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時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名

世界教養プログラム

担当教員名 期間 曜日 時限

101107 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) 武田  千香 通年 木曜日 3 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ)⇒ 武田  千香 春期 月曜日 1

120101 地域言語A(英語Ⅲ-1) ロ・ディコ 春期 金曜日 2 地域言語A(英語Ⅲ-2)⇒ ヴェラスコ 秋期 木曜日 1

120141 地域言語A(英語Ⅲ-7) 松本　浩欣 春期 月曜日 2 地域言語A(英語Ⅲ-2)⇒ カレンダー 秋期 火曜日 1

131916 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-3) カエプ, 上田 秋期 木曜日 2 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-3)⇒ マロム, 上田 冬学期 集中

150264 英語B1 松本　浩欣 春期 月曜日 4 英語B2⇒ カレンダー 秋期 火曜日 4

150343 英語B1(Advanced) 教員（会議未提出） 春期 金曜日 4 英語B2(Advanced)⇒ スケリット 秋期 火曜日 4

160071 地域基礎1A(日本1) 木村　正美 春期 未定 地域基礎1A(日本1)⇒ 木村　正美 秋期 未定

160072 地域基礎2A(日本2) 木村　正美 春期 未定 地域基礎2A(日本2)⇒ 木村　正美 夏学期 未定

173003 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目A 真鍋  求 春期 月曜日 4 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B⇒ 真鍋  求 秋期 時間外

173007 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目A 河合  徳枝 春期 木曜日 3 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B⇒ 河合  徳枝 秋期 木曜日 3

173008 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目A 加藤 朋之 春期 火曜日 3 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B⇒ 加藤 朋之 冬学期 集中

173010 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目A 河合  徳枝 春期 木曜日 4 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B⇒ 河合  徳枝 秋期 木曜日 4

173011 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目A 真鍋  求 春期 金曜日 3 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B⇒ 真鍋  求 秋期 時間外

173012 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目A 亀谷  真知子 春期 金曜日 3 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B⇒ 亀谷  真知子 秋期 金曜日 3

173015 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目A 亀谷  真知子 春期 金曜日 4 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B⇒ 亀谷  真知子 秋期 金曜日 4

180023 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1A 望月  由起 夏学期 集中 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1B⇒ 望月  由起 冬学期 集中

180028 国際社会をひもとくA 藤井　欣子 春期 木曜日 4 国際社会をひもとくB⇒ 藤井　欣子 秋期 水曜日 4

180049 文化のおもしろさA1 岩崎  稔 春期 水曜日 3 文化のおもしろさB1⇒ 野平, 岩崎 秋期 水曜日 3

180241 世界の中の日本A〔日本史〕 吉田  ゆり子 春期 木曜日 3 世界の中の日本A（日本史）⇒ 吉田  ゆり子 夏学期 集中

190001 教師論 加藤  美帆 春期 木曜日 1 教師論⇒ 加藤  美帆 秋期 時間外

190003 教育原理 加藤  美帆 春期 木曜日 5 教育原理⇒ 加藤  美帆 夏学期 集中

190008 特別活動論 小西　悦子 春期 金曜日 1 特別活動論⇒ 小西　悦子 夏学期 集中

190009 教育方法・技術論 澤田　稔 春期 月曜日 2 教育方法・技術論⇒ 澤田　稔 秋期 時間外

190011 教育相談(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む。) 橋本　和幸 春期 火曜日 1 教育相談(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む。)⇒ 橋本　和幸 秋期 木曜日 1

19101107 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） 武田  千香 通年 木曜日 3 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ）⇒ 武田  千香 春期 月曜日 1

19131916 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-3） カエプ, 上田 秋期 木曜日 2 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-3）⇒ マロム, 上田 冬学期 集中

