
「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

一般教養科目

木曜 41206030ｲｷﾞﾘｽ文化論A1 有原田　俊明 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

木曜 31206550映画史2 有川崎　昌平 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

木曜 41206790英米文学概論A3 有金子　弥生 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 21206600栄養科学A4 有横塚　昌子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

健康･管理･安全の学生を除く

木曜 21230200ｴﾈﾙｷﾞｰ資源5 有萩原　豪 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

2年次以上対象

木曜 51206750科学史A6 有木下　泰宏 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

木曜 11206370家庭の医学A7 有山田　真吏奈 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 51206660漢字の誕生と変遷8 有市原　靖久 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容

木曜 21235300基礎化学9 有中山　栄子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

環境･健康･管理･安全の学生を除く

木曜 51206420教養の社会思想史A10 有山本　千寛 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 51230220ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会の諸問題A11 有武川　恵子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

(ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨと共生社会) 2年次以上対象

水曜 21227270ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会の諸問題B12 有小西　雅子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

(世界の環境と防災)　2年次以上対象
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月曜 11206260化粧の科学A13 有圷　信子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

健康の学生を除く

火曜 41206670現代社会事情概説(女性記者の視点から)14 有磯野　彰彦 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

2年次以上対象

火曜 31206390建築と福祉15 有瀬沼　頼子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 41230230考古学(日本の遺跡)A16 有須田　英一 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 41206070こころの科学17 有清水　裕 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

1 心理･2021以降入学英ｺ･国際除く,前後期同

火曜 31206080こころの科学18 有藤島　喜嗣 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

2 心理･2021以降入学英ｺ･国際除く,前後期

金曜 31206090こころの科学19 有藤島　喜嗣 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

3 心理･2021以降入学英ｺ･国際除く,前後期同

木曜 21206100ｺﾐｭﾆﾃｨとまちづくり20 有瀬沼　頼子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容

木曜 11206240児童文学(外国)A21 有内藤　貴子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

水曜 21206720社会学22 有須藤　康介 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容

水曜 21206730社会心理23 有中江　須美子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

心理･2021以降入学英ｺ･国際除く,前後期同

水曜 31206350宗教学入門A24 有中村　圭志 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

水曜 21206340宗教学入門A25 有中村　圭志 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。
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火曜 41206840食生活と調理A26 有関本　美貴 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 11206820身体と運動の科学A27 有白川　哉子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 51206430数学A(数学の基礎)128 有郷原　惇平 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

2021年度以降入学英ｺﾐ･国際の学生を除く

月曜 21206440数学B(生活の数学)129 有村田　一心 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

2021年度以降入学英ｺﾐ･国際の学生を除く

火曜 31206460数理能力基礎30 有村田　一心 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容 2年次以上対象

月曜 11236370ｽﾎﾟｰﾂを考えるA31 柴田　茂樹 講義

月曜 21206110ｽﾎﾟｰﾂを考えるA32 柴田　茂樹 講義

火曜 31230210住まいの家族学33 有番場　美恵子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 31206220住まいの歴史34 有礒野　さとみ 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容 環境の学生を除く

月曜 41206700生活経済論A35 有伊藤　純 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 21206410政治学A36 有佐藤　高尚 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 11206400政治学A37 有佐藤　高尚 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 31206710生物学概論A38 有常喜　豊 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。
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水曜 21206690生命科学A39 有吉田　健一 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

木曜 31206810西洋音楽史40 有永岡　都 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 11235310西洋史A41 有湯上　良 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

歴文除く 歴文｢西洋史概論｣と重複履修不可

金曜 51235360ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ42 有村田　一心 演習

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容

水曜 11235320ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡA43 有村田　一心 演習

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

(ビジネス系)2年次以上対象

火曜 51206280哲学概論A44 有和田　慈 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

心理･現代の学生を除く

火曜 41206270哲学概論A45 有和田　慈 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

心理･現代の学生を除く

火曜 21206290天文学A46 有村田　一心 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 41206120ﾄﾞｲﾂ文化論A47 有岩田　正之 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 11206770統計学入門A48 有吉村　季織 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

木曜 41206590東洋史A49 有小二田　章 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

歴文除く 歴文｢東洋史概説｣と重複履修不可

火曜 11206830都市論50 有鶴田　佳子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 21206530日本経済史A51 有山崎　澄江 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 11235380日本語基礎52 宮嵜　由美 講義

A　前後期同一内容

月曜 41235390日本語基礎53 市岡　香代 講義

B　前後期同一内容

月曜 51235370日本語基礎54 市岡　香代 講義

C　前後期同一内容

月曜 41206480日本史B(近現代)55 有三野　行徳 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

火曜 41206470日本事情56 有緩利　誠 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

留学生のみ対象 omnibus

木曜 41206520日本精神史57 有阿部　美香 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容

火曜 41206540日本美術通史A58 有樋口　美咲 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

木曜 41206490日本文学概論(近現代)A59 有川崎　昌平 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 51206510日本文学概論(古典)A60 有豊田　千明 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

火曜 21206250入門経済学61 有池田　俊明 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容

金曜 41206210人間と環境A62 有常喜　豊 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

(2021年度以降入学英ｺﾐ･国際の学生を除く)

金曜 21206130ﾌﾗﾝｽ文化論63 有田戸　カンナ 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 41206620法学A(日本国憲法)164 有森本　直子 講義

日本人科目等履修生で教育職員免許状取得希望者に限り、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。

教職課程履修者のみ対象

木曜 31206650法学特論65 有森本　直子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

（いのちをめぐる法的諸問題）2年次以上対
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2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

水曜 21206640法学入門A66 有森本　直子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

歴文「法学概論」との重複履修は不可

金曜 21206140ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論67 有興梠　寛 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

月曜 11206610民俗と芸能A68 有大谷津　早苗 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

金曜 11206150ﾒﾃﾞｨｱ論A69 有天笠　邦一 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

(ソーシャルメディア) 現代を除く

火曜 21206170ﾒﾃﾞｨｱ論C70 有稲澤　裕子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

(新聞論)前後期同一内容

火曜 31206180ﾒﾃﾞｨｱ論D71 有稲澤　裕子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

(ﾒﾃﾞｨｱ情報ﾘﾃﾗｼｰ)前後期同一内容

金曜 31206380幼児の心理A72 有石井　正子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

火曜 31237980ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ基礎73 有齊藤　絵理子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

前後期同一内容　2年次以上対象

水曜 31237990ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ実践174 有齊藤　絵理子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

3年次以上対象

水曜 11206230倫理学75 有田中　丹史 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

2年次以上対象

木曜 41206190ﾛｼｱ文化論A76 有佐藤　裕子 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

76開設計一般教養科目
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。
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形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

外国語科目

月曜 41207960Academic Japanese A1 有植松　容子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。

(留学生のみ対象)

金曜 41207970Academic Japanese B2 有矢野　和歌子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。

(留学生のみ対象)

水曜 31207980Academic Japanese C3 有大場　美和子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。

(留学生のみ対象)

月曜 31207990Academic Japanese D4 有多田　苗美 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。

(留学生のみ対象)

月曜 21208330Intermediate Japanese ⅠA5 有池田　玲子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

火曜 21208340Intermediate Japanese ⅠB6 有池田　玲子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

金曜 21208350Intermediate Japanese ⅠC7 有植松　容子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

月曜 31208380Intermediate Japanese ⅠD8 有大場　美和子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

金曜 31208410Intermediate Japanese ⅠE9 有大場　美和子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

金曜 21208332Intermediate Japanese ⅡA10 有近藤　彩 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

水曜 31230150Intermediate Japanese ⅡB11 有近藤　彩 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

水曜 21230160Intermediate Japanese ⅡC12 有植松　容子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

木曜 21230170Intermediate Japanese ⅡD13 有大場　美和子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

金曜 31230180Intermediate Japanese ⅡE14 有大場　美和子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

火曜 31208370Intermediate Japanese F15 有池田　玲子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。

木曜 41208400Intermediate Japanese G16 有池田　玲子 演習

日本語を第一言語とする学生は履修不可。履修にあたっては、プログラム担当者の許可が必要である。
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2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

木曜 31208430Internship Preparation A17 多田　苗美 演習

月曜 21208510ｲﾀﾘｱ語(楽しい会話)18 有萱野　有美 演習

イタリア語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。イタリア語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

水曜 21208470ｲﾀﾘｱ語(入門A･B)19 有山崎　俊明 演習

イタリア語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。イタリア語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

(1:環境・日文:月1水2)【複回】月1 ブッチ　コンチェッティーナ

月曜 11208470ｲﾀﾘｱ語(入門A･B)20 有ブッチ　コンチェッ

ティーナ

演習

イタリア語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。イタリア語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

(1:環境・日文:月1水2)【複回】水2 山崎　俊明

土曜 21208490ｲﾀﾘｱ語(入門A･B)21 有山崎　俊明 演習

イタリア語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。イタリア語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

(2:英コミ・歴文・現代:水3土2)【複回】水3 ブッチ　コンチェッティーナ

水曜 31208490ｲﾀﾘｱ語(入門A･B)22 有ブッチ　コンチェッ

ティーナ

演習

イタリア語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。イタリア語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

(2:英コミ・歴文・現代:水3土2)【複回】土2 山崎　俊明

水曜 11227450ｲﾀﾘｱ語(やさしい作文)23 有ブッチ　コンチェッ

ティーナ

演習

イタリア語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。イタリア語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

金曜 11236810英語ⅢA24 有奈古　明子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英文法･読解 基礎)

月曜 21207750英語ⅢA25 有波戸本　涼子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英文法･読解 基礎)

木曜 21207740英語ⅢA26 有水谷　眞佐子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英文法･読解 基礎)

火曜 11207730英語ⅢA27 有武井　修 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英文法･読解 基礎)
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 41207720英語ⅢA28 有関　昭典 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英文法･読解 基礎)

月曜 11207710英語ⅢA29 有波戸本　涼子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英文法･読解 基礎)

火曜 31207770英語ⅢB30 有古溝　裕佳里 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしいﾘｽﾆﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ)

金曜 31235920英語ⅢB31 有久保　恭子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしいﾘｽﾆﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ)

月曜 11207800英語ⅢB32 有古溝　裕佳里 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしいﾘｽﾆﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ)

木曜 31207790英語ⅢB33 有下山　充香子 演習

英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したう

えで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしいﾘｽﾆﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ)

水曜 21207780英語ⅢB34 有横山　勇子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしいﾘｽﾆﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ)

