
「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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

日本文学専攻（M)

木曜 32200710日本語学特殊研究A1 嶺田　明美
現代語の位相A

木曜 12200720日本語学特殊研究B2 嶺田　明美
現代語の位相B

金曜 52200690日本文学演習EⅠ3 有吉田　昌志

事前面談を要す（面談により可否を判断する）

短編小説の読解

木曜 42272830日本文学演習EⅡ4 有吉田　昌志

事前面談を要す（面談により可否を判断する）

(短編小説の読解)

火曜 22200610日本文学特殊研究A5 小松　靖彦
『萬葉集』の研究

木曜 52200650日本文学特殊研究E6 有吉田　昌志

事前面談を要す（面談により可否を判断する）

泉鏡花研究

火曜 52272840日本文学特別演習C7 胡　秀敏
修士論文指導

7開設計日本文学専攻（M)

昭和女子大学1 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

英米文学専攻（M)

木曜 32200900英語学演習B1 島﨑　里子
英語史演習

火曜 52200910英語学演習C2 井原　奉明
記号論演習

月曜 42200940英語学特殊研究A3 島﨑　里子
中英語研究

金曜 42200800英米文学演習A4 島﨑　里子
ｲｷﾞﾘｽ詩演習

水曜 22237750英米文学演習C5 山本　史郎
現代ｲｷﾞﾘｽ文学演習

木曜 42200820英米文学演習D6 川畑　由美
現代ｱﾒﾘｶ文学演習

水曜 32200870英米文学特殊研究B7 山本　史郎
18･19世紀ｲｷﾞﾘｽ小説研究

金曜 32200880英米文学特殊研究C8 川畑　由美
現代ｱﾒﾘｶ文学研究

火曜 12236660英米文学特別演習C9 山本　史郎
論文指導

木曜 12200790英米文化特殊研究A10 井原　奉明
現代英米思想と人間観

10開設計英米文学専攻（M)

昭和女子大学2 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

言語教育・コミュニケーション専攻（M)

土曜 62201080英語教育演習G1 有鈴木　博雄

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

英文法記述の方法

土曜 32272860英語教育特殊講義D2 金子　朝子
第二言語習得論

火曜 42272870英語教育特殊講義E3 高味　み鈴
児童英語教育

土曜 42201120英語教育特別演習4 金子　朝子
研究指導､論文作成指導

土曜 52201100言語学概論5 有鈴木　博雄

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

言語学概論Ⅱ

水曜 22201010言語教授法6 近藤　彩
言語教授法の理論と研究

木曜 12201000日本語学7 嶺田　明美
現代語の位相

火曜 32201190日本語教育演習8 近藤　彩
言語教育研究の方法

火曜 12200950日本語教育特殊講義A9 西川　寿美
日本語の指導方法

木曜 22201020日本語教育特殊講義C10 西川　寿美
第二言語習得と日本語教育

水曜 32201040日本語教育特殊講義E11 植松　容子
日本語教育文法

火曜 22201030文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論12 近藤　彩
言語教育と文化

12開設計言語教育・コミュニケーション専攻（M)

昭和女子大学3 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

文学言語学専攻（D）

月曜 12201300英語学演習Ⅰ1 島﨑　里子

木曜 32201290英語学演習Ⅰ2 井原　奉明

木曜 12201330英語学特殊研究B3 井原　奉明
記号論研究

月曜 42201340英語学特殊研究C4 島﨑　里子
英語史研究

月曜 32201350英語学特論5 島﨑　里子
論文指導

火曜 22226080英語教育演習Ⅰ6 有鈴木　博雄

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 32226090英語教育演習Ⅱ7 有鈴木　博雄

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 32226095英語教育演習Ⅱ8 金子　朝子

火曜 52201570英語教育特殊研究C9 エルウッド　ジェームズ
心理言語学

火曜 42201590英語教育特殊研究F10 エルウッド　ジェームズ
英語教授法理論

土曜 22201660英語教育特論11 鈴木　博雄
研究指導､論文作成指導

水曜 22201650英語教育特論12 金子　朝子
研究指導､論文作成指導

土曜 52201600言語学13 有鈴木　博雄

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

言語学概論

月曜 32201470日本語教育演習Ⅰ14 木谷　直之

月曜 32201490日本語教育演習Ⅱ15 木谷　直之

月曜 32201510日本語教育演習Ⅲ16 木谷　直之

昭和女子大学4 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

水曜 32270510日本語教育特殊研究A17 近藤　彩
協働学習論

火曜 32201540日本語教育特殊研究C18 大場　美和子
社会言語学

月曜 22201550日本語教育特殊研究D19 木谷　直之
言語教育研究法

金曜 12201400日本文学演習Ⅰ20 有吉田　昌志

事前面談を要す（面談により可否を判断する）

火曜 42201420日本文学特殊研究A21 小松　靖彦
『萬葉集』の研究

金曜 42201430日本文学特殊研究E22 有吉田　昌志

事前面談を要す（面談により可否を判断する）

泉鏡花研究

木曜 12201440日本文学特論23 有吉田　昌志

事前面談を要す（面談により可否を判断する）

博士論文指導

火曜 22201380文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ24 近藤　彩
言語教育と文化

24開設計文学言語学専攻（D）

昭和女子大学5 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

生活文化研究専攻

火曜 52201850考古学演習ⅠCa1 小泉　玲子
古墳時代に関する諸問題(1)

