
（第一部）

科目名 教員名 提出先 備考

保育学 田中 教務課 1月27日(金) 17:00

労働法 疋田 教務課 1月27日(金) 17:30

法学概論 疋田 教務課 1月27日(金) 17:30

日本文学講読Ⅶ 竹本 教務課 1月30日(月) 17:30 授業中に指示

国語科教育法Ⅰ 竹本 教務課 1月30日(月) 17:30 授業中に指示

生涯スポーツ実習Ⅱ（F)
経情　※西迫先生

西迫
西迫研究室

（体育館１階）
1月30日(月)

学習カード，最終自己評価レポートで
評価，授業中に指示

生涯スポーツ実習Ⅱ（E)
経済　※西迫先生

西迫
西迫研究室

（体育館１階）
1月30日(月)

学習カード，最終自己評価レポートで
評価，授業中に指示

健康と運動 西迫
西迫研究室

（体育館１階）
1月31日(火)

１回毎のレポート，最終レポートで評
価，授業中に指示

生活化学実験 淺海 生活化学研究室 2月1日(水) 17:00
すべての実験レポート・課題の最終期

限

化学の世界 古川 研究室 2月1日(水) 17:00 授業中に指示

非営利組織論 丸田　真悟 授業中 2月1日(水)

生涯スポーツ実習Ⅱ（A)　日文 西迫
西迫研究室

（体育館１階）
2月1日(水)

学習カード，最終自己評価レポートで
評価，授業中に指示

生涯スポーツ実習Ⅱ（B)　英文 西迫
西迫研究室

（体育館１階）
2月1日(水)

学習カード，最終自己評価レポートで
評価，授業中に指示

生活と経済 山口 教務課 2月2日(木) 17:00 授業中に指示

アジア事情 福田 教務課 2月3日(金) 17:00

教職実践演習・中（田中） 田中 教務課 2月3日(金)

教職実践演習・栄養（田中） 田中 教務課 2月3日(金)

日本文学演習Ⅰ・Ⅲ 木戸 木戸研究室 2月6日(月) 17:00 授業への取り組みも加味

ヨーロッパ事情 小林 教務課 2月6日(月) 17:30

文学の世界 小林 教務課 2月6日(月) 17:30

ビジュアルデザイン論Ⅱ 上笹貫 上笹貫研究室 2月6日(月) 18:00 授業中に指示

日本文学講読Ⅰ 木戸 木戸研究室 2月7日(火) 17:00 担当箇所の発表も加味

会計情報論 岡村(雄) メール 2月7日(火) 17:00 授業中に指示

流通論 近間 教務課 2月7日(火) 17:30 授業中に指示

比較文学 小林 教務課 2月7日(火) 17:30

生涯スポーツ実習Ⅱ（C) 食栄 道向　良 授業中 2月7日(火)

生涯スポーツ実習Ⅱ（D)　生活 道向　良 授業中 2月7日(火)

アメリカ事情 ガルシア ガルシア研究室 2月8日(水) 17:00

基礎演習Ⅱ ガルシア ガルシア研究室 2月8日(水) 17:00

服飾文化史 田邊 メール 2月8日(水) 17:00 tanabe@k-kentan.ac.jp　にメール提出

ファッションデザイン論 田邊
研究室に実物持参，

もしくはメール
2月8日(水) 17:00

原本：田邊研究室
データ：tanabe@k-kentan.ac.jp

かごしまと世界 飯干学長　ほか 教務課 2月8日(水) 17:00
最終レポート（30％）については授業
中に指示。その他授業ごとのレポート
（70%)

英語コミュニケーション演習Ⅱ 石井 教務課 2月8日(水) 授業中に指示

日本文学講義Ⅰ 木戸 木戸研究室 2月9日(木) 17:00 毎時のコメントカードも加味

財務会計論 岡村(雄) メール 2月9日(木) 17:00 授業中に指示

日本語表現法演習 小亀 メール 2月9日(木) 23:59 プレゼン発表も加味
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日本語学演習 小亀 メール 2月9日(木) 23:59

日本語教育概論 楊　 教務課 2月10日(金) 授業中に指示

日本語学演習Ⅳ・Ⅵ 楊　 研究室 2月10日(金) 授業中に指示

対照言語学 楊　 研究室 2月10日(金)

CAD設計 宍戸 2月10日(金) 授業中に指示

建築史 宍戸 2月10日(金) 授業中に指示

設計製図Ⅳ 宍戸 2月10日(金) 授業中に指示

社会福祉論 石踊　紳一郎 授業中に指示

学校図書館メディアの構成 岩下　雅子 授業ごとのレポート課題，発表で評価

学校経営と学校図書館 岩下　雅子 授業ごとのレポート課題，発表で評価

情報科学概論 岡村（俊） メール 授業中に指示 授業中に指示

住居史 川島 住生活学研究室 授業中に指示

設計製図Ⅱ 川島 授業中に指示

芸術論 北
講義毎のリアクションペーパー
及び提出課題

   ビジュアルデザインⅠ 北
実習中のプレゼンテーション
及び提出課題

読書と豊かな人間性 木戸 ２度の課題提出と実演

ファッション造形Ⅰ 坂上
作品（１点）の作成・提出と着装の評
価，授業への取り組み

情報メディアの活用 竹本
ウェブサイトに課題を提出（授業中に
指示）

ファッションアイテム演習 田邊
最終授業回の発表と各作品提出を評
価

英語科教育法Ⅱ 土持 授業中に指示

生涯スポーツ実習Ⅱ（F)
経情　※西谷憲明先生

西谷　憲明 1/30(月)に実技評価

生涯スポーツ実習Ⅱ（E)
経済　※西谷憲明先生

西谷　憲明 1/30(月)に実技評価

法学特講 疋田 授業中 授業ごとの小レポート

栄養指導論実習Ⅰ 町田　和恵 授業中 授業中での発表，課題提出

書道Ⅱ・Ⅳ 松元　徳雄 授業の清書作品で評価

※この一覧表は，教科担当者から教務課へ日時の届出があったもののみ掲載しています。
※担当教員からの指示に従ってください。


