
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 10001 前期 基礎ゼミナール _01(被服) 1 藤田　雅夫 11401 ★ ビジネス英語 I 2 クリストファー・A・ピッツ 11503 前期 基礎フランス語（入門） _03 1 ロブエ　ナタリー 11586 ★ 応用フランス語（総合） _06 2 ロブエ　ナタリー

期 10002 前期 基礎ゼミナール _02(被服) 1 後藤　純子 11509 前期 基礎フランス語（入門） _09 1 畠山　香奈 11618 前期 基礎中国語（入門） _18 1 曹　元　春 11609 前期 基礎中国語（入門） _09 1 壽老　素子

10003 前期 基礎ゼミナール _03(被服) 1 村瀬　浩貴 11555 前期 基礎フランス語（表現） _15 1 藤井　恭子 11663 前期 基礎中国語（表現） _23 1 壽老　素子 11613 前期 基礎中国語（入門） _13 1 木村　佳代子

10008 前期 基礎ゼミナール _08(建デ) 1 石田　和人 11601 前期 基礎中国語（入門） _01（特別クラス） 1 劉　力 11690 ★ 応用中国語（総合） _10 2 木村　佳代子 11821 ★ 基礎ロシア語（入門） 1 安徳　ニ－ナ

10009 前期 基礎ゼミナール _09(建デ) 1 髙橋　大輔 11604 前期 基礎中国語（入門） _04 1 遠藤　トウエン 11833 ★ 基礎コリア語（入門） _03 1 鄭　洲 12006 前期 情報基礎 _06 1 福田　收

10010 前期 基礎ゼミナール _10(建デ) 1 林田　廣伸 11704 前期 基礎ドイツ語（入門） _04 1 伊藤　恵子 12114 前期 情報処理 _14 1 原　麗 12101 前期 情報処理 _01 1 本多　亜紀

10011 前期 基礎ゼミナール _11(建デ) 1 藤本　麻紀子 11834 ★ 基礎コリア語（入門） _04 1 鄭　洲 12534 前期 健康スポーツ実習 A _14 1 足立　美和 16152 前期 政治学概論 _02 1 八十田　博人

11514 前期 基礎フランス語（入門） _14 1 ぺリセロ　クリスチャン 12113 前期 情報処理 _13 1 原　麗 16049 前期 心理学 _09 1 一前　春子

12136 前期 情報処理 _36 1 原　麗 12533 前期 健康スポーツ実習 A _13 1 中島　早苗 16073 前期 社会学概論 _03 1 日高　安比古

12532 前期 健康スポーツ実習 A _12（児童） 1 中島　早苗 15001 前期 政治・社会の諸課題 _01 1 村上　太輝夫 16081 前期 文化人類学 _01 1 大坪　玲子

14037 前期 芸術の世界 _07 1 木戸　雅子 16046 前期 心理学 _06 1 橋本　優

15052 前期 人間関係と自己表現 _02 1 坂田　成輝 16083 前期 文化人類学 _03 1 岩原　紘伊

19071 前期 教育の方法と技術 _01 2 西村　史子 19032 前期 教育の制度と経営 _02 2 西村　史子

19102 前期 教育相談(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを主とする) _02 3 安藤　嘉奈子

19411 前期 学校図書館メディアの構成 3 鴇田　拓哉

後 11554 後期 基礎フランス語（表現） _14 1 ぺリセロ　クリスチャン 11001 後期 表現技法Ｉ（作文・論文） _01 1 本澤　淳子 11543 後期 基礎フランス語（表現） _03 1 ロブエ　ナタリー 11586 ★ 応用フランス語（総合） _06 2 ロブエ　ナタリー

期 12110 後期 情報処理 _10 1 原　麗 11401 ★ ビジネス英語 I 2 クリストファー・A・ピッツ 11624 後期 基礎中国語（入門） _24 1 壽老　素子 11649 後期 基礎中国語（表現） _09 1 壽老　素子

12722 後期 健康スポーツ演習 _02（児童） 1 松永　修司 11515 後期 基礎フランス語（入門） _15 1 藤井　恭子 11658 後期 基礎中国語（表現） _18 1 曹　元　春 11653 後期 基礎中国語（表現） _13 1 木村　佳代子

14022 後期 文学の世界 _02 1 岩田　久美加 11549 後期 基礎フランス語（表現） _09 1 畠山　香奈 11690 ★ 応用中国語（総合） _10 2 木村　佳代子 11821 ★ 基礎ロシア語（入門） 1 安徳　ニ－ナ

14053 後期 衣食住の文化 _03 1 山口　庸子 11641 後期 基礎中国語（表現） _01（特別クラス） 1 劉　力 11833 ★ 基礎コリア語（入門） _03 1 鄭　洲 14046 後期 デザインの現在 _06 1 畑　久美子

19003 後期 教職入門 _03 1 西村　史子 11644 後期 基礎中国語（表現） _04 1 遠藤　トウエン 12125 後期 情報処理 _25 1 本多　亜紀 15041 後期 人間とは何か _01 1 福田　收
19023 後期 発達と学習 _03 2 坂田　成輝 11744 後期 基礎ドイツ語（表現） _04 1 伊藤　恵子 12255 後期 情報活用法Ｂ（ネットワーク） _05 1 原　麗

11834 ★ 基礎コリア語（入門） _04 1 鄭　洲 14001 後期 比較文化の視点 _01 1 金光　陽子

12127 後期 情報処理 _27 1 本多　亜紀 14031 後期 芸術の世界 _01 1 土田　牧子

12253 後期 情報活用法Ｂ（ネットワーク） _03 1 原　麗 15054 後期 人間関係と自己表現 _04 1 一前　春子

12629 後期 健康スポーツ実習 B _09 1 松永　修司
15002 後期 政治・社会の諸課題 _02 1 村上　太輝夫
15092 後期 マーケティング _02 1 飯島　聡太朗
16047 後期 心理学 _07 1 橋本　優
16061 後期 教育学 _01 1 西村　史子
19441 後期 情報メディアの活用 3 藤田　岳久
19502 後期 博物館学概論 _02 2 木村　絵理子

2019年度　教養教育　資格　時間割表 【木】
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）


