
＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

月曜日

１ 一般 一般 252国際 252国際 一般 一般

統計学入門 統計学入門 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報a ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報a ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容

2207080 2207080 2225070 2225070 2271320 2271320

吉村　季織 吉村　季織 野々山　美紀 野々山　美紀 木村　琢磨 木村　琢磨

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

２ 261環境 261環境 252国際 252国際 一般 一般 252国際

建築学研究基礎 建築学研究基礎 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報c ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報c ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅲ (選抜制)2年次以上対象 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅲ (選抜制)2年次以上対象 中国社会研究B 遠隔

2271900 2271900 2225680 2225680 2273800 2273800 2214650

堤　仁美 堤　仁美 野々山　美紀 野々山　美紀 木村　琢磨 木村　琢磨 フスレ

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ 261環境 ビジ 会フ ビジ 会フ ビジ 会フ 健康 健康 日文 日文 252国際

CADⅠ ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ D ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ E ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ E 統計･情報処理演習 (1B) 統計･情報処理演習 (1B) IT日本語学 IT日本語学 中国現代史Ⅱ 遠隔

2219700 2222820 2228360 2228360 2426600 2426600 2211150 2211150 2214640

金尾　朗 石川　恵理子 後藤　涼子 後藤　涼子 藤井　佑実子 藤井　佑実子 宮嵜　由美 宮嵜　由美 フスレ

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

４ 会フ ビジ 会フ ビジ 会フ 日文 健康 健康 会フ 現代 福祉

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ B ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ C ICT機器の操作 教職履修者対象 統計･情報処理演習 (1B) 統計･情報処理演習 (1B) ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ 社会調査実習Ⅰ b(後前)

2237570 2222840 2222830 2210340 2426600 2426600 2237580 2217980

山田　隆 石川　恵理子 後藤　涼子 宮嵜　由美 藤井　佑実子 藤井　佑実子 小森　亜紀子 小川　豊武

連結授業 連結授業

５ 会フ ビジ 会フ ビジ 会フ 現代 251英コ 現代 252国際 261環境

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ F ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ A ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ c Academic Study Skills ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ f 韓国語中上級 遠隔 統計学 

2272030 2222850 2222860 2273990 2224030 2274020 2215320 2220770

山田　隆 石川　恵理子 後藤　涼子 粕谷　美砂子 松本　英美 福田　淳子 徐　珉廷 桐山　恵理子

６

G教室
（B086L04）

Ｋ教室
（B015L32）

Ｌ教室
（B015L31）

09:00-10:30

Ｃ教室
（B086L33）

Ｄ教室
（B086L32）

Ｅ教室
（B086L06）

Ｆ教室
（B086L05）

18:10-19:40

10:40-12:10

教室
Ａ教室

（B086L35）
Ｂ教室

(B086L34）

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

16:30-18:00



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

火曜日

１ 心理 心理 一般 一般 心理 251英コ 他学科

ﾃﾞｰﾀ解析Ⅱ ﾃﾞｰﾀ解析Ⅱ 日本語基礎 A　前後期同一内容 日本語基礎 A　前後期同一内容 心理実験法実習 C ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂB 英語力基準あり 3年次以上対象 遠隔

2215430 2215430 2273850 2273850 2422140 2206320

藤島　喜嗣 藤島　喜嗣 宮嵜　由美 宮嵜　由美 池上　真平 セージ　クリスティー

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

２ 251英コ 安全 安全 一般 心理

ｺｰﾊﾟｽ研究 統計･情報処理演習B (1A) 統計･情報処理演習B (1A) ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容 心理実験法実習 C

2237340 2222240 2222240 2271310 2422140

高味　み鈴 地家　真紀 地家　真紀 桐山　恵理子 池上　真平

連結授業 連結授業

３ 心理 図書館 現代 安全 安全 歴文 261環境 261環境 初教 現代

心理実験法実習 A 情報ｻｰﾋﾞｽ演習A(ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ) (司書･必修科目 #) 統計･情報処理演習B (1B) 統計･情報処理演習B (1B) 歴史文化演習 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ 教育学演習Ⅱ ICTﾘﾃﾗｼｰⅢb(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ) 

