
B2017年度　総合リハビリテーション学部  リハビリテーション学科　作業療法学専攻　授業時間割表
2015年度以前の学則適用者対象
履修年次 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 期間外講義

（○印は必修科目）期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
曜日時限 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

月

1

哲  学
（甲田）232 90013

教育学
（小川）231 90026

リハビリテーション
脳神経学Ⅰ
（三森）231
 98210

発達障害学
（河村）234 98213

就労支援技術学実習
（國貞、舟木） 98320
木工金工職業前訓練実習室
織物手工芸絵画実習室

総合臨床実習
 97401

１年次
◇共通教育科目
　スポーツⅢ
　【スキー・スノーボード】 90086
　（服部・菅・
　スポーツⅢ
　【ゴルフ】 90087
　
　スポーツⅢ
　（アクアスポーツ） 90050
　（服部・菅・瀬川・

　【留学生特例科目】
　日本事情Ⅰ（田野） 90096
　日本事情Ⅱ（田野） 90097
　日本語Ⅰａ（杉本） 90098
　日本語Ⅰｂ（杉本） 90099

◇専門教育科目
　○臨床見学実習（別表１） 98114

心理学
（鶴田）125 90016

文  学
（田野）233 90014

2

法　学
（吉村）235 90021

生物学
（井口）235 90034

リハビリテーション精神医学
（山路）232 98209

住環境整備論
（大井）231 98315

歴史学
（橋本）125 90024

日本語表現法
（田野）234 90017

化　学
（金子）133 90032

3

芸術学
（原田）235 90018

数　学
（吉野）235 90028 発達障害作業療法学各論

（小澤恭）232 98308
作業療法管理運営学
（山路）234 98303コミュニケーション論

（杉本）234 90020
統計学

（間島）125 90027

4
経済学

（林行）121 90022
化学実験
4・5 時限
（笛吹、林慎、金子）
生物、化学実験室
 90033

物理学実験
4・5 時限
（吉野、富永）
物理学実験室
 90031

発達障害作業療法学総論
（小澤恭）241 98222

精神・認知機能能力評価学
（山路）242 98219

身体障害作業療法学各論
（舟木）332 98304

身体障害作業療法学演習
（舟木、叢） 98305
動態解析実習室
織物手工芸絵画実習室生物学実験

（清水、藤本、川中、徳毛）4・5時限
生物、化学実験室 90036

5
リハビリテーション
脳神経学Ⅰ
（三森）233
 98210

２年次
◇共通教育科目
　情報倫理（大西） 90046
　人間と科学・技術Ⅲ（大西） 90012
　情報処理Ⅳ（糸川、島田） 90043
　【留学生特例科目】
　日本語Ⅱ（杉本） 90100

◇専門教育科目
　○臨床体験実習（別表１） 98229
　○医療英語 98230
　○救急医学（長谷） 98212
　　保健医療福祉論（長谷） 98214
　○小児機能能力評価学（小澤恭） 98215
　○精神・認知機能能力評価学実習 98220
　○身体障害作業療法学総論 98221
　○精神障害作業療法学総論 98223
　○病理学概論（茂木、山岡、三森） 98204

