
＜前期＞ 令和３年度 ＜前期＞ 時間割 （第一部） 

１年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年

英語Ⅰ（Ａ） 日本文法論 英語Ⅱ（Ｃ) 設計製図Ⅰ ファッション造形Ⅱ 中国語Ⅰ（D）
 8:40 小林　⑪ 望月　⑥ ガルシア　⑬　 宍戸 坂上 三木夏華　⑭
1 英語Ⅱ（Ａ） 石井 パ① 住生活学演習室 衣造形実習室
10:10 パトリック・ゴーラム　⑩ ①②③

空間デザインⅡ
日本文学概論 中国文学演習Ⅱ 英語表現法Ⅰ 英語学演習 解剖生理学 栄養学実習 川島

月 10:20 木戸・竹本　⑭ 土肥　演④ パトリック・ゴーラム ⑩ 石井　②③ 多田　⑫ 有村 研究室等
2 調理実習室
11:50

坂上 北
土持　LL 衣造形実習室 ビジュアルデザイン実習室

日本文学演習Ⅱ 英文学概論 英語表現法Ⅲ 英語Ⅰ（Ｃ) 英語Ⅰ（Ｄ） 英語Ⅰ（Ｄ）
12:40 木戸　日文資料室 轟　⑭ パトリック・ゴーラム ⑩ 小林　③ 設計製図Ⅲ 石原知英　⑬ 石原知英　⑬

曜 3 日本文学演習Ⅴ ジェイムズ・マレー ⑪ 宍戸 英語Ⅱ（D) 英語Ⅱ（D)
14:10 竹本　② 住生活学演習室 グレゴリー・ダン　⑫ グレゴリー・ダン　⑫

卒業研究Ⅰ
土肥　演④

英語表現法Ⅰ 日本文学史Ⅰ 食品学実験 英語Ⅰ（Ｄ） 英語Ⅰ（Ｄ） 情報論特講
14:20 ジェイムズ・マレー⑪ 竹本　⑨ 亀井 石原知英　⑬ 石原知英　⑬ 岡村（俊）　ＷＳ

4 川島　⑥ 宍戸 英語Ⅱ（D) 英語Ⅱ（D)
日 15:50 日本文学史・古典Ⅰ 住生活学演習室 グレゴリー・ダン　⑫ グレゴリー・ダン　⑫

木戸　演①
土持　LL

中国文学講読Ⅰ 英語Ⅳ 英語 英語Ⅳ 英語Ⅳ 経営学総論 英語Ⅳ 経営学総論 英語Ⅳ
16:00 土肥　⑭ （Ｆ)轟　LL （Ｃ)グレゴリー・ダン ⑫ （F)轟　LL （Ｆ)轟　LL 竹中　⑨ (Ｃ)グレゴリー・ダン⑫ 竹中　⑨ (Ｃ)グレゴリー・ダン⑫

5 （Ｇ)遠峯　⑩ ジェイムズ・マレー⑪ （Ｆ)轟　LL （G)遠峯　⑩　 上笹貫　パ① （Ｇ)遠峯　⑩　 （Ｆ)轟　LL （Ｆ)轟　LL
17:30 ニコライ・ギュレメトヴ演③ （Ｇ)遠峯　⑩ （Ｇ)遠峯　⑩ （Ｇ)遠峯　⑩

ガルシア　⑬
化学概論 健康管理概論 卒業研究Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 経済学　山口　⑨ 経済学　山口　⑨ 応用文書処理

 8:40 木下・古川　⑬ 與儀幸朝　⑭ 坂上・北 岡村（俊）　パ②
1 道向良 石井 パ①，LL 淺海　⑪ 田中・川島
10:10 体育館・運動場

火 教育相談 英文法 教育相談 食品衛生学 教育相談 色彩学 教育相談 基礎演習 応用文書処理 基礎演習
10:20 田中　⑭ 遠峯　図書館視聴覚室 田中　⑭ 亀井　① 田中　⑭ 坂上　⑥ 田中　⑭ 商経学科教員 岡村（俊）　パ② 商経学科教員
2 道向良 演①，演③，②，③ 演①，演③，②，③
11:50 体育館・運動場 ⑤，⑪，⑫，⑬ ⑤，⑪，⑫，⑬

