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授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名

前 10006 前期 基礎ゼミナール _06(食管) 1 平澤　玲子 11004 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _04 1 長沼　英二 11002 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _02 1 本澤　淳子 11006 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _06 1 長沼　英二 10004 前期 基礎ゼミナール _04(食食) 1 熊谷　仁

期 10007 前期 基礎ゼミナール _07(食管) 1 熊谷　仁 11016 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _16 1 星野　祐子 11005 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _05 1 長沼　英二 14413 前期 情報活用法B _03 1 松村　芳樹 10005 前期 基礎ゼミナール _05(食食) 1 伊藤　裕才

10012 前期 基礎ゼミナール _12(児童) 1 本澤　淳子 11026 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _26 1 大沼　敏男 14138 前期 情報処理 _38 1 松田　高行 15251 ★ TOEIC総合演習 _01（目標700点） 2 リチャード　ミルナー 10101 前期 基礎ゼミナール _18(文芸) 1 遠藤　耕太郎

10013 前期 基礎ゼミナール _13(児童) 1 清水　秀夫 14137 前期 情報処理 _37 1 松田　高行 15305 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _05 1 ブルジュワ　ロドルフ 15306 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _06 1 小西　英則 10102 前期 基礎ゼミナール _19(文芸) 1 岡田　ひろみ

10014 前期 基礎ゼミナール _14(児童) 1 白川　佳子 15254 ★ TOEIC総合演習 _04（目標500点） 2 小川　聡子 15406 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _06 1 鄭　暁青 15310 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _10 1 ブルジュワ　ロドルフ 10103 前期 基礎ゼミナール _20(文芸) 1 深津　謙一郎

10015 前期 基礎ゼミナール _15(児童) 1 河原　紀子 15309 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _09 1 岡部　杏子 15409 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _09 1 壽老　素子 15415 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _15 1 中野　千穂 10104 前期 基礎ゼミナール _21(文芸) 1 杉村　使乃

10016 前期 基礎ゼミナール _16(児童) 1 木村　秀 15401 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _01 1 神田　千冬 15411 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _11 1 赤坂　綾 15417 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _17 1 盧　尤 10105 前期 基礎ゼミナール _22(文芸) 1 田口　亜紀

10017 前期 基礎ゼミナール _17(児童) 1 石橋　優美 15402 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _02 1 赤坂　綾 15412 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _12 1 藤田　糸恵 15504 前期 ドイツ語Ⅰ（入門）/基礎ドイツ語（入門） _04 1 伊藤　恵子 10106 前期 基礎ゼミナール _23(文芸) 1 土田　牧子

11003 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _03 1 長沼　英二 15410 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _10 1 藤田　糸恵 15413 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _13 1 木村　佳代子 15601 ★ コリア語Ⅰ（入門）/基礎コリア語（入門） _01 1 金　愛慶 10107 前期 基礎ゼミナール _24(文芸) 1 佐藤　洋

11025 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _25 1 大沼　敏男 15419 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _19 1 潘　藝梅 15414 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _14 1 中野　千穂 16045 前期 芸術をひらく/芸術の世界 _05 1 柴田　康太郎 10108 前期 基礎ゼミナール _25(文芸) 1 近藤　壮

15252 ★ TOEIC総合演習 _02（目標600点） 2 清水　明子 15476 ★ 応用中国語（総合） _06 2 木村　佳代子 16352 前期 地域社会と家族を学ぶ/現代の家族 _02 1 小野瀬　裕子 16710 前期 健康スポーツ実習A _10 1 舟橋　道成 10109 前期 基礎ゼミナール _26(文芸) 1 村上　隆

15303 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _03 1 岡部　杏子 15479 ★ 応用中国語（総合） _09 2 壽老　素子 16709 前期 健康スポーツ実習A _09 1 舟橋　道成 19421 前期 学習指導と学校図書館 3 小南　理恵 10110 前期 基礎ゼミナール _27(文芸) 1 堀　新

15408 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _08 1 潘　藝梅 15551 ★ 応用ドイツ語（総合） _01 2 メッツィング　Ｒ． 19401 前期 学校経営と学校図書館 3 小南　理恵 10111 前期 基礎ゼミナール _28(文芸) 1 大島　十二愛

19132 前期 教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む) _02 4 西村　史子 15796 ★ 応用日本語（留学生対象）/応用日本語（留学生対象） 1 横山　和子 10112 前期 基礎ゼミナール _29(文芸) 1 山森　宙史

