
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 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 30015 共通 高齢者論 1 川上　雅子 30001 共通 家政学原論I 1 川上　雅子 31003 被服 被服材料学実験I _01 2 村瀬　浩貴 30011 共通 児童文化論 3 河野　優子 35011 建デ 家具論 2 鍋田　知宏

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 30051 共通 基礎化学 1 熊谷　仁 35065 建デ 建築積算 4 甲藤　正郎

33024 食食 食品分析学 2 熊谷　仁 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 31004 被服 被服材料学実験I _02 2 村瀬　浩貴

33806 ★食物 卒業論文 （川久保） 4 川久保　清 33018 食食 3 鈴木　徹 33501 食管 2 木下　伊規子 31119 被服 デザイン計画学I _03 2 宮武　恵子

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 33511 ★食管 総合演習 4 上原　誉志夫 33084 食食 比較食文化論 3 宍戸　佳織

33812 ★食物 卒業論文 (伊藤） 4 伊藤　裕才 33855 ★食物 卒業演習 （吉浦） 4 吉浦　健太 35017 建デ 建築史I 2 黒田　泰介 33412 食管 公衆衛生学I 3 遠藤　香

33856 ★食物 卒業演習 （川久保） 4 川久保　清 33422 食管 生化学II 2 川上　浩

33858 ★食物 卒業演習 (伊藤） 4 伊藤　裕才 33802 ★食物 卒業論文 （吉浦） 4 吉浦　健太

35066 建デ 造園 3 古内　時子 35013 建デ インテリアデザイン論 2 寳神　尚史 33805 ★食物 卒業論文 （近堂） 4 近堂　知子

35042 建デ 木工演習I _01 2 中西　亨 33857 ★食物 卒業演習 （村上） 4 村上　昌弘

35185 建デ 2 林田　廣伸 35081 建デ 建築図学I 1 戸田　泰男 35014 建デ 住居史I 2 黒田　泰介

35206 ★建デ ゼミナール （戸田） 3 戸田　泰男 35043 建デ 木工演習I _02 2 中西　亨

35208 ★建デ ゼミナール （藤本） 3 藤本　麻紀子 35169 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _02 2 田中　裕子

35301 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） 4 青木　英明 35177 建デ 写真演習Ｉ _01 3 女屋　良行

35302 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） 4 福田　一郎	 35195 建デ プロダクトデザイン演習I 3 福田　一郎	

35304 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） 4 田中　裕子 35258 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （藤本） 4 藤本　麻紀子

37108 児童 子どもの食と栄養 _01 2 上原　誉志夫 37109 児童 子どもの食と栄養 _02 2 上原　誉志夫 35307 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （堀） 4 堀　啓二

37113 児童 子どもの保健ＩＩＩ（演習） _01 3 南　貴子 37114 児童 子どもの保健ＩＩＩ（演習） _02 3 南　貴子 37110 児童 子どもの食と栄養 _03 2 上原　誉志夫

37135 児童 児童家庭福祉ＩＩ 2 佐竹　要平 37145 児童 社会的養護内容 _02 3 木村　秀 37115 児童 子どもの保健ＩＩＩ（演習） _03 3 南　貴子

37144 児童 社会的養護内容 _01 3 木村　秀 37356 児童 3・4 村上　康子 37146 児童 社会的養護内容 _03 3 木村　秀

37373 児童 2 本澤　淳子 37358 児童 初等教科教育法（家庭） 3・4 川上　雅子

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 30002 共通 家政学原論II 1 川上　雅子

期 33006 食物 有機化学 1 熊谷　仁 31121 被服 デザイン計画学II _02 2 宮武　恵子 31006 被服 被服材料学実験II _02 2 村瀬　浩貴 35015 建デ 住居史II 2 黒田　泰介

33015 食食 応用食品学実験 _01 3 山口　恭子 33009 食食 微生物学 2 伊藤　裕才 31122 被服 デザイン計画学II _03 2 宮武　恵子 35073 建デ 写真・映像論 3 女屋　良行

33806 ★食物 卒業論文 （川久保） 4 川久保　清 33082 食食 食物史 2 宍戸　佳織 33081 食食 食文化概論 1 宍戸　佳織 33016 食食 応用食品学実験 _02 3 山口　恭子

33807 ★食物 卒業論文 （村上） 4 村上　昌弘 33483 食管 臨床栄養学III 3 上原　誉志夫 33511 ★食管 総合演習 4 上原　誉志夫 33083 食食 食器論 2 竹内　由紀子

33812 ★食物 卒業論文 (伊藤） 4 伊藤　裕才 33502 食管 給食経営管理論II 2 木下　伊規子 35001 建デ エコデザイン論 1 堀　啓二 33413 食管 公衆衛生学II 3 遠藤　香

33855 ★食物 卒業演習 （吉浦） 4 吉浦　健太 35016 建デ 住生活論 2 戸田　泰男 33481 食管 臨床栄養学I 2 上原　誉志夫

33856 ★食物 卒業演習 （川久保） 4 川久保　清 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 33805 ★食物 卒業論文 （近堂） 4 近堂　知子

