
水
授業コード 学科 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 学科 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 学科 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 学科 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 学科 科目名称 配当学年 氏名

前 30006 共通 消費者経済学 1 小野瀬　裕子 31112 被服 被服デザインI _02 1 畑　久美子 31113 被服 被服デザインI _03 1 畑　久美子 30001 共通 家政学原論I 1 川上　雅子 30016 共通 被服学概論 1 丸田　直美他

期 30014 共通 人間学 1 白川　佳子 31133 被服 伝統染織技法実習(和裁Ｉ) _01 1 田中　淑江 31134 被服 伝統染織技法実習(和裁Ｉ) _02 1 田中　淑江 30050 共通 基礎物理学 1 杉　憲子

30019 共通 考古学 3・4 徳田　誠志 31045 被服 被服パターン設計演習 I _02 2 丸田　直美 31063 ★被服 被服造形学実習（教職） 2 丸田　直美 30012 共通 保育学 3 小原　敏郎

31111 被服 被服デザインI _01 1 畑　久美子 31027 被服 染色実習 _01 3 後藤　純子 31028 被服 染色実習 _02 3 後藤　純子 31150 被服 被服平面造形学 1 田中　淑江

31044 被服 被服パターン設計演習 I _01 2 丸田　直美 31207 ★被服 卒業論文 （藤田） 4 藤田　雅夫 31098 被服 アパレルグラフィックスII 3 古川　貴雄

31094 被服 被服環境学 3・4 松本　太 31205 ★被服 卒業論文 （長崎） 4 長崎　巌

31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31208 ★被服 卒業論文 （丸田） 4 丸田　直美

33003 食食 化学実験Ⅰ _01（食食） 1 熊谷仁/根建美也子 33031 食食 健康科学概論 1 木下　伊規子

33041 食食 栄養学 2 薗田　勝 33061 食食 調理学 _01（食食） 2 近堂　知子

33067 食食 調理学実習ＩＩ _01（食食） 3 平尾　和子 33068 食食 調理学実習ＩＩ _02（食食） 3 平尾　和子

33411 食管 健康管理概論（社会福祉概論を含む） 1 川久保　清 33401 食管 化学実験Ⅰ _02（管理） 1 熊谷仁/根建美也子

33501 食管 給食経営管理論 I (給食計画･実務論を含む) 2 木下　伊規子 33511 ★食管 総合演習 4 吉浦　健太他 33445 食管 食品学総論実験II _02 3 村上　昌弘

33444 食管 食品学総論実験II _01 3 村上　昌弘 33449 食管 食品衛生学実験 _04（管理） 3 伊藤　裕才

33448 食管 食品衛生学実験 _03（管理） 3 伊藤　裕才 33809 ★食物 卒業論文 （川上） 4 川上　浩 33461 食管 基礎栄養学 2 薗田　勝

33854 ★食物 卒業演習 （川上） 4 川上　浩 35158 建デ 図学I _02 1 久永　文 33860 ★食物 卒業演習 （上原） 4 上原　誉志夫 33810 ★食物 卒業論文 （上原） 4 上原　誉志夫

35033 ★建デ 立体構成演習 _01 1 村田　桂太 35034 ★建デ 立体構成演習 _02 1 村田　桂太 35055 建デ 建築施工 2 中江　豪

35085 建デ 建築・インテリア演習I _01 1 戸田泰男/藤本麻紀子 35062 建デ 建築計画学I 3 髙橋　大輔 35086 建デ 建築・インテリア演習I _02 1 戸田泰男/藤本麻紀子

35157 建デ 図学I _01 1 久永　文 35174 建デ 陶芸演習I _02 3 川辺　美佳 35260 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （松本） 4 松本　年史

35168 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _01 2 齋藤　知己 35306 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （林田） 4 林田　廣伸 37078 児童 保育・教育インターンシップ 2 守隨　香

35181 ★建デ イラストレーションテクニック 2 久我　修一 37012 児童 教育心理学 _01 1 白川　佳子 37013 児童 教育心理学 _02 1 白川　佳子 37355 児童 初等教科教育法（生活） 3 清水　秀夫

35060 建デ 構造計画 3 松本　年史 35061 建デ 構造設計 3 松本　年史 37025 児童 障害児保育 _02 2 権藤　桂子 37026 児童 障害児保育 _03 2 権藤　桂子 37356 児童 初等教科教育法（音楽） 3・4 村上　康子