月曜 41207810英語ⅢC35 有野中　陽介 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしい英語表現)

月曜 31207820英語ⅢC36 有野中　陽介 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしい英語表現)

金曜 41207830英語ⅢC37 有チャン　マーク 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしい英語表現)

木曜 41207850英語ⅢC38 有チャン　マーク 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしい英語表現)

水曜 21207840英語ⅢC39 有原田　俊明 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(やさしい英語表現)

水曜 11207890英語ⅢD40 有横山　勇子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(ﾄﾗﾍﾞﾙ･ｵﾌｨｽ英語 基礎)
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 21207880英語ⅢD41 有古溝　裕佳里 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(ﾄﾗﾍﾞﾙ･ｵﾌｨｽ英語 基礎)

木曜 21207870英語ⅢD42 有下山　充香子 演習

英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したう

えで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(ﾄﾗﾍﾞﾙ･ｵﾌｨｽ英語 基礎)

月曜 31207860英語ⅢD43 有関　昭典 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(ﾄﾗﾍﾞﾙ･ｵﾌｨｽ英語 基礎)

月曜 11207920英語ⅢE44 有笠原　慎一朗 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英語と文化 基礎)

金曜 21207760英語ⅢE45 有大内田　優子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英語と文化 基礎)

木曜 41207930英語ⅢE46 有大内田　優子 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英語と文化 基礎)

月曜 31207940英語ⅢE47 有チャン　マーク 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英語と文化 基礎)

月曜 41207950英語ⅢE48 有チャン　マーク 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英語と文化 基礎)

木曜 21207910英語ⅢE49 有チャン　マーク 演習

TOEIC500点以上取得またはCEFRでB2程度の英語力があること。英語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中やテストで

は和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(英語と文化 基礎)

火曜 41208120韓国語(会話)50 有李　淑炫 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

木曜 51208080韓国語(初級A･B)51 有白　寅英 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、2700時間(90分授業×30回)～5400時間(90分授業×60回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で

行われる。週2回、ペアで履修する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で

落選する可能性もある。

s【複回】火5 李　淑炫

火曜 51208080韓国語(初級A･B)52 有李　淑炫 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、2700時間(90分授業×30回)～5400時間(90分授業×60回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で

行われる。週2回、ペアで履修する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で

落選する可能性もある。

s【複回】木5 白　寅英
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 21227490韓国語(入門A)53 有李　有珠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中や

テストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(11:安全:月2)

火曜 11227500韓国語(入門A)54 有金　仁惠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中や

テストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(12:心理:火1)

水曜 21227510韓国語(入門A)55 有李　有珠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われる。授業中や

テストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(13:初教:水2)

水曜 21208010韓国語(入門A･B)56 有李　淑炫 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(1:環境:月1水2)【複回】月1 李　有珠

月曜 11208010韓国語(入門A･B)57 有李　有珠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(1:環境:月1水2)【複回】水2 李　淑炫

水曜 21208020韓国語(入門A･B)58 有徐　明煥 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(2:環境:月1水2)【複回】月1 金　仁惠

月曜 11208020韓国語(入門A･B)59 有金　仁惠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(2:環境:月1水2)【複回】水2 徐　明煥

金曜 11208040韓国語(入門A･B)60 有徐　明煥 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(3:日文:火2金1)【複回】火2 李　淑炫

火曜 21208040韓国語(入門A･B)61 有李　淑炫 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(3:日文:火2金1)【複回】金1 徐　明煥

土曜 21208050韓国語(入門A･B)62 有金　鉉洙 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(4:英コミ:水3土2)【複回】水3 李　淑炫

水曜 31208050韓国語(入門A･B)63 有李　淑炫 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(4:英コミ:水3土2)【複回】土2 金　鉉洙
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

土曜 21208060韓国語(入門A･B)64 有白　寅英 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(5:現代:水3土2)【複回】水3 徐　明煥

水曜 31208060韓国語(入門A･B)65 有徐　明煥 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(5:現代:水3土2)【複回】土2 白　寅英

土曜 21208070韓国語(入門A･B)66 有李　有珠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(6:歴文:水3土2)【複回】水3 李　南錦

水曜 31208070韓国語(入門A･B)67 有李　南錦 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

(6:歴文:水3土2)【複回】土2 李　有珠

金曜 21208140韓国語(ﾊﾝｸﾞﾙ検定試験対策)68 有徐　明煥 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

水曜 11208110韓国語(韓流で学ぶ会話)69 有李　有珠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

木曜 41208090韓国語(文法ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)70 有崔　鶴山 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

月曜 21208100韓国語(文法ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)71 有金　仁惠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

火曜 21208130韓国語(やさしい作文)72 有金　仁惠 演習

韓国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。韓国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

土曜 11208840ｽﾍﾟｲﾝ語(初級A･B)73 有廣田　拓 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、2700時間(90分授業×30回)～5400時間(90分授業×60回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。週2回、ペアで履修する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内

容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

s【複回】火5 ジェン　アバド　ハイメ　フェルナンド
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 51208840ｽﾍﾟｲﾝ語(初級A･B)74 有ジェン　アバド　ハイメ

　フェルナンド

演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、2700時間(90分授業×30回)～5400時間(90分授業×60回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。週2回、ペアで履修する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内

容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

s【複回】土1 廣田　拓

金曜 21208870ｽﾍﾟｲﾝ語(ｽﾍﾟｲﾝ語圏の文化A)75 有ブセタ　ビセンテ 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

水曜 21208890ｽﾍﾟｲﾝ語(ｽﾍﾟｲﾝの社会事情A)76 有キンタナ　アツィリ 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

水曜 11208860ｽﾍﾟｲﾝ語(短編を読むA)77 有大堂　果林 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

月曜 21227420ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A)78 有廣田　拓 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日

本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※

抽選で落選する可能性もある。

(11:安全:月2)

火曜 11227430ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A)79 有廣田　拓 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日

本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※

抽選で落選する可能性もある。

(12:心理:火1)

水曜 21227440ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A)80 有大堂　果林 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日

本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※

抽選で落選する可能性もある。

(13:初教:水2)

水曜 21208770ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)81 有西藤　憲佑 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】月1 廣田　拓

月曜 11208770ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)82 有廣田　拓 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】水2 西藤　憲佑

金曜 11208790ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)83 有ブセタ　ビセンテ 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文:火2金1)【複回】火2 廣田　拓
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 21208790ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)84 有廣田　拓 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文:火2金1)【複回】金1 ブセタ　ビセンテ

土曜 11208800ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)85 有ブセタ　ビセンテ 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:英コミ:水3土1)【複回】水3 西藤　憲佑

水曜 31208800ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)86 有西藤　憲佑 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:英コミ:水3土1)【複回】土1 ブセタ　ビセンテ

土曜 21208810ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)87 有廣田　拓 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:英コミ:水3土2)【複回】水3 キンタナ　アツィリ

水曜 31208810ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)88 有キンタナ　アツィリ 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:英コミ:水3土2)【複回】土2 廣田　拓

土曜 21208820ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)89 有ジェン　アバド　ハイメ

　フェルナンド

演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(5:英コミ:水3土2)【複回】水3 大堂　果林

水曜 31208820ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)90 有大堂　果林 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(5:英コミ:水3土2)【複回】土2 ジェン　アバド　ハイメ　フェルナンド

土曜 21208830ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)91 有ブセタ　ビセンテ 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(6:歴文・現代:水3土2)【複回】水3 廣田　拓

水曜 31208830ｽﾍﾟｲﾝ語(入門A･B)92 有廣田　拓 演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授

業は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、

履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(6:歴文・現代:水3土2)【複回】土2 ブセタ　ビセンテ

月曜 21208880ｽﾍﾟｲﾝ語(やさしい会話A)93 有ドゥケプロベンシオ　エ

レナ

演習

スペイン語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。スペイン語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 21208280中国語(書いて覚える)94 有戸井　久 演習

中国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

水曜 11208250中国語(基礎文法ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞA)95 有須藤　秀樹 演習

中国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

金曜 31208290中国語(検定試験対策)96 有須藤　秀樹 演習

中国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

水曜 31208310中国語(講読A)97 有白　春岩 演習

中国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

土曜 11208230中国語(初級A･B)98 有秋谷　幸治 演習

中国語の学習済み時間の目安は、2700時間(90分授業×30回)～5400時間(90分授業×60回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で

行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。週2回、ペアで履修する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認

したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

s【複回】月5 マイリーサ

月曜 51208230中国語(初級A･B)99 有マイリーサ 演習

中国語の学習済み時間の目安は、2700時間(90分授業×30回)～5400時間(90分授業×60回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で

行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。週2回、ペアで履修する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認

したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

s【複回】土1 秋谷　幸治

月曜 31208300中国語(楽しい会話A)100 有張　娜麗 演習

中国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

月曜 21227460中国語(入門A)101 有マイリーサ 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日本語のテ

キストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落

選する可能性もある。

(11:安全:月2)

火曜 11227470中国語(入門A)102 有市原　靖久 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日本語のテ

キストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落

選する可能性もある。

(12:心理:火1)

水曜 21227480中国語(入門A)103 有郎　潔 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日本語のテ

キストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落

選する可能性もある。

(13:初教:水2)
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

水曜 21208150中国語(入門A･B)104 有白　春岩 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】月1 マイリーサ

月曜 11208150中国語(入門A･B)105 有マイリーサ 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】水2 白　春岩

水曜 21208160中国語(入門A･B)106 有胡　穎 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文・環境:月1水2)【複回】月1 戸井　久

月曜 11208160中国語(入門A･B)107 有戸井　久 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文・環境:月1水2)【複回】水2 胡　穎

金曜 11208190中国語(入門A･B)108 有張　陵 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:日文:火2金1)【複回】火2 市原　靖久

火曜 21208190中国語(入門A･B)109 有市原　靖久 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:日文:火2金1)【複回】金1 張　陵

土曜 21208200中国語(入門A･B)110 有秋谷　幸治 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:英コミ:水3土2)【複回】水3 郎　潔

水曜 31208200中国語(入門A･B)111 有郎　潔 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:英コミ:水3土2)【複回】土2 秋谷　幸治

土曜 21208210中国語(入門A･B)112 有須藤　秀樹 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(5:現代:水3土2)【複回】水3 胡　穎

水曜 31208210中国語(入門A･B)113 有胡　穎 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(5:現代:水3土2)【複回】土2 須藤　秀樹
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

