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1h90101g150前期 臨床心理基礎実習<Ｍ> 中西　龍一 a30102h452後期 こどもの保健Ⅱ<Ｂ> 宮田　経子 a10203a310前期 書法Ⅴ<＊ａ> 尾西　正成
a50101e510前期 金融入門 近藤　隆則 a30202d910前期 英語教育論 中井　弘一 a10203a450後期 書法Ⅵ<＊ａ> 尾西　正成
a50101f450後期 医療統計学 片岡　裕介 a50102i650後期 自治体経営論 竹内　直人 a10203a512前期 書法Ⅶ<＊ｂ> 橋本　二三
a70101b710前期 統計学基礎論（看護） 吉井　健悟 a90102b650後期 理学療法評価学各論演習 安彦　鉄平 a10203a652後期 書法Ⅷ<＊ｂ> 橋本　二三
a90203f150後期 医療と生命の倫理 鶴田　尚美 a90102c610前期 運動器障害基礎論 宮﨑　純弥 a50102h510前期 社会問題論 高原　正興
a90401a110前期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ<Ａ>山﨑　将文 a90202g310前期 よそおいの心理学<ａ> 日比野　英子 a50203a125前期 専門演習Ⅰ（＊救急） 夏目　美樹
aky101a110前期 教養入門 <ａ> 西野　毅朗 a90402a250後期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ<Ａ>山﨑　将文 a50203a225後期 専門演習Ⅱ（＊救急） 夏目　美樹
aky101a112前期 教養入門 <ｂ> 南　直人 a90102b010前期 整形外科学<Ｚ> 宮﨑　純弥
aky101a113前期 教養入門 <ｃ> 河原　宣子 a90103a810前期 内部障害系理学療法学基礎演習 堀江　淳
aky101a114前期 教養入門 <ｄ> 阪本　崇 a90103d450後期 ｽﾎﾟｰﾂ障害理学療法学応用演習 横山　茂樹
aky101a198前期 教養入門 <月１> ｍｉｔｅｉ
aky401d513前期 中国語Ⅰ<ｃ> 劉　慶
aky401d650後期 中国語Ⅱ<ａ> 劉　慶
aky401d653前期 中国語Ⅱ<ｃ> 岩本　真利絵
aky401d913前期 韓国語Ⅰ<ｃ> 崔　孝先
aky401e053後期 韓国語Ⅱ<ｃ> 崔　孝先
aky401e310前期 フランス語Ⅰ 志賀　亮一
aky401e450後期 フランス語Ⅱ 志賀　亮一
aky401e510前期 ドイツ語Ⅰ<ａ> 久下　泰弘
aky401e650後期 ドイツ語Ⅱ<ａ> 久下　泰弘
aky501e910前期 京都講座Ⅰ 永田　信一
aky701d750後期 時事問題研究<Ａａ> 熊谷　昭宏
aky701d752後期 時事問題研究<Ａｂ> ｍｉｔｅｉ
aky701d753後期 時事問題研究<Ａｃ> 禧美　智章
aky701d754後期 時事問題研究<Ａｄ> 堀越　昭夫
aky701d755後期 時事問題研究<Ａｅ> ｍｉｔｅｉ
aky701d756後期 時事問題研究<Ｇａ> 畑山　博史
aky701d757後期 時事問題研究<Ｇｂ> ｍｉｔｅｉ
aky701d798後期 時事問題研究<月１> ｍｉｔｅｉ

2h90101g150後期 臨床心理基礎実習<Ｍ> 中西　龍一 a10202g310前期 近現代文学講義Ⅰ 野村　幸一郎 a10413d710後期 地域文化論<ａ> 網島　聖 a50104a125前期 専門演習Ⅲ（＊救急） 夏目　美樹
a10201a310前期 書法Ⅰ<＊ａ> 尾西　正成 a10202g650後期 近現代文学講義Ⅳ 辻本　千鶴 a10413e450前期 遺産情報演習Ⅱ 山田　邦和 a50203d810前期 京都の歴史・文化と観光 五十川　伸矢
a10201a450後期 書法Ⅱ<＊ａ> 尾西　正成 a10202g910前期 アナウンス技術演習Ⅰ 荒尾　千春 a30103aa12前期 教育演習Ⅰ<＊ｂ> 森　枝美 a50203d910後期 観光・まちづくり事例研究 土井　脩史
a10201a512前期 書法Ⅲ<＊ｂ> 橋本　二三 a10202h050後期 アナウンス技術演習Ⅱ 荒尾　千春 a30103aa14前期 教育演習Ⅰ<＊ｄ> 佐野　仁美
a10201a652後期 書法Ⅳ<＊ｂ> 橋本　二三 a10302e510前期 日本女性史特講Ⅰ 田端　泰子 a30103aa15前期 教育演習Ⅰ<＊ｅ> 三上　周治
a20101d310後期 英語学Ａ 北林　利治 a10302e650後期 日本女性史特講Ⅱ 田端　泰子 a30103aa20前期 教育演習Ⅰ<＊ｊ> 池田　修
a30101d310前期 自然科学概論 宮下　ゆたか a10302f510前期 世界史特講ｅ中西アⅠ 小野　浩 a30103aa21前期 教育演習Ⅰ<＊ｋ> 西村　徳寿
a30101e150後期 こども理解Ⅱ（児童） 河内　晴彦 a10302f650後期 世界史特講ｆ中西アⅡ 小野　浩 a30103ab52後期 教育演習Ⅱ<＊ｂ> 森　枝美
a90201b010前期 心理学Ⅰ 坂本　敏郎 a30101e310前期 音楽演習Ⅱ<幼Ａ> 田中　幹子 a30103ab54後期 教育演習Ⅱ<＊ｄ> 佐野　仁美
a90201b150後期 心理学Ⅱ 永野　光朗 a30102h453後期 こどもの保健Ⅱ<Ｃ> 宮田　経子 a30103ab55後期 教育演習Ⅱ<＊ｅ> 三上　周治
a90401a112前期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ<Ｂ>山﨑　将文 a30102h852後期 障害児保育<Ｂ> 若林　隆泰 a30103ab60後期 教育演習Ⅱ<＊ｊ> 池田　修
aks301a110前期 情報処理演習Ⅰ<ａ> 味田　治子 a30202a512前期 Writing & A P Ⅲ<ｂ> 中井　弘一 a30103ab61後期 教育演習Ⅱ<＊ｋ> 西村　徳寿
aks301a112前期 情報処理演習Ⅰ<ｂ> 小西　康子 a30202a650後期 多文化理解プログラム演習 アンガス　ノーマン a50103a750後期 救急処置各論Ⅱ 久保山　一敏
aks301a250後期 情報処理演習Ⅱ<ａ> 味田　治子 a50102d510後期 経営組織論 平尾　毅 a70103a210前期 看護管理学Ⅰ ｍｉｔｅｉ
aks301a252後期 情報処理演習Ⅱ<ｂ> 小西　康子 a50102g410前期 医療情報学 尾関　美智子 a90103b610前期 生活環境論 白岩　加代子
aks403d110前期 日本文化演習Ⅰ<ａ> 古澤　夕起子 a50202aa10前期 基礎演習Ⅲ（都）<＊ａ>小森　治夫 a90103d450後期 ｽﾎﾟｰﾂ障害理学療法学応用演習 横山　茂樹
aky101a117前期 教養入門 <ｅ> 西野　毅朗 a50202aa12前期 基礎演習Ⅲ（都）<＊ｂ>小暮　宣雄 a90203f210前期 ライフサイクル論（理学） 菱田　一仁
aky101a118前期 教養入門 <ｆ> 南　直人 a50202aa13前期 基礎演習Ⅲ（都）<＊ｃ>谷口　知司
aky101a119前期 教養入門 <ｇ> 河原　宣子 a50202aa14前期 基礎演習Ⅲ（都）<＊ｄ>福井　弘幸
aky101a120前期 教養入門 <ｈ> 阪本　崇 a50202aa15前期 基礎演習Ⅲ（都）<＊ｅ>河野　良平
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2aky101a199前期 教養入門 <月２> ｍｉｔｅｉ a50202aa16前期 基礎演習Ⅲ（都）<＊ｆ>半海　宏一
aky401d410前期 芸術と文化<ａ> 山本　善則 a50202aa17前期 基礎演習Ⅲ（都）<＊ｇ>北村　義典
aky401d514前期 中国語Ⅰ<ｄ> 劉　慶 a50202ab50後期 基礎演習Ⅳ（都）<＊ａ>小森　治夫
aky401d515後期 中国語Ⅰ<ｅ> 蒲　豊彦 a50202ab52後期 基礎演習Ⅳ（都）<＊ｂ>小暮　宣雄
aky401d652後期 中国語Ⅱ<ｂ> 劉　慶 a50202ab53後期 基礎演習Ⅳ（都）<＊ｃ>谷口　知司
aky401d914前期 韓国語Ⅰ<ｄ> 崔　孝先 a50202ab54後期 基礎演習Ⅳ（都）<＊ｄ>福井　弘幸
aky401e054後期 韓国語Ⅱ<ｄ> 崔　孝先 a50202ab55後期 基礎演習Ⅳ（都）<＊ｅ>河野　良平
aky401e110前期 韓国語Ⅲ 朴　惠貞 a50202ab56後期 基礎演習Ⅳ（都）<＊ｆ>半海　宏一
aky401e250後期 韓国語Ⅳ 朴　惠貞 a50202ab57後期 基礎演習Ⅳ（都）<＊ｇ>北村　義典
aky401e512前期 ドイツ語Ⅰ<ｂ> 久下　泰弘 a70102b050後期 ヘルスケアシステムⅡ 富永　真己
aky401e652後期 ドイツ語Ⅱ<ｂ> 久下　泰弘 a90102a110前期 臨床心理学 濱田　智崇
aky701d760後期 時事問題研究<Ｂａ> 熊谷　昭宏 a90102b650後期 理学療法評価学各論演習 安彦　鉄平
aky701d762後期 時事問題研究<Ｂｂ> ｍｉｔｅｉ a90202d710前期 心理統計学Ⅱ 前田　洋光
aky701d763後期 時事問題研究<Ｂｃ> 禧美　智章 a90202e510前期 対人援助論A 菅　佐和子
aky701d764後期 時事問題研究<Ｂｄ> 堀越　昭夫 a90202f750後期 発達心理学Ⅱ 奈田　哲也
aky701d765後期 時事問題研究<Ｂｅ> ｍｉｔｅｉ a90402a252後期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ<Ｂ>山﨑　将文
aky701d766後期 時事問題研究<Ｇｃ> 畑山　博史
aky701d767後期 時事問題研究<Ｇｄ> ｍｉｔｅｉ
aky701d799後期 時事問題研究<月２> ｍｉｔｅｉ
aky801d350後期 健康に生きるⅢ 田中　芳幸
ask301d110前期 生涯学習概論Ⅰ<ａ> 吉岡　いずみ

3a10201d310前期 日本文学史Ⅰ 名和　久仁子 a30101e312前期 音楽演習Ⅱ<幼Ｂ> 田中　幹子 a10303a110前期 日本史演習Ⅰ<＊ａ> 増渕　徹 a30104d155後期 教職実践演習（初等）<幼ｂ>久堀　久美子
a10201e355後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｅ>名和　久仁子 a30102d650後期 教科教育法（算数）<ａ>西村　徳寿 a10303a112前期 日本史演習Ⅰ<＊ｂ> 野田　泰三
a10201e455後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｅ>名和　久仁子 a30102e210前期 生活科概論 三上　周治 a10303a113前期 日本史演習Ⅰ<＊ｃ> 尾下　成敏
a10411a110前後期研究入門ゼミⅠ（遺）<＊Ａ>登谷　伸宏 a30102h512後期 こどもの食と栄養<ｂ> 山中　祥子 a10303a114前期 日本史演習Ⅰ<＊ｄ> 後藤　敦史
a10411a110前前期研究入門ゼミⅠ（遺）<＊Ａ>一瀬　和夫 a70102a910前期 ヘルスケアシステムⅠ 富永　真己 a10303a250後期 日本史演習Ⅱ<＊ａ> 増渕　徹
a10411a112前前期研究入門ゼミⅠ（遺）<＊Ｂ>有坂　道子 a90102a210前前期人体の構造と機能実習Ⅰ 林正　健二 a10303a252後期 日本史演習Ⅱ<＊ｂ> 野田　泰三
a10411a112前後期研究入門ゼミⅠ（遺）<＊Ｂ>一瀬　和夫 a90102a350後前期人体の構造と機能実習Ⅱ 林正　健二 a10303a253後期 日本史演習Ⅱ<＊ｃ> 尾下　成敏
a10411a113前後期研究入門ゼミⅠ（遺）<＊Ｃ>有坂　道子 a90102b510前後期理学療法評価学総論実習 松尾　奈々 a10303a254後期 日本史演習Ⅱ<＊ｄ> 後藤　敦史
a10411a113前前期研究入門ゼミⅠ（遺）<＊Ｃ>小林　裕子 a90102b750後後期理学療法評価学各論実習 安彦　鉄平 a10303a510前期 世界史演習Ⅰ<＊ａ> 小野　浩
a10411a250後前期研究入門ゼミⅡ（遺）<＊Ａ>小林　裕子 a90202a310前期 社会心理学Ⅰ 前田　洋光 a10303a512前期 世界史演習Ⅰ<＊ｂ> 松浦　京子
a10411a250後後期研究入門ゼミⅡ（遺）<＊Ａ>有坂　道子 a90202g610後期 産業心理学Ｂ（消費者行動論） 永野　光朗 a10303a513前期 世界史演習Ⅰ<＊ｃ> 王　衛明
a10411a252後前期研究入門ゼミⅡ（遺）<＊Ｂ>登谷　伸宏 a90402b410後期 薬理学（救急） 天野　博夫 a10303a514前期 世界史演習Ⅰ<＊Ｚ> 南　直人
a10411a252後後期研究入門ゼミⅡ（遺）<＊Ｂ>小林　裕子 aks102a110前期 キャリアCOMⅠ<ａ> 松本　広美 a10303a650後期 世界史演習Ⅱ<＊ａ> 小野　浩
a10411a253後前期研究入門ゼミⅡ（遺）<＊Ｃ>一瀬　和夫 aks102a115前期 キャリアCOMⅠ<ｅ> 松岡　とお子 a10303a652後期 世界史演習Ⅱ<＊ｂ> 松浦　京子
a10411a253後後期研究入門ゼミⅡ（遺）<＊Ｃ>登谷　伸宏 aks102a250後期 キャリアCOMⅡ<ａ> 堀　由紀 a10303a653後期 世界史演習Ⅱ<＊ｃ> 王　衛明
a20101a310前期 EAP Ⅰ<ａ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ aks102a255後期 キャリアCOMⅡ<ｅ> 松岡　とお子 a10303a654後期 世界史演習Ⅱ<＊Ｚ> 南　直人
a20101a312前期 EAP Ⅰ<ｂ> マルヴィー　アラン ask102b810前期 キャリアデザイン入門<ａ>小倉　寿雄 a10303a910前期 現代史演習Ⅰ<＊ａ> 南　直人
a20101a313前期 EAP Ⅰ<ｃ> 大久保　友博 ask102b812前期 キャリアデザイン入門<ｂ>堀越　昭夫 a10303a912前期 現代史演習Ⅰ<＊ｂ> 永井　和
a20101a314前期 EAP Ⅰ<ｄ> タット　クリスティナ ask102d350後期 キャリア開発演習Ⅲ<ａ>小倉　寿雄 a10303a913前期 現代史演習Ⅰ<＊Ｚ> 小野　浩
a20101a550後期 EAP Ⅱ<ａ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ ask102d352後期 キャリア開発演習Ⅲ<ｂ>堀越　昭夫 a10303b050後期 現代史演習Ⅱ<＊ａ> 南　直人
a20101a552後期 EAP Ⅱ<ｂ> マルヴィー　アラン a10303b052後期 現代史演習Ⅱ<＊ｂ> 永井　和
a20101a553後期 EAP Ⅱ<ｃ> 大久保　友博 a10303b053後期 現代史演習Ⅱ<＊Ｚ> 小野　浩
a20101a554後期 EAP Ⅱ<ｄ> タット　クリスティナ a30102g010前期 教科教育法（国語）<ａ>池田　修
a30101d850後期 音楽演習Ⅰ<ａ> 佐野　仁美 a30203a310前期 Critical Reading Ⅰ<ａ>芝原　妙子
a30102i410前期 音楽演習入門<ａ> 佐野　仁美 a30203a399前期 Critical Reading Ⅰ<仮>ｍｉｔｅｉ
a50101a910通年 救急救命実習Ⅰ<Z> 関根　和弘 a30203a450後期 Critical Reading Ⅱ<ａ>芝原　妙子
a70101a550後期 プライマリケア論 河原　宣子 a30203a499後期 Critical Reading Ⅱ<仮>ｍｉｔｅｉ
a70101b210前前期異文化コミュニケーション論 竹下　夏美 a50103a110前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ａ>今井　まりな
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3a90102a710後期 人間発達学 崎田　正博 a50103a112前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｂ>今久保　幸生
a90201d550後期 文学にみる京都 熊谷　昭宏 a50103a113前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｃ>片岡　裕介
a90201d950後期 国際マーケティング論（心理） 近藤　文男 a50103a114前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｄ>河野　充央
a90401a910通年 救急救命実習Ⅰ 関根　和弘 a50103a115前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｅ>近藤　隆則
aks301a113前期 情報処理演習Ⅰ<ｃ> 味田　治子 a50103a116前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｆ>阪本　崇
aks301a114前期 情報処理演習Ⅰ<ｄ> 小西　康子 a50103a117前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｇ>高原　正興
aks301a253後期 情報処理演習Ⅱ<ｃ> 味田　治子 a50103a118前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｈ>髙山　一夫
aks301a254後期 情報処理演習Ⅱ<ｄ> 小西　康子 a50103a119前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｉ>平尾　毅
aky401d412前期 芸術と文化<ｂ> 山本　善則 a50103a120前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｊ>松石　泰彦
aky401d710前期 中国語Ⅲ 劉　慶 a50103a121前期 専門演習Ⅰ（経）<＊ｋ>ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
aky401d850後期 中国語Ⅳ 劉　慶 a50103a250後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ａ>今井　まりな
aky401d910前期 韓国語Ⅰ<ａ> 朴　惠貞 a50103a252後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｂ>今久保　幸生
aky401e050後期 韓国語Ⅱ<ａ> 朴　惠貞 a50103a253後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｃ>片岡　裕介
aky501f050後期 京都講座Ⅱ 熊谷　昭宏 a50103a254後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｄ>河野　充央
aky501f210前期 京都の歴史・文化Ⅱ 仲田　順和 a50103a255後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｅ>近藤　隆則
aky701d768後期 時事問題研究<Ｃａ> 橋本　章彦 a50103a256後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｆ>阪本　崇
ask301d112前期 生涯学習概論Ⅰ<ｂ> 吉岡　いずみ a50103a257後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｇ>高原　正興

a50103a258後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｈ>髙山　一夫
a50103a259後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｉ>平尾　毅
a50103a260後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｊ>松石　泰彦
a50103a261後期 専門演習Ⅱ（経）<＊ｋ>ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
a50103a610前期 救急処置各論Ⅰ 西本　泰久
a50203a110前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ａ>土井　脩史
a50203a112前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｂ>小暮　宣雄
a50203a113前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｃ>谷口　知司
a50203a114前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｄ>福井　弘幸
a50203a115前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｅ>金武　創
a50203a116前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｆ>木下　達文
a50203a117前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｇ>北村　義典
a50203a118前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｈ>松本　正富
a50203a119前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｉ>河野　良平
a50203a120前期 専門演習Ⅰ（都）<＊ｊ>近藤　康子
a50203a250後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ａ>土井　脩史
a50203a252後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｂ>小暮　宣雄
a50203a253後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｃ>谷口　知司
a50203a254後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｄ>福井　弘幸
a50203a255後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｅ>金武　創
a50203a256後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｆ>木下　達文
a50203a257後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｇ>北村　義典
a50203a258後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｈ>松本　正富
a50203a259後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｉ>河野　良平
a50203a260後期 専門演習Ⅱ（都）<＊ｊ>近藤　康子
a70103b310前前期看護倫理Ⅰ 梶谷　佳子
a90103b310前期 ヘルスプロモ理学療法基礎演習 白岩　加代子
a90103e250後期 理学療法技術学Ⅳ（ｽﾎﾟｰﾂ障害） 横山　茂樹
a90202f650後期 産業心理学Ⅱ（消費者）<Ｚ>永野　光朗
a90203d310前期 心理検査法Ⅱ<ａ> 青木　剛
a90203d312前期 心理検査法Ⅱ<ｂ> 室　紀子
a90203d313前期 心理検査法Ⅱ<ｃ> 中川　明仁
a90203d314前期 心理検査法Ⅱ<ｄ> 宮井　研治
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3 a90203e350後期 消費者コミュニケーション論 前田　洋光

ask102e110後期 教職･保育職教養講義Ⅰ<初等>ｍｉｔｅｉ

4a10201d510前期 中学書写Ⅰ<ａ> 大江　加津雄 a10202g510前期 近現代文学講義Ⅲ 辻本　千鶴 a30102f750前期 音楽演習Ⅲ 佐野　仁美 a10304a110前期 日本史演習Ⅲ<＊ａ> 増渕　徹
a10201e355後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｅ>名和　久仁子 a10202g850後期 文芸創作演習 辻本　千鶴 a30102g012前期 教科教育法（国語）<ｂ>池田　修 a10304a112前期 日本史演習Ⅲ<＊ｂ> 野田　泰三
a10201e455後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｅ>名和　久仁子 a30101e313前期 音楽演習Ⅱ<幼Ｃ> 田中　幹子 a50103a910前期 救急症候学Ⅵ 西本　泰久 a10304a113前期 日本史演習Ⅲ<＊ｃ> 尾下　成敏
a10301d710前期 考古学概説Ⅰ 五十川　伸矢 a30102h510後期 こどもの食と栄養<ａ> 山中　祥子 a90103a910前期 スポーツ障害系理学療法基礎演習 横山　茂樹 a10304a114前期 日本史演習Ⅲ<＊ｄ> 後藤　敦史
a10301d850後期 考古学概説Ⅱ 五十川　伸矢 a30102h853後期 障害児保育<Ｃ> 若林　隆泰 a90103e150後期 理学療法技術学Ⅲ（内部障害） 堀江　淳 a10304a250後期 日本史演習Ⅳ<＊ａ> 増渕　徹
a10411e110前後期歴史遺産総合演習Ⅰ<ａ>登谷　伸宏 a30102i512通年 学校・地域調査（国内）Ⅰ<児Ａ>河内　晴彦 ask102e250後期 教職･保育職教養講義Ⅱ<初等>ｍｉｔｅｉ a10304a252後期 日本史演習Ⅳ<＊ｂ> 野田　泰三
a10411e110前前期歴史遺産総合演習Ⅰ<ａ>一瀬　和夫 a30102i513通年 学校・地域調査（国内）Ⅰ<児Ｂ>河内　晴彦 a10304a253後期 日本史演習Ⅳ<＊ｃ> 尾下　成敏
a10411e112前後期歴史遺産総合演習Ⅰ<ｂ>一瀬　和夫 a30102i514通年 学校・地域調査（国内）Ⅰ<児Ｃ>河内　晴彦 a10304a254後期 日本史演習Ⅳ<＊ｄ> 後藤　敦史
a10411e112前前期歴史遺産総合演習Ⅰ<ｂ>有坂　道子 a90102a210前前期人体の構造と機能実習Ⅰ 林正　健二 a10304a410前期 世界史演習Ⅲ<＊ａ> 王　衛明
a10411e113前前期歴史遺産総合演習Ⅰ<ｃ>小林　裕子 a90102a350後前期人体の構造と機能実習Ⅱ 林正　健二 a10304a412前期 世界史演習Ⅲ<＊ｂ> 小野　浩
a10411e113前後期歴史遺産総合演習Ⅰ<ｃ>有坂　道子 a90102b510前後期理学療法評価学総論実習 松尾　奈々 a10304a413前期 世界史演習Ⅲ<＊ｃ> 松浦　京子
a10411e250後後期歴史遺産総合演習Ⅱ<ａ>有坂　道子 a90102b750後後期理学療法評価学各論実習 安彦　鉄平 a10304a550後期 世界史演習Ⅳ<＊ａ> 王　衛明
a10411e250後前期歴史遺産総合演習Ⅱ<ａ>小林　裕子 aks102a112前期 キャリアCOMⅠ<ｂ> 松本　広美 a10304a552後期 世界史演習Ⅳ<＊ｂ> 小野　浩
a10411e252後後期歴史遺産総合演習Ⅱ<ｂ>小林　裕子 aks102a116前期 キャリアCOMⅠ<ｆ> 松岡　とお子 a10304a553後期 世界史演習Ⅳ<＊ｃ> 松浦　京子
a10411e252後前期歴史遺産総合演習Ⅱ<ｂ>登谷　伸宏 aks102a252後期 キャリアCOMⅡ<ｂ> 堀　由紀 a10304a610前期 現代史演習Ⅲ<＊ａ> 永井　和
a10411e253後前期歴史遺産総合演習Ⅱ<ｃ>一瀬　和夫 aks102a256後期 キャリアCOMⅡ<ｆ> 松岡　とお子 a10304a612前期 現代史演習Ⅲ<＊ｂ> 南　直人
a10411e253後後期歴史遺産総合演習Ⅱ<ｃ>登谷　伸宏 ask102b813前期 キャリアデザイン入門<ｃ>小倉　寿雄 a10304a750後期 現代史演習Ⅳ<＊ａ> 永井　和
a20101a315前期 EAP Ⅰ<ｅ> マルヴィー　アラン ask102b814前期 キャリアデザイン入門<ｄ>堀越　昭夫 a10304a752後期 現代史演習Ⅳ<＊ｂ> 南　直人
a20101a316前期 EAP Ⅰ<ｆ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ ask102d353後期 キャリア開発演習Ⅲ<ｃ>小倉　寿雄 a50104a110前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ａ>今井　まりな
a20101a317前期 EAP Ⅰ<ｇ> 大久保　友博 ask102d354後期 キャリア開発演習Ⅲ<ｄ>堀越　昭夫 a50104a112前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｂ>今久保　幸生
a20101a555後期 EAP Ⅱ<ｅ> マルヴィー　アラン a50104a113前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｃ>片岡　裕介
a20101a556後期 EAP Ⅱ<ｆ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a50104a114前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｄ>河野　充央
a20101a557後期 EAP Ⅱ<ｇ> 大久保　友博 a50104a115前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｅ>近藤　隆則
a30101d950後期 絵画・工芸演習<幼Ａ> 芦田　風馬 a50104a116前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｆ>阪本　崇
a50101a910通年 救急救命実習Ⅰ<Z> 関根　和弘 a50104a117前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｇ>高原　正興
a70101a610前期 ライフサイクル論（看護） 堀　妙子 a50104a118前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｈ>髙山　一夫
a90401a910通年 救急救命実習Ⅰ 関根　和弘 a50104a119前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｉ>平尾　毅
aks301a115前期 情報処理演習Ⅰ<ｅ> 味田　治子 a50104a120前期 専門演習Ⅲ（経）<＊ｊ>松石　泰彦
aks301a116前期 情報処理演習Ⅰ<ｆ> 小西　康子 a50104a250後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ａ>今井　まりな
aks301a255後期 情報処理演習Ⅱ<ｅ> 味田　治子 a50104a252後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｂ>今久保　幸生
aks301a256後期 情報処理演習Ⅱ<ｆ> 小西　康子 a50104a253後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｃ>片岡　裕介
aky401d912前期 韓国語Ⅰ<ｂ> 朴　惠貞 a50104a254後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｄ>河野　充央
aky401e052後期 韓国語Ⅱ<ｂ> 朴　惠貞 a50104a255後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｅ>近藤　隆則
aky701d769後期 時事問題研究<Ｃｂ> 橋本　章彦 a50104a256後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｆ>阪本　崇
aky801d510前期 スポーツコースⅠ<ａ> 新野　守 a50104a257後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｇ>高原　正興

a50104a258後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｈ>髙山　一夫
a50104a259後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｉ>平尾　毅
a50104a260後期 専門演習Ⅳ（経）<＊ｊ>松石　泰彦
a50204a110前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ａ>土井　脩史
a50204a112前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｂ>小暮　宣雄
a50204a113前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｃ>小森　治夫
a50204a114前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｄ>谷口　知司
a50204a115前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｅ>福井　弘幸
a50204a116前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｆ>金武　創
a50204a117前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｇ>木下　達文
a50204a118前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｈ>今井　裕夫
a50204a119前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｉ>北村　義典



2017年03月03日
時 間 割 表 ( 講 義 コ ー ド )

月曜日     5頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
4 a50204a120前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｊ>松本　正富

a50204a121前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｋ>河野　良平
a50204a122前期 専門演習Ⅲ（都）<＊ｌ>近藤　康子
a50204a250後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ａ>土井　脩史
a50204a252後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｂ>小暮　宣雄
a50204a253後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｃ>小森　治夫
a50204a254後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｄ>谷口　知司
a50204a255後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｅ>福井　弘幸
a50204a256後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｆ>金武　創
a50204a257後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｇ>木下　達文
a50204a258後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｈ>今井　裕夫
a50204a259後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｉ>北村　義典
a50204a260後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｊ>松本　正富
a50204a261後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｋ>河野　良平
a50204a262後期 専門演習Ⅳ（都）<＊ｌ>近藤　康子