35083 建デ 建築図学II 1 戸田　泰男 35008 建デ ユニバーサルデザイン論 2 髙橋　大輔 33857 ★食物 卒業演習 （村上） 4 村上　昌弘

35044 建デ 木工演習ＩＩ _01 2 中西　亨 35018 建デ 建築史II 2 黒田　泰介

35187 建デ 2 田中　裕子 35045 建デ 木工演習ＩＩ _02 2 中西　亨

35206 ★建デ ゼミナール （戸田） 3 戸田　泰男 35169 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _02 2 田中　裕子

35208 ★建デ ゼミナール （藤本） 3 藤本　麻紀子 35179 建デ 写真演習ＩＩ _01 3 女屋　良行

35311 建デ 卒業制作Ⅱ （青木） 4 青木　英明 35196 建デ プロダクトデザイン演習II 3 青木　英明

35312 建デ 卒業制作Ⅱ （福田） 4 福田　一郎	 35268 建デ 卒業論文Ⅱ （藤本） 4 藤本　麻紀子

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 37105 児童 子どもの保健ＩＩ _02 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 37132 児童 現代社会福祉論 _02 1 木村　秀

37149 児童 相談援助 _02 3 村松　健司	 37150 児童 相談援助 _03 3 村松　健司	

食品の鑑別（統計処理演習を含む） 給食経営管理論 I (給食計画･実務論を含む)

グラフィックデザイン基礎演習Ｉ

グラフィックデザイン基礎演習ＩＩ

生徒・進路指導の理論と方法

初等教科教育法（音楽）

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



火

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 31071 被服 アパレル消費科学 1 藤田　雅夫 31010 被服 被服管理学I 2 後藤　純子 31001 被服 被服材料学I 1 村瀬　浩貴 31011 被服 被服管理学II 3 後藤　純子 31254 ★被服 卒業制作 （田中淑） 4 田中　淑江

期 31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31031 被服 被服造形学 1 丸田　直美 31058 被服 アパレル生産実習立体Ⅱ _01 2 丸田　直美 31058 被服 アパレル生産実習立体Ⅱ _01 2 丸田　直美 31258 ★被服 卒業制作 （丸田） 4 丸田　直美

31302 ★被服 卒業演習 （後藤） 4 後藤　純子 31098 被服 3 古川　貴雄 31077 被服 マーケティング論 3・4 藤田　雅夫 31150 被服 被服平面造形学 1 田中　淑江 33035 食食 スポーツ栄養論 3 安達　瑞保

33091 食食 食料経済 2 石原　清史 31204 ★被服 卒業論文 （田中淑） 4 田中　淑江 31137 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） _01 2 田中　淑江 31253 ★被服 卒業制作 （古川） 4 古川　貴雄 33515 ★食管 3 木下　伊規子

31209 ★被服 卒業論文 （宮武） 4 宮武　恵子 31253 ★被服 卒業制作 （古川） 4 古川　貴雄 33075 食食 調理科学 3 近堂　知子 33516 食管 臨地実習II （2017　3年次） 3 川久保　清

33429 食管 解剖生理学I 1 吉浦　健太 33026 食食 食と安全 3 林　美千代 33446 食管 食品衛生学 （管理） 2 伊藤　裕才 35009 建デ メディア概論 3 小山　健太

33466 食管 応用栄養学III 4 山口　恭子 33403 食管 生物学実験 _02（管理） 1 川上　浩 35071 建デ 2 金　晃平

33504 食管 給食経営管理実習ＩＩ 3 木下　伊規子 37032 児童 心理学研究法 3 西坂　小百合

35020 建デ 平面構成演習Ｉ _01 1 金　晃平 35021 建デ 平面構成演習Ｉ _02 1 金　晃平 37244 ★児童 卒業研究 （清水） 4 清水　秀夫

35096 建デ 建築設計演習I _01 2 河原　うらら 35097 建デ 建築設計演習I _02 2 河原　うらら 37371 児童 道徳の指導法 3 小林　正泰

35107 建デ インテリアデザイン演習I _01 2 堀　啓二 35098 建デ 建築設計演習I _03 2 伊礼　智

35120 建デ 建築設計演習III _01 3 奥村　理絵 35108 建デ インテリアデザイン演習I _02 2 堀　啓二

35151 建デ デッサンＩ _01 1 市川　曉 35121 建デ _02 3 奥村　理絵

35163 建デ モデリング演習 1 ショーン・ブライソン 35123 建デ _03 3 林　寛行

37051 児童 保育内容総論 _01 2 入江　礼子 37009 児童 発達心理学ＩＩ _01 2 河原　紀子 35152 建デ デッサンＩ _02 1 市川　曉

37359 児童 3 足立　美和 37052 児童 保育内容総論 _02 2 入江　礼子 35164 ★建デ レンダリング演習 2 福田　一郎	

37402 ★児童 音楽表現 _01 2 村上　康子 37088 ★児童 造形基礎 _01 1 安田　悟 35171 建デ 木工演習 III 3 田中　英一

37403 ★児童 音楽表現 _02 2 村上　康子 37116 ★児童 体育基礎 _01 1 足立　美和 37010 児童 発達心理学ＩＩ _02 2 河原　紀子 37016 児童 発達臨床学 3 権藤　桂子