12:40
曜 3

14:10

日本文学講読Ⅱ 道徳教育指導論※ スタディスキルズ 道徳教育指導論※ 調理学実習Ⅰ 栄養学各論 住生活学 道徳教育指導論※
14:20 木戸　⑫ 特別活動指導論※ 轟　パ① 特別活動指導論※ 山下 有村　⑥ 川島　① 特別活動指導論※

4 田口　⑨ 遠峯　パ② 田口　⑨ 調理実習室 田口　⑨
15:50 小林　WS

日
教育実習 英語科教育法Ⅰ 教育実習 栄養教育実習 生活化学 教育実習

16:00 事前事後指導 土持 LL 事前事後指導 の事前事後の 淺海　① 事前事後指導

5 田口　⑨ 田口　⑨ 指導※ 田口　⑨
17:30 町田　WS

中国語Ⅰ（Ｈ） 中国語Ⅰ（Ｈ） 中国語Ⅰ（Ｈ） 中国語Ⅰ（Ｈ） 中国語Ⅰ（Ｈ） 中国語Ⅰ（Ｈ）
陳躍　⑪ 陳躍　⑪ 陳躍　⑪ 陳躍　⑪ 陳躍　⑪ 陳躍　⑪

 8:40
1
10:10

水 10:20
2
11:50

日本文学講読Ⅵ 日本語学演習Ⅴ 比較文化 通訳入門Ⅰ 栄養指導論Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 衣生活学 設計製図Ⅳ 情報リテラシーⅡ 比較文化 情報リテラシーⅡ 会計情報論
12:40 竹本　⑭ 楊　演④ 小林　⑨ 石井　LL 町田　⑫・ＷＳ 有村　① 淺海　⑩ 宍戸 （E）中級 小林　⑨ （F）中級 岡村（雄）パ①
3 住生活学演習室 刈屋美枝子パ② 刈屋美枝子パ②

曜 14:10 比較文化
小林　⑨

言語学概論 日本文学講義Ⅱ 言語学概論 人間関係論 人間関係論
14:20 楊　⑨ 竹本　① 楊　⑨ 田中　⑭ 田中　⑭

4 ジェイムズ・マレー⑪ 西迫 情報リテラシーⅡ 情報リテラシーⅡ
15:50 体育館・運動場 （E）初級 （F）初級

日 刈屋美枝子パ② 刈屋美枝子パ②

日本語学概論 卒業研究Ⅰ 日本語学概論 調理学 生化学Ⅱ 建築法規※
16:00 望月　パ②，⑭ 楊　演④ 望月　パ②，⑭ 山下　⑥ 多田　① 福永貴幸

5 竹本　日文資料室 ジェイムズ・マレー⑪ 西迫 住生活学演習室
17:30 卒業研究Ⅰ ガルシア　⑩ 体育館・運動場

木戸　演③
情報リテラシーⅠ(A) スポーツ・健康論 スポーツ・健康論 生物概論 給食管理実習Ⅰ 英語Ⅱ（Ｂ） スポーツ・健康論 スポーツ・健康論 スポーツ・健康論

 8:40 上野祐子　パ② 西迫　⑨ 西迫　⑨ 古川　① 山下 ガルシア　⑩ 西迫　⑨ 西迫　⑨ 西迫　⑨

1 特定給食実習室
10:10

情報リテラシーⅠ(B) 米文学史 英語Ⅱ（C） 住居インテリア設計学 空間デザインⅠ 英語Ⅰ（Ｄ） 演習Ⅱ 英語Ⅰ（Ｄ） 演習Ⅱ・卒業研究
木 10:20 上野祐子　パ② 小林　⑭ ホープ・内尾　⑪･パ① 宍戸　① 川島 土持　LL 商経学科教員 土持　LL 商経学科教員

2 米文学史 住生活学演習室 WS，演①，演③，演④ WS，演①，演③，演④

11:50 小林　⑭ ②，③，⑤，⑥，⑫，⑬ ②，③，⑤，⑥，⑨，⑫，⑬

情報リテラシーⅠ(A)

上野祐子　パ②
日本語表現法 中国文学史Ⅰ ドイツ語Ⅰ 英米文学演習 生活科学概論 生活科学概論

望月　パ② 竹内宏　⑪ 轟　LL 多田・淺海　⑨ 多田・淺海　⑨
曜 12:40 土肥　① ガルシア　WS

3 英語学演習
14:10 遠峯　⑬ 中国語Ⅰ 英語Ⅳ（Ｄ) 中国語Ⅰ 英語Ⅳ（Ｄ)

