緑園
2022年度以前に「ラテンアメリカの文化と社会」を修得済みの学生は履修で
きません

52280 イスラームと世界 イスラーム文化と社会 前期 2 村山　木乃実 水3 緑園 （定員120名）
53280 中国の文化と社会 イマジネーションから考える中国の文化と社会 前期 2 上原　かおり 木4 緑園 　
53880 アフリカの文化と社会 前期 2 （未定） 未定 緑園
53900 アジアの宗教と思想 前期 2 （未定） 未定 緑園
53150 思想文化論 　ケアの思想文化 前期 2 矢野　久美子 月2 緑園 　

53090 市民参加の社会形成
SDGs実現への模索―アジアと日本の事例から
―

前期 2 田儀　耕司 水4 緑園 　

53920 国際交通論
国際交通論 　　ツーリズム・国際関係・地方創
生・マーケティング

前期 2 伊豆　芳人 水3 緑園

50270 人文地理学 人文地理学から読み解く現代社会と環境 前期 2 秋庭　はるみ 木5 緑園 　
53930 社会政策論 前期 2 （未定） 未定 緑園 　
52420 格差社会とアイデンティティー 格差社会の実態と人びとの意識 前期 2 堀内　進之介 火4 緑園 　
52440 英語で学ぶグリーン経済と農業 グリーン経済と自然資本 前期 2 松本　奈穂子 月3 緑園 （定員20名）
52460 地域と食文化 前期 2 （未定） 未定 緑園 　
50390 民族問題から見た世界情勢 マイノリティの視点から世界を見る 前期 2 井出　晃憲 木5 緑園 　

52400 移住と文化の理論
日本人の海外体験 （アメリカ大陸への移住を中
心に）

前期 2 ﾋｶﾞ　ﾏﾙｾｰﾛ 月4 緑園 　

国際交流学科専門科目
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6A010 合唱ⅠＡ バロック時代の合唱曲に親しもう 前期 1 星野　聡 金4 緑園
6J680 音響の基礎 音響学の基礎を様々な観点から学ぶ 前期 2 片桐　健順 水2 緑園 「音響の心理」と隔年開講
6A130 賛美歌学 賛美歌の背景と歴史を探る 前期 2 谷口　昭弘 木3 緑園 「キリスト教音楽概論」と隔年開講
6J710 コード理論Ａ ダイアトニックコードの展開 前期 2 川本　聡胤 木3 緑園
6A300 合唱ⅡＡ キリスト教を題材とする合唱曲を主軸とした授業 前期 1 蔵田　雅之 金4 緑園
6B410 英語で音楽理論 調性音楽における楽典を応用する分析方法 前期 2 キャシー　コックス 月4 緑園 英語による授業

6A210 ポピュラー音楽理論
ポピュラー音楽の楽曲構造を理論的に理解す
る！

前期 2 川本　聡胤 月4 緑園 　

6J730 旋律学 二声の厳格対位法を学ぶ 前期 2 大田　桜子 月4 山手 2022年度以前科目「対位法」を修得済みの学生は履修できません

6J740 諸民族の音楽 諸民族の音楽にみる多様な音楽観と音楽様式 前期 2 谷口　昭弘 木2 緑園
2022年度以前科目「諸民族の音楽Ａ・Ｂ」を修得済みの学生は履修できま
せん