37404 ★児童 音楽表現 _03 2 村上　康子 37408 ★児童 音楽表現 _07 2 村上　康子 37059 児童 子どもと人間関係 _01 2 西坂　小百合 37090 ★児童 造形基礎 _03 1 安田　悟

37405 ★児童 音楽表現 _04 2 村上　康子 37409 ★児童 音楽表現 _08 2 村上　康子 37089 ★児童 造形基礎 _02 1 安田　悟 37241 ★児童 卒業研究 （村上） 4 村上　康子

37406 ★児童 音楽表現 _05 2 村上　康子 37410 ★児童 音楽表現 _09 2 村上　康子 37094 ★児童 保育の表現技術 _01 3 綾野　鈴子 37326 児童 教育実習（事前事後指導） _01（2018～2020） 2・3・4 田代　幸代

37407 ★児童 音楽表現 _06 2 村上　康子 37411 ★児童 音楽表現 _10 2 村上　康子 37095 ★児童 保育の表現技術 _02 3 松本　佳代子 37327 児童 教育実習（事前事後指導） _02（2018～2020） 2・3・4 小林　正泰

37412 ★児童 音楽表現 _11 2 村上　康子 37096 ★児童 保育の表現技術 _03 3 上出　香波 37328 児童 教育実習（事前事後指導） _03（2018～2020） 2・3・4 綾野　鈴子

37413 ★児童 音楽表現 _12 2 村上　康子 37117 ★児童 体育基礎 _02 1 足立　美和 37329 児童 教育実習（事前事後指導） _04（2018～2020） 2・3・4 松本　佳代子

37455 ★児童 教育実習（事前事後指導） _01（2017～2019） 2・3・4 田代　幸代 37232 ★児童 卒業研究 （入江） 4 入江　礼子 37372 児童 特別活動の指導法 3 清水　秀夫

37456 ★児童 教育実習（事前事後指導） _02（2017～2019） 2・3・4 本澤　淳子 37239 ★児童 卒業研究 （本澤） 4 本澤　淳子

37457 ★児童 教育実習（事前事後指導） _03（2017～2019） 2・3・4 清水　秀夫 37414 ★児童 音楽表現 _13 2 村上　康子

37458 ★児童 教育実習（事前事後指導） _04（2017～2019） 2・3・4 小林　正泰 37415 ★児童 音楽表現 _14 2 村上　康子

37416 ★児童 音楽表現 _15 2 村上　康子

37417 ★児童 音楽表現 _16 2 村上　康子

37418 ★児童 音楽表現 _17 2 村上　康子

37419 ★児童 音楽表現 _18 2 村上　康子

後 31002 被服 被服材料学II 1 村瀬　浩貴 31013 被服 被服管理学実験I _01 2 後藤　純子 31014 被服 被服管理学実験I _02 2 後藤　純子 30017 共通 食物学概論 1 深津　佳世子 31253 ★被服 卒業制作 （古川） 4 古川　貴雄

期 31078 被服 アパレル販売論 3 藤田　雅夫 31046 被服 被服パターン設計演習 II _01 2 丸田　直美 31047 被服 被服パターン設計演習 II _02 2 丸田　直美 31093 被服 被服衛生学 3 丸田　直美 31254 ★被服 卒業制作 （田中淑） 4 田中　淑江

31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31092 被服 アパレルデータ解析 II 3 古川　貴雄 31074 被服 被服心理学 3 藤田　雅夫 31253 ★被服 卒業制作 （古川） 4 古川　貴雄 31258 ★被服 卒業制作 （丸田） 4 丸田　直美

31302 ★被服 卒業演習 （後藤） 4 後藤　純子 31204 ★被服 卒業論文 （田中淑） 4 田中　淑江 31137 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） _01 2 田中　淑江

31209 ★被服 卒業論文 （宮武） 4 宮武　恵子 33005 食食 生物学実験 _01（食食） 1 川上　浩

33022 食食 食品衛生学実験 _01（食食） 3 伊藤　裕才 33033 食食 実践栄養学Ⅱ 4 吉浦　健太 33023 食食 食品衛生学実験 _02（食食） 3 伊藤　裕才

33025 食食 2 遠藤　英明 33042 食食 食品機能学 2 深津　佳世子 33034 食食 実践栄養学ＩＩＩ 4 上原　誉志夫

33071 食食 調理学実験 _01 3 近堂　知子 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

33092 食食 食資源論 2 小栗　邦夫 33515 ★食管 臨地実習I(校外実習) 3 木下　伊規子

33503 食管 給食経営管理実習Ｉ 2 木下　伊規子 33517 食管 臨地実習II （2018　3年次） 3 家政未定

35022 建デ 平面構成演習 II _01 1 金　晃平 35023 建デ 平面構成演習 II _02 1 金　晃平 35010 建デ 商品企画情報論 3 中川　千恵美

35099 建デ 建築設計演習II _01 2 髙橋　大輔 35100 建デ _02 2 髙橋　大輔 35038 建デ 2 小山　健太

35109 建デ インテリアデザイン演習II _01 2 工藤　良子 35110 建デ _02 2 工藤　良子 37244 ★児童 卒業研究 （清水） 4 清水　秀夫

