
令和2年度　前期　大阪人間科学大学 健康心理学科　授業時間割表  （3年次生用）

コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室

70017 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ④ 藤本　恵子 A701 70015 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑤ 藤本　恵子 A701 70192 情報処理演習Ⅱ① 箱井　英寿 A508 70016 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑥ 羽根　隆 1506 70790 情報処理演習Ⅰ⑦ 箱井　英寿 A508

72017 社会福祉Ⅰ① 鶴野　隆浩 B601 70256 情報処理演習Ⅰ⑥ 箱井　英寿 A508 79490 特別支援教育原論 日上　耕司 B601 70290 社会福祉Ⅰ② 鶴野　隆浩 B601 70480 社会福祉Ⅰ③ 鶴野　隆浩 B601

84236 生活と統計① 細谷　周史 A601 86048 社会人基礎学力（数学）① 後藤田　洋介 A701 70735 数学の原理① 後藤田　洋介 A701 70736 数学の原理② 後藤田　洋介 A701

84237 生活と統計② 細谷　周史 A601 70004 健康心理カウンセリング入門 尾﨑　勝彦 B401 70487 発達心理学② 堤　聖月 1503

79510 心理学統計法Ⅰ 高木　麻未 B601 79353 教育社会学 佐野　秀行 B401 79323 日本史概論 本井　優太郎 A601

79505 臨床心理学概論 筒井　優介 B701 77297 臨床心理学② 荒屋　昌弘 B701 79520 福祉心理学 荒屋　昌弘 B701

71127 多変量解析 高木　麻未 A508 71125 司法・犯罪心理学 花田　百造 A607 70479 心理学演習Ⅰ 大野　太郎 A504 71126 産業・組織心理学 大野　太郎 B401

78140 心理学演習Ⅰ 箱井　英寿 A508

78207 心理学演習Ⅰ 日上　耕司 B402

79319 心理学演習Ⅰ 佐野　秀行 B301

78144 心理学演習Ⅰ 村上　雅彦 A503

78139 心理学演習Ⅰ 高木　麻未 A507

70018 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑦ 林　可奈子 5401 70019 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑧ 林　可奈子 5401 70774 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑫ 平柳　行雄 A701 86002 対人援助演習Ⅰ② 水流　寛二 5312 86011 対人援助演習Ⅰ⑪ 水流　寛二 5312

86051 心理学入門② 金　波 A701 70033 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑪ 羽根　隆 A701 70191 情報処理演習Ⅰ② 中村　泰剛 5203 85951 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑬ 平柳　行雄 A701 79365 日本語基礎② 斎藤　佳子 1604

70049 精神保健の課題と支援Ⅰ 久家　義之 B601 70190 情報処理演習Ⅰ① 中村　泰剛 5203 86037 ソーシャルマナーⅠ② 奥村　命子 5307 86038 ソーシャルマナーⅠ③ 奥村　命子 5307

86036 ソーシャルマナーⅠ① 奥村　命子 5307 70007 キャリアデザインⅠ② 西沢　敏美 5306 79327 キャリアデザインⅠ③ 西沢　敏美 5306

70006 キャリアデザインⅠ① 西沢　敏美 5306 70738 リハビリテーション概論 山川　友康 1506

70531 人間科学Ⅰ 田中　保和 5312

71084 心理学概論 堤　俊彦 B601 85915 FA演習① 中島、西上 A601

79359 教育相談の理論と方法 多賀谷　智子 A601 85923 FA演習② 平野、佐野 B301

85925 FA演習④ 柏尾、堤 B701

72165 FA演習Ⅱ① 大野　太郎 A707

72166 FA演習Ⅱ② 箱井　英寿 A501

72167 FA演習Ⅱ③ 日上　耕司 A607

72168 FA演習Ⅱ④ 村上　雅彦 A507

72169 FA演習Ⅱ⑤ 高木　麻未 A504

79452 病弱者の心理・生理・病理 西上、大内田 A501 82230 対人援助の心理 箱井　英寿 B402 70128 LD等教育総論 日上、西上 A607

70012 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ① 島村　敏生 A601 86033 人間関係Ⅰ① 山岸　正和 B701 79265 情報処理演習Ⅰ③ 徳岡　努 5203 70252 情報処理演習Ⅰ④ 徳岡　努 5203 70255 情報処理演習Ⅰ⑤ 徳岡　努 5203

70545 日本語基礎③ 宮﨑　佐利 1604 86039 ソーシャルマナーⅠ④ 奥村　命子 5401 86040 ソーシャルマナーⅠ⑤ 奥村　命子 5401 86041 ソーシャルマナーⅠ⑥ 奥村　命子 5401 71274 福祉機器論 成瀨　進 B401

