
講義コード 講義名 担当 講義コード 講義名 担当 講義コード 講義名 担当
地理 地21 地域⾃然情報の活⽤※４ 島津

環11 ⼈間活動と物質循環Ⅱ 須⽥ 環21 環境流体⼒学※１ 吉﨑 環31 ⽣物の多様性と社会 須⽥
（⽣物⽣産と⽣物圏の物質循環）

社福 社11 社会福祉の最先端Ⅲ 溝⼝
⼦福 ⼦11 保育者論 ⽮澤 ⼦21 国語 篠崎
地理 地12 地図と測量の科学※４ 島津 地22 南北アメリカ地誌 ⾙沼

環12 固体地球環境化学 清⽔ 環22 化学Ⅰ 清⽔
環16 ⽣物学Ⅰ 須⽥
環17 ⽣活環境の科学 岩崎

社福 社12 児童福祉論 新藤 社22 重複障害教育総論 中村
⼦福 ⼦12 ⼼理学Ⅱ ⽮澤 ⼦22 教育職概論 ⼤平
地理 地13 地形学※４ ⼩松 地23 ⾃然災害と地域 島津

環13 地学Ⅰ 川野 環23 ⼤気⼤循環論※２ 渡来
環18 ⽣物間の相互作⽤ 岩崎 環28 数学と社会 ⼭下

環29 地圏環境学概論 地学教員
環20 環境科学特論 吉岡

社福 社13 地域福祉論 稲葉 社23 仏教学 三友
⼦福 ⼦23 教育相談 村尾
地理
環境 環14 乾燥圏の環境 河野
社福 社14 ソーシャルワーク論Ⅰ 安達 社24 公的扶助論 ⾦⼦
⼦福 ⼦14 ⽣活 志村 ⼦24 教育福祉の最先端Ⅰ ⽥澤
地理 地25 地理情報科学の基礎 鈴⽊（厚）
環境 環15 ジオインフォマチックス 後藤 環25 環境⽔質化学 安原
社福 社15 ⾃⽴活動の理論と実際 ⽩井 社25 司法福祉 濵畑
⼦福 ⼦25 初等教科教育法（算数） 齋藤

講義コード 講義名 担当 講義コード 講義名 担当 講義コード 講義名 担当
地理 地41 ⾵⼟と⼈間⽣活※４ 島津
環境 環41 物理学Ⅰ※１ 吉﨑 環51 環境気象学概論※１ 吉﨑
社福 社51 共⽣の福祉学 ⾦⼦
⼦福 ⼦51 教育と保育の⼼理学ⅡA ⽮澤
地理 地42 観光地理学 ⽚柳

環42 ⾃然災害のメカニズム 北沢 環52 ⾃然観の変遷※１ 中川
環46 環境⽔⽂学概論 安原 環56 環境情報学概論 吉岡
環47 気候変動論※１ 中川

社福 社42 医療ソーシャルワーク論 保正 社52 仏教社会福祉 清⽔
⼦福 ⼦52 教育と保育の⼼理学ⅡC ⽮澤 ⼦62 現代と福祉 ⽥澤
地理 地63 測量学実践実習※３ 鈴⽊（重）
環境 環43 環境⽣物学概論 ⽣物教員 環53 都市⼤気環境 渡来
社福 社43 ソーシャルワーク総論 保正 社53 社会福祉原論 濵畑
⼦福 ⼦43 特別活動の指導法 ⼤平 社53 社会的養護Ⅰ ⼤⽵
地理 地44 都市と地域の計画 ⽚柳
環境 環44 情報システムの構築と応⽤ 後藤
社福 社44 福祉サービス論 ⼟屋 社54 社会保障論 ⾦⼦
⼦福 ⼦44 初等教科教育法（国語） 柴⽥ ⼦54 教育と保育の⼼理学ⅡB ⽮澤
地理 地55 地域景観の保全と復原 松尾・⾼⽥
環境
社福 社45 肢体不⾃由者の⼼理・⽣理・病理 仲⼭ 社55 福祉教育論 中村
⼦福 ⼦45 保育学 志村

お申し込み⽅法はこちらから
◇⽴正⼤学ホームページ

時限 集合時間 講義時間（９０分） 地理 地球環境科学部 地理学科 http://www.ris.ac.jp/
1限 9:00 ９：００〜１０：３０ 環境 地球環境科学部 環境システム学科
2限 10:30 １０：４０〜１２：１０ 社福 社会福祉学部 社会福祉学科
3限 12:45 １２：５０〜１４：２０ ⼦福 社会福祉学部 ⼦ども教育福祉学科
4限 14:30 １４：３０〜１６：００
5限 16:00 １６：１０〜１７：４０

◇注意事項
共通  あらかじめお申し込みになった講義の集合時間に、熊⾕⼊試課受付（ゲートプラザ１階）においでください。（時間厳守）

 ご説明ののち、係の者が教室へご案内いたします。
 講義は90分⾏っておりますが、講義⾒学は30分から60分程度となりますのでご了承ください。
 教室内では⼤学⽣が講義を受けております。講義の妨げになるような⾏為（私語、携帯電話の使⽤等）はご遠慮ください。
 都合により講義が休講されるなど、ご希望の講義が⾒学できない場合があります。あらかじめご了承ください。

環境  ※１の講義は、講義の進⾏上、授業終了まで途中の退出はご遠慮ください。
 ※２の講義は、iPADを利⽤した講義を体験できます。

地理  ※３の講義は、実習の様⼦を⾒学していただくのみとなります。
 ※４の講義は、iPADを利⽤した講義を体験できます。

◇お問い合せ ⽴正⼤学熊⾕⼊試課 TEL 048-536-6036

オープンクラス2015 in 熊⾕キャンパス 時間割表         ⽴正⼤学

１限

３限

４限

１２⽉１６⽇（⽔）１２⽉１４⽇（⽉） １２⽉１５⽇（⽕）

環境

環境

環境

２限

【事前予約制】参加ご希望の⽅は事前にお申し込みが必要です。下記から参加したい講義を選んでください。
チラシまたは⽴正⼤学ホームページ（右下のQRコードから）掲載の申込⽅法をご覧になってお申し込みください。

１２⽉１９⽇（⼟）１２⽉１８⽇（⾦）

環境

◇集合時間・授業時間 ◇学科名称

４限

５限

参加申込締め切り
１２⽉１０⽇（⽊）

１７：００まで

３限

５限

１限

２限

１２⽉１７⽇（⽊）