5h90101d710前期 精神医学特論<Ｍ> 杉本　二郎 a30101e550後期 保育原理 長瀬　美子 a30102e410前期 保育内容総論 長瀬　美子 a50202e150前期 建築と環境 今井　裕夫
a10201d650後期 中学書写Ⅱ<ａ> 大江　加津雄 a30102i714前前期幼児体育指導法Ⅰ<児> 新野　守 a50203e610前期 行政学研究 竹内　直人 a90204d120前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｊ>前田　洋光
a10411d850後期 民俗学Ⅱ<Ｚ> 岸　泰子 a30102i854前後期幼児体育指導法Ⅱ<児> 新野　守 a90103a610前期 生活技術学演習 安彦　鉄平 ask204d152後期 教職実践演習（中等）<ｂ>本庄　豊
a10411e650後期 文化遺産学 岸　泰子 a30102i910後期 小学校ICT教育演習 三上　周治 a90103d810後期 ヘルスプロモ理学療法学応用演習 白岩　加代子
a20101d110前期 英語圏文学Ａ アンガス　ノーマン a70102d110前後期災害看護学Ⅱ 野島　敬祐 a90203d260後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｊ>前田　洋光
a20101d710後期 会計学基礎 佐久間　浩司 a90102a210前前期人体の構造と機能実習Ⅰ 林正　健二 ask203d110前期 英語科教育法Ⅰ 中井　弘一
a30101d952後期 絵画・工芸演習<幼Ｂ> 芦田　風馬 a90102a350後前期人体の構造と機能実習Ⅱ 林正　健二 ask203d250後期 英語科教育法Ⅱ 中井　弘一
a50101a910通年 救急救命実習Ⅰ<Z> 関根　和弘 a90102b510前後期理学療法評価学総論実習 松尾　奈々 ask403d110前後期博物館実習Ⅰ<ａ> 五十川　伸矢
a70101a610前期 ライフサイクル論（看護） 堀　妙子 a90102b750後後期理学療法評価学各論実習 安彦　鉄平 ask403d112前後期博物館実習Ⅰ<ｂ> 五十川　伸矢
a90401a910通年 救急救命実習Ⅰ 関根　和弘 a90202e650後期 対人援助論B 松下　幸治
aks301a117前期 情報処理演習Ⅰ<ｇ> 小西　康子 a90203e910前期 発達臨床心理学 宮井　研治
aks301a118前期 情報処理演習Ⅰ<ｈ> 小西　康子 ask102b815前期 キャリアデザイン入門<Ｇ>小倉　寿雄
aks301a257後期 情報処理演習Ⅱ<ｇ> 味田　治子 ask102b816前期 キャリアデザイン入門<ｆ>堀越　昭夫
aks301a258後期 情報処理演習Ⅱ<ｈ> 小西　康子 ask102d355後期 キャリア開発演習Ⅲ<Ｇ>小倉　寿雄
aky201d352後期 倫理学概論<ｂ> 岩崎　豪人 ask102d356後期 キャリア開発演習Ⅲ<ｆ>堀越　昭夫
aky201d550後期 ジェンダー研究 芝原　妙子
aky601f413後期 日本国憲法<ｃ> 山﨑　将文
aky601f510前期 法学概論Ⅰ<ａ> 山﨑　将文
aky801d210前期 健康に生きるⅡ 西　彰子

6h90101d510前期 脳科学特論<Ｍ> 坂本　敏郎 a10302g550前期 自然地理学 松本　太 a90103d810後期 ヘルスプロモ理学療法学応用演習 白岩　加代子 a90104a586後期 卒業研究（理）<ｆ> 小田桐　匡
h90101e350後期 生活機能障害理学療学特論Ⅰ<Ｍ>白岩　加代子 a30102e310前期 家庭科概論 小鶴　祥子 ask403d110前後期博物館実習Ⅰ<ａ> 五十川　伸矢 a90204d110前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ａ>日比野　英子
h90101e550後期 運動器障害理学療法学特論Ⅰ<Ｍ>横山　茂樹 a50202e450後期 都市建築文化史Ⅰ 今井　裕夫 ask403d112前後期博物館実習Ⅰ<ｂ> 五十川　伸矢 a90204d115前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｅ>松下　幸治
h90101e750後期 脳機能障害理学療法学特論Ⅰ<Ｍ>兒玉　隆之 a90204d116前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｆ>中西　龍一
a10411d110前期 日本美術史Ⅰ 小林　裕子 a90204d117前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｇ>永野　光朗
a30101d953後期 絵画・工芸演習<幼Ｃ> 芦田　風馬 a90204d118前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｈ>菅　佐和子
a50101f550前期 医療概論 川上　明 a90204d122前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｌ>濱田　智崇
aky801d410前期 体育理論<ａ> 新野　守 a90204d250後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ａ>日比野　英子
ask201d350後期 教育原論<ａ> 吉岡　真佐樹 a90204d253後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｃ>坂本　敏郎

a90204d255後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｅ>松下　幸治
a90204d256後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｆ>中西　龍一
a90204d257後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｇ>永野　光朗
a90204d258後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｈ>菅　佐和子
a90204d262後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｌ>濱田　智崇
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月曜日     6頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
7h90101e450後期 生活機能障害理学療法特論Ⅱ<Ｍ>白岩　加代子
h90101e650後期 運動器障害理学療法学特論Ⅱ<Ｍ>宮﨑　純弥
h90101e850後期 脳機能障害理学療法学特論Ⅱ<Ｍ>村田　伸
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火曜日     7頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
1h90101d450後期 健康科学研究法特論Ⅱ<Ｍ>前田　洋光 a10202g110前期 古典文学講義Ⅲ（中近世） 林　久美子 a30102g110前期 教科教育法（社会）<ａ>倉持　祐二 a10204a410前期 作品研究Ⅰ<＊ａ> 尾西　正成
a20101a315前期 EAP Ⅰ<ｅ> 西村　友美 a10202g250後期 古典文学講義Ⅳ（中近世） 林　久美子 a50102f710前期 マーケティングリサーチ<ａ>今井　まりな a10204a550後期 作品研究Ⅱ<＊ａ> 尾西　正成
a20101a316前期 EAP Ⅰ<ｆ> 末澤　奈津子 a10302d312前期 古文書学BⅠ近世<ｂ> 水沼　尚子 a50103a850後期 救急症候学Ⅴ 久保山　一敏 a10204a612前期 作品研究Ⅲ<＊ｂ> 橋本　二三
a20101a317前期 EAP Ⅰ<ｇ> ドール　モーガン a10302d452後期 古文書学BⅡ近世<ｂ> 水沼　尚子 a50203d310前期 建築インテリ設計演Ⅴ<ａ>北村　義典 a10204a752後期 作品研究Ⅳ<＊ｂ> 橋本　二三
a20101a555後期 EAP Ⅱ<ｅ> 西村　友美 a10302h610前期 20世紀の日本と世界 永井　和 a50203d312前期 建築インテリ設計演Ⅴ<ｂ>近藤　康子 a50102f950後期 文化経済論<Z> 金武　創
a20101a556後期 EAP Ⅱ<ｆ> 末澤　奈津子 a30102d210前期 教育課程論（初）<ａ> 森　枝美 a90102c250後期 神経障害理学療法基礎演習<Ｚ>兒玉　隆之 a50201e410前期 文化プロデュース入門Ⅰ<Z>小暮　宣雄
a20101a557後期 EAP Ⅱ<ｇ> ドール　モーガン a30102h950後期 社会的養護内容<ａ> 春田　真樹 a90103a412前期 運動療法学演習<3回生>横山　茂樹 a50202e310後期 CAD演習Ⅲ<Zａ> 松本　正富
a50101a410後期 生理学<Z> 西本　泰久 a30202a115前期 多文化理解P講座Ⅱ<＊ＣＴＰ>アンガス　ノーマン a90103d650後期 発達障害系理学療法学応用演習 崎田　正博
a50201f210前期 公共政策入門 小暮　宣雄 a50102a110前期 基礎演習Ⅲ（経）<＊Ａ>片岡　裕介 a90202f510前期 産業心理学Ⅰ（組織）<Ｚ>石田　正浩
a50201f350後期 文化経済・政策論 金武　創 a50102a112前期 基礎演習Ⅲ（経）<＊Ｂ>今久保　幸生 a90203d410前期 心理統計学Ⅲ（多変量解析） 永野　光朗
a70101b610前期 論理的思考 梅本　裕 a50102a113前期 基礎演習Ⅲ（経）<＊Ｃ>尾関　美智子 ask203d310後期 英語科教育法Ⅲ 梅本　裕
a90201d810後期 経済学概説 今久保　幸生 a50102a114前期 基礎演習Ⅲ（経）<＊Ｄ>杉浦　昌 ask203d910前期 社会科教育法Ⅰ 岩本　賢治
a90401a410後期 生理学 西本　泰久 a50102a115前期 基礎演習Ⅲ（経）<＊Ｅ>竹内　直人 ask203e050後期 社会科教育法Ⅱ 岩本　賢治
aks201a110前期 英語ⅠA<ａ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a50102a116前期 基礎演習Ⅲ（経）<＊Ｆ>ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
aks201a112前期 英語ⅠA<ｂ> 占部　幹也 a50102a117前期 基礎演習Ⅲ（経）<＊Ｇ>松石　泰彦
aks201a113前期 英語ⅠA<ｃ> 久保田　美佳 a50102a250後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ａ>今井　まりな
aks201a114前期 英語ⅠA<ｄ> 川口　玲子 a50102a252後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｂ>片岡　裕介
aks201a115前期 英語ⅠA<ｅ> 高居　佐紀 a50102a253後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｃ>河野　充央
aks201a116前期 英語ⅠA<ｆ> 田中　美和子 a50102a254後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｄ>近藤　隆則
aks201a117前期 英語ⅠA<ｇ> 野口　博代 a50102a255後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｅ>阪本　崇
aks201a118前期 英語ⅠA<ｈ> 櫃本　一美 a50102a256後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｆ>高原　正興
aks201a119前期 英語ⅠA<ｉ> 原　俊樹 a50102a257後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｇ>髙山　一夫
aks201a120前期 英語ⅠA<ｊ> 弥永　啓子 a50102a258後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｈ>竹内　直人
aks201a121前期 英語ⅠA<ｋ> スミス　ジョン a50102a259後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｉ>平尾　毅
aks201a122前期 英語ⅠA<ｌ> 山﨑　清水 a50102a260後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｊ>松石　泰彦
aks201a123前期 英語ⅠA<ｍ> 溝部　芳子 a50102a261後期 基礎演習Ⅳ（経）<＊Ｋ>ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
aks201a142前期 英語ⅠA<Ｔｂ> 小川　享子 a50102a710前期 救急症候学Ⅰ<Z> 久保山　一敏
aks201a350後期 英語ⅡA<ａ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a50201d410前期 CAD演習Ⅰ<ａ> 松本　正富
aks201a352後期 英語ⅡA<ｂ> 占部　幹也 a50202e210後期 CAD演習Ⅱ<ａ> 松本　正富
aks201a353後期 英語ⅡA<ｃ> 久保田　美佳 a50202h310後期 観光臨地演習 谷口　知司
aks201a354後期 英語ⅡA<ｄ> 川口　玲子 a90102c910後期 中枢神経障害理学療法学基礎演習 兒玉　隆之
aks201a355後期 英語ⅡA<ｅ> 高居　佐紀 a90202g510前期 産業心理学Ａ（組織行動論） 石田　正浩
aks201a356後期 英語ⅡA<ｆ> 田中　美和子 a90203d110後期 健康心理学<2回生> 田中　芳幸
aks201a357後期 英語ⅡA<ｇ> 野口　博代 a90402a710前期 救急症候学Ⅰ（外傷①） 久保山　一敏
aks201a358後期 英語ⅡA<ｈ> 櫃本　一美 ask102d110前期 キャリア開発講座Ⅲ<ａ>濱田　剛
aks201a359後期 英語ⅡA<ｉ> 原　俊樹 ask102d250後期 キャリア開発講座Ⅳ<ａ>濱田　剛
aks201a360後期 英語ⅡA<ｊ> 弥永　啓子 ask302d350後後期図書館情報資源特論 明定　義人
aks201a361後期 英語ⅡA<ｋ> スミス　ジョン ask302d450後前期図書館施設論 明定　義人
aks201a362後期 英語ⅡA<ｌ> 山﨑　清水
aks201a363後期 英語ⅡA<ｍ> 溝部　芳子
aks201a382後期 英語ⅡA<Ｔｂ> 小川　享子
aks201a397後期 英語ⅡA<火１> ｍｉｔｅｉ
aks401d310前期 日本語Ⅰ <ａ> 中川　裕子
aks401d312前期 日本語Ⅰ <ｂ> 田中　恵子
aks401d450後期 日本語Ⅱ <ａ> 中川　裕子
aks401d452後期 日本語Ⅱ <ｂ> 田中　恵子
aky501e850後期 歴史学入門 増渕　徹
aky701d110後期 くらしと経済 今久保　幸生
aky801d710前期 スポーツコースⅢ<ａ> 宇部　一
aky801d850後期 スポーツコースⅣ<ａ> 宇部　一
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火曜日     8頁
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１回生 ２回生 ３回生 ４回生
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1aky901e110後期 エコロジー研究<ａ> 小森　治夫
aky901e510前期 物理学基礎<ａ> 富岡　康
aky901e512後期 物理学基礎<ｂ> 富岡　康

2h90101f410前期 組織心理学特論<Ｍ> 石田　正浩 a10202g450後期 近現代文学講義Ⅱ 野村　幸一郎 a30102g112前期 教科教育法（社会）<ｂ>倉持　祐二 a10204a412前期 作品研究Ⅰ<＊ｂ> 尾西　正成
a10201d710前期 漢文学Ⅰ 岩本　真利絵 a10302a110前期 日本史基礎ゼミⅠ<＊Ａ>増渕　徹 a50103f010後期 ものづくり経営論 杉浦　昌 a10204a552後期 作品研究Ⅱ<＊ｂ> 尾西　正成
a20101a310前期 EAP Ⅰ<ａ> 西村　友美 a10302a112前期 日本史基礎ゼミⅠ<＊Ｂ>野田　泰三 a50103f310後期 デジタルコンテンツ演習 加藤　諒 a10204a610前期 作品研究Ⅲ<＊ａ> 橋本　二三
a20101a312前期 EAP Ⅰ<ｂ> 末澤　奈津子 a10302a113前期 日本史基礎ゼミⅠ<＊Ｃ>尾下　成敏 a50203d310前期 建築インテリ設計演Ⅴ<ａ>北村　義典 a10204a750後期 作品研究Ⅳ<＊ａ> 橋本　二三
a20101a313前期 EAP Ⅰ<ｃ> ドール　モーガン a10302a114前期 日本史基礎ゼミⅠ<＊Ｄ>後藤　敦史 a50203d312前期 建築インテリ設計演Ⅴ<ｂ>近藤　康子 a50202e310後期 CAD演習Ⅲ<Zａ> 松本　正富
a20101a314前期 EAP Ⅰ<ｄ> 弥永　啓子 a10302a250後期 日本史基礎ゼミⅡ<＊Ａ>増渕　徹 a90102c250後期 神経障害理学療法基礎演習<Ｚ>兒玉　隆之 a70104a550後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ａ>梶谷　佳子
a20101a550後期 EAP Ⅱ<ａ> 西村　友美 a10302a252後期 日本史基礎ゼミⅡ<＊Ｂ>野田　泰三 a90103d210前期 神経障害系理学療法学応用演習 小田桐　匡 a70104a552後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｂ>中橋　苗代
a20101a552後期 EAP Ⅱ<ｂ> 末澤　奈津子 a10302a253後期 日本史基礎ゼミⅡ<＊Ｃ>尾下　成敏 a90103d650後期 発達障害系理学療法学応用演習 崎田　正博 a70104a553後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｃ>岡田　純子
a20101a553後期 EAP Ⅱ<ｃ> ドール　モーガン a10302a254後期 日本史基礎ゼミⅡ<＊Ｄ>後藤　敦史 a90203e150後期 集団力動学 ジェイムス　朋子 a70104a554後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｄ>奥野　信行
a20101a554後期 EAP Ⅱ<ｄ> 弥永　啓子 a10302a310前期 世界史基礎ゼミⅠ<＊Ａ>松浦　京子 ask103e110前期 キャリア開発研究Ⅱ<Ｇａ>今久保　幸生 a70104a555後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｅ>野島　敬祐
a30101d852後期 音楽演習Ⅰ<ｂ> 佐野　仁美 a10302a312前期 世界史基礎ゼミⅠ<＊Ｂ>小野　浩 ask203e110後期 社会科教育法Ⅲ 岩本　賢治 a70104a556後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｆ>マルティネス　真喜子
a30102i412前期 音楽演習入門<ｂ> 佐野　仁美 a10302a313前期 世界史基礎ゼミⅠ<＊Ｃ>王　衛明 a70104a557後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｇ>望月　紀子
a90201b310後期 臨床心理学Ⅰ 日比野　英子 a10302a314前期 世界史基礎ゼミⅠ<＊Ｄ>南　直人 a70104a558後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｈ>深山　つかさ
aks201a124前期 英語ⅠA<ｎ> スミス　ジョン a10302a450後期 世界史基礎ゼミⅡ<＊Ａ>南　直人 a70104a559後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｉ>松本　賢哉
aks201a125前期 英語ⅠA<ｏ> 占部　幹也 a10302a452後期 世界史基礎ゼミⅡ<＊Ｂ>小野　浩 a70104a560後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｊ>中島　登美子
aks201a126前期 英語ⅠA<ｐ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a10302a453後期 世界史基礎ゼミⅡ<＊Ｃ>王　衛明 a70104a561後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｋ>堀　妙子
aks201a127前期 英語ⅠA<ｑ> 久保田　美佳 a10302a454後期 世界史基礎ゼミⅡ<＊Ｄ>松浦　京子 a70104a562後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｌ>竹下　夏美
aks201a128前期 英語ⅠA<ｒ> 小川　享子 a30102g913前前期相談援助<幼Ｃ> 森本　美絵 a70104a563後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<ｍ>神﨑　光子
aks201a129前期 英語ⅠA<ｓ> 野口　博代 a30102h013前後期保育相談支援<幼Ｃ> 森本　美絵 a70104a564後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<n>工藤　里香
aks201a130前期 英語ⅠA<ｔ> 田中　美和子 a30102h710後期 乳児保育<Ａ> 青木　美智子 a70104a565後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<o>常田　裕子
aks201a131前期 英語ⅠA<ｕ> 原　俊樹 a30102h952後期 社会的養護内容<ｂ> 春田　真樹 a70104a566後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<p>上澤　悦子
aks201a132前期 英語ⅠA<ｖ> 高居　佐紀 a30202a850後期 英米文学論Ⅱ 浅井　雅志 a70104a567後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<q>富永　真己
aks201a133前期 英語ⅠA<ｗ> 川口　玲子 a30202d310前期 英米文学論Ⅰ 杉山　泰 a70104a568後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<r>ｍｉｔｅｉ
aks201a134前期 英語ⅠA<ｘ> 櫃本　一美 a50102b150後期 環境障害<Z> 久保山　一敏 a70104a569後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<s>ｍｉｔｅｉ
aks201a135前期 英語ⅠA<ｙ> 山﨑　清水 a50201d410前期 CAD演習Ⅰ<ａ> 松本　正富 a70104a570後期 キャリア開発演習Ⅵ（看護）<t>ｍｉｔｅｉ
aks201a136前期 英語ⅠA<ｚ> 溝部　芳子 a50202e210後期 CAD演習Ⅱ<ａ> 松本　正富 a90104a250後期 理学療法管理学 濱出　茂治
aks201a364後期 英語ⅡA<ｎ> スミス　ジョン a50202e850前期 観光ビジネス論 福井　弘幸
aks201a365後期 英語ⅡA<ｏ> 占部　幹也 a70102d450後期 精神保健 加藤　直人
aks201a366後期 英語ⅡA<ｐ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a90102c910後期 中枢神経障害理学療法学基礎演習 兒玉　隆之
aks201a367後期 英語ⅡA<ｑ> 久保田　美佳 a90202a510前期 心理学基礎研究Ⅰ<＊ａ>永野　光朗
aks201a368後期 英語ⅡA<ｒ> 小川　享子 a90202a512前期 心理学基礎研究Ⅰ<＊ｂ>坂本　敏郎
aks201a369後期 英語ⅡA<ｓ> 野口　博代 a90202a513前期 心理学基礎研究Ⅰ<＊ｃ>上北　朋子
aks201a370後期 英語ⅡA<ｔ> 田中　美和子 a90202a514前期 心理学基礎研究Ⅰ<＊ｄ>田中　芳幸
aks201a371後期 英語ⅡA<ｕ> 原　俊樹 a90202a515前期 心理学基礎研究Ⅰ<＊ｅ>前田　洋光
aks201a372後期 英語ⅡA<ｖ> 高居　佐紀 a90202a516前期 心理学基礎研究Ⅰ<＊ｆ>奈田　哲也
aks201a373後期 英語ⅡA<ｗ> 川口　玲子 a90202a650後期 心理学基礎研究Ⅱ<＊ａ>永野　光朗
aks201a374後期 英語ⅡA<ｘ> 櫃本　一美 a90202a652後期 心理学基礎研究Ⅱ<＊ｂ>坂本　敏郎
aks201a375後期 英語ⅡA<ｙ> 山﨑　清水 a90202a653後期 心理学基礎研究Ⅱ<＊ｃ>上北　朋子
aks201a376後期 英語ⅡA<ｚ> 溝部　芳子 a90202a654後期 心理学基礎研究Ⅱ<＊ｄ>田中　芳幸
aks201a398後期 英語ⅡA<火２> ｍｉｔｅｉ a90202a655後期 心理学基礎研究Ⅱ<＊ｅ>前田　洋光
aky301d435前期 数学演習Ⅰ<ｃ> 白井　安夫 a90202a656後期 心理学基礎研究Ⅱ<＊ｆ>奈田　哲也
aky301d575後期 数学演習Ⅱ<ｃ> 白井　安夫 a90402b210後期 環境障害 久保山　一敏
aky701d350後期 会計学概論 河野　充央 aks402d110前期 日本語Ⅲ <ａ> 中川　裕子
aky701d450後期 福祉とボランティア<ａ>高原　正興 aks402d112前期 日本語Ⅲ <ｂ> 田中　恵子
aky801d712前期 スポーツコースⅢ<ｂ> 宇部　一 aks402d250後期 日本語Ⅳ <ａ> 中川　裕子
aky801d852後期 スポーツコースⅣ<ｂ> 宇部　一 aks402d252後期 日本語Ⅳ <ｂ> 田中　恵子
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2aky901e112後期 エコロジー研究<ｂ> 小森　治夫 ask102d113前期 キャリア開発講座Ⅲ<ｃ>濱田　剛
aky901e210前期 自然の探求<ａ> 岡野　淳一 ask102d114前期 キャリア開発講座Ⅲ<ｄ>峰　浩司
aky901e212後期 自然の探求<ｂ> 岡野　淳一 ask102d199前期 キャリア開発講座Ⅲ<火２>ｍｉｔｅｉ

ask102d253後期 キャリア開発講座Ⅳ<ｃ>濱田　剛
ask102d254後期 キャリア開発講座Ⅳ<ｄ>峰　浩司
ask102d299後期 キャリア開発講座Ⅳ<火２>ｍｉｔｅｉ

3h90101f110前期 発達心理学特論<Ｍ> 中村　和夫 a10202a512前期 かな古典研究Ⅰ<＊ｂ> 橋本　二三 a10303a310前期 日本史講読Ⅰ<ａ> 渕原　智幸 a30104d157後期 教職実践演習（初等）<幼ｄ>加藤　倫子
h90101f350後期 学習・行動分析学特論<Ｍ>上北　朋子 a10202a650後期 かな古典研究Ⅱ<＊ａ> 橋本　二三 a10303a312前期 日本史講読Ⅰ<ｂ> 野田　泰三 a90204d114前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｄ>ジェイムス　朋子
a10201d512前期 中学書写Ⅰ<ｂ> 吉見　靖子 a10412d450前期 文献史料学Ⅱ 有坂　道子 a10303a313前期 日本史講読Ⅰ<ｃ> 尾下　成敏 a90204d254後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｄ>ジェイムス　朋子
a10201d652後期 中学書写Ⅱ<ｂ> 吉見　靖子 a10412e010前期 考古学研究Ⅰ 一瀬　和夫 a10303a314前期 日本史講読Ⅰ<ｄ> 後藤　敦史
a20101d510前期 経営学基礎 ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ a10413d310後期 歴史遺産研究Ⅰ 一瀬　和夫 a10303a450後期 日本史講読Ⅱ<ａ> 渕原　智幸
a20101d610後期 統計学演習 ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ a50102a350後期 公衆衛生<Z> 河野　公一 a10303a452後期 日本史講読Ⅱ<ｂ> 野田　泰三
a30101d853後期 音楽演習Ⅰ<ｃ> 佐野　仁美 a50102d450後期 経営戦略論Ⅱ 松石　泰彦 a10303a453後期 日本史講読Ⅱ<ｃ> 尾下　成敏
a30102i413前期 音楽演習入門<ｃ> 佐野　仁美 a50102g110前期 現代企業論Ⅱ 松石　泰彦 a10303a454後期 日本史講読Ⅱ<ｄ> 後藤　敦史
a50101a510後期 病理学（救急）<Z> 川上　ゆかり a50102g550前期 診療情報管理論Ⅰ 尾関　美智子 a10303a710前期 世界史講読Ⅰ<ａ> 小野　浩
a50101e610前期 公共経営入門 竹内　直人 a50102g650後期 診療情報管理論Ⅱ 尾関　美智子 a10303a712前期 世界史講読Ⅰ<ｂ> 松浦　京子
a50201e710前期 建築・インテリア入門 河野　良平 a50102g910前期 金融論（経営） 近藤　隆則 a10303a850後期 世界史講読Ⅱ<ａ> 王　衛明
a70101a310前期 ヘルスプロモーション 望月　紀子 a50102h850後期 保険論 近藤　隆則 a10303a852後期 世界史講読Ⅱ<ｂ> 鷲田　睦朗
a70101a450後期 ヘルスプロモーション演習<ａ>望月　紀子 a50202h41g前期 建築デザイン演習<ａ> 相波　幸治 a10303b110前期 現代史講読Ⅰ 永井　和
a70101a452後期 ヘルスプロモーション演習<ｂ>竹下　夏美 a90102b950前期 物理療法学 濱出　茂治 a10303b250後期 現代史講読Ⅱ 南　直人
a70101a453後期 ヘルスプロモーション演習<ｃ>堀　妙子 a90103a410後期 運動療法学演習<2回生>小田桐　匡 a30103ac10前期 人間発達学入門 池田　修
a70101a454後期 ヘルスプロモーション演習<ｄ>神﨑　光子 a90202e810前前期グループワークⅠ<ａ> 松下　幸治 a30203d310後期 地域文化研究Ⅲ 浅井　雅志
a70101a455後期 ヘルスプロモーション演習<ｅ>中橋　苗代 a90202e812前前期グループワークⅠ<ｂ> 菅　佐和子 a50101b280通年 救急救命実習Ⅲ 夏目　美樹
a70101a456後期 ヘルスプロモーション演習<ｆ>工藤　里香 a90202e813前前期グループワークⅠ<ｃ> 殿谷　仁志 a50102d710前期 人的資源管理論 平尾　毅
a70101a457後期 ヘルスプロモーション演習<ｇ>松本　賢哉 a90202e814前前期グループワークⅠ<ｄ> 宮井　研治 a50102e610後期 企業と産業の経済学 今久保　幸生
a70101a458後期 ヘルスプロモーション演習<ｈ>富永　真己 a90202e815前前期グループワークⅠ<ｅ> 山崎　貴子 a50202g710前期 建築法規 大戸　寛
a70101a459後期 ヘルスプロモーション演習<ｉ>岡田　純子 a90202e910前後期グループワークⅡ<ａ> 松下　幸治 a90103b410前期 地域理学療法学基礎演習 白岩　加代子
a70101a460後期 ヘルスプロモーション演習<ｊ>ｍｉｔｅｉ a90202e912前後期グループワークⅡ<ｂ> 菅　佐和子 a90103e050後期 理学療法技術学Ⅱ（神経障害） 兒玉　隆之
a90101a210前期 人体の構造と機能演習Ⅰ 林正　健二 a90202e913前後期グループワークⅡ<ｃ> 殿谷　仁志 a90201f150後期 家族の心理・社会学<Ｚ>宮井　研治
a90101a350後期 人体の構造と機能演習Ⅱ 林正　健二 a90202e914前後期グループワークⅡ<ｄ> 宮井　研治 a90203d112前期 健康心理学<3回生> 田中　芳幸
a90201b250後期 心理統計学Ⅰ 前田　洋光 a90202e915前後期グループワークⅡ<ｅ> 山崎　貴子 a90203d650後期 生理心理学 坂本　敏郎
a90201d710前期 政治学概説 田代　和也 a90402a310後期 公衆衛生 河野　公一
a90401a510後期 病理学（救急） 川上　ゆかり aks202a110前期 英語ⅢA<ａ> 占部　幹也
aks401d510前期 日本事情Ⅰ<ａ> 河村　静江 aks202a112前期 英語ⅢA<ｂ> 佐久間　浩司
aks401d650後期 日本事情Ⅱ <ａ> 河村　静江 aks202a113前期 英語ⅢA<ｃ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ
aky301d210前期 現代のメディアと表現<ａ>禧美　智章 aks202a114前期 英語ⅢA<ｄ> 高居　佐紀
aky601f512前期 法学概論Ⅰ<ｂ> 近藤　実千代 aks202a115前期 英語ⅢA<ｅ> 田中　美和子
aky601f652後期 法学概論Ⅱ<ｂ> 近藤　実千代 aks202a116前期 英語ⅢA<ｆ> 小川　享子
aky601f710前期 政治学概論Ⅰ<ａ> 田代　和也 aks202a117前期 英語ⅢA<ｇ> 山﨑　清水
aky601f850後期 政治学概論Ⅱ<ａ> 田代　和也 aks202a118前期 英語ⅢA<ｈ> 久保田　美佳
aky701d452後期 福祉とボランティア<ｂ>高原　正興 aks202a119前期 英語ⅢA<ｉ> 溝部　芳子
aky801d713前期 スポーツコースⅢ<ｃ> 宇部　一 aks202a120前期 英語ⅢA<ｊ> 川口　玲子
aky801d853後期 スポーツコースⅣ<ｃ> 宇部　一 aks202a121前期 英語ⅢA<ｋ> 櫃本　一美
ask201d352後期 教育原論<ｂ> 森　枝美 aks202a122前期 英語ⅢA<ｌ> 野口　博代

aks202a123前期 英語ⅢA<ｍ> 原　俊樹
aks202a198前期 英語ⅢA<ＴＯＥＩＣ> ｍｉｔｅｉ
aks202a199前期 英語ⅢA<Ｇｅｎ> ｍｉｔｅｉ
aks202a350後期 英語ⅣA<ａ> 占部　幹也
aks202a352後期 英語ⅣA<ｂ> 佐久間　浩司
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3 aks202a353後期 英語ⅣA<ｃ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ

aks202a354後期 英語ⅣA<ｄ> 高居　佐紀
aks202a355後期 英語ⅣA<ｅ> 田中　美和子
aks202a356後期 英語ⅣA<ｆ> 小川　享子
aks202a357後期 英語ⅣA<ｇ> 山﨑　清水
aks202a358後期 英語ⅣA<ｈ> 久保田　美佳
aks202a359後期 英語ⅣA<ｉ> 溝部　芳子
aks202a360後期 英語ⅣA<ｊ> 川口　玲子
aks202a361後期 英語ⅣA<ｋ> 櫃本　一美
aks202a362後期 英語ⅣA<ｌ> 野口　博代
aks202a363後期 英語ⅣA<ｍ> 原　俊樹
aks202a398後期 英語ⅣA<ＴＯＥＩＣ> ｍｉｔｅｉ
aks202a399後期 英語ⅣA<Ｇｅｎ> ｍｉｔｅｉ
aky602d310前期 人権と教育<ａ> 井手　幸喜
ask312d580前期 情報メディアの活用 米谷　優子

