
１１　～　１２　限　目 １３　～　１４　限　目

系列 講義科目名 担当者 形態 系列 講義科目名 担当者 形態 系列 講義科目名 担当者 形態 系列 講義科目名 担当者 形態 系列 講義科目名 担当者 形態 系列 講義科目名 担当者 形態 系列 講義科目名 担当者 形態

法S 民法Ⅰa 川上生 Ｃ 比較文化論 竹添 Ｃ 心理学　※ 高橋 Ｃ 実用英語 駒田ゆ Ｃ 歴史学 望月 Ｃ 歴史学 望月 Ｃ 地域史 山崎智

経S 経営学a 浅野 法S 商法総則・商行為 楠井 Ｚ 法S 政治学原論 長澤 ○ 経S 人的資源管理論 橋場 Ｃ 情報処理実習Ⅰ 笠 経S 統計学 熊澤

食F 食物栄養学入門 専任教員
経S
住S 経済原論a 田添 経S 地域経済学 白石 遠 法S 労働法a 西川昇

法S
生S 行政学a 川上哲 法S 民法Ⅰa 川上生 経S 金融論a 石原

生F 生活科学概論 専任教員 福S 障害者福祉論 北村 経S 経済政策 熊澤 生S 食生活論 杉野 経S 経済原論a 田添

福S 社会福祉運営管理論 三宅浩 食S 栄養教育論 阿部 食S 食品学実験 橋本 ○ 食S 食品学各論 橋本 経S 経済政策 熊澤

福S 医療福祉論 武田 福S 社会福祉援助技術総論 武田 ○

住S 建築環境学 寺島 福S 社会福祉発達史 北村 福S 発達心理学 高橋

SS
社会福祉援助技術現場
実習指導Ⅱ 長友

住S 建築生産 池田

語F 英語Ⅰ 三宅一 語F 英語Ⅰ 三宅一 Ｃ 生命科学 狩野 Ｃ 環境論　※ 南有 Ｃ キャリア形成セミナー 学生部長 Ｃ 中国語Ⅱ 花尻 Ｃ 体育講義 石川

語F フランス語Ⅰ 井出 語F フランス語Ⅰ 井出 Ｃ 自然と科学 松井 法S 行政法a 藤枝 Ｃ 教育学 大日方 Ｃ 環境論　※ 南有 法S 行政法a 藤枝

法S 刑事訴訟法 加藤 経S マーケティング論Ⅰa 鷲尾 法S 家族法 木村義 ○ 福S 医学知識 福田 法S 民法Ⅱ 木村義 経S 財政学a 大畑

法S 憲法Ⅰa 食S 健康管理概論 相川
法S
住S 地域政策論Ⅰ 小野寺 食S 給食運営総合指導 生川

生S 憲法a 経S 起業論 山川 住S まちづくり企画 小野寺

福S 認知の科学 南学 食S 調理学実習Ⅰ 生川 ○ 住S 居住計画論 木下
経S
食S
生S

統計学 宮西 Ｚ 住S インテリアデザイン 中井 生S 衣生活論 西川光

Ｃ 情報処理実習Ⅰ 眞田 Ｃ 情報処理実習Ⅰ 眞田 Ｃ 文学Ⅰ 今本 Ｃ 英語講読 村井 Ｃ 情報処理実習Ⅰ 盛田 Ｃ 英語講読 村井 経S 金融論b 石原

Ｃ ドイツ語Ⅱ 今本 Ｃ 情報と社会 笠 法S 社会思想史 伊藤 遠 Ｃ ジェンダー論 松田 遠 Ｃ 自治体行政特論 小野寺 Ｃ 英会話 オブライエン 経S 日本経済論 瀬野 遠

