
＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

月曜日

１ 現代 外国語 ビジ 一般 一般

ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ① 英語ⅠB (再履･eﾗｰﾆﾝｸﾞ) ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 E 統計学入門A 統計学入門A 

1218360 1207700 1223420 1206770 1206770

野々山　美紀 竹田　らら 後藤　涼子 吉村　季織 吉村　季織

連結授業 連結授業

２ 現代 現代 福祉 ビジ 会フ 初教 初教

ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ② 社会調査実習Ⅰ a(前後) ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 C English Oral Communication Clinic English Oral Communication Clinic 

1218370 1218470 1223410 1220050 1220050

野々山　美紀 相　尚寿 後藤　涼子 柳下　真規子 柳下　真規子

連結授業 連結授業

３ 環境 現代 現代 ビジ 環境 初教 初教 福祉 現代 環境

ﾃﾞｰﾀ分析基礎 ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ③ ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ応用論 ﾋﾞｼﾞﾈｽITｽｷﾙ ﾃﾞｰﾀ分析基礎 情報機器の操作 ② 情報機器の操作 ① 社会調査実習Ⅱ b ﾃﾞｰﾀ分析基礎 

1234260 1218380 1237200 1230580 1220420 1219370 1219380 1218480 1220410

桐山　恵理子 野々山　美紀 相　尚寿 後藤　涼子 堤　仁美 平野　晶子 森　秀樹 小川　豊武 番場　美恵子

４ 初教 会フ ビジ 会フ 会フ 国際 初教 管理 日文

情報機器の操作 ③ ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 A ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報c 情報機器の操作 ④ 公衆栄養学実習 (3A)*後半 ICT機器の操作 教職履修者対象

1219360 1231010 1223390 1230950 1225590 1219410 1326590 1210130

小林　広利 伊勢坊　綾 後藤　涼子 山田　隆 中野　健秀 森　秀樹 小西　香苗 宮嵜　由美

５ 現代 会フ ビジ 会フ 国際 現代 管理 ビジ/会フ

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ c ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 D ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報a ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ b 公衆栄養学実習 (3A)*後半 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁⅡ /調査の手法とﾋﾞｼﾞﾈｽ統計 (会ﾌ)

1235540 1237390 1223400 1233420 1226300 1235530 1326590 1221500/1230780

小川　豊武 伊勢坊　綾 後藤　涼子 山田　隆 中野　健秀 天笠　邦一 小西　香苗 坂上　眞介/坂上　眞介

６

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

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）



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

火曜日

１ 一般 一般 心理 心理

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 ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ B ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ B

1235380 1235380 1215830 1215830

宮嵜　由美 宮嵜　由美 榊原　良太 榊原　良太

連結授業 連結授業

２ 図書館 図書館 心理 心理 会フ
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 ♯) ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ A ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ A ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 

1209540 1209540 1215840 1215840 1230820

池田　美千絵 池田　美千絵 池上　真平 池上　真平 山田　隆

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ 心理 心理 歴文 図書館 ビジ

質問紙調査法実習 A 質問紙調査法実習 A 歴史文化演習 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 #) ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ○

1426700 1426700 1230310 1209490 1223360

清水　裕 清水　裕 三原　昌巳 横谷　弘美 馬場　康志

連結授業 連結授業

４ 心理 心理 環境 環境 現代 現代 図書館 管理/管理 国際

質問紙調査法実習 A 質問紙調査法実習 A ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1B 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ 統計分析基礎 a 統計分析基礎 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 #) 公衆栄養学実習 (3B)*後半/栄養教育論実習 (3B)*前半 中国語上級 遠隔

1426700 1426700 1426900 1426950 1218440 1218440 1209500 1326600/1326620 1228910

清水　裕 清水　裕 白鳥　裕之 田沢　亮人 鶴田　佳子 鶴田　佳子 横谷　弘美 小西　香苗/石井　幸江 フスレ

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

５ 図書館 図書館 環境 環境 院心 国際/国際 ビジ 国際
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 #) ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1B 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ 心理学研究法 omnibus 国際・地域研究D ③/国際・地域研究B ③ 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅰ 韓国社会研究C 遠隔