土曜 21208220中国語(入門A･B)114 有郎　潔 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(6:歴文:水3土2)【複回】水3 須藤　秀樹

水曜 31208220中国語(入門A･B)115 有須藤　秀樹 演習

中国語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は日本

語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録

をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(6:歴文:水3土2)【複回】土2 郎　潔

金曜 41208260中国語(文法A)116 有須藤　秀樹 演習

中国語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。中国語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本

語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性もあ

る。

木曜 21227300ﾄﾞｲﾂ語(ｳｨｰﾝ物語A)117 有岩田　正之 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は

日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性も

ある。

金曜 21208620ﾄﾞｲﾂ語(書いて覚えるﾄﾞｲﾂ語A)118 有羽田野　まち子 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は

日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性も

ある。

水曜 11208600ﾄﾞｲﾂ語(会話A)119 有橋本　由紀子 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は

日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性も

ある。

月曜 21227310ﾄﾞｲﾂ語(入門A)120 有岩田　正之 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日本語

のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選

で落選する可能性もある。

(11:安全:月2)

火曜 11227320ﾄﾞｲﾂ語(入門A)121 有五十嵐　豊 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日本語

のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選

で落選する可能性もある。

(12:心理:火1)

水曜 21227330ﾄﾞｲﾂ語(入門A)122 有寺島　政子 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日本語

のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選

で落選する可能性もある。

(13:初教:水2)

水曜 21208520ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)123 有比嘉　徹徳 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】月1 岩田　正之
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 11208520ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)124 有岩田　正之 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】水2 比嘉　徹徳

金曜 11208550ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)125 有羽田野　まち子 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文:火2金1)【複回】火2 五十嵐　豊

火曜 21208550ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)126 有五十嵐　豊 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文:火2金1)【複回】金1 羽田野　まち子

土曜 11208560ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)127 有横山　ゆか 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:英コミ:水3土1)【複回】水3 比嘉　徹徳

水曜 31208560ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)128 有比嘉　徹徳 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:英コミ:水3土1)【複回】土1 横山　ゆか

土曜 21208570ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)129 有横山　ゆか 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:歴文・現代:水3土2)【複回】水3 寺島　政子

水曜 31208570ﾄﾞｲﾂ語(入門A･B)130 有寺島　政子 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修

登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:歴文・現代:水3土2)【複回】土2 横山　ゆか

火曜 31208590ﾄﾞｲﾂ語(旅行のﾄﾞｲﾂ語A)131 有五十嵐　豊 演習

ドイツ語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。ドイツ語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は

日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性も

ある。

水曜 11230100ﾌﾗﾝｽ語(絵本を読もうA)132 有後藤　美和子 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

火曜 21230110ﾌﾗﾝｽ語(検定試験対策A)133 有大野　英士 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 21227340ﾌﾗﾝｽ語(入門A)134 有加倉井　仁 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日

本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※

抽選で落選する可能性もある。

(11:安全:月2)

火曜 11227350ﾌﾗﾝｽ語(入門A)135 有大野　英士 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日

本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※

抽選で落選する可能性もある。

(12:心理:火1)

水曜 21227360ﾌﾗﾝｽ語(入門A)136 有後藤　美和子 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～1350時間(90分授業×15回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授業は日本語で行われ、日

本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※

抽選で落選する可能性もある。

(13:初教:水2)

水曜 21208630ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)137 有加藤　美季子 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】月1 田戸　カンナ

月曜 11208630ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)138 有田戸　カンナ 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(1:環境:月1水2)【複回】水2 加藤　美季子

金曜 11208660ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)139 有市橋　明典 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文:火2金1)【複回】火2 瀬尾　尚史

火曜 21208660ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)140 有瀬尾　尚史 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(2:日文:火2金1)【複回】金1 市橋　明典

土曜 11208670ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)141 有市橋　明典 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:英コミ:水3土1)【複回】水3 田戸　カンナ

水曜 31208670ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)142 有田戸　カンナ 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(3:英コミ:水3土1)【複回】土1 市橋　明典

土曜 21208680ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)143 有加藤　美季子 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:英コミ:水3土2)【複回】水3 加倉井　仁
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

水曜 31208680ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)144 有加倉井　仁 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(4:英コミ:水3土2)【複回】土2 加藤　美季子

土曜 21208690ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)145 有市橋　明典 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(5:歴文・現代:水3土2)【複回】水3 後藤　美和子

水曜 31208690ﾌﾗﾝｽ語(入門A･B)146 有後藤　美和子 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。週2回ペアで履修する。基本的に授業

は日本語で行われ、日本語のテキストを理解する読解力を要する。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履

修登録をすること。※抽選で落選する可能性もある。

(5:歴文・現代:水3土2)【複回】土2 市橋　明典

月曜 31230140ﾌﾗﾝｽ語(話してみようA)147 有伊東　イザベル 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

火曜 31230130ﾌﾗﾝｽ語(物語を読もうA)148 有大野　英士 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

月曜 21230120ﾌﾗﾝｽ語(物語を読もうA)149 有田戸　カンナ 演習

フランス語の学習済み時間の目安は、5400時間(90分授業×60回)～10800時間(90分授業×120回)。フランス語を第一言語とする学生は履修不可。基本的に授

業は日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能

性もある。

水曜 21208320ﾛｼｱ語(入門A･B)150 有クレショヴァ　ユリア 演習

ロシア語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ロシア語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性も

ある。

(1:環境・日文:月1水2)【複回】月1 宮内　拓也

月曜 11208320ﾛｼｱ語(入門A･B)151 有宮内　拓也 演習

ロシア語の学習済み時間の目安は、未学習～2700時間(90分授業×30回)。ロシア語を第一言語とする学生は履修不可。週2回、ペアで履修する。基本的に授業は

日本語で行われる。授業中やテストでは和訳が求められることがある。シラバスで授業内容を確認したうえで、履修登録をすること。※抽選で落選する可能性も

ある。

(1:環境・日文:月1水2)【複回】水2 クレショヴァ　ユリア

151開設計外国語科目
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

体育

木曜 31208910体育実技(ｴｸｻｻｲｽﾞ) A1 有白川　哉子 実習

日本人科目等履修生で教育職員免許状取得希望者に限り、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。

木曜 41208900体育実技(ｴｸｻｻｲｽﾞ) A2 有白川　哉子 実習

日本人科目等履修生で教育職員免許状取得希望者に限り、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。

2開設計体育
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

教職

火曜 11427800英語科教育法A1 有森　博英 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

※火1・火2連続授業

火曜 71100380介護等体験の指導2 有友野　清文 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 21209080家庭科教育法A3 有今井　美樹 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

木曜 21230090家庭科教育法B4 有今井　美樹 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

水曜 21209180教育課程論5 有緩利　誠 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 51209170教育課程論6 有緩利　誠 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

土曜 21209270教育行政学7 有松本　暢平 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

土曜 11209260教育原理8 有友野　清文 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 11209250教育原理9 有友野　清文 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

水曜 11100370教育実習の指導10 有緩利　誠 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

金曜 31209310教育心理学11 有緩利　誠 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

(教職)

火曜 51209070教育相談の理論と方法12 有水戸部　賀津子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

木曜 21209380教育法規13 有 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 41236820教育方法論(情報通信技術の活用を含む)14 有緩利　誠 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

金曜 41236830教育方法論(情報通信技術の活用を含む)15 有緩利　誠 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

火曜 11209060教職概論16 有升野　伸子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

木曜 11209050教職概論17 有升野　伸子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

水曜 31209240教職課程特講A18 有緩利　誠 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

土曜 21209390公民科教育法19 有渥美　利文 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

火曜 21209140国語科教育法A20 有浅田　孝紀 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

火曜 11209150国語科教育法B21 有浅田　孝紀 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

土曜 11209320社会科教育法A22 有升野　伸子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 11209330社会科教育法B23 有升野　伸子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 41209340書道科教育法24 有草津　祐介 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

木曜 41209290生徒指導・進路指導の理論と方法25 有升野　伸子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

土曜 21209300生徒指導の理論と方法26 有升野　伸子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

金曜 41209360地理歴史科教育法27 有藤本　和哉 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

金曜 41209350道徳教育の理論と方法28 有友野　清文 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 51209160特別活動・総合的な学習の時間の理論と方法29 有友野　清文 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

月曜 51227520特別支援教育の理論30 有丹野　傑史 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

火曜 31209200保健体育科教育法A31 有白川　哉子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

火曜 51209210保健体育科教育法B32 有白川　哉子 講義

教育職員免許状取得希望者のみ

32開設計教職
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

図書館

火曜 51209480学習指導と学校図書館1 有塩谷　京子 講義

資格取得をめざす場合のみ履修を認める。　履修を開始すると図書館学課程登録料（１万円）を納入する必要あり。

(司書教諭 卒業要件外)

火曜 41209470学校経営と学校図書館2 有塩谷　京子 講義

資格取得をめざす場合のみ履修を認める。　履修を開始すると図書館学課程登録料（１万円）を納入する必要あり。

(司書教諭 卒業要件外)

月曜 51209460学校図書館ﾒﾃﾞｨｱの構成3 有田中　均 講義

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。

(司書教諭  卒業要件外)

月曜 41209400児童ｻｰﾋﾞｽ論4 有池田　美千絵 講義

※当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　※ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

金曜 51209600生涯学習概論5 有田中　均 講義

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

火曜 41209500情報ｻｰﾋﾞｽ演習A(ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ)6 有横谷　弘美 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

火曜 31209490情報ｻｰﾋﾞｽ演習A(ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ)7 有横谷　弘美 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

金曜 41209520情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索)8 有田中　均 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

火曜 51209510情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索)9 有池田　美千絵 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

火曜 21209530情報ｻｰﾋﾞｽ論10 有横谷　弘美 講義

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

木曜 31209550情報資源組織演習A(目録)11 有山口　洋 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 ♯)

火曜 21209540情報資源組織演習A(目録)12 有池田　美千絵 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 ♯)

木曜 41209580情報資源組織演習B(分類)13 有田中　均 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 21209570情報資源組織演習B(分類)14 有田中　均 演習

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

木曜 51209590情報資源組織論15 有田中　均 講義

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 ♯)

月曜 51209450図書館概論16 有池田　美千絵 講義

※当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　※ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

月曜 51209410図書館ｻｰﾋﾞｽ概論17 有霜村　光寿 講義

当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　海外の大

学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

木曜 51100390図書館施設論18 有山口　洋 講義

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･選択科目♯)

