
2021年度【第2Q】授業実施方法一覧 2021/06/02現在

曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

月曜日 １講目 法学入門（S・D・A） 大倉 ●

月曜日 １講目 日本語Ⅰ（留学生） 髙橋真 ●

月曜日 １講目 建築設備Ⅰ 君 ●

月曜日 １講目 相談援助実習指導Ⅰ 上原グループ ●

月曜日 １講目 相談援助実習指導Ⅰ 小早川・上原・杉本・櫻井美・大島・畠山 ●

月曜日 １講目 発達障害等教育総論 堀川 ●

月曜日 １講目 洋画Ⅰ 安田 ●

月曜日 １講目 版表現Ⅰ 森迫 ●

月曜日 １講目 ｽﾎﾟｰﾂ心理学 佐藤和 ●

月曜日 １講目 原価計算論 鈴木重 ●

月曜日 １講目 美術科教育法Ⅰ 梅田力 ●

月曜日 ２講目 基礎英語Ⅰ（M-1） 信濃 ●

月曜日 ２講目 基礎英語Ⅰ（M-2） 岡島 ●

月曜日 ２講目 基礎英語Ⅰ（M-3） 石田 ●

月曜日 ２講目 基礎英語Ⅰ（M-4） 井坂 ●

月曜日 ２講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合（S-B1） 市原・三嶋 ● 6/20まで遠隔

月曜日 ２講目 色彩環境論（A） 北嶋 ●

月曜日 ２講目 子どもの食と栄養 湯浅 ●

月曜日 ２講目 洋画Ⅰ 安田 ●

月曜日 ２講目 版表現Ⅰ 森迫 ●

月曜日 ２講目 造形論Ⅰ 松岡 ●

月曜日 ２講目 保育内容演習Ⅰ（健康） 中村 ●

月曜日 ２講目 建築設備Ⅱ 君 ●

月曜日 ２講目 地域情報論 猪尾 ●

月曜日 ２講目 球技Ⅳ（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ） 米野 ●

月曜日 ２講目 教育方法論（M） 藤根 ●

月曜日 ２講目 教育方法論（S・D・A) 坂上 ●

月曜日 ２講目 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む）（M・D・A） 佐々木智 ●

月曜日 ２講目 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む）（S) 佐々木智 ●

月曜日 ３講目 中国語入門Ⅰ 村山 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 戸佐 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 米野 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 佐藤和 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 伴 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 中川 ● 6/20まで遠隔

※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 三嶋 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 井坂 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 近澤 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 田畑 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 篠原 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 渡部 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 杉本 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 横田 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 櫻井 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 湯浅 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 尾西 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 西崎 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 堀川 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 小山 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 宮嶋 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 横山 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 長森 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 向井 ●

月曜日 ３講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 髙橋真 ●

月曜日 ３講目 心理学研究法 吉澤 ●

月曜日 ３講目 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ 西野 ●

月曜日 ３講目 ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 北嶋 ● 対面希望者は教員へ連絡

月曜日 ３講目 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 林 ●

月曜日 ３講目 工芸実習Ⅲ（1） 星 ●

月曜日 ３講目 工芸実習Ⅲ（3） 中島知 ●

月曜日 ３講目 工芸実習Ⅲ（2） 島田 ●

月曜日 ３講目 彫刻Ⅲ 国松明 ● 対面希望者は教員へ相談

月曜日 ３講目 応用物理 伊藤裕 ●

月曜日 ３講目 建築設計演習Ⅴ 佐藤善 ●

月曜日 ３講目 情報ｼｽﾃﾑ論 由水 ●

月曜日 ３講目 北海道産業史（M） 石山 ●

月曜日 ３講目 北海道産業史（S） 石山 ●

月曜日 ３講目 地域情報論 猪尾 ●

月曜日 ３講目 球技Ⅵ（ｻｯｶｰ） 木島・小助川 ●

月曜日 ４講目 英語入門Ⅰ（M） 石田 ●

月曜日 ４講目 英語入門Ⅰ（D・A） 宮嶋 ●

月曜日 ４講目 保育実習指導Ⅰ 湯浅・吉江 ●

月曜日 ４講目 病弱教育 髙橋健 ●

月曜日 ４講目 身体表現 尾西 ●
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曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