6J760 世界のポピュラー音楽 世界各地のポピュラー音楽を知りましょう！ 前期 2 村上　香奈/吉田　真理子 木1 緑園 「音楽スペシャル講義」と隔年（奇数年開講）
6A950 心と音楽 心と音楽（Care and Music） 前期 2 儀賀　理暁 木1 緑園 （定員60名）　「医療と音楽」と隔年開講
6A970 音楽療法１ 障がい児と高齢者領域における音楽療法 前期 2 堀川　千絵 火2 山手 「音楽療法２」と隔年開講
6J860 ソングライティング 作品分析と創作 前期 2 大田　桜子 月2 山手 2022年度以前科目「作・編曲法」を修得済みの学生は履修できません
6B560 英語で音楽ビジネス 前期 2 武井　涼子 火3 山手 「音楽起業ワークショップ」と隔年開講　英語による授業
6B620 ピアノ指導ワークショップ 前期 2 小林　周子 火2 山手 「リトミック指導ワークショップ」と隔年開講
6J870 SNSとマーケティング SNSマーケティング 前期 2 長谷川　豊 金3 緑園
6J400 ＰＡ個人実技45（声楽） 声楽 前期 3 学科　教員 ﾚｯｽﾝ 山手 45分個人レッスン　※履修条件あり。募集要項参照
6J420 ＰＡ個人実技45（器楽） ピアノ 前期 3 学科　教員 ﾚｯｽﾝ 山手 45分個人レッスン　※履修条件あり。募集要項参照
6J423 ＰＡ個人実技45（器楽） オルガン 前期 3 学科　教員 ﾚｯｽﾝ 山手 45分個人レッスン　※履修条件あり。募集要項参照
6J425 ＰＡ個人実技45（器楽） ヴァイオリン 前期 3 学科　教員 ﾚｯｽﾝ 山手 45分個人レッスン　※履修条件あり。募集要項参照
6J429 ＰＡ個人実技45（器楽） フルート 前期 3 学科　教員 ﾚｯｽﾝ 山手 45分個人レッスン　※履修条件あり。募集要項参照
70340 英語科教育法Ⅰ 英語科教育法の理論と実践　１ 前期 4 磯部　修一 水3・水4 緑園 （2時限連続授業）
70360 国語科教育法Ⅰ 国語科教育法の理論と実践　１ 前期 4 谷井　克美 水3・水4 緑園 （2時限連続授業）
70260 音楽科教育法Ⅰ 音楽科教育法の理論と実践　１ 前期 4 床井　功子 水3・水4 緑園 （2時限連続授業）
70290 社会・地理歴史科教育法Ⅰ 社会・地理歴史科教育法の理論と実践　１ 前期 2 三崎　徹雄 水3 緑園 　
70310 社会・公民科教育法Ⅰ 社会・公民科教育法の理論と実践　１ 前期 2 三崎　徹雄 水4 緑園 　
70020 教育原理 教育の本質を考える 前期 2 井上　惠美子 火4 緑園
70030 教育思想 教育の思想と歴史を学び今日の教育を考える 前期 2 小谷　由美 火4 緑園
70050 教育社会学 転換期の家族と学校―揺れる日本的人間形成 前期 2 木村　祐子 火5 緑園

70040 教育心理学
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の
過程

前期 2 山崎　浩一 火5 緑園

71300 特別支援教育の基礎と方法
学校における子どもの個別の教育的ニーズの理
解と支援

前期 1 村上　香奈 集中 緑園 授業回数8回授業

70060 教育課程論 「望ましい学校教育の在り方」について考える 前期 2 齋藤　孝 火4 緑園

71280 道徳教育の理論と実践 道徳教育の理論と実践 前期 2 齋藤　孝 火5 緑園
高等学校教諭免許については選択　旧「道徳教育の研究」と同一、「道徳
教育の研究」修得者は履修不可

71310 総合的な学習の時間の指導法
学校教育における総合的な学習の時間の役割と
実践

前期 1 齋藤　孝 集中 緑園 授業回数8回授業

70180 特別活動 特別活動の研究 前期 2 北見　俊則 水2 緑園
71320 教育の方法・技術（情報通信技術の活用含む） 教育テクノロジーに関する理論と実践 前期 2 佐藤　幸江 水5 緑園
71290 生徒・進路指導の理論と方法 生徒指導の意義と原理 前期 2 齋藤　宗明 水2 緑園 旧「生徒指導」と同一、「生徒指導」修得者は履修不可
70210 教育相談 前期 2 （未定） 水5 緑園

70240 教育実習２
教員養成のための理論と実践―事前指導２・実
習・事後

前期 2 井上　惠美子 水2 緑園 （通年科目）

70250 教育実習３
教員養成のための理論と実践―事前指導３・実
習・事後

前期 2 井上　惠美子 時外 緑園 高等学校教諭免許については選択（通年科目）

音楽芸術学科専門科目
（レッスン）

教職に関する科目

音楽芸術学科専門科目


