
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 10301 前期 基礎ゼミナール _45(看護) 1 山住　康恵 11510 前期 基礎フランス語（入門） _10 1 林　ゆき 11071 前期 表現技法II（読解・分析） _01 1 中本　恭平 11506 前期 基礎フランス語（入門） _06 1 小西　英則 10501 前期 基礎ゼミナール _49(生活) 1 中西　朋子

期 10302 前期 基礎ゼミナール _46(看護) 1 ケニヨン　充子 11605 前期 基礎中国語（入門） _05 1 國分　建志 11501 前期 基礎フランス語（入門） _01（特別クラス） 1 田口　亜紀 11512 前期 基礎フランス語（入門） _12 1 石原　陽一郎 10502 前期 基礎ゼミナール _50(生活) 1 豊島　昇

10303 前期 基礎ゼミナール _47(看護) 1 久保　正子 11617 前期 基礎中国語（入門） _17 1 曹　元　春 11555 前期 基礎フランス語（表現） _15 1 藤井　恭子 11583 ★ 応用フランス語（総合） _03 2 上杉　誠 10503 前期 基礎ゼミナール _51(生活) 1 金松　澄雄

10304 前期 基礎ゼミナール _48(看護) 1 佐藤　美樹 11619 前期 基礎中国語（入門） _19 1 福井　智子 11618 前期 基礎中国語（入門） _18 1 曹　元　春 11606 前期 基礎中国語（入門） _06 1 鄭　暁青 10504 前期 基礎ゼミナール _52(生活) 1 三井　直樹

11005 前期 表現技法Ｉ（作文・論文） _05 1 梅林　博人 11702 前期 基礎ドイツ語（入門） _02 1 舩木　篤也 11620 前期 基礎中国語（入門） _20 1 福井　智子 11609 前期 基礎中国語（入門） _09 1 壽老　素子 11507 前期 基礎フランス語（入門） _07 1 上杉　誠

11508 前期 基礎フランス語（入門） _08 1 礒脇　幸恵 11782 ★ 応用ドイツ語（総合） _02 2 小野　二葉 11663 前期 基礎中国語（表現） _23 1 壽老　素子 11703 前期 基礎ドイツ語（入門） _03 1 石井　寿子 11584 ★ 応用フランス語（総合） _04 2 小西　英則

11622 前期 基礎中国語（入門） _22 1 神田　千冬 11811 ★ 基礎イタリア語（入門） _01 1 長野　徹 11681 ★ 応用中国語（総合） _01 2 鄭　暁青 11832 ★ 基礎コリア語（入門） _02 1 金　愛慶 11603 前期 基礎中国語（入門） _03 1 佐藤　加奈子

11705 前期 基礎ドイツ語（入門） _05 1 小野　二葉 12271 前期 統計基礎 _01 1 軽部　幸浩 11701 前期 基礎ドイツ語（入門） _01 1 舩木　篤也 12201 前期 情報活用法Ａ（データベース） _01 1 軽部　幸浩 11746 前期 基礎ドイツ語（表現） _06 1 石井　寿子

11801 ★ 基礎スペイン語（入門） 1 福田　大治 12528 前期 健康スポーツ実習 A _08 1 片上　絵梨子 12124 前期 情報処理 _24 1 佐々木　文彦 12254 前期 情報活用法Ｂ（ネットワーク） _04 1 佐々木　文彦 11835 ★ 基礎コリア語（入門） _05 1 金　愛慶

12203 前期 情報活用法Ａ（データベース） _03 1 軽部　幸浩 14003 前期 比較文化の視点 _03 1 宇野　直人 12139 前期 情報処理 _39 1 軽部　幸浩 12530 前期 健康スポーツ実習 A _10 1 中島　早苗 12531 前期 健康スポーツ実習 A _11（児童） 1 中島　早苗

12527 前期 健康スポーツ実習 A _07 1 片上　絵梨子 14071 前期 健康の科学 _01 1 大賀　英史 12529 前期 健康スポーツ実習 A _09 1 中島　早苗 14043 前期 デザインの現在 _03 1 平田　麻里子 15023 前期 国際関係の諸課題 _03 1 小林　尚行

15061 前期 現代の家族 _01 1 小野瀬　裕子 15112 前期 企業・組織の仕組み _02 1 大川　洋史 15103 前期 ライフプランとキャリアプラン _03 1 伊谷　江美子 15101 前期 ライフプランとキャリアプラン _01 1 伊谷　江美子 16001 前期 文学 _01 1 木村　政樹

19021 前期 発達と学習 _01 2 坂田　成輝 19022 前期 発達と学習 _02 2 坂田　成輝 16041 前期 心理学 _01 1 葉柴　陽子 16050 前期 心理学 _10 1 一前　春子 16031 前期 言語学概論 _01 1 宮嵜　由美

19592 ★ 博物館実習 _02 4 増野　恵子 19202 ★ 国語科教育の理論と方法 _02 3 半沢　幹一 19261 前期 家庭科教育の理論と方法 3 川上　雅子 16141 前期 法学（日本国憲法） _01 1 後藤　武秀 16145 前期 法学（日本国憲法） _05 1 後藤　武秀

19592 ★ 博物館実習 _02 4 増野　恵子 19282 ★ 仏語科教育の理論と実践 3 田口　亜紀 16191 前期 日本史概論 _01 1 佐々木　創

19291 前期 情報科教育の理論と方法 3 谷田貝　雅典

後 11548 後期 基礎フランス語（表現） _08 1 礒脇　幸恵 11550 後期 基礎フランス語（表現） _10 1 林　ゆき 11073 後期 表現技法II（読解・分析） _03 1 中本　恭平 11072 後期 表現技法II（読解・分析） _02 1 茗荷　円 11547 後期 基礎フランス語（表現） _07 1 上杉　誠