4h90101f110前期 発達心理学特論<Ｍ> 中村　和夫 a10202a312前期 漢字古典研究Ⅰ<＊ｂ> 池田　利広 a10302g450前期 文化史・文化交流史Ⅱ<Ｚ>鷲田　睦朗 a10414a210前期 歴史遺産学演習Ⅲ<＊ａ>巽　淳一郎
h90101f750通年 臨床心理学特論<Ｍ> 中西　龍一 a10202a450後期 漢字古典研究Ⅱ<＊ａ> 池田　利広 a30203d210前期 言語理論研究 久保田　美佳 a10414a212前期 歴史遺産学演習Ⅲ<＊ｂ>小林　裕子
a20101a710前期 経済学基礎 佐久間　浩司 a10302e850後期 近現代史特講ｂ日本 永井　和 a50101b280通年 救急救命実習Ⅲ 夏目　美樹 a10414a213前期 歴史遺産学演習Ⅲ<＊ｃ>登谷　伸宏
a20101d810後期 観光学基礎 宮崎　裕二 a10302g950前期 外書研究ｂ<a> 森本　慶太 a50203d110前期 景観・アメニティ論 小森　治夫 a10414a214前期 歴史遺産学演習Ⅲ<＊ｄ>有坂　道子
a30101d854後期 音楽演習Ⅰ<ｄ> 佐野　仁美 a30102d212後期 教育課程論（初）<ｂ> 森　枝美 a90103b110前期 神経・筋疾患理学療法学演習 兒玉　隆之 a10414a350後期 歴史遺産学演習Ⅳ<＊ａ>巽　淳一郎
a30102i414前期 音楽演習入門<ｄ> 佐野　仁美 a30102e510前前期保育内容演習（環境）Ⅰ<幼Ａ>青木　美智子 a90103e350後期 理学療法技術学Ⅴ（発達障害） 崎田　正博 a10414a352後期 歴史遺産学演習Ⅳ<＊ｂ>小林　裕子
a50101g310前期 情報ビジネス入門 片岡　裕介 a30102e610前後期保育内容演習（環境）Ⅱ<幼Ａ>青木　美智子 a90203e610前期 社会心理学実験演習 前田　洋光 a10414a353後期 歴史遺産学演習Ⅳ<＊ｃ>登谷　伸宏
a50201d710前期 インテリアデザイン論 近藤　康子 a30102g912前前期相談援助<幼Ｂ> 森本　美絵 ask703d110前期 日本語教授法Ⅲ 佐野　裕子 a10414a354後期 歴史遺産学演習Ⅳ<＊ｄ>有坂　道子
a50201d850後期 インテリアエレメント 近藤　康子 a30102h012前後期保育相談支援<幼Ｂ> 森本　美絵 ask703d250後期 日本語教授法Ⅳ 佐野　裕子 a50102f250後期 産業論Ⅱ（ヘルスケア産業）<Z>髙山　一夫
a70101b410前期 情報科学Ⅰ<ａ> 味田　治子 a30102h713後期 乳児保育<Ｃ> 青木　美智子 a50102f850前期 会計学<Z> 河野　充央
a70101b550後期 情報科学Ⅱ<ａ> 味田　治子 a30202d550後期 音声学 久保田　美佳 a90204d121前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｋ>田中　芳幸
a90201a110前期 English CⅠ（心）<Ｈａ>ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a50102a350後期 公衆衛生<Z> 河野　公一 a90204d261後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｋ>田中　芳幸
a90201a250後期 English CⅡ（心）<Ｈａ>ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a50102g710前期 財務会計論 河野　充央
a90201a312前期 English Literacy Ⅰ<Ｈｂ>山﨑　清水 a50102h250後期 産業論Ⅱ 髙山　一夫
a90201a313前期 English Literacy Ⅰ<Ｈｃ>櫃本　一美 a50102i810前期 コンピュータ論 杉浦　昌
a90201a314前期 English Literacy Ⅰ<Ｈｄ>中井　弘一 a50202e750後期 観光施設論 福井　弘幸
a90201a452後期 English Literacy Ⅱ<Ｈｂ>山﨑　清水 a50202h41h後期 建築デザイン演習<ｂ> 相波　幸治
a90201a453後期 English Literacy Ⅱ<Ｈｃ>櫃本　一美 a90102ab10後期 物理療法学演習<2回生>濱出　茂治
a90201a454後期 English Literacy Ⅱ<Ｈｄ>中井　弘一 a90202d650後期 実験計画法 上北　朋子
a90401a250後期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ<Ａ>森原　則男 a90202e810前前期グループワークⅠ<ａ> 松下　幸治
aks201a137前期 英語ⅠA<Ｈａ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a90202e812前前期グループワークⅠ<ｂ> 菅　佐和子
aks201a138前期 英語ⅠA<Ｈｂ> 山﨑　清水 a90202e813前前期グループワークⅠ<ｃ> 殿谷　仁志
aks201a139前期 英語ⅠA<Ｈｃ> 櫃本　一美 a90202e814前前期グループワークⅠ<ｄ> 宮井　研治
aks201a140前期 英語ⅠA<Ｈｄ> 中井　弘一 a90202e815前前期グループワークⅠ<ｅ> 山崎　貴子
aks201a377後期 英語ⅡA<Ｈａ> ﾃﾞｨｰｸﾞﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ a90202e910前後期グループワークⅡ<ａ> 松下　幸治
aks201a378後期 英語ⅡA<Ｈｂ> 山﨑　清水 a90202e912前後期グループワークⅡ<ｂ> 菅　佐和子
aks201a379後期 英語ⅡA<Ｈｃ> 櫃本　一美 a90202e913前後期グループワークⅡ<ｃ> 殿谷　仁志
aks201a380後期 英語ⅡA<Ｈｄ> 中井　弘一 a90202e914前後期グループワークⅡ<ｄ> 宮井　研治
aks301a119前期 情報処理演習Ⅰ<ｉ> 小西　康子 a90202e915前後期グループワークⅡ<ｅ> 山崎　貴子
aks301a259後期 情報処理演習Ⅱ<ｉ> 小西　康子 a90402a310後期 公衆衛生 河野　公一
aks401d512前期 日本事情Ⅰ<ｂ> 河村　静江 aks202a124前期 英語ⅢA<ｎ> 野口　博代
aks401d652後期 日本事情Ⅱ <ｂ> 河村　静江 aks202a125前期 英語ⅢA<ｏ> 川口　玲子
aky301d212前期 現代のメディアと表現<ｂ>禧美　智章 aks202a126前期 英語ⅢA<ｐ> 原　俊樹
aky401d110前期 比較文化論（教養）<ａ>浅井　雅志 aks202a148前期 英語ⅢA <Ｒ> 杉山　泰
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火曜日    11頁
講
時
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4 aks202a364後期 英語ⅣA<ｎ> 野口　博代

aks202a365後期 英語ⅣA<ｏ> 川口　玲子
aks202a366後期 英語ⅣA<ｐ> 原　俊樹
aks202a369後期 英語ⅣA <Ｒ> 杉山　泰
aky602d110前期 民法 近藤　実千代
aky602d250後期 行政法 近藤　実千代
aky602d312前期 人権と教育<ｂ> 井手　幸喜
ask302d210前期 図書館情報技術論<ａ> 米谷　優子
ask302e110前期 情報資源組織論<ａ> 川瀬　綾子
ask302e350後期 情報資源組織演習Ⅱ<ａ>川瀬　綾子

5a30101d110前期 教職入門（初） 池田　修 a10202e910前期 中国書道史 池田　利広 a10203f250後期 現代書研究Ⅱ 池田　利広 a50102e510前期 企業と法<Z> 山田　廣己
a30101d650後期 数学概論 西村　徳寿 a10302d310前期 古文書学BⅠ近世<ａ> 山田　淳平 a30102e514前前期保育内容演習（環境）Ⅰ<児>長橋　聡 a50202g310後期 文化政策論 金武　創
a50201e850後期 建築デザイン基礎 福本　絹代 a10302d450後期 古文書学BⅡ近世<ａ> 山田　淳平 a30102e614前後期保育内容演習（環境）Ⅱ<児>長橋　聡 a90204d260後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｊ>前田　洋光
a70101b412前期 情報科学Ⅰ<ｂ> 味田　治子 a10302g710前期 人文地理学 谷口　知司 a30203f010前期 English Workshop Ⅰ<ａ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ ask404d110前前期博物館実習Ⅲ<ａ> 木下　達文
a70101b552後期 情報科学Ⅱ<ｂ> 味田　治子 a10302h150後期 外書研究ｄ 鷲田　睦朗 a30203f099前期 English Workshop Ⅰ<仮>ｍｉｔｅｉ ask404d112前後期博物館実習Ⅲ<ｂ> 木下　達文
a90102b410後期 理学療法評価学総論 小田桐　匡 a30102e512前前期保育内容演習（環境）Ⅰ<幼Ｂ>青木　美智子 a30203f210後期 English Workshop Ⅲ<ａ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ
a90201a190前期 English CⅠ（心）<Ｒ>杉山　泰 a30102e612前後期保育内容演習（環境）Ⅱ<幼Ｂ>青木　美智子 a30203f299後期 English Workshop Ⅲ<仮>ｍｉｔｅｉ
a90201a290後期 English CⅡ（心）<Ｒ>杉山　泰 a30102f153後前期保育内容演習(人間関係)Ⅰ<幼Ｃ>長橋　聡 a50101b280通年 救急救命実習Ⅲ 夏目　美樹
a90401a252後期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ<Ｂ>森原　則男 a30102f253後後期保育内容演習(人間関係)Ⅱ<幼Ｃ>長橋　聡 a50102f712後期 マーケティングリサーチ<ｂ>今井　まりな
aks201a141前期 英語ⅠA<Ｒ> 杉山　泰 a30102g910前前期相談援助<幼Ａ> 森本　美絵 a50103d810前期 グローバルマーケティング 今井　まりな
aks201a381後期 英語ⅡA<Ｒ> 杉山　泰 a30102h010前後期保育相談支援<幼Ａ> 森本　美絵 a50103f510後期 国際貿易論 ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
aks301a120前期 情報処理演習Ⅰ<ｊ> 井上　薫 a30102h712後期 乳児保育<Ｂ> 青木　美智子 a90103b210前期 発達障害系理学療法学基礎演習 崎田　正博
aks301a260後期 情報処理演習Ⅱ<ｊ> 小西　康子 a30202b050後期 English CⅠ（英） 宮崎　裕二 a90103e350後期 理学療法技術学Ⅴ（発達障害） 崎田　正博
aky801d512前期 スポーツコースⅠ<ｂ> 新野　守 a30202d210前期 英語学 久保田　美佳 a90203d250後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ａ>坂本　敏郎
aky801d513前期 スポーツコースⅠ<ラクト>佐々木　雅人 a50101f350前期 現代企業と法Ⅰ 山田　廣己 a90203d252後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｂ>日比野　英子
aky801d653後期 スポーツコースⅡ<ラクト>佐々木　雅人 a50102f110前期 非営利組織論 髙山　一夫 a90203d253後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｃ>永野　光朗
aky901e450前期 生活の中の数学 西村　徳寿 a50202d610後期 建築環境工学 北村　義典 a90203d254後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｄ>中西　龍一
ask201d110前期 教職入門 岩本　賢治 a50202f250前期 ニューツーリズム研究 金武　創 a90203d255後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｅ>中村　和夫
ask401d110前期 博物館学概論 小林　裕子 a50202g81g前期 色彩環境論 渡辺　安人 a90203d256後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｆ>松下　幸治

a90202f810前期 学習心理学 坂本　敏郎 a90203d258後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｈ>上北　朋子
a90202g810後期 家族心理学 宮井　研治 a90203d259後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｉ>田中　芳幸
ask302d212前期 図書館情報技術論<ｂ> 米谷　優子 a90203d261後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｋ>濱田　智崇
ask302e112前期 情報資源組織論<ｂ> 川瀬　綾子 ask203e210前期 社会科教育法Ⅳ 本庄　豊
ask302e352後期 情報資源組織演習Ⅱ<ｂ>川瀬　綾子
ask402d150後期 博物館経営論 木下　達文
ask702d510前期 日本語教授法Ⅰ 中川　裕子
ask702d650後期 日本語教授法Ⅱ 中川　裕子

6h90101d910前期 生活支援学特論<Ｍ> 村田　伸 a10202f510前期 日本語学講義Ⅰ（日本語文法） 中俣　尚己 a90104a580後期 卒業研究（理）<ａ> 村田　伸
a10301d110前期 日本史概説Ⅰ 渕原　智幸 a10202f650後期 日本語学講義Ⅱ（日本語文法） 中俣　尚己 a90104a582後期 卒業研究（理）<ｂ> 横山　茂樹
a10411e050後期 文化財行政論 山口　博 a50202g250前期 ビジュアルアーツ演習<ａ>清水　俊洋 a90104a584後期 卒業研究（理）<ｄ> 崎田　正博
aky801d412前期 体育理論<ｂ> 新野　守 a50202g252後期 ビジュアルアーツ演習<ｂ>清水　俊洋 a90104a585後期 卒業研究（理）<ｅ> 白岩　加代子

ask101d485後期 キャリア開発演習Ⅱ<教職>西村　徳寿 a90104a589後期 卒業研究（理）<ｉ> 兒玉　隆之
ask402d380前期 博物館資料保存論 一瀬　和夫 a90104a592後期 卒業研究（理）<ｌ> 濱出　茂治

a90204d113前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｃ>坂本　敏郎
ask404d110前前期博物館実習Ⅲ<ａ> 木下　達文
ask404d112前後期博物館実習Ⅲ<ｂ> 木下　達文

7h90101e110前期 運動機能制御学特論<Ｍ>横山　茂樹
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講
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コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
1h90101f750通年 臨床心理学特論<Ｍ> 中西　龍一 a10202f910前期 古典文学講義Ⅰ(平安） 福嶋　昭治 a10203a312前期 書法Ⅴ<＊ｂ> 尾西　正成 a30104d152後期 教職実践演習（初等）<初ｂ>三上　周治
h90101g450後期 思春期臨床心理学特論<Ｍ>菅　佐和子 a10202g050後期 古典文学講義Ⅱ（平安） 福嶋　昭治 a10203a452後期 書法Ⅵ<＊ｂ> 尾西　正成 a50104a225後期 専門演習Ⅳ（＊救急） 夏目　美樹
a10201d110前期 日本語学概説Ⅰ 鳥谷　善史 a10302f910前期 世界史特講ｉE・AⅠ 南　直人 a10203a510前期 書法Ⅶ<＊ａ> 橋本　二三 a50104a410前期 救急疾病Ⅲ 宮本　尚
a10201d250後期 日本語学概説Ⅱ 鳥谷　善史 a10302g050後期 世界史特講ｊE・AⅡ 南　直人 a10203a650後期 書法Ⅷ<＊ａ> 橋本　二三 a50202e910前期 観光情報論<Z> 谷口　知司
a10411e310前期 東洋美術史 王　衛明 a10412d310後期 文献史料学Ⅰ 巽　淳一郎 a10302d850後期 古文書学CⅡ近世<Ｚ> 永井　和 a50202f050後期 観光メディア論<Z> 谷口　知司
a20101a310前期 EAP Ⅰ<ａ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a10412d510前期 美術工芸史研究Ⅰ 金子　典正 a30102g312前期 教科教育法（図画工作）<ｂ>大久保　恭子
a20101a312前期 EAP Ⅰ<ｂ> マルヴィー　アラン a30102f950後期 学級担任論 池田　修 a30203a312前期 Critical Reading Ⅰ<ｂ>宮崎　裕二
a20101a313前期 EAP Ⅰ<ｃ> 大久保　友博 a30102h110前期 児童家庭福祉 森本　美絵 a30203a399前期 Critical Reading Ⅰ<仮>ｍｉｔｅｉ
a20101a314前期 EAP Ⅰ<ｄ> タット　クリスティナ a30102h250後期 社会的養護 森本　美絵 a30203a452後期 Critical Reading Ⅱ<ｂ>宮崎　裕二
a20101a550後期 EAP Ⅱ<ａ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a30202a210前期 Reading & V B Ⅲ<ａ> 浅井　雅志 a30203a499後期 Critical Reading Ⅱ<仮>ｍｉｔｅｉ
a20101a552後期 EAP Ⅱ<ｂ> マルヴィー　アラン a30202e150後期 グローバルビジネスⅡ 佐久間　浩司 a50102e450後期 ファイナンス論 近藤　隆則
a20101a553後期 EAP Ⅱ<ｃ> 大久保　友博 a50102d310前期 経営戦略論Ⅰ 今久保　幸生 a50103d410前期 臨床医学総論 久保山　一敏
a20101a554後期 EAP Ⅱ<ｄ> タット　クリスティナ a50102j010前期 情報数学 片岡　裕介 a50103e710前期 プログラミング実習 加藤　諒
a30101d410前期 音楽概論 佐野　仁美 a50202d210前期 建築インテリ設計演Ⅲ<ａ>松本　正富 a50103e810前期 地域金融論 近藤　隆則
a30101d750後期 体育概論 口野　隆史 a50202d212前期 建築インテリ設計演Ⅲ<ｂ>河野　良平 a50202g610前期 建築施工 笠井　俊明
a50101a110前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ａ>尾関　美智子 a50202d350後期 建築インテリ設計演Ⅳ<ａ>北村　義典 a90102b110前期 精神医学（理学）<Ｚ> 川岸　久也
a50101a112前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｂ>阪本　崇 a50202d352後期 建築インテリ設計演Ⅳ<ｂ>河野　良平 a90102d250後期 老年医学<Ｚ> 白岩　加代子
a50101a113前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｃ>杉浦　昌 a50202g910前期 観光情報演習Ⅰ 谷口　知司 a90201b510前期 こころとからだの臨床学Ⅰ<Ｚ>坂本　敏郎
a50101a114前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｄ>髙山　一夫 a50202h050後期 観光情報演習Ⅱ 谷口　知司 a90201b650後期 こころとからだの臨床学Ⅱ<Ｚ>中西　龍一
a50101a115前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｅ>竹内　直人 a90102c710前期 精神障害基礎論 川岸　久也 a90203e810前期 メンタルヘルス・マネジメント 田中　芳幸
a50101a116前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｆ>西野　毅朗 a90102d910後期 老年期障害基礎論 白岩　加代子 ask203e710前期 公民科教育法Ⅰ 井ノ口　貴史
a50101a117前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｇ>平尾　毅 a90202d850後期 心理学データ解析<ａ> 塩谷　尚正 ask203e850後期 公民科教育法Ⅱ 井ノ口　貴史
a50101a118前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｈ>松石　泰彦 a90202f310前期 コミュニティ心理学 宮井　研治
a50101a119前期 基礎演習Ⅰ（経）<＊Ｉ>ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ aky202d150後期 宗教学概論 橋本　章彦
a50101a250後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ａ>杉浦　昌 ask312d410前期 読書と豊かな人間性 明定　義人
a50101a252後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｂ>高原　正興
a50101a253後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｃ>髙山　一夫
a50101a254後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｄ>竹内　直人
a50101a255後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｅ>西野　毅朗
a50101a256後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｆ>平尾　毅
a50101a257後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｇ>松石　泰彦
a50101a258後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｈ>ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
a50101a259後期 基礎演習Ⅱ（経）<＊Ｉ>今井　まりな
a50101a610後期 生化学・微生物学<Z>鈴木　陽一
a50201aa10前期 基礎演習Ⅰ（都）<＊Ａ>土井　脩史
a50201aa12前期 基礎演習Ⅰ（都）<＊Ｂ>小森　治夫
a50201aa13前期 基礎演習Ⅰ（都）<＊Ｃ>木下　達文
a50201aa14前期 基礎演習Ⅰ（都）<＊Ｄ>金武　創
a50201aa15前期 基礎演習Ⅰ（都）<＊Ｅ>近藤　康子
a50201aa16前期 基礎演習Ⅰ（都）<＊Ｆ>政木　哲也
a50201ab50後期 基礎演習Ⅱ（都）<＊Ａ>土井　脩史
a50201ab52後期 基礎演習Ⅱ（都）<＊Ｂ>小森　治夫
a50201ab53後期 基礎演習Ⅱ（都）<＊Ｃ>木下　達文
a50201ab54後期 基礎演習Ⅱ（都）<＊Ｄ>金武　創
a50201ab55後期 基礎演習Ⅱ（都）<＊Ｅ>近藤　康子
a50201ab56後期 基礎演習Ⅱ（都）<＊Ｆ>政木　哲也
a70101b810前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ａ>常田　裕子
a70101b812前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｂ>中島　登美子
a70101b813前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｃ>深山　つかさ
a70101b814前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｄ>竹下　夏美
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1a70101b815前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｅ>奥野　信行
a70101b816前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｆ>望月　紀子
a70101b817前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｇ>中橋　苗代
a70101b818前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｈ>上澤　悦子
a70101b819前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｉ>マルティネス　真喜子
a70101b820前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（看）<＊Ｊ>岡田　純子
a70101b950後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ａ>マルティネス　真喜子
a70101b952後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｂ>岡田　純子
a70101b953後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｃ>常田　裕子
a70101b954後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｄ>中島　登美子
a70101b955後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｅ>深山　つかさ
a70101b956後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｆ>竹下　夏美
a70101b957後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｇ>奥野　信行
a70101b958後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｈ>望月　紀子
a70101b959後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｉ>中橋　苗代
a70101b960後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（看）<＊Ｊ>上澤　悦子
a90201b710前期 こころとからだの健康科学Ⅰ 坂本　敏郎
a90201b850後期 こころとからだの健康科学Ⅱ 中西　龍一
a90401a610後期 生化学・微生物学 鈴木　陽一
aky401d112後期 比較文化論（教養）<ｂ>浅井　雅志
aky601f414後期 日本国憲法<ｄ> 山﨑　将文
aky901e710前期 生物学基礎<ａ> 富岡　康
aky901e712後期 生物学基礎<ｂ> 富岡　康

2h90101f850後期 臨床心理学面接特論<Ｍ>菅　佐和子 a10202a510前期 かな古典研究Ⅰ<＊ａ> 橋本　二三 a10302g310後期 文化史・文化交流史Ⅰ<Ｚ>永井　和 a10412d710前前期歴史遺産学実習Ⅰ<Ｚ> 登谷　伸宏
h90101f850前期 臨床心理学面接特論<Ｍ>菅　佐和子 a10202a652後期 かな古典研究Ⅱ<＊ｂ> 橋本　二三 a30102f310後前期保育内容演習（言語）<幼ａ>伊藤　美和子 a10412d710後後期歴史遺産学実習Ⅰ<Ｚ> 小林　裕子
a10201a110前期 研究入門ゼミⅠ（日）<＊Ａ>安達　太郎 a10202f710前期 日本語学講義Ⅲ（社会言語学） 鳥谷　善史 a30102f450後後期保育の言語表現<幼ａ> 伊藤　美和子 a10412d710前後期歴史遺産学実習Ⅰ<Ｚ> 藤本　史子
a10201a112前期 研究入門ゼミⅠ（日）<＊Ｂ>林　久美子 a10202f850後期 日本語学講義Ⅳ（日本語史） 鳥谷　善史 a30203e410前期 児童英語教育研究 赤沢　真世 a10412d710後前期歴史遺産学実習Ⅰ<Ｚ> 有坂　道子
a10201a113前期 研究入門ゼミⅠ（日）<＊Ｃ>福嶋　昭治 a10302e110前期 日本史特講ｃ中世史 野田　泰三 a30203e550後期 児童英語教材研究 赤沢　真世 a50101d410前期 社会調査・FW入門<Z>高原　正興
a10201a114前期 研究入門ゼミⅠ（日）<＊Ｄ>尾西　正成 a10302e250後期 日本史特講ｄ中世史 野田　泰三 a50103e110後期 診療情報総合演習 尾関　美智子 a50202f750後期 舞台プロデュース論 小暮　宣雄
a10201a250後期 研究入門ゼミⅡ（日）<＊Ａ>重松　恵美 a10302g952前期 外書研究ｂ<ｂ> 永井　和 a50103e410前期 地域経済論 岡田　知弘 a50202f950前期 イベントデザイン論<Z>小暮　宣雄
a10201a252後期 研究入門ゼミⅡ（日）<＊Ｂ>福嶋　昭治 a10412e210前後期歴史遺産学実習Ⅰ<ａ> 小林　裕子 a50103e710前期 プログラミング実習 加藤　諒 ask204d150後期 教職実践演習（中等）<ａ>岩本　賢治
a10201a253後期 研究入門ゼミⅡ（日）<＊Ｃ>安達　太郎 a10412e210前前期歴史遺産学実習Ⅰ<ａ> 有坂　道子 a50203e410前期 イベントデザイン演習 小暮　宣雄
a10201a254後期 研究入門ゼミⅡ（日）<＊Ｄ>尾西　正成 a10412e212前前期歴史遺産学実習Ⅰ<ｂ> 藤本　史子 a90203f310前期 精神医学Ⅰ 川岸　久也
a10301a110前期 研究入門ゼミⅠ（歴）<＊Ａ>増渕　徹 a10412e212前後期歴史遺産学実習Ⅰ<ｂ> 有坂　道子 a90203f450後期 精神医学Ⅱ 川岸　久也
a10301a112前期 研究入門ゼミⅠ（歴）<＊Ｂ>後藤　敦史 a10412e213前後期歴史遺産学実習Ⅰ<ｃ> 藤本　史子 ask103e112前期 キャリア開発研究Ⅱ<Ｇｂ>野村　幸一郎
a10301a113前期 研究入門ゼミⅠ（歴）<＊Ｃ>尾下　成敏 a10412e213前前期歴史遺産学実習Ⅰ<ｃ> 登谷　伸宏
a10301a114前期 研究入門ゼミⅠ（歴）<＊Ｄ>小野　浩 a10412e350後前期歴史遺産学実習Ⅱ<ａ> 登谷　伸宏
a10301a115前期 研究入門ゼミⅠ（歴）<＊Ｅ>松浦　京子 a10412e350後後期歴史遺産学実習Ⅱ<ａ> 巽　淳一郎
a10301a116前期 研究入門ゼミⅠ（歴）<＊Ｆ>王　衛明 a10412e352後前期歴史遺産学実習Ⅱ<ｂ> 小林　裕子
a10301a250後期 研究入門ゼミⅡ（歴）<＊Ａ>小野　浩 a10412e352後後期歴史遺産学実習Ⅱ<ｂ> 登谷　伸宏
a10301a252後期 研究入門ゼミⅡ（歴）<＊Ｂ>松浦　京子 a10412e353後後期歴史遺産学実習Ⅱ<ｃ> 小林　裕子
a10301a253後期 研究入門ゼミⅡ（歴）<＊Ｃ>王　衛明 a10412e353後前期歴史遺産学実習Ⅱ<ｃ> 有坂　道子
a10301a254後期 研究入門ゼミⅡ（歴）<＊Ｄ>増渕　徹 a30102f150後前期保育内容演習(人間関係)Ⅰ<幼Ａ>南　憲治
a10301a255後期 研究入門ゼミⅡ（歴）<＊Ｅ>後藤　敦史 a30102f250後後期保育内容演習(人間関係)Ⅱ<幼Ａ>南　憲治
a10301a256後期 研究入門ゼミⅡ（歴）<＊Ｆ>尾下　成敏 a30102i712前前期幼児体育指導法Ⅰ<幼Ｂ>口野　隆史
a20101a315前期 EAP Ⅰ<ｅ> マルヴィー　アラン a30102i852前後期幼児体育指導法Ⅱ<幼Ｂ>口野　隆史
a20101a316前期 EAP Ⅰ<ｆ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a30202d610後期 翻訳基礎論 アンガス　ノーマン
a20101a317前期 EAP Ⅰ<ｇ> 大久保　友博 a30202d810前期 International B E弓場　俊也
a20101a555後期 EAP Ⅱ<ｅ> マルヴィー　アラン a50101d610後期 統計学基礎論（経営） 片岡　裕介
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2a20101a556後期 EAP Ⅱ<ｆ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a50101f150前期 社会調査論 高原　正興
a20101a557後期 EAP Ⅱ<ｇ> 大久保　友博 a50102a950後期 救急医学総論Ⅳ<Z> 関根　和弘
a30101aa10前期 研究入門ゼミⅠ（児）<＊Ａ>芦名　猛夫 a50102h610前期 グローバル経済論 今久保　幸生
a30101aa12前期 研究入門ゼミⅠ（児）<＊Ｂ>森　枝美 a50202d210前期 建築インテリ設計演Ⅲ<ａ>松本　正富
a30101aa13前期 研究入門ゼミⅠ（児）<＊Ｃ>青木　美智子 a50202d212前期 建築インテリ設計演Ⅲ<ｂ>河野　良平
a30101aa14前期 研究入門ゼミⅠ（児）<＊Ｄ>倉持　祐二 a50202d350後期 建築インテリ設計演Ⅳ<ａ>北村　義典
a30101aa15前期 研究入門ゼミⅠ（児）<＊Ｅ>西村　徳寿 a50202d352後期 建築インテリ設計演Ⅳ<ｂ>河野　良平
a30101aa16前期 研究入門ゼミⅠ（児）<＊Ｆ>長橋　聡 a50202h210後期 法律学研究 山﨑　将文
a30101aa17前期 研究入門ゼミⅠ（児）<＊Ｇ>森本　美絵 a70102b110前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ａ>中橋　苗代
a30101ab50後期 研究入門ゼミⅡ（児）<＊Ａ>芦名　猛夫 a70102b112前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｂ>中島　登美子
a30101ab52後期 研究入門ゼミⅡ（児）<＊Ｂ>森　枝美 a70102b113前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｃ>深山　つかさ
a30101ab53後期 研究入門ゼミⅡ（児）<＊Ｃ>青木　美智子 a70102b114前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｄ>竹下　夏美
a30101ab54後期 研究入門ゼミⅡ（児）<＊Ｄ>池田　修 a70102b115前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｅ>奥野　信行
a30101ab55後期 研究入門ゼミⅡ（児）<＊Ｅ>西村　徳寿 a70102b116前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｆ>望月　紀子
a30101ab56後期 研究入門ゼミⅡ（児）<＊Ｆ>長橋　聡 a70102b117前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｇ>常田　裕子
a30101ab57後期 研究入門ゼミⅡ（児）<＊Ｇ>森本　美絵 a70102b118前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｈ>上澤　悦子
a30201a310前期 Reading & V B Ⅰ<Ｚ> ｍｉｔｅｉ a70102b119前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｉ>マルティネス　真喜子
a50101a310前期 基礎解剖学<Z> 西本　泰久 a70102b120前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ（看）<＊Ｊ>岡田　純子
a50101a610後期 生化学・微生物学<Z>鈴木　陽一 a70102b250後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ａ>岡田　純子
a50101e310前期 簿記演習Ⅰ<ａ> 河野　充央 a70102b252後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｂ>中橋　苗代
a50101e450後期 簿記演習Ⅱ<ａ> 河野　充央 a70102b253後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｃ>中島　登美子
a50101e810前期 グローバルビジネス入門 平尾　毅 a70102b254後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｄ>深山　つかさ
a50101g110後期 経済学Ⅰ 阪本　崇 a70102b255後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｅ>竹下　夏美
a50101g410後期 情報ビジネス論 杉浦　昌 a70102b256後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｆ>奥野　信行
a50201d510前期 建築構造 福田　浩明 a70102b257後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｇ>望月　紀子
a90101b110前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ａ>村田　伸 a70102b258後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｈ>常田　裕子
a90101b112前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｂ>堀江　淳 a70102b259後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｉ>上澤　悦子
a90101b113前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｃ>宮﨑　純弥 a70102b260後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅳ（看）<＊Ｊ>マルティネス　真喜子
a90101b114前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｄ>横山　茂樹 a90202d852後期 心理学データ解析<ｂ> 塩谷　尚正
a90101b115前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｅ>甲斐　義浩 a90202e010前期 感情心理学 坂本　久美
a90101b116前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｆ>兒玉　隆之 a90402a910後期 救急医学総論Ⅳ（体制②） 関根　和弘
a90101b117前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｇ>崎田　正博 aky602d410前期 国際関係入門 久保田　裕次
a90101b118前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｈ>白岩　加代子 ask102d452後期 キャリア開発演習Ⅳ<Ｇｂ>野村　幸一郎
a90101b119前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｉ>安彦　鉄平
a90101b120前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｊ>小田桐　匡
a90101b121前期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅰ（理）<＊ｋ>松尾　奈々
a90101b250後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ａ>村田　伸
a90101b252後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｂ>堀江　淳
a90101b253後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｃ>宮﨑　純弥
a90101b254後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｄ>横山　茂樹
a90101b255後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｅ>甲斐　義浩
a90101b256後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｆ>兒玉　隆之
a90101b257後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｇ>崎田　正博
a90101b258後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｈ>白岩　加代子
a90101b259後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｉ>安彦　鉄平
a90101b260後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｊ>小田桐　匡
a90101b261後期 ｷｬﾘｱ開発演習Ⅱ（理）<＊ｋ>松尾　奈々
a90201a610前期 自己表現研究Ⅰ<＊ａ> 中西　龍一
a90201a612前期 自己表現研究Ⅰ<＊ｂ> 大久保　千惠
a90201a613前期 自己表現研究Ⅰ<＊ｃ> ジェイムス　朋子
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2a90201a614前期 自己表現研究Ⅰ<＊ｄ> 菱田　一仁
a90201a615前期 自己表現研究Ⅰ<＊ｅ> 濱田　智崇
a90201a616前期 自己表現研究Ⅰ<＊ｆ> 青木　剛
a90201a750後期 自己表現研究Ⅱ<＊ａ> 中西　龍一
a90201a752後期 自己表現研究Ⅱ<＊ｂ> 大久保　千惠
a90201a753後期 自己表現研究Ⅱ<＊ｃ> ジェイムス　朋子
a90201a754後期 自己表現研究Ⅱ<＊ｄ> 菱田　一仁
a90201a755後期 自己表現研究Ⅱ<＊ｅ> 濱田　智崇
a90201a756後期 自己表現研究Ⅱ<＊ｆ> 青木　剛
a90401a310前期 基礎解剖学 西本　泰久
a90401a610後期 生化学・微生物学 鈴木　陽一
aky201d350後期 倫理学概論<ａ> 安部　彰
aky201d450後期 日本人と宗教 橋本　章彦
aky501f310前期 文学と京都 熊谷　昭宏
aky901e610前期 化学基礎<ａ> 富岡　康
aky901e612後期 化学基礎<ｂ> 富岡　康
ask401d250後期 博物館教育論 一瀬　和夫