月曜日 ４講目 立体構成Ⅰ 梅田力 ●

月曜日 ４講目 ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 北嶋 ● 対面希望者は教員へ連絡

月曜日 ４講目 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 林 ●

月曜日 ４講目 工芸実習Ⅲ（1） 星 ●

月曜日 ４講目 工芸実習Ⅲ（3） 中島知 ●

月曜日 ４講目 工芸実習Ⅲ（2） 島田 ●

月曜日 ４講目 彫刻Ⅲ 国松明 ● 対面希望者は教員へ相談

月曜日 ４講目 建築設計演習Ⅲ 君・向井 ●

月曜日 ４講目 建築表現Ⅰ 安藤 ● 教員の指示による

月曜日 ４講目 建築積算 佐々木哲 ●

月曜日 ４講目 中小企業論 石山 ●

月曜日 ４講目 中小企業論（SP) 石山 ●

月曜日 ４講目 外国書講読 岡島 ●

月曜日 ４講目 人的資源管理論 伴 ●

月曜日 ４講目 衛生学及び公衆衛生学 前上里 ●

月曜日 ４講目 教育課程論 西崎 ●

月曜日 ５講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA（再） 渡部 ●

月曜日 ５講目 立体構成Ⅰ 梅田力 ●

月曜日 ５講目 建築設計演習Ⅲ 君・向井 ●

月曜日 ５講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ 伊藤裕 ●

月曜日 ５講目 衛生学及び公衆衛生学 前上里 ●

月曜日 ６講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA（再） 渡部 ●

月曜日 ６講目 立体構成Ⅰ 梅田力 ●

月曜日 ６講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ 伊藤裕 ●

月曜日 ６講目 衛生学及び公衆衛生学 前上里 ●

火曜日 １講目 社会保障Ⅱ 大倉 ●

火曜日 １講目 平面構成Ⅰ（A) 中島義 ●

火曜日 １講目 西洋美術史Ⅰ 金子敏 ●

火曜日 １講目 基本製図 安藤・向井 ● 教員の指示による

火曜日 １講目 建築設備Ⅰ 君 ●

火曜日 １講目 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 信濃 ●

火曜日 １講目 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論（SP) 信濃 ●

火曜日 １講目 知的障害教育Ⅰ 藤根 ●

火曜日 １講目 心理学実験法 吉澤 ●

火曜日 １講目 造形論Ⅰ 松岡 ●

火曜日 １講目 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造 長森 ●

火曜日 １講目 ｺｰﾎﾟﾚｲﾄﾌｧｲﾅﾝｽ論 鈴木重 ●

火曜日 １講目 球技Ⅱ（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 市原 ●

火曜日 １講目 ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理 遠藤 ●
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曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

火曜日 ２講目 政治学入門 金子敏 ●

火曜日 ２講目 平面構成Ⅰ（A) 中島義 ●

火曜日 ２講目 基本製図 安藤・向井 ● 教員の指示による

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 河田 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 戸佐 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 米野 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 佐藤和 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 三嶋 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 井坂 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 近澤 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 田畑 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 篠原 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 杉本 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 横田 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 櫻井美 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 湯浅 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 尾西 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 西崎 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 堀川 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 小山 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 宮嶋 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 横山 ●

火曜日 ２講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 佐藤恵 ●

火曜日 ２講目 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ（M） 後藤 ●

火曜日 ２講目 社会福祉の原理と政策Ⅱ 小早川 ●

火曜日 ２講目 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 大島・西野 ●

火曜日 ２講目 映像表現Ⅰ 北嶋 ●

火曜日 ２講目 CAD演習Ⅲ 佐藤善・伊藤裕 ●

火曜日 ２講目 日本経済史（M） 小林 ●

火曜日 ２講目 日本経済史（S） 小林 ●

火曜日 ３講目 情報基礎演習Ⅰ（D-1） 近澤 ●

火曜日 ３講目 権利擁護と成年後見制度 大倉 ●

火曜日 ３講目 建築材料 小笠原 ●

火曜日 ３講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅳ(M)（就活等支援） 石山 ●

火曜日 ３講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅳ（S）（就活等支援） 尾西 ●

火曜日 ３講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅳ(D)（就活等支援） 三上 ● 対面希望者は教員へ相談

