
令和4年度　後期　授業時間割表　【教養科目】
　　　 令和4年9月29日現在

科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 磯邉 西ﾃﾆｽｺｰﾄ テニス 経済学◆ 白木由 東520

生命科学 小椋-小田俊 ６号館講義室 体育実技B◆ 小林 西トレーニングルーム トレーニング 海外実践 富田 東205

体育講義◆ 田中克 西131

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 磯邉 西ﾃﾆｽｺｰﾄ テニス 経済学◆ 白木由 東520

生命科学 小椋-小田俊 ６号館講義室 体育実技B◆ 小林 西トレーニングルーム トレーニング 海外実践 富田 東205

体育講義◆ 田中克 西131

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 磯邉 西ﾃﾆｽｺｰﾄ テニス 経済学◆ 白木由 東520

生命科学 小椋-小田俊 ６号館講義室 体育実技B◆ 小林 西トレーニングルーム トレーニング 海外実践 富田 東205

体育講義◆ 田中克 西131

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 磯邉 西ﾃﾆｽｺｰﾄ テニス 経済学◆ 白木由 東520

生命科学 小椋-小田俊 ６号館講義室 体育実技B◆ 小林 西トレーニングルーム トレーニング 海外実践 富田 東205

体育講義◆ 田中克 西131

社会と福祉◆ 田上 西742 専門クラス 体育実技B◆ (生島) 東体育館 バレーボール 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB 英語活用演習Ｂ (白木麻) 東406 ビジネス系

コンピュータリテラシーⅡ◆ 佐藤尊 心理学実験室AB 国語表現◆ 藤垣 東635 基礎英語Ｂ◆ (米田) 東310 基本表現

音楽◆ 菅野 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン 体育実技B◆ (桑原) 西体育館 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 保健衛生◆ 世一 6号館講義室

数学 藤井 東203

社会と福祉◆ 田上 西742 専門クラス 体育実技B◆ (生島) 東体育館 バレーボール 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB 英語活用演習Ｂ (白木麻) 東406 ビジネス系

音楽◆ 菅野 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン 基礎英語Ｂ◆ (米田) 東310 基本表現

数学 藤井 東203 体育実技B◆ (桑原) 西体育館 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 保健衛生◆ 世一 6号館講義室

社会と福祉◆ 田上 西742 専門クラス 体育実技B◆ (生島) 東体育館 バレーボール 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB 英語活用演習Ｂ (白木麻) 東406 ビジネス系

音楽◆ 菅野 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン 体育実技B◆ (桑原) 西体育館 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

数学 藤井 東203 保健衛生◆ 世一 6号館講義室

社会と福祉◆ 田上 西742 専門クラス 体育実技B◆ (生島) 東体育館 バレーボール 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB 英語活用演習Ｂ (白木麻) 東406 ビジネス系

音楽◆ 菅野 図書館大セミ 体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン 体育実技B◆ (桑原) 西体育館 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

数学 藤井 東203 保健衛生◆ 世一 6号館講義室

英米の言語と文化 富田 東210 基礎ゼミナールⅡ 白木由-伊藤-花隈 西121 基礎英語Ｂ◆ (米田) 東310 基本表現 基礎英語Ｂ◆ 富田 東205 英語表現と解釈

美術◆ 岡本真 東404 体育実技Ｂ◆ 竹内 東体育館 バスケットボール 哲学・思想◆ 小椋 東404

体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン 国語表現◆ 藤垣 東205

基礎英語Ｂ◆ (白木麻) 東406 TOEIC対策

英米の言語と文化 富田 東210 体育実技Ｂ◆ 竹内 東体育館 バスケットボール 基礎英語Ｂ◆ (米田) 東310 基本表現 基礎英語Ｂ◆ 富田 東205 英語表現と解釈

美術◆ 岡本真 東404 基礎英語Ｂ◆ (白木麻) 東406 TOEIC対策 哲学・思想◆ 小椋 東404

体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン

英米の言語と文化 富田 東210 体育実技Ｂ◆ 竹内 東体育館 バスケットボール インターンシップＢ 白木由 東210 哲学・思想◆ 小椋 東404

美術◆ 岡本真 東404

体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン

英米の言語と文化 富田 東210 体育実技Ｂ◆ 竹内 東体育館 バスケットボール インターンシップＢ 白木由 東210 哲学・思想◆ 小椋 東404

美術◆ 岡本真 東404

体育実技Ｂ◆ 田中克 東体育館 バドミントン

コンピュータリテラシーII◆ (高野) 心理学実験室ＡＢ 基礎英語B◆ 富田 東203 基本表現 基礎英語Ｂ◆ 富田 東201 英語表現と解釈 中国の言語と文化 (王) 西121

倫理学◆ 小椋 ６号館講義室 近現代の世界 Aデュアー 西131 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ コンピュータリテラシーⅠ◆ 安藤 心理学実験室ＡＢ 就業力基礎 白木由 西131

体育実技B◆ (生島) 西体育館 バレーボール

基礎英語B◆ 富田 東203 基本表現 基礎英語Ｂ◆ 富田 東201 英語表現と解釈 中国の言語と文化 (王) 西121

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ 近現代の世界 Aデュアー 西131 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB

倫理学◆ 小椋 ６号館講義室 体育実技B◆ (生島) 西体育館 バレーボール

倫理学◆ 小椋 ６号館講義室 近現代の世界 Aデュアー 西131 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB 中国の言語と文化 (王) 西121

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ 体育実技B◆ (生島) 西体育館 バレーボール

倫理学◆ 小椋 ６号館講義室 近現代の世界 Aデュアー 西131 情報リテラシー◆ 佐藤尊 心理学実験室AB 中国の言語と文化 (王) 西121

日本国憲法◆ 山邨 図書館大セミ 体育実技B◆ (生島) 西体育館 バレーボール

1年 コンピュータリテラシーII◆ (高野) 心理学実験室ＡＢ
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★・・・通年科目    ☆・・・連続開講科目    ◆・・・複数開講科目    【特別】・・・特別開講科目
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