35113 建デ インテリアデザイン演習IV _01 3 玄・ベルトー・進来 35114 建デ _02 3 玄・ベルトー・進来 37304 児童 教育制度論 _02 3 小林　正泰

35154 建デ デッサンＩＩ _01 1 市川　曉 35155 建デ デッサンＩＩ _02 1 市川　曉

37014 児童 児童理解の方法 _01 2 入江　礼子 37015 児童 児童理解の方法 _02 2 入江　礼子 35164 ★建デ レンダリング演習 2 福田　一郎	

37042 児童 家族心理学 1 西坂　小百合 37065 児童 子どもの生活と遊び（言葉） _01 3 権藤　桂子 35172 建デ 木工演習 IV 3 田中　英一

37402 ★児童 音楽表現 _01 2 村上　康子 37070 児童 子どもと環境 _01 1 田代　幸代 37071 児童 子どもと環境 _02 1 田代　幸代 37033 児童 行動科学研究法 2 河原　紀子

37403 ★児童 音楽表現 _02 2 村上　康子 37088 ★児童 造形基礎 _01 1 安田　悟 37089 ★児童 造形基礎 _02 1 安田　悟 37066 児童 子どもの生活と遊び（言葉） _02 3 権藤　桂子

37404 ★児童 音楽表現 _03 2 村上　康子 37116 ★児童 体育基礎 _01 1 足立　美和 37094 ★児童 保育の表現技術 _01 3 綾野　鈴子 37072 児童 子どもと環境 _03 1 田代　幸代

37405 ★児童 音楽表現 _04 2 村上　康子 37408 ★児童 音楽表現 _07 2 村上　康子 37095 ★児童 保育の表現技術 _02 3 松本　佳代子 37090 ★児童 造形基礎 _03 1 安田　悟

37406 ★児童 音楽表現 _05 2 村上　康子 37409 ★児童 音楽表現 _08 2 村上　康子 37096 ★児童 保育の表現技術 _03 3 上出　香波 37241 ★児童 卒業研究 （村上） 4 村上　康子

37407 ★児童 音楽表現 _06 2 村上　康子 37410 ★児童 音楽表現 _09 2 村上　康子 37117 ★児童 体育基礎 _02 1 足立　美和 37301 児童 教育制度論 _01 3 小林　正泰

37455 ★児童 教育実習（事前事後指導） _01（2017～2019） 3 田代　幸代 37411 ★児童 音楽表現 _10 2 村上　康子 37232 ★児童 卒業研究 （入江） 4 入江　礼子

37456 ★児童 教育実習（事前事後指導） _02（2017～2019） 3 本澤　淳子 37412 ★児童 音楽表現 _11 2 村上　康子 37239 ★児童 卒業研究 （本澤） 4 本澤　淳子

37457 ★児童 教育実習（事前事後指導） _03（2017～2019） 3 清水　秀夫 37413 ★児童 音楽表現 _12 2 村上　康子 37414 ★児童 音楽表現 _13 2 村上　康子

37458 ★児童 教育実習（事前事後指導） _04（2017～2019） 3 小林　正泰 37415 ★児童 音楽表現 _14 2 村上　康子

37416 ★児童 音楽表現 _15 2 村上　康子

37417 ★児童 音楽表現 _16 2 村上　康子

37418 ★児童 音楽表現 _17 2 村上　康子

37419 ★児童 音楽表現 _18 2 村上　康子

臨地実習I(校外実習)

初等教科教育法（体育）

アパレルグラフィックスII

食品バイオテクノロジー

建築設計演習III

建築設計演習III

建築設計演習II

インテリアデザイン演習II

インテリアデザイン演習IV

プレゼンテーションテクニック

ビジュアルコミュニケーション論

2018年度　家政学部 時間割表 【火】
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）



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 30014 共通 人間学 1 白川　佳子 30006 共通 消費者経済学 1 小野瀬　裕子 31028 被服 染色実習 _02 3 後藤　純子 30012 共通 保育学 3 小原　敏郎 30016 共通 被服学概論 1 丸田　直美

期 30019 共通 考古学 3・4 徳田　誠志 30063 共通 統計学 1 前田　康智 31063 ★被服 2 小松　千佳 30065 共通 環境学概論 2 松本　太 31094 被服 被服環境学 3・4 松本　太

31059 被服 アパレル生産実習立体Ⅱ _02 2 丸田　直美 31027 被服 染色実習 _01 3 後藤　純子 31113 被服 被服デザインI _03 1 平田　麻里子 31055 被服 アパレル生産実習立体Ｉ _01 1 小松　千佳

31111 被服 被服デザインI _01 1 畑　久美子 31053 被服 アパレルCAD II 3 古川　貴雄 31129 被服 東洋服装史 2 長崎　巌 31099 被服 3・4 松江　由香子

31133 被服 伝統染織技法実習(和裁Ｉ) _01 1 田中　淑江 31059 被服 アパレル生産実習立体Ⅱ _02 2 丸田　直美 31207 ★被服 卒業論文 （藤田） 4 藤田　雅夫 31205 ★被服 卒業論文 （長崎） 4 長崎　巌

