
木
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 10001 前期 基礎ゼミナール _01(被服) 1 藤田　雅夫 14102 前期 情報処理 _02 1 原　麗 13601 前期 表現技法Ⅱ（読解・分析） 1 中本　恭平 14206 前期 情報の分析と活用A/統計基礎 _06 1 軽部　幸浩

期 10002 前期 基礎ゼミナール _02(被服) 1 長崎　巌 14201 前期 情報の分析と活用A/統計基礎 _01 1 南波　浩史 14001 前期 情報基礎 _01 1 福田　收 15304 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _04 1 ロブエ　ナタリー

10003 前期 基礎ゼミナール _03(被服) 1 村瀬　浩貴 14305 前期 情報の分析と活用B/統計情報処理 _05 1 軽部　幸浩 14103 前期 情報処理 _03 1 原　麗 15633 ★ コリア語Ⅱ（表現）/応用コリア語（総合） _03 1 鄭　洲

10008 前期 基礎ゼミナール _08(建デ) 1 石田　和人 15201 ★ ビジネス英語Ⅰ 2 クリストファー・A・ピッツ 14404 前期 情報活用法A _04 1 軽部　幸浩 15801 ★ 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 15256 ★ TOEIC総合演習 _06（目標500点） 2 豊岡　めぐみ 15351 ★ 応用フランス語（総合） _01 2 ロブエ　ナタリー 16002 前期 日本の歴史を学ぶ/日本史概論 _02 1 佐々木　創

10010 前期 基礎ゼミナール _10(建デ) 1 田中　裕子 15303 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _03 1 ロブエ　ナタリー 15632 ★ コリア語Ⅱ（表現）/応用コリア語（総合） _02 1 鄭　洲 16312 前期 法律を学ぶ（概論）/法学概論 _02 1 田村　陽子

10011 前期 基礎ゼミナール _11(建デ) 1 稲葉　唯史 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 16061 前期 心理を学ぶ/心理学 _01 1 一前　春子 16321 前期 政治を学ぶ/政治学概論 _01 1 八十田　博人

14304 前期 情報の分析と活用B/統計情報処理 _04 1 軽部　幸浩 15355 ★ 応用フランス語（総合） _05 2 ぺリセロ　クリスチャン 16701 前期 健康スポーツ実習A _01 1 中島　早苗

14411 前期 情報活用法B _01 1 原　麗 15401 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _01 1 劉　力 19291 前期 情報科教育の理論と方法 3 谷田貝　雅典

15255 ★ TOEIC総合演習 _05（目標500点） 2 豊岡　めぐみ 15404 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _04 1 遠藤　トウエン

15302 前期 フランス語Ⅰ（入門）/基礎フランス語（入門） _02 1 ぺリセロ　クリスチャン 15413 前期 中国語Ⅰ（入門）/基礎中国語（入門） _13 1 木村　佳代子

15472 ★ 応用中国語（総合） _02 2 木村　佳代子 15631 ★ コリア語Ⅱ（表現）/応用コリア語（総合） _01 1 鄭　洲

15504 前期 ドイツ語Ⅰ（入門）/基礎ドイツ語（入門） _04 1 伊藤　恵子 16064 前期 心理を学ぶ/心理学 _04 1 橋本　優

16717 前期 健康スポーツ実習A _17（児童） 1 中島　早苗 16361 前期 経済を学ぶ/経済学概論 _01 1 荒井　弘毅

19071 前期 教育の方法と技術 _01 2 西村　史子 16704 前期 健康スポーツ実習A _04 1 中島　早苗

18003 前期 デザインの現在 _03 1 畑　久美子

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 14104 後期 情報処理 _04 1 原　麗 13010 後期 課題解決ワークショップ _10(建デ) 1 田中　裕子 13011 後期 課題解決ワークショップ _11(建デ) 1 福田　一郎	 14114 後期 情報処理 _14 1 本多　亜紀

期 14306 後期 情報の分析と活用B/統計情報処理 _06 1 軽部　幸浩 14105 後期 情報処理 _05 1 原　麗 14106 後期 情報処理 _06 1 原　麗 14207 後期 情報の分析と活用A/統計基礎 _07 1 軽部　幸浩

15255 ★ TOEIC総合演習 _05（目標500点） 2 豊岡　めぐみ 14307 後期 情報の分析と活用B/統計情報処理 _07 1 軽部　幸浩 14405 後期 情報活用法A _05 1 軽部　幸浩 15334 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _04 1 ロブエ　ナタリー

15332 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _02 1 ぺリセロ　クリスチャン 15201 ★ ビジネス英語Ⅰ 2 クリストファー・A・ピッツ 15351 ★ 応用フランス語（総合） _01 2 ロブエ　ナタリー 15633 ★ コリア語Ⅱ（表現）/応用コリア語（総合） _03 1 鄭　洲

15472 ★ 応用中国語（総合） _02 2 木村　佳代子 15256 ★ TOEIC総合演習 _06（目標500点） 2 豊岡　めぐみ 15632 ★ コリア語Ⅱ（表現）/応用コリア語（総合） _02 1 鄭　洲 15801 ★ 基礎ロシア語（入門） 1 安徳　ニ－ナ

15534 後期 ドイツ語Ⅱ（表現）/基礎ドイツ語（表現） _04 1 伊藤　恵子 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 16034 後期 文学をひらく/文学の世界 _04 1 岩田　久美加 16003 後期 日本の歴史を学ぶ/日本史概論 _03 1 佐々木　創

16772 後期 健康スポーツ演習 _02（児童） 1 中島　早苗 15333 後期 フランス語Ⅱ（表現）/基礎フランス語（表現） _03 1 ロブエ　ナタリー 16062 後期 心理を学ぶ/心理学 _02 1 一前　春子

18012 後期 衣食住の文化 _02 1 山口　庸子 15355 ★ 応用フランス語（総合） _05 2 ぺリセロ　クリスチャン 16065 後期 心理を学ぶ/心理学 _05 1 飯高　晶子

19003 後期 教職入門 _03 1 西村　史子 15431 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _01 1 劉　力 16752 後期 健康スポーツ実習B _02 1 中島　早苗

19023 後期 発達と学習 _03 2 坂田　成輝 15434 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _04 1 遠藤　トウエン 19292 後期 情報科教育の理論と実践 3 谷田貝　雅典

15443 後期 中国語Ⅱ（表現）/基礎中国語（表現） _13 1 木村　佳代子

15631 ★ コリア語Ⅱ（表現）/応用コリア語（総合） _01 1 鄭　洲

16041 後期 芸術をひらく/芸術の世界 _01 1 福嶋　伸洋

16362 後期 経済を学ぶ/経済学概論 _02 1 荒井　弘毅

16751 後期 健康スポーツ実習B _01 1 中島　早苗

18051 後期 政治・社会の諸課題 1 村上　太輝夫

18111 後期 教育学 1 西村　史子

19502 後期 博物館学概論 _02 2 木村　絵理子

・★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）

2020年度　教養・資格　時間割表 【木】
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