
【2023.2】モチベーション行動科学部 通信教育課程
2023年度 スクーリング科目（対面授業・メディア授業・ライブ授業）開講予定表

※現時点における予定ですので、今後変更の可能性もございます。

週末A(CA-) 短期A(BA-) 夏期A(AA-) 夏期B(AB-) 週末B(CB-) 週末C（CC-） 短期B(BB-) 短期C（BC-） 

6/10(土)･11(日)
17(土)･18(日)

7/15(土)・16(日)・17(月/祝) 8/5(土)〜10(⽊) 8/11(⾦/祝)〜16(⽔)
11/18(土)・19(日)、

25(土)・26(日)
12/9(土)・10(日)
16(土)・17(日)

1/6(土)・7(日)・8(月/祝)
一部：1/13（土）・14（日）

2/10(土)・11(日/祝)・12(月/祝)
一部：2/3（土）・4（日）

体育実技A 英語コミュニケーションⅡ 国語表現
[8/5・6・7］

中国語
[8/11・12・13］ 国語表現 レクリエーション論 情報処理基礎Ⅱ

（機器操作を含む）
心理学実験
［＋3・4］

コミュニケーション・スキル 簿記
英語コミュニケーションⅠ
※4クラス開講
[8/8・9・10］

心理的アセスメント 心理療法 体育実技B 心理的アセスメント
[＋13・14] 心理演習

心理学実験 心理療法
[8/14・15・16］

英語コミュニケーションⅠ
※2クラス開講

公共サービス論

週末A(CA-) 短期A(BA-) 夏期A(AA-) 夏期B(AB-) 週末B(CB-) 週末C（CC-） 短期B(BB-) 短期C（BC-） 

6/10(土)･11(日)
17(土)･18(日)

7/15(土)・16(日)・17(月/祝) 8/5(土)〜10(⽊) 8/11(⾦/祝)〜16(⽔)
11/18(土)・19(日)、

25(土)・26(日)
12/9(土)・10(日)
16(土)・17(日)

1/6(土)・7(日)・8(月/祝)
2/10(土)・11(日/祝)・12(月/祝)

一部：2/3（土）・4（日）

ビジネスプランニング
※2022年度以前入学者対象

政治学
[8/11・12・13］ 心理調査概論 経営リスクマネジメント

国際社会の福祉
※2019年度以降入学者対象

 週末A(CAｍ-) 短期A(BAm-) 週末C(CCm-) 短期B(BBm-) 短期C(BCm-） 

5/11(⽊)〜6/11(日) 6/16(⾦)〜7/17(月/祝) 11/10（⾦）〜12/10（日） 12/8（⾦）〜1/8（月/祝） 1/5（⾦）〜2/4（日）

情報処理基礎Ⅰ
（機器操作を含む） 脳科学 情報処理基礎Ⅰ

（機器操作を含む） 心理学研究法 リスニング

心理学研究法 心理学統計法 心理学統計法 コーチング 産業カウンセリング

コーチング 生涯学習論 マーケティング

【留意事項】①カリキュラムの変更に伴い、一部名称が変更となった科目があります。旧科目名称時、既に単位を修得した科目については再度履修することはできません。
      ②2022年度より、一部スクーリング科目においてライブ授業（zoomやgooglemeetを用いたリアルタイム遠隔授業）を実施いたします。対面スクーリングと同様の授業時間全てに出席の必要があり、
       webカメラとマイクを使用して自宅PCから受講します。
            ③一部履修条件のある科目があります （※） 。履修条件がある科目は、履修登録の時点で前提となる科目の単位を修得しておく必要があるため、原則同学期内に履修することはできません。 各自「学生便覧」を確認の上履修してください。
                         ※「情報処理基礎Ⅱ（機器操作を含む）」「心理学実験」「心理的アセスメント≪2023年度入学生より適用≫」

情報処理基礎Ⅰ
（機器操作を含む）

リスニング

心理学統計法

心理学研究法

【履修登録期間】
■週末A（6月）〜夏期（8月）：4/20(⽊)〜4/26(⽔)予定

【履修登録期間】
■週末B（11月）：10/1(日）〜10/5(⽊)予定 ■週末C(12月）〜週末D（2月）：10/20（⾦）〜10/26（⽊） 予定

※開講予定表に記載があっても学生形態・コースによって開講科目が異なります。
 所属しているコースで開講していない科目は履修することができませんので、各自『学生便覧』等で履修が可能な科目をご確認くだ
さい。