19150264 英語B1 松本　浩欣 春期 月曜日 4 英語B2⇒ カレンダー 秋期 火曜日 4

19150343 英語B1（Advanced） 教員（会議未提出） 春期 金曜日 4 英語B2（Advanced）⇒ スケリット 秋期 火曜日 4

19173002 ｽﾎﾟｰﾂ1 真鍋  求 春期 月曜日 4 ｽﾎﾟｰﾂ1⇒ 真鍋  求 秋期 時間外

19173004 ｽﾎﾟｰﾂ1 加藤 朋之 春期 火曜日 3 ｽﾎﾟｰﾂ1⇒ 加藤 朋之 冬学期 集中
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19173016 舞踊1 河合  徳枝 春期 木曜日 3 舞踊1⇒ 河合  徳枝 秋期 木曜日 3

19173017 舞踊1 河合  徳枝 春期 木曜日 4 舞踊1⇒ 河合  徳枝 秋期 木曜日 4

19173018 舞踊1 亀谷  真知子 春期 金曜日 3 舞踊1⇒ 亀谷  真知子 秋期 金曜日 3

19173019 舞踊1 亀谷  真知子 春期 金曜日 4 舞踊1⇒ 亀谷  真知子 秋期 金曜日 4

19173021 体力づくり1 真鍋  求 春期 金曜日 3 体力づくり1⇒ 真鍋  求 秋期 時間外

19180002 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1 望月  由起 夏学期 集中 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1⇒ 望月  由起 冬学期 集中

19180055 文化と芸術1 岩崎  稔 春期 水曜日 3 文化と芸術2⇒ 野平, 岩崎 秋期 水曜日 3

19180070 教育基礎論1 加藤  美帆 春期 木曜日 5 教育基礎論1⇒ 加藤  美帆 夏学期 集中

19180074 教育相談 橋本　和幸 春期 火曜日 1 教育相談⇒ 橋本　和幸 秋期 木曜日 1

19180233 国際社会と地域1 藤井　欣子 春期 木曜日 4 国際社会と地域1⇒ 藤井　欣子 秋期 水曜日 4

19180255 歴史学1（日本史） 吉田  ゆり子 春期 木曜日 3 歴史学1（日本史）⇒ 吉田  ゆり子 夏学期 集中

19190001 教師論 加藤  美帆 春期 木曜日 1 教師論⇒ 加藤  美帆 秋期 時間外

19190005 特別活動及び総合的な学習の
時間の指導法

小西　悦子 春期 金曜日 1 特別活動及び総合的な学習の
時間の指導法

⇒ 小西　悦子 夏学期 集中

19190006 教育方法・技術論 澤田　稔 春期 月曜日 2 教育方法・技術論⇒ 澤田　稔 秋期 時間外

時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名

言語文化学部

担当教員名 期間 曜日 時限

19213005 文化研究入門4 ロ・ディコ 春期 金曜日 4 文化研究入門4⇒ ローウェンスティン 秋期 火曜日 5

19311013 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ文化概論5 荒原　邦博 春期 水曜日 3 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ文化概論5⇒ 荒原　邦博 秋期 水曜日 3