2426910 2209750 2222250 2222250 2236850 2220555 2220550 2218700 2271830

松野　隆則 横谷　弘美 地家　真紀 地家　真紀 三原　昌巳 藤澤　忠盛 オオニシ　タクヤ 國分　有穂 相　尚寿

連結授業 連結授業

４ 心理 院福/院人 初教 福祉 図書館 現代 261環境 現代 福祉 ビジ 会フ

心理実験法実習 A 比較教育社会学研究Ⅰ 社会・文化現象としての教育を社会学の視点/比較教育社会学研究Ⅰ2 諸外国の教育政策・事例から見る日本教育の English Activity for Kids ｢幼児英語活動指導法｣履修済の場合履修でき 聴覚障害学Ⅳ(補聴器･人工内耳) 情報ｻｰﾋﾞｽ演習A(ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ) (司書･必修科目 #) CGⅡ(3D) 社会調査実習Ⅱ a(前後) ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅡ 〇

2426910 2204430/2204435 2219680 2217080 2209760 2426040 2217990 2228350

松野　隆則 シム　チュン　キャット 國分　有穂 廣田　栄子 横谷　弘美 橘　倫央 相　尚寿 馬場　康志

５ 現代 一般 図書館 現代 図書館 現代 261環境 261環境 261環境 252国際

統計分析基礎 b ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) CG基礎 CG基礎 CGⅡ(3D) 国際・地域研究C ②/国際・地域研究A ②

2217950 2272720 2209770 2209770 2219770 2219770 2426040 2237170/2237770

鶴田　佳子 川辺　英一郎 池田　美千絵 池田　美千絵 番場　美恵子 番場　美恵子 橘　倫央 マイリーサ

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

６

G教室
（B086L04）

Ｋ教室
（B015L32）

Ｌ教室
（B015L31）

09:00-10:30

Ｃ教室
（B086L33）

Ｄ教室
（B086L32）

Ｅ教室
（B086L06）

Ｆ教室
（B086L05）

18:10-19:40

10:40-12:10

教室
Ａ教室

（B086L35）
Ｂ教室

(B086L34）

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

16:30-18:00



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

水曜日

１ 261環境
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習 2019年度入学生より履修可

2426890

川名　宏和

２ 会フ 会フ 管理 管理 会フ 会フ 日文 健康 261環境

実験ﾌｧｲﾅﾝｽ 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅱ b 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅱ a 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅱ a 日本語学Ⅰ(日本語研究とｺﾝﾋﾟｭｰﾀ) 統計･情報処理演習 (1A) ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習 2019年度入学生より履修可

2227940 2223900 2426530 2426530 2223880 2223880 2210010 2426590 2426890

山田　隆 関　憲治 日髙　一郎 日髙　一郎 磯野　彰彦 磯野　彰彦 嶺田　明美 藤井　佑実子 川名　宏和

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ 現代 現代 管理 管理 261環境 261環境 現代 健康 歴文

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ d ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ c 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B CG基礎 CG基礎 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ j 統計･情報処理演習 (1A) 地理学演習 

2271750 2271740 2426530 2426530 2219740 2219740 2274520 2426590 2236860

シム　チュン　キャット 粕谷　美砂子 日髙　一郎 日髙　一郎 内田　敦子 内田　敦子 相　尚寿 藤井　佑実子 三原　昌巳

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

４ 初教

ｱﾒﾘｶ初等教育演習Ⅰ ①

2218890

國分　有穂

５ 初教

ｱﾒﾘｶ初等教育演習Ⅰ ①

2218890

國分　有穂

６

G教室
（B086L04）

Ｋ教室
（B015L32）

Ｌ教室
（B015L31）

09:00-10:30

Ｃ教室
（B086L33）

Ｄ教室
（B086L32）

Ｅ教室
（B086L06）

Ｆ教室
（B086L05）

18:10-19:40

10:40-12:10

教室
Ａ教室

（B086L35）
Ｂ教室

(B086L34）

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

16:30-18:00



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

木曜日

１ ビジ ビジ 外国語 252国際
現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ A/現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ B 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ A/現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ B 英語ⅡB (再履･eﾗｰﾆﾝｸﾞ) ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報d