火曜日 ３講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅳ(A)（就活等支援） 長森 ●

火曜日 ３講目 保育者論 吉江 ●
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火曜日 ３講目 工芸実習Ⅰ（統合版） 梅田力・中島義・宮原 ● ●
遠隔：梅田　対面希望者は教員へ

対面：中島，宮原

火曜日 ３講目 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 田中靖 ●

火曜日 ３講目 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝⅠ 森迫 ●

火曜日 ３講目 日本経済史（M） 小林 ●

火曜日 ３講目 日本経済史（S） 小林 ●

火曜日 ３講目 ｽﾎﾟｰﾂ心理学 佐藤和 ●

火曜日 ３講目 基礎統計演習 河野 ●

火曜日 ３講目 観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 五ノ井 ●

火曜日 ４講目 法学入門（M） 青山 ●

火曜日 ４講目 数学入門（1年生） 横山 ●

火曜日 ４講目 数学入門（2年生） 横山 ●

火曜日 ４講目 上級日本語Ⅲ（留学生） 竜野 ●

火曜日 ４講目 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅰ 櫻井美 ●

火曜日 ４講目 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ（S・D・A） 山本 ●

火曜日 ４講目 心理学基礎実験Ⅱ 吉澤 ●

火曜日 ４講目 社会思想史（M） 金子敏 ●

火曜日 ４講目 社会思想史（S） 金子敏 ●

火曜日 ４講目 工芸実習Ⅰ（統合版） 梅田力・中島義・宮原
● ● 遠隔：梅田　対面希望者は教

員へ　対面：中島，宮原

火曜日 ４講目 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝⅢ 林 ●

火曜日 ４講目 絵画Ⅰ 西田 ●

火曜日 ４講目 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 田中靖 ●

火曜日 ４講目 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝⅠ 森迫 ●

火曜日 ４講目 ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ 安藤 ●

火曜日 ４講目 ｺﾝﾃﾝﾂﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 上坂 ●

火曜日 ４講目 建築設計演習Ⅰ 佐藤善・向井 ●

火曜日 ４講目 球技Ⅰ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 市原 ●

火曜日 ４講目 社会科・公民科教育法Ⅰ 松下 ●

火曜日 ５講目 上級日本語Ⅲ（留学生） 竜野 ●

火曜日 ５講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合(遠隔留学生用） 佐藤和・中川・三嶋・石井 ● 6/20まで遠隔

火曜日 ５講目 精神保健福祉の原理Ⅰ 西野 ●

火曜日 ５講目 心理学基礎実験Ⅱ 吉澤 ●

火曜日 ５講目 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝⅢ 林 ●

火曜日 ５講目 絵画Ⅰ 西田 ●

火曜日 ５講目 ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 三上 ● 対面希望者は教員へ相談

火曜日 ５講目 建築設計演習Ⅰ 佐藤善・向井 ●

火曜日 ５講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅤ 君 ●

火曜日 ６講目 上級日本語Ⅲ（留学生） 竜野 ●

※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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火曜日 ６講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合(遠隔留学生用） 佐藤和・中川・三嶋・石井 ● 6/20まで遠隔

火曜日 ６講目 精神保健福祉の原理Ⅰ 西野 ●

火曜日 ６講目 心理学基礎実験Ⅱ 吉澤 ●

火曜日 ６講目 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝⅢ 林 ●

火曜日 ６講目 絵画Ⅰ 西田 ●

火曜日 ６講目 ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 三上 ● 対面希望者は教員へ相談

火曜日 ６講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅤ 君 ●

水曜日 １講目 法学入門（S・D・A） 大倉 ●

水曜日 １講目 日本国憲法 青山 ●

水曜日 １講目 情報基礎演習Ⅰ（M-3） 由水・近澤 ●

水曜日 １講目 英語入門Ⅰ（S） 横田 ●

水曜日 １講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合（M-A1） 佐藤和・中川・三嶋・石井 ● 6/20まで遠隔