31202 ★被服 卒業論文 （後藤） 4 後藤　純子 31112 被服 被服デザインI _02 1 畑　久美子 31208 ★被服 卒業論文 （丸田） 4 丸田　直美 33061 食食 調理学 _01（食食） 2 近堂　知子

31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31201 ★被服 卒業論文 （村瀬） 4 村瀬　浩貴 33068 食食 _02（食食） 3 平尾　和子

33003 食食 化学実験Ⅰ _01（食食） 1 熊谷　仁 33401 食管 化学実験Ⅰ _02（管理） 1 熊谷　仁

33041 食食 栄養学 2 深津　佳世子 33511 ★食管 総合演習 4 上原　誉志夫 33445 食管 _02 3 村上　昌弘

33067 食食 調理学実習ＩＩ _01（食食） 3 平尾　和子 33449 食管 _04（管理） 3 伊藤　裕才

33411 食管 1 川久保　清 33461 食管 基礎栄養学 2 深津　佳世子 33810 ★食物 卒業論文 （上原） 4 上原　誉志夫

33444 食管 食品学総論実験II _01 3 村上　昌弘 33809 ★食物 卒業論文 （川上） 4 川上　浩 35055 建デ 建築施工 2 中江　豪

33448 食管 食品衛生学実験 _03（管理） 3 伊藤　裕才 33860 ★食物 卒業演習 （上原） 4 上原　誉志夫

33491 食管 公衆栄養学I 2 川久保　清 33854 ★食物 卒業演習 （川上） 4 川上　浩 35025 建デ 立体構成演習Ｉ _02 1 村田　桂太

35024 建デ 立体構成演習Ｉ _01 1 村田　桂太 35062 建デ 建築計画学I 3 髙橋　大輔

35060 建デ 構造計画 3 松本　年史 35061 建デ 構造設計 3 松本　年史 35086 建デ _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 35158 建デ 図学I _02 1 久永　文

35157 建デ 図学I _01 1 久永　文 35170 ★建デ ＣＧ演習ＩＩ(応用) 3 田中　裕子

35168 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _01 2 惠面　奈津子 35174 建デ 陶芸演習I _02 3 川辺　美佳

35173 建デ 陶芸演習I _01 3 川辺　美佳 35260 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （松本） 4 松本　年史

35181 ★建デ イラストレーションテクニック 2 久我　修一 37011 児童 発達心理学ＩＩ _03 2 河原　紀子 35306 建デ 卒業制作Ⅰ（研究） （林田） 4 林田　廣伸

35256 建デ 卒業論文Ⅰ（研究） （林田） 4 林田　廣伸 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

37001 ★児童 児童学基礎演習 _01 1 河原　紀子 37001 ★児童 児童学基礎演習 _01 1 河原　紀子 37024 児童 障害児保育 _01 2 権藤　桂子 37048 児童 教育原理 _02 1 小林　正泰

37002 ★児童 児童学基礎演習 _02 1 小林　正泰 37002 ★児童 児童学基礎演習 _02 1 小林　正泰 37047 児童 教育原理 _01 1 小林　正泰 37313 児童 保育実習ＩＩ（事前事後指導） _01 4 石橋　優美

37003 ★児童 児童学基礎演習 _03 1 松本　佳代子 37003 ★児童 児童学基礎演習 _03 1 松本　佳代子 37060 児童 子どもと人間関係 _02 2 西坂　小百合 37314 児童 保育実習ＩＩ（事前事後指導） _02 4 守隨　香

37004 ★児童 児童学基礎演習 _04 1 綾野　鈴子 37004 ★児童 児童学基礎演習 _04 1 綾野　鈴子 37451 児童 子育て支援論 _03 3・4 小原　敏郎 37341 児童 国語科教育 2 本澤　淳子

37005 ★児童 児童学基礎演習 _05 1 上出　香波 37005 ★児童 児童学基礎演習 _05 1 上出　香波 37355 児童 3 清水　秀夫

37006 ★児童 児童学基礎演習 _06 1 石橋　優美 37006 ★児童 児童学基礎演習 _06 1 石橋　優美 37316 児童 保育実習ＩＩＩ（事前事後指導） 4 木村　秀

37045 児童 子育て支援論 _01 3・4 小原　敏郎 37043 児童 家庭支援論 _01 3 守隨　香

37139 児童 社会的養護 _01 2 木村　秀 37046 児童 子育て支援論 _02 3・4 小原　敏郎

37302 児童 保育・教育課程論 _01 2 田代　幸代 37140 児童 社会的養護 _02 2 木村　秀

37450 児童 家庭支援論 _02 3 西坂　小百合 37236 ★児童 卒業研究 （権藤） 4 権藤　桂子

37238 ★児童 卒業研究 （白川） 4 白川　佳子

37240 ★児童 卒業研究 （西坂） 4 西坂　小百合

37242 ★児童 卒業研究 （安田） 4 安田　悟

37303 児童 保育・教育課程論 _02 2 田代　幸代

後 30005 共通 家庭経営学II 1 小野瀬　裕子 31015 被服 被服管理学実験I _03 2 後藤　純子 30013 共通 社会福祉論 1 木村　秀 31057 被服 アパレル生産実習立体Ｉ _03 1 小松　千佳 31030 被服 染織品保存科学 3・4 後藤　純子

