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No 学科 学年 実施予定科目 担当教員 授業開始日(曜日) 講時 使用教室

1 院(スポ) 2 特別研究指導Ⅱ 井出　幸二郎 令和2年8月17日(月) 1・2 スポル第1測定室、環境制御室

2 スポ 1A(男子) 生涯スポーツ(バドミントン) 北村　優明 令和2年8月17日(月) 1・2 スポルホール

3 スポ 1B(男子) 生涯スポーツ(バドミントン) 竹内　雅明 令和2年8月17日(月) 1・2 第1体育館

4 スポ 1C 生涯スポーツ(エアロビック) 是枝　亮 令和2年8月17日(月) 1・2 スポル 多目的ホール

5 スポ 3 野外教育指導演習
坂谷 充・粥川 道子・
安原 政志

令和2年8月17日(月) 1・2
スポル6F大会議室、スポル倉庫前、屋外各種活
動場所(パルグラウンド、雅館前など)

6 スポ 3(男子) 生涯スポーツ指導演習(水泳･水中運動) 花井 篤子・高屋敷 亨子 令和2年8月17日(月) 1・2 スポル プール

7 健康 3(男子) 生涯スポーツ指導演習(水泳･水中運動) 花井 篤子・高屋敷 亨子 令和2年8月17日(月) 1・2 スポル プール

8 スポ(ト) 4 アスレティックトレーニング指導実習 吉田 真・吉田 昌弘 令和2年8月17日(月) 1・2

陸上競技場、野球場グラウンド、テニスコート、スポル
プール、スポルホール、多目的ホール、スポルジムナス
ホール、第1体育館、第2体育館、多目的グラウンド、AT
演習室

9 教育(幼) 2 保育内容(健康) 岡　健吾 令和2年8月17日(月)のみ 1・2 第2体育館

10 ライフ 2 ドレーピング 加藤　万紀 令和2年8月17日(月) 1・2 第1被服実習室

11 芸術 1 パターンメーキング 冨田　玲子 令和2年8月17日(月) 2・3 第2被服実習室、CAD実習室

12 スポ 1(女子) 生涯スポーツ(バドミントン) 竹内　雅明 令和2年8月17日(月) 3・4 スポルホール

13 芸術 1 服飾基礎実習(1/2･2/2) 冨田　玲子 令和2年8月17日(月) 4・5 第2被服実習室、CAD実習室

14 ライフ 2 テキスタイル 大信田　静子 令和2年8月17日(月) 3～5 第1被服実習室

15 教育(養) 2 衛生学実験 佐々木　浩子
令和2年8月17日(月)以降
※現時点で未定

3・4
学外(江別市環境クリーンセンター、リサイクル
センターを予定)

16 スポ 1C(男子) 生涯スポーツ(バドミントン) 北村　優明 令和2年8月18日(火) 1・2 スポルホール

17 スポ 1D(男子) 生涯スポーツ(バドミントン) 竹内　雅明 令和2年8月18日(火) 1・2 第1体育館

18 スポ 1A 生涯スポーツ(エアロビック) 是枝　亮 令和2年8月18日(火) 1・2 スポル 多目的ホール

19 教育(初) 1
体育科概論
(対象：①グループ)

岡　健吾 令和2年8月18日(火)のみ 1・2 第2体育館

20 芸術 2 総合演習Ⅰ（絵画） 林　亨 令和2年8月18日(火) 2～3 絵画スタジオ2

21 芸術 3 専門演習Ⅰ（絵画） 林　亨 令和2年8月18日(火) 2～3 絵画スタジオ2

22 ライフ 2 キッズファッション 大信田　静子 令和2年8月18日(火) 2～4 第1被服実習室

23 ライフ 2 舞台木材道具制作演習
平井 伸之・村松 幹男・
福田 恭一

令和2年8月18日(火)のみ 2～4 多目的大教室

24 スポ 1D 生涯スポーツ(エアロビック) 是枝　亮 令和2年8月19日(水) 1・2 スポル 多目的ホール

25 教育(初) 1
体育科概論
(対象：②グループ)

岡　健吾 令和2年8月19日(水)のみ 1・2 第2体育館

26 ライフ 2 ラジオ･ドラマ制作
平井 伸之・田 光子・
村松 幹男

令和2年8月19日(水) ２・３ 多目的大教室

27 芸術 1 ファッション造形実習(1/2･2/2) 辻　美恵子 令和2年8月19日(水) 2～4
第2被服実習室
※9月3日(木)のみ第1被服実習室

28 ライフ 1 ファッション造形実習Ⅰ(1/2･2/2) 辻　美恵子 令和2年8月19日(水) 2～4
第2被服実習室
※9月3日(木)のみ第1被服実習室

29 芸術 3 ブランディングデザイン論 冨田　玲子 令和2年8月19日(水) 3・4 第３被服実習室、CAD実習室

30 スポ 1B 生涯スポーツ(エアロビック) 是枝　亮 令和2年8月20日(木) 1・2 スポル 多目的ホール

31 健康(健介) 1
生涯スポーツ(エアロビック)
(対象：木曜日１講目の受講者)

是枝　亮 令和2年8月20日(木) 1・2 スポル 多目的ホール

32 健康(健介) 1
生涯スポーツ(エアロビック)
(対象：月曜日３講目の受講者)

