
2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期

令和2年度　前期時間割

令和2年4月13日版



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期大学院　博士(後期)課程【前期】

備
考

哲学的人間学特論Ⅱ
人間生体特論Ⅱ
健康生活特別研究
健康生活特論Ⅰ
家政学原論特別研究
家政学原論特論
社会福祉学特別研究
社会福祉学特論
家族関係学特論
生活経営学特論
生活行為特論　
生活技術特論
生活情報特論
高齢社会特論
食物栄養学特別研究
食物栄養学特論
空間環境計画学特別研究
空間環境計画学特論

金

水

木

月

火

Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期大学院　修士課程【前期】 M1

科学的住生活特論 実務実習Ⅰ(インターンシップ) 家政学原論Ⅰ

(山形) (山形) (影山彌・安田)

ゼミ3 ゼミ3 ゼミ3

科学的食生活特論 障碍者福祉特論 臨床栄養学特論

(鍬野信) (村田) (大西)

№１食品学研 ゼミ3 ゼミ3

［並列開講］

建築設計演習Ⅰ 建築設計演習Ⅰ

建築生産計画特論 (佐久間保) ゼミ2 (佐久間保) ゼミ2

(堀井)

ゼミ3 生活環境特論

(影山志) ゼミ3

健康生活特論Ⅰ 哲学的人間学特論Ⅰ

(紺野) (関川)

ゼミ3 ゼミ3

生活文化史特論Ⅱ 食品衛生特論

(桑野) （澤渡）

考古研 　 ゼミ3

備
考

集中講義：栄養教育特論(瀬戸)　　人間生体特論Ⅰ(西山)　　 科学的衣生活特論(　　)休講

※ 社会福祉方法論　【ソーシャルワーク方法論】　(　)・高齢者福祉特論(　) ・介護福祉特論(　)Ｒ2年度開設なし

金

木

水

火

月

Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期大学院　修士課程【前期】 M2

建築計画特論 建築設計演習Ⅱ 建築設計演習Ⅱ

(山形) (藤田延) (藤田延)

ゼミ1 ゼミ8 ゼミ8

科学的食生活実験 科学的食生活実験

(鍬野信) (鍬野信)

№2共同実 №2共同実

〔並列開講〕 〔並列開講〕 〔並列開講〕

調理科学特論 食物栄養学特別講義Ⅰ

(鍬野信) ゼミ1 (藤本) ゼミ1

科学的住生活実験 科学的住生活実験

(長田) ゼミ8 (長田) ゼミ8 建築構造計画特論

生活環境実験 生活環境実験 (濱尾) ゼミ8

(影山志) №2共同実 (影山志) №2共同実

備
考

実務実習Ⅱ(インターンシップ)(山形) 科学的衣生活実験(　　)休講

Ⅵ時限Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限

金

木

Ⅰ時限 Ⅱ時限

月

火

水



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期人間生活学科１年【前期】

国語表現法 宗教学的人間論 住生活概論 情報処理演習
(真船) (福島寅) (阿部) (石原)

521 521 532 532
国語表現法 宗教学的人間論 住生活概論 情報処理演習 介護の基本Ⅰ
(真船) (福島寅) (阿部) (石原) （廣野）

521 521 532 532 534
国語表現法 宗教学的人間論 住生活概論 情報処理演習
(真船) (福島寅) (阿部) (石原)

521 521 532 532
社会福祉原論 生活化学 総合英語Ⅰ
(熊田) (大西) (ティルマント)

531 531 533
社会福祉原論 生活化学 総合英語Ⅰ こころとからだのしくみA 介護総合演習Ⅰ
(熊田) (大西) (ティルマント) (藤田京) (廣野・藤田)

531 531 533 534 534
色彩学 生活化学 総合英語Ⅰ
(松田理) (大西) (ティルマント)

631 531 533
食生活概論 哲学的人間論 集会 生活生物学 心理学的人間論
(鍬野信) (関川) (源川) (折笠)

632 521 531 521
食生活概論 哲学的人間論 集会 生活生物学 心理学的人間論
(鍬野信) (関川) (源川) (折笠)

632 521 531 521
食生活概論 哲学的人間論 集会 生活生物学 心理学的人間論
(鍬野信) (関川) (源川) (折笠)

632 521 531 521
生活学的政治論 運動健康論
(影山彌) (佐藤浩)

521 623、体育館
生活学的政治論 運動健康論 生活支援技術A 生活支援技術A
(影山彌) (佐藤浩) (廣野・茂木) (廣野・茂木)

521 623、体育館 介護実 介護実
生活学的政治論 運動健康論
(影山彌) (佐藤浩)

521 623、体育館
日本国憲法 生活学的社会論 生活学的経済論
(鈴木康) (長谷川) (長谷川)