期 30007 共通 生活関連法規 3・4 近藤　恵 31054 被服 アパレルCAD III 3 武田　幸 30050 共通 基礎物理学 1 村瀬　浩貴 31097 被服 アパレルグラフィックスＩ _02 2 古川　貴雄 33046 食食 食と環境 3 宮﨑　裕美

31202 ★被服 卒業論文 （後藤） 4 後藤　純子 31075 被服 被服マーケティング演習 3 藤田　雅夫 31056 被服 アパレル生産実習立体Ｉ _02 1 小松　千佳 31127 被服 色彩デザイン _02 1 平田　麻里子

31259 ★被服 卒業制作 （宮武） 4 宮武　恵子 31134 被服 伝統染織技法実習(和裁Ｉ) _02 1 田中　淑江 31063 ★被服 2 田中　淑江 31205 ★被服 卒業論文 （長崎） 4 長崎　巌

33077 食食 伝統食品・調理論 4 近堂　知子 31201 ★被服 卒業論文 （村瀬） 4 村瀬　浩貴 31096 被服 アパレルグラフィックスＩ _01 2 古川　貴雄

33078 食食 伝統食品・調理論実習 4 近堂　知子 31126 被服 色彩デザイン _01 1 平田　麻里子

33402 食管 化学実験II _02（管理） 1 熊谷　仁 31207 ★被服 卒業論文 （藤田） 4 藤田　雅夫

33423 食管 生化学実験I _01 2 深津　佳世子 31208 ★被服 卒業論文 （丸田） 4 丸田　直美

33442 食管 食品学総論実験I _01 2 村上　昌弘 33004 食食 化学実験II _01（食食） 1 熊谷　仁

33493 食管 公衆栄養学実習 _01 4 未定 33472 食管 栄養教育論II 1 瀬戸　美江 33076 食食 食事計画・評価論 2・3 平尾　和子 33435 食管 運動生理学 3 大田　隆雄

33854 ★食物 卒業演習 （川上） 4 川上　浩 33511 ★食管 総合演習 4 上原　誉志夫 33424 食管 生化学実験I _02 2 深津　佳世子

35026 建デ 立体構成演習 II _01 1 村田　桂太 33443 食管 食品学総論実験I _02 2 村上　昌弘

35035 建デ 観察・描写 _01 1 河原　うらら 33453 食管 調理学 _02（管理） 1 近堂　知子

35053 建デ 建築法規 2 林　寛行 33479 食管 3 柳澤　けい子

35168 ★建デ ＣＧ演習Ｉ(基礎) _01 2 齋藤　知己 33494 食管 _02 4 未定

35175 建デ 陶芸演習II _01 3 川辺　美佳 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 3 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

35209 ★建デ ゼミナール (堀) 3 堀　啓二 35027 建デ 立体構成演習 II _02 1 村田　桂太 37201 児童 課題ゼミナール （足立） 3 足立　美和

35267 建デ 卒業論文Ⅱ （林田） 4 林田　廣伸 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 37001 ★児童 児童学基礎演習 _01 1 河原　紀子 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 小林　正泰 37002 ★児童 児童学基礎演習 _02 1 小林　正泰 35170 ★建デ ＣＧ演習ＩＩ(応用) 3 田中　裕子 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 松本　佳代子 37003 ★児童 児童学基礎演習 _03 1 松本　佳代子 35176 建デ 陶芸演習II _02 3 川辺　美佳 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 37004 ★児童 児童学基礎演習 _04 1 綾野　鈴子 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 37005 ★児童 児童学基礎演習 _05 1 上出　香波 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 石橋　優美 37006 ★児童 児童学基礎演習 _06 1 石橋　優美 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

37236 ★児童 卒業研究 （権藤） 4 権藤　桂子 37040 児童 生活科教育 _02 1 岩瀬　正幸 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

37238 ★児童 卒業研究 （白川） 4 白川　佳子 37054 児童 教職論 _01 3 守隨　香 37055 児童 教職論 _02 3 本澤　淳子 37211 児童 課題ゼミナール （村上） 3 村上　康子

37240 ★児童 卒業研究 （西坂） 4 西坂　小百合 37069 児童 子どもの生活と遊び（表現） _03 3 村上　康子 37077 児童 子どもの生活と遊び（表現） _04 3 大沼　蘭 37212 児童 課題ゼミナール （安田） 3 安田　悟

37242 ★児童 卒業研究 （安田） 4 安田　悟 37075 児童 子どもの生活と遊び（表現） _01 3 大沼　蘭 37079 児童 子どもの生活と遊び（表現） _05 3 足立　美和 37213 児童 課題ゼミナール （守隨） 3 守隨　香

37452 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _01（2017～2018） 3・4 木村　秀 37076 児童 子どもの生活と遊び（表現） _02 3 足立　美和 37080 児童 子どもの生活と遊び（表現） _06 3 村上　康子 37214 児童 課題ゼミナール （清水） 3 清水　秀夫