3a90101a550後期 病理学（理学） 宮本　尚 a10202a310前期 漢字古典研究Ⅰ<＊ａ> 中村　史朗 a30102f312後前期保育内容演習（言語）<幼ｂ>伊藤　美和子 ask103d410前期 教職･保育職教養講義Ⅲ<初等>ｍｉｔｅｉ
aks101a110前期 日本語表現Ⅰ<Ａａ> 米澤　洋子 a10202a452後期 漢字古典研究Ⅱ<＊ｂ> 中村　史朗 a30102f313前前期保育内容演習（言語）<児>伊藤　美和子 ask103d412前期 教職･保育職教養講義Ⅲ<中等>廣瀬　忠愛
aks101a112前期 日本語表現Ⅰ<Ａｂ> 古澤　夕起子 a10302g810前期 外書研究ａ 井上　徳子 a30102f452後後期保育の言語表現<幼ｂ> 伊藤　美和子
aks101a113前期 日本語表現Ⅰ<Ａｃ> 禧美　智章 a30102d950後期 教科教育法（家庭）<ａ>大塚　眞理子 a30102f453前後期保育の言語表現<児> 伊藤　美和子
aks101a114前期 日本語表現Ⅰ<Ａｄ> 権藤　愛順 a30102e010前期 国語概論 佐野　裕子 a30203d650前期 通訳研究 西村　友美
aks101a115前期 日本語表現Ⅰ<Ａｅ> 名和　久仁子 a30202e010前期 グローバルビジネスⅠ 弓場　俊也 a50103e510前期 中小企業論 岡田　知弘
aks101a116前期 日本語表現Ⅰ<Ａｆ> 熊谷　昭宏 a50202d810前期 構造計画 福田　浩明 a90102a810前期 内科学<Ｚ> 堀江　淳
aks101a117前期 日本語表現Ⅰ<Ａｇ> 橋本　正志 a90102c410前期 内部障害基礎論 宮本　尚 ask102e112後期 教職･保育職教養講義Ⅰ<中等>廣瀬　忠愛
aks101a118前期 日本語表現Ⅰ<Ａｈ> 橋本　章彦 a90202d110前期 English CⅢ（心） 山﨑　清水 ask103e210前期 キャリア開発研究Ⅲ<Ｇａ>宇都宮　麻美
aks101a119前期 日本語表現Ⅰ<Ａｉ> 伊藤　典文 a90202d250後期 English Literacy Ⅲ 山﨑　清水 ask103e212前期 キャリア開発研究Ⅲ<Ｇｂ>久野　勉
aks101a120前期 日本語表現Ⅰ<Ａｊ> 鳥谷　善史 a90402a110前期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ<Ａ>森原　則男 ask103e299前期 キャリア開発研究Ⅲ<水３>ｍｉｔｅｉ
aks101a121前期 日本語表現Ⅰ＜Ａｋ＞ 辻本　千鶴 ask302e010前期 図書館情報資源概論<ａ>竹島　昭雄 ask103e350後期 キャリア開発研究Ⅳ<Ｇａ>宇都宮　麻美
aks101a122前期 日本語表現Ⅰ＜Ａｌ＞ 高木　彬 ask302e250後期 情報資源組織演習Ⅰ<ａ>平野　翠 ask103e352後期 キャリア開発研究Ⅳ<Ｇｂ>久野　勉
aks101a123前期 日本語表現Ⅰ＜Ａｍ＞ 杉岡　歩美 ask312d110前期 学校経営と学校図書館 村岡　益子 ask103e399後期 キャリア開発研究Ⅳ<水３>ｍｉｔｅｉ
aks101a124前期 日本語表現Ⅰ＜Ａｎ＞ 尾添　陽平 ask312d250後期 学校図書館メディア 村岡　益子
aks101a125前期 日本語表現Ⅰ＜Ａｏ＞ 佐藤　貴之 ask602d110前期 社会教育計画Ⅰ 吉岡　いずみ
aks101a198前期 日本語表現Ⅰ<水３> ｍｉｔｅｉ ask602d250後期 社会教育計画Ⅱ 吉岡　いずみ
aks101a250後期 日本語表現Ⅱ<Ａａ> 米澤　洋子
aks101a252後期 日本語表現Ⅱ<Ａｂ> 古澤　夕起子
aks101a253後期 日本語表現Ⅱ<Ａｃ> 禧美　智章
aks101a254後期 日本語表現Ⅱ<Ａｄ> 権藤　愛順
aks101a255後期 日本語表現Ⅱ<Ａｅ> 名和　久仁子
aks101a256後期 日本語表現Ⅱ<Ａｆ> 熊谷　昭宏
aks101a257後期 日本語表現Ⅱ<Ａｇ> 橋本　正志
aks101a258後期 日本語表現Ⅱ<Ａｈ> 橋本　章彦
aks101a259後期 日本語表現Ⅱ<Ａｉ> 伊藤　典文
aks101a260後期 日本語表現Ⅱ<Ａｊ> 鳥谷　善史
aks101a261後期 日本語表現Ⅱ＜Ａｋ＞ 辻本　千鶴
aks101a262後期 日本語表現Ⅱ＜Ａｌ＞ 高木　彬
aks101a263後期 日本語表現Ⅱ＜Ａｍ＞ 杉岡　歩美
aks101a264後期 日本語表現Ⅱ＜Ａｎ＞ 尾添　陽平
aks101a265後期 日本語表現Ⅱ＜Ａｏ＞ 佐藤　貴之
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3aks101a298後期 日本語表現Ⅱ<水３> ｍｉｔｅｉ
aks101a310前期 アカデミックライティング<Ａａ>米澤　洋子
aks101a312前期 アカデミックライティング<Ａｂ>古澤　夕起子
aks101a313前期 アカデミックライティング<Ａｃ>禧美　智章
aks101a314前期 アカデミックライティング<Ａｄ>権藤　愛順
aks101a315前期 アカデミックライティング<Ａｅ>名和　久仁子
aks101a316前期 アカデミックライティング<Ａｆ>熊谷　昭宏
aks101a317前期 アカデミックライティング<Ａｇ>橋本　正志
aks101a318前期 アカデミックライティング<Ａｈ>橋本　章彦
aks101a319前期 アカデミックライティング<Ａｉ>伊藤　典文
aks101a320前期 アカデミックライティング<Ａｊ>鳥谷　善史
aks101a321前期 アカデミックライティング<Ａｋ>辻本　千鶴
aks101a322前期 アカデミックライティング<Ａｌ>高木　彬
aks101a323前期 アカデミックライティング<Ａｍ>杉岡　歩美
aks101a324前期 アカデミックライティング<Ａｎ>尾添　陽平
aks101a325前期 アカデミックライティング<Ａｏ>佐藤　貴之
aks101a398前期 アカデミックライティング<水３>ｍｉｔｅｉ
aks101a450後期 教養ゼミ<Ａａ> 米澤　洋子
aks101a452後期 教養ゼミ<Ａｂ> 古澤　夕起子
aks101a453後期 教養ゼミ<Ａｃ> 禧美　智章
aks101a454後期 教養ゼミ<Ａｄ> 権藤　愛順
aks101a455後期 教養ゼミ<Ａｅ> 名和　久仁子
aks101a456後期 教養ゼミ<Ａｆ> 熊谷　昭宏
aks101a457後期 教養ゼミ<Ａｇ> 橋本　正志
aks101a458後期 教養ゼミ<Ａｈ> 橋本　章彦
aks101a459後期 教養ゼミ<Ａｉ> 伊藤　典文
aks101a460後期 教養ゼミ<Ａｊ> 鳥谷　善史
aks101a461後期 教養ゼミ<Ａｋ> 辻本　千鶴
aks101a462後期 教養ゼミ<Ａｌ> 高木　彬
aks101a463後期 教養ゼミ<Ａｍ> 杉岡　歩美
aks101a464後期 教養ゼミ<Ａｎ> 尾添　陽平
aks101a465後期 教養ゼミ<Ａｏ> 佐藤　貴之
aks101a498後期 教養ゼミ<水３> ｍｉｔｅｉ
aky201d212前期 哲学概論<ｂ> 岩崎　豪人
aky301d410前期 数学演習Ⅰ<Ａａ> 青木　寛史
aky301d412前期 数学演習Ⅰ<Ａｂ> 白井　安夫
aky301d413前期 数学演習Ⅰ<Ａｃ> 鶴谷　直樹
aky301d414前期 数学演習Ⅰ<Ａｄ> 池本　浩章
aky301d415前期 数学演習Ⅰ<Ａｅ> 厳樫　昌弘
aky301d416前期 数学演習Ⅰ<Ａｆ> 武田　春美
aky301d417前期 数学演習Ⅰ<Ａｇ> 富岡　康
aky301d418前期 数学演習Ⅰ<Ａｈ> 胡内　正男
aky301d419前期 数学演習Ⅰ<Ａｉ> 狩野　秀樹
aky301d498前期 数学演習Ⅰ<水３> ｍｉｔｅｉ
aky301d550後期 数学演習Ⅱ<Ａａ> 青木　寛史
aky301d552後期 数学演習Ⅱ<Ａｂ> 白井　安夫
aky301d553後期 数学演習Ⅱ<Ａｃ> 鶴谷　直樹
aky301d554後期 数学演習Ⅱ<Ａｄ> 池本　浩章
aky301d555後期 数学演習Ⅱ<Ａｅ> 厳樫　昌弘
aky301d556後期 数学演習Ⅱ<Ａｆ> 武田　春美
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3aky301d557後期 数学演習Ⅱ<Ａｇ> 富岡　康
aky301d558後期 数学演習Ⅱ<Ａｈ> 胡内　正男
aky301d559後期 数学演習Ⅱ<Ａｉ> 狩野　秀樹
aky301d598後期 数学演習Ⅱ<水３> ｍｉｔｅｉ

4h90101d810後期 精神薬理学特論<Ｍ> 竹内　孝治 a10202f050後期 日本書道史 中村　史朗 a10203f110前期 現代書研究Ⅰ 中村　史朗 a30104d156後期 教職実践演習（初等）<幼ｃ>足立　登志也
a90101d210前期 統計学基礎論（理学） 永井　宏達 a30102d952後期 教科教育法（家庭）<ｂ>大塚　眞理子 a30103d650後期 特別支援教育論 森下　勇 ask103d510前期 教職･保育職教養講義Ⅳ<初等>ｍｉｔｅｉ
aks101a126前期 日本語表現Ⅰ<Ｂａ> 米澤　洋子 a30202d710前期 通訳基礎論 西村　友美 a30103d810前期 総合学習論 足立　登志也 ask103d512前期 教職･保育職教養講義Ⅳ<中等>廣瀬　忠愛
aks101a127前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｂ> 古澤　夕起子 a50102a550後期 救急疾病Ⅱ<Z> 冨士原　彰 a30203e810前期 グローバルビジネス実務演習Ⅰ 弓場　俊也
aks101a128前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｃ> 禧美　智章 a50102i050後期 ファイナンシャルプランニング 村田　裕人 a30203e950後期 グローバルビジネス実務演習Ⅱ 弓場　俊也
aks101a129前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｄ> 権藤　愛順 a90102d810後期 スポーツ障害基礎論 吉村　直心 a50103a410前期 救急症候学Ⅲ 冨士原　彰
aks101a130前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｅ> 名和　久仁子 a90402a112前期 救急救命ｷｬﾘｱ開発演習Ⅲ<Ｂ>森原　則男 a50103b050後期 小児科学（救急） 吉田　匡人
aks101a131前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｆ> 熊谷　昭宏 a90402a510後期 救急疾病Ⅱ（呼吸器循環器総論） 冨士原　彰 a50203d610前期 建築設備 福坂　誠
aks101a132前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｇ> 橋本　正志 ask302e012前期 図書館情報資源概論<ｂ>竹島　昭雄 a90102d550後期 スポーツ医学<Ｚ> 吉村　直心
aks101a133前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｈ> 橋本　章彦 ask302e252後期 情報資源組織演習Ⅰ<ｂ>平野　翠 ask102e252後期 教職･保育職教養講義Ⅱ<中等>廣瀬　忠愛
aks101a134前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｉ> 伊藤　典文 ask312d350後期 学習指導と学校図書館 村岡　益子
aks101a135前期 日本語表現Ⅰ<Ｂｊ> 鳥谷　善史 ask602d310前期 社会教育演習 吉岡　いずみ
aks101a136前期 日本語表現Ⅰ＜Ｂｋ＞ 辻本　千鶴 ask602d450後期 社会教育課題研究 吉岡　いずみ
aks101a137前期 日本語表現Ⅰ＜Ｂｌ＞ 高木　彬
aks101a138前期 日本語表現Ⅰ＜Ｂｍ＞ 杉岡　歩美
aks101a139前期 日本語表現Ⅰ＜Ｂｎ＞ 尾添　陽平
aks101a140前期 日本語表現Ⅰ＜Ｂｏ＞ 佐藤　貴之
aks101a199前期 日本語表現Ⅰ<水４> ｍｉｔｅｉ
aks101a266後期 日本語表現Ⅱ<Ｂａ> 米澤　洋子
aks101a267後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｂ> 古澤　夕起子
aks101a268後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｃ> 禧美　智章
aks101a269後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｄ> 権藤　愛順
aks101a270後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｅ> 名和　久仁子
aks101a271後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｆ> 熊谷　昭宏
aks101a272後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｇ> 橋本　正志
aks101a273後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｈ> 橋本　章彦
aks101a274後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｉ> 伊藤　典文
aks101a275後期 日本語表現Ⅱ<Ｂｊ> 鳥谷　善史
aks101a276後期 日本語表現Ⅱ＜Ｂｋ＞ 辻本　千鶴
aks101a277後期 日本語表現Ⅱ＜Ｂｌ＞ 高木　彬
aks101a278後期 日本語表現Ⅱ＜Ｂｍ＞ 杉岡　歩美
aks101a279後期 日本語表現Ⅱ＜Ｂｎ＞ 尾添　陽平
aks101a280後期 日本語表現Ⅱ＜Ｂｏ＞ 佐藤　貴之
aks101a299後期 日本語表現Ⅱ<水４> ｍｉｔｅｉ
aks101a326前期 アカデミックライティング<Ｂa>米澤　洋子
aks101a327前期 アカデミックライティング<Ｂb>古澤　夕起子
aks101a328前期 アカデミックライティング<Ｂc>禧美　智章
aks101a329前期 アカデミックライティング<Ｂd>権藤　愛順
aks101a330前期 アカデミックライティング<Ｂe>名和　久仁子
aks101a331前期 アカデミックライティング<Ｂf>熊谷　昭宏
aks101a332前期 アカデミックライティング<Ｂg>橋本　正志
aks101a333前期 アカデミックライティング<Ｂh>橋本　章彦
aks101a334前期 アカデミックライティング<Ｂi>伊藤　典文
aks101a335前期 アカデミックライティング<Ｂｊ>鳥谷　善史
aks101a336前期 アカデミックライティング<Ｂｋ>辻本　千鶴
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4aks101a337前期 アカデミックライティング<Ｂｌ>高木　彬
aks101a338前期 アカデミックライティング<Ｂｍ>杉岡　歩美
aks101a339前期 アカデミックライティング<Ｂｎ>尾添　陽平
aks101a340前期 アカデミックライティング<Ｂｏ>佐藤　貴之
aks101a399前期 アカデミックライティング<水４>ｍｉｔｅｉ
aks101a466後期 教養ゼミ<Ｂａ> 米澤　洋子
aks101a467後期 教養ゼミ<Ｂｂ> 古澤　夕起子
aks101a468後期 教養ゼミ<Ｂｃ> 禧美　智章
aks101a469後期 教養ゼミ<Ｂｄ> 権藤　愛順
aks101a470後期 教養ゼミ<Ｂｅ> 名和　久仁子
aks101a471後期 教養ゼミ<Ｂｆ> 熊谷　昭宏
aks101a472後期 教養ゼミ<Ｂｇ> 橋本　正志
aks101a473後期 教養ゼミ<Ｂｈ> 橋本　章彦
aks101a474後期 教養ゼミ<Ｂｉ> 伊藤　典文
aks101a475後期 教養ゼミ<Ｂｊ> 鳥谷　善史
aks101a476後期 教養ゼミ<Ｂｋ> 辻本　千鶴
aks101a477後期 教養ゼミ<Ｂｌ> 高木　彬
aks101a478後期 教養ゼミ<Ｂｍ> 杉岡　歩美
aks101a479後期 教養ゼミ<Ｂｎ> 尾添　陽平
aks101a480後期 教養ゼミ<Ｂｏ> 佐藤　貴之
aks101a499後期 教養ゼミ<水４> ｍｉｔｅｉ
aky201d213前期 哲学概論<ｃ> 岩崎　豪人
aky301d422前期 数学演習Ⅰ<Ｂａ> 青木　寛史
aky301d423前期 数学演習Ⅰ<Ｂｂ> 白井　安夫
aky301d424前期 数学演習Ⅰ<Ｂｃ> 鶴谷　直樹
aky301d425前期 数学演習Ⅰ<Ｂｄ> 池本　浩章
aky301d426前期 数学演習Ⅰ<Ｂｅ> 厳樫　昌弘
aky301d427前期 数学演習Ⅰ<Ｂｆ> 武田　春美
aky301d428前期 数学演習Ⅰ<Ｂｇ> 富岡　康
aky301d429前期 数学演習Ⅰ<Ｂｈ> 胡内　正男
aky301d430前期 数学演習Ⅰ<Ｂｉ> 狩野　秀樹
aky301d499前期 数学演習Ⅰ<水４> ｍｉｔｅｉ
aky301d562後期 数学演習Ⅱ<Ｂａ> 青木　寛史
aky301d563後期 数学演習Ⅱ<Ｂｂ> 白井　安夫
aky301d564後期 数学演習Ⅱ<Ｂｃ> 鶴谷　直樹
aky301d565後期 数学演習Ⅱ<Ｂｄ> 池本　浩章
aky301d566後期 数学演習Ⅱ<Ｂｅ> 厳樫　昌弘
aky301d567後期 数学演習Ⅱ<Ｂｆ> 武田　春美
aky301d568後期 数学演習Ⅱ<Ｂｇ> 富岡　康
aky301d569後期 数学演習Ⅱ<Ｂｈ> 胡内　正男
aky301d570後期 数学演習Ⅱ<Ｂｉ> 狩野　秀樹
aky301d599後期 数学演習Ⅱ<水４> ｍｉｔｅｉ

5a90101d210前期 統計学基礎論（理学） 永井　宏達 a90102d810後期 スポーツ障害基礎論 吉村　直心 a50103b150後期 精神医学（救急） 竹村　隆太
a90102d550後期 スポーツ医学<Ｚ> 吉村　直心

6h90101a110前期 健康科学特論Ⅰ<Ｍ> 坂本　敏郎

7h90101a110前期 健康科学特論Ⅰ<Ｍ> 坂本　敏郎
h90101d310前期 健康科学研究法特論Ⅰ<Ｍ>甲斐　義浩
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1a10201a312前期 書法Ⅰ<＊ｂ> 尾西　正成 a10202f110前前期言語文化総合演習Ⅴ<ａ>林　久美子 a30102g310前期 教科教育法（図画工作）<ａ>大久保　恭子 a30203e610前期 児童英語指導演習Ⅰ 吹原　顕子
a10201a452後期 書法Ⅱ<＊ｂ> 尾西　正成 a10202f112前前期言語文化総合演習Ⅴ<ｂ>重松　恵美 a30203a313前期 Critical Reading Ⅰ<ｃ>高田　悦子 a30203e750後期 児童英語指導演習Ⅱ 吹原　顕子
a10201e110前前期言語文化総合演習Ⅰ<ａ>林　久美子 a10202f113前前期言語文化総合演習Ⅴ<ｃ>野村　幸一郎 a30203a399前期 Critical Reading Ⅰ<仮>ｍｉｔｅｉ a50101d310前期 医療マネジメント入門<Z>髙山　一夫
a10201e112前前期言語文化総合演習Ⅰ<ｂ>重松　恵美 a10202f114前前期言語文化総合演習Ⅴ<ｄ>安達　太郎 a30203a453後期 Critical Reading Ⅱ<ｃ>高田　悦子 a50201d910前期 観光学総論<Z> 谷口　知司
a10201e113前前期言語文化総合演習Ⅰ<ｃ>野村　幸一郎 a10202f210前後期言語文化総合演習Ⅵ<ａ>林　久美子 a30203a499後期 Critical Reading Ⅱ<仮>ｍｉｔｅｉ
a10201e114前前期言語文化総合演習Ⅰ<ｄ>安達　太郎 a10202f212前後期言語文化総合演習Ⅵ<ｂ>重松　恵美 a50103e310後期 経済地理学 片岡　裕介
a10201e210前後期言語文化総合演習Ⅱ<ａ>林　久美子 a10202f213前後期言語文化総合演習Ⅵ<ｃ>野村　幸一郎 a50202d150前期 まちづくり論 土井　脩史
a10201e212前後期言語文化総合演習Ⅱ<ｂ>重松　恵美 a10202f214前後期言語文化総合演習Ⅵ<ｄ>安達　太郎 a50203d450後期 建築インテリ設計演Ⅵ<ａ>松本　正富
a10201e213前後期言語文化総合演習Ⅱ<ｃ>野村　幸一郎 a10202f350後前期言語文化総合演習Ⅶ<ａ>重松　恵美 a50203d452後期 建築インテリ設計演Ⅵ<ｂ>政木　哲也
a10201e214前後期言語文化総合演習Ⅱ<ｄ>安達　太郎 a10202f352後前期言語文化総合演習Ⅶ<ｂ>野村　幸一郎 a70103a110前期 看護研究演習Ⅰ 中島　登美子
a10201e350後前期言語文化総合演習Ⅲ<ａ>重松　恵美 a10202f353後前期言語文化総合演習Ⅶ<ｃ>安達　太郎 a90102d550後期 スポーツ医学<Ｚ> 横山　茂樹
a10201e352後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｂ>野村　幸一郎 a10202f354後前期言語文化総合演習Ⅶ<ｄ>林　久美子 a90103a310前期 動作分析学演習 甲斐　義浩
a10201e353後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｃ>安達　太郎 a10202f450後後期言語文化総合演習Ⅷ<ａ>重松　恵美 a90103b550後期 地域理学療法学応用演習 白岩　加代子
a10201e354後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｄ>林　久美子 a10202f452後後期言語文化総合演習Ⅷ<ｂ>野村　幸一郎 ask203e510前期 地歴科教育法Ⅰ 井ノ口　貴史
a10201e450後後期言語文化総合演習Ⅳ<ａ>重松　恵美 a10202f453後後期言語文化総合演習Ⅷ<ｃ>安達　太郎 ask203e650後期 地歴科教育法Ⅱ 井ノ口　貴史
a10201e452後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｂ>野村　幸一郎 a10202f454後後期言語文化総合演習Ⅷ<ｄ>林　久美子
a10201e453後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｃ>安達　太郎 a10302d110前期 古文書学AⅠ古代･中世 野田　泰三
a10201e454後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｄ>林　久美子 a10302d250後期 古文書学AⅡ古代･中世 野田　泰三
a10301d450前期 東洋史概説Ⅱ 今松　泰 a10302f310前期 世界史特講ｃ東アジⅢ 王　衛明
a10301d650後期 西洋史概説Ⅱ 南　直人 a10302f450後期 世界史特講ｄ東アジⅣ 王　衛明
a20101a110前期 研究入門ゼミⅠ（国）<＊Ａ>佐久間　浩司 a10413d250後期 建築遺産研究Ⅱ 登谷　伸宏
a20101a112前期 研究入門ゼミⅠ（国）<＊Ｂ>中井　弘一 a30102i350後期 体育実技<ａ> 新野　守
a20101a113前期 研究入門ゼミⅠ（国）<＊Ｃ>宮崎　裕二 a50102a810後期 救急医学総論Ⅲ<Z> 宮本　尚
a20101a114前期 研究入門ゼミⅠ（国）<＊Ｄ>アンガス　ノーマン a50102d810前期 マーケティング論Ⅰ 今井　まりな
a20101a115前期 研究入門ゼミⅠ（国）<＊Ｅ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ a50102d950後期 マーケティング論Ⅱ 今井　まりな
a20101a250後期 研究入門ゼミⅡ（国）<＊Ａ>佐久間　浩司 a50102h410前期 公共政策論 金武　創
a20101a252後期 研究入門ゼミⅡ（国）<＊Ｂ>中井　弘一 a50202e650後期 観光政策論 金武　創
a20101a253後期 研究入門ゼミⅡ（国）<＊Ｃ>宮崎　裕二 a90102d810後期 スポーツ障害基礎論 横山　茂樹
a20101a254後期 研究入門ゼミⅡ（国）<＊Ｄ>アンガス　ノーマン a90202a410前期 発達心理学Ⅰ 中村　和夫
a20101a255後期 研究入門ゼミⅡ（国）<＊Ｅ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ a90402a810後期 救急医学総論Ⅲ（在宅医療） 宮本　尚
a30101ac50後期 教育原論（初） 森　枝美 aky702d110前期 経済学概論Ⅰ<ａ> 小森　治夫
a30101d210前期 教育心理学（初） 南　憲治
a50101d250後期 会計学入門 河野　充央
a50101e710前期 医療経営入門 髙山　一夫
a50201e910前期 観光学入門 谷口　知司
a70101a810前期 フィジカルアセスメントⅠ 梶谷　佳子
a90101a650後前期リハビリテーション概論 兒玉　隆之
a90101a750後後期保健医療福祉論 窓場　勝之
a90101d110前期 医学概論 宮本　尚
aky401d710前期 中国語Ⅲ 劉　慶
aky401d850後期 中国語Ⅳ 劉　慶
aky401d914前期 韓国語Ⅰ<ｄ> 崔　孝先
aky401e054後期 韓国語Ⅱ<ｄ> 崔　孝先
aky401e512前期 ドイツ語Ⅰ<ｂ> 久下　泰弘
aky401e652後期 ドイツ語Ⅱ<ｂ> 久下　泰弘
aky601f410前期 日本国憲法<ａ> 上出　浩