火曜 42201720考古学研究ⅠD2 小泉　玲子
古墳時代文化研究

日曜 32236460生活文化特殊演習Ⅰ(1年制)3 鶴岡　明美
生活文化の諸問題

日曜 32236420生活文化特殊演習Ⅰ(1年制)4 大谷津　早苗
生活文化の諸問題

日曜 12236270生活文化特殊研究ⅠA(1年制)5 小泉　玲子
生活文化研究

日曜 22236350生活文化特殊研究ⅠB(1年制)6 小泉　玲子
生活文化研究

日曜 72201980生活文化特別研究Ⅰ7 鶴岡　明美
修士論文作成指導

月曜 42270520地域文化研究ⅠA8 三原　昌巳
人文地理の諸問題

火曜 32226120地域文化研究ⅠB9 フスレ
満州の歴史･社会･文化

火曜 32201730地域文化研究ⅠC10 大谷津　早苗
民俗芸能研究

金曜 52201880美術演習ⅠBa11 鶴岡　明美
江戸期絵画における諸問題

金曜 62201750美術研究ⅠA12 木下　亮
西洋近代美術研究

木曜 52201760美術研究ⅠB13 鶴岡　明美
日本近世美術研究

木曜 42201800文化財研究(文化)ⅠB14 小川　直之
民俗文化財と地域社会

火曜 42201820文化財研究(文化)ⅠE15 田中　眞奈子
文化財の保存修復研究

日曜 42201900歴史文化演習ⅠDa16 野口　朋隆
日本近世の政治と思想(1)

昭和女子大学6 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

火曜 62272920歴史文化演習ⅠE17 湯上　良
アーカイブズ演習

木曜 42201770歴史文化研究ⅠB18 野口　朋隆
日本近世史研究

水曜 32201780歴史文化研究ⅠC19 松田　忍
日本近現代史研究

木曜 52201790歴史文化研究ⅠD20 阿部　美香
寺院文書の研究

火曜 42226210歴史文化研究ⅠE21 牧野　元紀
東洋史に関する諸問題

木曜 52226150歴史文化研究ⅠG22 湯上　良
西洋史研究

金曜 52272900歴史文化研究ⅠI23 矢野　正隆
アーカイブズ情報論

23開設計生活文化研究専攻

昭和女子大学7 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

心理学専攻

金曜 22226520発達心理学研究D1 藤崎　春代
言語の発達

1開設計心理学専攻

昭和女子大学8 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

人間教育学専攻

金曜 52205990音楽教育研究Ⅰ21 永岡　都
音楽表現教育の指導と実践

金曜 32206010学校教育実践研究Ⅰ22 友野　清文
教育課題への理解と対応

月曜 32226590教育経営研究Ⅰ23 緩利　誠
学校教育の質を高めるために

月曜 72271280国語教育研究Ⅰ24 青木　幸子
国語教育の指導と評価

水曜 32205970算数教育研究Ⅰ25 小林　広利
思考･判断･表現力の育成と算数･数学教育

月曜 22226600児童英語教育研究Ⅰ26 國分　有穂
児童と英語教育（実践）

木曜 32206000食育・栄養教育研究Ⅰ27 有今井　美樹

大学院への進学を希望する学生のみ受入れ可。要事前面談(面談により可否を判断する)。

食物教育の指導と実践

月曜 52205980造形表現教育研究Ⅰ28 早川　陽
造形表現教育の指導と実践

木曜 42205960発達教育心理学研究Ⅰ29 有中村　徳子

大学院への進学を希望する学生のみ受入れ可。要事前面談（面談により可否を判断する）。

幼児心理学教育の指導と実践

火曜 42204435比較教育社会学研究Ⅰ210 シム　チュン　キャット
諸外国の教育政策・事例から見る日本教育の

木曜 22226580ﾒﾃﾞｨｱ教育研究Ⅰ211 有森　秀樹

大学院への進学を希望する学生のみ受入れ可。要事前面談（面談により可否を判断する）

情報教育の理論と実践

金曜 42205720幼児教育研究Ⅰ212 鈴木　法子
幼児教育の指導と実践

火曜 52205950理科教育研究Ⅰ213 白數　哲久
自然認識教育の指導と実践

月曜 62205740臨床発達心理学研究Ⅰ214 有石井　正子

大学において、教育学、保育学、心理学、社会学、社会福祉学のいずれかを学んできていることが望ましい。

幼児期･児童期における臨床心理学的支援

14開設計人間教育学専攻

昭和女子大学9 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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

生活科学研究専攻

日曜 72226260栄養・生化学研究ⅠC1 有川崎　広明

・医歯薬理工系大学で学修するレベルの生化学・生理学・分子生物学の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。　・本学学生の履修者がいない場合は受け入れない。

木曜 72202350給食経営管理研究ⅠA2 佐川　敦子
経営ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基礎研究

