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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 31013 被服 被服管理学実験 _01 2 後藤　純子 30010 共通 人間形成の心理学 3 安藤　嘉奈子 30003 共通 家庭経営学I _01 1 小野瀬　裕子 30004 共通 家庭経営学I _02 1 小野瀬　裕子

期 31141 被服 伝統和服制作実習Ⅰ 2 田中　淑江 31007 被服 被服基礎科学 1 村瀬　浩貴 31014 被服 被服管理学実験 _02 2 後藤　純子

31031 被服 被服造形学 1 丸田　直美 31041 被服 被服人間工学演習 3～ 丸田　直美 31058 被服 アパレル生産実習立体Ⅱ 3～ 丸田　直美

31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31048 被服 被服パターン設計演習 III 3 小松　千佳 31073 被服 消費者調査法 2 藤田　雅夫 31098 被服 アパレルグラフィックスII 3 古川　貴雄 31254 ★被服 卒業制作 （田中淑） 4 田中　淑江

33091 食食 食料経済 2 石原　清史 31209 ★被服 卒業論文 （宮武） 4 宮武　恵子 31137 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） 3～ 田中　淑江 31150 被服 1 田中　淑江 33035 食食 スポーツ栄養論 3 安達　瑞保

33446 食管 食品衛生学 （管理） 2 伊藤　裕才 33024 食食 食品分析学 2 熊谷　仁 31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 33033 食食 ライフステージと栄養 3 吉浦　健太 33515 ★食管 臨地実習I(校外実習) 3 遠藤　香

33429 食管 解剖生理学I 1 吉浦　健太 33075 食食 調理科学 3 近堂　知子 35009 建デ メディア概論 3 小山　健太

33504 食管 給食経営管理実習ＩＩ 33403 食管 生物学実験 _02（管理） 1 川上　浩 35071 建デ ビジュアルコミュニケーション論 2 金　晃平

35020 建デ 平面構成演習Ｉ _01 1 金　晃平 3 木下　伊規子 37017 児童 発達臨床学 3 権藤　桂子

35060 建デ 構造計画 3 松本　年史 35053 建デ 建築法規 2 林　寛行 35021 建デ 平面構成演習Ｉ _02 1 金　晃平

35061 建デ 構造設計 3 松本　年史 35086 建デ 建築・インテリア演習I _02 1 稲葉　唯史

35085 建デ 建築・インテリア演習I _01 1 稲葉　唯史 35197 建デ プロダクトデザイン演習ＩＩＩ 4 福田　一郎	

35151 建デ デザインドローイング _01 1 市川　曉 35260 児童 卒業論文Ⅰ（研究） 4 松本　年史

35161 建デ レンダリング演習Ｉ 2 福田　一郎	 37043 児童 家庭支援論 _01 3 守隨　香 37231 ★児童 卒業研究 （足立） 4 足立　美和

35189 建デ グラフィックデザイン演習Ｉ 3 田中　裕子 37052 児童 保育内容総論 _02 2 境　愛一郎 37235 ★児童 卒業研究 （河原） 4 河原　紀子

37032 児童 心理学研究法 3 西坂　小百合 37051 児童 保育内容総論 _01 2 境　愛一郎 37119 ★児童 体育基礎 _04 1 足立　美和 37236 ★児童 卒業研究 （権藤） 4 権藤　桂子

37053 児童 保育内容総論 _03 2 境　愛一郎 37116 ★児童 体育基礎 _01 1 足立　美和 37132 児童 保育内容（健康） _03　 2 粕谷　礼乃 37238 ★児童 卒業研究 （白川） 4 白川　佳子

37130 児童 保育内容（健康） _01　 2 粕谷　礼乃 37131 児童 保育内容（健康） _02　 2 粕谷　礼乃 37133 児童 保育内容（環境） _01　 2 田代　幸代 37240 ★児童 卒業研究 （西坂） 4 西坂　小百合

37188 児童 保育内容（環境） _02　 2 田代　幸代 37134 児童 子どもと環境 （2018年度以前入学） 3 田代　幸代 37450 児童 家庭支援論 _02 3 西坂　小百合 37241 ★児童 卒業研究 （村上） 4 村上　康子

37189 児童 保育内容（環境） _03　 2 田代　幸代 37244 ★児童 卒業研究 （清水） 4 清水　秀夫

37313 児童 保育実習ＩＩ（事前事後指導） _01 4 守隨　香 37246 ★児童 卒業研究 （木村） 4 木村　秀

37314 児童 保育実習ＩＩ（事前事後指導） _02 4 石橋　優美 37351 児童 初等教科教育法（国語） 3 本澤　淳子

37316 児童 保育実習ＩＩＩ（事前事後指導） 4 木村　秀 37455 児童 幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導） _01 2 田代　幸代

37355 児童 初等教科教育法（生活） 3 清水　秀夫 37456 児童 幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導） _02 2 境　愛一郎

37457 児童 幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導） _03 2 新家　智子

37458 児童 幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導） _04 2 松本　佳代子

後 31036 被服 被服造形実習Ⅱ _02 2 丸田　直美 30005 共通 家庭経営学II 1 小野瀬　裕子 30008 共通 家族関係学 _01 1 小野瀬　裕子 30009 共通 家族関係学 _02 1 小野瀬　裕子