19311027 ｱｼﾞｱ文化概論8 島田  志津夫 春期 水曜日 3 ｱｼﾞｱ文化概論8⇒ 島田  志津夫 秋期 水曜日 3

19312117 音声学概論2 五十嵐　陽介 秋期 月曜日 3 音声学概論2⇒ 未定 冬学期 集中

19312125 文化・文学概論1 ロ・ディコ 春期 金曜日 5 文化・文学概論1⇒ ローウェンスティン 秋期 金曜日 5

213004 総合文化研究入門A ロ・ディコ 春期 金曜日 4 総合文化研究入門B⇒ ローウェンスティン 秋期 火曜日 5

311011 音声学概論B 五十嵐　陽介 秋期 月曜日 3 音声学概論B⇒ 未定 冬学期 集中

313001 地域文化概論A 島田  志津夫 春期 水曜日 3 地域文化概論B⇒ 島田  志津夫 秋期 水曜日 3

313002 地域文化概論A 荒原　邦博 春期 水曜日 3 地域文化概論B⇒ 荒原　邦博 秋期 水曜日 3

313003 文化・文学概論A ロ・ディコ 春期 金曜日 5 文化・文学概論B⇒ ローウェンスティン 秋期 金曜日 5

411011 音声学B 五十嵐　陽介 秋期 月曜日 4 音声学B⇒ 未定 冬学期 集中

412062 多言語・多文化社会論研究A 教員（会議未提出） 春期 金曜日 3 多言語・多文化社会論研究B⇒ 小島　祥美 秋期 火曜日 3

413145 人間科学研究A 田島  充士 春期 月曜日 3 人間科学研究A⇒ 田島  充士 夏学期 集中

時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名

国際社会学部

担当教員名 期間 曜日 時限

19221001 地域社会研究入門1 小川  英文 春期 水曜日 3 地域社会研究入門1⇒ 小川  英文 秋期 水曜日 3
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19221002 地域社会研究入門2 木村　暁 春期 月曜日 2 地域社会研究入門2⇒ 木村　暁 秋期 水曜日 4

19221003 歴史社会研究入門1 福嶋　千穂 春期 水曜日 3 歴史社会研究入門1⇒ 福嶋　千穂 夏学期 集中

19221004 歴史社会研究入門1 篠原  琢 春期 水曜日 4 歴史社会研究入門1⇒ 篠原  琢 夏学期 集中

19221004 歴史社会研究入門1 篠原  琢 春期 水曜日 5 歴史社会研究入門1⇒ 篠原  琢 夏学期 集中

19222001 世界認識論入門 中山  智香子 春期 月曜日 5 世界認識論入門⇒ 中山  智香子 秋期 時間外

19222005 社会関係論入門 金  富子 春期 木曜日 2 社会関係論入門⇒ 金  富子 秋期 水曜日 2

19322001 世界認識論概論 河　庚希 夏学期 集中 世界認識論概論⇒ 河　庚希 冬学期 集中

19322005 社会関係論概論 岩館　豊 秋期 月曜日 5 社会関係論概論⇒ 岩館　豊 冬学期 集中

221001 地域社会研究入門ⅠA 篠原  琢 春期 水曜日 4 地域社会研究入門ⅠA⇒ 篠原  琢 夏学期 集中

221001 地域社会研究入門ⅠA 篠原  琢 春期 水曜日 5 地域社会研究入門ⅠA⇒ 篠原  琢 夏学期 集中

221002 地域社会研究入門ⅠA 木村　暁 春期 月曜日 2 地域社会研究入門ⅠB⇒ 木村　暁 秋期 水曜日 4

221003 地域社会研究入門ⅠA 小川  英文 春期 水曜日 3 地域社会研究入門ⅠB⇒ 小川  英文 秋期 水曜日 3

221005 地域社会研究入門ⅡA 福嶋　千穂 春期 水曜日 3 地域社会研究入門ⅡA⇒ 福嶋　千穂 夏学期 集中

222001 現代世界論入門ⅠA 中山  智香子 春期 月曜日 5 現代世界論入門ⅠB⇒ 中山  智香子 秋期 時間外

222003 現代世界論入門ⅡA 金  富子 春期 木曜日 2 現代世界論入門ⅡB⇒ 金  富子 秋期 水曜日 2

322001 現代世界論概論ⅠA 河　庚希 夏学期 集中 現代世界論概論ⅠB⇒ 河　庚希 冬学期 集中

322004 現代世界論概論ⅡB 岩館　豊 秋期 月曜日 5 現代世界論概論ⅡB⇒ 岩館　豊 冬学期 集中

421116 東南ｱｼﾞｱ地域研究A 教員（会議未提出） 夏学期 集中 東南ｱｼﾞｱ地域研究B⇒ 増原　綾子 秋期 月曜日 4
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