
前学期・火曜日・2限目

1 4月11日
オリエンテーション
・メンタルヘルス 野本ひさ

2 4月18日
オリエンテーション
・メンタルヘルス 楠元克徳 他

3 4月25日

4 5月2日 スポーツ 糸岡夕里 小林直人 食と健康 竹ノ内徳人

5 5月9日 食と健康 間々田理彦 青年期のこころ 加藤亜希 スポーツ 糸岡夕里

6 5月16日 加藤亜希

7 5月23日 スポーツ 糸岡夕里 薬師神芳洋

8 5月30日 食と健康 間々田理彦 山下政克

9 6月13日 小林直人 小林直人 柴 珠実 小林直人

10 6月20日 加藤亜希 加藤亜希 食と健康 間々田理彦 加藤亜紀

11 6月27日 加藤亜希 加藤亜希 加藤亜紀

12 7月4日 薬師神芳洋 薬師神芳洋 薬師神芳洋

13 7月11日 山下政克 山下政克 山下政克

14 7月18日 柴 珠実 柴 珠実 スポーツ 糸岡夕里 柴珠実

15 7月25日 まとめ 野本ひさ まとめ 野本ひさ まとめ 岡本威明 まとめ 加藤匡宏

法文（夜間主）
再履修

食と健康（食事バランスガイド）岡本威明

オリエンテーション・メンタルヘルス

オリエンテーション・メンタルヘルス

生活の医学

十河宏行

野本ひさ

楠元克徳 他

十河宏行

冨田享子・加藤匡宏

食と健康（食事バランスガイド）　　　岡本威明

生活の医学

青年期のこころ

火曜日・7限目（夜間主）

10141 10142 10143 10151

令和5年度 初年次科目「こころと健康」時間割

生活の医学 生活の医学

※オレンジ色は再履修生受け入れクラス

社会共創学部
再履修

農学部 教育学部

青年期のこころ 十河宏行

青年期のこころ

生活の医学 生活の医学

生活の医学

生活の医学



令和5年度 初年次科目「こころと健康」時間割

前学期・水曜日・1限目

1 4月12日
オリエンテーション
・メンタルヘルス 野本ひさ

2 4月19日
オリエンテーション
・メンタルヘルス 楠元克徳 他

3 4月26日

4 5月10日 食と健康 竹ノ内徳人 スポーツ 糸岡夕里 スポーツ 糸岡夕里

5 5月17日 小林直人 食と健康 竹ノ内徳人 食と健康 竹ノ内徳人

6 5月24日 加藤亜希 小林直人

7 5月31日 加藤亜希 加藤亜希 食と健康 竹ノ内徳人

8 6月7日 スポーツ 糸岡夕里 加藤亜希 小林直人

9 6月14日 小林直人 薬師神芳洋 加藤亜希

10 6月21日 加藤亜希 山下政克 加藤亜希

11 6月28日 加藤亜希 柴 珠実 薬師神芳洋

12 7月5日 薬師神芳洋 薬師神芳洋 山下政克

13 7月12日 山下政克 山下政克 柴 珠実

14 7月19日 柴 珠実 柴 珠実 スポーツ 糸岡夕里

15 7月26日 まとめ 上田敏子 まとめ 庭崎 隆 まとめ 野本ひさ まとめ 小林直人

食と健康（食事バランスガイド）　　　岡本威明

加藤匡宏

生活の医学

生活の医学

生活の医学

青年期のこころ 苅田知則

※オレンジ色は再履修生受け入れクラス

オリエンテーション・メンタルヘルス

オリエンテーション・メンタルヘルス 楠元克徳 他

野本ひさ

生活の医学

生活の医学

生活の医学

青年期のこころ 水口啓吾

青年期のこころ

生活の医学 生活の医学

青年期のこころ 信原孝司

医学科・看護学科
（重信キャンパス）

10147

法文学部（１８１～　）
理学部（１６１～　）

再履修
法文学部（１～１８０） 理学部（１～１６０）

10144 10145 10146



令和5年度 初年次科目「こころと健康」時間割

前学期・水曜日・2限目

1 4月12日

2 4月19日

3 4月26日

4 5月10日 小林直人 スポーツ 糸岡夕里 食と健康 間々田理彦

5 5月17日 加藤亜希 食と健康 間々田理彦 スポーツ 糸岡夕里

6 5月24日 加藤亜希 小林直人

7 5月31日 食と健康 間々田理彦 加藤亜希

8 6月7日 スポーツ 糸岡夕里 加藤亜希

9 6月14日 小林直人 薬師神芳洋

10 6月21日 加藤亜希 山下政克

11 6月28日 加藤亜希 柴 珠実

12 7月5日 薬師神芳洋 薬師神芳洋

13 7月12日 山下政克 山下政克

14 7月19日 柴 珠実 柴 珠実

15 7月26日 まとめ 加藤亜希 まとめ 庭崎 隆 まとめ 糸岡夕里

オリエンテーション・メンタルヘルス 楠元克徳 他

※オレンジ色は再履修生受け入れクラス

青年期のこころ

工学部（３４１～　）
再履修

食と健康（食事バランスガイド）　　　岡本威明

工学部（１～１８０） 工学部（１８１～３４０）

オリエンテーション・メンタルヘルス 野本ひさ

生活の医学 生活の医学

生活の医学

富田英司

青年期のこころ 相模健人 生活の医学

10148 10149 10150

青年期のこころ 浅川淳司

生活の医学

生活の医学
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