是枝　亮 令和2年8月20日(木) 1・2 スポル 多目的ホール

33 スポ 3 専門演習Ⅰ 坂谷　充 令和2年8月20日(木) 1・2 スポル倉庫前(屋外)

34 スポ 4 専門演習Ⅲ 坂谷　充 令和2年8月20日(木) 1・2 スポル倉庫前(屋外)

35 教育(幼) 1 体育科概論 岡　健吾 令和2年8月20日(木)のみ 1・2 第2体育館

36 芸術 2 彫刻Ⅲ 藤本　和彦 令和2年8月20日(木)のみ 1・2 彫刻スタジオ

37 ライフ 2 ファッション造形実習Ⅲ(1/2･2/2) 加藤　万紀 令和2年8月20日(木) 1・2 第２被服実習室

38 芸術 1 服飾造形論 辻　美恵子 令和2年8月20日(木) 3・4 第1被服実習室

39 ライフ 1 服飾造形論 辻　美恵子 令和2年8月20日(木) 3・4 第1被服実習室

40 芸術 2 服飾創作 冨田　玲子 令和2年8月20日(木) 3～5 第2被服実習室、CAD実習室

41 教育(初) 2 保育内容(健康) 岡　健吾 令和2年8月21日(金)のみ 1・2 第2体育館

42 芸術 4 創作テキスタイル(1/2･2/2) 大信田　静子 令和2年8月21日(金) 3～5 648教室

43 ライフ 1 パターンメーキング基礎 冨田　玲子 令和2年8月21日(金) 3～5 第2被服実習室

44 健康(他) 3 相談援助実習 神部 雅子・久野 真知子 令和2年8月22日(土) 1～5 732教室、735教室

45 教育(養) 3※
養護実践学演習
(対象：前年度後学期の受講者)

今野 洋子・佐藤 朱美 令和2年8月22日(土) 2 649教室

46 スポ 3(女子) 生涯スポーツ指導演習(水泳･水中運動) 花井 篤子・高屋敷 亨子 令和2年8月24日(月) 1・2 スポル プール

47 健康 3(女子) 生涯スポーツ指導演習(水泳･水中運動) 花井 篤子・高屋敷 亨子 令和2年8月24日(月) 1・2 スポル プール

48 院(臨) 1 臨床心理査定演習Ⅱ 入江 智也・飯田 昭人 令和2年8月24日(月) 3・4 735教室

49 ライフ 2 専門ゼミⅠ 大信田　静子 令和2年8月24日(月) 3～5 第1被服実習室

50 スポ 2 レクリエーション実技
坂谷 充・粥川 道子・
安原 政志

令和2年8月25日(火) 1～3
第1体育館、多目的グラウンド、スポルホール、
スポル６Ｆ大会議室

51 芸術 4 卒業研究(舞台芸術)
村松 幹男・平井 伸之・
田 光子

令和2年8月26日(水） 2～6 814ゼミ室

52 芸術 3 専門演習Ⅰ 冨田 玲子・大信田 静子 令和2年8月26日(水) 3～5 第3被服実習室、CAD実習室

53 芸術 3 専門演習Ⅰ(舞台芸術)
村松 幹男・平井 伸之・
田 光子

令和2年8月31日(月) 2～6 814ゼミ室

54 芸術 2 総合演習Ⅰ 冨田 玲子 令和2年9月3日(木) 3～5 第2被服実習室、CAD実習室

55 スポ 2
野外教育実習
(対象：前半グループ)

坂谷 充・青木 康太朗・
三上 薫

令和2年9月8日(火) 1〜4
パルグラウンド、パルグラウンド下の林、校舎中
庭など、大学周辺施設(野幌森林公園を予定)

56 健康 4 専門演習Ⅲ 梶　晴美 令和2年9月9日(水)のみ
9時30分から

17時45分まで
学外(民族共生象徴空間ウポポイ)
※施設の予約が取れない場合は、9月10日(木)

57 芸術 4 卒業研究 冨田 玲子・大信田 静子 令和2年9月10日(木)のみ 2～5 648教室、CAD実習室

58 健康(介) 2 介護技術演習Ⅱ(1/2･2/2) 佐藤 郁子・山道 祐子 令和2年9月14日(月)のみ 1・2 721教室、介護実習室

59 健康(介) 2 介護基礎演習
本間 美幸・八巻 貴穂・
古市 孝義・小川 好子・
竹田 千春

令和2年9月14日(月) 2 724教室、725ゼミ室

60 スポ 3 専門演習Ⅰ 瀧澤　聡 令和2年9月15日(火)
9時00分から

18時00分まで
学外(民族共生象徴空間ウポポイ)

61 スポ 2
野外教育実習
(対象：後半グループ)

坂谷 充・青木 康太朗・
三上 薫

令和2年9月15日(火) 1〜4
パルグラウンド、パルグラウンド下の林、校舎中
庭など、大学周辺施設(野幌森林公園を予定)

62 健康 2 障害者福祉論 梶　晴美 令和2年9月25日(金)のみ 2 722教室

63 心理 2 障害者福祉論 梶　晴美 令和2年9月25日(金)のみ 2 722教室

64 スポ 2 地域支援実習
阿部 豊・小坂井 留美・
畝中 智志・渡部 峻

令和2年9月26日(土)または
令和2年9月27日(日)

7時45分から
18時00分まで

学外(北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル
砂川及び石山登山道)
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