2238240/2274430 2238240/2274430 2208060 2228560

馬場　康志/三浦　紗綾子 馬場　康志/三浦　紗綾子 竹田　らら 林　康弘

連結授業 連結授業

２ 一般 現代 福祉 261環境 261環境 261環境 252国際 外国語
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡC (ＡＩ系)2年次以上対象 社会経済統計Ⅱ a CADⅠ ﾌｧｯｼｮﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習 CADⅠ ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報b 英語ⅡB (37:現代･安全)

2273790 2217970 2219720 2227430 2219690 2228510 2207990

桐山　恵理子 小川　豊武 番場　美恵子 石垣　理子 鶴田　佳子 林　康弘 小谷　尚子

３ 図書館 日文 他学科 現代 ビジ 261環境 一般 心理 安全 現代 福祉
情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 #) 日本語学Ⅰ(ことばと社会) ◎ ICTﾘﾃﾗｼｰⅢa(映像編集) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅠ ○ ﾌｧｯｼｮﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習 現代韓国IT文化 2年次以上で韓国語4単位以上取得済 心理調査課題演習 食品情報処理演習 社会経済統計Ⅰ b

2209810 2210070 2217940 2227650 2220120 2273810 2236900 2426740 2217960

池田　美千絵 梁井　久江 八木　良広 米川　孝宏 石垣　理子 李　淑炫 今城　周造 地家　真紀 相　尚寿

４ 261環境 261環境 会フ 261環境 心理 日文 歴文 252国際 安全 261環境

CG基礎 CG基礎 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ 建築学実験(構造) 心理調査課題演習 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎A ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎 韓国語集中実践 食品情報処理演習 CGⅡ(DTP) 

2219760 2219760 2272090 2426920 2274360 2213700 2228300 2426740 2219780

橘　倫央 橘　倫央 小森　亜紀子 森部　康司 今城　周造 高野　卓美 徐　珉廷 地家　真紀 桃園　靖子

連結授業 連結授業

５ 図書館 図書館 261環境 現代 現代 252国際 現代 現代
情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 #) 情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 #) 建築学実験(構造) ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ d 情報環境論 国際・地域研究C ②/国際・地域研究A ② ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ b ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ e

2209820 2209820 2426920 2274000 2217840 2237170/2237770 2273980 2274010

山口　洋 山口　洋 森部　康司 シム　チュン　キャット 相　尚寿 マイリーサ 小川　豊武 鶴田　佳子

連結授業 連結授業

６

14:50-16:20

16:30-18:00

18:10-19:40

G教室
（B086L04）

Ｋ教室
（B015L32）

昼

13:10-14:40

Ｌ教室
（B015L31）

09:00-10:30

10:40-12:10

教室
Ａ教室

（B086L35）
Ｂ教室

(B086L34）
Ｃ教室

（B086L33）
Ｄ教室

（B086L32）
Ｅ教室

（B086L06）
Ｆ教室

（B086L05）



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

金曜日

１ 福祉 261環境 外国語 252国際 外国語

情報機器の操作とﾃﾞｰﾀ分析 建築学実験(環境) 英語ⅡA (再履3･eﾗｰﾆﾝｸﾞ) Communication WorkshopⅡ b 英語ⅡB (34:健康･管理)

2216080 2426220 2207620 2228410 2207960

酒井　計史 堤　仁美 竹田　らら 我謝　京子 服部　順子

２ 初教 261環境 初教 初教 252国際 管理 外国語

教育のための調査と統計 建築学実験(環境) English Vocabulary Acquisition English Vocabulary Acquisition Comprehensive EnglishⅢB 語学d 栄養情報処理論(演習) (3AB) 英語ⅡB (04:日文･歴文)

