
月

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 学科 配当学年 氏名 授業コード 学科 科目名称 配当学年 氏名

前 30015 共通 高齢者論 1 丸田・木下・吉浦・髙橋 30051 共通 基礎化学 1 熊谷　仁 31003 被服 被服材料学実験I _01 2 村瀬　浩貴 31004 被服 被服材料学実験I _02 2 村瀬　浩貴 33035 食食 スポーツ栄養論 3 安達　瑞保

期 31124 ★被服 デザイン企画 3 宮武　恵子 31076 被服 消費衣生活論 3・4 佐藤　寿美 31118 被服 デザイン計画学I _02 2 宮武　恵子 31079 被服 ファッションビジネス論 3 久保　雅裕 35011 建デ 家具論 2 鍋田　知宏

31253 ★被服 卒業制作 （古川） 4 古川　貴雄 31117 被服 デザイン計画学I _01 2 宮武　恵子 33011 食食 食品学 2 村上　昌弘 31119 被服 デザイン計画学I _03 2 宮武　恵子 35065 建デ 建築積算 4 甲藤　正郎

33024 食食 食品分析学 2 熊谷　仁 33412 食管 公衆衛生学I 3 川久保　清 33081 食食 食文化概論 1 竹内　由紀子 33084 食食 比較食文化論 3 竹内　由紀子

33807 ★食物 卒業論文 （村上） 4 村上　昌弘 33441 食管 食品学総論 2 村上　昌弘 33501 食管 2 木下　伊規子 33422 食管 生化学II 2 川上　浩

33812 ★食物 卒業論文 （伊藤） 4 伊藤　裕才 33803 ★食物 卒業論文 （薗田） 4 薗田　勝 33511 ★食管 総合演習 4 木下　伊規子 33802 ★食物 卒業論文 （吉浦） 4 吉浦　健太

33858 ★食物 卒業演習 （伊藤） 4 伊藤　裕才 35017 建デ 建築史I 2 黒田　泰介 33811 ★食物 卒業論文 （木下） 4 木下　伊規子

33855 ★食物 卒業演習 （吉浦） 4 吉浦　健太 33857 ★食物 卒業演習 （村上） 4 村上　昌弘

33808 ★食物 卒業論文 （瀬戸） 4 瀬戸　美江 35014 建デ 住居史I 2 黒田　泰介

35013 建デ インテリアデザイン論 2 寳神　尚史 35043 建デ 木工演習I _02 2 中西　亨

35042 建デ 木工演習I _01 2 中西　亨 35082 建デ 建築図学I _02 1 戸田　泰男

35066 建デ 造園 3 古内　時子 35081 建デ 建築図学I _01 1 戸田　泰男 35169 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _02 2 田中　裕子

35185 建デ グラフィックデザイン基礎演習Ｉ 2 林田　廣伸 35177 建デ 写真演習Ｉ _01 3 女屋　良行

35208 ★建デ ゼミナール （藤本） 3 藤本　麻紀子 35195 建デ プロダクトデザイン演習I 3 福田　一郎

35301 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （青木） 4 青木　英明 35206 ★建デ ゼミナール （戸田） 3 戸田　泰男

35302 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （福田） 4 福田　一郎 35258 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （藤本） 4 藤本　麻紀子

35304 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （田中裕） 4 田中　裕子 37078 児童 2 白川　佳子 37100 児童 教育方法論 _02 2 小林　正泰

37094 ★児童 保育の表現技術 _01 3 宮里　和則 37095 ★児童 保育の表現技術 _02 3 宮里　和則 37096 ★児童 保育の表現技術 _03 3 宮里　和則 37115 児童 子どもの保健ＩＩＩ（演習） _03 3 南　貴子

37099 児童 教育方法論 _01 2 小林　正泰 37109 児童 子どもの食と栄養 _02 2 上原　誉志夫 37114 児童 子どもの保健ＩＩＩ（演習） _02 3 南　貴子 37136 児童 児童家庭福祉ＩＩ _02 2 木村　秀

37108 児童 子どもの食と栄養 _01 2 上原　誉志夫 37113 児童 子どもの保健ＩＩＩ（演習） _01 3 南　貴子 37358 児童 初等教科教育法（家庭） 3・4 近藤　清華

37135 児童 児童家庭福祉ＩＩ _01 2 木村　秀

37234 ★児童 卒業研究 （佐藤） 4 佐藤　真弓

後 31124 ★被服 デザイン企画 3 宮武　恵子 31120 被服 デザイン計画学II _01 2 宮武　恵子 31005 被服 被服材料学実験II _01 2 村瀬　浩貴 31006 被服 被服材料学実験II _02 2 村瀬　浩貴