Ｃ 英会話 ﾘﾁｬｰｽﾞ Ｃ フランス語Ⅱ 岩本 法S 民法Ⅰb 川上生 経S 国際経済論 石原 法S 労働法b 西川昇 法S 家族法 木村那 Ｚ ○

経S 経営学b 浅野
経S
住S 経済原論ｂ 田添 食S 生化学実験 相川 ○ 福S 社会保障論Ⅰ 長友 法S 民法Ⅰb 川上生

法S
生S 行政学b 川上哲 福S 心理学基礎実験 高橋 ○ 経S 経済原論b 田添

住S 建築一般構造 門脇 食S 食品学総論 橋本 SS 社会福祉援助技術論Ⅱ 水谷 ○
経S
生S 日本経済論 瀬野 遠

福S カウンセリング論 小笠原 住S 都市計画論 小野寺 食S 公衆衛生学 大槻

住S 建築製図基礎 木下 ○ 食S 生化学 相川

生S 社会学 松田 遠

語F 英語Ⅰ 野田 語F 英語Ⅰ 野田 SS 社会福祉援助技術演習Ⅱ 千坂 ○ 住S 建築材料学 山本貴 Ｚ 語F 英語Ⅰ 三宅一 Ｃ 文学Ⅰ 今本

語F 英語Ⅰ 萩 語F 英語Ⅰ 萩 住S 構造力学Ⅰ 山本貴 Ｚ 語F 英語Ⅰ 村井

Ｓ 演習 担当教員 法S 会社法 名島 ○

食S 特別演習 専任教員 ○
法S
住S 消費者法 近藤 Ｚ Ｓ 社会科学演習 担当教員

福祉心理演習 担当教員

住S 居住環境特別演習 担当教員 ○

Ｃ 情報処理実習Ⅰ 高瀬 経S マーケティング論Ⅰb 鷲尾 法S 憲法Ⅰb 語F ドイツ語Ⅰ 今本 語F ドイツ語Ⅰ 竹添 語F ドイツ語Ⅰ 今本 法S 行政法b 藤枝

生S 生活と環境 南有
食S
生S 化学 山﨑 生S 憲法b 法S 行政法b 藤枝 語F 中国語Ⅰ 花尻 語F 中国語Ⅰ 花尻 経S 財政学b 大畑

福S 児童福祉論 笠松 食S 臨床栄養学実習 石橋 ○ 経S 税務会計論 井上 法S 憲法Ⅱ 鎌塚 Ｃ 比較文化論 竹添

福S 公的扶助論 (木村夏) 法S 国際法 (秋山) 遠 ○ 法S 国際法 (秋山) 遠 ○

住S 環境倫理学 南有 経S 会計学 楚 ○ 法S 社会福祉論 経S 簿記原理 藤田 ○

住S 住生活設計Ⅱ 村林 ○ 食S 調理学 駒田亜 食S 解剖生理学 相川 福S 社会福祉論Ⅰ

福S 介護概論 田中武 食S 臨床栄養学 石橋

住S 住環境計画 小野寺
生S
住S 数理科学 笠

住S 地域環境学 小野寺

集中
講義 Ｃ 農林体験セミナー 藤枝 Ｃ 医療・健康・福祉実践 藤枝 S 社会福祉論

R3.2.16
第　９　～　１０　限　目

16:10　　　～　　　17:40 17:50　　　～　　　19:20 19:30　　　～　　　21:00

２０２１年度　時間割　前期　【科目等履修生・聴講生用】
第　１　～　２　限　目 第　３　～　４　限　目 第　５　～　６　限　目 第　７　～　８　限　目

8:50　　　～　　　10:20 10:30　　　～　　　12:00 12:50　　　～　　　14:20 14:30　　　～　　　16:00

火
曜
日

月
曜
日

開講時期未定

木
曜
日

水
曜
日

金
曜
日

鎌塚

鎌塚

【授業形態について】
　「空欄」…対面授業、「遠」…遠隔講義、「Z」…ZOOMを利用する講義
　※心理学、環境論については、選科履修生のみ履修可能とします。

田中武



１１　～　１２　限　目 １３　～　１４　限　目

系列 講義科目名 担当者 単位 系列 講義科目名 担当者 単位 系列 講義科目名 担当者 単位 系列 講義科目名 担当者 単位 系列 講義科目名 担当者 単位 系列 講義科目名 担当者 単位 系列 講義科目名 担当者 単位