社会学
（河野）231 90023 文化人類学

（村上）125 90019政治学
（村上）121 90025

火

1 物理学
（向田）321 90029

人間と思想・文化Ⅰ
（田野）233 90004

作業療法特別講義Ⅰ
242 98324

作業療法特別講義Ⅱ
242 98325

2 作業療法概論
（山路）231 98111

リハビリテーション脳神経学Ⅱ
（三森）234 98211

発達障害作業療法学演習
（小澤恭、平澤）
レクリエーション実習室 98309

3

ドイツ語ａ
（甲田）233 90077

ドイツ語ｂ
（甲田）233 90078

運動系機能能力評価学
（平澤）235 98217

神経系機能能力評価学
（小澤恭）231 98216

精神障害作業療法学各論
（國貞）232 98310

精神障害作業療法学演習
（國貞、平澤） 98311
織物手工芸絵画実習室

中国語ａ
（橋本）335 90079

中国語ｂ
（橋本学）335 90080

韓国語 a
（鞠）241 90081

韓国語ｂ
（鞠）241 90082

4 基礎
ゼミナール
 90088

運動系機能能力評価学実習
（平澤、舟木） 98218
動態解析実習室

5 心身障害児療育論
（河村）242 98322

国際社会の理解Ⅲ
（橋本）125 90003

水

1 チュートリアル
（別表１） 98151

人間と現代社会Ⅰ
（村上）121 90007

国際社会の理解Ⅰ
（村上）341 90001 Global Communication（チェリー）

コミュニケーション実習室 2
 90095

３年次
◇共通教育科目
　情報処理Ⅴ（糸川） 90044
　情報処理Ⅵ（宮崎） 90045

◇専門教育科目
　○臨床推論実習（別表１） 98323
　　専門職連携演習 98326

人間と思想・文化Ⅲ
（鶴田）321 90006

2 英語Ⅳ a
（三宅）148 90075

英語Ⅳ b
（三宅）148 90076

3
スポーツⅠ
（菅）232
 90083

情報処理Ⅱ
（宮崎、大西）第 2情報演習室
 90041

4
スポーツⅡ

 90084

解剖学Ⅱ
（三森）231 98102

英語Ⅲ a
（山中）148 90073

英語Ⅲｂ
（山中）147 90074

老年期障害作業療法学
（叢）241 98306

老年期障害
作業療法学演習
（叢、舟木）
織物手工芸
絵画実習室
 98307

義肢装具学
演習

（叢、舟木）
装具加工実習室
木工金工職業前
訓練実習室
 98314

４年次
◇専門教育科目
　○総合臨床実習（別表１） 98401
　○作業療法演習（別表２） 98402
　○卒業研究（別表３）
　　専門職連携演習 98326

情報処理Ⅲ
（宮崎、大西）第 2情報演習室 90042

精神障害作業療法学総論
（國貞）242 98223

5 倫理学
（甲田）341 90015

リハビリテーション運動学
（田中）231 98105

ヘルスプロモーション論
（高尾）231 98228

義肢装具学
（佐々木）234 98313

作業療法学演習
（別表 2） 98402

木

1 公衆衛生学
（高井）334 98113

人間と現代社会Ⅲ
（橋本）232 90009 住環境整備論実習

（大井、叢） 98316
木工金工職業前訓練実習室

2
情報処理Ⅰ a

 90037

情報処理Ⅰｂ
（大西、間島、宮崎、 、糸川、島田）
 90039

リハビリテーション整形外科学Ⅰ
（長谷）234 98207

リハビリテーション整形外科学Ⅱ
（長谷）234 98208

高次脳機能障害作業療法学
（大井）233 98312

3 英語Ⅱａ
（三宅）148 90059

英語Ⅱｂ
（三宅）148 90066

日常生活活動学
（舟木）
 

98225 日常生活活動学実習
（舟木、平澤） 98226
動態解析実習室
織物手工芸絵画実習室

福祉機器適用論
（叢）235 98317

人間と思想・文化Ⅱ
（原田）335 90005

人間と科学・技術Ⅱ
（園田）323 90011

4 解剖学Ⅰ
（山岡）332 98101

リハビリテーション概論
（長谷）125 98108

地域作業療法学演習
（山路、叢） 98321
木工金工職業前訓練実習室

5 生理学Ⅰ
（山岡）多目的室 3,4 98104

金

1 英語Ⅰａ
（山中）147 90047

英語Ⅰｂ
（山中）147 90053

国際社会の理解Ⅱ
（橋本）336 90002 リハビリテーション内科学Ⅱ

（三森）234 98206
作業療法研究法

（小澤恭）232 98302 福祉機器適応論実習
（叢、平澤） 98318
木工金工職業前訓練実習室

人間と現代社会Ⅱ
（赤井）324 90008

リハビリテーション内科学Ⅰ
（三森）231 98205

2 生命倫理
（長谷）125 98109

リハビリテーション心理学
（大井）233 98110

生理学Ⅱ
（山岡）多目的室 3,4 98201

3 医学概論
（山岡、長谷）232 98107

人間発達学
（河村、小澤恭）234 98106 リハビリテーション運動学実習

（小澤 、叢） 98203
木工金工職業前訓練実習室
レクリエーション実習室 生理学実習

（山岡、岩城、大井、坂、平澤）
人体生理学実習室 98202

就労支援技術学
（國貞）231 98319

4
解剖学実習

（三森、長谷、國貞、隅田） 98103
人体生理学実習室
生理学実習室

老年医学
（三森）235 98301

5 人間と科学・技術Ⅰ
（金子）332 90010

大井、三森、山路、小澤恭、
國貞、叢、平澤、舟木、
山岡、長谷

（別表２）

1 組（大井） 98411
2 組（三森） 98412
3 組（山路） 98413
4 組（小澤恭） 98414
5 組（國貞） 98415
6 組（叢） 98416
7 組（舟木）

（別表３）

大井、三森、山路、小澤恭、
國貞、叢、平澤、舟木

（別表１）

：必修科目
：選択科目

◆授業時間

◆期間外講義についての詳細は、
　後日掲示でお知らせします。

◆記号説明

1時限 9：00～10：30
2時限
3時限
4時限
5時限

10：40～12：10
13：00～14：30
14：40～16：10
16：20～17：50

織物工芸、絵画、木工金工職業前訓練実習室

 