水曜日 １講目 ﾃﾞｯｻﾝⅢ（A） 西田 ●

水曜日 １講目 精神保健福祉の原理Ⅰ 西野 ●

水曜日 １講目 ｴﾃﾞｨﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ 梅田真 ●

水曜日 １講目 ﾐｸﾛ経済学 河野 ●

水曜日 １講目 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む）（M・D・A） 佐々木智 ●

水曜日 １講目 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む）（S) 佐々木智 ●

水曜日 ２講目 ﾃﾞｯｻﾝⅢ（A） 西田 ●

水曜日 ２講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅰ（M） 遠藤 ●

水曜日 ２講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅰ（S） 横田 ●

水曜日 ２講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅰ（D） 北嶋 ●

水曜日 ２講目 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅰ（A） 横山 ●

水曜日 ２講目 心理学研究法 吉澤 ●

水曜日 ２講目 精神保健福祉援助演習Ⅰ 大島・西野 ●

水曜日 ２講目 子どもの食と栄養 湯浅 ●

水曜日 ２講目 保育実習指導Ⅱ 吉江 ●

水曜日 ２講目 日本文化史（M） 牧之内 ● 対面希望者は教員へ相談

水曜日 ２講目 日本文化史（S） 牧之内 ● 対面希望者は教員へ相談

水曜日 ２講目 ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ 安藤 ●

水曜日 ２講目 ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 信濃・石山 ●

水曜日 ２講目 精神保健Ⅰ 佐々木智 ●

水曜日 ２講目 工芸科教育法Ⅰ 梅田真 ●

水曜日 ２講目 教育方法論（M） 藤根 ●

水曜日 ３講目 基礎英語Ⅰ（M-1） 信濃 ●

水曜日 ３講目 基礎英語Ⅰ（M-2） 岡島 ●

水曜日 ３講目 基礎英語Ⅰ（M-3） 石田 ●

水曜日 ３講目 基礎英語Ⅰ（M-4） 井坂 ●

水曜日 ３講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合（S-A1） 市原・三嶋 ● 6/20まで遠隔・対面希望者は教員へ

※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

水曜日 ３講目 ﾃﾞｯｻﾝⅠ（A) 西田 ●

水曜日 ３講目 建築構造力学Ⅰ 長森 ●

水曜日 ３講目 精神保健の課題と支援Ⅰ 佐々木智 ●

水曜日 ３講目 知的障害教育Ⅰ 藤根 ●

水曜日 ３講目 精神保健福祉援助演習Ⅰ 大島・西野 ●

水曜日 ３講目 特別支援教育実習（事前指導）（4年） 荒木・坂上・堀川 ●

水曜日 ３講目 保育実習指導Ⅲ 湯浅 ●

水曜日 ３講目 日本文化史（M） 牧之内 ● 対面希望者は教員へ相談

水曜日 ３講目 日本文化史（S） 牧之内 ● 対面希望者は教員へ相談

水曜日 ３講目 CG技法研究Ⅱ 北嶋 ●

水曜日 ３講目 ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 三上 ● 対面希望者は教員へ相談

水曜日 ３講目 日本画Ⅰ 岡 ● 教員の指示による

水曜日 ３講目 彫刻Ⅰ 梅田力 ● 対面希望者は教員へ相談

水曜日 ３講目 保育内容演習Ⅳ（表現） 吉江 ●

水曜日 ３講目 建築法規Ⅲ 佐藤善 ●

水曜日 ３講目 職業指導（M） 伴 ●

水曜日 ３講目 建築積算 佐々木哲 ●

水曜日 ３講目 情報ｼｽﾃﾑ論 由水 ●

水曜日 ３講目 精神保健Ⅰ 佐々木智 ●

水曜日 ３講目 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 渡部 ●

水曜日 ４講目 情報基礎演習Ⅰ（M-2） 由水・近澤 ●

水曜日 ４講目 英語入門Ⅰ（M） 石田 ●

水曜日 ４講目 英語入門Ⅰ（D・A） 宮嶋 ●

水曜日 ４講目 日本語Ⅲ（留学生） 佐藤恵 ●

水曜日 ４講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合（M-C3） 佐藤和・中川・三嶋・石井 ● 6/20まで遠隔