月曜 41209430図書館情報技術論19 有田中　均 講義

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件がけられている。　　海外

の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目)#

月曜 41209440図書館情報資源概論20 有霜村　光寿 講義

当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　海外の大

学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

木曜 41209420図書館制度・経営論21 有山口　洋 講義

＊当該資格取得希望者のみ、履修を認める。　＊ただし、司書資格については日本の大学または短期大学を卒業した者という学歴要件が設けられている。　　海

外の大学を卒業する場合については、文部科学省への確認等が必要なケースがある。

(司書･必修科目 #)

21開設計図書館
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

日本語日本文学科

金曜 21227630演習Ⅲ1 有吉田　昌志 演習

事前面談を要す（面談により可否を判断する）

I 近現代文学

金曜 31210110言語学A2 浅田　裕子 講義

◎

木曜 31209840現代語文法A3 須永　哲矢 講義

◎

火曜 41210050現代文化論4 東　晴美 講義

◎

火曜 51210840硬筆書道5 雨宮　多津夫 講義

月曜 31209770古典文法6 須永　哲矢 講義

木曜 41210080ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎(A)A7 高野　卓美 講義

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎

水曜 21210780書道史A8 峯岸　佳葉 講義

◎

木曜 41210810書道実習ⅠA9 雨宮　多津夫 実習

金曜 31210800書道実習ⅠA10 板橋　聡美 実習

金曜 41210820書道実習Ⅱ11 板橋　聡美 実習

月曜 51210830書道実習Ⅱ12 草津　祐介 実習

月曜 31210850書道実習Ⅳ13 木村　明子 実習

◎

木曜 21210060ｽﾋﾟｰﾁｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎14 堤　信子 講義

ｽﾋﾟｰﾁｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎

木曜 31210070ｽﾋﾟｰﾁﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ各論(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)15 堤　信子 講義

○

水曜 21210240世界の中の日本文学B16 山田　夏樹 講義

◎
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 31211070創作A(ｴｯｾｲ･ｼﾅﾘｵ)17 有浅田　孝紀 講義

外国人留学生が本科目を履修する場合は、文化の違いによって、文章の内容に対する感じ方が日本人学生とは大きく異なる場合もあることを承知したうえで履修

してください。

月曜 21209640中国文学ⅠA18 有後藤　淳一 講義

漢詩文に興味があること。

詩文 ◎

月曜 31227540中国文学Ⅱ(中国B)19 有後藤　淳一 講義

漢詩文に興味があること。

白氏文集

火曜 31209810日本語学Ⅰ(音声と音韻)20 嶺田　明美 講義

◎

金曜 41209850日本語学Ⅰ(ことばと社会)21 宮嵜　由美 講義

◎

金曜 41209760日本語学Ⅰ(文学作品の語法)22 村上　治美 講義

◎

月曜 21209750日本語学Ⅱ(世界の中の日本語)23 冨士池　優美 講義

○

月曜 41209690日本語学Ⅱ(文法･実例研究)24 須永　哲矢 講義

◎

火曜 11210960日本語学入門(A)25 須永　哲矢 講義

金曜 11210600日本語教育Ⅰ(会話ﾃﾞｰﾀ分析)26 有大場　美和子 講義

事前に面談を行い、可否を判断する。

◎

金曜 11210610日本語教育Ⅰ(会話ﾃﾞｰﾀ分析)(教養)27 有大場　美和子 講義

事前に面談を行い、可否を判断する。

◎

月曜 21210430日本語教育Ⅰ(日本語文法論)(教養)28 植松　容子 講義

◎

月曜 21210420日本語教育Ⅰ(日本語文法論)A29 植松　容子 講義

◎

火曜 31210460日本語教育Ⅱ(対照言語(日英))30 有西川　寿美 講義

外国人留学生の場合はN1程度の日本語力があること。

◎

火曜 31210470日本語教育Ⅱ(対照言語(日英))(教養)31 有西川　寿美 講義

外国人留学生の場合はN1程度の日本語力があること。

◎

木曜 21236890日本語教育Ⅱ(ｺｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝと評価)32 植松　容子 講義

◎

昭和女子大学27 ページ



「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

木曜 21236900日本語教育Ⅱ(ｺｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝと評価)(教養)33 植松　容子 講義

◎

月曜 31233960日本語教育Ⅱ(聴解･会話とその指導)34 植松　容子 講義

◎

月曜 31233970日本語教育Ⅱ(聴解･会話とその指導)(教養)35 植松　容子 講義

◎

火曜 41210490日本語教育Ⅱ(日本語指導実践(1))(教養)36 植松　容子 講義

◎

火曜 41210480日本語教育Ⅱ(日本語指導実践(1))A37 植松　容子 講義

◎

水曜 11210770日本の書芸A38 峯岸　佳葉 講義

◎

月曜 21210220日本文学Ⅰ(近代A)A39 笛木　美佳 講義

子どもの風景

月曜 41210330日本文学Ⅰ(近代C)A40 吉野　泰平 講義

月曜 21231770日本文学Ⅰ(古典D2)A41 山名　順子 講義

江戸の恋◎

木曜 11210030日本文学Ⅰ(児童B)A42 有福田　委千代 講義

取り扱う作品はすべて、旧仮名遣いで記載されたものです（例：「ありがたう」と彼は言つてゐる）。作品をどのように読んだかを明確に言語化できること、作

品に対する自分の意見解釈等をワークシートに日本語で手書きできること及び他者に分かりやすく伝えることができることを要求します。　前期は文学史的なも

のも含んだ講義があります。

子どもと読む詩

火曜 41210950日本文学Ⅱ(近代A)43 山田　夏樹 講義

中･短編小説を読む○

月曜 31210210日本文学Ⅱ(近代B)44 吉野　泰平 講義

木曜 41210200日本文学Ⅱ(近代C)45 笛木　美佳 講義

遠藤周作○

木曜 41227610日本文学Ⅱ(古典C1)46 佐藤　智広 講義

隠者文学

火曜 31210760日本文学Ⅱ(古典D1)47 有東　晴美 講義

興味はあってもなかなかいく機会のない歌舞伎、これまでに行ったけれどどこが面白いのかイマイチわからない歌舞伎。そんな歌舞伎を他の人にもオススメする

ことができるようになることをめざします。

江戸の芝居
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 11211040日本文学Ⅱ(児童A)48 有福田　委千代 講義

取り扱う作品はすべて、旧仮名遣いで記載されたものです（旧仮名遣いの例：「ありがたう」と彼は言つてゐる）。毎時必ず事前に作品を読んでくること、作品

をどのように読んだかを明確に言語化できること、作品に対する自分の意見解釈等を200-300字程度でUP SHOWAに記述でき、且つ口頭で他者に分かりやすく

伝えることができることを要求します。

児童文学の近代

木曜 21209910日本文学史B(古典)A49 有佐藤　智広 講義

シラバスに記した通り、古文を読解する力が必要な授業であるため、留学生が履修する場合は、事前に相談してください。

木曜 41210310日本文学史D(近代)50 山田　夏樹 講義

月曜 31210000日本民俗学51 後藤　麻衣子 講義

○

木曜 41210100文章ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ各論(ﾋﾞｼﾞﾈｽ文章)52 和田　圭史 講義

◎

木曜 21210040ﾒﾃﾞｨｱ論53 須永　哲矢 講義

omnibus 日文専門科目 ○

53開設計日本語日本文学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

歴史文化学科

月曜 31235450ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ概論1 三野　行徳 講義

○

金曜 51235440ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ実習2 三野　行徳 実習

○

月曜 41213280ｱﾒﾘｶ史3 矢島　宏紀 講義

◎

月曜 41213590外国考古学4 小寺　智津子 講義

○(2021年度以前入学者は◎)

木曜 41213160紙文化財の保存修復A5 半田　幾子 講義

○

金曜 41213560環境考古学6 有佐々木　由香 講義

実習には正規履修生と同じく参加すること

(隔週開講)

木曜 31213470近代と地域文化7 遠藤　由紀子 講義

◎

火曜 31213670経済学概論8 有池田　俊明 講義

講義は日本語で行うので、語学力のハンデを克服出来るだけの経済学に対する強い関心を求める

火曜 31213070考古学概論A9 小泉　玲子 講義

◎

火曜 21213170考古学基礎10 小泉　玲子 講義

月曜 31213190古文書解読11 野口　朋隆 講義

○

金曜 21213350自然地理学概論A12 有青木　かおり 講義

母語で習得している地理学の知識と、日本語で使われる地理学の専門用語の対照が難しいと思いますので、そのあたりを覚悟したうえで履修してもらうと良いか

もしれません。

◎

水曜 11213500宗教学概論A13 中村　圭志 講義

◎

木曜 21213530宗教文化史基礎14 阿部　美香 講義

◎

火曜 51213630生涯学習概論15 三野　行徳 講義

(他学科卒業要件外)#

月曜 21213080史料解読A16 野口　朋隆 講義
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 31213060人文地理学概論A17 三原　昌巳 講義

◎

木曜 31213110西洋史史料解読18 湯上　良 講義

◎

火曜 31213290西洋史特論19 湯上　良 講義

○

木曜 41213030西洋美術史概論A20 永井　裕子 講義

○

木曜 31213130西洋美術史基礎A21 永井　裕子 講義

火曜 41213390西洋美術史特論22 有木下　亮 講義

世界史と西洋美術史に関わる基礎知識を有していることが求められる。

○

火曜 31213490西洋服飾史A23 小山　直子 講義

○

金曜 21213420西洋文化史A24 湯上　良 講義

◎

月曜 21230270地域観光学概論A25 三原　昌巳 講義

◎

火曜 21232730地域調査法26 三原　昌巳 講義

◎

金曜 41213360地理学特論27 遠藤　由紀子 講義

◎

火曜 51238020伝統文化の現場A28 大谷津　早苗 講義

omnibus 〇

火曜 21213890東洋史演習29 小二田　章 実習

火曜 31213320東洋史特論30 小二田　章 講義

○

火曜 41213310東洋史概論A31 小二田　章 講義

一般教養科目｢東洋史｣との重複履修不可 ○

火曜 21213380東洋美術史概論32 樋口　美咲 講義

◎
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 41213230日本近現代史A33 松田　忍 講義

○(2019年度以前入学者は◎)