期 31253 ★被服 卒業制作 （古川） 4 古川　貴雄 31121 被服 デザイン計画学II _02 2 宮武　恵子 31122 被服 デザイン計画学II _03 2 宮武　恵子

33006 食食 有機化学 1 熊谷　仁 33009 食食 微生物学 2 伊藤　裕才 33016 食食 応用食品学実験 _02 3 山口　恭子

33015 食食 応用食品学実験 _01 3 山口　恭子 33511 ★食管 総合演習 4 木下　伊規子 33413 食管 公衆衛生学II 3 川久保　清 33083 食食 食器論 2 竹内　由紀子

33807 ★食物 卒業論文 （村上） 4 村上　昌弘 33082 食食 食物史 2 宍戸　佳織 35001 建デ エコデザイン論 1 堀　啓二 33481 食管 臨床栄養学I 2 上原　誉志夫 35015 建デ 住居史II 2 黒田　泰介

33812 ★食物 卒業論文 （伊藤） 4 伊藤　裕才 33483 食管 臨床栄養学III 3 上原　誉志夫 35002 建デ 色彩学 _01 1 渡辺　明日香 33802 ★食物 卒業論文 （吉浦） 4 吉浦　健太

33502 食管 給食経営管理論II 2 木下　伊規子 35016 建デ 住生活論 2 戸田　泰男 33811 ★食物 卒業論文 （木下） 4 木下　伊規子

33803 ★食物 卒業論文 （薗田） 4 薗田　勝 33857 ★食物 卒業演習 （村上） 4 村上　昌弘

33858 ★食物 卒業演習 （伊藤） 4 伊藤　裕才 35018 建デ 建築史II 2 黒田　泰介

33855 ★食物 卒業演習 （吉浦） 4 吉浦　健太 35045 建デ 木工演習ＩＩ _02 2 中西　亨

33808 ★食物 卒業論文 （瀬戸） 4 瀬戸　美江 35169 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _02 2 田中　裕子

35008 建デ ユニバーサルデザイン論 2 髙橋　大輔 35179 建デ 写真演習ＩＩ _01 3 女屋　良行

35044 建デ 木工演習ＩＩ _01 2 中西　亨 35196 建デ プロダクトデザイン演習II 3 青木　英明

35083 建デ 建築図学II _01 1 戸田　泰男 35084 建デ 建築図学II _02 1 戸田　泰男 35206 ★建デ ゼミナール （戸田） 3 戸田　泰男

35187 建デ グラフィックデザイン基礎演習ＩＩ 2 田中　裕子 35268 建デ 卒業論文Ⅱ （藤本） 4 藤本　麻紀子

35208 ★建デ ゼミナール （藤本） 3 藤本　麻紀子 37068 児童 子どもの生活と遊び（健康） _03 3 粕谷　礼乃 37106 児童 子どもの保健ＩＩ _03 2 南　貴子

35311 建デ 卒業制作Ⅱ （青木） 4 青木　英明 37096 ★児童 保育の表現技術 _03 3 宮里　和則 37371 児童 道徳の指導法 3 小林　正泰

35312 建デ 卒業制作Ⅱ （福田） 4   福田　一郎 37105 児童 子どもの保健ＩＩ _02 2 南　貴子

37063 児童 子どもの生活と遊び（健康） _01 3 粕谷　礼乃 37064 児童 子どもの生活と遊び（健康） _02 3 粕谷　礼乃 37132 児童 現代社会福祉論 _02 1 木村　秀

37094 ★児童 保育の表現技術 _01 3 宮里　和則 37095 ★児童 保育の表現技術 _02 3 宮里　和則 37150 児童 相談援助 _03 3  村松　健司

37148 児童 相談援助 _01 3  村松　健司 37104 児童 子どもの保健ＩＩ _01 2 南　貴子

37345 児童 家庭科教育 2 近藤　清華 37131 児童 現代社会福祉論 _01 1 木村　秀

37149 児童 相談援助 _02 3  村松　健司

37234 ★児童 卒業研究 （佐藤） 4 佐藤　真弓

★通年　　　　共通：学部共通　　　　被服：被服学科　　　　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　　　　建デ：建築・デザイン学科　　　　児童：児童学科

給食経営管理論 I (給食計画･実務論を含む)

保育・教育インターンシップ

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）

2017年度　家政学部時間割表 【月】