期 31074 被服 被服心理学 3 藤田　雅夫 31092 被服 アパレルデータ解析 II 3 古川　貴雄 30065 共通 環境学概論 2 前田　亜紀子 30017 共通 食物学概論 1 澤村　直哉

31142 被服 伝統和服制作実習Ⅰ _02 2 田中　淑江 31026 被服 染色加工学 2 軽部　幸恵 31032 被服 被服造形実習Ⅰ _01 1 前田　亜紀子

31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31209 ★被服 卒業論文 （宮武） 4 宮武　恵子 31062 被服 立体裁断 3 小松　千佳 31254 ★被服 卒業制作 （田中淑） 4 田中　淑江

33007 食食 生化学 1 川上　浩 31071 被服 アパレル消費科学 1 藤田　雅夫

33022 食食 食品衛生学実験 _01（食食） 3 伊藤　裕才 31137 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） 3～ 田中　淑江

33025 食食 食品バイオテクノロジー 2 遠藤　英明 33005 食食 生物学実験 _01（食食） 1 川上　浩

33071 食食 調理学実験 _01 3 近堂　知子 33026 食食 食と安全 3 林　美千代 33023 食食 食品衛生学実験 _02（食食） 3 伊藤　裕才

33493 食管 公衆栄養学実習 _01 4 遠藤　香 33042 食食 食品機能学 2 澤村　直哉 33034 食食 栄養と健康 4 平澤　玲子

33471 食管 栄養教育論I 1 瀬戸　美江 33072 食食 調理学実験 _02 3 近堂　知子

33479 食管 学校栄養教育論II （柳澤けい子） 3 柳澤　けい子 33515 ★食管 臨地実習I(校外実習) 3 遠藤　香

33494 食管 公衆栄養学実習 _02 4 遠藤　香 33516 食管 臨地実習II 2019  3年次 3・4 平澤　玲子

33503 食管 給食経営管理実習Ｉ 2 木下　伊規子 35006 建デ 近代デザイン史 1 中島　瑞季 33517 食管 臨地実習II 2020　3年次 3・4 平澤　玲子

35063 建デ 建築計画学II 3 髙橋　大輔 35005 建デ デザイン概論 II 1 石田　和人 35010 建デ 商品企画情報論 3 中川　千恵美

35141 建デ _02 2 洞口　祐輔 35099 建デ 建築設計演習II _01 2 髙橋　大輔 35038 建デ プレゼンテーションテクニック 2 小山　健太

35154 建デ デッサンＩＩ _01 1 市川　曉 35100 建デ 建築設計演習II _02 2 小島　真知 37027 児童 発達障害心理学 3 白川　佳子

35162 建デ レンダリング演習 II 2 福田　一郎	 35101 建デ 建築設計演習II _03 2 林　寛行

35190 建デ グラフィックデザイン演習II 3 未定 35146 建デ 映像演習 3 洞口　祐輔

35311 建デ 卒業制作Ⅱ （石田） 4 石田　和人 37015 児童 子ども理解の方法 _02 2 境　愛一郎 37054 児童 教職論 _01 3 本澤・守隨

37014 児童 子ども理解の方法 _01 2 境　愛一郎 37016 児童 子ども理解の方法 _03 2 境　愛一郎 35109 建デ インテリアデザイン演習II _01 2 山下　幸助

37064 児童 子どもの生活と遊び（健康） _03 3 粕谷　礼乃 37063 児童 子どもの生活と遊び（健康） _02 3 粕谷　礼乃 35110 建デ インテリアデザイン演習II _02 2 工藤　良子

37140 児童 社会的養護Ⅰ _02 2 木村　秀 37116 ★児童 体育基礎 _01 1 足立　美和 37055 児童 教職論 _02 3 本澤・守隨 37231 ★児童 卒業研究 （足立） 4 足立　美和

37301 児童 教育制度論 _01 3 小林　正泰 37139 児童 社会的養護Ⅰ _01 2 木村　秀 37062 児童 子どもの生活と遊び（健康） _01 3 粕谷　礼乃 37235 ★児童 卒業研究 （河原） 4 河原　紀子

37181 児童 保育・教職実践演習（初等） _01 4 守隨　香 37119 ★児童 体育基礎 _04 1 足立　美和 37236 ★児童 卒業研究 （権藤） 4 権藤　桂子

37182 児童 保育・教職実践演習（初等） _02 4 清水　秀夫 37238 ★児童 卒業研究 （白川） 4 白川　佳子

37183 児童 保育・教職実践演習（初等） _03 4 田代　幸代 37240 ★児童 卒業研究 （西坂） 4 西坂　小百合

37184 児童 保育・教職実践演習（初等） _04 4 新家　智子 37241 ★児童 卒業研究 （村上） 4 村上　康子

37185 児童 保育・教職実践演習（初等） _05 4 松本　佳代子 37244 ★児童 卒業研究 （清水） 4 清水　秀夫

37246 ★児童 卒業研究 （木村） 4 木村　秀

37304 児童 教育制度論 _02 3 小林　正泰

2020年度　家政学部　時間割表 【火】

和服文化論/被服平面造形学

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

グラフィックCG演習Ⅰ

★は通年科目です。