日曜 12202720公衆栄養演習ⅠA3 小西　香苗

水曜 72202060公衆栄養研究ⅠB4 小西　香苗
栄養疫学の研究手法および保健統計学の実際

日曜 72202480食･栄養特別研究Ⅰ5 梅垣　敬三
修士論文作成指導

月曜 72270660食育･栄養疫学研究Ⅰ6 黒谷　佳代

日曜 62226240食品安全解析研究ⅠA7 梅垣　敬三
機能性食品素材の安全性評価

日曜 12226280食品機能解析演習Ⅰ8 梅垣　敬三

日曜 22226330食品機能解析実験Ⅰ9 梅垣　敬三

火曜 62202570食品材料機能解析研究ⅠA10 渡辺　睦行
機能食品の臨床応用

土曜 62202310生体ｼｽﾃﾑ研究ⅠA11 有山中　健太郎

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。

身体運動のｼｽﾃﾑ生理

月曜 72272960生理･生化学研究Ⅰ12 林　真理子

12開設計生活科学研究専攻
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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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

環境デザイン研究専攻

金曜 12204890建築史研究Ⅰ1 戸田　穣
フランス近代建築史の諸相

火曜 22204880建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究ⅠB2 田村　圭介
建築作品を図面で見る

月曜 32271230服飾文化研究Ⅰ3 菊田　琢也
ファッションメディア・スタディーズ

火曜 52204840ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ研究Ⅰ4 有阿部　伸太

◆科目等履修生受入可否：可　◆外国人留学生（正規生除く）受入可否：可（ただし日本語でのレクチャーが理解できる）

環境創生における造園学的視点と意匠研究

4開設計環境デザイン研究専攻
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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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

福祉社会研究専攻

水曜 62204330医療福祉研究Ⅰ1 高橋　学
ＮBＭに基づく、医療福祉、精神保健、在宅

水曜 32204720言語政策研究Ⅰ2 李　守
国語の構築と少数民族問題に関する研究

木曜 62204490現代生活経営研究Ⅰ3 粕谷　美砂子
現代社会における家族・生活問題についてジ

水曜 62271090持続可能性と社会ﾋﾞｼﾞﾈｽ4 青栁　光昌

火曜 52204790児童家庭福祉研究Ⅰ5 川﨑　愛
要保護・要支援児童および家族の社会的包摂

火曜 32204560社会学方法論研究Ⅰ6 シム　チュン　キャット

火曜 42270980社会文化研究Ⅰ7 福田　淳子
表象文化に関する社会学的研究

金曜 22237230障害者福祉研究Ⅰ8 有根本　治代

正規生の履修により開講の場合のみ履修可

障害者のキャリア及び生活支援に関わる諸理

土曜 22237270消費者教育9 柿野　成美

土曜 32271150消費者志向経営分析法10 大熊　省三

土曜 12271170消費者志向経営論11 日下部　英紀

火曜 62271070人材育成とｷｬﾘｱ論12 小森　亜紀子

土曜 62204260ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ研究Ⅰ13 高橋　学
スーパービジョンの理論と実践方法

木曜 62204550生活福祉経営研究Ⅰ14 伊藤　純
福祉・生活支援サービスについて生活経営・

金曜 72271050ｿｰｼｬﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ論15 進藤　義夫

金曜 62271100地域資源開発論16 進藤　義夫
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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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

木曜 62273750地域福祉研究Ⅰ17 李　恩心

火曜 62237280日本経済論18 飛田　史和

火曜 42204430比較教育社会学研究Ⅰ19 シム　チュン　キャット
社会・文化現象としての教育を社会学の視点

水曜 62271160ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略論20 藥袋　貴久

土曜 32271080臨床倫理学21 高橋　学

21開設計福祉社会研究専攻
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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

2022年度後期　科目等履修生　出願可能科目一覧

2022年9月13日

生活機構学専攻

日曜 42270690教育実践研究Ⅱ1 友野　清文
学校教育制度の現代的諸課題

日曜 52270770健康科学演習Ⅱ-12 梅垣　敬三

日曜 52270740健康科学演習Ⅱ-23 梅垣　敬三

日曜 52270750健康科学演習Ⅱ-34 梅垣　敬三

日曜 62270800健康科学特別研究Ⅱ5 梅垣　敬三
博士論文作成指導

日曜 42273710現代生活経営研究Ⅱ6 粕谷　美砂子
持続可能な消費と生活経営学研究

日曜 42270710食品安全解析研究Ⅱ7 梅垣　敬三
機能性食品素材の安全性評価

月曜 42202790生活文化演習Ⅱ-18 大谷津　早苗

日曜 42236530生活文化研究ⅡA9 フスレ
モンゴル諸民族の社会と文化

月曜 42202770生活文化研究ⅡE10 大谷津　早苗
民俗芸能伝承論

日曜 42203750生体ｼｽﾃﾑ研究Ⅱ11 山中　健太郎
身体運動と食行動のｼｽﾃﾑ生理

日曜 42270700臨床発達心理学研究Ⅱ12 石井　正子
生涯発達の理論と発達過程に生じる問

12開設計生活機構学専攻
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