1209510 1209510 1426900 1426950 1203860 1237640/1231390 1233950 1215650

池田　美千絵 池田　美千絵 白鳥　裕之 田沢　亮人 島谷　まき子 マイリーサ/マイリーサ 馬場　康志 徐　珉廷

連結授業 連結授業

６

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

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）



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

水曜日

１ 会フ 会フ 一般 一般 一般 一般
Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡA (ビジネス系)2年次以上対象 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡA (ビジネス系)2年次以上対象 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡB (社会調査系)2年次以上対象 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡB (社会調査系)2年次以上対象

1228580 1228580 1235320 1235320 1235330 1235330

赤堀　志子 赤堀　志子 村田　一心 村田　一心 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 歴文 歴文 会フ 会フ 会フ 会フ 会フ

歴史文化基礎Ⅰ 歴史文化基礎Ⅰ 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ b 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ b 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ a 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ a 会計･ﾌｧｲﾅﾝｽ特論C (証券分析とﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ理論)

1212960 1212960 1236050 1236050 1224240 1224240 1230830

歴史文化学科教員 歴史文化学科教員 伊勢坊　綾 伊勢坊　綾 小森　亜紀子 小森　亜紀子 山田　隆

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 現代 現代 現代 現代 現代 会フ 歴文 現代 現代

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ h ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ d ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ e ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ c ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ a Introduction to Business EnglishⅠ 2(会ﾌ) 地理学演習 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ I ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ j

1233070 1233050 1235980 1233040 1235990 1228590 1230300 1233060 1237220

福田　淳子 シム　チュン　キャット 申　知燕 粕谷　美砂子 相　尚寿 赤堀　志子 三原　昌巳 藤原　整 村井　明日香

４

５

６

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

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）



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

木曜日

１ 環境 環境 ビジ

ﾃﾞｰﾀ分析基礎 ﾃﾞｰﾀ分析基礎 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 B

1236360 1236360 1223370

桐山　恵理子 桐山　恵理子 宮脇　啓透

連結授業 連結授業

２ 院心 会フ 会フ 安全 安全 現代 福祉 現代

心理学統計法 Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) 統計･情報処理演習A (1B) 統計･情報処理演習A (1B) 社会経済統計Ⅰ a ICTﾘﾃﾗｼｰⅡb(情報発信) 

1203880 1228580 1228580 1222870 1222870 1218450 1218410

松野　隆則 赤堀　志子 赤堀　志子 小泉　美和子 小泉　美和子 村井　明日香 相　尚寿

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ 安全 安全 環境 環境 福祉 現代 図書館

統計･情報処理演習A (1A) 統計･情報処理演習A (1A) ﾃﾞｰﾀ分析基礎 ﾃﾞｰﾀ分析基礎 社会経済統計Ⅱ b 情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 ♯)

1222880 1222880 1220430 1220430 1218460 1209550

小泉　美和子 小泉　美和子 桐山　恵理子 桐山　恵理子 相　尚寿 山口　洋

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

４ 現代 会フ 環境 院福 日文 歴文 国際

未来技術と人間社会 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1A 社会学方法論研究Ⅰ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎(A)A ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎 韓国語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ 

1218270 1230970 1426890 1204340 1210080 1226100

相　尚寿 小森　亜紀子 三木　崇史 シム　チュン　キャット 高野　卓美 李　守

５ 環境 国際/国際 会フ 環境 環境 国際 現代 現代

CADⅡ 国際・地域研究D ③/国際・地域研究B ③ ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1A CADⅡ ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報d ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ a ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ g

1220240 1237640/1231390 1233440 1426890 1220250 1229250 1237250 1235570

番場　美恵子 マイリーサ/マイリーサ 小森　亜紀子 三木　崇史 金子　友美 林　康弘 相　尚寿 鶴田　佳子

６

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）

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

金曜日

１ 福祉 福祉 心理 現代 福祉 福祉 福祉 会フ

基礎演習 基礎演習 心理実験法実習 B ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ④ 基礎演習 基礎演習 基礎演習 Introduction to Business EnglishⅠ 2(会ﾌ)