16301 前期 法律を学ぶ（日本国憲法）/法学（日本国憲法） _01 1 岩石　順子 10201 前期 基礎ゼミナール _30(国際) 1 浅沼　かおり

16511 前期 数学への招待/数学 _01 1 ポヌ　ゾマホン　ジョジアヌ 10202 前期 基礎ゼミナール _31(国際) 1 宇野　直人

16708 前期 健康スポーツ実習A _08 1 舟橋　道成 10203 前期 基礎ゼミナール _32(国際) 1 李　錚強

19002 前期 教職入門 _02 1 西村　史子 10204 前期 基礎ゼミナール _33(国際) 1 佐藤　雄一

19101 前期 教育相談(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを主とする) _01 3 安藤　嘉奈子 10209 前期 基礎ゼミナール _38(国際) 1 八十田　博人

19231 ★ 公民科教育の理論と指導 3 川﨑　誠司 10210 前期 基礎ゼミナール _39(国際) 1 西村　めぐみ

19531 前期 博物館資料論 3 鈴木　親彦 10601 前期 基礎ゼミナール _53(文科) 1 高橋　修

10602 前期 基礎ゼミナール _54(文科) 1 西村　厚子

10603 前期 基礎ゼミナール _55(文科) 1 一前　春子

10604 前期 基礎ゼミナール _56(文科) 1 咲本　英恵

14111 前期 情報処理 _11 1 松村　芳樹

15477 ★ 応用中国語（総合） _07 2 盧　尤

15502 前期 ドイツ語Ⅰ（入門）/基礎ドイツ語（入門） _02 1 伊藤　恵子

15602 ★ コリア語Ⅰ（入門）/基礎コリア語（入門） _02 1 金　愛慶

17021 前期 比較文化の視点 1 村井　華代

19203 ★ 国語科教育の理論と実践 _01 3 伊藤　久仁子

19251 ★ 美術科教育の理論と実践 3 上田　祥晴

19274 ★ 英語科教育の理論と実践 _02 3 鮫島　慶太

後 13001 後期 課題解決ワークショップ _01(被服) 1 村瀬　浩貴 13001 後期 課題解決ワークショップ _01(被服) 1 村瀬　浩貴 15335 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _05 1 ブルジュワ　ロドルフ 13003 後期 課題解決ワークショップ _03(被服) 1 村瀬　浩貴 13003 後期 課題解決ワークショップ _03(被服) 1 村瀬　浩貴

期 13002 後期 課題解決ワークショップ _02(被服) 1 村瀬　浩貴 13002 後期 課題解決ワークショップ _02(被服) 1 村瀬　浩貴 15436 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _06 1 鄭　暁青 14112 後期 情報処理 _12 1 松村　芳樹 13101 後期 課題解決ワークショップ _18(文芸) 1 遠藤　耕太郎

13012 後期 課題解決ワークショップ _12(児童) 1 白川　佳子 13701 後期 表現技法Ⅲ（企画立案・発表討論） 1 星野　祐子 15439 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _09 1 壽老　素子 15251 ★ TOEIC総合演習 _01（目標700点） 2 リチャード　ミルナー 13102 後期 課題解決ワークショップ _19(文芸) 1 岡田　ひろみ

13013 後期 課題解決ワークショップ _13(児童) 1 西坂　小百合 15254 ★ TOEIC総合演習 _04（目標500点） 2 小川　聡子 15441 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _11 1 赤坂　綾 15336 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _06 1 小西　英則 13103 後期 課題解決ワークショップ _20(文芸) 1 深津　謙一郎

13014 後期 課題解決ワークショップ _14(児童) 1 本澤　淳子 15339 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _09 1 岡部　杏子 15442 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _12 1 藤田　糸恵 15340 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _10 1 ブルジュワ　ロドルフ 13104 後期 課題解決ワークショップ _21(文芸) 1 杉村　使乃

13015 後期 課題解決ワークショップ _15(児童) 1 清水　秀夫 15431 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _01 1 神田　千冬 15443 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _13 1 木村　佳代子 15445 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _15 1 中野　千穂 13105 後期 課題解決ワークショップ _22(文芸) 1 岡見　さえ