521 大教室 大教室
日本国憲法 生活学的社会論 生活学的経済論 介護過程Ⅰ 認知症の理解Ａ
(鈴木康) (長谷川) (長谷川) (藤田京) (藤田京)

521 大教室 大教室 534 534
日本国憲法 生活学的社会論 生活学的経済論
(鈴木康) (長谷川) (長谷川)

521 大教室 大教室

備
考

介護実習Ⅰ－１(廣野・藤田京) 衣生活概論(瀬谷)後期に開設期移動

建

建

水

生

福

建

生

福

建

火

金

生

福

建

Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅴ時限Ⅲ時限 Ⅳ時限

月

生

福

木

生

福



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期人間生活学科２年【前期】

［並列開講］ 生活経営学Ⅰ 教職論
(深谷笑・大泉) (山本)

総合英語Ⅱ(アドバンス) 631 631
(ホ－ナ－) 介護総合演習Ⅲ 生活経営学Ⅰ 教職論 地域福祉論Ⅰ 社会福祉援助技術論Ⅱ

631 (廣野・藤田) (深谷笑・大泉) (山本) (菊地)　 (島野)
総合英語Ⅱ(ベーシック) ゼミ４ 631 631 ゼミ5 531
(安田) 建築計画Ⅱ 生活経営学Ⅰ 教職論

632 (長田) (深谷笑・大泉) (山本)
ゼミ５ 631 631

食品衛生学 福祉住環境 家政学原論Ⅰ 教育原理Ⅰ 教育心理
(影山志) (阿部) (安田) (関川・山本) (折笠)

634 534 521 631 631
生活支援技術C 生活支援技術C 家政学原論Ⅰ 教育原理Ⅰ 教育心理
(廣野・藤田京) (廣野・藤田京) (安田) (関川・山本) (折笠)

介護実 介護実 521 631 631
建築史 福祉住環境 家政学原論Ⅰ 教育原理Ⅰ 教育心理
(長田) (阿部) (安田) (関川・山本) (折笠)

ゼミ6 534 521 631 631
食品栄養学 人間発達学 集会
(郡司) (堀)

641 641
食品栄養学 人間発達学 集会 介護過程Ⅲ 介護過程Ⅲ
(郡司) (堀) (廣野・熊田) (廣野・熊田)

641 641 ゼミ5 ゼミ5
食品栄養学 人間発達学 集会 建築構造Ⅱ
(郡司) (堀) (伊藤真)

641 641 623
衣造形学実習Ⅰ 衣造形学実習Ⅰ 健康生活論 社会保障論 キャリアデザインⅡ
(難波・瀬谷・大泉) (難波・瀬谷・大泉) (大西) (長谷川) (森)

被構実 被構実 ゼミ6 643 643
レクリエーション活動援助法 介護の基本Ⅱ 社会保障論 キャリアデザインⅡ
(佐藤喜) （廣野） (長谷川) (森)

ゼミ4 ゼミ4 643 643
構造力学Ⅰ 構造力学Ⅰ演習 建築設計製図Ⅱ 建築設計製図Ⅱ キャリアデザインⅡ
(山形・伊藤真) (山形・伊藤真) (阿部・長田・伊藤真) (阿部・長田・伊藤真) (森)

831 831 №1製図 №1製図 643

老化の理解
(紺野)

ゼミ6 　

集中講義　：　介護実習Ⅱ(廣野・藤田京)   衣造形学演習(難波)後期に開設期移動 教科教育法家庭Ⅰ(濱島)後期に開設期移動

衣造形学実習Ⅰ（建築）（難波）3年次に開設期移動 テキスタイル材料学（瀬谷）3年次に開設期移動

Ⅳ時限 Ⅴ時限 Ⅵ時限Ⅲ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限

月

火

生

福

建

生

福

建

備
考

水

建

生

福

金

生

福

建

木

生

福

建



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期人間生活学科３年【前期】

被服学実験 被服学実験 加工食品学
(大泉) (大泉) (郡司)

被整実 被整実 632
社会福祉援助技術論Ⅳ 相談援助演習Ⅰ 相談援助演習Ⅰ
(熊田・近内) (菊地達) (菊地達)

ゼミ6 ゼミ6 ゼミ6
統計学 建築環境工学Ⅰ
(石原) (阿部)

ゼミ5 ゼミ5
特別活動論 教育課程論
(関川) (山本)

831 831
高齢者福祉論 相談援助実習指導Ⅰ
(熊田) (熊田・近内)

ゼミ4 ゼミ4
建築法規Ⅱ 建築設計製図Ⅲ 建築設計製図Ⅲ
(佐久間保) (山形・阿部・伊藤真) (山形・阿部・伊藤真)