2219510 2426220 2219420 2219420 2214030 2221100 2207660

酒井　計史 堤　仁美 國分　有穂 國分　有穂 我謝　京子 小西　香苗 服部　順子

連結授業 連結授業

３ 日文 他学科 261環境 管理 管理 261環境 231環境 健康 現代 心理

日本語学Ⅰ(ﾊﾟｿｺﾝ日本語学入門) ◎ 建築学実験(環境) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A 建築学実験(材料) 情報論同演習 （健康:情報論同演習） ICTﾘﾃﾗｼｰⅡa(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) 質問紙調査法実習 C

2209940 2426940 2426540 2426540 2426230 2220510 2217930 2426020

宮嵜　由美 堤　仁美 日髙　一郎 日髙　一郎 中山　栄子 佐甲　徳栄 天笠　邦一 本多　ハワード　素子

連結授業 連結授業

４ 初教 261環境 管理 管理 261環境 261環境 福祉 心理

英語 建築学実験(環境) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A 建築学実験(材料) ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ2A 専門演習ⅡB 生活福祉演習 質問紙調査法実習 C

2218840 2426940 2426540 2426540 2426230 2426150 2216320 2426020

國分　有穂 堤　仁美 日髙　一郎 日髙　一郎 中山　栄子 桃園　靖子 伊藤　純 本多　ハワード　素子

連結授業 連結授業

５ 図書館 現代 図書館 現代 261環境 261環境 261環境 図書館 会フ/ビジ
情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) CADⅠ CADⅠ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ2A 図書館情報資源特論 (司書･選択科目)(授業8週目後半-15週目)/図書館ｻｰﾋﾞｽ特論 (司書･選択科目#)(授業1週目－8週目前半) 市場調査入門 (会ﾌ)/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｻｰﾁⅠ

2209780 2209780 2219710 2219730 2426150 2100560/2100620 2237530/2223550

田中　均 田中　均 内田　敦子 金子　友美 桃園　靖子 三野　行徳 坂上　眞介

連結授業 連結授業

６

Ｋ教室
（B015L32）

14:50-16:20

Ｌ教室
（B015L31）

09:00-10:30

10:40-12:10

教室
Ａ教室

（B086L35）
Ｂ教室

(B086L34）
Ｃ教室

（B086L33）
Ｄ教室

（B086L32）
Ｅ教室

（B086L06）
Ｆ教室

（B086L05）

16:30-18:00

18:10-19:40

昼

13:10-14:40

G教室
（B086L04）



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

土曜日

１

２

３

４

５

６

G教室
（B086L04）

Ｋ教室
（B015L32）

Ｌ教室
（B015L31）

09:00-10:30

10:40-12:10

教室
Ａ教室

（B086L35）
Ｂ教室

(B086L34）
Ｃ教室

（B086L33）
Ｄ教室

（B086L32）
Ｅ教室

（B086L06）

14:50-16:20

16:30-18:00

18:10-19:40

Ｆ教室
（B086L05）

昼

13:10-14:40



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

A教室（6L35）

１ 一般 福祉

統計学入門 情報機器の操作とﾃﾞｰﾀ分析 

2207080 2216080

吉村　季織 酒井　計史

連結授業

２ 261環境 251英コ 会フ 一般 初教

建築学研究基礎 ｺｰﾊﾟｽ研究 実験ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡC (ＡＩ系)2年次以上対象 教育のための調査と統計 

2271900 2237340 2227940 2273790 2219510

堤　仁美 高味　み鈴 山田　隆 桐山　恵理子 酒井　計史

連結授業

３ 261環境 心理 現代 図書館 日文 他学科

CADⅠ 心理実験法実習 A ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ d 情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 #) 日本語学Ⅰ(ﾊﾟｿｺﾝ日本語学入門) ◎

2219700 2426910 2271750 2209810 2209940

金尾　朗 松野　隆則 シム　チュン　キャット 池田　美千絵 宮嵜　由美

４ 会フ 心理 261環境 初教

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ 心理実験法実習 A CG基礎 英語 

2237570 2426910 2219760 2218840

山田　隆 松野　隆則 橘　倫央 國分　有穂

連結授業

５ 会フ 現代 図書館

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ 統計分析基礎 b 情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 #)

