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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 10301 前期 基礎ゼミナール _40(看護) 1 久保　正子 11009 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _09 1 岡田　幸彦 11010 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _10 1 岡田　幸彦 11030 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _30 1 佐々木　文彦 10501 前期 基礎ゼミナール _49(生活) 1 豊島　昇

期 10302 前期 基礎ゼミナール _41(看護) 1 櫻井　美奈 11014 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _14 1 杉本　雅子 11015 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _15 1 杉本　雅子 14132 前期 情報処理 _32 1 小西　將文 10502 前期 基礎ゼミナール _50(生活) 1 三井　直樹

10303 前期 基礎ゼミナール _42(看護) 1 杉本　晃子 14301 前期 情報の分析と活用B/統計情報処理 _01 1 菅原　いづみ 11029 前期 論理的思考・文章表現/表現技法Ⅰ（作文・論文） _29 1 佐々木　文彦 15305 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _05 1 林　ゆき 10503 前期 基礎ゼミナール _51(生活) 1 渡辺　明日香

10304 前期 基礎ゼミナール _43(看護) 1 西﨑　未和 15473 ★ 応用中国語（総合） _03 2 福井　智子 12016 前期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _16 1 南　美樹 15311 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _11 1 石原　陽一郎 10504 前期 基礎ゼミナール _52(生活) 1 堀岡　勝

10401 前期 基礎ゼミナール _44(ビジネス) 1 飯島　聡太朗 15501 前期 ドイツ語Ⅰ（入門）/基礎ドイツ語（入門） _01 1 舩木　篤也 12017 前期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _17 1 滝澤　理砂 15354 ★ 応用フランス語（総合） _04 2 小西　英則 14133 前期 情報処理 _33 1 小西　將文

10402 前期 基礎ゼミナール _45(ビジネス) 1 大川　洋史 15731 ★ スペイン語Ⅱ（表現）/応用スペイン語（総合） 1 福田　大治 12018 前期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _18 1 望月　弘美 15416 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _16 1 裘　雲青 14414 前期 情報活用法B _04 1 佐々木　文彦

10403 前期 基礎ゼミナール _46(ビジネス) 1 野沢　誠治 15751 ★ イタリア語/基礎イタリア語（入門） 1 長野　徹 14131 前期 情報処理 _31 1 小西　將文 15503 前期 ドイツ語Ⅰ（入門）/基礎ドイツ語（入門） _03 1 石井　寿子 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

10404 前期 基礎ゼミナール _47(ビジネス) 1 小川　宏幸 16052 前期 哲学とは何か/哲学概論 _02 1 馬場　智理 14302 前期 情報の分析と活用B/統計情報処理 _02 1 菅原　いづみ 15603 ★ コリア語Ⅰ（入門）/基礎コリア語（入門） _03 1 金　愛慶 15403 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _03 1 佐藤　加奈子

10405 前期 基礎ゼミナール _48(ビジネス) 1 南波　浩史 16304 前期 法律を学ぶ（日本国憲法）/法学（日本国憲法） _04 1 井上　貴也 15342 前期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _12 1 藤井　恭子 16513 前期 数学への招待/数学 _03（ビジネス） 1 髙橋　聡一郎 16716 前期 健康スポーツ実習A _16（児童） 1 中島　早苗

14401 前期 情報活用法A _01 1 菅原　いづみ 16707 前期 健康スポーツ実習A _07 1 片上　絵梨子 15352 ★ 応用フランス語（総合） _02 2 上杉　誠 16703 前期 健康スポーツ実習A _03 1 中島　早苗

15241 ★ オーラル・コミュニケーション 2 クリストファー・A・ピッツ 16901 前期 企業・組織の仕組み _01 1 榎本　悟 15418 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _18 1 福井　智子

15308 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _08 1 礒脇　幸恵 17301 ★ 教養総合ワークショップA 1 岸田　泰子 15474 ★ 応用中国語（総合） _04 2 裘　雲青

15420 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _20 1 神田　千冬 18031 前期 健康の科学 1 大賀　英史 15502 前期 ドイツ語Ⅰ（入門）/基礎ドイツ語（入門） _02 1 舩木　篤也

15535 前期 ドイツ語Ⅱ（表現）/基礎ドイツ語（表現） _05 1 鎌倉　澄 19022 前期 発達と学習 _02 2 坂田　成輝 16043 前期 芸術をひらく/芸術の世界 _03 1 真鍋　尚之

15552 ★ 応用ドイツ語（総合） _02 2 小野　二葉 19592 ★ 博物館実習 _02 4 奥間　政作 16066 前期 心理を学ぶ/心理学 _06 1 葉柴　陽子

15701 ★ スペイン語Ⅰ（入門）/基礎スペイン語（入門） 1 福田　大治 16331 前期 倫理学とは何か/倫理学概論 _01 1 馬場　智理

16303 前期 法律を学ぶ（日本国憲法）/法学（日本国憲法） _03 1 井上　貴也 16512 前期 数学への招待/数学 _02（ビジネス） 1 髙橋　聡一郎

16706 前期 健康スポーツ実習A _06 1 片上　絵梨子 16702 前期 健康スポーツ実習A _02 1 中島　早苗

19021 前期 発達と学習 _01 2 坂田　成輝 19261 前期 家庭科教育の理論と方法 3 川上　雅子

19592 ★ 博物館実習 _02 4 奥間　政作

後 13006 後期 課題解決ワークショップ _06(食管) 1 熊谷　仁 12011 後期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _11 1 黒澤　あずさ 13004 後期 課題解決ワークショップ _04(食食) 1 熊谷　仁 13004 後期 課題解決ワークショップ _04(食食) 1 熊谷　仁 14136 後期 情報処理 _36 1 小西　將文