月曜 31213240日本近現代史特論34 霜村　光寿 講義

◎

金曜 41213100日本近現代史料解読A35 松田　忍 講義

◎

火曜 21213210日本近世史A36 野口　朋隆 講義

○

木曜 31213220日本近世史特論37 野口　朋隆 講義

○

月曜 31213430日本芸能史A38 大谷津　早苗 講義

〇

月曜 21213140日本芸能史基礎39 大谷津　早苗 講義

○

火曜 31230260日本建築史A40 堀内　正昭 講義

◎

木曜 21213580日本考古学特論B41 小泉　玲子 講義

○

金曜 51227710日本古代史A42 井上　正望 講義

○

月曜 41213260日本思想史43 水野　博太 講義

◎

金曜 31212980日本史通論44 三野　行徳 講義

金曜 31213250日本女性史A45 高松　百香 講義

金曜 41230290日本中世史A46 高松　百香 講義

○

木曜 41213020日本美術史概論A47 鶴岡　明美 講義

◎

火曜 31213120日本美術史基礎A48 鶴岡　明美 講義

○
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

木曜 31213480日本服飾史49 安蔵　裕子 講義

○

金曜 11213610博物館概論50 有天野　太郎 講義

本学卒業生で学芸員資格取得希望者のみ

(他学科卒業要件外)#

木曜 21213640博物館情報･ﾒﾃﾞｨｱ論51 河原　啓子 講義

(他学科卒業要件外)# 前･後期同一内容

木曜 51213620博物館展示論52 シンヤＢ 講義

(他学科卒業要件外)#

木曜 31213510仏教文化史A53 阿部　美香 講義

◎

金曜 31213180文化財保存学基礎A54 田中　眞奈子 講義

○

火曜 21213050文化人類学概論A55 上杉　妙子 講義

◎

木曜 41213680法学概論(国際法を含む)56 森本　直子 講義

一般教養｢法学入門A/B｣と重複履修不可

火曜 51213040民俗学概論A57 服部　比呂美 講義

○

火曜 41213460民俗学特論58 後藤　麻衣子 講義

〇

火曜 41213410ﾖｰﾛｯﾊﾟ建築史59 堀内　正昭 講義

◎

月曜 11212970歴史学概論60 松田　忍 講義

水曜 31213940歴史文化演習61 小二田　章 実習

61開設計歴史文化学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

英語コミュニケーション学科

木曜 412112203年ｾﾞﾐ1 セージ　クリスティー 演習

木曜 512113704年ｾﾞﾐ2 セージ　クリスティー 演習

木曜 11211650Advanced Academic Oral SkillsⅠ3 サラザール　ハビエル 演習

②

木曜 21211680Advanced Academic Oral SkillsⅠ4 サラザール　ハビエル 演習

⑤

火曜 31211550Business across Cultures5 有杉橋　朝子 講義

効果的に授業を進めるため30名を定員とする。

月曜 11212640Hospitality Management6 髙橋　修一郎 講義

火曜 21237460Monozukuri Culture in Japanese Society7 重松　優 講義

(専門)◎

金曜 31211740New Media Projects8 有メイソン　サイモン 講義

You must be interested in Social Media, uses of the Internet and the changes in Internet Technology. You will improve your listening skill and 

technical skills at the same time. You must bring a laptop PC all times for the class. However, you don't have t

火曜 21211910Tourism Business A9 セージ　クリスティー 講義

木曜 31225000WritingⅠ10 サラザール　ハビエル 演習

⑩

月曜 21212570ｱﾒﾘｶ史研究11 矢島　宏紀 講義

火曜 21212880英語教育研究12 臼倉　美里 講義

木曜 31212790英語語法･文法研究13 有鈴木　博雄 講義

前もって、担当教員（鈴木）に受講相談をしてください。　h-suzuki@swu.ac.jp

火曜 43202220英語で地域貢献14 重松　優 講義

(通年)◎

火曜 43202220英語で地域貢献15 重松　優 講義

(通年)◎

木曜 21233660開発と環境(英語)16 小西　雅子 講義

◎ TOEIC600点以上推奨
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

水曜 31233580環境学概論17 有瀬沼　頼子 講義

日本人の科目等履修生については、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れます。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果

当選した場合のみ受け入れ可能です。

国際(教養)  英コミ(専門)

金曜 21212770語彙研究18 有鈴木　博雄 講義

前もって、担当教員（鈴木）に受講相談をしてください。　h-suzuki@swu.ac.jp

火曜 31212940語用論19 井原　奉明 講義

木曜 11237450ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(経営戦略論)20 有三浦　紗綾子 講義

日本語で実施するが、受講を希望する留学生の受講を排除しない。

（教養）

火曜 11212820第二言語習得21 臼倉　美里 講義

〇

火曜 11212630ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ･児童文学22 山本　史郎 講義

22開設計英語コミュニケーション学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

国際学科

金曜 21214340Academic WritingⅡ1 下田　啓 演習

◎a

月曜 41214330Academic WritingⅡ2 オキーフ　アーサー 演習

◎b

火曜 41229140English as a Lingua Franca ⅢA3 宮嶋　万里子 演習

◎語学a

金曜 21231600English as a Lingua Franca ⅢA4 O’Shea　Richard 演習

◎語学b

金曜 21229150English as a Lingua Franca ⅢB5 メイソン　サイモン 演習

◎語学a

水曜 31231610English as a Lingua Franca ⅢB6 メイソン　サイモン 演習

◎語学b

火曜 21226240English as a Lingua Franca S ⅠA7 フェラーロ　ティモシー 演習

語学a

火曜 21225230English as a Lingua Franca S ⅠA8 オキーフ　アーサー 演習

語学b

火曜 21235460English as a Lingua Franca S ⅠA9 柏木　厚子 演習

語学c

火曜 21225250English as a Lingua Franca S ⅠA10 デベロー　ジェームズ 演習

語学d

火曜 21229220English as a Lingua Franca S ⅠA11 オールド　アリソン 演習

語学e

火曜 21226220English as a Lingua Franca S ⅠA12 渡邊　知子 演習

語学ｆ

金曜 41225260English as a Lingua Franca S ⅠB13 柏木　厚子 演習

語学a

金曜 41226260English as a Lingua Franca S ⅠB14 メイソン　サイモン 演習

語学b

金曜 41226270English as a Lingua Franca S ⅠB15 O’Shea　Richard 演習

語学c

金曜 41214250English as a Lingua Franca S ⅠB16 EDICK Roｂert James 演習

語学d
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

金曜 41229270English as a Lingua Franca S ⅠB17 COLE Tony 演習

語学e

金曜 41235950English as a Lingua Franca S ⅠB18 オキーフ　アーサー 演習

語学ｆ

火曜 31214060English as a Lingua FrancaⅡA19 フェラーロ　ティモシー 演習

語学a

火曜 31214080English as a Lingua FrancaⅡA20 オキーフ　アーサー 演習

語学c

火曜 31214090English as a Lingua FrancaⅡA21 矢島　宏紀 演習

語学d

火曜 31229230English as a Lingua FrancaⅡA22 宮嶋　万里子 演習

語学e

火曜 31237610English as a Lingua FrancaⅡA23 渡邊　知子 演習

語学f

金曜 31214100English as a Lingua FrancaⅡB24 O’Shea　Richard 演習

語学a

金曜 31240000English as a Lingua FrancaⅡB25 EDICK Roｂert James 演習

語学b

金曜 31214120English as a Lingua FrancaⅡB26 渡邊　知子 演習

語学c

金曜 31214130English as a Lingua FrancaⅡB27 瀧野　みゆき 演習

語学d

金曜 31229260English as a Lingua FrancaⅡB28 オキーフ　アーサー 演習

語学e

金曜 31214110English as a Lingua FrancaⅡB29 COLE Tony 演習

語学f

火曜 41229200English Pre Seminar30 川畑　由美 演習

(omnibus)a

火曜 41229340English Pre Seminar31 川畑　由美 演習

(omnibus)b

水曜 21214260Intermediate Academic Reading32 MORSE　Ryan 演習

◎語学h
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

水曜 11214270Intermediate Academic Reading33 MORSE　Ryan 演習

◎語学i

水曜 21214310NGO活動と国際貢献34 有米倉　雪子 講義

ディスカッション、日本語レポートを執筆する日本語能力必要

◎

月曜 51214320NPOﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門35 有米倉　雪子 講義