77300 精神医学① 加藤　敬徳 B401 71001 医療安全管理学 山野　薫 1503 70300 スポーツ実技Ⅰ① 吉田　美智子 70306 スポーツ実技Ⅰ⑤ 吉田　美智子

70032 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（英語）Ⅰ① 島村　敏生 A601 70302 スポーツ実技Ⅰ② 城越　幸一 70299 スポーツ実技Ⅰ⑥ 城越　幸一

77302 精神医学② 加藤　敬徳 B401 79262 スポーツ実技Ⅰ③ 木谷　織信 70697 スポーツ実技Ⅰ⑦ 木谷　織信

70304 スポーツ実技Ⅰ④ 木内　真弘 70698 スポーツ実技Ⅰ⑧ 木内　真弘

70734 地域とＮＰＯ活動 井上　千一 1506

79354 教育制度論 佐野　秀行 B402 79360 特別支援教育 西上　優子 B402 77295 健康心理学 大野　太郎 B401

71111 スポーツ心理学 村上　雅彦 B601 77083 環境経済論 井上　千一 1604

77296 臨床心理学① 三好　智仁 A701 79326 哲学 鈴木　径一郎 A701 79273 自閉症児の心理・生理・病理 山下、大内田 A607

79523 心理療法Ⅰ 山本　孝子 B601

79491 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 島村　敏生 A601

79236 健康心理ｱｾｽﾒﾝﾄ概論 竹田　駿介 A701 79451 肢体不自由者の心理・生理・病理 中島、宇野 A501/A508/A507 70275 障害児の教育と指導 西上　優子 B402 77315 消費者行動論 柏尾　眞津子 A601

70020 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑨ 羽根　隆 A701 70013 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ② 林　可奈子 1503 70014 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ③ 平柳　行雄 A701 85954 情報処理演習Ⅰ⑨ 上田　智巳 5203

79261 スポーツ実技Ⅱ① 藏内　茂 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 70021 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅰ⑩ 羽根　隆 A701 70791 情報処理演習Ⅰ⑧ 上田　智巳 5203

79264 スポーツ実技Ⅱ② 吉田　美智子 体育館 70193 情報処理演習Ⅱ② 上田　智巳 5203 70533 社会学② 柴田　和子 1506

79268 教育原理 佐野　秀行 B401 73056 社会学① 柴田　和子 1506 70126 発達心理学① 藤村　邦博 B701

70781 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（英語）Ⅰ② 林　可奈子 1503 70188 医学知識① 久家　義之 B601

77303 心理薬理学 山崎　直樹 B401 77086 学習心理学 藤村　邦博 B701

70248 特別支援教育実習 日上、西上、中島 A605/A607

86001 対人援助演習Ⅰ① 鴻上　圭太 5213 86010 対人援助演習Ⅰ⑩ 鴻上　圭太 5213 79364 日本語基礎① 宮﨑　佐利 1604 86007 対人援助演習Ⅰ⑦ あかた　ちかこ A601 86016 対人援助演習Ⅰ⑯ あかた　ちかこ A601

86003 対人援助演習Ⅰ③ 中西　美穂 A501 86012 対人援助演習Ⅰ⑫ 中西　美穂 A501 70537 社会学③ 鶴野　隆浩 A601 86050 心理学入門① 藤村　邦博 B701 79272 日本国憲法① 小宮山　直子 B601