期 13007 後期 課題解決ワークショップ _07(食管) 1 熊谷　仁 12012 後期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _12 1 滝澤　理砂 13005 後期 課題解決ワークショップ _05(食食) 1 熊谷　仁 13005 後期 課題解決ワークショップ _05(食食) 1 熊谷　仁 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

13301 後期 課題解決ワークショップ _40(看護) 1 岸田　泰子 12013 後期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _13 1 望月　弘美 14134 後期 情報処理 _34 1 小西　將文 14101 後期 情報処理 _01 1 豊島　昇 15433 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _03 1 佐藤　加奈子

13302 後期 課題解決ワークショップ _41(看護) 1 西田　志穗 12014 後期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _14 1 奥村　和子 14303 後期 情報の分析と活用B/統計情報処理 _03 1 菅原　いづみ 14130 後期 情報処理 _30 1 佐々木　文彦 16771 後期 健康スポーツ演習 _01（児童） 1 中島　早苗

13303 後期 課題解決ワークショップ _42(看護) 1 渡邊　敦子 12015 後期 ライフプランと自己実現/ライフプランとキャリアプラン _15 1 前田　美香 14415 後期 情報活用法B _05 1 佐々木　文彦 14135 後期 情報処理 _35 1 小西　將文 18101 後期 言語学概論 1 宮嵜　由美

13304 後期 課題解決ワークショップ _43(看護) 1 佐藤　美樹 13006 後期 課題解決ワークショップ _06(食管) 1 熊谷　仁 15312 後期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _12 1 藤井　恭子 15335 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _05 1 林　ゆき

13401 後期 課題解決ワークショップ _44(ビジネス) 1 中山　健 13007 後期 課題解決ワークショップ _07(食管) 1 熊谷　仁 15352 ★ 応用フランス語（総合） _02 2 上杉　誠 15341 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _11 1 石原　陽一郎

13402 後期 課題解決ワークショップ _45(ビジネス) 1 榎本　悟 15473 ★ 応用中国語（総合） _03 2 福井　智子 15448 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _18 1 福井　智子 15354 ★ 応用フランス語（総合） _04 2 小西　英則

13403 後期 課題解決ワークショップ _46(ビジネス) 1 野沢　誠治 15531 後期 ドイツ語Ⅱ（表現）/基礎ドイツ語（表現） _01 1 舩木　篤也 15474 ★ 応用中国語（総合） _04 2 裘　雲青 15446 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _16 1 裘　雲青

13404 後期 課題解決ワークショップ _47(ビジネス) 1 山﨑　福壽 15731 ★ スペイン語Ⅱ（表現）/応用スペイン語（総合） 1 福田　大治 15532 後期 ドイツ語Ⅱ（表現）/基礎ドイツ語（表現） _02 1 舩木　篤也 15533 後期 ドイツ語Ⅱ（表現）/基礎ドイツ語（表現） _03 1 石井　寿子

13405 後期 課題解決ワークショップ _48(ビジネス) 1 福澤　恵二 15751 ★ イタリア語/基礎イタリア語（入門） 1 長野　徹 16067 後期 心理を学ぶ/心理学 _07 1 葉柴　陽子 15603 ★ コリア語Ⅰ（入門）/基礎コリア語（入門） _03 1 金　愛慶

15241 ★ オーラル・コミュニケーション 2 クリストファー・A・ピッツ 16501 後期 自然と地理を学ぶ/自然地理学 1 宋　苑瑞 16332 後期 倫理学とは何か/倫理学概論 _02 1 馬場　智理 16311 後期 法律を学ぶ（概論）/法学概論 _01 1 小川　宏幸

15338 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _08 1 礒脇　幸恵 16754 後期 健康スポーツ実習B _04 1 片上　絵梨子 16755 後期 健康スポーツ実習B _05 1 片上　絵梨子 16753 後期 健康スポーツ実習B _03 1 片上　絵梨子

15450 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _20 1 神田　千冬 16902 後期 企業・組織の仕組み _02 1 榎本　悟 16922 後期 女性と社会 _02 1 吉澤　弥生 19441 後期 情報メディアの活用 3 藤田　岳久

15505 後期 ドイツ語Ⅰ（入門）/基礎ドイツ語（入門） _05 1 石﨑　朝子 17301 ★ 教養総合ワークショップA 1 岸田　泰子 18121 後期 文化人類学 1 大坪　玲子

15552 ★ 応用ドイツ語（総合） _02 2 小野　二葉 18041 後期 介護・ケアと生活 1 田口　理恵 19053 後期 道徳教育の理論と指導 _03 3 大岡　ヨト

15701 ★ スペイン語Ⅰ（入門）/基礎スペイン語（入門） 1 福田　大治 18071 後期 人間とは何か 1 馬場　智理 19263 後期 家庭科教育の理論と実践 3 川上　雅子

16042 後期 芸術をひらく/芸術の世界 _02 1 木戸　雅子 18151 後期 地域史 1 浅沼　かおり 19521 後期 博物館経営論 3 増野　恵子

16305 後期 法律を学ぶ（日本国憲法）/法学（日本国憲法） _05 1 井上　貴也 19183 後期 教育課程の意義と編成 _03 2 吉冨　芳正

16341 後期 国際関係を学ぶ/国際関係概論 _01 1 寺地　功次 19592 ★ 博物館実習 _02 4 奥間　政作

18001 後期 デザインの現在 _01 1 三井　直樹

19182 後期 教育課程の意義と編成 _02 2 吉冨　芳正

19592 ★ 博物館実習 _02 4 奥間　政作

・★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。

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】2020年度　教養・資格　時間割表