13016 後期 課題解決ワークショップ _16(児童) 1 河原　紀子 15432 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _02 1 赤坂　綾 15444 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _14 1 中野　千穂 15447 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _17 1 盧　尤 13106 後期 課題解決ワークショップ _23(文芸) 1 村井　華代

13017 後期 課題解決ワークショップ _17(児童) 1 石橋　優美 15440 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _10 1 藤田　糸恵 16051 後期 哲学とは何か/哲学概論 _01 1 毛利　豊史 15534 後期 ドイツ語Ⅱ（表現）/基礎ドイツ語（表現） _04 1 伊藤　恵子 13107 後期 課題解決ワークショップ _24(文芸) 1 佐藤　洋

15252 ★ TOEIC総合演習 _02（目標600点） 2 清水　明子 15449 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _19 1 潘　藝梅 16756 後期 健康スポーツ実習B _06 1 舟橋　道成 15601 ★ コリア語Ⅰ（入門）/基礎コリア語（入門） _01 1 金　愛慶 13108 後期 課題解決ワークショップ _25(文芸) 1 近藤　壮

15333 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _03 1 岡部　杏子 15476 ★ 応用中国語（総合） _06 2 木村　佳代子 16921 後期 女性と社会 _01 1 河内　優子 16372 後期 社会を学ぶ/社会学概論 _02 1 土屋　久 13109 後期 課題解決ワークショップ _26(文芸) 1 村上　隆

15438 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _08 1 潘　藝梅 15479 ★ 応用中国語（総合） _09 2 壽老　素子 17011 後期 環境・科学の諸課題 1 細野　豊樹 16757 後期 健康スポーツ実習B _07 1 舟橋　道成 13110 後期 課題解決ワークショップ _27(文芸) 1 堀　新

16063 後期 心理を学ぶ/心理学 _03 1 小西　健 15551 ★ 応用ドイツ語（総合） _01 2 メッツィング　Ｒ． 17043 後期 メディアと文化 _03 1 山森　宙史 13111 後期 課題解決ワークショップ _28(文芸) 1 大島　十二愛

16542 後期 化学への招待/化学 _02 1 川和　理恵 15796 ★ 応用日本語（留学生対象）/応用日本語（留学生対象） 1 横山　和子 13112 後期 課題解決ワークショップ _29(文芸) 1 山森　宙史

19073 後期 教育の方法と技術 _03 2 西村　史子 16302 後期 法律を学ぶ（日本国憲法）/法学（日本国憲法） _02 1 岩石　順子 13201 後期 課題解決ワークショップ _30(国際) 1 河内　優子

19113 後期 教職実践演習（中・高） _03 4 安藤　嘉奈子 16322 後期 政治を学ぶ/政治学概論 _02 1 伊藤　剛 13202 後期 課題解決ワークショップ _31(国際) 1 岡部　正義

18082 後期 人間関係と自己表現 _02 1 西坂　小百合 13203 後期 課題解決ワークショップ _32(国際) 1 上田　美和

19033 後期 教育の制度と経営 _03 2 西村　史子 13204 後期 課題解決ワークショップ _33(国際) 1 立松　美也子

19103 後期 教育相談(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを主とする) _03 3 安藤　嘉奈子 13209 後期 課題解決ワークショップ _38(国際) 1 佐藤　雄一

19231 ★ 公民科教育の理論と指導 3 川﨑　誠司 13210 後期 課題解決ワークショップ _39(国際) 1 市山　陽子

14113 後期 情報処理 _13 1 松村　芳樹

15477 ★ 応用中国語（総合） _07 2 盧　尤

15532 後期 ドイツ語Ⅱ（表現）/基礎ドイツ語（表現） _02 1 伊藤　恵子

15602 ★ コリア語Ⅰ（入門）/基礎コリア語（入門） _02 1 金　愛慶

18091 後期 文学 1 高橋　修

18131 後期 民俗学 1 土屋　久

19203 ★ 国語科教育の理論と実践 _01 3 金井　圭太郎

19251 ★ 美術科教育の理論と実践 3 中城　芳裕

19274 ★ 英語科教育の理論と実践 _02 3 鮫島　慶太

・★は通年科目です。
・科目名称で、〇〇/△△とある場合、kyonet上にはスラッシュの前の科目名称が表示されます。※この場合は、〇〇が表示されます。
・（被服)や(短大)など、括弧書きの中に学科名がある場合は、その学科（もしくはその所属生）専用クラスです。

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

2020年度　教養・資格　時間割表 【火】
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