86004 対人援助演習Ⅰ④ 穐久　宗徳 A507 86013 対人援助演習Ⅰ⑬ 穐久　宗徳 A507 79368 ジェンダー論 あかた　ちかこ A701

86005 対人援助演習Ⅰ⑤ 遠藤　たまえ B402 86014 対人援助演習Ⅰ⑭ 遠藤　たまえ B402

86006 対人援助演習Ⅰ⑥ 植田　瑞穂 A707 86015 対人援助演習Ⅰ⑮ 植田　瑞穂 A707

86008 対人援助演習Ⅰ⑧ 石原　昂侑 1401 86017 対人援助演習Ⅰ⑰ 石原　昂侑 1401

79357 教育方法論 平野　哲司 B401

70429 社会科教育法Ⅰ（社会） 佐野　秀行 B401 79379 心理学演習Ⅰ 堤　俊彦 B301 79318 心理学演習Ⅰ 平野　哲司 A507

76513 ヘルスプロモーション 城越　幸一

75218 社会保障論Ⅰ 佐原　直幸

77097 ストレスマネジメント 小谷　郁

70247 介護等体験 佐野、西上、中島

79522 精神疾患とその治療 野田　哲朗

79273 自閉症児の心理・生理・病理 山下、大内田

77301 健康栄養学 武田　ひとみ

79259 社会調査実習 箱井、高木

70596 防犯・防災の心理学 西岡　敏成

70272 公民科教育法Ⅰ（社会） 奥野　喜之

79501 心理実習Ⅱ 山本ほか

79450 知的障害者の心理・生理・病理 堤、大内田

79452 病弱者の心理・生理・病理 西上、大内田

79451 肢体不自由者の心理・生理・病理 中島、宇野

70248 特別支援教育実習 日上、西上、中島

4（14：45～16：15） 5（16：30～18：00）

学科/専攻

月
曜
日

2

基礎

曜
日

年次
時 限 1（9：00～10：30） 2（10：45～12：15） 3（13：00～14：30）

健康心理

3 健康心理

79512
火
曜
日

2

基礎

健康心理

3 健康心理

水
曜
日

2

基礎
体育館 体育館

3 健康心理

健康心理

金
曜
日

2
基礎

健康心理

木
曜
日

2
基礎

3

健康心理

3 健康心理

実
習
・
集
中

2

基礎

健康心理

3 健康心理

平野ほか心理学実験
A501/A507/
A508/A601/
B402/B701

79518 心理的アセスメント
東、村上、
筒井ほか

A501/A507/
A508/A707

※土曜日は、1・2・3年次配当科目の授業はありません。

基礎 70010 キャリアデザインⅢ 山岸　正和
5307/5312/
5313/5401/

5402

健康心理

各クラス

30名程度

まで

各クラス

30名程度

まで

各クラス

30名程度まで



令和2年度　後期　大阪人間科学大学　健康心理学科　授業時間割表　（3年次生用）

コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室 コード 科目名 教員名 教室

70027 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ④ 羽根　隆 70737 多文化共生 秦　康宏 70025 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑤ 羽根　隆 70289 生物学① 伊藤　僚祐 70476 生物学② 伊藤　僚祐

70269 情報処理演習Ⅱ⑨ 箱井　英寿 86049 社会人基礎学力（数学）② 後藤田　洋介 70770 医療英語 金澤　佑治

70144 魅力の心理学 高木　麻未 81083 心理学研究法 日上　耕司 79361 知的障害教育総論 中島、須田 79517 障害者・障害児心理学 荒屋　昌弘

79500 心理実習Ⅰ 大野ほか 79362 肢体不自由教育総論 中島　康明 79519 心理学的支援法 東　千冬

79259 社会調査実習 箱井、高木 70479 心理学演習Ⅰ 大野　太郎 79455 病弱者の教育課程及び指導法 西上　優子

71128 質的研究法 堤、川村 78140 心理学演習Ⅰ 箱井　英寿

78207 心理学演習Ⅰ 日上　耕司

79319 心理学演習Ⅰ 佐野　秀行

78144 心理学演習Ⅰ 村上　雅彦

78139 心理学演習Ⅰ 高木　麻未

70026 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑥ 林　可奈子 70028 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑦ 林　可奈子 70029 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑧ 平柳　行雄 70775 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑫ 平柳　行雄 70540 文章表現法③ 斎藤　佳子

77325 子どもの心と体 金　波 70037 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑪ 羽根　隆 70195 情報処理演習Ⅱ④ 中村　泰剛 70196 情報処理演習Ⅱ⑤ 中村　泰剛 79253 法学② 森　征樹

70194 情報処理演習Ⅱ③ 中村　泰剛 70733 医療倫理② 佐藤　泰子 70732 医療倫理① 佐藤　泰子 70473 日本国憲法② 小宮山　直子

70532 人間科学Ⅱ 田中　保和 70005 心身医学 加藤　敬徳 86035 人間関係Ⅰ③ 岡田、仁木、釣井

78085 高齢者の心理 石川　久美子 79269 教育心理学 藤村　邦博

74013 法学① 森　征樹

70276 ワークショップデザイン 佐野　秀行 79509 人体の構造と機能及び疾病 阪本　英二 72175 プレ演習① 大野　太郎 79525 平野、高木ほか

70282 レクリエーション概論 村上　雅彦 72199 社会心理学 箱井　英寿 72176 プレ演習② 箱井、高木 79507 社会・集団・家族心理学 柏尾　眞津子