1229280 1216620 1426680 1218390 1216610 1216600 1216590 1228590

向笠　京子 竹中　啓介 藤島　喜嗣 八木　良広 熊谷　大輔 渕田　隆史 小林　マヤ 赤堀　志子

２ ビジ 心理 現代 福祉 環境

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅡ ○ 心理実験法実習 B ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ⑤ 専門演習ⅡA 生活福祉演習 CADⅡ 

1233400 1426680 1218400 1216780 1220260

横山　悠亮 藤島　喜嗣 八木　良広 伊藤　純 田村　圭介

３ 日文 歴文

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎(B) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎

1210090

宮嵜　由美

４ 環境 図書館 図書館 環境 環境 環境

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1A 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 #) 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可 ｱﾊﾟﾚﾙCG＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

1426850 1209520 1209520 1427600 1427600 1220320

桃園　靖子 田中　均 田中　均 森尾　昌高 森尾　昌高 橋本　徹也

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

５ 環境 環境 一般 一般 環境 環境

CADⅡ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1A 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 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可

1220230 1426850 1235360 1235360 1427600 1427600

内田　敦子 桃園　靖子 村田　一心 村田　一心 森尾　昌高 森尾　昌高

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

６

16:30-18:00

18:10-19:40

昼

13:10-14:40

G教室
（B086L04）

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）



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

土曜日

１

２ 国際 国際

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報b ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報b

1229240 1229240

林　康弘 林　康弘

連結授業

３

４

５

６

14:50-16:20

16:30-18:00

18:10-19:40

Ｆ教室
（B086L05）

昼

13:10-14:40

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）



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

A教室（6L35）

１ 一般 会フ 環境 福祉

日本語基礎 A　前後期同一内容 Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) ﾃﾞｰﾀ分析基礎 基礎演習 

1235380 1228580 1236360 1229280

宮嵜　由美 赤堀　志子 桐山　恵理子 向笠　京子

連結授業 連結授業 連結授業

２ 図書館 歴文 院心 ビジ

情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 ♯) 歴史文化基礎Ⅰ 心理学統計法 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅡ ○

1209540 1212960 1203880 1233400

池田　美千絵 歴史文化学科教員 松野　隆則 横山　悠亮

連結授業 連結授業

３ 環境 心理 現代 日文 歴文

ﾃﾞｰﾀ分析基礎 質問紙調査法実習 A ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ h ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎(B) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎

1234260 1426700 1233070 1210090

桐山　恵理子 清水　裕 福田　淳子 宮嵜　由美

連結授業

４ 心理

質問紙調査法実習 A

1426700

清水　裕

連結授業

５ 図書館 環境 環境

情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) CADⅡ CADⅡ 

1209510 1220240 1220230

池田　美千絵 番場　美恵子 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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

B教室（6L34）

１ 現代 一般 会フ 環境 福祉

ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ① 日本語基礎 A　前後期同一内容 Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) ﾃﾞｰﾀ分析基礎 基礎演習 

1218360 1235380 1228580 1236360 1216620

野々山　美紀 宮嵜　由美 赤堀　志子 桐山　恵理子 竹中　啓介

連結授業 連結授業 連結授業

２ 現代 図書館 歴文

ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ② 情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 ♯) 歴史文化基礎Ⅰ 

1218370 1209540 1212960

野々山　美紀 池田　美千絵 歴史文化学科教員

連結授業 連結授業

３ 現代 心理 現代

ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ③ 質問紙調査法実習 A ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ d

1218380 1426700 1233050

野々山　美紀 清水　裕 シム　チュン　キャット

連結授業

４ 初教 心理 現代 環境

情報機器の操作 ③ 質問紙調査法実習 A 未来技術と人間社会 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1A 

1219360 1426700 1218270 1426850

小林　広利 清水　裕 相　尚寿 桃園　靖子

連結授業

５ 現代 図書館 国際/国際 環境

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ c 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #) 国際・地域研究D ③/国際・地域研究B ③ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ1A 

1235540 1209510 1237640/1231390 1426850

小川　豊武 池田　美千絵 マイリーサ/マイリーサ 桃園　靖子

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

C教室（6L33）

１ 外国語 一般 心理

英語ⅠB (再履･eﾗｰﾆﾝｸﾞ) ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡA (ビジネス系)2年次以上対象 心理実験法実習 B