35173 建デ 陶芸演習I _01 3 川辺　美佳 37052 児童 保育内容総論 _02 2 入江　礼子 37053 児童 保育内容総論 _03 2 入江　礼子

37001 ★児童 児童学基礎演習 _01 1 河原　紀子 37060 児童 子どもと人間関係 _02 2 西坂　小百合 37061 児童 子どもと人間関係 _03 2 西坂　小百合

37002 ★児童 児童学基礎演習 _02 1 守隨　香 37067 児童 子どもの生活と遊び（表現） _01 3 村上/大沼/伊藤 37043 児童 家庭支援論 3 守隨　香

37003 ★児童 児童学基礎演習 _03 1 篠沢　薫 37068 児童 子どもの生活と遊び（表現） _02 3 村上/大沼/伊藤 37357 児童 初等教科教育法（図画工作） 3・4 安田　悟

37004 ★児童 児童学基礎演習 _04 1 綾野　鈴子 37069 児童 子どもの生活と遊び（表現） _03 3 村上/大沼/伊藤

37005 ★児童 児童学基礎演習 _05 1 上出　香波 37318 ★児童 教育実習（事前事後指導） _01（2015～2016） 3・4 綾野　鈴子

37006 ★児童 児童学基礎演習 _06 1 佐藤　千晶 37319 ★児童 教育実習（事前事後指導） _02（2015～2016） 3・4 田代　幸代

37045 児童 子育て支援論 _01 3・4 小原　敏郎 37024 児童 障害児保育 _01 2 権藤　桂子 37320 ★児童 教育実習（事前事後指導） _03（2015～2016） 3・4 本澤　淳子

37232 ★児童 卒業研究 （入江） 4 入江　礼子 37051 児童 保育内容総論 _01 2 入江　礼子 37322 ★児童 教育実習（事前事後指導） _04（2015～2016） 3・4 清水　秀夫

37059 児童 子どもと人間関係 _01 2 西坂　小百合

37046 児童 子育て支援論 _02 3・4 小原　敏郎

37238 ★児童 卒業研究 （白川） 4 白川　佳子

37241 ★児童 卒業研究 （村上） 4 村上　康子

37242 ★児童 卒業研究 （安田） 4 安田　悟

後 30005 共通 家庭経営学II 1 小野瀬　裕子 31127 被服 色彩デザイン _02 1 瀬川　かおり 31063 ★被服 被服造形学実習（教職） 2 田中　淑江 30002 共通 家政学原論II 1 川上　雅子 33046 食食 食と環境 3 宮﨑　裕美

期 30007 共通 生活関連法規 3・4 近藤　恵 31046 被服 被服パターン設計演習 II _01 2 丸田　直美 31030 被服 染織品保存科学 3・4 後藤　純子 30065 共通 環境学概論 2 杉　憲子

31126 被服 色彩デザイン _01 1 瀬川　かおり 31018 被服 被服管理学実験II 3 後藤　純子 31051 被服 アパレルCAD I _01 2 古川　貴雄 31135 被服 伝統染織技法実習(和裁Ｉ) _03 1 田中　淑江

31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31075 被服 被服マーケティング演習 3 藤田　雅夫 31207 ★被服 卒業論文 （藤田） 4 藤田　雅夫 31052 被服 アパレルCAD I _02 2 古川　貴雄

33077 食食 伝統食品・調理論 4 近堂　知子 33078 食食 伝統食品・調理論実習 4 近堂　知子 31205 ★被服 卒業論文 （長崎） 4 長崎　巌

33402 食管 化学実験II _02（管理） 1 熊谷仁/深尾友美 31208 ★被服 卒業論文 （丸田） 4 丸田　直美

33423 食管 生化学実験I _01 2 薗田　勝 33004 食食 化学実験II _01（食食） 1 熊谷仁/深尾友美

33442 食管 食品学総論実験I _01 2 村上　昌弘 33472 食管 栄養教育論II 1 瀬戸　美江 33076 食食 食事計画・評価論 3 平尾　和子

33493 食管 公衆栄養学実習 _01 4 川久保　清 33511 ★食管 総合演習 4 吉浦　健太他 33424 食管 生化学実験I _02 2 薗田　勝

33854 ★食物 卒業演習 （川上） 4 川上　浩 33435 食管 運動生理学 3 大田　隆雄

35033 ★建デ 立体構成演習 _01 1 村田　桂太 33453 食管 調理学 _02（管理） 1 近堂　知子

35035 建デ 観察・描写 _01 1 河原　うらら 33443 食管 食品学総論実験I _02 2 村上　昌弘

35053 建デ 建築法規 2 林　寛行 33494 食管 公衆栄養学実習 _02 4 川久保　清

35168 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _01 2 齋藤　知己 33809 ★食物 卒業論文 （川上） 4 川上　浩 33810 ★食物 卒業論文 （上原） 4 上原　誉志夫