水曜日 ４講目 心理学と心理的支援 吉澤 ●

水曜日 ４講目 ﾃﾞｯｻﾝⅠ（A) 西田 ●

水曜日 ４講目 建築施工 小笠原 ● 6/10(木）のみ対面

水曜日 ４講目 精神保健の課題と支援Ⅰ 佐々木智 ●

水曜日 ４講目 相談援助実習指導Ⅲ 上原グループ ●

水曜日 ４講目 相談援助実習指導Ⅲ 櫻井グループ ●

水曜日 ４講目 相談援助実習指導Ⅲ 杉本グループ ●

水曜日 ４講目 相談援助実習指導Ⅲ 畠山グループ ●

水曜日 ４講目 病弱教育 髙橋健 ●

水曜日 ４講目 乳児保育Ⅰ 吉江 ●

水曜日 ４講目 CG技法研究Ⅱ 北嶋 ●

水曜日 ４講目 日本画Ⅰ 岡 ● 教員の指示による

水曜日 ４講目 彫刻Ⅰ 梅田力 ● 対面希望者は教員へ相談

水曜日 ４講目 漫画Ⅲ 五十嵐・鴨 ●
※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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2021年度【第2Q】授業実施方法一覧 2021/06/02現在

曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

水曜日 ４講目 建築士のための基礎数学 横山 ●

水曜日 ４講目 建築の職能と倫理 安藤

水曜日 ４講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅦ 佐藤善 ●

水曜日 ４講目 北海道産業史（M） 石山 ●

水曜日 ４講目 北海道産業史（S） 石山 ●

水曜日 ４講目 人的資源管理論 伴 ●

水曜日 ５講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 中川 ● 6/20まで遠隔

水曜日 ５講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA（再） 河田 ●

水曜日 ５講目 特別支援教育実習（事前指導）（3年） 藤根・堀川 ●

水曜日 ５講目 社会福祉特講Ⅰ 大島他 ●

水曜日 ５講目 基礎ﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 林 ●

水曜日 ５講目 漫画Ⅲ 五十嵐・鴨 ●

水曜日 ５講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅦ 佐藤善 ●

水曜日 ６講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 中川 ● 6/20まで遠隔

水曜日 ６講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA（再） 河田 ●

水曜日 ６講目 特別支援教育実習（事前指導）（3年） 藤根・堀川 ●

水曜日 ６講目 社会福祉特講Ⅰ 大島他 ●

水曜日 ６講目 基礎ﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 林 ●

水曜日 ６講目 漫画Ⅲ 五十嵐・鴨 ●

水曜日 ６講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅦ 佐藤善 ●

木曜日 １講目 政治学入門 金子敏 ●

木曜日 １講目 社会保障Ⅱ 大倉 ●

木曜日 １講目 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅰ 櫻井美 ●

木曜日 １講目 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ演習（A） 安藤他 ●

木曜日 １講目 ﾃﾞｻﾞｲﾝ概論Ⅱ 梅田真 ●

木曜日 １講目 漫画Ⅰ 三上 ● 対面希望者は教員へ相談

木曜日 １講目 原価計算論 鈴木重 ●

木曜日 １講目 体つくり運動 細川 ●

木曜日 ２講目 情報基礎演習Ⅰ（S-1） 由水・近澤 ●

木曜日 ２講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合（A-1） 小山・三嶋 ● 6/20まで遠隔

木曜日 ２講目 権利擁護と成年後見制度 大倉 ●

木曜日 ２講目 就労支援ｻｰﾋﾞｽ 畠山 ●

木曜日 ２講目 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ（M） 後藤 ●

木曜日 ２講目 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 上坂 ●

木曜日 ２講目 漫画Ⅰ 三上 ● 対面希望者は教員へ相談

木曜日 ２講目 都市計画 安藤 ●

木曜日 ２講目 CAD演習Ⅰ 佐藤善・伊藤裕 ●

木曜日 ２講目 経営情報論 山崎 ●

木曜日 ２講目 まちづくり論 松本 ●
※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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木曜日 ２講目 外国書講読 岡島 ●

木曜日 ２講目 ｽﾎﾟｰﾂ文化論 細川光 ●

木曜日 ２講目 ｽﾎﾟｰﾂ文化論（SP) 細川光 ●

木曜日 ２講目 生理学 黒川 ●

木曜日 ２講目 工業科教育法Ⅰ 横山 ●

木曜日 ３講目 情報基礎演習Ⅰ（A-1） 由水・近澤・向井 ●

木曜日 ３講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合（D-A1） 小山・三嶋 ● 6/20まで遠隔