2272030 2217950 2209820

山田　隆 鶴田　佳子 山口　洋

連結授業

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

B教室（6L34）

１ 一般 261環境

統計学入門 建築学実験(環境) 

2207080 2426220

吉村　季織 堤　仁美

連結授業

２ 261環境 会フ 261環境

建築学研究基礎 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅱ b 建築学実験(環境) 

2271900 2223900 2426220

堤　仁美 関　憲治 堤　仁美

連結授業

３ ビジ 会フ 図書館 現代 現代 日文 他学科 261環境

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ D 情報ｻｰﾋﾞｽ演習A(ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ) (司書･必修科目 #) ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ c 日本語学Ⅰ(ことばと社会) ◎ 建築学実験(環境) 

2222820 2209750 2271740 2210070 2426940

石川　恵理子 横谷　弘美 粕谷　美砂子 梁井　久江 堤　仁美

４ ビジ 会フ 院福/院人 261環境 261環境

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ B 比較教育社会学研究Ⅰ 社会・文化現象としての教育を社会学の視点/比較教育社会学研究Ⅰ2 諸外国の教育政策・事例から見る日本教育の CG基礎 建築学実験(環境) 

2222840 2204430/2204435 2219760 2426940

石川　恵理子 シム　チュン　キャット 橘　倫央 堤　仁美

連結授業

５ ビジ 会フ 一般 図書館

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ F ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容 情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 #)

2222850 2272720 2209820

石川　恵理子 川辺　英一郎 山口　洋

連結授業

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

C教室（6L33）

１ 252国際 心理 ビジ

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報a ﾃﾞｰﾀ解析Ⅱ 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ A/現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ B

2225070 2215430 2238240/2274430

野々山　美紀 藤島　喜嗣 馬場　康志/三浦　紗綾子

連結授業 連結授業 連結授業

２ 252国際 安全 管理 現代 福祉 初教

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報c 統計･情報処理演習B (1A) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B 社会経済統計Ⅱ a English Vocabulary Acquisition 

2225680 2222240 2426530 2217970 2219420

野々山　美紀 地家　真紀 日髙　一郎 小川　豊武 國分　有穂

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ ビジ 会フ 安全 管理 現代 管理

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ E 統計･情報処理演習B (1B) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B ICTﾘﾃﾗｼｰⅢa(映像編集) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A

2228360 2222250 2426530 2217940 2426540

後藤　涼子 地家　真紀 日髙　一郎 八木　良広 日髙　一郎

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

４ ビジ 会フ 初教 会フ 管理

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ C English Activity for Kids ｢幼児英語活動指導法｣履修済の場合履修でき ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A

2222830 2219680 2272090 2426540

後藤　涼子 國分　有穂 小森　亜紀子 日髙　一郎

連結授業

５ ビジ 会フ 図書館 現代 図書館 現代

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ A 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #)

2222860 2209770 2209780

後藤　涼子 池田　美千絵 田中　均

連結授業 連結授業

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

D教室（6L32）

１ 252国際 心理 ビジ

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報a ﾃﾞｰﾀ解析Ⅱ 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ A/現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅱ B

2225070 2215430 2238240/2274430

野々山　美紀 藤島　喜嗣 馬場　康志/三浦　紗綾子

連結授業 連結授業 連結授業

２ 252国際 安全 管理 261環境 初教

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報c 統計･情報処理演習B (1A) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B CADⅠ English Vocabulary Acquisition 

2225680 2222240 2426530 2219720 2219420

野々山　美紀 地家　真紀 日髙　一郎 番場　美恵子 國分　有穂

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ ビジ 会フ 安全 管理 ビジ 管理

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅠ E 統計･情報処理演習B (1B) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1B ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅠ ○ 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A