532 №1製図 №1製図
生活経済学 消費生活論 集会 〔並列開講〕
(長谷川) (長谷川)

623 623 専門英語(生活)
医学一般 介護の基本Ⅲ 集会 (ティルマント)
(大西) （廣野） ゼミ7

ゼミ5 ゼミ5
建築施工 消費生活論 集会 専門英語(栄養)
(堀井) (長谷川) (ホ－ナ－)

ゼミ6 623 533
保育学 人間関係学 地域生活論
(岡本) (堀) （影山彌・大泉）

532 ゼミ5 531
保育学 障害者福祉論 教科教育法福祉Ⅱ こころのしくみと機能
(岡本) (岡本) (熊田・大泉) (堀)

532 532 ゼミ5 ゼミ5
保育学 建築設計製図Ⅲ
(岡本) (阿部・長田)

532 №1製図
教科教育法家庭Ⅱ 調理学演習 調理学演習
(濱島) (瀬谷・大泉) (瀬谷・大泉)

ゼミ5 ラーコモⅢ・調理実・階段 ラーコモⅢ・調理実・階段
調理学演習 調理学演習 医療的ケアⅠ
(瀬谷・大泉) (瀬谷・大泉) (藤田京)

ラーコモⅢ・調理実・階段 ラーコモⅢ・調理実・階段 ゼミ1
調理学演習 調理学演習
(瀬谷・大泉) (瀬谷・大泉)

ラーコモⅢ・調理実・階段 ラーコモⅢ・調理実・階段

集中講義　：　　　　相談援助実習Ⅰ(熊田・近内)　　 社会福祉実習(熊田)

木

水

生

福

建

生

建

生

福

建

福

備
考

Ⅴ時限 Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限

月

火

生

福

建

生

福

建

金



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期人間生活学科４年【前期】

建築設備 職業指導
(藤田延) (山本・長田)

ゼミ5 ゼミ4
食生活文化論 衣生活文化論 人間環境学実験 人間環境学実験
(鍬野) (田辺) (影山志) (影山志)

533 533 №1共同実 №1共同実
保健医療サービス 福祉サービスの組織と経営
 医療的ケアⅡ
(近内) (近内) (藤田京)

ゼミ5 ゼミ5 介護実
建築設計製図Ⅳ 建築設計製図Ⅳ 人間環境学実験 人間環境学実験
(山形・阿部・伊藤真) (山形・伊藤真) (影山志) (影山志)

№1製図 №1製図 №1共同実 №1共同実
衣造形学実習Ⅱ 衣造形学実習Ⅱ 集会 教職キャリアデザインⅡ
(難波・田辺) (難波・田辺) (教職課程推進室)

被構実 被構実 831
人体の構造と機能 集会 コミュニケーション技術B 教職キャリアデザインⅡ
(大西) (佐藤邦・滝田) (教職課程推進室)

ゼミ6 643 831
家族建築学 建築設計製図Ⅳ 集会 教職キャリアデザインⅡ
(山形) (山形・阿部・伊藤真) (教職課程推進室)

ゼミ4 №1製図 831
教育実習Ⅰ
(山本・瀬谷)

632
コミュニケーション技術B 教育実習Ⅰ
(加藤三) (山本・瀬谷)

ゼミ6 632
教育実習Ⅰ
(山本・瀬谷)

632
家族関係学 教科教育法家庭Ⅳ
(知野) (難波)

533 632
相談援助演習Ⅲ 相談援助演習Ⅲ 家族関係学 教科教育法家庭Ⅳ 相談援助実習指導Ⅲ
(近内・熊田) (近内・熊田) (知野) (難波) （熊田・近内）

ゼミ4 ゼミ4 533 632
家族関係学 教科教育法家庭Ⅳ
(知野) (難波)

533 632
集中講義：相談相談援助実習Ⅲ(熊田・近内) 集中講義：教育実習Ⅱ(山本)
福祉行財政と福祉計画(　　)後期に開設期移動

Ⅳ時限 Ⅴ時限 Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限

月

火

生

生

福

福

建

建

水

木

生

福

建

建

生

福

備
考

金

生

福

建



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期食物栄養学科１年【前期】

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅰ

(菊池・栁沼・吉田 ) (菊池・栁沼・吉田 )

国語表現法 宗教学的人間論 ラーコモⅢ・調理実・階段 ラーコモⅢ・調理実・階段

(真船) (福島寅) 総合英語Ⅰ 情報処理演習

521 521 (ホーナー) (山口猛)

534 531

総合英語Ⅰ 情報処理演習

(ホーナー) (山口猛)