比較文化演習 （Ｃ）尾崎孝宏　③ 土持  （Ｅ）中筋健吉　⑩ 土持　
小林　⑤ （Ｅ）中筋健吉　⑩

中国語Ⅲ 中国語Ⅲ 食品学Ⅰ フランス語Ⅰ フランス語Ⅰ 中国語Ⅲ 中国語Ⅲ
14:20 楊　⑪ 楊　⑪ 亀井　① 梁川英俊　⑤ 梁川英俊　⑤ 楊　⑪ 楊　⑪

日 4 中国語Ⅰ 国際関係論 北　⑭ 永仮ゆかり　パ②
15:50 中国語Ⅰ（Ｂ） （Ｇ）中筋健吉　⑩ 福田　⑨ 中国語Ⅰ（F） 中国語Ⅰ（Ｇ）

尾崎孝宏　③ （Ｂ）尾崎孝宏　③ 土肥　⑫　 中筋健吉　⑩
中国語Ⅰ（A） 日本文学講読Ⅲ フランス語Ⅰ 英語史 栄養学総論 道徳教育の指導法※ 卒業研究Ａ

16:00 楊　⑪ 木戸　⑩ 梁川英俊　⑤ 遠峯　LL 多田　① 特別活動論※ 淺海　研究室等

5 田口　⑭ 北　パ① 永仮ゆかり　パ②
17:30

教育原理 卒業研究Ⅰ 教育原理 教育原理 教育原理 空間デザインⅠ（0.5）

 8:40 田口　⑨ 望月　日文資料室 田口　⑨ 田口　⑨ 田口　⑨ 川島

1 石井　パ②，LL 町田　ＷＳ・パ①・① 住生活学演習室 西迫・徳田修司
10:10 調理実習 体育館・運動場

教育心理学 日本語学演習Ⅱ 教育心理学 オーラルコミュニケーションⅢ 教育心理学 教育心理学 立石百合恵
金 10:20 田中　⑨ 望月日文資料室 田中　⑨ アンドルー・ダニエルズ⑫ 田中　⑨ 田中　⑨ 食品加工学実験室

2 検定対策講座Ⅰ ガルシア　⑩ 英語Ⅳ（E) 英語Ⅳ（E)
11:50 轟　LL 新福豊実　⑤ 新福豊実　⑤

英語 西迫・徳田修司
（Ｅ)新福豊実　⑤ 体育館・運動場

日本語学講読Ⅰ 英語Ⅳ 英語Ⅰ（C） 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅰ（Ｄ） 英語Ⅰ（Ｄ）
12:40 松尾弘徳　⑭ （B）ジョン・トレマーコ　⑩ 情報リテラシーⅠ（B） 新福豊実　⑤ （B）ジョン・トレマーコ　⑩ （B）ジョン・トレマーコ　⑩ 松元貴子　⑥ 松元貴子　⑥

曜 3 上野祐子　パ① 上野祐子　パ① 英語Ⅱ（Ｄ） 英語Ⅱ（Ｄ）
14:10 英語 建築材料学 アンドルー・ダニエルズ⑫ アンドルー・ダニエルズ⑫

(Ｂ) ジョン・トレマーコ　⑩ 迫田順一　パ② ルイーズ・ケネディ・中村⑬ ルイーズ・ケネディ・中村⑬

英語Ⅰ（A） 書道Ⅲ オーラルコミュニケーションⅠ 英語Ⅰ（Ｂ） ＰＣデータ活用
14:20 新福豊実　⑤ 松元徳雄　① ニコライ・ギュレメトヴ 演③ あべ松伸二　⑪ 口脇淳子

4 英語Ⅱ（A） 上野祐子　パ① 英語Ⅱ（Ｂ） 住居構造学Ⅰ パ②
15:50 ジョン・トレマーコ　⑩ ルイーズ・ケネディ・中村⑬ 田島康弘

日 住生活学演習室
書道Ⅰ 英語Ⅳ 英語 英語Ⅳ 英語Ⅰ（Ｂ） 英語Ⅳ

16:00 松元徳雄　① (A)ニコライ・ギュレメトヴ　演③ (A)ニコライ・ギュレメトヴ　演③ (A)ニコライ・ギュレメトヴ　演③ あべ松伸二　⑪ (A)ニコライ・ギュレメトヴ　演③

