
木

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 31258 ★被服 卒業制作 （丸田） 4 丸田　直美 30010 共通 3 安藤　嘉奈子 31042 被服 被服人間工学演習 _02 2 丸田　直美 31048 被服 3 丸田　直美

期 30018 共通 住居学概論 1 藤本　麻紀子 31052 被服 アパレルCAD I _02 2 古川　貴雄 31064 被服 アパレルCAD I _03 2 古川　貴雄

31041 被服 被服人間工学演習 _01 2 丸田　直美 31128 被服 染織文化史 1 長崎　巌 31130 被服 西洋服装史 1 菅野　ももこ

31051 被服 アパレルCAD I _01 2 古川　貴雄 31140 ★被服 3 田中　淑江 31206 ★被服 卒業論文 （安藤） 4 安藤　嘉奈子

31100 被服 3・4 藤田　雅夫 31307 ★被服 卒業演習 （藤田） 4 藤田　雅夫 33002 食物 基礎生物学 1 小川　京子

31138 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） _02 2 田中　淑江 31310 ★被服 卒業演習 （安藤） 4 安藤　嘉奈子

33425 食管 生化学実験II _01 3 川上　浩 31312 ★被服 卒業演習 （村瀬） 4 村瀬　浩貴

33431 食管 解剖生理学実験I _01 2 吉浦　健太 33021 食食 食品衛生学 （食食） 3 伊藤　裕才

33454 食管 調理学実習Ｉ _04（管理） 2 近堂　知子 33031 食食 健康科学概論 1 木下　伊規子

33474 食管 栄養教育論実習 _01 3 瀬戸　美江 33426 食管 生化学実験II _02 3 川上　浩

35004 建デ デザイン概論Ｉ 1 林田　廣伸 33432 食管 解剖生理学実験I _02 2 吉浦　健太

35040 建デ 写真基礎演習 _01 2 女屋　良行 33455 食管 調理学実習Ｉ _05（管理） 2 近堂　知子

35054 建デ 建築構法 2 堀　啓二 35059 建デ 構造力学Ⅰ 2 松本　年史 33475 食管 栄養教育論実習 _02 3 瀬戸　美江

35183 建デ メタルクラフト演習 _01 3 光本　岳士		 33484 食管 臨床栄養学IV 4 上原　誉志夫

35189 建デ グラフィックデザイン演習Ｉ 3 田中　裕子 35006 建デ 近代デザイン史 1 青木　英明

35210 ★建デ ゼミナール （松本） 3 松本　年史 35204 ★建デ ゼミナール （髙橋） 3 髙橋　大輔 35041 建デ 写真基礎演習 _02 2 女屋　良行

35257 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （林田） 4 戸田　泰男 35209 ★建デ ゼミナール (堀) 3 堀　啓二 35057 建デ 環境工学 3 藤本　麻紀子 35095 建デ 2 松本　年史

35305 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （戸田） 4 戸田　泰男 35257 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （林田） 4 戸田　泰男 35067 建デ 構造力学II 2 松本　年史

37025 児童 障害児保育 _02 2 権藤　桂子 35305 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （戸田） 4 戸田　泰男 35184 建デ メタルクラフト演習 _02 3 光本　岳士		

37056 児童 乳児保育 _01 2 守隨　香 37026 児童 障害児保育 _03 2 権藤　桂子 35197 建デ プロダクトデザイン演習ＩＩＩ 4 福田　一郎	

37061 児童 子どもと人間関係 _03 2 西坂　小百合 37053 児童 保育内容総論 _03 2 入江　礼子 35254 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （髙橋） 4 髙橋　大輔

37354 児童 3 清水　秀夫 37057 児童 乳児保育 _02 2 守隨　香 35303 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （髙橋） 4 髙橋　大輔

37381 ★児童 音楽基礎 _01 1 村上　康子 37351 児童 初等教科教育法（国語） 3 本澤　淳子 37044 児童 3・4 大和　洋子 37119 ★児童 体育基礎 _04 1 西島　大祐

37382 ★児童 音楽基礎 _02 1 村上　康子 37231 ★児童 卒業研究 （足立） 4 足立　美和 37118 ★児童 体育基礎 _03 1 西島　大祐 37343 児童 算数科教育 2 八木　陽

37383 ★児童 音楽基礎 _03 1 村上　康子 37233 ★児童 卒業研究 （小原） 4 小原　敏郎 37330 児童 教育実習（事前事後指導） _01（2016～2018） 2・3・4 本澤　淳子 37375 児童 3・4 大和　洋子