木曜日 ３講目 更生保護制度 大倉 ●

木曜日 ３講目 ﾃﾞｯｻﾝⅢ（B） 西田 ●

木曜日 ３講目 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 信濃 ●

木曜日 ３講目 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論（SP) 信濃 ●

木曜日 ３講目 社会福祉の原理と政策Ⅱ 小早川 ●

木曜日 ３講目 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝⅢ 佐藤正 ●

木曜日 ３講目 保育内容演習Ⅴ（言葉） 吉江 ●

木曜日 ３講目 建築士演習Ⅱ 佐藤善 ●

木曜日 ３講目 建築表現Ⅲ 安藤・君 ● 教員の指示による

木曜日 ３講目 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造 長森 ●

木曜日 ３講目 職業指導（M） 伴 ●

木曜日 ３講目 経営情報論 山崎 ●

木曜日 ３講目 生理学 黒川 ●

木曜日 ４講目 数学入門（1年生） 横山 ●

木曜日 ４講目 数学入門（2年生） 横山 ●

木曜日 ４講目 英語入門Ⅰ（S） 横田 ●

木曜日 ４講目 ﾃﾞｯｻﾝⅢ（B） 西田 ●

木曜日 ４講目 建築構造力学Ⅰ 長森 ●

木曜日 ４講目 建築施工 小笠原 ● 6/10(木）のみ対面

木曜日 ４講目 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ（S・D・A） 山本 ●

木曜日 ４講目 地誌 渡部 ●

木曜日 ４講目 社会思想史（M） 金子敏 ●

木曜日 ４講目 社会思想史（S） 金子敏 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 由水 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 信濃 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 河野 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 遠藤 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 鈴木重 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 岡島 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 青山 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 石山 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 市原 ●
※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 石井 ● 教員の指示による

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 篠原 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 小早川 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 藤根 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 大島 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 吉江 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 西野 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 畠山 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠＡ 佐々木智 ●

木曜日 ４講目 専門演習ⅠA 吉澤 ●

木曜日 ４講目 WEBﾃﾞｻﾞｲﾝⅢ 山腰 ● 教員の指示による

木曜日 ４講目 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝⅢ 佐藤正 ●

木曜日 ４講目 建築士演習Ⅱ 佐藤善 ●

木曜日 ４講目 ｽﾎﾟｰﾂ文化論 細川光 ●

木曜日 ４講目 ｽﾎﾟｰﾂ文化論（SP) 細川光 ●

木曜日 ５講目 西洋美術史Ⅰ 金子敏 ●

木曜日 ５講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 伴 ●

木曜日 ５講目 地誌 渡部 ●

木曜日 ５講目 WEBﾃﾞｻﾞｲﾝⅢ 山腰 ● 教員の指示による

木曜日 ５講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ 長森 ●

木曜日 ５講目 特別な教育的ﾆｰｽﾞの理解とその支援 荒木・藤根 ●

木曜日 ６講目 西洋美術史Ⅰ 金子敏 ●

木曜日 ６講目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 伴 ●

木曜日 ６講目 地誌 渡部 ●

木曜日 ６講目 WEBﾃﾞｻﾞｲﾝⅢ 山腰 ● 教員の指示による

木曜日 ６講目 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ 長森 ●

木曜日 ６講目 特別な教育的ﾆｰｽﾞの理解とその支援 荒木・藤根 ●

金曜日 １講目 日本語Ⅰ（留学生） 髙橋真 ●

金曜日 １講目 色彩環境論（A） 北嶋 ●

金曜日 １講目 文章表現演習（S） 津田 ●

金曜日 １講目 保育者論 吉江 ●

金曜日 １講目 相談援助演習Ⅰ 櫻井グループ ●

金曜日 １講目 相談援助演習Ⅰ 杉本グループ ●

金曜日 １講目 相談援助演習Ⅰ 畠山グループ ●

金曜日 １講目 精神疾患とその治療Ⅰ 伊東 ●

金曜日 １講目 ﾃﾞｻﾞｲﾝ概論Ⅱ 梅田真 ●

金曜日 １講目 ﾃｷｽﾀｲﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 三上 ● 教員の指示による