期 11662 後期 基礎中国語（表現） _22 1 神田　千冬 11645 後期 基礎中国語（表現） _05 1 國分　建志 11515 後期 基礎フランス語（入門） _15 1 藤井　恭子 11082 後期 表現技法Ⅲ（企画立案・発表討論） _02 1 佐々木　文彦 11584 ★ 応用フランス語（総合） _04 2 小西　英則

11745 後期 基礎ドイツ語（表現） _05 1 石﨑　朝子 11657 後期 基礎中国語（表現） _17 1 曹　元　春 11541 後期 基礎フランス語（表現） _01（特別クラス） 1 田口　亜紀 11546 後期 基礎フランス語（表現） _06 1 小西　英則 11623 後期 基礎中国語（入門） _23 1 鄭　暁青

11801 ★ 基礎スペイン語（入門） 1 福田　大治 11659 後期 基礎中国語（表現） _19 1 福井　智子 11624 後期 基礎中国語（入門） _24 1 壽老　素子 11552 後期 基礎フランス語（表現） _12 1 石原　陽一郎 11643 後期 基礎中国語（表現） _03 1 佐藤　加奈子

12204 後期 情報活用法Ａ（データベース） _04 1 軽部　幸浩 11706 後期 基礎ドイツ語（入門） _06 1 石﨑　朝子 11658 後期 基礎中国語（表現） _18 1 曹　元　春 11583 ★ 応用フランス語（総合） _03 2 上杉　誠 11835 ★ 基礎コリア語（入門） _05 1 金　愛慶

14041 後期 デザインの現在 _01 1 三井　直樹 11742 後期 基礎ドイツ語（表現） _02 1 舩木　篤也 11660 後期 基礎中国語（表現） _20 1 福井　智子 11646 後期 基礎中国語（表現） _06 1 鄭　暁青 12721 後期 健康スポーツ演習 _01（児童） 1 中島　早苗

16171 後期 国際関係概論 _01 1 寺地　功次 11782 ★ 応用ドイツ語（総合） _02 2 小野　二葉 11681 ★ 応用中国語（総合） _01 2 鄭　暁青 11649 後期 基礎中国語（表現） _09 1 壽老　素子 16032 後期 言語学概論 _02 1 宮嵜　由美

19042 後期 教育課程の意義と編成 _02 2 吉冨　芳正 11811 ★ 基礎イタリア語（入門） _01 1 長野　徹 11741 後期 基礎ドイツ語（表現） _01 1 舩木　篤也 11743 後期 基礎ドイツ語（表現） _03 1 石井　寿子 16146 後期 法学（日本国憲法） _06 1 後藤　武秀

19062 後期 特別活動の理論と指導 _02 2 吉冨　芳正 12208 後期 情報活用法Ａ（データベース） _08 1 軽部　幸浩 12252 後期 情報活用法Ｂ（ネットワーク） _02 1 佐々木　文彦 11832 ★ 基礎コリア語（入門） _02 1 金　愛慶

19592 ★ 博物館実習 _02 4 増野　恵子 12627 後期 健康スポーツ実習 B _07 1 片上　絵梨子 12272 後期 統計基礎 _02 1 軽部　幸浩 12121 後期 情報処理 _21 1 豊島　昇

14032 後期 芸術の世界 _02 1 福嶋　伸洋 12282 後期 統計情報処理 _02 1 菅原　いづみ 12202 後期 情報活用法Ａ（データベース） _02 1 軽部　幸浩

14072 後期 健康の科学 _02 1 島田　啓介 12628 後期 健康スポーツ実習 B _08 1 中島　早苗 12630 後期 健康スポーツ実習 B _10 1 中島　早苗

15042 後期 人間とは何か _02 1 馬場　智理 14052 後期 衣食住の文化 _02 1 金松　澄雄 15033 後期 環境・科学の諸課題 _03 1 宮﨑　裕美

15111 後期 企業・組織の仕組み _01 1 大川　洋史 15104 後期 ライフプランとキャリアプラン _04 1 伊谷　江美子 15102 後期 ライフプランとキャリアプラン _02 1 伊谷　江美子

16042 後期 心理学 _02 1 葉柴　陽子 16012 後期 哲学概論 _02 1 馬場　智理 16003 後期 文学 _03 1 中村　聡

16048 後期 心理学 _08 1 飯高　晶子 16043 後期 心理学 _03 1 葉柴　陽子 16142 後期 法学（日本国憲法） _02 1 後藤　武秀

16111 後期 自然地理学 1 宋　苑瑞 19053 後期 道徳教育の理論と指導 _03 3 大岡　ヨト 16194 後期 日本史概論 _04 1 佐々木　創

16201 後期 地域史 _01 1 浅沼　かおり 19263 後期 家庭科教育の理論と実践 3 川上　雅子

19043 後期 教育課程の意義と編成 _03 2 吉冨　芳正 19282 ★ 仏語科教育の理論と実践 3 田口　亜紀

19063 後期 特別活動の理論と指導 _03 2 吉冨　芳正 19292 後期 情報科教育の理論と実践 3 谷田貝　雅典

19202 ★ 国語科教育の理論と方法 _02 3 半沢　幹一 19521 後期 博物館経営論 3 増野　恵子

19592 ★ 博物館実習 _02 4 増野　恵子

【水】2019年度　教養教育　資格　時間割表
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）