生活化学 調理学 534 531

(大西) (菊池) 調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅰ

641 641 (菊池・栁沼・吉田 ) (菊池・栁沼・吉田 )

ラーコモⅢ・調理実・階段 ラーコモⅢ・調理実・階段

解剖学 哲学的人間論 集会 生活生物学 心理学的人間論

(西山) (関川) (源川) (折笠)

643 521 531 521

生活学的政治論 食文化・食行動論 運動健康論 食物学概論

(影山彌) (星) (佐藤浩) (郡司)

521 643 623、体育館 531

日本国憲法 生活学的社会論 生活学的経済論

(鈴木康) (長谷川) (長谷川)

521 大教室 大教室

備
考

Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅴ時限Ⅲ時限 Ⅳ時限

水

Ａ

Ｂ

月

火

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

木

Ａ

Ｂ

金

Ａ

Ｂ



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期食物栄養学科２年【前期】

［並列開講］

総合英語Ⅱ(アドバンス)

(ホーナー) 631 栄養教諭論Ⅰ 食品学Ⅱ 教職論

総合英語Ⅱ(ベーシック) (菊池) (郡司) (山本)

(安田) 632 533 533 631

解剖学実習 解剖学実習

(西山・根本 ) (西山・根本 )

生理実 生理実 家政学原論Ⅰ 教育原理Ⅰ 教育心理

食品学実験Ⅰ 食品学実験Ⅰ (安田) (関川・山本) (折笠)

(郡司・善方 ) (郡司・善方 ) 521 631 631

理化実 理化実

応用栄養学Ⅰ 集会 臨床栄養学Ⅰ 生化学

(源川) (岡部) (源川)

533 532 531

食品学実験Ⅰ 食品学実験Ⅰ

(郡司・善方 ) (郡司・善方 )

給食管理学 臨床医学Ⅰ 理化実 理化実 キャリアデザインⅡ

(亀田) (大西) 解剖学実習 解剖学実習 (森)

643 642 (西山・根本 ) (西山・根本 ) 643

生理実 生理実

食品学実験Ⅱ 食品学実験Ⅱ 基礎栄養学実習 基礎栄養学実習

(鍬野信・吉田朱 ) (鍬野信・吉田朱 ) (源川・善方 ) (源川・善方 )

加工調 加工調 理化実 理科実

基礎栄養学実習 基礎栄養学実習 食品学実験Ⅱ 食品学実験Ⅱ

(源川・善方 ) (源川・善方 ) (鍬野信・吉田朱) (鍬野信・吉田朱)

理化実 理化実 加工調 加工調

備
考

金

水

月

火

木

Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期食物栄養学科３年【前期】

公衆栄養学実習 公衆栄養学実習 栄養教育論実習 栄養教育論実習

Ａ (星・根本 ) (星・根本 ) (岡部・本間 ) (岡部・本間 )

臨床実・加工調 臨床実・加工調 栄養実・加工調 栄養実・加工調

食品衛生学実験 食品衛生学実験 公衆栄養学実習 公衆栄養学実習

Ｂ (影山志・吉田朱) (影山志・吉田朱) (星・根本 ) (星・根本 )

生理実 生理実 臨床実・加工調 臨床実・加工調

臨床栄養学実習Ⅱ 臨床栄養学実習Ⅱ

Ａ (黒澤・本間) (黒澤・本間)

特別活動論 教育課程論 臨床実・加工調 臨床実・加工調

(関川) (山本) 公衆衛生学実習 公衆衛生学実習

Ｂ 831 831 (伊藤央・諏訪)　　 (伊藤央・諏訪)　　

生理実 生理実

公衆衛生学実習 公衆衛生学実習 〔並列開講〕

Ａ (伊藤央・諏訪)　　 (伊藤央・諏訪)　　 集会 専門英語(生活)

生理実 生理実 (ティルマント) ゼミ7

栄養情報処理実習 栄養情報処理実習 専門英語(栄養)

Ｂ (亀田・栁沼) (亀田・栁沼) (ホ－ナ－)

534 534 533

食品衛生学実験 食品衛生学実験 栄養情報処理実習 栄養情報処理実習

Ａ (影山志・吉田朱) (影山志・吉田朱) (亀田・栁沼) (亀田・栁沼)

生理実 生理実 534 534

臨床栄養学実習Ⅱ 臨床栄養学実習Ⅱ 栄養教育論実習 栄養教育論実習

Ｂ (黒澤・本間) (黒澤・本間) (岡部・本 間) (岡部・本間 )