79352 学習・発達論 日上　耕司 72177 プレ演習③ 村上、柏尾

72188 プレ演習④ 佐野、平野

72189 プレ演習⑤ 堤、日上

79454 肢体不自由者の教育課程及び指導法 中島　康明 71115 健康スポーツ科学 村上　雅彦

70022 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ① 島村　敏生 86034 人間関係Ⅰ② 山岸　正和 70300 スポーツ実技Ⅰ① 吉田　美智子 70306 スポーツ実技Ⅰ⑤ 吉田　美智子 75077 国際社会論 藤原　尚樹

75168 社会問題論 佐光　健 70036 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（英語）Ⅱ① 島村　敏生 70302 スポーツ実技Ⅰ② 城越　幸一 70299 スポーツ実技Ⅰ⑥ 城越　幸一

70008 キャリアデザインⅡ① 西沢　敏美 79262 スポーツ実技Ⅰ③ 木谷　織信 70697 スポーツ実技Ⅰ⑦ 木谷　織信

70304 スポーツ実技Ⅰ④ 木内　真弘 70698 スポーツ実技Ⅰ⑧ 木内　真弘

70009 キャリアデザインⅡ② 西沢　敏美 79328 キャリアデザインⅡ③ 西沢　敏美

72033 コミュニティ心理学 岩田　光宏 79508 健康・医療心理学 東、大野 77310 グループ・ダイナミックス 柏尾　眞津子 79325 地理学概論 前田　竜孝 79521 教育・学校心理学 山本　孝子

70529 ポジティブ心理学 堤　俊彦 79516 発達心理学総論 筒井　優介 79363 病弱教育総論 西上　優子 70428 キャリア開発論 柏尾　眞津子

79305 キャリアデザインⅣ 山岸　正和

77313 対人行動論 柏尾　眞津子 70594 コーチングの心理学 村上　雅彦 70284 発達障害論 山下　菜穂子

79453 知的障害者の教育課程及び指導法 中島　康明

70145 吉田　育弘 70200 情報処理演習Ⅲ① 上田　智巳 70319 老年心理学 尾﨑　勝彦

85952 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑬ 羽根　隆 70023 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ② 林　可奈子 77227 子育てと発達支援 池永　浩造 70201 情報処理演習Ⅲ② 上田　智巳

70472 医学知識② 久家　義之 70030 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑨ 平柳　行雄 77257 障害者の心理 中路　曜子

79261 スポーツ実技Ⅱ① 藏内　茂 70270 情報処理演習Ⅱ⑩ 上田　智巳

79264 スポーツ実技Ⅱ② 吉田　美智子 83055 社会調査論 柴田　和子

70782 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（英語）Ⅱ② 林　可奈子 86307 経済学 井上　千一

75200 人間工学 高木　恭子

79267 教職概論 宮﨑　佐利 79511 心理学統計法Ⅱ 我藤　諭 79324 外国史概論 新見　まどか 79515 神経・生理心理学 岩原　昭彦

79513 知覚・認知心理学 平野　哲司

70010 キャリアデザインⅢ 山岸　正和

70248 特別支援教育実習 日上、西上、中島 79235 健康教育概論 寺田　衣里

70024 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ③ 藤本　恵子 70031 ｵｰﾗﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（英語）Ⅱ⑩ 藤本　恵子 70268 情報処理演習Ⅱ⑧ 徳岡　努

70197 情報処理演習Ⅱ⑥ 徳岡　努 70475 情報処理演習Ⅱ⑦ 徳岡　努

79263 文章表現法① 宮﨑　佐利 70001 文章表現法② 宮﨑　佐利

72082 人権と倫理① あかた　ちかこ 70474 人権と倫理② あかた　ちかこ

86022 対人援助演習Ⅱ④ 筒井　優介 86029 対人援助演習Ⅱ⑪ 東　千冬 79524 心理療法Ⅱ 堤　俊彦 79355 教育課程論 佐野　秀行 70127 道徳教育論 冨江　英俊

79514 感情・人格心理学 筒井　優介

70430 社会科教育法Ⅱ（社会） 佐野　秀行 79379 心理学演習Ⅰ 堤　俊彦

79318 心理学演習Ⅰ 平野　哲司

79506 学習・言語心理学 山口　洋介

79358 生徒指導論（進路指導を含む） 未定

70247 介護等体験 佐野、西上、中島

79361 知的障害教育総論 中島、須田

79204 装いの心理学 箱井　英寿

70273 公民科教育法Ⅱ（社会） 奥野　喜之

79501 心理実習Ⅱ 山本ほか

70248 特別支援教育実習 日上、西上、中島

※後期の教室は現時点では未定です。後期授業開始までに掲示板及びUNIVERSAL PASSPORTにて発表します。
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