37384 ★児童 音楽基礎 _04 1 村上　康子 37235 ★児童 卒業研究 （河原） 4 河原　紀子 37331 児童 教育実習（事前事後指導） _02（2016～2018） 2・3・4 清水　秀夫

37385 ★児童 音楽基礎 _05 1 村上　康子 37245 ★児童 卒業研究 （田代） 4 田代　幸代 37332 児童 教育実習（事前事後指導） _03（2016～2018） 2・3・4 小林　正泰

37386 ★児童 音楽基礎 _06 1 村上　康子 37246 ★児童 卒業研究 （木村） 4 木村　秀 37333 児童 教育実習（事前事後指導） _04（2016～2018） 2・3・4 石橋　優美

37387 ★児童 音楽基礎 _07 1 村上　康子 37247 ★児童 卒業研究 （小林） 4 小林　正泰 37334 児童 教育実習（事前事後指導） _05（2016～2018） 2・3・4 田代　幸代

37357 児童 初等教科教育法（図画工作） 3・4 安田　悟 37388 ★児童 音楽基礎 _08 1 村上　康子 37335 児童 教育実習（事前事後指導） _06（2016～2018） 2・3・4 守隨　香

37389 ★児童 音楽基礎 _09 1 村上　康子 37342 児童 社会科教育 2 南　哲朗

37390 ★児童 音楽基礎 _10 1 村上　康子 37395 ★児童 音楽基礎 _15 1 村上　康子

37391 ★児童 音楽基礎 _11 1 村上　康子 37396 ★児童 音楽基礎 _16 1 村上　康子

37392 ★児童 音楽基礎 _12 1 村上　康子 37397 ★児童 音楽基礎 _17 1 村上　康子

37393 ★児童 音楽基礎 _13 1 村上　康子 37398 ★児童 音楽基礎 _18 1 村上　康子

37394 ★児童 音楽基礎 _14 1 村上　康子 37399 ★児童 音楽基礎 _19 1 村上　康子

37400 ★児童 音楽基礎 _20 1 村上　康子

37401 ★児童 音楽基礎 _21 1 村上　康子

後 31114 被服 被服デザインII _01 1 宮武　恵子 31018 被服 3 後藤　純子 31090 被服 アパレルデータ解析  I _01 2 古川　貴雄 30053 共通 基礎生物学 1 小川　京子

期 31132 被服 3・4 田中　淑江 31115 被服 被服デザインII _02 1 宮武　恵子 31116 被服 被服デザインII _03 1 宮武　恵子 31091 被服 アパレルデータ解析  I _02 2 古川　貴雄

31258 ★被服 卒業制作 （丸田） 4 丸田　直美 31138 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） _02 2 田中　淑江 31140 ★被服 3 田中　淑江 31206 ★被服 卒業論文 （安藤） 4 安藤　嘉奈子

33063 食食 調理学実習Ｉ _01（食食） 2 近堂　知子 31307 ★被服 卒業演習 （藤田） 4 藤田　雅夫 33007 食食 生化学 1 川上　浩

33421 食管 生化学I 1 川上　浩 31310 ★被服 卒業演習 （安藤） 4 安藤　嘉奈子

33428 食管 病理学II 2 吉浦　健太 31312 ★被服 卒業演習 （村瀬） 4 村瀬　浩貴

33467 食管 応用栄養学実習 _01 3 木下　伊規子 33001 食物 食品物理化学 1 熊谷　仁

33476 食管 栄養教育論演習 _01 3 瀬戸　美江 33045 食食 公衆衛生学 3 未定

33486 食管 臨床栄養学実験 _01 4 上原　誉志夫 33064 食食 調理学実習Ｉ _02（食食） 2 近堂　知子

33492 食管 公衆栄養学II 2 未定 35005 建デ 1 青木　英明 33450 食管 食品利用学 2 伊藤　裕才 33430 食管 解剖生理学II 1 吉浦　健太

35002 建デ 色彩学 1 渡辺　明日香 35012 建デ 照明論 2 石田　聖次 33468 食管 応用栄養学実習 _02 3 木下　伊規子

35052 建デ 建築材料学（実験含む） 2 松本　年史 35019 建デ 環境心理学 2 藤本　麻紀子 33477 食管 栄養教育論演習 _02 3 瀬戸　美江