臨床実・加工調 臨床実・加工調 栄養実・加工調 栄養実・加工調

栄養管理学Ⅰ 総合演習Ⅰ 栄養教育論Ⅱ 公衆栄養学Ⅱ

Ａ （黒澤） （亀田・菊池・黒澤・星） （岡部） （星）

641 641 641 641

公衆栄養学Ⅱ 栄養教育論Ⅱ 総合演習Ⅰ 栄養管理学Ⅰ

Ｂ （星） （岡部） （亀田・菊池・黒澤・星） （黒澤）

643 643 643 643

備
考

集中講義：給食管理実習(校外)

Ⅴ時限 Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限Ⅱ時限

水

木

金

月

火



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期食物栄養学科４年【前期】

特別演習Ⅱ 特別演習Ⅲ

(伊藤央、紺野、西山、大西 (亀田・諏訪・黒澤・　源川) 人間環境学 運動生理学

　源川、鍬野信)　　　 (影山志) (諏訪)

643 643 643 643

集会 栄養教育実習Ⅰ 教職キャリアデザインⅡ

(亀田) (教職課程推進室)

641 831

保育学

(岡本)

532

家族関係学

(知野)

533

備
考

火

月

水

金

木

栄養教育実習Ⅱ(５日間)

Ⅴ時限 Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期健康栄養学科１年【Ⅰ期(前期)】

調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅰ 解剖生理学実験Ⅰ 解剖生理学実験Ⅰ 調理学
(郡司・加藤雅 ) (郡司・加藤雅 ) (金子・高橋 ) (金子・高橋 ) (辻)

調理実・ラーコモⅢ・階段 調理実・ラーコモⅢ・階段 生理実 生理実 632
理化実 理化実

給食論実習Ⅰ 給食論実習Ⅰ 社会科学(政治521 キャリアデザインⅠ 言葉と表現
(伊藤央・加藤雅 ) (伊藤央・加藤雅 ) (影山彌) (桑野・安田・堀・長谷川・ (渡部)

栄養実・ 栄養実・ 642 知野・冨士盛) 533
調理実・ラーコモⅢ・階段 調理実・ラーコモⅢ・階段 634

健康食生活論 スポーツ実技 集会 基礎自然科学 自然科学(生物)
（坂上） (佐藤浩) (澤渡) (金子)

631 体育館 631 631

給食計画・実務論 解剖学 英語表現法 情報処理Ⅰ キャリアデザインⅡ
(會田久) （西山） (ホーナー) (石原) (森)

533 533 533 533 643

基礎栄養学 宗教学 生理学 日本国憲法
(坂上) (福島寅) （金子） (鈴木康)

532 532 532 532

備
考

　 　 　

水

火

金

木

月

Ⅵ時限Ⅴ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期健康栄養学科２年【Ⅲ期(前期)】

生化学 臨床栄養学 フードコーディネート論 栄養指導論総論 食品鑑別論Ⅰ
(坂上) (小林澄) (辻) (會田久) (武地)

634 634 634 634 634

栄養指導論実習Ⅰ 栄養指導論実習Ⅰ
(會田久) (會田久)

応用栄養学実習 応用栄養学実習 栄養実 栄養実
(水野・高橋) (水野・高橋)

臨床実・加工調 臨床実・加工調 食品衛生学実験 食品衛生学実験
（澤渡・加藤雅 ） （澤渡・加藤雅 ）

理化実 理化実

食品衛生学実験 食品衛生学実験
（澤渡・加藤雅 ） （澤渡・加藤雅 ）

理化実 理化実 集会 病理学
(大西)

栄養指導論実習Ⅰ 栄養指導論実習Ⅰ 634
(會田久) (會田久)

栄養実 栄養実

卒業研究 卒業研究
食品学Ⅱ (坂上・會田久・水野・小林澄・金子・澤渡・
(澤渡) ＜鈴木奈＞・＜加藤雅＞)

632 №1共同実、調理実、ラーコモⅢ、階段教室、臨床実

給食論実習Ⅱ 給食論実習Ⅱ 給食論実習Ⅱ 給食論実習Ⅱ
(小林澄・高橋 ) (小林澄・高橋 ) (小林澄・高橋 ) (小林澄・高橋 )

給食実・実習食 給食実・実習食 給食実・実習食 給食実・実習食

備
考

Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅵ時限Ⅴ時限

月

Ⅰ時限 Ⅱ時限

金

火

水

木



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期幼児教育学科１年【Ⅰ期(前期)】

*1_保育表現技術　器楽Ⅰ
音１・２ 社会福祉 宗教学 教育実習Ⅰ 教育心理学

総合英語コミュニケーション (近内) (福島寅) (柴田・安部・山上・賀門・奥 (折笠)
(バーナミィ)　 821 642 521 　・仲西) 821・大教室 642