ディスカッション、日本語レポートを執筆する日本語能力必要。

◎

月曜 31214280ｱﾒﾘｶ現代史36 矢島　宏紀 講義

〇

木曜 21215420異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ37 下田　啓 講義

TOEIC650点以上対象

木曜 41215430異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門38 小倉　麻由子 講義

水曜 31237600会計とﾌｧｲﾅﾝｽⅠ39 山田　隆 講義

（教養）

木曜 21229120開発と環境40 小西　雅子 講義

◎TOEIC600点以上推奨

月曜 21226070韓国現代史Ⅰ41 有金　東明 講義

要韓国語能力（読む、書く）　毎回韓国語での主要歴史用語の暗記あり。

水曜 31215760韓国語中級実践42 徐　珉廷 演習

【複回】月3 金　東明

月曜 31215760韓国語中級実践43 金　東明 演習

【複回】水3 徐　珉廷

土曜 11215640韓国社会研究A44 講義

火曜 51215650韓国社会研究C45 徐　珉廷 講義

遠隔

月曜 31215520言語文化入門A46 有ドゥケプロベンシオ　エ

レナ

演習

水・金クラスでは日本語で説明がされますが、月・土クラスでは、説明もスペイン語で行われることがあります。　

ｽﾍﾟｲﾝ語【複回】金2 小倉　麻由子

金曜 21215520言語文化入門A47 有小倉　麻由子 演習

水・金クラスでは日本語で説明がされますが、月・土クラスでは、説明もスペイン語で行われることがあります。　

ｽﾍﾟｲﾝ語【複回】月3 ドゥケプロベンシオ　エレナ

水曜 21215500言語文化入門A48 有橋本　由紀子 演習

ドイツ語を第一言語とする学生以外の受講は歓迎するが、日本語の文法用語を理解し、独文和訳が可能な日本語力が必要。

ﾄﾞｲﾂ語【複回】金2 寺島　政子
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

金曜 21215500言語文化入門A49 有寺島　政子 演習

ドイツ語を第一言語とする学生以外の受講は歓迎するが、日本語の文法用語を理解し、独文和訳が可能な日本語力が必要。

ﾄﾞｲﾂ語【複回】水2 橋本　由紀子

水曜 21215510言語文化入門A50 加倉井　仁 演習

ﾌﾗﾝｽ語【複回】月3 加倉井　仁

月曜 31215510言語文化入門A51 加倉井　仁 演習

ﾌﾗﾝｽ語【複回】水2 加倉井　仁

木曜 31215550言語文化入門A52 有大泉　さやか 演習

履修前に教授室へ相談すること。　AとBはセットで履修するのが望ましい。

ﾍﾞﾄﾅﾑ語【複回】金2 教員未定

金曜 21215550言語文化入門A53 有教員未定 演習

履修前に教授室へ相談すること。　AとBはセットで履修するのが望ましい。

ﾍﾞﾄﾅﾑ語【複回】木3 大泉　さやか

水曜 21215540言語文化入門A54 徐　珉廷 演習

韓国語【複回】月3 徐　珉廷

月曜 31215540言語文化入門A55 徐　珉廷 演習

韓国語【複回】水2 徐　珉廷

土曜 11215580言語文化入門B56 有ジェン　アバド　ハイメ

　フェルナンド

演習

水・金クラスでは日本語で説明がされますが、月・土クラスでは、説明もスペイン語で行われることがあります。

ｽﾍﾟｲﾝ語【複回】水2 小倉　麻由子

水曜 21215580言語文化入門B57 有小倉　麻由子 演習

水・金クラスでは日本語で説明がされますが、月・土クラスでは、説明もスペイン語で行われることがあります。

ｽﾍﾟｲﾝ語【複回】土1 ジェン　アバド　ハイメ　フェルナンド

土曜 11226560言語文化入門B58 ステファン メルテンス 演習

ﾄﾞｲﾂ語【複回】月3 ステファン メルテンス

月曜 31226560言語文化入門B59 ステファン メルテンス 演習

ﾄﾞｲﾂ語【複回】土1 ステファン メルテンス

土曜 11226550言語文化入門B60 加藤　美季子 演習

ﾌﾗﾝｽ語【複回】金2 加藤　美季子

金曜 21226550言語文化入門B61 加藤　美季子 演習

ﾌﾗﾝｽ語【複回】土1 加藤　美季子

土曜 11226010言語文化入門B62 グエン　ザイン 演習

ﾍﾞﾄﾅﾑ語【複回】火3 グエン　ザイン

火曜 31226010言語文化入門B63 グエン　ザイン 演習

ﾍﾞﾄﾅﾑ語【複回】土1 グエン　ザイン

土曜 11226540言語文化入門B64 有戸井　久 演習

AとBはセットで履修するのが望ましい。

中国語【複回】火3 戸井　久
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 31226540言語文化入門B65 有戸井　久 演習

AとBはセットで履修するのが望ましい。

中国語【複回】土1 戸井　久

金曜 51230500国際・地域研究B66 矢島　宏紀 講義

②【複回】火5 矢島　宏紀

火曜 51230500国際・地域研究B67 矢島　宏紀 講義

②【複回】金5 矢島　宏紀

木曜 51231390国際・地域研究B68 マイリーサ 講義

③【複回】火5 マイリーサ

火曜 51231390国際・地域研究B69 マイリーサ 講義

③【複回】木5 マイリーサ

金曜 51230510国際・地域研究D70 矢島　宏紀 講義

②【複回】火5 矢島　宏紀

火曜 51230510国際・地域研究D71 矢島　宏紀 講義

②【複回】金5 矢島　宏紀

木曜 51237640国際・地域研究D72 マイリーサ 講義

③【複回】火5 マイリーサ

火曜 51237640国際・地域研究D73 マイリーサ 講義

③【複回】木5 マイリーサ

月曜 51235760国際関係学Ⅰ74 大泉　さやか 講義

◎

金曜 51226330国際社会論A75 藤守　義光 講義

月曜 41233560数理基礎A76 有村田　一心 講義

日本人科目等履修生は、抽選の結果、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。留学生は、正規学生と同様に履修登録期間中に登録し且つ抽選の結果当選した場合

のみ受け入れる。

（教養）

火曜 51225420ｽﾍﾟｲﾝ・ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ社会研究A77 有小倉　麻由子 講義

グループワークを行います。主に日本語での活動です。

〇

月曜 41228840ｽﾍﾟｲﾝ語上級78 有ドゥケプロベンシオ　エ

レナ

DELE B1 レベルを有し、B2レベルの内容に対応できるスキルが必要です。

土曜 21225440ｽﾍﾟｲﾝ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ79 有ドゥケプロベンシオ　エ

レナ

演習

DELE A2レベルを有し、B1レベルの内容に対応できるスキルが必要です。

【複回】火4 ジェン　アバド　ハイメ　フェルナンド

火曜 41225440ｽﾍﾟｲﾝ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ80 有ジェン　アバド　ハイメ

　フェルナンド

演習

DELE A2レベルを有し、B1レベルの内容に対応できるスキルが必要です。

【複回】土2 ドゥケプロベンシオ　エレナ
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

木曜 41214550ｽﾍﾟｲﾝ語中級ｺｱ81 有キンタナ　アツィリ 演習

DELE A2レベルを有し、B1レベルの内容に対応できるスキルが必要です。

【複回】金1 小倉　麻由子

金曜 11214550ｽﾍﾟｲﾝ語中級ｺｱ82 有小倉　麻由子 演習

DELE A2レベルを有し、B1レベルの内容に対応できるスキルが必要です。

【複回】木4 キンタナ　アツィリ

水曜 31214570ｽﾍﾟｲﾝ語中級実践83 有小倉　麻由子 演習

DELE A2レベルを有し、B1レベルの内容に対応できるスキルが必要です。

【複回】月1 ドゥケプロベンシオ　エレナ

月曜 11214570ｽﾍﾟｲﾝ語中級実践84 有ドゥケプロベンシオ　エ

レナ

演習

DELE A2レベルを有し、B1レベルの内容に対応できるスキルが必要です。

【複回】水3 小倉　麻由子

火曜 21214430ｽﾍﾟｲﾝ史85 木下　亮 講義

火曜 11214870中国現代史Ⅰ86 戸井　久 講義

火曜 41228910中国語上級87 フスレ
遠隔

木曜 41214910中国語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ88 マイリーサ 演習

【複回】火4 マイリーサ

火曜 41214910中国語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ89 マイリーサ 演習

【複回】木4 マイリーサ

水曜 31214970中国語中級実践90 フスレ 演習

【複回】月4 フスレ

月曜 41214970中国語中級実践91 フスレ 演習

【複回】水3 フスレ

火曜 21214880中国社会研究A92 戸井　久 講義

月曜 11225670中国社会研究C93 有張　陵 講義

現代中国語を使って古代中国語を勉強するため、現代中国語で読み書きできることが望ましい

月曜 31214860中国文化概論94 戸井　久 講義

火曜 41228870ﾄﾞｲﾂ語上級95 有寺島　政子

ドイツ語能力A2以上で、事前の面談必須

木曜 41214630ﾄﾞｲﾂ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ96 カーロウ　アンドレアル

イーゼ

演習

【複回】月1 ステファン メルテンス
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 11214630ﾄﾞｲﾂ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ97 ステファン メルテンス 演習

【複回】木4 カーロウ　アンドレアルイーゼ

水曜 31214660ﾄﾞｲﾂ語中級ｺｱ98 有橋本　由紀子 演習

ドイツ語の基礎文法を終えた学生が対象。受講前の事前相談必須、中級コア＆イマージョンの平行履修が望ましい

【複回】金1 寺島　政子

金曜 11214660ﾄﾞｲﾂ語中級ｺｱ99 有寺島　政子 演習

ドイツ語の基礎文法を終えた学生が対象。受講前の事前相談必須、中級コア＆イマージョンの平行履修が望ましい

【複回】水3 橋本　由紀子

水曜 11228880ﾄﾞｲﾂ語中上級A100 ステファン メルテンス 演習

【複回】月2 ステファン メルテンス

月曜 21228880ﾄﾞｲﾂ語中上級A101 ステファン メルテンス 演習

【複回】水1 ステファン メルテンス

月曜 21215390東南ｱｼﾞｱ社会研究B102 大泉　さやか 講義

○

月曜 41229030日本社会概論A103 ステファン メルテンス 講義

◎TOEIC650点以上推奨

金曜 41237650日本社会概論C104 藤守　義光 講義

◎TOEIC650点以上推奨

火曜 21225880日本のｻﾌﾞｶﾙﾁｬｰ論105 有赤堀　志子 講義

①毎回の授業後にリアクションペーパーを書くことができること。　②最終レポートを書くことができること。　③プレゼンを日本語で行えること。　④日本語

による講義内容を理解できること。

月曜 11215400比較社会論106 有金　東明 講義

毎回日本語でのリアクションペーパー記載、グループディスカッションあり。　正規学生の受講人数により受講を許可しない場合がある。

〇

金曜 21228890ﾌﾗﾝｽ語上級107 有市橋　明典

＊学科の許可を得ること。

月曜 51214750ﾌﾗﾝｽ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ108 田戸　カンナ 演習

【複回】月1 伊東　イザベル

月曜 11214750ﾌﾗﾝｽ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ109 伊東　イザベル 演習

【複回】月5 田戸　カンナ

水曜 31214740ﾌﾗﾝｽ語中級ｺｱ110 加藤　美季子 演習

【複回】金1 加藤　美季子

金曜 11214740ﾌﾗﾝｽ語中級ｺｱ111 加藤　美季子 演習

【複回】水3 加藤　美季子

木曜 51228900ﾌﾗﾝｽ語中上級A112 有市橋　明典 演習

学科の許可を得ること。

【複回】月2 伊東　イザベル
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 21228900ﾌﾗﾝｽ語中上級A113 有伊東　イザベル 演習

学科の許可を得ること。

【複回】木5 市橋　明典

土曜 21214760ﾍﾞﾄﾅﾑ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ114 有グエン　ザイン 演習

英語、ベトナム語使用可

【複回】火4 グエン　ザイン

火曜 41214760ﾍﾞﾄﾅﾑ語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ115 有グエン　ザイン 演習

英語、ベトナム語使用可

【複回】土2 グエン　ザイン

115開設計国際学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

ビジネスデザイン学科

木曜 31223615ICTﾋﾞｼﾞﾈｽ入門1 宮脇　啓透 講義

火曜 31230570International BusinessI2 有本合　暁詩 講義

履修に当たっては会計、ファイナンスの基礎知識を有することが必要。　Basic knowledge of finance and accounting are required.