1207700 1235320 1426680

竹田　らら 村田　一心 藤島　喜嗣

連結授業

２ 現代 福祉 会フ 会フ 心理

社会調査実習Ⅰ a(前後) 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ b Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) 心理実験法実習 B

1218470 1236050 1228580 1426680

相　尚寿 伊勢坊　綾 赤堀　志子 藤島　喜嗣

連結授業 連結授業

３ 現代 現代 安全

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ応用論 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ e 統計･情報処理演習A (1A)

1237200 1235980 1222880

相　尚寿 申　知燕 小泉　美和子

連結授業

４ 会フ 環境 会フ 図書館

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1B ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #)

1231010 1426900 1230970 1209520

伊勢坊　綾 白鳥　裕之 小森　亜紀子 田中　均

連結授業

５ 会フ 環境 会フ 一般

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1B ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容

1237390 1426900 1233440 1235360

伊勢坊　綾 白鳥　裕之 小森　亜紀子 村田　一心

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

D教室（6L32）

１ ビジ 一般 現代

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 E ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡA (ビジネス系)2年次以上対象 ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ④

1223420 1235320 1218390

後藤　涼子 村田　一心 八木　良広

連結授業

２ ビジ 会フ 会フ 会フ 現代

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 C 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ b Introduction to Business EnglishⅠ 1(会ﾌ) ICTﾘﾃﾗｼｰⅠa(基礎) ⑤

1223410 1236050 1228580 1218400

後藤　涼子 伊勢坊　綾 赤堀　志子 八木　良広

連結授業 連結授業

３ ビジ 現代 安全

ﾋﾞｼﾞﾈｽITｽｷﾙ ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ c 統計･情報処理演習A (1A)

1230580 1233040 1222880

後藤　涼子 粕谷　美砂子 小泉　美和子

連結授業

４ ビジ 会フ 環境 環境 図書館

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 A 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1A 情報ｻｰﾋﾞｽ演習B(情報検索) (司書･必修科目 #)

1223390 1426950 1426890 1209520

後藤　涼子 田沢　亮人 三木　崇史 田中　均

連結授業

５ ビジ 環境 環境 一般

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 D 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ1A ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習Ⅰ 前後期同一内容

1223400 1426950 1426890 1235360

後藤　涼子 田沢　亮人 三木　崇史 村田　一心

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

E教室（6L06）

１ 一般 心理 一般 ビジ 福祉

統計学入門A ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ B ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡB (社会調査系)2年次以上対象 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ入門 B 基礎演習 

1206770 1215830 1235330 1223370 1216610

吉村　季織 榊原　良太 木村　琢磨 宮脇　啓透 熊谷　大輔

連結授業 連結授業

２ 初教 心理 会フ 安全 福祉 国際

English Oral Communication Clinic ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ A 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ a 統計･情報処理演習A (1B) 専門演習ⅡA 生活福祉演習 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報b

1220050 1215840 1224240 1222870 1216780 1229240

柳下　真規子 池上　真平 小森　亜紀子 小泉　美和子 伊藤　純 林　康弘

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ 環境 歴文 現代 環境

ﾃﾞｰﾀ分析基礎 歴史文化演習 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ a ﾃﾞｰﾀ分析基礎 

1220420 1230310 1235990 1220430

堤　仁美 三原　昌巳 相　尚寿 桐山　恵理子

連結授業

４ 会フ 現代 環境

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ 統計分析基礎 a 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可

1230950 1218440 1427600

山田　隆 鶴田　佳子 森尾　昌高

連結授業 連結授業

５ 会フ 院心 環境 環境

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ 心理学研究法 omnibus CADⅡ 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可

1233420 1203860 1220250 1427600

山田　隆 島谷　まき子 金子　友美 森尾　昌高

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

F教室（6L05）

１ 一般 心理 一般 福祉

統計学入門A ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ B ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ演習ⅡB (社会調査系)2年次以上対象 基礎演習 