2228360 2222250 2426530 2227650 2426540

後藤　涼子 地家　真紀 日髙　一郎 米川　孝宏 日髙　一郎

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

４ 日文 261環境 管理

ICT機器の操作 教職履修者対象 建築学実験(構造) 統計･情報処理演習 (栄養教諭必修･専門)1A

2210340 2426920 2426540

宮嵜　由美 森部　康司 日髙　一郎

連結授業

５ 現代 図書館 現代 261環境 図書館 現代

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ c 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) 建築学実験(構造) 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #)

2273990 2209770 2426920 2209780

粕谷　美砂子 池田　美千絵 森部　康司 田中　均

連結授業 連結授業

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

E教室（6L06）

１ 一般 一般

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容 日本語基礎 A　前後期同一内容

2271320 2273850

木村　琢磨 宮嵜　由美

連結授業 連結授業

２ 一般 一般 会フ 261環境

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅲ (選抜制)2年次以上対象 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅱ a ﾌｧｯｼｮﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習 

2273800 2271310 2223880 2227430

木村　琢磨 桐山　恵理子 磯野　彰彦 石垣　理子

連結授業 連結授業

３ 健康 歴文 261環境 261環境

統計･情報処理演習 (1B) 歴史文化演習 CG基礎 ﾌｧｯｼｮﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演習 

2426600 2236850 2219740 2220120

藤井　佑実子 三原　昌巳 内田　敦子 石垣　理子

連結授業 連結授業

４ 健康 福祉 心理

統計･情報処理演習 (1B) 聴覚障害学Ⅳ(補聴器･人工内耳) 心理調査課題演習 

2426600 2217080 2274360

藤井　佑実子 廣田　栄子 今城　周造

連結授業

５ 251英コ 261環境 現代 261環境

Academic Study Skills CG基礎 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ d CADⅠ 

2224030 2219770 2274000 2219710

松本　英美 番場　美恵子 シム　チュン　キャット 内田　敦子

連結授業

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

F教室（6L05）

１ 一般 一般 外国語 外国語

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容 日本語基礎 A　前後期同一内容 英語ⅡB (再履･eﾗｰﾆﾝｸﾞ) 英語ⅡA (再履3･eﾗｰﾆﾝｸﾞ)

2271320 2273850 2208060 2207620

木村　琢磨 宮嵜　由美 竹田　らら 竹田　らら

連結授業 連結授業

２ 一般 会フ 261環境

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅲ (選抜制)2年次以上対象 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅱ a CADⅠ 

2273800 2223880 2219690

木村　琢磨 磯野　彰彦 鶴田　佳子

連結授業 連結授業

３ 健康 261環境 261環境 一般 261環境

統計･情報処理演習 (1B) 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ CG基礎 現代韓国IT文化 2年次以上で韓国語4単位以上取得済 建築学実験(材料) 

2426600 2220555 2219740 2273810 2426230

藤井　佑実子 藤澤　忠盛 内田　敦子 李　淑炫 中山　栄子

連結授業 連結授業

４ 健康 図書館 現代 日文 歴文 261環境

統計･情報処理演習 (1B) 情報ｻｰﾋﾞｽ演習A(ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ) (司書･必修科目 #) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎A ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎 建築学実験(材料) 

2426600 2209760 2213700 2426230

藤井　佑実子 横谷　弘美 高野　卓美 中山　栄子

連結授業

５ 現代 261環境 現代 261環境

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ f CG基礎 情報環境論 CADⅠ 

2274020 2219770 2217840 2219730

福田　淳子 番場　美恵子 相　尚寿 金子　友美

連結授業

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

G教室（6L04）

１ 252国際 252国際

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報d Communication WorkshopⅡ b

2228560 2228410

林　康弘 我謝　京子

２ 日文 252国際 252国際

日本語学Ⅰ(日本語研究とｺﾝﾋﾟｭｰﾀ) ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報b Comprehensive EnglishⅢB 語学d

2210010 2228510 2214030

嶺田　明美 林　康弘 我謝　京子

３ 日文 261環境 現代 心理 231環境 健康

IT日本語学 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ j 心理調査課題演習 情報論同演習 （健康:情報論同演習）