2h90101g550後期 グループアプローチ特論<Ｍ>中西　龍一 a10202f110前前期言語文化総合演習Ⅴ<ａ>林　久美子 a30102e714前前期保育内容演習（表現）Ⅰ<児>久堀　久美子 a30104a110前期 教育演習Ⅲ<＊ａ> 倉持　祐二
a10201e110前前期言語文化総合演習Ⅰ<ａ>林　久美子 a10202f112前前期言語文化総合演習Ⅴ<ｂ>重松　恵美 a30102e814前後期保育内容演習（表現）Ⅱ<児>久堀　久美子 a30104a112前期 教育演習Ⅲ<＊ｂ> 池田　修
a10201e112前前期言語文化総合演習Ⅰ<ｂ>重松　恵美 a10202f113前前期言語文化総合演習Ⅴ<ｃ>野村　幸一郎 a30103d280後前期教育実習指導（幼稚園）<ａ>一柳　敦子 a30104a113前期 教育演習Ⅲ<＊ｃ> 大久保　恭子
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2a10201e113前前期言語文化総合演習Ⅰ<ｃ>野村　幸一郎 a10202f114前前期言語文化総合演習Ⅴ<ｄ>安達　太郎 a30103d282後前期教育実習指導（幼稚園）<ｂ>太田　みつ枝 a30104a114前期 教育演習Ⅲ<＊ｄ> 佐野　仁美
a10201e114前前期言語文化総合演習Ⅰ<ｄ>安達　太郎 a10202f210前後期言語文化総合演習Ⅵ<ａ>林　久美子 a30103d283後前期教育実習指導（幼稚園）<ｃ>ｍｉｔｅｉ a30104a115前期 教育演習Ⅲ<＊ｅ> 三上　周治
a10201e210前後期言語文化総合演習Ⅱ<ａ>林　久美子 a10202f212前後期言語文化総合演習Ⅵ<ｂ>重松　恵美 a30103d284後前期教育実習指導（幼稚園）<ｄ>杉江　由紀子 a30104a116前期 教育演習Ⅲ<＊ｆ> 長橋　聡
a10201e212前後期言語文化総合演習Ⅱ<ｂ>重松　恵美 a10202f213前後期言語文化総合演習Ⅵ<ｃ>野村　幸一郎 a30103d285後前期教育実習指導（幼稚園）<ｅ>中﨑　あつ子 a30104a120前期 教育演習Ⅲ<＊ｊ> 口野　隆史
a10201e213前後期言語文化総合演習Ⅱ<ｃ>野村　幸一郎 a10202f214前後期言語文化総合演習Ⅵ<ｄ>安達　太郎 a30103d286後前期教育実習指導（幼稚園）<ｆ>山口　陽子 a30104a250後期 教育演習Ⅳ<＊ａ> 倉持　祐二
a10201e214前後期言語文化総合演習Ⅱ<ｄ>安達　太郎 a10202f350後前期言語文化総合演習Ⅶ<ａ>重松　恵美 a30103d287後前期教育実習指導（幼稚園）<ｇ>須藤　智代子 a30104a252後期 教育演習Ⅳ<＊ｂ> 池田　修
a10201e350後前期言語文化総合演習Ⅲ<ａ>重松　恵美 a10202f352後前期言語文化総合演習Ⅶ<ｂ>野村　幸一郎 a30103d288後前期教育実習指導（幼稚園）<ｈ>吉田　裕子 a30104a253後期 教育演習Ⅳ<＊ｃ> 大久保　恭子
a10201e352後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｂ>野村　幸一郎 a10202f353後前期言語文化総合演習Ⅶ<ｃ>安達　太郎 a30103d289後前期教育実習指導（幼稚園）<ｉ>白井　昌子 a30104a254後期 教育演習Ⅳ<＊ｄ> 佐野　仁美
a10201e353後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｃ>安達　太郎 a10202f354後前期言語文化総合演習Ⅶ<ｄ>林　久美子 a30103d290後前期教育実習指導（幼稚園）<ｊ>辻　啓子 a30104a255後期 教育演習Ⅳ<＊ｅ> 三上　周治
a10201e354後前期言語文化総合演習Ⅲ<ｄ>林　久美子 a10202f450後後期言語文化総合演習Ⅷ<ａ>重松　恵美 a30103e410前前期保育実習指導Ⅰ－２<ａ>一柳　敦子 a30104a256後期 教育演習Ⅳ<＊ｆ> 長橋　聡
a10201e450後後期言語文化総合演習Ⅳ<ａ>重松　恵美 a10202f452後後期言語文化総合演習Ⅷ<ｂ>野村　幸一郎 a30103e412前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｂ>太田　みつ枝 a30104a260後期 教育演習Ⅳ<＊ｊ> 口野　隆史
a10201e452後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｂ>野村　幸一郎 a10202f453後後期言語文化総合演習Ⅷ<ｃ>安達　太郎 a30103e413前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｃ>ｍｉｔｅｉ a50201e210前期 まちづくり論入門 土井　脩史
a10201e453後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｃ>安達　太郎 a10202f454後後期言語文化総合演習Ⅷ<ｄ>林　久美子 a30103e414前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｄ>杉江　由紀子 a50201e610前期 都市文化資源論<Z> 木下　達文
a10201e454後後期言語文化総合演習Ⅳ<ｄ>林　久美子 a10412a110前期 歴史遺産学基礎ゼミⅠ<＊Ａ>一瀬　和夫 a30103e415前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｅ>中﨑　あつ子
a10301a310前期 歴史学入門講義 増渕　徹 a10412a112前期 歴史遺産学基礎ゼミⅠ<＊Ｂ>有坂　道子 a30103e416前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｆ>山口　陽子
a10301d250後期 日本史概説Ⅱ 後藤　敦史 a10412a113前期 歴史遺産学基礎ゼミⅠ<＊Ｃ>小林　裕子 a30103e417前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｇ>須藤　智代子
a20101d210前期 英語圏文化論Ａ アンガス　ノーマン a10412a250後期 歴史遺産学基礎ゼミⅡ<＊Ａ>巽　淳一郎 a30103e418前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｈ>吉田　裕子
a20101d410後期 多文化コミュニケーションＡ 北林　利治 a10412a252後期 歴史遺産学基礎ゼミⅡ<＊Ｂ>有坂　道子 a30103e419前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｉ>白井　昌子
a30101e650後期 発達心理学 南　憲治 a10412a253後期 歴史遺産学基礎ゼミⅡ<＊Ｃ>登谷　伸宏 a30103e420前前期保育実習指導Ⅰ－２<ｊ>辻　啓子
a50101a710前期 救急医学総論Ⅰ<Z> 夏目　美樹 a30102d652後期 教科教育法（算数）<ｂ>西村　徳寿 a30203f012前期 English Workshop Ⅰ<ｂ>高田　悦子
a50101a850後期 救急医学総論Ⅱ<Z> 夏目　美樹 a30102i352後期 体育実技<ｂ> 新野　守 a30203f099前期 English Workshop Ⅰ<仮>ｍｉｔｅｉ
a50101e010前期 経営学入門 松石　泰彦 a30202a312前期 Listening Ⅴ<ｂ> 浅井　雅志 a30203f212後期 English Workshop Ⅲ<ｂ>高田　悦子
a50101f250後期 解剖生理学 宮本　尚 a50102b010前期 救急症候学Ⅱ<Z> 久保山　一敏 a30203f299後期 English Workshop Ⅲ<仮>ｍｉｔｅｉ
a70101a810前期 フィジカルアセスメントⅠ 林正　健二 a50102e910前期 医療政策論 髙山　一夫 a50103d610後期 組織とメンタルヘルス 香坂　千佳子
a90101a650後前期リハビリテーション概論 兒玉　隆之 a50102j110後期 産業論Ⅲ 杉浦　昌 a50203d450後期 建築インテリ設計演Ⅵ<ａ>松本　正富
a90101a750後後期保健医療福祉論 窓場　勝之 a50202e510後期 都市建築文化史Ⅱ 伊藤　健一 a50203d452後期 建築インテリ設計演Ⅵ<ｂ>政木　哲也
a90201f050後期 パーソナリティ心理学Ⅰ 大久保　千惠 a70102a150後期 国際看護学Ⅰ 竹下　夏美 a50203e110後期 パフォーミングアーツ演習 岡村　宏懇
a90401a710前期 救急医学総論Ⅰ（救命士の使命） 夏目　美樹 a70102d310前期 養護概説 佐藤　浩子 a50203e310前期 文化資源デザイン論 木下　達文
a90401a850後期 救急医学総論Ⅱ（体制①） 夏目　美樹 a90102c510前期 発達障害基礎論 崎田　正博 a70103a310前期 看護教育学Ⅰ 梶谷　佳子
aks301a121前期 情報処理演習Ⅰ<ｋ> 小西　康子 a90102d810後期 スポーツ障害基礎論 横山　茂樹 a90102a950前期 小児科学（理学）<Ｚ> 崎田　正博
aks301a122前期 情報処理演習Ⅰ<ｌ> 井上　薫 a90202e210前期 実験心理学 上北　朋子 a90102d550後期 スポーツ医学<Ｚ> 横山　茂樹
aks301a261後期 情報処理演習Ⅱ<ｋ> 小西　康子 a90202f950後期 教育心理学（心理） 中村　和夫 a90103b550後期 地域理学療法学応用演習 白岩　加代子
aks301a262後期 情報処理演習Ⅱ<ｌ> 井上　薫 a90402b110前期 救急症候学Ⅱ（外傷②） 久保山　一敏 a90103d710前期 老年期障害理学療法学演習 白岩　加代子
aky301d436前期 数学演習Ⅰ<ｄ> 白井　安夫 aks402d310前期 日本事情Ⅲ<ａ> 佐野　裕子 a90203e010前期 犯罪心理学 ジェイムス　朋子
aky301d576後期 数学演習Ⅱ<ｄ> 白井　安夫 aks402d450後期 日本事情Ⅳ <ａ> 佐野　裕子 a90203e510後期 環境心理学 太子　のぞみ
aky401d514前期 中国語Ⅰ<ｄ> 劉　慶 aky702d112前期 経済学概論Ⅰ<ｂ> 小森　治夫 ask102e113後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ａ>一柳　敦子
aky401d515後期 中国語Ⅰ<ｅ> 蒲　豊彦 aky702d250後期 経済学概論Ⅱ 小森　治夫 ask102e113前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ａ>一柳　敦子
aky401d652後期 中国語Ⅱ<ｂ> 劉　慶 ask102e114前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｂ>太田　みつ枝
aky401d653前期 中国語Ⅱ<ｃ> 岩本　真利絵 ask102e114後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｂ>太田　みつ枝
aky401d913前期 韓国語Ⅰ<ｃ> 崔　孝先 ask102e115後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｃ>ｍｉｔｅｉ
aky401e053後期 韓国語Ⅱ<ｃ> 崔　孝先 ask102e115前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｃ>ｍｉｔｅｉ
aky401e110前期 韓国語Ⅲ 朴　惠貞 ask102e116後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｄ>杉江　由紀子
aky401e250後期 韓国語Ⅳ 朴　惠貞 ask102e116前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｄ>杉江　由紀子
aky401e310前期 フランス語Ⅰ 志賀　亮一 ask102e117前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｅ>中﨑　あつ子
aky401e450後期 フランス語Ⅱ 志賀　亮一 ask102e117後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｅ>中﨑　あつ子
aky401e510前期 ドイツ語Ⅰ<ａ> 久下　泰弘 ask102e118後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｆ>山口　陽子
aky401e650後期 ドイツ語Ⅱ<ａ> 久下　泰弘 ask102e118前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｆ>山口　陽子
aky601f412前期 日本国憲法<ｂ> 上出　浩 ask102e119後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｇ>須藤　智代子

ask102e119前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｇ>須藤　智代子
ask102e120後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｈ>吉田　裕子
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2 ask102e120前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｈ>吉田　裕子

ask102e121前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｉ>白井　昌子
ask102e121後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｉ>白井　昌子
ask102e122後後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｊ>辻　啓子
ask102e122前後期教職･保育職教養講義Ⅰ<幼ｊ>辻　啓子
ask203e910前期 生徒・進路指導 井ノ口　貴史

3h90101e910前期 パーソナリティ心理学特論<Ｍ>ジェイムス　朋子 a10302f710前期 世界史特講ｇ中西アⅢ 宮本　純二 a10203a110前期 日本語日本文学演習Ⅰ<＊ａ>福嶋　昭治 a10204a110前期 日本語日本文学演習Ⅲ<＊ａ>福嶋　昭治
a10201e510後期 産業文化論 増渕　徹 a10302f850後期 世界史特講ｈ中西アⅣ 宮本　純二 a10203a112前期 日本語日本文学演習Ⅰ<＊ｂ>林　久美子 a10204a112前期 日本語日本文学演習Ⅲ<＊ｂ>林　久美子
a10411d910前期 世界遺産論 池島　憲一 a10302g610前期 地誌 中西　和子 a10203a113前期 日本語日本文学演習Ⅰ<＊ｃ>重松　恵美 a10204a250後期 日本語日本文学演習Ⅳ<＊ａ>福嶋　昭治
a20101a315前期 EAP Ⅰ<ｅ> マルヴィー　アラン a30102ac10前期 基礎演習Ⅰ<＊Ａ> 芦名　猛夫 a10203a114前期 日本語日本文学演習Ⅰ<＊ｄ>野村　幸一郎 a10204a252後期 日本語日本文学演習Ⅳ<＊ｂ>林　久美子
a20101a316前期 EAP Ⅰ<ｆ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a30102ac12前期 基礎演習Ⅰ<＊Ｂ> 森　枝美 a10203a115前期 日本語日本文学演習Ⅰ<＊ｅ>安達　太郎 a50101d150前期 現代企業論<Z> 平尾　毅
a20101a317前期 EAP Ⅰ<ｇ> 大久保　友博 a30102ac13前期 基礎演習Ⅰ<＊Ｃ> 大久保　恭子 a10203a250後期 日本語日本文学演習Ⅱ<＊ａ>福嶋　昭治 a50102f350後期 サプライ・チェーン<Z>平尾　毅
a20101a555後期 EAP Ⅱ<ｅ> マルヴィー　アラン a30102ac14前期 基礎演習Ⅰ<＊Ｄ> 佐野　仁美 a10203a252後期 日本語日本文学演習Ⅱ<＊ｂ>林　久美子 a50203d250後期 測量実習 五十川　伸矢
a20101a556後期 EAP Ⅱ<ｆ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a30102ac15前期 基礎演習Ⅰ<＊Ｅ> 西村　徳寿 a10203a253後期 日本語日本文学演習Ⅱ<＊ｃ>重松　恵美
a20101a557後期 EAP Ⅱ<ｇ> 大久保　友博 a30102ac16前期 基礎演習Ⅰ<＊Ｆ> 青木　美智子 a10203a254後期 日本語日本文学演習Ⅱ<＊ｄ>野村　幸一郎
a30102e710後前期保育内容演習（表現）Ⅰ<幼Ａ>久堀　久美子 a30102ac17前期 基礎演習Ⅰ<＊Ｇ> 南　憲治 a10203a255後期 日本語日本文学演習Ⅱ<＊ｅ>安達　太郎
a30102e810後後期保育内容演習（表現）Ⅱ<幼Ａ>久堀　久美子 a30102ad50後期 基礎演習Ⅱ<＊Ａ> 芦名　猛夫 a10413a110前期 歴史遺産学演習Ⅰ<＊ａ>一瀬　和夫
a50101e312後前期簿記演習Ⅰ<ｂ> 藤原　智緒 a30102ad52後期 基礎演習Ⅱ<＊Ｂ> 森　枝美 a10413a112前期 歴史遺産学演習Ⅰ<＊ｂ>巽　淳一郎
a50101e452後後期簿記演習Ⅱ<ｂ> 藤原　智緒 a30102ad53後期 基礎演習Ⅱ<＊Ｃ> 大久保　恭子 a10413a113前期 歴史遺産学演習Ⅰ<＊ｃ>小林　裕子
a50101f050後期 経済と経営の歴史 松石　泰彦 a30102ad54後期 基礎演習Ⅱ<＊Ｄ> 佐野　仁美 a10413a114前期 歴史遺産学演習Ⅰ<＊ｄ>有坂　道子
a50102f510後期 インターンシップ（現ビ）<ａ>篭田　彰宏 a30102ad55後期 基礎演習Ⅱ<＊Ｅ> 西村　徳寿 a10413a250後期 歴史遺産学演習Ⅱ<＊ａ>一瀬　和夫
a50201d210前期 建築インテリ設計演Ⅰ<ａ>近藤　康子 a30102ad56後期 基礎演習Ⅱ<＊Ｆ> 長橋　聡 a10413a252後期 歴史遺産学演習Ⅱ<＊ｂ>巽　淳一郎
a50201d212前期 建築インテリ設計演Ⅰ<ｂ>半海　宏一 a30102ad57後期 基礎演習Ⅱ<＊Ｇ> 森本　美絵 a10413a253後期 歴史遺産学演習Ⅱ<＊ｃ>小林　裕子
a50201d213前期 建築インテリ設計演Ⅰ<ｃ>伊藤　健一 a30202d150後期 地域文化研究Ⅰ 浅井　雅志 a10413a254後期 歴史遺産学演習Ⅱ<＊ｄ>有坂　道子
a50201d350後期 建築インテリ設計演Ⅱ<ａ>半海　宏一 a50101b110通年 救急救命実習Ⅱ<Z> 関根　和弘 a30102g210前期 教科教育法（生活）<ａ>三上　周治
a50201d352後期 建築インテリ設計演Ⅱ<ｂ>伊藤　健一 a50101e950前期 現代企業論Ⅰ 平尾　毅 a30203a110前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ<＊Ａ>佐久間　浩司
a50201d353後期 建築インテリ設計演Ⅱ<ｃ>福田　浩明 a50102e850後期 広告とマスメディア 今井　まりな a30203a112前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ<＊Ｂ>中井　弘一
a50201e350後期 観光文化論 金武　創 a50201d412前期 CAD演習Ⅰ<ｂ> 中山　大介 a30203a113前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ<＊Ｃ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ
a70101a910後期 フィジカルアセスメントⅡ 梶谷　佳子 a90102b850前期 運動療法学 甲斐　義浩 a30203a114前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ<＊Ｄ>宮崎　裕二
aks301a123前期 情報処理演習Ⅰ<ｍ> 小西　康子 a90201b450前期 臨床心理学Ⅱ 中西　龍一 a30203a115前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ<＊Ｅ>弥永　啓子
aks301a124前期 情報処理演習Ⅰ<ｎ> 井上　薫 a90202d510前期 心理学研究法Ⅱ（質的調査） 中村　和夫 a30203a250後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ<＊Ａ>佐久間　浩司
aks301a263後期 情報処理演習Ⅱ<ｍ> 小西　康子 a90202e350後期 行動分析学 上北　朋子 a30203a252後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ<＊Ｂ>中井　弘一
aks301a264後期 情報処理演習Ⅱ<ｎ> 井上　薫 a90402b310通年 救急救命実習Ⅱ 関根　和弘 a30203a253後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ<＊Ｃ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ
aky301d433前期 数学演習Ⅰ<ａ> 青木　寛史 aks102a113前期 キャリアCOMⅠ<ｃ> 吉田　真知子 a30203a254後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ<＊Ｄ>宮崎　裕二
aky401d250前期 異文化COM論(人文）<ａ>岩本　真利絵 aks102a253後期 キャリアCOMⅡ<ｃ> 吉田　真知子 a30203a255後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ<＊Ｅ>弥永　啓子
aky401d513前期 中国語Ⅰ<ｃ> 劉　慶 aks402d312前期 日本事情Ⅲ<ｂ> 佐野　裕子 a50103a350前期 薬理学（救急）<Z> 天野　博夫
aky401d650後期 中国語Ⅱ<ａ> 劉　慶 aks402d452後期 日本事情Ⅳ <ｂ> 佐野　裕子 a50103d510後期 ロジスティクス論 平尾　毅
aky401d912前期 韓国語Ⅰ<ｂ> 朴　惠貞 a50103e610前期 情報セキュリティ論 杉浦　昌
aky401e052後期 韓国語Ⅱ<ｂ> 朴　惠貞 a50203d750後期 建築材料 河野　良平
aky701d510前期 社会学概論Ⅰ<ａ> 松田　いりあ a90103a250後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ａ>村田　伸
aky701d650後期 社会学概論Ⅱ 松田　いりあ a90103a252後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｂ>堀江　淳
aky801d650後期 スポーツコースⅡ<ａ> 新野　守 a90103a253後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｃ>白岩　加代子
ask101d110前期 キャリア開発講座Ⅰ<ａ>山脇　康彦 a90103a254後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｄ>安彦　鉄平
ask102d710後期 インターンシップＡ<ａ>篭田　彰宏 a90103a255後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｅ>横山　茂樹
ask401d350後期 博物館情報・メディア論 木下　達文 a90103a256後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｆ>甲斐　義浩

a90103a257後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｇ>松尾　奈々
a90103a258後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｈ>宮﨑　純弥
a90103a259後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｉ>濱出　茂治
a90103a260後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｊ>崎田　正博
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3 a90103a261後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｋ>兒玉　隆之

a90103a262後期 理学療法研究法Ⅱ<＊ｌ>小田桐　匡
a90103a510前期 物理療法学演習<3回生>濱出　茂治
a90203d550後期 英書講読 ジェイムス　朋子

4a10201d850後期 漢文学Ⅱ 蒲　豊彦 a10302e710前期 近現代史特講ａ日本 後藤　敦史 a10302d510前期 出土文字資料論Ⅰ<Ｚ> 増渕　徹 a10204a113前期 日本語日本文学演習Ⅲ<＊ｃ>重松　恵美
a10201d910前期 篆刻Ⅰ 小早川　修治 a10302f110後期 世界史特講ａ東アジⅠ 米田　健志 a10413a310前期 歴史遺産学実習Ⅲ<ａ> 一瀬　和夫 a10204a114前期 日本語日本文学演習Ⅲ<＊ｄ>野村　幸一郎
a10201e050後期 篆刻Ⅱ 小早川　修治 a10302i410前期 出土文字資料論 増渕　徹 a10413a312前期 歴史遺産学実習Ⅲ<ｂ> 小林　裕子 a10204a115前期 日本語日本文学演習Ⅲ<＊ｅ>安達　太郎
a10301d510前期 西洋史概説Ⅰ 佐藤　専次 a30101e314前期 音楽演習Ⅱ<児ａ> 阿部　真子 a10413a313前期 歴史遺産学実習Ⅲ<ｃ> 巽　淳一郎 a10204a253後期 日本語日本文学演習Ⅳ<＊ｃ>重松　恵美
a10411d710前期 民俗学Ⅰ<Ｚ> 鹿谷　勲 a30102d750後期 教科教育法（理科）<ａ>三上　周治 a10413a314前期 歴史遺産学実習Ⅲ<ｄ> 有坂　道子 a10204a254後期 日本語日本文学演習Ⅳ<＊ｄ>野村　幸一郎
a10411e510前期 民俗学 鹿谷　勲 a30102d852後期 教科教育法（音楽）<ｂ>佐野　仁美 a10413a450後期 歴史遺産学実習Ⅳ<ａ> 一瀬　和夫 a10204a255後期 日本語日本文学演習Ⅳ<＊ｅ>安達　太郎
a20101a310前期 EAP Ⅰ<ａ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a30102h610前期 保育の心理学<ａ> 長橋　聡 a10413a452後期 歴史遺産学実習Ⅳ<ｂ> 小林　裕子 a30102g810前期 教育相談（初） 芦名　猛夫
a20101a312前期 EAP Ⅰ<ｂ> マルヴィー　アラン a30102i050後前期保育実習指導Ⅰ－１<ａ>一柳　敦子 a10413a453後期 歴史遺産学実習Ⅳ<ｃ> 巽　淳一郎 a30104d150後期 教職実践演習（初等）<初ａ>西村　徳寿
a20101a313前期 EAP Ⅰ<ｃ> 大久保　友博 a30102i052後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｂ>太田　みつ枝 a10413a454後期 歴史遺産学実習Ⅳ<ｄ> 有坂　道子 a30104d154後期 教職実践演習（初等）<幼ａ>青木　美智子
a20101a314前期 EAP Ⅰ<ｄ> タット　クリスティナ a30102i053後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｃ>ｍｉｔｅｉ a30102g212前期 教科教育法（生活）<ｂ>三上　周治 a30204a110前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅲ<＊Ａ>アンガス　ノーマン
a20101a550後期 EAP Ⅱ<ａ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a30102i054後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｄ>杉江　由紀子 a50103d910前期 財務管理論 河野　充央 a30204a112前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅲ<＊Ｂ>浅井　雅志
a20101a552後期 EAP Ⅱ<ｂ> マルヴィー　アラン a30102i055後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｅ>中﨑　あつ子 a90103a110前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ａ>村田　伸 a30204a113前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅲ<＊Ｃ>北林　利治
a20101a553後期 EAP Ⅱ<ｃ> 大久保　友博 a30102i056後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｆ>山口　陽子 a90103a112前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｂ>堀江　淳 a30204a114前期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅲ<＊Ｄ>弥永　啓子
a20101a554後期 EAP Ⅱ<ｄ> タット　クリスティナ a30102i057後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｇ>須藤　智代子 a90103a113前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｃ>白岩　加代子 a30204a250後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅳ<＊Ａ>アンガス　ノーマン
a30102e712後前期保育内容演習（表現）Ⅰ<幼Ｂ>久堀　久美子 a30102i058後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｈ>吉田　裕子 a90103a114前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｄ>安彦　鉄平 a30204a252後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅳ<＊Ｂ>浅井　雅志
a30102e812後後期保育内容演習（表現）Ⅱ<幼Ｂ>久堀　久美子 a30102i059後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｉ>白井　昌子 a90103a115前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｅ>横山　茂樹 a30204a253後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅳ<＊Ｃ>北林　利治
a50101e312後前期簿記演習Ⅰ<ｂ> 藤原　智緒 a30102i060後前期保育実習指導Ⅰ－１<ｊ>辻　啓子 a90103a116前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｆ>甲斐　義浩 a30204a254後期 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅳ<＊Ｄ>弥永　啓子
a50101e452後後期簿記演習Ⅱ<ｂ> 藤原　智緒 a30102i250後後期保育実習指導Ⅱ<ａ> 一柳　敦子 a90103a117前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｇ>松尾　奈々 a50201e150後期 観光資源論Ⅱ<Z> 谷口　知司
a50101g510後期 情報処理基礎実習 加藤　諒 a30102i252後後期保育実習指導Ⅱ<ｂ> 太田　みつ枝 a90103a118前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｈ>宮﨑　純弥 a50203d250後期 測量実習 五十川　伸矢
a50102f512後期 インターンシップ（現ビ）<ｂ>篭田　彰宏 a30102i253後後期保育実習指導Ⅱ<ｃ> ｍｉｔｅｉ a90103a119前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｉ>濱出　茂治 a90204d112前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｂ>中村　和夫
a50201d210前期 建築インテリ設計演Ⅰ<ａ>近藤　康子 a30102i254後後期保育実習指導Ⅱ<ｄ> 杉江　由紀子 a90103a120前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｊ>崎田　正博 a90204d119前期 卒業研究Ⅱ（心）<＊ｉ>上北　朋子
a50201d212前期 建築インテリ設計演Ⅰ<ｂ>半海　宏一 a30102i255後後期保育実習指導Ⅱ<ｅ> 中﨑　あつ子 a90103a121前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｋ>兒玉　隆之 a90204d252後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｂ>中村　和夫
a50201d213前期 建築インテリ設計演Ⅰ<ｃ>伊藤　健一 a30102i256後後期保育実習指導Ⅱ<ｆ> 山口　陽子 a90103a122前期 理学療法研究法Ⅰ<＊ｌ>小田桐　匡 a90204d259後期 卒業研究Ⅲ（心）<＊ｉ>上北　朋子
a50201d350後期 建築インテリ設計演Ⅱ<ａ>半海　宏一 a30102i257後後期保育実習指導Ⅱ<ｇ> 須藤　智代子 a90103a750後期 義肢装具学演習 横山　茂樹
a50201d352後期 建築インテリ設計演Ⅱ<ｂ>伊藤　健一 a30102i258後後期保育実習指導Ⅱ<ｈ> 吉田　裕子 a90203d257後期 卒業研究Ⅰ（心）<＊ｇ>ジェイムス　朋子
a50201d353後期 建築インテリ設計演Ⅱ<ｃ>福田　浩明 a30102i259後後期保育実習指導Ⅱ<ｉ> 白井　昌子 ask103e014前期 キャリア開発研究Ⅰ<救急>山﨑　将文
a50201f150後期 観光資源論Ⅱ（国外） 谷口　知司 a30102i260後後期保育実習指導Ⅱ<ｊ> 辻　啓子
a70101a910後後期フィジカルアセスメントⅡ 川上　ゆかり a30102i713前前期幼児体育指導法Ⅰ<幼Ｃ>口野　隆史
a70101a910後前期フィジカルアセスメントⅡ 天野　博夫 a30102i853前後期幼児体育指導法Ⅱ<幼Ｃ>口野　隆史
a90101a210前期 人体の構造と機能演習Ⅰ 林正　健二 a30202a510前期 Writing & A P Ⅲ<ａ> 宮崎　裕二
a90102a410後期 運動生理学演習 甲斐　義浩 a30202a513前期 Writing & A P Ⅲ<ｃ> 高田　悦子
a90201e412後期 高齢者のヘルスプロモーション 重森　健太 a30202b350後期 English CⅣ（英） 高田　悦子
aks301a125前期 情報処理演習Ⅰ<ｏ> 小西　康子 a50101b110通年 救急救命実習Ⅱ<Z> 関根　和弘
aks301a126前期 情報処理演習Ⅰ<ｐ> 井上　薫 a50103d310後期 管理会計論 河野　充央
aks301a265後期 情報処理演習Ⅱ<ｏ> 小西　康子 a50201d412前期 CAD演習Ⅰ<ｂ> 中山　大介
aks301a266後期 情報処理演習Ⅱ<ｐ> 井上　薫 a90102d450後期 画像診断学 甲斐　義浩
aky301d434前期 数学演習Ⅰ<ｂ> 青木　寛史 a90202e410前期 パーソナリティ心理学Ⅱ 井上　裕樹
aky401d252前期 異文化COM論(人文）<ｂ>岩本　真利絵 a90202g910後期 社会調査法（社会心理調査） 藤原　勇
aky401d910前期 韓国語Ⅰ<ａ> 朴　惠貞 a90402b310通年 救急救命実習Ⅱ 関根　和弘
aky401e050後期 韓国語Ⅱ<ａ> 朴　惠貞 aks102a114前期 キャリアCOMⅠ<ｄ> 吉田　真知子
aky601f712前期 政治学概論Ⅰ<ｂ> 田代　和也 aks102a254後期 キャリアCOMⅡ<ｄ> 吉田　真知子
aky601f852後期 政治学概論Ⅱ<ｂ> 田代　和也 ask302d110後期 図書館制度・経営論<ａ>明定　義人
aky701d512前期 社会学概論Ⅰ<ｂ> 松田　いりあ
aky801d652後期 スポーツコースⅡ<ｂ> 新野　守
aky901e050前期 地球環境論<ａ> 南　聡一郎
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4aky901e350後期 地理学概論 中西　和子
ask101d112前期 キャリア開発講座Ⅰ<ｂ>山脇　康彦
ask102d712後期 インターンシップＡ<ｂ>篭田　彰宏
ask301d210前期 図書館概論<ａ> 明定　義人