35181 ★建デ イラストレーションテクニック 2 久我　修一 33860 ★食物 卒業演習 （上原） 4 上原　誉志夫 35051 建デ 建築概論 1 堀　啓二他

35175 建デ 陶芸演習II _01 3 川辺　美佳 35034 ★建デ 立体構成演習 _02 1 村田　桂太 37201 児童 課題ゼミナール （足立） 3 足立　美和

35209 ★建デ ゼミナール (堀) 3 堀　啓二 35036 建デ 観察・描写 _02 1 河原　うらら 37202 児童 課題ゼミナール （入江） 3 入江　礼子

37001 ★児童 児童学基礎演習 _01 1 河原　紀子他 35063 建デ 建築計画学II 3 髙橋　大輔 35056 建デ まちづくり論 3 髙橋　大輔 37203 児童 課題ゼミナール （小原） 3 小原　敏郎

37002 ★児童 児童学基礎演習 _02 1 守隨　香　他 35176 建デ 陶芸演習II _02 3 川辺　美佳 37204 児童 課題ゼミナール （川上） 3 川上　雅子

37003 ★児童 児童学基礎演習 _03 1 篠沢　薫　他 35269 建デ 卒業論文Ⅱ （堀） 4 堀　啓二 37205 児童 課題ゼミナール （河原） 3 河原　紀子

37004 ★児童 児童学基礎演習 _04 1 綾野　鈴子他 35316 建デ 卒業制作Ⅱ （林田） 4 林田　廣伸 37206 児童 課題ゼミナール （権藤） 3 権藤　桂子

37005 ★児童 児童学基礎演習 _05 1 上出　香波他 35317 建デ 卒業制作Ⅱ （堀） 4 堀　啓二 37208 児童 課題ゼミナール （白川） 3 白川　佳子

37006 ★児童 児童学基礎演習 _06 1 佐藤　千晶他 37007 児童 発達心理学Ｉ _01 1 河原　紀子 37008 児童 発達心理学Ｉ _02 1 河原　紀子 37209 児童 課題ゼミナール （本澤） 3 本澤　淳子

37232 ★児童 卒業研究 （入江） 4 入江　礼子 37106 児童 子どもの保健ＩＩ _03 2 南　貴子 37039 児童 生活科教育 _01 1 田代　幸代 37041 児童 生活科教育 _03 1 岩瀬　正幸 37210 児童 課題ゼミナール （西坂） 3 西坂　小百合

37306 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _01（2015～2016） 2・3 小原　敏郎 37033 児童 行動科学研究法 2 白川　佳子 37344 児童 理科教育 2 清水　秀夫 37211 児童 課題ゼミナール （村上） 3 村上　康子

37307 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _02（2015～2016） 2・3 上出香波/篠沢薫 37031 児童 発達支援演習 3 権藤　桂子 37028 児童 発達支援論 3 西坂　小百合 37212 児童 課題ゼミナール （安田） 3 安田　悟

37238 ★児童 卒業研究 （白川） 4 白川　佳子 37213 児童 課題ゼミナール （守隨） 3 守隨　香

37241 ★児童 卒業研究 （村上） 4 村上　康子 37214 児童 課題ゼミナール （清水） 3 清水　秀夫

37242 ★児童 卒業研究 （安田） 4 安田　悟 37215 児童 課題ゼミナール （田代） 3 田代　幸代

★：通年 共通：学部共通 被服：被服学科 児童：児童学科建デ：建築・デザイン学科食物：食物栄養学科 食食：食物栄養学科食物学専攻 食管：食物栄養学科管理栄養士専攻

2016年度　家政学部時間割表 【水】

1　（9：00～10：30） 2　（10：50～12：20） 3　（13：20～14：50） 4　（15：10～16：40） 5　（17：00～18：30）