*1_保育表現技術　器楽Ⅰ
音1・2 社会福祉 教育心理学 教育実習Ⅰ

総合英語コミュニケーション (近内) (折笠) (柴田・安部・山上・賀門・奥
E:ピアノⅠ/ボーカルⅠ (バーナミィ) 821 642 642 　・仲西) 821・大教室
(横溝/深谷悠/磯部)
保育原理 保育表現技術　造形Ⅰ
（山上） 833 (草野) 図工
保育者論 保育表現技術　音楽Ⅰ キャリアデザインⅠ
（安部） 821 (三瓶・小澤) 音１・２ 社会科学(政治) (桑野・安田・堀・長谷川・ 言葉と表現
保育表現技術　造形Ⅰ 保育原理 (影山彌) 知野・冨士盛) (渡部)
(草野) 図工 （山上） 833 642 642 533
保育表現技術　音楽Ⅰ 保育者論
(三瓶・小澤) 音１・２ （安部） 821

児童文化 〔AB/CDE 隔週〕
(真船) 531 情報処理Ⅰ
児童文化 (古山・石原) 642 集会
(真船) 531 健康スポーツ論

児童文化 (佐藤浩)
情報処理Ⅰ (真船) 531 　 体育館・642
(古山・石原) 児童文化

642 (真船) 531

保育表現技術　音楽Ⅰ 保育者論
(三瓶・小澤) 音１・２ 保育実習指導Ⅰ 乳児保育Ⅰ （安部） 821
保育表現技術　体育Ⅰ (小林徹・安部・沼田・宗像 ) (永瀬) 保育表現技術　造形Ⅰ
(柴田) 体育館 821、822、大教室 642 (草野) 図工 キャリアデザインⅡ

保育表現技術　音楽Ⅰ 保育者論 (森)
保育実習指導Ⅰ (三瓶・小澤) 音1・2 （安部） 821 乳児保育Ⅰ 643
(小林徹・安部・沼田・宗像 ) 保育表現技術　体育Ⅰ 保育表現技術　造形Ⅰ (永瀬)

821、822、大教室 (柴田) 体育館 (草野) 図工 642 E:器楽Ⅰ

（栁沼・會田）
保育表現技術　体育Ⅰ 総合英語コミュニケーション
(柴田) 体育館 日本国憲法 (バーナミィ)　 821
*2_保育表現技術　器楽Ⅰ (鈴木康) 保育原理

音１・２ 521 （山上） 833
総合英語コミュニケーション 保育表現技術　体育Ⅰ
(バーナミィ)　 821 (柴田) 体育館 日本国憲法 　 宗教学
保育原理 *2_保育表現技術　器楽Ⅰ (鈴木康) (福島寅)
（山上） 833 音１・２ 521 521 E:ボーカルⅠ

*3_ピアノⅠ/ボーカルⅠ （磯部）
*1_保育表現技術　器楽Ⅰ 月Ⅰ_ML:小澤/個人:渡辺・鈴木明・佐久間智・加藤幸・本橋，Ⅱ_ML:小澤/個人:渡辺・鈴木明・佐久間智・加藤幸・横溝
*2_保育表現技術　器楽Ⅰ 金Ⅰ_HB:小澤/ML:鈴木明/個人:渡辺・佐久間智・深谷悠・菅原・本橋，Ⅱ_HB:小澤/ML:鈴木明/個人:渡辺・佐久間智・加藤幸・菅原・本橋
*3_ピアノⅠ/ボーカルⅠ/器楽 金Ⅱ_ピアノⅠ(横溝・深谷悠)/ボーカルⅠ(磯部)
 集中講義：教育実習Ⅱ(柴田・安部・山上・仲西)

Ⅵ時限

月

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限

火

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

備
考

Ｄ
Ｅ

水

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

金

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

木

Ａ

Ｂ

Ｃ



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期幼児教育学科２年【Ⅲ期(前期)】

保育内容演習　表現と創造Ⅱ 保育内容演習　人間関係 子どもの健康と安全 保育表現技術　器楽Ⅱ
(三瓶・早川) 図・多 (冨士盛・一柳) 832 (永瀬) 833 ( ※1 ) 音１・２

子どもの健康と安全 保育内容演習　人間関係 保育内容演習　表現と創造Ⅱ
(永瀬) 833 (冨士盛・一柳) 832 (三瓶・早川) 図・多

保育内容演習　人間関係 保育内容演習　表現と創造Ⅱ 保育表現技術　器楽Ⅱ 子どもの健康と安全
(冨士盛・一柳) 832 (三瓶・早川) 図・多 ( ※1 ) 音1・2 (永瀬) 833
子どもの健康と安全 E:ボーカルⅡ 保育内容演習　表現と創造Ⅱ 保育内容演習　人間関係
(永瀬) 833 （磯部） (三瓶・早川) 図・多 (冨士盛・一柳) 832