5a10301d310後期 東洋史概説Ⅰ 米田　健志 a10302e310前期 日本史特講ｅ近世史 尾下　成敏 a10413d510前期 古都学Ⅰ 巽　淳一郎 a50102d610前期 経営情報システム論<Z>片岡　裕介
a30101d954後期 絵画・工芸演習<児ａ> 芦田　風馬 a10302e450後期 日本史特講ｆ近世史 尾下　成敏 a90102b210前期 神経内科学<Ｚ> 兒玉　隆之
a30102e713後前期保育内容演習（表現）Ⅰ<幼Ｃ>久堀　久美子 a10302h010後期 外書研究ｃ 松浦　京子 a90103a750後期 義肢装具学演習 横山　茂樹
a30102e813後後期保育内容演習（表現）Ⅱ<幼Ｃ>久堀　久美子 a30101e315前期 音楽演習Ⅱ<児ｂ> 阿部　真子 ask203d510前期 国語科教育法Ⅰ 池田　修
a50101g510後期 情報処理基礎実習 加藤　諒 a30102d752後期 教科教育法（理科）<ｂ>三上　周治 ask203d650後期 国語科教育法Ⅱ 池田　修
a90102a410後期 運動生理学演習 甲斐　義浩 a30102d850後期 教科教育法（音楽）<ａ>佐野　仁美
aks301a127前期 情報処理演習Ⅰ<ｑ> 味田　治子 a30102h612前期 保育の心理学<ｂ> 長橋　聡
aks301a128前期 情報処理演習Ⅰ<ｒ> 井上　薫 a30102i353後期 体育実技<ｃ> 新野　守
aks301a267後期 情報処理演習Ⅱ<ｑ> 小西　康子 a30102i710前前期幼児体育指導法Ⅰ<幼Ａ>口野　隆史
aks301a268後期 情報処理演習Ⅱ<ｒ> 井上　薫 a30102i850前後期幼児体育指導法Ⅱ<幼Ａ>口野　隆史
aky301d310前期 情報社会論<ａ> 杉浦　昌 a50101b110通年 救急救命実習Ⅱ<Z> 関根　和弘
aky601f650後期 法学概論Ⅱ<ａ> 山﨑　将文 a50102f050後期 医療経済論 髙山　一夫
aky801d714前期 スポーツコースⅢ<ラクト>佐々木　雅人 a50102h910前期 経営情報論 片岡　裕介
aky801d854後期 スポーツコースⅣ<ラクト>佐々木　雅人 a50201d413前期 CAD演習Ⅰ<ｃ> 中山　大介
aky901e052前期 地球環境論<ｂ> 南　聡一郎 a50202d750後期 都市計画論 土井　脩史
ask201d250前期 教育心理学<ａ> 南　憲治 a50202g050後期 展示デザイン論 木下　達文
ask301d212前期 図書館概論<ｂ> 明定　義人 a90102c810前期 神経障害基礎論 兒玉　隆之

a90102d450後期 画像診断学 甲斐　義浩
a90202e710前期 カウンセリング 大久保　千惠
a90402b310通年 救急救命実習Ⅱ 関根　和弘
ask102d450後期 キャリア開発演習Ⅳ<Ｇａ>篭田　彰宏
ask302d112後期 図書館制度・経営論<ｂ>明定　義人
ask402d450後期 博物館展示論 木下　達文

6h90101d510前期 脳科学特論<Ｍ> 久保山　哲彦 a50201d413前期 CAD演習Ⅰ<ｃ> 中山　大介
h90101e250後期 発達障害特論<Ｍ> 大久保　千惠
a30101d955後期 絵画・工芸演習<児ｂ> 芦田　風馬
aky801d413前期 体育理論<ｃ> 新野　守
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1h90101g250後期 ロールシャッハ事例研究<Ｍ>日比野　英子 a30102d510前期 教育方法論（初） 梅本　裕 a10302d710前期 古文書学CⅠ近世<Ｚ> 牧　知宏 a50101b310前期 救急救命実習Ⅳ 夏目　美樹
a10201a510前期 書法Ⅲ<＊ａ> 橋本　二三 a50102a650後期 救急の検査<Z> 西本　泰久 a30102e954後前期保育内容演習（健康）Ⅰ<児>田中　真紀 a50102e150前期 産業論Ⅰ（コンテンツ産業）<Z>吉田　秀和
a10201a650後期 書法Ⅳ<＊ａ> 橋本　二三 a50102h110前期 産業論Ⅰ 吉田　秀和 a30102f054後後期保育内容演習（健康）Ⅱ<児>田中　真紀 a50201e550後期 文化プロデュース入門Ⅱ 小辻　寿規
a10411e450後期 西洋美術史 河上　眞理 a50102j410後期 プログラミング論 加藤　諒 a50203d510前期 住宅計画 土井　脩史
a20101a310前期 EAP Ⅰ<ａ> マルヴィー　アラン a50202f550後期 観光法規・経営論 福井　弘幸 a90103d350後期 内部障害系理学療法学応用演習 堀江　淳
a20101a312前期 EAP Ⅰ<ｂ> タット　クリスティナ a90202a155前期 心理学実験演習Ⅱ<ｅ> 上北　朋子
a20101a313前期 EAP Ⅰ<ｃ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a90202a156前期 心理学実験演習Ⅱ<ｆ> 上北　朋子
a20101a314前期 EAP Ⅰ<ｄ> 弥永　啓子 a90202a157前期 心理学実験演習Ⅱ<ｇ> 細谷　周史
a20101a315前期 EAP Ⅰ<ｅ> 西村　友美 a90202a158前期 心理学実験演習Ⅱ<h>藤原　勇
a20101a316前期 EAP Ⅰ<ｆ> ドール　モーガン a90202a159前期 心理学実験演習Ⅱ<Ra>上北　朋子
a20101a317前期 EAP Ⅰ<ｇ> ドン　ツァオ a90202a160前期 心理学実験演習Ⅱ<Rb>上北　朋子
a20101a550後期 EAP Ⅱ<ａ> マルヴィー　アラン a90402a610後期 救急の検査 西本　泰久
a20101a552後期 EAP Ⅱ<ｂ> タット　クリスティナ aks402d110前期 日本語Ⅲ <ａ> 取屋　淳子
a20101a553後期 EAP Ⅱ<ｃ> ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ aks402d112前期 日本語Ⅲ <ｂ> 中川　裕子
a20101a554後期 EAP Ⅱ<ｄ> 弥永　啓子 aks402d250後期 日本語Ⅳ <ａ> 取屋　淳子
a20101a555後期 EAP Ⅱ<ｅ> 西村　友美 aks402d252後期 日本語Ⅳ <ｂ> 中川　裕子
a20101a556後期 EAP Ⅱ<ｆ> ドール　モーガン aky602d550前期 行政学 小暮　宣雄
a20101a557後期 EAP Ⅱ<ｇ> ドン　ツァオ ask102e310前期 産業心理学 永野　光朗
a30101d510前期 美術概論 大久保　恭子 ask202d450後期 教育方法論 梅本　裕
a90101a450後期 運動学 甲斐　義浩 ask202d510前期 教育相談 芦名　猛夫
a90201a950後期 心理学実験演習Ⅰ<ａ> 細谷　周史 ask302d710前期 児童サービス論<ａ> 明定　義人
a90201a952後期 心理学実験演習Ⅰ<ｂ> 藤原　勇
a90201a953後期 心理学実験演習Ⅰ<ｃ> 上北　朋子
a90201a954後期 心理学実験演習Ⅰ<ｄ> 上北　朋子
aks201a224前期 英語ⅠB<ｎ> 日高　周平
aks201a225前期 英語ⅠB<ｏ> 占部　幹也
aks201a226前期 英語ⅠB<ｐ> 松村　優子
aks201a227前期 英語ⅠB<ｑ> クーラン　コーリ
aks201a228前期 英語ⅠB<ｒ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ
aks201a229前期 英語ⅠB<ｓ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
aks201a230前期 英語ⅠB<ｔ> 田中　美和子
aks201a231前期 英語ⅠB<ｕ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ
aks201a232前期 英語ⅠB<ｖ> 高居　佐紀
aks201a233前期 英語ⅠB<ｗ> 川口　玲子
aks201a234前期 英語ⅠB<ｘ> スミス　ジョン
aks201a235前期 英語ⅠB<ｙ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ
aks201a236前期 英語ⅠB<ｚ> ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ
aks201a464後期 英語ⅡB<ｎ> 日高　周平
aks201a465後期 英語ⅡB<ｏ> 占部　幹也
aks201a466後期 英語ⅡB<ｐ> 松村　優子
aks201a467後期 英語ⅡB<ｑ> クーラン　コーリ
aks201a468後期 英語ⅡB<ｒ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ
aks201a469後期 英語ⅡB<ｓ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
aks201a470後期 英語ⅡB<ｔ> 田中　美和子
aks201a471後期 英語ⅡB<ｕ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ
aks201a472後期 英語ⅡB<ｖ> 高居　佐紀
aks201a473後期 英語ⅡB<ｗ> 川口　玲子
aks201a474後期 英語ⅡB<ｘ> スミス　ジョン
aks201a475後期 英語ⅡB<ｙ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ
aks201a476後期 英語ⅡB<ｚ> ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ
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1aks201a498後期 英語ⅡB<金１> ｍｉｔｅｉ
aky201d210前期 哲学概論<ａ> 安部　彰
aky301d110前期 言語コミ論<ａ> 佐野　裕子
aky301d112後期 言語コミ論<ｂ> 佐野　裕子
aky801d110前期 健康に生きるⅠ 堀　妙子

2h90101g350後期 分析心理学特論<Ｍ> 松下　幸治 a10202a110前期 基礎演習Ⅰ（日）<＊Ａ>林　久美子 a10203e850後期 書論特講ｂ 谷川　雅夫 a30104d153後期 教職実践演習（初等）<初ｃ>芦名　猛夫
a20101a310前期 EAP Ⅰ<ａ> 西村　友美 a10202a112前期 基礎演習Ⅰ（日）<＊Ｂ>安達　太郎 a10413d650後期 古都学Ⅱ 前田　義明 a50101b310前期 救急救命実習Ⅳ 夏目　美樹
a20101a312前期 EAP Ⅰ<ｂ> タット　クリスティナ a10202a113前期 基礎演習Ⅰ（日）<＊Ｃ>重松　恵美 a30103d710前期 表現教育論 大久保　恭子 a50201e010前期 観光資源論Ⅰ<Z> 福井　弘幸
a20101a313前期 EAP Ⅰ<ｃ> ドン　ツァオ a10202a250後期 基礎演習Ⅱ（日）<＊Ａ>安達　太郎 a30103e350後期 家庭支援論 古橋　紗人子 a50202f150後期 まちづくりデザイン論 土井　脩史
a20101a314前期 EAP Ⅰ<ｄ> ドール　モーガン a10202a252後期 基礎演習Ⅱ（日）<＊Ｂ>重松　恵美 a90103d110前期 運動器障害系理学療法学応用演習 宮﨑　純弥
a20101a550後期 EAP Ⅱ<ａ> 西村　友美 a10202a253後期 基礎演習Ⅱ（日）<＊Ｃ>林　久美子 a90103d350後期 内部障害系理学療法学応用演習 堀江　淳
a20101a552後期 EAP Ⅱ<ｂ> タット　クリスティナ a10302e910前期 近現代史特講ｃ世界 爲政　雅代 a90203d810前期 心理的援助論A 菱田　一仁
a20101a553後期 EAP Ⅱ<ｃ> ドン　ツァオ a10302f050後期 近現代史特講ｄ世界 水田　大紀 ask102e410前期 広告と消費の心理学 前田　洋光
a20101a554後期 EAP Ⅱ<ｄ> ドール　モーガン a10412d650後期 美術工芸史研究Ⅱ 大久保　恭子
a50201d110前期 造形基礎 富家　大器 a10413d410前期 歴史遺産研究Ⅱ 中村　千枝子
a50201f010前期 観光資源論Ⅰ（国内） 福井　弘幸 a30102d310前期 道徳教育の理論と方法（初） 岩本　賢治
a70101a110前期 看護学原論Ⅰ 梶谷　佳子 a30102e953後前期保育内容演習（健康）Ⅰ<幼Ｃ>口野　隆史
a70101a250後後期災害看護学Ⅰ 野島　敬祐 a30102f053後後期保育内容演習（健康）Ⅱ<幼Ｃ>口野　隆史
a70101b350後前期家族看護学 河原　宣子 a30102h310前期 こどもの保健Ⅰ－２ 齋藤　洋子
a90101a810前期 理学療法概論 松尾　奈々 a30102h450後期 こどもの保健Ⅱ<Ａ> 齋藤　洋子
a90102b310後期 理学療法技術学入門演習Ⅱ 宮﨑　純弥 a30202a410前期 Listening Ⅵ<ａ> 日高　周平
a90201a510前期 アカデミックスキルズ 西野　毅朗 a30202a412前期 Listening Ⅵ<ｂ> 浅井　雅志
a90201a955後期 心理学実験演習Ⅰ<ｅ> 細谷　周史 a30202a750後期 地域文化研究Ⅱ 日高　周平
a90201a956後期 心理学実験演習Ⅰ<ｆ> 藤原　勇 a50102a650後期 救急の検査<Z> 西本　泰久
a90201a957後期 心理学実験演習Ⅰ<ｇ> 上北　朋子 a50102g250後期 現代企業と法Ⅱ 山田　廣己
a90201a958後期 心理学実験演習Ⅰ<ｈ> 上北　朋子 a50102j210前期 ビジネス英語 ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
a90201a959後期 心理学実験演習Ⅰ<Ｒa>上北　朋子 a50202d410前期 建築計画Ⅰ 半海　宏一
a90201a960後期 心理学実験演習Ⅰ<Ｒb>上北　朋子 a50202d550後期 建築計画Ⅱ 政木　哲也
aks201a210前期 英語ⅠB<ａ> 松村　優子 a50202f610後期 アーツマネジメント論 小暮　宣雄
aks201a212前期 英語ⅠB<ｂ> 占部　幹也 a90102c050後期 生活技術学 安彦　鉄平
aks201a213前期 英語ⅠB<ｃ> クーラン　コーリ a90202a150前期 心理学実験演習Ⅱ<ａ> 上北　朋子
aks201a214前期 英語ⅠB<ｄ> 川口　玲子 a90202a152前期 心理学実験演習Ⅱ<ｂ> 上北　朋子
aks201a215前期 英語ⅠB<ｅ> 高居　佐紀 a90202a153前期 心理学実験演習Ⅱ<ｃ> 細谷　周史
aks201a216前期 英語ⅠB<ｆ> 田中　美和子 a90202a154前期 心理学実験演習Ⅱ<ｄ> 藤原　勇
aks201a217前期 英語ⅠB<ｇ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ a90202f450後期 社会心理学Ⅱ 前田　洋光
aks201a218前期 英語ⅠB<ｈ> スミス　ジョン a90202g312前期 よそおいの心理学<ｂ> 日比野　英子
aks201a219前期 英語ⅠB<ｉ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ a90402a610後期 救急の検査 西本　泰久
aks201a220前期 英語ⅠB<ｊ> マルヴィー　アラン ask302d712前期 児童サービス論<ｂ> 明定　義人
aks201a221前期 英語ⅠB<ｋ> 小川　享子
aks201a222前期 英語ⅠB<ｌ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ
aks201a223前期 英語ⅠB<ｍ> 溝部　芳子
aks201a242前期 英語ⅠB<Ｔｂ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ
aks201a450後期 英語ⅡB<ａ> 松村　優子
aks201a452後期 英語ⅡB<ｂ> 占部　幹也
aks201a453後期 英語ⅡB<ｃ> クーラン　コーリ
aks201a454後期 英語ⅡB<ｄ> 川口　玲子
aks201a455後期 英語ⅡB<ｅ> 高居　佐紀
aks201a456後期 英語ⅡB<ｆ> 田中　美和子
aks201a457後期 英語ⅡB<ｇ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
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2aks201a458後期 英語ⅡB<ｈ> スミス　ジョン
aks201a459後期 英語ⅡB<ｉ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ
aks201a460後期 英語ⅡB<ｊ> マルヴィー　アラン
aks201a461後期 英語ⅡB<ｋ> 小川　享子
aks201a462後期 英語ⅡB<ｌ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ
aks201a463後期 英語ⅡB<ｍ> 溝部　芳子
aks201a482後期 英語ⅡB<Ｔｂ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ
aks201a497後期 英語ⅡB<金２> ｍｉｔｅｉ
aks401d310前期 日本語Ⅰ <ａ> 取屋　淳子
aks401d312前期 日本語Ⅰ <ｂ> 中川　裕子
aks401d450後期 日本語Ⅱ <ａ> 取屋　淳子
aks401d452後期 日本語Ⅱ <ｂ> 中川　裕子
aky401d350後期 文化人類学 本林　靖久
aky401d413後期 芸術と文化<ｃ> 山本　善則

3h90101f650後期 応用社会心理学特論<Ｍ>永野　光朗 a10202e850後期 書論・鑑賞Ⅱ 谷川　雅夫 a10203e710前期 書論特講ａ 谷川　雅夫 a50101b310前期 救急救命実習Ⅳ 夏目　美樹
h90101f910前期 臨床心理査定演習<Ｍ> 日比野　英子 a50102a410前期 救急疾病Ⅰ<Z> 小尾口　邦彦 a30103aa10前期 教育演習Ⅰ<＊ａ> 芦名　猛夫 a50101d810後期 ミクロ経済学<Z> 阪本　崇
a10201d450後期 日本文学史Ⅱ 辻本　千鶴 a50102i750後期 国際疾病分類概論 尾関　美智子 a30103aa13前期 教育演習Ⅰ<＊ｃ> 大久保　恭子 a50202e312後期 CAD演習Ⅲ<Zｂ> 中山　大介
a20101a315前期 EAP Ⅰ<ｅ> ドン　ツァオ a50202e212後期 CAD演習Ⅱ<ｂ> 中山　大介 a30103aa16前期 教育演習Ⅰ<＊ｆ> 長橋　聡
a20101a316前期 EAP Ⅰ<ｆ> 西村　友美 a90102c150後期 運動器障害系理学療法学基礎演習 宮﨑　純弥 a30103aa17前期 教育演習Ⅰ<＊ｇ> 南　憲治
a20101a317前期 EAP Ⅰ<ｇ> タット　クリスティナ a90102c410前期 内部障害基礎論 堀江　淳 a30103aa18前期 教育演習Ⅰ<＊ｈ> 青木　美智子
a20101a555後期 EAP Ⅱ<ｅ> ドン　ツァオ a90202d950後期 知覚・認知心理学 細谷　周史 a30103aa19前期 教育演習Ⅰ<＊ｉ> 森本　美絵
a20101a556後期 EAP Ⅱ<ｆ> 西村　友美 a90202e110前期 心理学史 上村　晃弘 a30103ab50後期 教育演習Ⅱ<＊ａ> 芦名　猛夫
a20101a557後期 EAP Ⅱ<ｇ> タット　クリスティナ a90402a410前期 救急疾病Ⅰ（呼吸器循環器総論） 小尾口　邦彦 a30103ab53後期 教育演習Ⅱ<＊ｃ> 大久保　恭子
a30101e450後期 社会福祉 吉田　明弘 aks202a210前期 英語ⅢB<ａ> 占部　幹也 a30103ab56後期 教育演習Ⅱ<＊ｆ> 長橋　聡
a70101a810前期 フィジカルアセスメントⅠ 西野　武志 aks202a212前期 英語ⅢB<ｂ> 田中　美和子 a30103ab57後期 教育演習Ⅱ<＊ｇ> 南　憲治
a70101b010前後期フィジカルアセスメント演習Ⅰ 岡田　純子 aks202a213前期 英語ⅢB<ｃ> 松村　優子 a30103ab58後期 教育演習Ⅱ<＊ｈ> 青木　美智子
a70101b150後前期フィジカルアセスメント演習Ⅱ 岡田　純子 aks202a214前期 英語ⅢB<ｄ> 高居　佐紀 a30103ab59後期 教育演習Ⅱ<＊ｉ> 森本　美絵
a90101a950前期 理学療法技術学入門演習Ⅰ 宮﨑　純弥 aks202a215前期 英語ⅢB<ｅ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ a30203d410前期 Essay & P Ⅰ 日高　周平
a90201a850後期 心理学研究法Ⅰ（概論） 上北　朋子 aks202a216前期 英語ⅢB<ｆ> 小川　享子 a30203d850後期 Essay & P Ⅱ 日高　周平
aks301a129前期 情報処理演習Ⅰ<ｓ> 味田　治子 aks202a217前期 英語ⅢB<ｇ> クーラン　コーリ a50103e010前期 診療情報分類法演習 尾関　美智子
aks301a130前期 情報処理演習Ⅰ<ｔ> 井上　薫 aks202a218前期 英語ⅢB<ｈ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ a50203e050後期 空間デザイン演習 井上　信太
aks301a269後期 情報処理演習Ⅱ<ｓ> 味田　治子 aks202a219前期 英語ⅢB<ｉ> 溝部　芳子 a90103b010前期 脊髄障害系理学療法学基礎演習 武田　功
aks301a270後期 情報処理演習Ⅱ<ｔ> 井上　薫 aks202a220前期 英語ⅢB<ｊ> 川口　玲子 a90103d550後期 脊髄障害系理学療法学応用演習 武田　功
aky101a288後期 地域課題研究（救）<ｈ>関根　和弘 aks202a221前期 英語ⅢB<ｋ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ a90203d710前期 こころの脳科学 上北　朋子
aky301d573後期 数学演習Ⅱ<ａ> 青木　寛史 aks202a222前期 英語ⅢB<ｌ> スミス　ジョン a90203d950後期 心理的援助論B 濱田　智崇
aky401d414後期 芸術と文化<ｄ> 山本　善則 aks202a223前期 英語ⅢB<ｍ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ a90203e210前期 広告心理学 前田　洋光
ask101a310前期 キャリアゼミⅠ<ａ> 石田　恵子 aks202a298前期 英語ⅢB<ＴＯＥＩＣ> ｍｉｔｅｉ
ask101a312前期 キャリアゼミⅠ<ｂ> 奥　純 aks202a299前期 英語ⅢB<Ｇｅｎ> ｍｉｔｅｉ
ask101a313前期 キャリアゼミⅠ<ｃ> 小川　明美 aks202a450後期 英語ⅣB<ａ> 占部　幹也
ask101a314前期 キャリアゼミⅠ<ｄ> 加輪上　有里 aks202a452後期 英語ⅣB<ｂ> 田中　美和子
ask101a315前期 キャリアゼミⅠ<ｅ> 竹中　美貴 aks202a453後期 英語ⅣB<ｃ> 松村　優子

aks202a454後期 英語ⅣB<ｄ> 高居　佐紀
aks202a455後期 英語ⅣB<ｅ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
aks202a456後期 英語ⅣB<ｆ> 小川　享子
aks202a457後期 英語ⅣB<ｇ> クーラン　コーリ
aks202a458後期 英語ⅣB<ｈ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ
aks202a459後期 英語ⅣB<ｉ> 溝部　芳子
aks202a460後期 英語ⅣB<ｊ> 川口　玲子
aks202a461後期 英語ⅣB<ｋ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ
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3 aks202a462後期 英語ⅣB<ｌ> スミス　ジョン

aks202a463後期 英語ⅣB<ｍ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ
aks202a498後期 英語ⅣB<ＴＯＥＩＣ> ｍｉｔｅｉ
aks202a499後期 英語ⅣB<Ｇｅｎ> ｍｉｔｅｉ
ask302d650後期 情報サービス論<ａ> 明定　義人

4h90101f550後期 社会心理学特論<Ｍ> 前田　洋光 a10202e710前期 書論・鑑賞Ⅰ 谷川　雅夫 a30102g410前期 教科教育法（体育）<ａ>口野　隆史 a30104a117前期 教育演習Ⅲ<＊ｇ> 南　憲治
h90101f910前期 臨床心理査定演習<Ｍ> 日比野　英子 a30102e952後前期保育内容演習（健康）Ⅰ<幼Ｂ>口野　隆史 a30203f110前期 English Workshop Ⅱ<ａ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ a30104a118前期 教育演習Ⅲ<＊ｈ> 青木　美智子
a20101a410前期 Career English Ⅰ<ａ>溝部　芳子 a30102f052後後期保育内容演習（健康）Ⅱ<幼Ｂ>口野　隆史 a30203f112前期 English Workshop Ⅱ<ｂ>日高　周平 a30104a119前期 教育演習Ⅲ<＊ｉ> 森本　美絵
a20101a412前期 Career English Ⅰ<ｂ>弥永　啓子 a30202a110前期 多文化理解P講座Ⅱ<＊ＵＳ>浅井　雅志 a30203f199前期 English Workshop Ⅱ<仮>ｍｉｔｅｉ a30104a257後期 教育演習Ⅳ<＊ｇ> 南　憲治
a20101a413前期 Career English Ⅰ<ｃ>小川　享子 a30202a112前期 多文化理解P講座Ⅱ<＊ＡN>ｴﾘｽ・ｸﾞｨﾝ・ﾒｶﾞﾝ a30203f310後期 English Workshop Ⅳ<ａ>ﾌｧｾﾞｶｼｭ ﾊﾞﾗｰｼﾞｭ a30104a258後期 教育演習Ⅳ<＊ｈ> 青木　美智子
a20101a414前期 Career English Ⅰ<ｄ>占部　幹也 a30202a113前期 多文化理解P講座Ⅱ<＊Ｍ>北林　利治 a30203f312後期 English Workshop Ⅳ<ｂ>日高　周平 a30104a259後期 教育演習Ⅳ<＊ｉ> 森本　美絵
a20101a650後期 Career English Ⅱ<ａ>溝部　芳子 a30202a114前期 多文化理解P講座Ⅱ<＊ＣＡ>宮崎　裕二 a30203f399後期 English Workshop Ⅳ<仮>ｍｉｔｅｉ a50101d950後期 マクロ経済学<Z> 阪本　崇
a20101a652後期 Career English Ⅱ<ｂ>弥永　啓子 a30202b150後期 English CⅡ（英） 宮崎　裕二 a50102g810前期 組織と仕事の経済学 阪本　崇 a50202e312後期 CAD演習Ⅲ<Zｂ> 中山　大介
a20101a653後期 Career English Ⅱ<ｃ>小川　享子 a50102a410前期 救急疾病Ⅰ<Z> 小尾口　邦彦 a50103e010前期 診療情報分類法演習 尾関　美智子
a20101a654後期 Career English Ⅱ<ｄ>占部　幹也 a50102i250後期 臨床医学Ⅱ 西本　泰久 a90103b010前期 脊髄障害系理学療法学基礎演習 武田　功
a30101ad10前期 現代と教育 岩本　賢治 a50202e212後期 CAD演習Ⅱ<ｂ> 中山　大介 a90103d550後期 脊髄障害系理学療法学応用演習 武田　功
a30101e750後期 こどもの保健Ⅰ－１ 齋藤　洋子 a50202f380前期 観光ビジネス実務演習Ⅰ 福井　弘幸 ask103e010後期 キャリア開発研究Ⅰ<ａ>久野　勉
a50101g250後期 経済学Ⅱ 阪本　崇 a50202f480後期 観光ビジネス実務演習Ⅱ 福井　弘幸
a70101b010前後期フィジカルアセスメント演習Ⅰ 岡田　純子 a90102c150後期 運動器障害系理学療法学基礎演習 宮﨑　純弥
a70101b150後前期フィジカルアセスメント演習Ⅱ 岡田　純子 a90202a250後期 心理検査法Ⅰ 田中　芳幸
a90201a112前期 English CⅠ（心）<Ｈｂ>ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ a90202g710前期 心理学特殊講義 永野　光朗
a90201a113前期 English CⅠ（心）<Ｈｃ>ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ a90402a410前期 救急疾病Ⅰ（呼吸器循環器総論） 小尾口　邦彦
a90201a114前期 English CⅠ（心）<Ｈｄ>ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ aks202a224前期 英語ⅢB<ｎ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ
a90201a252後期 English CⅡ（心）<Ｈｂ>ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ aks202a225前期 英語ⅢB<ｏ> スミス　ジョン
a90201a253後期 English CⅡ（心）<Ｈｃ>ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ aks202a226前期 英語ⅢB<ｐ> クーラン　コーリ
a90201a254後期 English CⅡ（心）<Ｈｄ>ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ aks202a248前期 英語ⅢB <Ｒ> 杉山　泰
a90201a310前期 English Literacy Ⅰ<Ｈａ>松村　優子 aks202a464後期 英語ⅣB<ｎ> ﾋｴﾀﾗﾋﾃｨ ｴﾚｷ
a90201a450後期 English Literacy Ⅱ<Ｈａ>松村　優子 aks202a465後期 英語ⅣB<ｏ> スミス　ジョン
aks201a237前期 英語ⅠB<Ｈａ> 松村　優子 aks202a466後期 英語ⅣB<ｐ> クーラン　コーリ
aks201a238前期 英語ⅠB<Ｈｂ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ aks202a478後期 英語ⅣB <Ｒ> 杉山　泰
aks201a239前期 英語ⅠB<Ｈｃ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ aky202d250後期 心理学概論 濱田　智崇
aks201a240前期 英語ⅠB<Ｈｄ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ ask101d350後期 キャリア開発演習Ⅰ 小暮　宣雄
aks201a477後期 英語ⅡB<Ｈａ> 松村　優子 ask302d652後期 情報サービス論<ｂ> 明定　義人
aks201a478後期 英語ⅡB<Ｈｂ> ﾌﾘﾝﾊﾝﾅﾏｲｹﾙ ask402d210前期 博物館資料論 五十川　伸矢
aks201a479後期 英語ⅡB<Ｈｃ> ｿｰｿﾝ ﾏｰｶｽ
aks201a480後期 英語ⅡB<Ｈｄ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
aks301a131前期 情報処理演習Ⅰ<ｕ> 味田　治子
aks301a132前期 情報処理演習Ⅰ<ｖ> 井上　薫
aks301a271後期 情報処理演習Ⅱ<ｕ> 味田　治子
aks301a272後期 情報処理演習Ⅱ<ｖ> 井上　薫
aks403d250後期 日本文化演習Ⅱ<ａ> 辻本　千鶴
aky101a288後期 地域課題研究（救）<ｈ>関根　和弘
aky301d574後期 数学演習Ⅱ<ｂ> 青木　寛史
ask101a316前期 キャリアゼミⅠ<ｆ> 石田　恵子
ask101a317前期 キャリアゼミⅠ<ｇ> 奥　純
ask101a318前期 キャリアゼミⅠ<ｈ> 小川　明美
ask101a319前期 キャリアゼミⅠ<ｉ> 加輪上　有里
ask101a320前期 キャリアゼミⅠ<ｊ> 竹中　美貴