2211150 2220550 2274520 2236900 2220510

宮嵜　由美 オオニシ　タクヤ 相　尚寿 今城　周造 佐甲　徳栄

４ 261環境 初教 252国際 261環境

CGⅡ(3D) ｱﾒﾘｶ初等教育演習Ⅰ ① 韓国語集中実践 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ2A 

2426040 2218890 2228300 2426150

橘　倫央 國分　有穂 徐　珉廷 桃園　靖子

５ 252国際 261環境 初教 252国際 261環境

韓国語中上級 遠隔 CGⅡ(3D) ｱﾒﾘｶ初等教育演習Ⅰ ① 国際・地域研究C ②/国際・地域研究A ② ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ2A 

2215320 2426040 2218890 2237170/2237770 2426150

徐　珉廷 橘　倫央 國分　有穂 マイリーサ 桃園　靖子

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

K教室（5L32）

１ 心理

心理実験法実習 C

2422140

池上　真平

２ 心理 健康 管理

心理実験法実習 C 統計･情報処理演習 (1A) 栄養情報処理論(演習) (3AB)

2422140 2426590 2221100

池上　真平 藤井　佑実子 小西　香苗

３ 日文 初教 健康 安全 現代

IT日本語学 教育学演習Ⅱ 統計･情報処理演習 (1A) 食品情報処理演習 ICTﾘﾃﾗｼｰⅡa(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) 

2211150 2218700 2426590 2426740 2217930

宮嵜　由美 國分　有穂 藤井　佑実子 地家　真紀 天笠　邦一

４ 会フ 現代 福祉 安全 福祉

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡ 社会調査実習Ⅱ a(前後) 食品情報処理演習 専門演習ⅡB 生活福祉演習

2237580 2217990 2426740 2216320

小森　亜紀子 相　尚寿 地家　真紀 伊藤　純

５ 現代 図書館

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ b 図書館情報資源特論 (司書･選択科目)(授業8週目後半-15週目)/図書館ｻｰﾋﾞｽ特論 (司書･選択科目#)(授業1週目－8週目前半)

2273980 2100560/2100620

小川　豊武 三野　行徳

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



＜2022年度後期時間割.xlsx＞ 2022/10/13

Ｌ教室（5L31）

１ 251英コ 他学科 261環境 外国語

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂB 英語力基準あり 3年次以上対象 遠隔 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習 2019年度入学生より履修可 英語ⅡB (34:健康･管理)

2206320 2426890 2207960

セージ　クリスティー 川名　宏和 服部　順子

２ 252国際 261環境 外国語 外国語

中国社会研究B 遠隔 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習 2019年度入学生より履修可 英語ⅡB (37:現代･安全) 英語ⅡB (04:日文･歴文)

2214650 2426890 2207990 2207660

フスレ 川名　宏和 小谷　尚子 服部　順子

３ 252国際 現代 歴文 現代 福祉 心理

中国現代史Ⅱ 遠隔 ICTﾘﾃﾗｼｰⅢb(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ) 地理学演習 社会経済統計Ⅰ b 質問紙調査法実習 C

2214640 2271830 2236860 2217960 2426020

フスレ 相　尚寿 三原　昌巳 相　尚寿 本多　ハワード　素子

４ 現代 福祉 ビジ 会フ 261環境 心理

社会調査実習Ⅰ b(後前) ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞⅡ 〇 CGⅡ(DTP) 質問紙調査法実習 C

2217980 2228350 2219780 2426020

小川　豊武 馬場　康志 桃園　靖子 本多　ハワード　素子

５ 261環境 252国際 現代 会フ/ビジ

統計学 国際・地域研究C ②/国際・地域研究A ② ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ e 市場調査入門 (会ﾌ)/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｻｰﾁⅠ

2220770 2237170/2237770 2274010 2237530/2223550

桐山　恵理子 マイリーサ 鶴田　佳子 坂上　眞介

６

16:30-18:00

18:10-19:40

土曜日

09:00-10:30

10:40-12:10

昼

13:10-14:40

14:50-16:20

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