37453 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _02（2017～2018） 3・4 松本　佳代子 37344 児童 理科教育 2 清水　秀夫 37100 児童 教育方法論 _02 2 小林　正泰 37215 児童 課題ゼミナール （田代） 3 田代　幸代

37454 児童 保育実習Ｉ（事前事後指導） _03（2017～2018） 3・4 上出　香波 37216 児童 課題ゼミナール （木村） 3 木村　秀

37217 児童 課題ゼミナール （小林） 3 小林　正泰

健康管理概論（社会福祉概論を含む）

被服造形学実習（教職）

建築・インテリア演習I

被服造形学実習（教職）

化粧品科学概論

調理学実習ＩＩ

食品学総論実験II

食品衛生学実験

初等教科教育法（生活）

学校栄養教育論II

公衆栄養学実習

2018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）



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）



金

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

31061 被服 3 加藤　登志子 31061 被服 3 加藤　登志子 31044 被服 被服パターン設計演習 I _01 2 内田　幸子 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

31139 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） _03 2 近山　由香 31073 被服 2 藤田　雅夫 31062 被服 立体裁断 3 加藤　登志子 30070 共通 家庭電気・機械 3 坂本　智 31079 被服 3 福田　稔

31203 ★被服 卒業論文 （古川） 4 古川　貴雄 31131 被服 3 長崎　巌 31045 被服 被服パターン設計演習 I _02 2 内田　幸子 31254 ★被服 卒業制作 （田中淑） 4 田中　淑江

33013 食食 食品学実験 _01 3 村上　昌弘 33008 食食 生理学 1 吉浦　健太 33014 食食 食品学実験 _02 3 村上　昌弘

33043 食食 栄養学実験 _01 3 深津　佳世子 33010 食食 3 伊部　陽子 33044 食食 栄養学実験 _02 3 深津　佳世子

33062 教職 調理学実習Ｉ （教職） 2 米山　陽子 33488 食管 4 瀬戸　美江

33427 食管 病理学I 2 吉浦　健太 33436 食管 2 仁科　正実 35092 建デ _02 1 戸田　泰男

33482 食管 臨床栄養学II 3 上原　誉志夫 33464 食管 応用栄養学I 3 山口　恭子 35112 建デ _02 3 久保田　章敬

33804 ★食物 卒業論文 （熊谷） 4 熊谷　仁 33862 ★食物 卒業演習 （近堂） 4 近堂　知子 37027 児童 発達障害心理学 3 白川　佳子 35128 建デ _02 4 堀　啓二

33861 ★食物 卒業演習 （木下） 4 木下　伊規子 37102 児童 子どもの保健Ｉ _02 2 大江　敏江 35129 建デ _03 4 袴田　喜夫

35091 建デ 建築CAD演習Ｉ _01 1 戸田　泰男 37121 児童 体育応用 _02 2 本永　直子 35153 建デ デッサンＩ _03 1 平岡　栄二

35111 建デ インテリアデザイン演習III _01 3 久保田　章敬 37133 児童 児童家庭福祉Ｉ _01 1 横濵　勇樹 35201 ★建デ ゼミナール （青木） 3 青木　英明 37036 児童 3 佐野　予理子

35127 建デ 建築設計演習V _01 4 堀　啓二 37243 ★児童 卒業研究 （守隨） 4 守隨　香 35202 ★建デ ゼミナール （福田） 3 福田　一郎	

35165 建デ 版画演習 _01 2 花村　泰江 35205 ★建デ ゼミナール （田中裕） 3 田中　裕子

35178 建デ 写真演習Ｉ _02 3 女屋　良行 35207 ★建デ ゼミナール （林田） 3 林田　廣伸

35191 建デ グラフィックデザイン演習ＩＩＩ 4 林田　廣伸 37036 児童 3 佐野　予理子

35192 建デ 2 青木　英明 37058 児童 乳児保育 _03 2 守隨　香

37376 ★児童 保育・子育て支援実践演習I _01 3 守隨　香 37098 児童 児童文学論 3・4 奥山　恵 37134 児童 児童家庭福祉Ｉ _02 1 横濵　勇樹

37377 ★児童 保育・子育て支援実践演習I _02 3 小原　敏郎 37101 児童 子どもの保健Ｉ _01 2 大江　敏江

37378 ★児童 保育・子育て支援実践演習I _03 3 白川　佳子 37120 児童 体育応用 _01 2 本永　直子

37500 ★児童 保育・子育て支援実践演習II _01（守隨） 4 守隨　香

37501 ★児童 保育・子育て支援実践演習II _02（小原） 4 小原　敏郎

37502 ★児童 保育・子育て支援実践演習II _03（白川） 4 白川　佳子

31139 ★被服 伝統染織技法実習（和裁Ⅱ） _03 2 近山　由香 31026 被服 染色加工学 2 軽部　幸恵 31060 被服 アパレル生産実習立体Ⅱ _03 2 内田　幸子 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

31135 被服 伝統染織技法実習(和裁Ｉ) _03 1 近山　由香 31203 ★被服 卒業論文 （古川） 4 古川　貴雄 31060 被服 アパレル生産実習立体Ⅱ _03 2 内田　幸子 31254 ★被服 卒業制作 （田中淑） 4 田中　淑江