2017年03月03日
時 間 割 表 ( 講 義 コ ー ド )

金曜日    28頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
5a50201d650後期 構造力学Ⅰ 山本　康彦 a10202g710前期 映像文化演習 禧美　智章 a10413e350前期 考古学研究Ⅱ 土田　純子 a50202e313後期 CAD演習Ⅲ<Zｃ> 中山　大介
a90201a390前期 English Literacy Ⅰ<Ｒ>杉山　泰 a10302d910前期 日本史特講ａ古代史 北　啓太 a30102g412前期 教科教育法（体育）<ｂ>口野　隆史
a90201a490後期 English Literacy Ⅱ<Ｒ>杉山　泰 a10302e050後期 日本史特講ｂ古代史 北　啓太 a30203d110前期 翻訳研究 大久保　友博
aks201a241前期 英語ⅠB<Ｒ> 杉山　泰 a30102e110前期 社会科概論 倉持　祐二 a30203d750前期 地域文化研究Ⅳ 宮崎　裕二
aks201a481後期 英語ⅡB<Ｒ> 杉山　泰 a30102e513前前期保育内容演習（環境）Ⅰ<幼Ｃ>長橋　聡 a50103e910前期 グローバル金融論 ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
aks301a133前期 情報処理演習Ⅰ<ｗ> 味田　治子 a30102e613前後期保育内容演習（環境）Ⅱ<幼Ｃ>長橋　聡 a50103f410後期 グローバル経営論 ﾗﾝﾋﾞｰﾉ　ﾊﾟﾗｶﾞｽ
aks301a134前期 情報処理演習Ⅰ<x> 小西　康子 a30102e950後前期保育内容演習（健康）Ⅰ<幼Ａ>口野　隆史 a50203e510後期 京都の観光とまちづくり 土井　脩史
aks301a273後期 情報処理演習Ⅱ<ｗ> 味田　治子 a30102f050後後期保育内容演習（健康）Ⅱ<幼Ａ>口野　隆史 a90203e450後期 マーケティング調査演習 永野　光朗
aks301a274後期 情報処理演習Ⅱ<x> 井上　薫 a30102f152後前期保育内容演習(人間関係)Ⅰ<幼Ｂ>長橋　聡
ask201d252後期 教育心理学<ｂ> 南　憲治 a30102f252後後期保育内容演習(人間関係)Ⅱ<幼Ｂ>長橋　聡

a30202a212前期 Reading & V B Ⅲ<ｂ> 浅井　雅志
a30202a310前期 Listening Ⅴ<ａ> ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
a30202b250後期 English CⅢ（英） ﾊﾞｽｶｳﾞｨﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ
a50102h310前期 財政学 阪本　崇
a50202d910前期 構造力学Ⅱ 山本　康彦
a50202e213後期 CAD演習Ⅱ<ｃ> 中山　大介
a90102a510前期 運動学演習 甲斐　義浩
a90102a650後期 臨床運動学演習 甲斐　義浩

6h90101e250後期 発達障害特論<Ｍ> 安藤　忠 a50102g350前期 医療管理論Ⅱ 橋本　昌浩 a50202e313後期 CAD演習Ⅲ<Zｃ> 中山　大介
a10411d250後期 日本美術史Ⅱ 村田　隆志 a50202e213後期 CAD演習Ⅱ<ｃ> 中山　大介 a90104a583後期 卒業研究（理）<ｃ> 甲斐　義浩
a50101f650後期 医療管理論Ⅰ 藤野　美幸 a90104a587後期 卒業研究（理）<ｇ> 松尾　奈々

a90104a588後期 卒業研究（理）<ｈ> 宮﨑　純弥
a90104a590後期 卒業研究（理）<ｊ> 堀江　淳
a90104a591後期 卒業研究（理）<ｋ> 安彦　鉄平

7h90101e450後期 生活機能障害理学療法特論Ⅱ<Ｍ>山野　薫



2017年03月03日
時 間 割 表 ( 講 義 コ ー ド )

土曜日    29頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
1 a50103a550後期 救急症候学Ⅳ 石津　恒彦

2 a50103a550後期 救急症候学Ⅳ 石津　恒彦

3 ask302d510前期 図書館サービス概論<ａ>竹島　昭雄

4 ask302d512前期 図書館サービス概論<ｂ>竹島　昭雄



2017年03月03日
時 間 割 表 ( 講 義 コ ー ド )

日曜日    30頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
1h511000110未定 課題研究Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ h511000310前期 課題研究Ⅲ<Ｍ> 小森　治夫 h701511154未定 特別研究Ⅱ（３回生枠）<Ｄｄ>ｍｉｔｅｉ a10202d110休講 日語文講読ａ日文法Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511000250未定 課題研究Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ h511000450後期 課題研究Ⅳ<Ｍ> 小森　治夫 a10203e910休講 書論特講ｃ （休講） a10202d250休講 日語文講読ｂ日文法Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511010510未定 文化政策Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ h701015710未定 次世代演習Ⅳ周産期<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a10203f050休講 書論特講ｄ （休講） a10202d310休講 日語文講読ｃ社言語Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511010650未定 文化政策Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ h701015810未定 次世代実習Ⅰ周産期 <Ｍ>ｍｉｔｅｉ a10413d712未定 地域文化論<ｂ> ｍｉｔｅｉ a10202d450休講 日語文講読ｄ社言語Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511011310未定 観光文化振興策Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ h701510954未定 特別研究Ⅱ <Ｄｄ> ｍｉｔｅｉ a30102aa10休講 基礎演習<＊ＺＡ> （休講） a10202d510休講 日語文講読ｅ平安Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511011450未定 観光文化振興策Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ h701510955未定 特別研究Ⅱ <Ｄe> ｍｉｔｅｉ a30102aa12休講 基礎演習<＊ＺＢ> （休講） a10202d650休講 日語文講読ｆ平安Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511011910未定 地域経済・地域開発Ⅰ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a10302f250休講 世界史特講ｂ東アジⅡ （休講） a30102aa13休講 基礎演習<＊ＺＣ> （休講） a10202d710休講 日語文講読ｇ古典Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511012050未定 地域経済・地域開発Ⅱ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a10302g110休講 世界女性史特講Ⅰ （休講） a30102aa14休講 基礎演習<＊ＺＤ> （休講） a10202d850休講 日語文講読ｈ古典Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511012910未定 アーツ・マネジメントⅠ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a10302g250休講 世界女性史特講Ⅱ （休講） a30102aa15休講 基礎演習<＊ＺＥ> （休講） a10202d910休講 日語文講読ｉ近代Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511013050未定 アーツ・マネジメントⅡ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a10302h210休講 外書研究ｅ （休講） a30102aa16休講 基礎演習<＊ＺＦ> （休講） a10202e050休講 日語文講読ｊ近代Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511013710未定 文化行政Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a10302h350休講 外書研究ｆ （休講） a30102aa17休講 基礎演習<＊ＺＧ> （休講） a10202e110休講 日語文講読ｋ現代Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511013850未定 文化行政Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a10302h410休講 文化交流史特講Ⅰ （休講） a30102ab50休講 児童教育総合演習<＊ＺＡ>（休講） a10202e250休講 日語文講読ｌ現代Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511015410未定 会計学Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a10302h550休講 文化交流史特講Ⅱ （休講） a30102ab52休講 児童教育総合演習<＊ＺＢ>（休講） a10202e310休講 日語文講読ｍメ表現Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511015550未定 会計学Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a10302h710未定 歴史地理学 （休講） a30102ab53休講 児童教育総合演習<＊ＺＣ>（休講） a10202e450休講 日語文講読ｎメ表現Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511015610未定 現代マネジメント論Ⅰ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a10302i510休講 古文書学Ｃ(近世） （休講） a30102ab54休講 児童教育総合演習<＊ＺＤ>（休講） a10202e580休講 日語文講読ｏ映像表現<Ｚ>（休講）
h511015750未定 現代マネジメント論Ⅱ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a30102f510休講 幼児体育Ⅰ<幼ＺＡ> （休講） a30102ab55休講 児童教育総合演習<＊ＺＥ>（休講） a10202e650休講 日語文講読ｐ文芸創作<Ｚ>（休講）
h511015810未定 都市建築文化Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a30102f512休講 幼児体育Ⅰ<幼ＺＢ> （休講） a30102ab56休講 児童教育総合演習<＊ＺＦ>（休講） a10203d110休講 日語文特講ａ日語史Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511015950未定 都市建築文化Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a30102f513休講 幼児体育Ⅰ<幼ＺＣ> （休講） a30102ab57休講 児童教育総合演習<＊ＺＧ>（休講） a10203d250休講 日語文特講ｂ日語史Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511016210未定 建築計画学Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a30102f514休講 幼児体育Ⅰ<児Ｚ> （休講） a30102g550未定 教育・心理統計学 （休講） a10203d310休講 日語文特講ｃ現代日Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511016350未定 建築計画学Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a30102f610休講 幼児体育Ⅱ<幼ＺＡ> （休講） a30102g650休講 児童文学研究 （休講） a10203d450休講 日語文特講ｄ現代日Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511016410未定 建築設計インターンシップⅠ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a30102f612休講 幼児体育Ⅱ<幼ＺＢ> （休講） a30102g710休講 児童文化論 （休講） a10203d510休講 日語文特講ｅ京都文学<Ｚ>（休講）
h511016550未定 建築設計インターンシップⅡ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a30102f613休講 幼児体育Ⅱ<幼ＺＣ> （休講） a30103e910休講 学校・地域調査（国内）Ⅲ （休講） a10203d650休講 日語文特講ｆ女性文学<Ｚ>（休講）
h511016610未定 文化経済Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a30102f614休講 幼児体育Ⅱ<児Ｚ> （休講） a30103f010休講 学校・地域調査（国内）Ⅳ （休講） a10203d710休講 日語文特講ｇ歌・浄Ⅰ<Ｚ>（休講）
h511016750未定 文化経済Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ a30102f810休講 音楽演習Ⅳ （休講） a30103f110休講 学校・地域調査（海外） （休講） a10203d850休講 日語文特講ｈ歌・浄Ⅱ<Ｚ>（休講）
h511016810未定 ミュージアムマネジメントⅠ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a30202a213休講 Reading & V B Ⅲ<ｃ> （休講） a30203d510休講 国際ビジ実務演習Ⅰ （休講） a10203d910休講 日語文特講ｉ近代文Ⅲ<Ｚ>（休講）
h511016950未定 ミュージアムマネジメントⅡ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ a30202a313休講 Listening Ⅴ<ｃ> （休講） a30203e350休講 国際ビジ実務演習Ⅱ （休講） a10203e050休講 日語文特講ｊ近代文Ⅳ<Ｚ>（休講）
h511510310未定 文化経済特論Ⅰ<Ｄ> ｍｉｔｅｉ a30202a413休講 Listening Ⅵ<ｃ> （休講） a50103f110後期 ベンチャー起業論 岡田　知弘 a10203e110休講 日語文特講ｋ現代文Ⅲ<Ｚ>（休講）
h511510450未定 文化経済特論Ⅱ<Ｄ> ｍｉｔｅｉ a30202a514休講 Writing & A P Ⅲ<ｄ> （休講） a50103f210休講 デジタルデザイン演習 （休講） a10203e250休講 日語文特講ｌ現代文Ⅳ<Ｚ>（休講）
h511512510未定 観光文化振興策特論Ⅰ<Ｄ>ｍｉｔｅｉ a50102j310休講 データベース論 （休講） a70103d410休講 ヘルスケアシステムⅢ （休講） a10203e310休講 日語文特講ｍメ表現Ⅲ<Ｚ>（休講）
h511512650未定 観光文化振興策特論Ⅱ<Ｄ>ｍｉｔｅｉ a90402d310前期 危機管理論 中田　敬司 a90102d310休講 救急医学 （休講） a10203e450休講 日語文特講ｎメ表現Ⅳ<Ｚ>（休講）
h52101a110前期 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究の方法と倫理<Ｍ>髙山　一夫 aks402d113休講 日本語Ⅲ <ｃ> （休講） a90102d610休講 薬理学（理学） （休講） a10203e510休講 日語文特講ｏアナウⅠ<Ｚ>（休講）
h52101a310前期 課題研究Ⅰ<Ｍa> 今久保　幸生 aky302d310前期 情報処理演習Ⅴ ｍｉｔｅｉ a90102d710休講 栄養学（理学） （休講） a10203e650休講 日語文特講ｐアナウⅡ<Ｚ>（休講）
h52101a312前期 課題研究Ⅰ<Ｍb> 金武　創 aky302d450後期 情報処理演習Ⅵ ｍｉｔｅｉ a90202f050休講 グループワークⅢ<ａ> （休講） a10411a310休講 歴史遺産学概説Ⅰ<Ｚ> （休講）
h52101a313前期 課題研究Ⅰ<Ｍc> 木下　達文 aky602d313前期 人権と教育<ｃ> ｍｉｔｅｉ a90202f052休講 グループワークⅢ<ｂ> （休講） a10411a450休講 歴史遺産学概説Ⅱ<Ｚ> （休講）
h52101a314前期 課題研究Ⅰ<Ｍd> 河野　充央 ask101d480休講 キャリア開発演習Ⅱ<２ａ>（休講） a90202f053休講 グループワークⅢ<ｃ> （休講） a10411d310休講 東洋美術史Ⅰ<Ｚ> （休講）
h52101a315前期 課題研究Ⅰ<Ｍe> 小暮　宣雄 ask102d112休講 キャリア開発講座Ⅲ<ｂ>（休講） a90202f054休講 グループワークⅢ<ｄ> （休講） a10411d450休講 東洋美術史Ⅱ<Ｚ> （休講）
h52101a316前期 課題研究Ⅰ<Ｍf> 近藤　隆則 ask102d252後期 キャリア開発講座Ⅳ<ｂ>（休講） a90202f055休講 グループワークⅢ<ｅ> （休講） a10411d510休講 西洋美術史Ⅰ<Ｚ> （休講）
h52101a317前期 課題研究Ⅰ<Ｍg> 阪本　崇 a90202f150休講 グループワークⅣ<ａ> （休講） a10411d650休講 西洋美術史Ⅱ<Ｚ> （休講）
h52101a318前期 課題研究Ⅰ<Ｍh> 高原　正興 a90202f152休講 グループワークⅣ<ｂ> （休講） a10412d150休講 考古学研究Ⅰ古代Ⅰ<Ｚ>（休講）
h52101a319前期 課題研究Ⅰ<Ｍi> 髙山　一夫 a90202f153休講 グループワークⅣ<ｃ> （休講） a10412d250休講 考古学研究Ⅱ古代Ⅱ<Ｚ>（休講）
h52101a320前期 課題研究Ⅰ<Ｍj> 谷口　知司 a90202f154休講 グループワークⅣ<ｄ> （休講） a10412d880休講 歴史遺産学実習Ⅱ<Ｚ> （休講）
h52101a321前期 課題研究Ⅰ<Ｍk> 松石　泰彦 a90202f155休講 グループワークⅣ<ｅ> （休講） a10413d910休講 考古学研究Ⅲ中世Ⅰ<Ｚ>（休講）
h52101a322前期 課題研究Ⅰ<Ｍl> 松本　正富 a90202f250休講 コミュニケーションとアート （休講） a10413e050休講 考古学研究Ⅳ中世Ⅱ<Ｚ>（休講）
h52101a450後期 課題研究Ⅱ<Ｍa> 今久保　幸生 a90202g010休講 臨床知と文化の多様性 （休講） a30103d980休講 学校調査Ⅰ（国内） （休講）
h52101a452後期 課題研究Ⅱ<Ｍb> 金武　創 a90202g150休講 死生学 （休講） a30103e080休講 学校調査Ⅱ（国内） （休講）
h52101a453後期 課題研究Ⅱ<Ｍc> 木下　達文 a90202g250休講 臨床心理学ワークショップ （休講） a30103e180休講 学校調査Ⅲ（海外） （休講）
h52101a454後期 課題研究Ⅱ<Ｍd> 河野　充央 a90203f010休講 リハビリテーション文化論 （休講） a30103e280休講 学校調査Ⅳ（海外） （休講）
h52101a455後期 課題研究Ⅱ<Ｍe> 小暮　宣雄 a90203f510前期 障害児医学 （休講） a30202a950休講 国際ビジネスⅡ （休講）
h52101a456後期 課題研究Ⅱ<Ｍf> 近藤　隆則 ask103e012休講 キャリア開発研究Ⅰ<ｂ>（休講） a30202d410休講 国際ビジネスⅠ （休講）
h52101a457後期 課題研究Ⅱ<Ｍg> 阪本　崇 ask103e410休講 キャリア開発研究Ⅴ （休講） a30203d910休講 English Workshop Ⅰ （休講）
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1h52101a458後期 課題研究Ⅱ<Ｍh> 高原　正興 ask203d450休講 英語科教育法Ⅳ （休講） a30203e050休講 English Workshop Ⅱ （休講）
h52101a459後期 課題研究Ⅱ<Ｍi> 髙山　一夫 ask203d850休講 国語科教育法Ⅳ （休講） a30203e110休講 English Workshop Ⅲ （休講）
h52101a460後期 課題研究Ⅱ<Ｍj> 谷口　知司 a30203e250休講 English Workshop Ⅳ （休講）
h52101a461後期 課題研究Ⅱ<Ｍk> 松石　泰彦 a50101d550休講 社会調査方法論<Z> （休講）
h52101a462後期 課題研究Ⅱ<Ｍl> 松本　正富 a50101d710休講 ビジネス数学<Z> （休講）
h52101d110前期 経営戦略論<Ｍ> 今久保　幸生 a50102d150休講 データ分析基礎論<Z>（休講）
h52101d210前期 組織マネジメント論<Ｍ>平尾　毅 a50102d210休講 人的資本の経済学<Z>（休講）
h52101d310前期 経営史<Ｍ> 松石　泰彦 a50102e050休講 企業と社会的責任<Z>（休講）
h52101d410前期 会計・税理論<Ｍ> 河野　充央 a50102e750休講 ビジネスCOM演習<Z> （休講）
h52101d510前期 企業論<Ｍ> 松石　泰彦 a50102f410休講 組織とメンタルヘルス<Z>（休講）
h52101d610前期 経営情報論<Ｍ> 松石　泰彦 a50103d110休講 仕事研究Ⅰ<Z> （休講）
h52101d710後期 人的資源管理論<Ｍ> 平尾　毅 a50103d210休講 仕事研究Ⅱ<Z> （休講）
h52101d810後期 マーケティング論<Ｍ> 今井　まりな a50202e050未定 人間工学 （休講）
h52101d910後期 ファイナンス論<Ｍ> 近藤　隆則 a50202g150未定 舞台イベント研究 （休講）
h52101e010後期 国際経営論<Ｍ> 今久保　幸生 a50202g450未定 地域文化財論 （休講）
h52101e110後期 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論<Ｍ>西村　成弘 a50202g510未定 地域文化行政論 （休講）
h52101e210後期 アントレプレナーシップ論<Ｍ>西村　成弘 ask802d110休講 データ分析Ⅰ<Z> （休講）
h52101e310前期 地域マネジメント論<Ｍ>高原　正興 ask802d250休講 データ分析Ⅱ<Z> （休講）
h52101e410前期 公共経営論<Ｍ> 阪本　崇 ask802d350休講 社会調査Ⅰ<Z> （休講）
h52101e510前期 公共政策<Ｍ> 高原　正興 ask802d450休講 社会調査Ⅱ<Z> （休講）
h52101e610前期 観光マネジメント論<Ｍ>谷口　知司
h52101e710前期 アーツマネジメント<Ｍ>小暮　宣雄
h52101e810前期 ミュージアムマネジメント<Ｍ>木下　達文
h52101e910後期 医療マネジメント論<Ｍ>髙山　一夫
h52101f010後期 文化政策<Ｍ> 金武　創
h52101f110後期 観光情報<Ｍ> 谷口　知司
h52101f210後期 イベントデザイン<Ｍ> 小暮　宣雄
h52101f310後期 文化施設マネジメント<Ｍ>木下　達文
h52101f410後期 都市空間マネジメント<Ｍ>松本　正富
h701010110前期 看護理論 <Ｍ> 中島　登美子
h701010210前期 看護研究 <Ｍ> 中島　登美子
h701010310前期 看護教育論 <Ｍ> 阿部　祝子
h701010410前期 コンサルテーション論 <Ｍ>新道　幸恵
h701010510前期 看護管理論 <Ｍ> 新道　幸恵
h701010610未定 看護政策論 <Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701010710前期 看護倫理論 <Ｍ> 梶谷　佳子
h701010910前期 実践看護基礎学特論 <Ｍ>小板橋　喜久代
h701011010前期 看護技術学 <Ｍ> 小板橋　喜久代
h701011180未定 実践看護基礎学演習Ⅰ <Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701011250未定 実践看護基礎学演習Ⅱ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701011350未定 実践看護基礎学演習Ⅲ<Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701011580前期 看護応用特論Ⅰ老年 <Ｍ>沼本　教子
h701011650前期 看護応用特論Ⅱ成・精<Ｍ>河原　宣子
h701011710前期 クリティカル看護学 <Ｍ>奥野　信行
h701011850後期 生活習慣系看護学 <Ｍ>河原　宣子
h701011910未定 精神看護学 <Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701012010未定 看護応用演習Ⅰ成・精 <Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701012150未定 看護応用演習Ⅱ成・精 <Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701012250未定 看護応用演習Ⅲ成・精<Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701012312未定 実践看護応用特別研究<Ｍｂ>ｍｉｔｅｉ
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1h701012410前期 老年看護学Ⅰ <Ｍ> 沼本　教子
h701012550後期 老年看護学Ⅱ <Ｍ> 沼本　教子
h701012650後期 老年看護学Ⅲ<Ｍ> 沼本　教子
h701012850後期 看護応用演習Ⅱ老年 <Ｍ>沼本　教子
h701013210前期 小児看護学 <Ｍ> 中島　登美子
h701013410前期 周産期看護学 <Ｍ> 遠藤　俊子
h701013510前期 女性健康看護学 <Ｍ> 神﨑　光子
h701013910未定 次世代演習Ⅰ周産期 <Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701014050未定 次世代演習Ⅱ周産期 <Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701014110前期 次世代演習Ⅲ周産期 <Ｍ>遠藤　俊子
h701014210未定 次世代育成課題研究<Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701014610前期 国際看護学特論 <Ｍ> 竹下　夏美
h701014710前期 地域看護学特論 <Ｍ> 富永　真己
h701014850後期 看護教育学特論<Ｍ> 阿部　祝子
h701014910後期 看護管理学特論<Ｍ> 新道　幸恵
h701015313未定 広域看護学特別研究<Ｍｃ>ｍｉｔｅｉ
h701015450後期 フィジカルアセスメント<Ｍ>梶谷　佳子
h701015550後期 臨床薬理学<Ｍ> 奥野　信行
h701015650後期 病態生理学<Ｍ> 奥野　信行
h701015950未定 次世代実習Ⅱ周産期 <Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701016050後期 実践看護応用学特論Ⅲ老年<Ｍ>沼本　教子
h701016110未定 次世代育成看護学演習Ⅰ小児看護 ｍｉｔｅｉ
h701016210未定 次世代育成看護学演習Ⅱ小児看護 ｍｉｔｅｉ
h701016310未定 次世代育成看護学演習Ⅲ小児看護 ｍｉｔｅｉ
h701016410前期 実践看護応用学特論Ⅳ精神 <Ｍ>松本　賢哉
h701016510前期 実践看護応用学特論Ⅴ精神 <Ｍ>松本　賢哉
h701016610前期 精神看護学Ⅰ<Ｍ> 松本　賢哉
h701016710前期 精神看護学Ⅱ<Ｍ> 松本　賢哉
h701016810後期 精神看護学Ⅲ<Ｍ> 松本　賢哉
h701016910後期 精神看護学Ⅳ<Ｍ> 松本　賢哉
h701017010未定 実践看護応用学演習Ⅰ-1精神<Ｍ>ｍｉｔｅｉ
h701017110後期 実践看護応用学演習Ⅰ-2精神<Ｍ>松本　賢哉
h701017210前期 実践看護応用学実習Ⅰ精神<Ｍ>松本　賢哉
h701017310前期 実践看護応用学実習Ⅱ-1精神<Ｍ>松本　賢哉
h701017510前期 次世代育成看護学特論Ⅰ小児<Ｍ>中島　登美子
h701017610前期 次世代育成看護学特論Ⅱ周産<Ｍ>遠藤　俊子
h701017710未定 国際看護学演習Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701017810未定 国際看護学演習Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701017910未定 国際看護学演習Ⅲ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701018010未定 地域看護学演習Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701018110未定 地域看護学演習Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701018210未定 地域看護学演習Ⅲ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701018310前期 看護教育学演習Ⅰ<Ｍ> 阿部　祝子
h701018410後期 看護教育学演習Ⅱ<Ｍ> 阿部　祝子
h701018510後期 看護教育学演習Ⅲ<Ｍ> 阿部　祝子
h701018610未定 看護管理学演習Ⅰ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701018710未定 看護管理学演習Ⅱ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701018810未定 看護管理学演習Ⅲ<Ｍ> ｍｉｔｅｉ
h701510010前期 看護実践研究方法論 <Ｄ>中島　登美子
h701510110後期 看護実践イノベーション論 <Ｄ>新道　幸恵



2017年03月03日
時 間 割 表 ( 講 義 コ ー ド )

日曜日    33頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
1h701510210前期 ヘルスケア組織・政策論 <Ｄ>ｍｉｔｅｉ
h701510710未定 看護ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学特論演習 <Ｄ>ｍｉｔｅｉ
h701510814未定 特別研究Ⅰ <Ｄｄ> ｍｉｔｅｉ
h701510815未定 特別研究Ⅰ <Ｄe> ｍｉｔｅｉ
a30201a110休講 研究入門ゼミⅠ（英）<＊ＺＡ>（休講）
a30201a112休講 研究入門ゼミⅠ（英）<＊ＺＢ>（休講）
a30201a113休講 研究入門ゼミⅠ（英）<＊ＺＣ>（休講）
a30201a250休講 研究入門ゼミⅡ（英）<＊ＺＡ>（休講）
a30201a252休講 研究入門ゼミⅡ（英）<＊ＺＢ>（休講）
a30201a253休講 研究入門ゼミⅡ（英）<＊ＺＣ>（休講）
a30201a450休講 Reading & V B Ⅱ<Ｚ> ｍｉｔｅｉ
a30201a510休講 Listening Ⅰ<Ｚａ> （休講）
a30201a512休講 Listening Ⅰ<Ｚｂ> （休講）
a30201a610休講 Listening Ⅱ<Ｚａ> （休講）
a30201a612休講 Listening Ⅱ<Ｚｂ> （休講）
a30201a750休講 Listening Ⅲ<Ｚａ> （休講）
a30201a752休講 Listening Ⅲ<Ｚｂ> （休講）
a30201a850休講 Listening Ⅳ<Ｚａ> （休講）
a30201a852休講 Listening Ⅳ<Ｚｂ> （休講）
a30201a910休講 Writing & A P Ⅰ<Ｚａ>（休講）
a30201a912休講 Writing & A P Ⅰ<Ｚｂ>（休講）
a30201a913休講 Writing & A P Ⅰ<Ｚｃ>（休講）
a30201b050休講 Writing & A P Ⅱ<Ｚａ>（休講）
a30201b052休講 Writing & A P Ⅱ<Ｚｂ>（休講）
a30201b053休講 Writing & A P Ⅱ<Ｚｃ>（休講）
a30201b150休講 多文化理解P講座Ⅰ<Ｚ>（休講）
a90102a412休講 運動生理学演習<ｂ> （休講）
a90102a712休講 人間発達学<ｂ> （休講）
a90102b312未定 理学療法技術学入門演習Ⅱ<ｂ>（休講）
a90102b412未定 理学療法評価学総論<ｂ>（休講）
a90201e010休講 看護情報論<ｅＬ> （休講）
a90201e150休講 看護倫理<ｅＬ> （休講）
a90201e250休講 国際看護学<ｅＬ> （休講）
a90201e350休講 看護管理学<ｅＬ> （休講）
a90201e410休講 高齢者のﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ<ｅＬ>（休講）
a90201e510休講 認知症看護学<ｅＬ> （休講）
a90201e650休講 看護と死生観<ｅＬ> （休講）
a90201e710休講 次世代育成看護学概論<ｅＬ>（休講）
a90201e850休講 災害看護学<ｅＬ> （休講）
a90201e950休講 家族看護学<ｅＬ> （休講）
aks401d313休講 日本語Ⅰ <ｃ> （休講）
aks403d112休講 日本文化演習Ⅰ<ｂ> （休講）
aks403d252休講 日本文化演習Ⅱ<ｂ> （休講）
aky301d312休講 情報社会論<ｂ> （休講）
aky301d437休講 数学演習Ⅰ<ｅ> （休講）
aky301d438休講 数学演習Ⅰ<ｆ> （休講）
aky301d577休講 数学演習Ⅱ<ｅ> （休講）
aky301d578休講 数学演習Ⅱ<ｆ> （休講）
aky801d514休講 スポーツコースⅠ<ｄ> （休講）
aky801d654休講 スポーツコースⅡ<ｄ> （休講）