35087 建デ 建築・インテリア演習II _01 1 稲葉　唯史 33487 食管 臨床栄養学実験 _02 4 上原　誉志夫

35166 建デ 版画演習 _02 2 花村　泰江 35058 建デ 建築設備 3 藤本　麻紀子

35190 建デ グラフィックデザイン演習II 3 林田　廣伸 35088 建デ _02 1 小島　真知

35204 ★建デ ゼミナール （髙橋） 3 髙橋　大輔 35167 建デ 図学ＩＩ（3D） 1 青木　英明

35210 ★建デ ゼミナール （松本） 3 松本　年史 35264 建デ 卒業論文Ⅱ （髙橋） 4 髙橋　大輔

35266 建デ 卒業論文Ⅱ （戸田） 4 戸田　泰男 35270 建デ 卒業論文Ⅱ （松本） 4 松本　年史

35315 建デ 卒業制作Ⅱ （戸田） 4 戸田　泰男 35313 建デ 卒業制作Ⅱ （髙橋） 4 髙橋　大輔

37017 児童 教育相談の理論と方法 _01 3 白川　佳子 37018 児童 教育相談の理論と方法 _02 3 白川　佳子 37067 児童 子どもの生活と遊び（言葉） _03 3 権藤　桂子 37119 ★児童 体育基礎 _04 1 西島　大祐

37063 児童 子どもの生活と遊び（健康） _01 3 粕谷　礼乃 37039 児童 生活科教育 _01 1 清水　秀夫 37068 児童 子どもの生活と遊び（健康） _03 3 粕谷　礼乃 37353 児童 3 八木　陽

37099 児童 教育方法論 _01 2 小林　正泰 37064 児童 子どもの生活と遊び（健康） _02 3 粕谷　礼乃 37118 ★児童 体育基礎 _03 1 西島　大祐

37381 ★児童 音楽基礎 _01 1 村上　康子 37231 ★児童 卒業研究 （足立） 4 足立　美和 37181 児童 保育・教職実践演習（初等） _01 4 守隨　香

37382 ★児童 音楽基礎 _02 1 村上　康子 37233 ★児童 卒業研究 （小原） 4 小原　敏郎 37182 児童 保育・教職実践演習（初等） _02 4 清水　秀夫

37383 ★児童 音楽基礎 _03 1 村上　康子 37235 ★児童 卒業研究 （河原） 4 河原　紀子 37183 児童 保育・教職実践演習（初等） _03 4 田代　幸代

37384 ★児童 音楽基礎 _04 1 村上　康子 37245 ★児童 卒業研究 （田代） 4 田代　幸代 37184 児童 保育・教職実践演習（初等） _04 4 綾野　鈴子

37385 ★児童 音楽基礎 _05 1 村上　康子 37246 ★ 卒業研究 （木村） 4 木村　秀 37185 児童 保育・教職実践演習（初等） _05 4 松本　佳代子

37386 ★児童 音楽基礎 _06 1 村上　康子 37308 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _01（2018～2019） 2・3 守隨　香 37352 児童 初等教科教育法（社会） 2 南　哲朗

37387 ★児童 音楽基礎 _07 1 村上　康子 37309 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _02（2018～2019） 2・3 石橋　優美 37395 ★児童 音楽基礎 _15 1 村上　康子

37310 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _03（2018～2019） 2・3 松本　佳代子 37396 ★児童 音楽基礎 _16 1 村上　康子

37388 ★児童 音楽基礎 _08 1 村上　康子 37397 ★児童 音楽基礎 _17 1 村上　康子

37389 ★児童 音楽基礎 _09 1 村上　康子 37398 ★児童 音楽基礎 _18 1 村上　康子

37390 ★児童 音楽基礎 _10 1 村上　康子 37399 ★児童 音楽基礎 _19 1 村上　康子

37391 ★児童 音楽基礎 _11 1 村上　康子 37400 ★児童 音楽基礎 _20 1 村上　康子

37392 ★児童 音楽基礎 _12 1 村上　康子 37401 ★児童 音楽基礎 _21 1 村上　康子

37393 ★児童 音楽基礎 _13 1 村上　康子

37394 ★児童 音楽基礎 _14 1 村上　康子

初等教科教育法（算数）

建築・インテリア演習II

デザイン概論 II

染織品保存修復実習

伝統染織技法実習（和裁Ⅲ）

子どもと多文化共生

外国語表現（英語）

被服管理学実験II

初等教科教育法（理科）

建築構造材料実験

コスメティックマーケティング論

伝統染織技法実習（和裁Ⅲ）

人間形成の心理学 被服パターン設計演習 III

2018年度　家政学部　時間割表 【木】
4　（15：10～16：40） 5　（17：00～18：30）1　（9：00～10：30） 2　（10：50～12：20） 3　（13：20～14：50）
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