保育内容演習　ことばと遊びⅡ保育実習指導Ⅱ又はⅢ 保育表現技術　音楽Ⅱ
(小林徹) (小林徹・安部・沼田・宗像 ) (磯部・菅原)

832 832 音１・２
保育表現技術　音楽Ⅱ 保育実習指導Ⅱ又はⅢ

保育内容演習　ことばと遊びⅡ (磯部・菅原) 音１・２ (小林徹・安部・沼田・宗像 )
(小林徹) 832

832 E:ピアノⅡ/ボーカルⅡ E:ハンドベル演習 E:ピアノⅡ/器楽Ⅱ E:ピアノⅡ/ボーカルⅡ
(横溝/磯部) （横溝） (横溝/南川) (横溝/磯部)

卒業研究 卒業研究
　(三瓶・冨士盛・一柳・早川・草野・小林徹・山上・折笠 集会 *教育実習Ⅲ(事後指導)
　・永瀬・柴田・バーナミィ・仲西・安部・磯部・横溝・深谷悠 *教育実習Ⅳ(事前指導)
　・広瀬・朝日・草薙)

821、822、図工、ゼミA、ゼミB、831、832、833、
多目的、音1、音2、ゼミC、合奏室

E:　ピアノⅡ E: リトミック
(横溝) （小林郁）

子どもの食と栄養 子どもの理解と支援
（水野・善方） 832 (冨士盛) 832 保育内容演習　生活と環境Ⅱ

子どもの食と栄養 子どもの理解と支援 (影山志)
（水野・善方） 832 (冨士盛) 832 532

子どもの食と栄養 子どもの理解と支援
（水野・善方） 833 保育内容演習　生活と環境Ⅱ (冨士盛) 832

子どもの食と栄養 (影山志) 子どもの理解と支援
（水野・善方） 833 532 (冨士盛) 832

E: 器楽Ⅱ
(穂苅)

保育表現技術　造形Ⅱ
社会的養護Ⅰ 保育表現技術　　体育Ⅱ (早川) 図工

保育表現技術　造形Ⅱ (細川) (一柳) 保育表現技術　器楽Ⅱ
(早川) 図工 642 体育館 ( ※2 ) 音１・２

保育表現技術　造形Ⅱ 保育表現技術　　体育Ⅱ
社会的養護Ⅰ 　 　 (早川) 図工 (一柳)
(細川) 保育表現技術　造形Ⅱ D:保育表現技術　器楽Ⅱ 体育館

（早川） ( ※2 ) 音１・２
642 図工 E:ミュージカル表現Ⅱ(広瀬） E:ダンスパフォーマンスⅡ（朝日）

※1_保育表現技術　器楽Ⅱ 月Ⅲ_ML:小澤/個人:深谷悠・佐久間智・本橋，Ⅳ_ML:鈴木明/個人:横溝・佐久間智・本橋

※2_保育表現技術　器楽Ⅱ 金Ⅲ_HB:小澤/ML:鈴木明/個人:渡辺・加藤幸Ⅳ_HB:小澤/ML:鈴木明/個人:渡辺・加藤幸・深谷悠

※子どもの食と栄養は、水野先生2クラス、善方先生2クラスとし、調理実習は合同として調整する。

集中講義：教育実習Ⅳ(柴田・安部・山上・仲西)，保育実習Ⅰ-2(小林徹・宗像 )・保育実習Ⅱ(安部・沼田 )・保育実習Ⅲ(小林徹・宗像 )

Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限

火

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

月

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

備考

水

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

木

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

金

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期地域創成学科1年【Ⅰ期(前期)】

基礎デザイン 博物館概論 情報処理Ⅰ 社会福祉概論 塑造表現
(松田理) (會田容) (山口猛・米本) (熊田) (黒沼)

デ１ 531 531 533 彫刻

［並列開講］ ［並列開講］
A_キャリアデザインⅠ

ヨーロッパ文化史 図書館情報資源概論 (桑野・黒沼)
(桑野) 631 (和知) 631 641

デッサンⅠ デッサンⅠ 油彩画Ⅰ B_キャリアデザインⅠ
(浅野) 絵1 (浅野) 絵1 (浅野) 絵1 (桑野・仲田)

643

生活芸術学入門　 基礎学力トレーニング 集会 地域創成ゼミナール 図書館概論
(浅野・齊藤弘・小松・黒沼 (知野・齊藤弘・小松 (齋藤美・福島・浅野・齊藤弘 (和知)
・松田理) 　・山口・仲田) ・桑野・會田容・知野・小松 634

デ1 大教室 ・松田理・山口猛・仲田・黒沼
・佐藤愛・和知)