福S 社会心理学 中山 法S 刑法a 楠本
法S
生S 社会保障法 西川昇 Ｃ 体育実技 石川  Ｃ 生涯学習論 長島 Ｃ 情報と社会 笠 Ｃ 心理学　※ 高橋

経S 金融論a 石原 経S マーケティング論Ⅱ 鷲尾 Ｃ 実用英語 駒田ゆ Ｃ 体育実技 石川 法S 政治学原論 長澤 ○

食S 公衆栄養学 生川 福S 保育学（実習を含む） 千坂 法S 民法Ⅲ 川上生 Ｃ 情報処理実習Ⅱ 笠 法S 法哲学 小林 法S 刑法a 楠本

食S 栄養指導論 阿部 経S 地方財政論 白石 法S
政治史
（政治過程論を含む） 長澤 法S 労働法a 西川昇 経S 経営学a 浅野

SS 社会福祉援助技術演習Ⅲ 千坂 生S 住生活論 木下 経S 経商基礎演習 田添 経S マーケティング論Ⅰa 鷲尾

住S 居住福祉論 木下 福S 心理学と心理的支援論 高橋 経S 経商基礎演習 浅野

SS 社会福祉援助技術論Ⅰ 武田 ○ 経S 経商基礎演習 井上

住S まちづくり設計 大井隆

語F 英語Ⅰ 三宅一 語F 英語Ⅰ 三宅一 Ｃ 情報処理実習Ⅰ 松下
法S
住S 情報技術論 笠 Ｃ 体育講義 大西 Ｃ 中国語Ⅱ 花尻 Ｃ 体育実技 石川

語F フランス語Ⅰ 井出 語F フランス語Ⅰ 井出 法S 政治思想史 井口 法S 法学基礎演習 川上哲 法S 法学基礎演習 藤枝 Ｃ 自然と科学 狩野 Ｃ 生命科学 狩野

Ｃ 地理学 山崎智 経S 政治経済学 深井 法S 刑事政策 楠本 法S 法学基礎演習 鎌塚 法S 法学基礎演習 楠本 法S 憲法Ⅰa 鎌塚 法S 行政学a 川上哲

法S 刑事訴訟法 加藤
法S
生S 国際関係論 三瀬 生S 生活技術 西川光 経S 経商基礎演習 大畑 経S 経済史a 茂木 経S 会計学 楚 ○

福S 子どもの健康 川瀬 経S 財政学a 大畑 食S 食品衛生学実験 橋本 ○ 住S 構造力学Ⅱ 宿里 経S 経済史a 茂木
法S
生S 地域政策論Ⅱ 南有

○
生S
福S 社会調査論 安藤

食S 食品衛生学 橋本 福S 心理学概論 高橋 ○

福S 行動の理論 東福寺 SS
社会福祉援助技術現場
実習指導Ⅰ 北村

住S 建築計画 中井

Ｃ 英会話 ﾘﾁｬｰｽﾞ Ｃ フランス語Ⅱ 岩本 Ｃ 文学Ⅱ 今本 Ｃ 英語講読 村井 Ｃ 差別と人権 伊藤 Ｃ 英語講読 村井 法S 労働法ｂ 西川昇

Ｃ ドイツ語Ⅱ 今本 Ｃ 情報処理実習Ⅰ 眞田 法S 法学基礎演習 川上生 経S 経済学史 田添 経S 経商基礎演習 鷲尾 Ｃ 英会話 オブライエン 法S 地方政治論 岡田

福S 心理学研究法 高橋 Ｃ 美学 岡野 法S 法学基礎演習 西川昇 食S 給食運営管理論 駒田亜 経S 経商基礎演習 石原 Ｃ 差別と人権 伊藤 経S 国際経済論 三瀬