1206770 1215830 1235330 1216600

吉村　季織 榊原　良太 木村　琢磨 渕田　隆史

連結授業 連結授業

２ 初教 心理 会フ 安全 国際

English Oral Communication Clinic ﾃﾞｰﾀ解析Ⅰ A 会計ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎演習Ⅰ a 統計･情報処理演習A (1B) ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報b

1220050 1215840 1224240 1222870 1229240

柳下　真規子 池上　真平 小森　亜紀子 小泉　美和子 林　康弘

連結授業 連結授業 連結授業 連結授業 連結授業

３ 初教 会フ 環境

情報機器の操作 ② Introduction to Business EnglishⅠ 2(会ﾌ) ﾃﾞｰﾀ分析基礎 

1219370 1228590 1220430

平野　晶子 赤堀　志子 桐山　恵理子

連結授業

４ 国際 現代 環境

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報c 統計分析基礎 a 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可

1225590 1218440 1427600

中野　健秀 鶴田　佳子 森尾　昌高

連結授業 連結授業

５ 国際 国際/国際 環境

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報a 国際・地域研究D ③/国際・地域研究B ③ 3DCGﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2019年度入学生より履修可

1226300 1237640/1231390 1427600

中野　健秀 マイリーサ/マイリーサ 森尾　昌高

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

G教室（6L04）

１ 福祉

基礎演習 

1216590

小林　マヤ

２ 会フ 環境

ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ CADⅡ 

1230820 1220260

山田　隆 田村　圭介

３ 初教 図書館 歴文 福祉 現代

情報機器の操作 ① 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 #) 地理学演習 社会経済統計Ⅱ b

1219380 1209490 1230300 1218460

森　秀樹 横谷　弘美 三原　昌巳 相　尚寿

４ 初教 図書館 院福

情報機器の操作 ④ 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 #) 社会学方法論研究Ⅰ 

1219410 1209500 1204340

森　秀樹 横谷　弘美 シム　チュン　キャット

５ 現代 ビジ 国際

ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ b 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ事情Ⅰ ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 情報d

1235530 1233950 1229250

天笠　邦一 馬場　康志 林　康弘

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

K教室（5L32）

１

２ 会フ 現代 福祉

会計･ﾌｧｲﾅﾝｽ特論C (証券分析とﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ理論) 社会経済統計Ⅰ a

1230830 1218450

山田　隆 村井　明日香

３ 福祉 現代 現代 図書館

社会調査実習Ⅱ b ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ I 情報資源組織演習A(目録) (司書･必修科目 ♯)

1218480 1233060 1209550

小川　豊武 藤原　整 山口　洋

４ 管理 管理/管理 日文 歴文 環境

公衆栄養学実習 (3A)*後半 公衆栄養学実習 (3B)*後半/栄養教育論実習 (3B)*前半 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎(A)A ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎 ｱﾊﾟﾚﾙCG＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

1326590 1326600/1326620 1210080 1220320

小西　香苗 小西　香苗/石井　幸江 高野　卓美 橋本　徹也

５ 管理 現代

公衆栄養学実習 (3A)*後半 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ a

1326590 1237250

小西　香苗 相　尚寿

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



＜2023年度前期時間割.xlsx＞ 2023/4/11

Ｌ教室（5L31）

１ 会フ

Introduction to Business EnglishⅠ 2(会ﾌ)

1228590

赤堀　志子

２ 現代

ICTﾘﾃﾗｼｰⅡb(情報発信) 

1218410

相　尚寿

３ 環境 ビジ 現代

ﾃﾞｰﾀ分析基礎 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ○ ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ j

1220410 1223360 1237220

番場　美恵子 馬場　康志 村井　明日香

４ 日文 国際 国際

ICT機器の操作 教職履修者対象 中国語上級 遠隔 韓国語中級ｲﾏｰｼﾞｮﾝ 

1210130 1228910 1226100

宮嵜　由美 フスレ 李　守

５ ビジ/会フ 国際 現代

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁⅡ /調査の手法とﾋﾞｼﾞﾈｽ統計 (会ﾌ) 韓国社会研究C 遠隔 ｾﾞﾐﾅｰﾙⅢ g

1221500/1230780 1215650 1235570

坂上　眞介/坂上　眞介 徐　珉廷 鶴田　佳子

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