大教室
［並列開講］

色彩学 日本文化史 生涯学習概論 児童サービス論 キャリアデザインⅡ
(松田理) (佐藤愛) 534 (瀬谷) (辺見) (森)

デ1 634 634 643
版画基礎
(齊藤弘) デ２

［並列開講］ ［並列開講］

地域社会と食文化 総合英語コミュニケーション 宗教学 家族社会学 美術史
(鈴木奈) 634 (バーナミー) 634 (福島寅) (知野) (齋藤美)

642 531 531
CG基礎Ⅰ CG基礎Ⅰ
(小松・米本) (小松・米本)

CG CG

備
考

金

＊ボランティア活動　（今年度は実施なし）

水

木

月

火

Ⅵ時限Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期地域創成学科2年【Ⅲ期(前期)】

情報サービス論 木彫表現 情報資源組織演習 地域社会と食生活 情報処理Ⅲ
(和知) (黒沼) (和知) (加藤雅) (山口猛)

ラーコモⅡ 彫刻 ラーコモⅡ 534 531

［並列開講］

博物館実習 考古学実習 版画表現 ビジュアルデザインⅠ 図書館制度・経営論
(會田容・仲田・佐藤愛) (會田容) (齊藤弘) デ２ (松田理) (和知)

考古実 考古実 デ1 ラーコモⅡ
情報メディア論
(山口猛) 531

博物館教育論 博物館情報・メディア論 集会 情報倫理
(仲田) (福島ひ) (古山)

533 631 534

［並列開講］ 卒業研究　（論文・制作）
地域創成プロジェクト演習 (齋藤美・福島・浅野・齊藤弘

情報サービス演習 女性文化史 (齋藤美・福島・浅野・齊藤弘 ・桑野・會田容・知野・小松 卒業研究　（制作）
(和知) (知野) 623 ・桑野・會田容・知野・小松 ・松田理・山口猛・仲田・黒沼 (浅野・齊藤弘・小松

ラーコモⅡ ・松田理・山口猛・仲田・黒沼 ・佐藤愛・和知) ・松田理・黒沼)
油彩画Ⅱ ・佐藤愛・和知) №1・№2芸講、ＣＧ、絵2、デ2、彫刻、工芸2
(浅野) 絵２絵１、デ１、彫刻、№1・№2芸講 631、633、ラーコモⅠ

考古実、822、ラーコモⅠ ゼミ1、822、考古実

地域社会と衣生活 日本史演習 博物館展示論 Webデザイン
(田辺) (佐藤愛) (齋藤美・仲田) (小松)

531 531 531 ＣＧ

備
考

　 　 　

月

火

水

木

金

＊インターンシップ(桑野・山口猛・仲田)　（今年度は実施しない）　　　＊ボランティア活動　（山口）

Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限 Ⅵ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期専攻科　文化学専攻１年【前期】

日本の考古学
(會田容)

考古実

アメリカの歴史と文化 中国の歴史と文化 日本近世の歴史と文化
(ティルマント) (渡部) (佐藤愛)

ゼミ１ ゼミ１ ゼミ1

フランスの歴史と文化
(齋藤美)

ラーコモⅠ

考古学特論 ドイツの歴史と文化
(會田容) (桑野)

考古実 考古研

日本女性史 文化史概論 日本近代の歴史と文化
(知野) (桑野) (佐藤愛)

№1芸講 考古研 ゼミ1

備
考

　 　 　

火

月

水

金

木

Ⅵ時限Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限Ⅱ時限Ⅰ時限



2020/4/13 前期、Ⅰ・Ⅲ期専攻科　文化学専攻２年【前期】

考古学演習 日本宗教の歴史と文化 日本古代の歴史と文化
(會田容) (福島寅) (會田容)

考古実 ゼミ2 考古実
文化史総合演習
（福島） ゼミ2

中国文化史演習 日本文化史演習
(渡部) (佐藤愛)

ゼミ2 ゼミ2

日本宗教史演習
(福島寅)

ゼミ2

西洋美学史
(齋藤美) ラーコモⅠ 文化史総合演習

（齋藤美） ラーコモⅠ

西洋美術史演習 文化史総合演習
(齋藤美) ラーコモⅠ （會田） 考古実

文化史総合演習 西洋文化史演習
(桑野） (桑野)

考古研
ゼミ3

備
考

　 　 　

火

木

水

金

Ⅰ時限 Ⅵ時限

月

Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限


	Sheet1
	大学院D
	大学院M1
	大学院M2
	人生1年
	人生2年
	人生3年
	人生4年
	食栄1年
	食栄2年
	食栄3年
	食栄4年
	健康1年
	健康2年 
	幼教1年
	幼教2年
	地創1年
	地創2年
	専攻1年
	専攻2年