住S 居住設備学 北野 法S 刑法b 楠本 食S 解剖生理学実験 相川 ○ 経S 上級簿記 (森宏) 法S 税法 森宏 経S マーケティング論Ⅰb 鷲尾

福S 老人福祉論 田中武 食S 調理学実習Ⅱ 駒田亜 ○ 福S 家族関係学 松田 福S 地域福祉論Ⅱ 長友 法S 刑法b 楠本

経S 金融論b 石原 福S 社会保障論Ⅱ 田中武 福S 地域福祉論Ⅰ 水谷 住S 居住環境基礎 担当教員 経S 経営学b 浅野

食S 運動保健学 相川 福S 社会福祉行財政論 宮川 福S 青年期の心理 高橋

福S 人間関係論 小笠原 住S 住生活設計Ⅰ 木下 ○

語F 英語Ⅰ 野田 語F 英語Ⅰ 野田 法S 会社法 名島 ○ 語F 英語Ⅰ 村井 Ｃ 文学Ⅱ 今本

語F 英語Ⅰ 萩 語F 英語Ⅰ 萩 語F 英語Ⅰ 三宅 Ｓ 社会科学演習 担当教員

Ｓ 演習 担当教員 法S 環境政策論 南有

食S 食品加工学 大井淳 経S 人的資源管理論 浅野

Ｓ 特別演習 専任教員 ○

福S 福祉心理基礎演習 担当教員 Ｓ 福祉心理演習 担当教員

Ｓ 居住環境特別演習 担当教員 ○

法S 法哲学 竹村 Ｃ 情報処理実習Ⅱ 笠 語F ドイツ語Ⅰ 今本 語F ドイツ語Ⅰ 竹添 語F ドイツ語Ⅰ 今本 法S 憲法Ⅰb 鎌塚

経S
工業簿記および原価計
算 藤田 法S 地方政治論 川上哲 法S 民事訴訟法 浦谷 ○ 語F 中国語Ⅰ 花尻 語F 中国語Ⅰ 花尻 経S 経済史b 茂木

法S
住S 環境政策論 南有 経S 財政学b 大畑 経S 簿記原理 (大井幸) ○ Ｃ 哲学 吉本 Ｃ 哲学 吉本

食S 管理栄養特殊講義 担当教員 食S 栄養学 杉野 経S 経営財務論 上木 経S 経営管理論 的場 法S 地方自治法 藤枝 法S 行政学b 川上哲

食S 病態学（臨床病態学） 有馬 住S 環境とエネルギー 坂本 食S 栄養学実験 杉野 ○ 経S 経済史b 茂木 経S 地方財政論 大畑

福S 社会福祉論Ⅱ 田中武 食S 食品の機能 橋本 福S 子どもの栄養 乾

住S 建築構法 村林 SS 社会福祉援助技術演習Ⅰ 北村 ○

住S 建築CAD基礎 米田 住S 建築法規 多湖

集中
講義 Ｃ 食と観光実践 藤枝 Ｃ 次世代産業実践 藤枝 昼 法S

権利擁護を支え
る法制度論

馬場 S 社会福祉論

19:30　　　～　　　21:00

授業形態は未定です。
心理学、環境論は選科履修生のみ履修可能とし
ます。

木
曜
日

水
曜
日

金
曜
日

火
曜
日

14:30　　　～　　　16:00

月
曜
日

開講時期未定

R3.2.16

曜
日

第　１　～　２　限　目 第　３　～　４　限　目 第　５　～　６　限　目 第　７　～　８　限　目 第　９　～　１０　限　目

8:50　　　～　　　10:20 10:30　　　～　　　12:00 12:50　　　～　　　14:20

２０２１年度　時間割　後期　【科目等履修生・聴講生用】

16:10　　　～　　　17:40 17:50　　　～　　　19:20