◎

月曜 31223640会計学3 有馬場　伸夫 講義

科目等履修生の履修条件としては、日本語レベル以外に、下記とする。　・要事前連絡　（第1回目授業開始前までに、メール nobuo.bab@gmail.com まはた

　090-3523-2582　に連絡をすること）　・関連資格の取得希望者のみ　

金曜 41230560ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ発想とﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ4 今井　章子 講義

◎

木曜 21224180経営学入門5 有三浦　紗綾子 講義

日本語で行うが、受講を希望する学生の受講を排除しない。

ビジネスB(前後期同一内容)

水曜 31228480経営組織6 有三浦　紗綾子 講義

日本語で行うが、受講を希望する留学生の受講を排除しない。

火曜 11223570組織行動論7 有三浦　紗綾子 講義

日本語で実施するが、受講を希望する留学生の受講を排除しない。

○

水曜 31223000地球環境のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ8 今井　章子 講義

◎

火曜 51223430ﾃﾞｰﾀ解析法Ⅰ9 入江　崇介 講義

火曜 51223020非営利組織のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ10 武川　恵子 講義

○

月曜 41223390ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門11 後藤　涼子 演習

A

月曜 51223400ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門12 後藤　涼子 演習

D

月曜 11223420ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門13 後藤　涼子 演習

E

月曜 31230580ﾋﾞｼﾞﾈｽITｽｷﾙ14 後藤　涼子 講義

火曜 41236250ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発研究E15 今井　章子 講義

火曜 11223500ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄⅡ16 磯野　彰彦 講義
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 11222980ﾋﾞｼﾞﾈｽ法務・会社法17 山下　由紀 講義

木曜 41230630ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ18 有三浦　紗綾子 演習

日本語で行うが、受講を希望する学生の受講を排除しない。

木曜 41223720ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ19 今井　章子 演習

木曜 51233360ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ20 有三浦　紗綾子 演習

日本語で行うが、受講を希望する学生の受講を排除しない。

月曜 51221500ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁⅡ21 坂上　眞介 講義

月曜 41223970ﾘﾃｰﾙ販売の実務Ⅱ22 有馬場　伸夫 講義

科目等履修生の履修条件としては、日本語レベル以外に、下記とする。　①要事前連絡　（第1回目授業開始前までに、メール nobuo.bab@gmail.com まはた

　090-3523-2582　に連絡をすること）　②関連資格の取得希望者のみ　③接客販売および接客マナー等のスキル、実習等を含むため、女子学生のみ

○

金曜 11223940労働と社会保障23 八代　尚宏 講義

23開設計ビジネスデザイン学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

会計ファイナンス学科

金曜 31224210Integrated English CourseⅠ1 岸山　睦 演習

1(会ﾌ)【複回】火1 岸山　睦

火曜 11224210Integrated English CourseⅠ2 岸山　睦 演習

1(会ﾌ)【複回】金3 岸山　睦

木曜 31224215Integrated English CourseⅠ3 岸山　睦 演習

2(会ﾌ)【複回】金4 岸山　睦

金曜 41224215Integrated English CourseⅠ4 岸山　睦 演習

2(会ﾌ)【複回】木3 岸山　睦

木曜 21230880会計･ﾌｧｲﾅﾝｽ特論B5 有吉岡　豊司 講義

3級FP技能検定の試験範囲の基本的な知識があること。

(ﾌｧｲﾅﾝｽ実務Ⅱ)

金曜 11224420会計ﾌｧｲﾅﾝｽｷｬﾘｱ形成論6 粟国　正樹 講義

火曜 11230790会社法7 山下　由紀 講義

火曜 11230800ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ8 磯野　彰彦 講義

火曜 41230900経営組織論9 髙木　俊雄 講義

(会ﾌ)

金曜 21230910ことばと人間10 浅田　裕子 講義

○

金曜 11230920社会保障論11 八代　尚宏 講義

木曜 31230810ｽﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ論12 宮脇　啓透 講義

(会ﾌ)

月曜 31224300ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨとﾋﾞｼﾞﾈｽ13 小森　亜紀子 講義

(会ﾌ)○

月曜 51230780調査の手法とﾋﾞｼﾞﾈｽ統計14 坂上　眞介 講義

(会ﾌ)

14開設計会計ファイナンス学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

心理学科

金曜 41216290学習・言語心理学1 岩瀧　大樹 講義

金曜 31215890家族心理学2 児玉　茉奈美 講義

木曜 21216230観光心理学3 竹田　葉留美 講義

金曜 21227750感情・人格心理学4 小西　瑞穂 講義

月曜 41216060教育・学校心理学5 佐藤　賢輔 講義

木曜 41215870健康・医療心理学6 伊藤　匡 講義

金曜 11216070産業・組織心理学7 本多　ハワード　素子 講義

月曜 31216280司法・犯罪心理学8 田中　奈緒子 講義

月曜 21216270社会・集団・家族心理学9 清水　裕 講義

月曜 41236930社会行動と意思決定10 榊原　良太 講義

木曜 11216310心理学概論11 松澤　正子 講義

(心理)

木曜 31215900心理的ｱｾｽﾒﾝﾄ12 木村　あやの 講義

木曜 21216170精神疾患とその治療13 梅野　充 講義

木曜 51216240知覚・認知心理学14 池上　真平 講義

木曜 21216080発達心理学15 廣戸　健悟 講義

水曜 11230330福祉心理学16 光真坊　浩史 講義

16開設計心理学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

福祉社会学科

月曜 21217340学習･認知心理学1 山口　哲生 講義

金曜 31227790ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会と福祉2 井堂　有子 講義

◎

月曜 21216860刑事司法と福祉3 丸山　泰弘

金曜 41216530国際福祉論4 井堂　有子 講義

◎

木曜 31237070子ども家庭支援論5 山梨　みほ 講義

金曜 21237060子どもの保健6 向笠　京子 講義

火曜 21217170社会的養護Ⅰ7 川﨑　愛 講義

火曜 21230350社会福祉・教育8 山村　りつ 講義

木曜 51216850社会保障Ⅰ9 余　乾生 講義

火曜 51216440女性に対する支援と福祉施策10 川﨑　愛 講義

◎

金曜 41216430生活福祉経営論11 有伊藤　純 講義

大学院生であって大学院開設科目（現代生活経営研究Ⅰ、生活福祉経営研究Ⅰ）の単位を取得済み／現在履修中の人は履修できません。

木曜 11216970精神医学と精神医療Ⅰ12 梅野　充 講義

金曜 11216910精神障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ論13 森　敬恵

木曜 41237140精神保健福祉制度論14 高橋　学

金曜 41216770専門演習ⅡA15 山梨　みほ 演習

保育・子育て支援演習

金曜 21216890ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法Ⅲ(専門)16 高橋　学 講義
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

木曜 31237110ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法Ⅴ(専門)17 高橋　学

金曜 31237050保育原理18 松田　こずえ 講義

木曜 43202290保育実習指導Ⅱ19 山梨　みほ 演習

(通年)

金曜 23202290保育実習指導Ⅱ20 山梨　みほ 演習

(通年)

月曜 31237030保育内容-健康21 向笠　京子 演習

木曜 21216900保健医療と福祉22 高橋　学 講義

金曜 11227820臨床心理学23 小西　瑞穂 講義

23開設計福祉社会学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

現代教養学科

月曜 11218360ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎)1 野々山　美紀 演習

①

月曜 21218370ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎)2 野々山　美紀 演習

②

月曜 31218380ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎)3 野々山　美紀 演習

③

火曜 21218250Thematic Approach in English A4 有藤原　整 演習

・本科目は学科登録科目であるため、学科による科目登録後、定員に余裕がある場合のみ、科目等履修生を受け入れる。

ｿｰｼｬﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ

木曜 21217540ｱｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄⅠ5 照屋　真弓 講義

◎

木曜 21217980経済をみる目6 有池田　俊明 講義

講義は日本語で行うので、語学力のハンデを克服するだけの、経済学に対する強い関心を有していること。

火曜 31218060現代社会と社会学7 シム　チュン　キャット 講義

金曜 21227930国際関係論8 志摩　園子 講義

◎

火曜 41218490ことばと社会9 フフバートル 講義

(現代)

火曜 21217650社会統計読解10 粕谷　美砂子 講義

火曜 41217990社会をみる目11 シム　チュン　キャット 講義

月曜 41218320消費経済学12 粕谷　美砂子 講義

水曜 31233050ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ13 シム　チュン　キャット 演習

d

木曜 51235560ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ14 シム　チュン　キャット 演習

e

火曜 31218310ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ論15 天笠　邦一 講義

金曜 21215880哲学16 和田　慈 講義

◎
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 31237200ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ応用論17 相　尚寿 講義

金曜 41218260ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論18 有村井　明日香 講義

日本語でディスカッションおよび課題の提出ができること。

金曜 21217620ﾒﾃﾞｨｱ理論19 有村井　明日香 講義

日本語で課題の提出ができること。

19開設計現代教養学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

初等教育学科

月曜 21220050English Oral Communication Clinic1 柳下　真規子 演習

金曜 11220040音楽2 小林　恭子 講義

金曜 21237260海外の保育3 松田　こずえ 講義

◎

土曜 11227990環境指導法Ⅰ4 鈴木　法子 講義

Z

木曜 11233990教育学概説Ⅰ5 伊藤　敦広 講義

月曜 21219590教育経営6 坂野　慎二 講義

木曜 21219850教育原理7 伊藤　敦広 講義

a

木曜 41219840教育原理8 伊藤　敦広 講義

b

水曜 31220070教育相談の理論と方法9 石井　正子 講義

XY

金曜 21220080教育相談の理論と方法10 石井　正子 講義

Z

水曜 21219800教育評価11 友野　清文 講義

月曜 31220190子どもの健康と安全12 栗山　敦子 演習

X

月曜 41220200子どもの健康と安全13 栗山　敦子 演習

Y

月曜 11219300子どもの保健14 栗山　敦子 講義

月曜 31219650算数15 小林　広利 講義

木曜 11219970算数科教育法16 小林　広利 講義
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 31220000身体表現基礎17 多胡　綾花 演習

a

月曜 41220010身体表現基礎18 多胡　綾花 演習

b

木曜 41219250図画工作19 早川　陽 講義

X

木曜 31219240図画工作20 早川　陽 講義

Y

月曜 11219230図画工作21 早川　陽 講義

Z

木曜 21219860生活22 有白數　哲久 講義

事前に面談をして許可した場合のみ履修可

木曜 41233130総合的な学習の時間の指導法23 白數　哲久 講義

火曜 21219560乳児保育Ⅰ24 有遠藤　純子 講義

【交通遅延の取り扱い】交通機関の遅延で授業に遅れた場合も公欠とはせず「遅刻」として取り扱います。時間に余裕を持って登校すること。

X

火曜 31219570乳児保育Ⅰ25 有遠藤　純子 講義

【交通遅延の取り扱い】交通機関の遅延で授業に遅れた場合も公欠とはせず「遅刻」として取り扱います。時間に余裕を持って登校すること。

Y

水曜 31219550発達心理学26 中村　徳子 講義

a

火曜 21219540発達心理学27 中村　徳子 講義

b

火曜 21219520保育原理28 鈴木　法子 講義

a

火曜 11219530保育原理29 鈴木　法子 講義

b

金曜 21220090保育実習の指導Ⅱ30 遠藤　純子 実習

木曜 51219890理科31 有白數　哲久 講義

事前に面談をして許可した場合のみ履修可

月曜 41219490理科教育法(小)32 有白數　哲久 講義

事前に面談をして許可した場合のみ履修可

a(初教)
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 31219500理科教育法(小)33 有白數　哲久 講義