2017年03月03日
時 間 割 表 ( 講 義 コ ー ド )

日曜日    34頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
1ask101d250後期 キャリア開発講座Ⅱ ｍｉｔｅｉ

2h701010110前期 看護理論 <Ｍ> 中島　登美子 aks402d113休講 日本語Ⅲ <ｃ> （休講）
h701010210前期 看護研究 <Ｍ> 中島　登美子
h701010310前期 看護教育論 <Ｍ> 阿部　祝子
h701010410前期 コンサルテーション論 <Ｍ>新道　幸恵
h701010510前期 看護管理論 <Ｍ> 新道　幸恵
h701011010前期 看護技術学 <Ｍ> 小板橋　喜久代
h701011580前期 看護応用特論Ⅰ老年 <Ｍ>沼本　教子
h701012410前期 老年看護学Ⅰ <Ｍ> 沼本　教子
h701012550後期 老年看護学Ⅱ <Ｍ> 沼本　教子
h701012650後期 老年看護学Ⅲ<Ｍ> 沼本　教子
h701012850後期 看護応用演習Ⅱ老年 <Ｍ>沼本　教子
h701014110前期 次世代演習Ⅲ周産期 <Ｍ>遠藤　俊子
h701014910後期 看護管理学特論<Ｍ> 新道　幸恵
h701017110後期 実践看護応用学演習Ⅰ-2精神<Ｍ>松本　賢哉
h701510010前期 看護実践研究方法論 <Ｄ>中島　登美子
h701510110後期 看護実践イノベーション論 <Ｄ>新道　幸恵
h701510210前期 ヘルスケア組織・政策論 <Ｄ>ｍｉｔｅｉ
aks401d313休講 日本語Ⅰ <ｃ> （休講）

3h701014110前期 次世代演習Ⅲ周産期 <Ｍ>遠藤　俊子



2017年03月03日
時 間 割 表 ( 講 義 コ ー ド )

その他    35頁
講
時

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
他 h701011410通年集中実践看護基礎特別研究 <Ｍａ>梶谷　佳子 h701510950通年集中特別研究Ⅱ <Ｄａ> 沼本　教子 h701511150通年集中特別研究Ⅱ（３回生枠）<Ｄａ>沼本　教子 a10204a380集中 卒業研究（日）<ａ> 福嶋　昭治

h701011412通年集中実践看護基礎特別研究<Ｍｂ>小板橋　喜久代 h701510952通年集中特別研究Ⅱ <Ｄｂ> 遠藤　俊子 h701511152通年集中特別研究Ⅱ（３回生枠）<Ｄｂ>遠藤　俊子 a10204a382集中 卒業研究（日）<ｂ> 林　久美子
h701012310通年集中実践看護応用特別研究 <Ｍａ>河原　宣子 h701510953通年集中特別研究Ⅱ <Ｄｃ> 新道　幸恵 h701511153通年集中特別研究Ⅱ（３回生枠）<Ｄｃ>新道　幸恵 a10204a383集中 卒業研究（日）<ｃ> 重松　恵美
h701012710通年集中看護応用演習Ⅰ老年 <Ｍ>沼本　教子 h701511010前期集中特別研究Ⅰ （２回生枠） <Ｄａ>小板橋　喜久代 a10302d650後期集中出土文字資料論Ⅱ 渡辺　晃宏 a10204a384集中 卒業研究（日）<ｄ> 野村　幸一郎
h701012910通年集中実践看護応用課題研究 <Ｍａ>沼本　教子 h701511012前期集中特別研究Ⅰ （２回生枠） <Ｄｂ>沼本　教子 a10413d850後期集中木簡・金石文学 渡辺　晃宏 a10204a385集中 卒業研究（日）<ｅ> 安達　太郎
h701012912通年集中実践看護応用課題研究<Ｍｂ>松本　賢哉 h701511013前期集中特別研究Ⅰ （２回生枠） <Ｄｃ>松本　賢哉 a10413e110前期集中保存科学Ⅰ 植田　直見 a10204a386集中 卒業研究（書） 尾西　正成
h701013010通年集中看護応用学実習（老年 <Ｍ>沼本　教子 h701511014前期集中特別研究Ⅰ （２回生枠） <Ｄｄ>遠藤　俊子 a10413e250後期集中保存科学Ⅱ 植田　直見 a10304a380集中 卒業研究（歴）<日Ａ> 増渕　徹
h701014310通年集中次世代育成特別研究 <Ｍａ>堀　妙子 h701511015前期集中特別研究Ⅰ （２回生枠） <Ｄe>新道　幸恵 a30101e210秋期集中日本語ＣＯＭ技術<Ｚ> 新家　竜介 a10304a382集中 卒業研究（歴）<日Ｂ> 野田　泰三
h701014312通年集中次世代育成特別研究<Ｍｂ>遠藤　俊子 h90102a110通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍａ>坂本　敏郎 a30102f154後期集中保育内容演習(人間関係)Ⅰ<児>林　悠子 a10304a383集中 卒業研究（歴）<日Ｃ> 尾下　成敏
h701015310通年集中広域看護学特別研究 <Ｍａ>阿部　祝子 h90102a112通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｂ>菅　佐和子 a30102f254後期集中保育内容演習(人間関係)Ⅱ<児>林　悠子 a10304a384集中 卒業研究（歴）<日Ｄ> 後藤　敦史
h701015312通年集中広域看護学特別研究<Ｍｂ>新道　幸恵 h90102a113通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｃ>松下　幸治 a30103d380通年集中教育実習指導（小学校） 倉持　祐二 a10304a385集中 卒業研究（歴）<世Ａ> 王　衛明
h701017410通年集中実践看護応用学実習Ⅱ-2精神<Ｍ>松本　賢哉 h90102a114通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｄ>中西　龍一 a30103d480後期集中教育実習（幼稚園）<ａ>一柳　敦子 a10304a386集中 卒業研究（歴）<世Ｂ> 小野　浩
h701510310後期集中看護キャリア教育開発論 <Ｄ>梶谷　佳子 h90102a115通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｅ>永野　光朗 a30103d482後期集中教育実習（幼稚園）<ｂ>太田　みつ枝 a10304a387集中 卒業研究（歴）<世Ｃ> 松浦　京子
h701510410後期集中実践看護基礎学特論演習 <Ｄ>小板橋　喜久代 h90102a116通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｆ>中村　和夫 a30103d483後期集中教育実習（幼稚園）<ｃ>ｍｉｔｅｉ a10304a388集中 卒業研究（歴）<現Ａ> 永井　和
h701510510後期集中実践看護応用学特論演習 <Ｄ>沼本　教子 h90102a117通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｇ>濱出　茂治 a30103d484後期集中教育実習（幼稚園）<ｄ>杉江　由紀子 a10304a389集中 卒業研究（歴）<現Ｂ> 南　直人
h701510610後期集中次世代育成看護学特論演習 <Ｄ>富永　真己 h90102a118通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｈ>日比野　英子 a30103d485後期集中教育実習（幼稚園）<ｅ>中﨑　あつ子 a10414a180集中 卒業研究（遺）<ａ> 巽　淳一郎
h701510810後期集中特別研究Ⅰ <Ｄａ> 小板橋　喜久代 h90102a119通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｉ>堀江　淳 a30103d486後期集中教育実習（幼稚園）<ｆ>山口　陽子 a10414a182集中 卒業研究（遺）<ｂ> 小林　裕子
h701510812後期集中特別研究Ⅰ <Ｄｂ> 松本　賢哉 h90102a120通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｊ>宮﨑　純弥 a30103d487後期集中教育実習（幼稚園）<ｇ>須藤　智代子 a10414a183集中 卒業研究（遺）<ｃ> 登谷　伸宏
h701510813後期集中特別研究Ⅰ <Ｄｃ> 遠藤　俊子 h90102a121通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｋ>村田　伸 a30103d488後期集中教育実習（幼稚園）<ｈ>ｍｉｔｅｉ a10414a184集中 卒業研究（遺）<ｄ> 有坂　道子
h90101a250通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍａ>坂本　敏郎 h90102a122通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｌ>横山　茂樹 a30103d489後期集中教育実習（幼稚園）<ｉ>白井　昌子 a30104a380集中 卒業研究（児）<ａ> 倉持　祐二
h90101a252通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｂ>菅　佐和子 h90102a123通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｍ>兒玉　隆之 a30103d490後期集中教育実習（幼稚園）<ｊ>辻　啓子 a30104a382集中 卒業研究（児）<ｂ> 池田　修
h90101a253通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｃ>松下　幸治 h90102a124通年集中健康科学特別研究Ⅱ <Ｍｎ>崎田　正博 a30103d580通年集中教育実習（小学校） 倉持　祐二 a30104a383集中 卒業研究（児）<ｃ> 大久保　恭子
h90101a254通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｄ>中西　龍一 h90102g110通年集中臨床心理実習<Ｍ> 日比野　英子 a30103e580前期集中保育実習Ⅰ－２<ａ> 一柳　敦子 a30104a384集中 卒業研究（児）<ｄ> 佐野　仁美
h90101a255通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｅ>永野　光朗 a10412d650後期集中美術工芸史研究Ⅱ 福士　雄也 a30103e582前期集中保育実習Ⅰ－２<ｂ> 太田　みつ枝 a30104a385集中 卒業研究（児）<ｅ> 三上　周治
h90101a256通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｆ>中村　和夫 a10412d980通年集中歴史遺産調査実習 一瀬　和夫 a30103e583前期集中保育実習Ⅰ－２<ｃ> ｍｉｔｅｉ a30104a386集中 卒業研究（児）<ｆ> 長橋　聡
h90101a257通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｇ>濱出　茂治 a10412e110秋期集中遺産情報演習Ⅰ<ａ> 登谷　伸宏 a30103e584前期集中保育実習Ⅰ－２<ｄ> 杉江　由紀子 a30104a387集中 卒業研究（児）<ｇ> 南　憲治
h90101a258通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｈ>日比野　英子 a10412e112集中 遺産情報演習Ⅰ<ｂ> 登谷　伸宏 a30103e585前期集中保育実習Ⅰ－２<ｅ> 中﨑　あつ子 a30104a388集中 卒業研究（児）<ｈ> 青木　美智子
h90101a259通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｉ>堀江　淳 a10413d110秋期集中建築遺産研究Ⅰ 深水　浩 a30103e586前期集中保育実習Ⅰ－２<ｆ> 山口　陽子 a30104a389集中 卒業研究（児）<ｉ> 森本　美絵
h90101a260通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｊ>宮﨑　純弥 a30101e050秋期集中こども理解Ⅰ（幼児） 橋川　喜美代 a30103e587前期集中保育実習Ⅰ－２<ｇ> 須藤　智代子 a30104a390集中 卒業研究（児）<ｊ> 口野　隆史
h90101a261通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｋ>村田　伸 a30102d110秋期集中教育制度論（初）<ａ> 小田　義隆 a30103e588前期集中保育実習Ⅰ－２<ｈ> 森本　美絵 a30104d280通年集中教育実習（小学校）Ⅱ 倉持　祐二
h90101a262通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｌ>横山　茂樹 a30102d112春期集中教育制度論（初）<ｂ> 小田　義隆 a30103e589前期集中保育実習Ⅰ－２<ｉ> 白井　昌子 a30204a380集中 卒業研究（英）<ａ> アンガス　ノーマン
h90101a263通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｍ>兒玉　隆之 a30102d480秋期集中特別活動論（初） 土作　彰 a30103e590前期集中保育実習Ⅰ－２<ｊ> 辻　啓子 a30204a382集中 卒業研究（英）<ｂ> 浅井　雅志
h90101a264通年集中健康科学特別研究Ⅰ <Ｍｎ>崎田　正博 a30102e010前期集中国語概論 尾西　正成 a30103e680前期集中保育実習Ⅱ<ａ> 一柳　敦子 a30204a383集中 卒業研究（英）<ｃ> 北林　利治
h90101d150後期集中健康科学特論Ⅱ<Ｍ> 村田　伸 a30102h850秋期集中障害児保育<Ａ> 岸本　栄嗣 a30103e682前期集中保育実習Ⅱ<ｂ> 太田　みつ枝 a30204a384集中 卒業研究（英）<ｄ> 弥永　啓子
h90101d210前期集中研究倫理学特論<Ｍ> 鶴田　尚美 a30102i180後期集中保育実習Ⅰ－１<ａ> 一柳　敦子 a30103e683前期集中保育実習Ⅱ<ｃ> ｍｉｔｅｉ a50104a380集中 卒業研究（経）<ａ> 今井　まりな
h90101d610前期集中健康心理学特論<Ｍ> 手塚　洋介 a30102i182後期集中保育実習Ⅰ－１<ｂ> 太田　みつ枝 a30103e684前期集中保育実習Ⅱ<ｄ> 杉江　由紀子 a50104a382集中 卒業研究（経）<ｂ> 今久保　幸生
h90101e850後期集中脳機能障害理学療法学特論Ⅱ<Ｍ>弓岡　光徳 a30102i183後期集中保育実習Ⅰ－１<ｃ> ｍｉｔｅｉ a30103e685前期集中保育実習Ⅱ<ｅ> 中﨑　あつ子 a50104a383集中 卒業研究（経）<ｃ> 片岡　裕介
h90101f250秋期集中認知心理学特論<Ｍ> 川上  正浩 a30102i184後期集中保育実習Ⅰ－１<ｄ> 杉江　由紀子 a30103e686前期集中保育実習Ⅱ<ｆ> 山口　陽子 a50104a384集中 卒業研究（経）<ｄ> 河野　充央
a10304d180秋期集中京都の歴史と文化遺産 増渕　徹 a30102i185後期集中保育実習Ⅰ－１<ｅ> 中﨑　あつ子 a30103e687前期集中保育実習Ⅱ<ｇ> 須藤　智代子 a50104a385集中 卒業研究（経）<ｅ> 近藤　隆則
a30101e810秋期集中ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ指導技術入門 新家　竜介 a30102i186後期集中保育実習Ⅰ－１<ｆ> 山口　陽子 a30103e688前期集中保育実習Ⅱ<ｈ> 口野　隆史 a50104a386集中 卒業研究（経）<ｆ> 阪本　崇
a50101b010集中 救急救命実習（水難）<Zａ>関根　和弘 a30102i187後期集中保育実習Ⅰ－１<ｇ> 須藤　智代子 a30103e689前期集中保育実習Ⅱ<ｉ> 白井　昌子 a50104a387集中 卒業研究（経）<ｇ> 高原　正興
a50101b012集中 救急救命実習（水難）<Zｂ>喜熨斗　智也 a30102i188後期集中保育実習Ⅰ－１<ｈ> 吉田　裕子 a30103e690前期集中保育実習Ⅱ<ｊ> 辻　啓子 a50104a388集中 卒業研究（経）<ｈ> 髙山　一夫
a50101e180秋期集中医療事務研究Ⅰ 辻出　英子 a30102i189後期集中保育実習Ⅰ－１<ｉ> 白井　昌子 a30103e710通年集中保育実習指導Ⅲ 塩見　哲史 a50104a389集中 卒業研究（経）<ｉ> 平尾　毅
a50101e280秋期集中医療事務研究Ⅱ 辻出　英子 a30102i190後期集中保育実習Ⅰ－１<ｊ> 辻　啓子 a30103e880前期集中保育実習Ⅲ<ａ> 一柳　敦子 a50104a390集中 卒業研究（経）<ｊ> 松石　泰彦
a70101a710通年集中ライフサイクル論実習 堀　妙子 a30102i510前期集中学校・地域調査（国内）Ⅰ<幼>森本　美絵 a30103e882前期集中保育実習Ⅲ<ｂ> 太田　みつ枝 a50104a395集中 卒業研究（マ） <救急>夏目　美樹
a90101a150後期集中医療リスクマネジメント 山野　薫 a30102i650後期集中学校・地域調査（国内）Ⅱ<幼>森本　美絵 a30103e883前期集中保育実習Ⅲ<ｃ> ｍｉｔｅｉ a50202f810秋期集中文化施設マネジメント論<Z>笠井　敏光
a90101b050後期集中臨床基礎実習 宮﨑　純弥 a30103d150春期集中生徒・進路指導（初） 芦名　猛夫 a30103e884前期集中保育実習Ⅲ<ｄ> 杉江　由紀子 a50204a380集中 卒業研究（都）<ａ> 土井　脩史
a90201d110前期集中中国語Ⅰ（心理） 劉　慶 a50102g080前期集中救急救命特別実習<Zａ>関根　和弘 a30103e885前期集中保育実習Ⅲ<ｅ> 中﨑　あつ子 a50204a382集中 卒業研究（都）<ｂ> 小暮　宣雄
a90201d250後期集中中国語Ⅱ（心理） 劉　慶 a50102g082前期集中救急救命特別実習<Zｂ>喜熨斗　智也 a30103e886前期集中保育実習Ⅲ<ｆ> 山口　陽子 a50204a383集中 卒業研究（都）<ｃ> 小森　治夫
a90201d310前期集中女性とイメージ<ｅＬ> 志賀　亮一 a50102g083秋期集中救急救命特別実習<Zｃ>夏目　美樹 a30103e887前期集中保育実習Ⅲ<ｇ> 須藤　智代子 a50204a384集中 卒業研究（都）<ｄ> 谷口　知司
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他 a90201d410前期集中ヨーロッパの歴史<ｅＬ>南　直人 a50102i110前期集中臨床医学Ⅰ 道端　達也 a30103e888前期集中保育実習Ⅲ<ｈ> 森本　美絵 a50204a385集中 卒業研究（都）<ｅ> 福井　弘幸

a90201d680前期集中京都の歴史・文化<ｅＬ>田端　泰子 a50102i310前期集中臨床医学Ⅲ 道端　達也 a30103e889前期集中保育実習Ⅲ<ｉ> 白井　昌子 a50204a386集中 卒業研究（都）<ｆ> 金武　創
a90201e412後期集中高齢者のヘルスプロモーション 山野　薫 a50102i450後期集中臨床医学Ⅳ 道端　達也 a30103e890前期集中保育実習Ⅲ<ｊ> 辻　啓子 a50204a387集中 卒業研究（都）<ｇ> 木下　達文
a90401b110秋期集中救急救命実習（水難）<ａ>関根　和弘 a50102i550後期集中臨床医学Ⅴ 道端　達也 a50103b250後期集中産婦人科学 常田　裕子 a50204a388集中 卒業研究（都）<ｈ> 今井　裕夫
a90401b112秋期集中救急救命実習（水難）<ｂ>喜熨斗　智也 a50102i910秋期集中ネットワーク論 赤松　辰彦 a50103b380秋期集中救急救命実習（同乗） 関根　和弘 a50204a389集中 卒業研究（都）<ｉ> 北村　義典
aky101a280後期集中地域課題研究（日）<ａ>野村　幸一郎 a50202h310後期集中観光臨地演習 谷口　知司 a50103b480通年集中救急救命実習（病院） 夏目　美樹 a50204a390集中 卒業研究（都）<ｊ> 松本　正富
aky101a282後期集中地域課題研究（書）<ｂ>尾西　正成 a70102a210前期集中実践看護学Ⅰ 中橋　苗代 a50103d710前期集中病院実務実習 尾関　美智子 a50204a391集中 卒業研究（都）<ｋ> 河野　良平
aky101a283前期集中地域課題研究（歴）<ｃ>尾下　成敏 a70102a350後期集中実践看護学Ⅱ 奥野　信行 a50202h110秋期集中公共施設論 笠井　敏光 a50204a392集中 卒業研究（都）<ｌ> 近藤　康子
aky101a284前期集中地域課題研究（遺）<ｄ>有坂　道子 a70102a410前期集中実践看護学演習Ⅰ 岡田　純子 a70103a410前期集中実践看護学Ⅲ－１ 松本　賢哉 a70103d310通年集中国際看護学Ⅱ 常田　裕子
aky101a285通年集中地域課題研究（国）<ｅ>佐久間　浩司 a70102a550後期集中実践看護学演習Ⅱ 中橋　苗代 a70103a510前期集中実践看護学Ⅲ－２ 松本　賢哉 a70104a150後期集中看護学原論Ⅱ 梶谷　佳子
aky101a286通年集中地域課題研究（経）<ｆ>松石　泰彦 a70102a610前期集中実践看護学実習Ⅰ 深山　つかさ a70103a610前期集中実践看護学演習Ⅲ 松本　賢哉 a70104a210通年集中総合看護学実習<ａ> 梶谷　佳子
aky101a287前期集中地域課題研究（都）<ｇ>小辻　寿規 a70102a750春期集中実践看護学実習Ⅱ 中橋　苗代 a70103a950後期集中実践看護学実習Ⅲ－３ 堀　妙子 a70104a212通年集中総合看護学実習<ｂ> 中橋　苗代
aky101a289通年集中地域課題研究（看）<ｉ>松本　賢哉 a70102a810通年集中プライマリケア実習Ⅰ 堀　妙子 a70103b050後期集中実践看護学実習Ⅲ－４ 松本　賢哉 a70104a213通年集中総合看護学実習<ｃ> 岡田　純子
aky101a290通年集中地域課題研究（心）<ｊ>日比野　英子 a70102b380後期集中生命・医療倫理 荒木　正見 a70103b150後期集中実践看護学実習Ⅲ－５ 神﨑　光子 a70104a214通年集中総合看護学実習<ｄ> 奥野　信行
aky101a291前期集中地域課題研究（理）<ｋ>崎田　正博 a70102d210前期集中学校保健 寺口　佐與子 a70103b210通年集中プライマリケア実習Ⅱ 深山　つかさ a70104a215通年集中総合看護学実習<ｅ> 野島　敬祐
aky101a292通年集中地域課題研究（児）<l>青木　美智子 a90102aa50後期集中検査・測定実習 宮﨑　純弥 a70103b410前期集中キャリア開発演習Ⅴ（看護） 松本　賢哉 a70104a216通年集中総合看護学実習<ｆ> マルティネス　真喜子
aky101a293通年集中地域課題研究（英）<Ｚｅ>佐久間　浩司 a90102c350後期集中検査・測定実習<ＺR> 宮﨑　純弥 a70103d110前期集中看護管理学ⅡA ｍｉｔｅｉ a70104a217通年集中総合看護学実習<ｇ> 望月　紀子
aky501f110前期集中京都の歴史・文化Ⅰ<ｅＬ>田端　泰子 a90102c610前期集中運動器障害基礎論 兼松　まどか a70103d210前期集中看護管理学ⅡB 上澤　悦子 a70104a218通年集中総合看護学実習<ｈ> 深山　つかさ
aky601f480秋期集中日本国憲法<ｅ> 上出　浩 a90102d150後期集中公衆衛生学 伊藤　健一 a70103d550春期集中助産診断学 工藤　里香 a70104a219通年集中総合看護学実習<ｉ> 松本　賢哉
aky701d210前期集中経営学概論<ｅＬ> 仲田　正機 a90102d450後期集中画像診断学 田村　慶朗 a70103d680秋期集中生徒指導論 井ノ口　貴史 a70104a220通年集中総合看護学実習<ｊ> 中島　登美子
aky901d950秋期集中地球生命論 趙　哲済 a90202d310前期集中情報処理応用演習Ⅰ 小西　康子 a70103d710後期集中実践看護学実習Ⅲ－１・２ 奥野　信行 a70104a221通年集中総合看護学実習<ｋ> 堀　妙子
ask601d150秋期集中生涯学習概論Ⅱ 吉岡　いずみ a90202d450後期集中情報処理応用演習Ⅱ 小西　康子 a90102b010前期集中整形外科学<Ｚ> 兼松　まどか a70104a222通年集中総合看護学実習<ｌ> 竹下　夏美

a90402d110前期集中救急救命特別実習Ⅰ＜a＞ 関根　和弘 a90103b750後期集中臨床評価実習 宮﨑　純弥 a70104a223通年集中総合看護学実習<ｍ> 神﨑　光子
a90402d112前期集中救急救命特別実習Ⅰ＜b＞ 喜熨斗　智也 a90103d950後期集中理学療法技術学Ⅰ（運動器障害） 宮﨑　純弥 a70104a224通年集中総合看護学実習<ｎ> 工藤　里香
a90402d210秋期集中救急救命特別実習Ⅱ 夏目　美樹 a90203e750後期集中コーチング心理学 本山　雅英 a70104a225通年集中総合看護学実習<o> 常田　裕子
aky302d110前期集中情報処理演習Ⅲ 小西　康子 ask103d680春期集中救急救命基礎講義Ⅰ ｍｉｔｅｉ a70104a226通年集中総合看護学実習<p> 上澤　悦子
aky302d250後期集中情報処理演習Ⅳ 小西　康子 ask103d780春期集中救急救命基礎講義Ⅱ ｍｉｔｅｉ a70104a227通年集中総合看護学実習<q> 富永　真己
ask109e610春期集中救急救命将来講座Ⅰ ｍｉｔｅｉ ask103e550秋期集中キャリア開発研究Ⅵ 濱田　剛 a70104a228通年集中総合看護学実習<r> ｍｉｔｅｉ
ask109e710春期集中救急救命将来講座Ⅱ ｍｉｔｅｉ ask203d710前期集中国語科教育法Ⅲ ｍｉｔｅｉ a70104a229通年集中総合看護学実習<s> ｍｉｔｅｉ
ask201d480秋期集中道徳教育の理論と方法 岩本　賢治 ask203e310前期集中書道科教育法Ⅰ 西村　大輔 a70104a230通年集中総合看護学実習<t> ｍｉｔｅｉ
ask202d110秋期集中教育制度論 小田　義隆 ask203e450後期集中書道科教育法Ⅱ 西村　大輔 a70104a350通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ａ> 梶谷　佳子
ask202d210春期集中教育課程論 森　枝美 ask203f110集中 教育実習Ⅱ（３回生枠） 岩本　賢治 a70104a352通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｂ> 中橋　苗代
ask202d380秋期集中特別活動論 池田　修 ask203f280集中 養護実習（３回生枠） 佐藤　浩子 a70104a353通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｃ> 岡田　純子
ask302d880秋期集中情報サービス演習Ⅰ<ａ>平野　翠 ask303d180通年集中図書館実習 明定　義人 a70104a354通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｄ> 奥野　信行
ask302d882春期集中情報サービス演習Ⅰ<ｂ>平野　翠 ask403d250後期集中博物館実習Ⅱ<ａ> 一瀬　和夫 a70104a355通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｅ> 野島　敬祐
ask302d980秋期集中情報サービス演習Ⅱ<ａ>米谷　優子 ask403d252後期集中博物館実習Ⅱ<ｂ> 一瀬　和夫 a70104a356通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｆ> マルティネス　真喜子
ask302d982秋期集中情報サービス演習Ⅱ<ｂ>米谷　優子 a70104a357通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｇ> 望月　紀子
ask302d983春期集中情報サービス演習Ⅱ<ｃ>米谷　優子 a70104a358通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｈ> 深山　つかさ

a70104a359通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｉ> 松本　賢哉
a70104a360通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｊ> 中島　登美子
a70104a361通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｋ> 堀　妙子
a70104a362通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｌ> 竹下　夏美
a70104a363通年集中看護研究演習Ⅱ<＊ｍ> 神﨑　光子
a70104a364通年集中看護研究演習Ⅱ<＊n> 工藤　里香
a70104a365通年集中看護研究演習Ⅱ<＊o> 常田　裕子
a70104a366通年集中看護研究演習Ⅱ<＊p> 上澤　悦子
a70104a367通年集中看護研究演習Ⅱ<＊q> 富永　真己
a70104a368通年集中看護研究演習Ⅱ<＊r> ｍｉｔｅｉ
a70104a369通年集中看護研究演習Ⅱ<＊s> ｍｉｔｅｉ
a70104a370通年集中看護研究演習Ⅱ<＊t> ｍｉｔｅｉ
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コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室 コード 期間 科目名(ｸﾗｽ) 担当教員 教室
他 a70104a410通年集中プライマリケア実習Ⅲ 松本　賢哉

a70104d150前期集中看護教育学Ⅱ 梶谷　佳子
a70104d250後期集中高度実践看護論 堀　妙子
a70104d310前期集中助産技術学 常田　裕子
a70104d410通年集中助産学実習 工藤　里香
a70104d550後期集中看護倫理Ⅱ 梶谷　佳子
a90104a150後期集中理学療法総合演習<＊ａ>村田　伸
a90104a152後期集中理学療法総合演習<＊ｂ>横山　茂樹
a90104a153後期集中理学療法総合演習<＊ｃ>甲斐　義浩
a90104a154後期集中理学療法総合演習<＊ｄ>崎田　正博
a90104a155後期集中理学療法総合演習<＊ｅ>白岩　加代子
a90104a156後期集中理学療法総合演習<＊ｆ>小田桐　匡
a90104a157後期集中理学療法総合演習<＊ｇ>松尾　奈々
a90104a158後期集中理学療法総合演習<＊ｈ>宮﨑　純弥
a90104a159後期集中理学療法総合演習<＊ｉ>兒玉　隆之
a90104a160後期集中理学療法総合演習<＊ｊ>堀江　淳
a90104a161後期集中理学療法総合演習<＊ｋ>安彦　鉄平
a90104a162後期集中理学療法総合演習<＊ｌ>濱出　茂治
a90104a310前期集中総合臨床実習Ⅰ 宮﨑　純弥
a90104a450前期集中総合臨床実習Ⅱ 宮﨑　純弥
ask203f010集中 教育実習Ⅰ 岩本　賢治
ask204d280集中 教育実習Ⅱ 岩本　賢治
ask204d350後期集中教職実践演習（養護） 佐藤　浩子
ask204d480集中 養護実習(事前･事後指導を含む） 佐藤　浩子
ask404d110通年集中博物館実習Ⅲ<ａ> 木下　達文
ask404d112通年集中博物館実習Ⅲ<ｂ> 木下　達文
ask704d110秋期集中日本語教材研究 佐野　裕子
ask704d210秋期集中日本語教育実習 佐野　裕子