夏期(Am-)

7/20(⽊)〜8/20(日)

対  面  授  業

ラ  イ  ブ  授  業

メ  デ  ィ  ア  授  業

春学期 秋学期
【履修登録期間】

■週末A（6月）〜夏期（8月）：4/20(⽊)〜4/26(⽔)予定
【履修登録期間】

■週末B（11月）：10/1(日）〜10/5(⽊)予定 ■週末C(12月）〜週末D（2月）：10/20（⾦）〜10/26（⽊） 予定

【履修登録期間】
■週末A（6月）〜夏期（8月）：4/20(⽊)〜4/26(⽔)予定

春学期 秋学期
【履修登録期間】

■週末B（11月）：10/1(日）〜10/5(⽊)予定 ■週末C(12月）〜週末D（2月）：10/20（⾦）〜10/26（⽊） 予定

春学期 秋学期

2020年1月〜
体育実技A・体育実技Bは、堀切キャンパスではなく、六町グラウンド体育館で開講し
ます。詳細は別途履修者へCoLSお知らせよりご案内します。

六町グラウンド体育館住所：〒121-0062 東京都足立区南花畑1-14-24



モチベーション行動科学部　通信教育課程

※現時点での予定ですので、今後変更の可能性もあります。

※2019年度よりカリキュラム変更に伴い、一部科目名が変更となった科目があります。

　（ 《　》　内が旧科目名称 ）旧科目名称時、既に単位を修得した科目については再度履修することはできません。

【授業時間】

1限 2限 昼休み 3限 4限 5限 6限

授業時間 8:50～10:20 10:30～12:00 12:00～12:50 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 17:50～19:20

【夏期A(8月)スクーリング】

8/5(土) 8/6(日) 8/7(月) 8/8(火) 8/9(水) 8/10(木)

2～5限 1～5限 ― 1～5限 1～5限 1～5限

【夏期B(8月)スクーリング】

8/11(金・祝) 8/12(土) 8/13(日) 8/14(月) 8/15(火) 8/16(水)

2～5限 1～5限 1～5限 1～4限 1～4限 1～2限

【短期A(1月)スクーリング+2日間】

1/6(土) 1/7(日) 1/8(月/祝) 1/13(土) 1/14(日)

2～6限 1～6限 1～4限 2～6限 1～4限

【週末D(2月)スクーリング+1日間】

2/3(土) 2/4(日) 2/10(土) 2/11(日/祝) 2/12(月/祝)

3～6限 1～5限 2～6限 1～5限 1～5限心理学実験　《心理学実験実習》

心理的アセスメント　《心理アセスメント》

科目名

開講日程

心理的アセスメント　《心理アセスメント》

科目名

開講日程

【2023.2】2023年度
「心理学実験」「心理的アセスメント」時間割

科目名

開講日程

心理学実験　《心理学実験実習》

科目名

開講日程



2023 年 2 月 日 

東京未来大学通信教育課程 

◆スクーリング（対面・ライブ）科目 時間割表◆ 
 

＜短期・夏期スクーリング＞ 

1 日目       ３、４、５    計３コマ 

2 日目  １、２、３、４、５    計５コマ 

3 日目  １、２、３、４    計４コマ 

合計：3 日間 12 コマ 1 科目履修 

 

＜週末スクーリング＞ 

1 日目    ３、４、５    計３コマ 

2 日目   ２、３、４      計３コマ 

3 日目     ３、４、５    計３コマ 

4 日目   ２、３、４      計３コマ 

合計：4 日間 12 コマ 1 科目履修 

 

◆スクーリング（対面・ライブ）科目時間割表◆ 

スクーリング（対面・ライブ）科目の授業の授業は 1 コマ(時限)90 分とし、各授業時間は

下記に従って行われます。 

 

時限 授業時間 

1 時限目 8：50～10：20 

2 時限目 10：30～12：00 

昼休み 

3 時限目 12：50～14：20 

4 時限目 14：30～16：00 

5 時限目 16：10～17：40 

6 時限目 17：50～19：20 

 

＊一部特別な時間割・コマ数で開講する科目があります。必ず別資料を参照してください。 