事前に面談をして許可した場合のみ履修可

b(初教)

33開設計初等教育学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

環境デザイン学部環境デザイン学科

金曜 41220320ｱﾊﾟﾚﾙCG＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ1 橋本　徹也 演習

金曜 31221310ｱﾊﾟﾚﾙ造形論2 石垣　理子 講義

水曜 21220350ｴﾃﾞｨﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ3 笠井　則幸 講義

木曜 11221160環境工学Ⅰ4 堤　仁美 講義

木曜 51221150環境の科学5 中山　栄子 講義

金曜 21221410近代建築史6 戸田　穣 講義

火曜 11220940建築材料学7 有中山　栄子 講義

建築士受験に対応している科目であることを了解のこと

火曜 31233170構法･施工8 坪根　みさ子 講義

木曜 21220750住生活学9 有番場　美恵子 講義

日本語レベルN1以上

金曜 11229650ｿｰｼｬﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ論10 鳥海　希世子 講義

金曜 11220470ﾃﾞｻﾞｲﾝの考察11 中田　士郎 講義

金曜 41237920ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛｾｽ演習12 鳥海　希世子

金曜 21221050日本服飾史13 髙山　宗東 講義

木曜 51220720人間工学14 粂川　美紀 講義

月曜 51221250美学15 戸田　穣 講義

火曜 11427430ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ﾃｷｽﾀｲﾙ)16 石井　淳 演習
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

火曜 11427140ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1(ﾃｷｽﾀｲﾙ)17 橋本　圭也 演習

火曜 31220560平面構成と立体構成18 中田　士郎 講義

火曜 41427120ﾓｰﾄﾞ基礎演習119 石垣　理子 演習

木曜 41427640ﾓｰﾄﾞ基礎演習120 石垣　理子 演習

木曜 21221320装いの科学21 成田　千恵 講義

21開設計環境デザイン学部環境デザイン学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

健康デザイン学科

金曜 31222400栄養学（基礎）1 小川　睦美 講義

月曜 11222420栄養指導論総論2 有角倉　知子 講義

事前に食健康科学部事務室（9号館3階）までご相談ください（面談により可否を判断する）。

月曜 31222320学校保健(小児保健・精神保健含む)3 有川上　一恵 講義

特になし

金曜 41220870家庭経営学4 有伊藤　純 講義

大学院生であって、大学院で現代生活経営研究Ⅰ、生活福祉経営研究Ⅰを履修済みもしくは履修中の方は本科目の履修ができません。

(健康)(福祉：生活福祉経営論)

月曜 41221490家庭経済学5 粕谷　美砂子 講義

（健康）(現代：消費経済学）

火曜 21222690食の安全6 村松　朱喜 講義

木曜 11222740食品学（基礎）7 渡辺　睦行 講義

木曜 11222730食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論8 有二階堂　孝子 講義

食品安全、HACCP、食品表示など食品を取り巻く諸制度についてある程度の知識を有していることが望ましいが、必須ではない。

水曜 11222170人体の構造と機能B9 有山下　晶子 講義

要事前面談(面談により可否を判断する)　日本語で講義を行うが、わからない部分は英語での直接またはメールでの質疑応答に対応する。

金曜 51222110ｽﾎﾟｰﾂ心理学10 有山中　健太郎 講義

希望者がいた場合、必ず担当教員へ連絡し受け入れ可能か確認してください。ただし、女子学生に限る。

火曜 11222100ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ論11 白川　哉子 講義

月曜 11230480生物学12 渡辺　睦行 講義

木曜 31222590生理生化学(基礎)13 有山中　健太郎 講義

希望者がいた場合、必ず担当教員へ連絡し受け入れ可能か確認してください。ただし、女子学生に限る。

omnibus

13開設計健康デザイン学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

管理栄養学科

木曜 21221750栄養生化学1 林　真理子 講義

(2A)

木曜 11221760栄養生化学2 林　真理子 講義

(2B)

金曜 11221660応用栄養学A(母性･乳幼児)3 有横塚　昌子 講義

科目等履修生は、定員に余裕がある場合のみ受け付ける。

(2A)

月曜 31221670応用栄養学A(母性･乳幼児)4 有横塚　昌子 講義

科目等履修生は、定員に余裕がある場合のみ受け入れる。

(2B)

火曜 31228120応用栄養学C（特殊環境）5 横塚　昌子 講義

omnibus

土曜 11221520ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論6 吉川　絵梨 講義

(3A)

土曜 21221510ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論7 吉川　絵梨 講義

(3B)

月曜 11221640化学B8 有川崎　広明 講義

・高等学校の化学基礎および化学に相当する内容を十分に理解していること。　・履修を希望する場合、事前に担当教員と面接すること。

(1AB)

金曜 21221820科学英語(食品と栄養学を学ぶために)9 増野　華菜子 講義

(2A)【複回】火1 増野　華菜子

火曜 11221820科学英語(食品と栄養学を学ぶために)10 増野　華菜子 講義

(2A)【複回】金2 増野　華菜子

金曜 11221810科学英語(食品と栄養学を学ぶために)11 増野　華菜子 講義

(2B)【複回】火2 増野　華菜子

火曜 21221810科学英語(食品と栄養学を学ぶために)12 増野　華菜子 講義

(2B)【複回】金1 増野　華菜子

水曜 21221830管理栄養士概論13 佐川　敦子 講義

omnibus

金曜 31235640基礎栄養学14 林　真理子 講義

(1A)

金曜 21235650基礎栄養学15 林　真理子 講義

(1B)

火曜 41326600公衆栄養学実習16 小西　香苗 実習

(3B)*後半
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

月曜 11221960食品衛生学17 桝田　和彌 講義

(2A)

月曜 21221970食品衛生学18 桝田　和彌 講義

(2B)

木曜 11221950食品素材の科学19 三浦　裕 講義

(2A)

木曜 21221940食品素材の科学20 三浦　裕 講義

(2B)

月曜 21228270食品と加工21 三浦　裕 講義

(4AB)

木曜 21221540人体の構造と機能A(総論)22 今田　正人 講義

(1A)

木曜 11221530人体の構造と機能A(総論)23 今田　正人 講義

(1B)

木曜 31221790生物学24 有川崎　広明 講義

・高等学校の生物基礎および生物に相当する内容を十分に理解していること。　・履修を希望する場合、事前に担当教員と面接すること。

(1AB)

土曜 61228180特別演習B(輪講)25 佐川　敦子 演習

土曜 21221560人間と社会生活26 白山　芳久 講義

(3A)

土曜 11221550人間と社会生活27 白山　芳久 講義

(3B)

月曜 11221880臨床栄養学各論A28 清水　史子 講義

(3AB)

28開設計管理栄養学科
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「条件：有り」・・・出願時に確認いたします。

「曜日・講時」・・・                         現在.　最新の時間割については別途ご確認ください。

※出願された科目の受入可否については、後日ご連絡いたします。

※資格に関する科目については、昭和女子大学の卒業生に限ります。(要事前相談)

曜日 講時授業コード科目名称 担当教員No 条件 授業
形態

2023年度前期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2023年3月22日

食安全マネジメント学科

金曜 31231110科学ﾒﾃﾞｨｱ論1 大牟田　透 講義

水曜 31231260起業・ｽﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ論2 有青木　美保 講義

科目等履修希望者の履修条件：履修希望者（短期の外国人留学生含む）は学科の学生を優先した上で、定員に余裕があれば事前面談により可否を判断します。大

学4年生以上を対象とします。　昭和女子大学食健康科学部事務室に電話にてこの科目の履修希望を伝え、担当の青木教員まで連絡をつけたい意向を伝えてくだ

さい。 　(TEL; 03-3411-7450　月ー金 8:30 - 17:00　但し大学一斉休暇期間は休業、事前面談はzoom可)

月曜 21237280国際経済関係論3 有青木　美保 講義

科目等履修希望者（外国人留学生を含む）の履修条件：履修希望者は定員に余裕があれば事前面談により可否を判断します。大学2年生以上を対象とします。昭

和女子大学食健康科学部事務室に電話にてこの科目の履修希望を伝え、担当の青木まで連絡をつけたい意向を伝えてください。 (TEL; 03-3411-7450　月ー金 

8:30 - 17:00　但し大学一斉休暇期間は休業、事前面談はzoom可)

火曜 11228380ｺﾝｼｭｰﾏｰ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論4 有青木　美保 講義

科目等履修希望者（外国人留学生を含む）の履修条件：履修希望者は定員に余裕があれば事前面談により可否を判断します。大学３年生以上を対象とします。昭

和女子大学食健康科学部事務室に電話にてこの科目の履修希望を伝え、担当の青木まで連絡をつけたい意向を伝えてください。 (TEL; 03-3411-7450　月ー金 

8:30 - 17:00　但し大学一斉休暇期間は休業、事前面談はzoom可)

月曜 11222900食品安全学A5 近藤　一成 講義

水曜 21228320食品安全評価学6 梅垣　敬三 講義

水曜 31222840数学7 佐甲　徳栄 講義

金曜 21231270品質管理実務論8 大庭　あかね 講義

omnibus

金曜 31228370品質管理論9 大庭　あかね 講義

omnibus

木曜 31228330薬理・病理学10 近藤　一成 講義

10開設計食安全マネジメント学科
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