5 上野祐子　パ① 住居構造学Ⅱ
17:30 田島康弘 ＰＣデータ活用

住生活学演習室 口脇淳子　パ②
（注） １　○付き数字は教室番号 （例：①は第１講義室，パ①は第１パソコン教室，演①は第１演習室 ）。WSはワークステーション室。LLはLL教室。 集中講義 「教育行政学概論（田口）」（前期集中）（４月２日・６日）

２　※印科目は，７．５回実施科目。 「国際経済特講Ⅱ」（野村ほか）（夏季集中）（日程未定）
３　実習の際には３限含む

日本文学史・近代Ⅰ
竹本　⑨

地方自治論　船津　⑬

経済学特講Ⅱ　山口　⑩

社会学　　西原誠司　⑭

オーラルコミュニ
ケーションⅢ

英米文学講読Ⅲ
轟　⑫

オーラルコミュニ
ケーションⅠ

特設時間

環境問題　　淺海，井村隆介，榮村奈緒子，岡村（雄）　⑨
食生活と健康　　亀井，多田，古川，木下　①

特設時間

環境問題　　淺海，井村隆介，榮村奈緒子，岡村（雄）　⑨

生物の科学　　塔筋弘章　図書館視聴覚室

環境問題　　淺海，井村隆介，榮村奈緒子，岡村（雄）　⑨

生物の科学　　塔筋弘章　図書館視聴覚室
物理の世界　　藤井伸平　①物理の世界　　藤井伸平　① 物理の世界　　藤井伸平　①

こころの科学　　安部幸志　⑭

アジア経済論　野村　③

平和論　　疋田，福田　⑨

生涯スポーツ実習
Ⅰ（Ｅ）

生涯スポーツ実習
Ⅰ（Ｆ）

経済政策　岩上　⑬

金融論　岩上　⑬

日本経済論　船津　⑭

日本文学講読Ⅳ
丹羽謙治　⑨

英語コミュニケー
ション演習Ⅲ

国際関係論　福田　⑨

ビジュアルデザイ
ン論Ⅰ

会計学総論　岡村（雄）　⑨

特設時間

食生活と健康　　亀井，多田，古川，木下　①

簿記論Ⅲ　櫛部幸子　⑬

社会学　　西原誠司　⑭

平和論　　疋田，福田　⑨

情報リテラシーⅡ
（C）

英米文学講読Ⅰ　小林潤司　⑪

生涯スポーツ実習
Ⅰ（C）

生涯スポーツ実習
Ⅰ（D）

情報リテラシーⅠ
（Ｅ）

情報リテラシーⅠ
（C）

情報リテラシーⅠ
（Ｄ）

栄養指導論実習
Ⅱ

ビジュアルデザイ
ン基礎Ⅰ

田原武志･東圭太　⑭
経営学特講Ⅰ

情報リテラシーⅠ
（Ｆ）

原価計算　宗田　⑬

行政法　山本　⑭

商法　河野総史　⑨

英語英文学専攻

英語コミュニケー
ション演習Ⅲ

食生活と健康　　亀井，多田，古川，木下　①
数学の世界　　愛甲正　図書館視聴覚室

社会学　　西原誠司　⑭
数学の世界　　愛甲正　図書館視聴覚室数学の世界　　愛甲正　図書館視聴覚室

産業心理学　岡村（俊）　⑨

南九州の文学
三嶽公子　①

こころの科学　　安部幸志　⑭

ビジュアルデザイ
ン基礎Ⅱ

こころの科学　　安部幸志　⑭

地域経済論　岡田　①

被服材料学

生物の科学　　塔筋弘章　図書館視聴覚室

社会政策　近間　⑭

平和論　　疋田，福田　⑨

令和3年6月28日現在

生涯スポーツ実習
Ⅰ（Ａ）

生涯スポーツ実習
Ⅰ（Ｂ）

　　　食物栄養専攻 　　　生活科学専攻

ビジュアルデザイ
ンⅡ

空間デザイン論

食品学学生実験
室

商　経　学　科

ファッション造形
基礎

生　活　科　学　科文    学    科
 　　 　経済専攻 経営情報専攻日本語日本文学専攻

民法 疋田　⑤
情報社会論　岩松マミ　⑫

マーケティング論　瀬口　⑨

コミュニケーション
概論

英語コミュニケー
ション演習Ⅰ

英語コミュニケー
ション演習Ⅰ

オーラルコミュニ
ケーションⅠ

ＣＡＤ設計特講