金曜日 １講目 技法・材料研究Ⅰ 安田 ●

金曜日 １講目 建築表現Ⅴ 安藤 ● 教員の指示による

※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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2021年度【第2Q】授業実施方法一覧 2021/06/02現在

曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

金曜日 １講目 ﾐｸﾛ経済学 河野 ●

金曜日 １講目 ｺｰﾎﾟﾚｲﾄﾌｧｲﾅﾝｽ論 鈴木重 ●

金曜日 １講目 体つくり運動 細川 ●

金曜日 ２講目 情報基礎演習Ⅰ（M-1） 由水・近澤 ●

金曜日 ２講目 ｽﾎﾟｰﾂ総合（M-B2） 佐藤和・中川・三嶋・石井 ● 6/20まで遠隔

金曜日 ２講目 心理学と心理的支援 吉澤 ●

金曜日 ２講目 相談援助演習Ⅰ 櫻井グループ ●

金曜日 ２講目 相談援助演習Ⅰ 杉本グループ ●

金曜日 ２講目 相談援助演習Ⅰ 畠山グループ ●

金曜日 ２講目 発達障害等教育総論 堀川 ●

金曜日 ２講目 精神疾患とその治療Ⅰ 伊東 ●

金曜日 ２講目 基礎ﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 林 ●

金曜日 ２講目 ｴﾃﾞｨﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ 梅田真 ●

金曜日 ２講目 ﾃｷｽﾀｲﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 三上 ● 教員の指示による

金曜日 ２講目 技法・材料研究Ⅰ 安田 ●

金曜日 ２講目 都市計画 安藤 ●

金曜日 ２講目 応用物理 伊藤裕 ●

金曜日 ２講目 建築士のための基礎数学 横山 ●

金曜日 ２講目 建築設備Ⅱ 君 ●

金曜日 ２講目 まちづくり論 松本 ●

金曜日 ２講目 ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 石山・信濃 ●

金曜日 ２講目 ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理 遠藤 ●

金曜日 ２講目 保健体育科教育法Ⅰ 髙井 ●

金曜日 ３講目 文章表現演習（S） 津田 ●

金曜日 ３講目 心理学実験法 吉澤 ●

金曜日 ３講目 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ 西野 ●

金曜日 ３講目 精神疾患とその治療Ⅰ 伊東 ●

金曜日 ３講目 乳児保育Ⅰ 吉江 ●

金曜日 ３講目 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ基礎Ⅰ 佐藤正 ●

金曜日 ３講目 建築法規Ⅲ 佐藤善 ●

金曜日 ３講目 建築の職能と倫理 安藤

金曜日 ３講目 基礎統計演習 河野 ●

金曜日 ３講目 観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 五ノ井 ●

金曜日 ３講目 教育方法論（S・D・A) 坂上 ●

金曜日 ３講目 特別な教育的ﾆｰｽﾞの理解とその支援 荒木・藤根 ●

金曜日 ４講目 日本国憲法 青山 ●

金曜日 ４講目 中国語入門Ⅰ 村山 ●

金曜日 ４講目 日本語Ⅲ（留学生） 佐藤恵 ●

金曜日 ４講目 建築材料 小笠原 ●
※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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2021年度【第2Q】授業実施方法一覧 2021/06/02現在

曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

金曜日 ４講目 精神疾患とその治療Ⅰ 伊東 ●

金曜日 ４講目 身体表現 尾西 ●

金曜日 ４講目 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ基礎Ⅰ 佐藤正 ●

金曜日 ４講目 保育内容演習Ⅲ（環境） 佐藤慶 ●

金曜日 ４講目 中小企業論 石山 ●

金曜日 ４講目 中小企業論（SP) 石山 ●

金曜日 ４講目 教育課程論 西崎 ●

金曜日 ５講目 法学入門（M） 青山 ●

金曜日 ５講目 基礎英語Ⅰ（遠隔留学生用） 岡島 ●

金曜日 ５講目 図学Ⅰ 松岡 ●

金曜日 ５講目 教育実習（事前・事後指導）3年 荒木・渡部・藤根・堀川・髙井・市原・篠原 ●

金曜日 ５講目 教育実習（事前・事後指導）4年 荒木・渡部・藤根・堀川・髙井・市原・篠原 ● ● 保健体育：遠隔　その他：対面　

金曜日 ６講目 法学入門（M） 青山 ●

金曜日 ６講目 基礎英語Ⅰ（遠隔留学生用） 岡島 ●

金曜日 ６講目 図学Ⅰ 松岡 ●

金曜日 ６講目 教育実習（事前・事後指導）3年 荒木・渡部・藤根・堀川・髙井・市原・篠原 ●

金曜日 ６講目 教育実習（事前・事後指導）4年 荒木・渡部・藤根・堀川・髙井・市原・篠原 ● ● 保健体育：遠隔　その他：対面　

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 由水

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 信濃 ●

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 河野 ●

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 遠藤

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 鈴木重

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 岡島

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 青山

その他 未定 卒業論文（9月期卒） 石山

その他 未定 卒業研究（9月期卒用） 石井

その他 未定 専門研究ⅡB（9月期卒用） 三上

その他 未定 卒業制作・研究（9月期卒用） 林（佐藤正・星・島田・中島知）

その他 未定 卒業制作・研究（9月期卒用） 安田

その他 未定 卒業制作・研究（9月期卒用） 三上

その他 未定 建築研究Ⅰ 君

その他 未定 建築研究Ⅲ 君

その他 集中 経営組織論（再） 信濃 ●

その他 集中 経営管理論 信濃 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 由水 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 信濃 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 河野 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 遠藤 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 鈴木重 ●
※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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2021年度【第2Q】授業実施方法一覧 2021/06/02現在

曜日 講目 講義科目名（正式） 担当 遠隔 対面 その他 備考

その他 集中 専門演習ⅡＡ 岡島 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 青山 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 石山 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 市原 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 石井 ● 教員の指示による

その他 集中 専門演習ⅡＡ 篠原 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 小早川 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 上原 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 藤根 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 大島 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 吉江 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 西野 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 畠山 ●

その他 集中 専門演習ⅡＡ 佐々木智 ●

その他 集中 専門研究ⅠA 林（佐藤正・星・島田・中島知） ● ●

遠隔：林，佐藤正　対面：

星，島田

その他 集中 専門研究ⅠA 中島 ●

その他 集中 専門研究ⅠA 安田 ●

その他 集中 専門研究ⅠA 梅田力

その他 集中 専門研究ⅠA 松岡

その他 集中 専門研究ⅠA 北嶋 ●

その他 集中 専門研究ⅠA 上坂 ●

その他 集中 専門研究ⅠA 三上 ● 対面希望者は教員へ連絡

その他 集中 専門研究ⅡＡ
林（佐藤正・星・島田・中島知） ● ●

遠隔：林，佐藤正　対面：

星，島田

その他 集中 専門研究ⅡＡ 上坂 ●

その他 集中 専門研究ⅡＡ 中島 ●

その他 集中 専門研究ⅡＡ 安田 ●

その他 集中 専門研究ⅡＡ 松岡

その他 集中 専門研究ⅡＡ 北嶋 ●

その他 集中 専門研究ⅡＡ 三上 ● 対面希望者は教員へ連絡

その他 集中 建築研究Ⅰ 伊藤裕 ●

その他 集中 建築研究Ⅰ 佐藤善 ●

その他 集中 建築研究Ⅰ 佐々木哲 ●

その他 集中 建築研究Ⅰ 長森 ●

その他 集中 建築研究Ⅰ 小笠原 ●

その他 集中 建築研究Ⅲ 安藤 ●

その他 集中 建築研究Ⅲ 伊藤裕 ●

その他 集中 建築研究Ⅲ 佐藤善 ●

※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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その他 集中 建築研究Ⅲ 佐々木哲 ●

その他 集中 建築研究Ⅲ 長森 ●

その他 集中 建築研究Ⅲ 小笠原 ●

その他 集中 学校ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（学校体験活動） 堀川他 ●

※急な変更がおきることもあります。不明な点は，教員までMicrosoft Teamsにてお尋ねくださ
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