33012 食食 応用食品学 2 三星　沙織 33465 食管 応用栄養学II 3 山口　恭子 33093 食食 製品開発論 3 村上　昌弘 33085 食食 食物特別講義 3 村上　昌弘

33433 食管 解剖生理学実験II _01 2 吉浦　健太 35007 建デ 人間工学 2 青木　英明 33434 食管 _02 2 吉浦　健太

33451 食管 食品利用学実習 _01 3 伊藤　裕才 35090 建デ 建築総合演習 _02 2 藤本　麻紀子 33452 食管 _02 3 伊藤　裕才

33456 食管 調理学実習ＩＩ _03（管理） 2 米山　陽子 33457 食管 _04（管理） 2 米山　陽子

33462 食管 基礎栄養学実験 _01 3 深津　佳世子 33463 食管 _02 3 深津　佳世子

33804 ★食物 卒業論文 （熊谷） 4 熊谷　仁 33862 ★食物 卒業演習 （近堂） 4 近堂　知子 35094 建デ _02 1 戸田　泰男

33861 ★食物 卒業演習 （木下） 4 木下　伊規子 35089 建デ 建築総合演習 _01 2 藤本　麻紀子 35125 建デ _02 3 堀　啓二

35093 建デ _01 1 戸田　泰男 35126 建デ _03 3 上西　明

35124 建デ 建築設計演習IV _01 3 堀　啓二 37049 児童 保育原理 _01 1 小原　敏郎 35156 建デ デッサンＩＩ _03 1 平岡　栄二

35180 建デ 写真演習ＩＩ _02 3 女屋　良行 37091 児童 造形表現 _01 2 安田　悟 35201 ★建デ ゼミナール （青木） 3 青木　英明 37037 児童 3 佐野　予理子

35193 建デ 2 福田　一郎	 37243 ★児童 卒業研究 （守隨） 4 守隨　香 35202 ★建デ ゼミナール （福田） 3 福田　一郎	

35314 建デ 卒業制作Ⅱ （田中裕） 4 田中　裕子 35205 ★建デ ゼミナール （田中裕） 3 田中　裕子

37376 ★児童 保育・子育て支援実践演習I _01 3 守隨　香 37500 ★児童 保育・子育て支援実践演習II _01（守隨） 4 守隨　香 35207 ★建デ ゼミナール （林田） 3 林田　廣伸

37377 ★児童 保育・子育て支援実践演習I _02 3 小原　敏郎 37501 ★児童 保育・子育て支援実践演習II _02（小原） 4 小原　敏郎 37037 児童 3 佐野　予理子 ￥・

37378 ★児童 保育・子育て支援実践演習I _03 3 白川　佳子 37502 ★児童 保育・子育て支援実践演習II _03（白川） 4 白川　佳子 37050 児童 保育原理 _02 1 小原　敏郎

37092 児童 造形表現 _02 2 安田　悟

行動科学基礎実験ＩＩ

行動科学基礎実験ＩＩ

染織品保存修復論

食物情報処理演習

臨床栄養学実習

建築CAD演習Ｉ

インテリアデザイン演習III

建築CAD演習II

建築設計演習IV

建築設計演習IV

建築設計演習V

建築設計演習V

行動科学基礎実験Ｉ

アパレル生産実習立体III

プロダクトデザイン基礎演習Ｉ

建築CAD演習II

プロダクトデザイン基礎演習ＩＩ

微生物学・免疫学

消費者調査法

アパレル生産実習立体III

行動科学基礎実験Ｉ

解剖生理学実験II

食品利用学実習

調理学実習ＩＩ

基礎栄養学実験

2018年度　家政学部 時間割表 【金】

ファッションビジネス論

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）



土 【時間割表に記載されていない授業】

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 配当学年 氏名

前 33478 食管 学校栄養教育論I 3 神田　聖子 31008 被服 繊維学実験 4 村瀬　浩貴 　8/27（月）～8/31（金）5日間

期 35115 建デ インテリアデザイン演習V 4 畑中　弘 31161 ★被服 テキスタイルアドバイザー実習 3 長崎　巌

37315 児童 保育実習Ⅱ（保育所） 4 守隨　香

37317 児童 保育実習Ⅲ（施設） 4 木村　秀

37323 児童 幼稚園教育実習II （3年次） 3 田代　幸代

37325 児童 小学校教育実習 4 清水　秀夫

37311 児童 保育実習Ｉ（保育所） 2 守隨　香

37312 児童 保育実習Ｉ（施設) 3 木村　秀

37336 児童 幼稚園教育実習Ｉ （2年次） 2 田代　幸代

後 33085 食食 食物特別講義 3 村上　昌弘

期 35037 建デ 建築＆デザイン総合演習 3 堀　啓二

【卒業論文・卒業演習・卒業制作・卒業研究】　履修登録は、教務課で行います。

2　（10：50～12：20）

2018年度　家政学部 時間割表 【土】
科目名称

1　（9：00～10：30）


	18kasei1
	月～土

	18kasei2
	月～土

	18kasei3
	18kasei4
	木曜日

	18kasei5
	月～土

	18kasei6
	月～土


