
平成２９年度　国際文理学部　時間割 ( 前 期 ) Ｈ２９．３．２９確定版

教員名 教室 教員名 教室 教員名 教室 教員名 教室 教員名 教室

11100 日文 日本の伝統文化 ﾎﾙｽﾄ C302 ※別表 AEP 学術英語リーディングⅠＡ ※別表 11300 基盤 日本の言語と世界(1-4年) 橋本 Ｃ302 11500 外国語 中国語ⅠA 石川(泰) Ｃ202

11301 基盤 人間の思索(1-4年) 望月 Ｃ208 ※別表 AEP 学術英語リーディングⅠＢ 11501 外国語 中国語ⅠＢ 武 Ｃ204

11101 基盤 グローバリズムと多様性社会 ※１ C201 11200 AJP 学術日本語リーディングⅠ 川邊 Ｃ105 11302 基盤 国際経済のしくみ(1-4年) 佐藤(秀) Ｃ101 11502 外国語 中国語ⅠC 王 Ｃ106

(1-2年) 11400 情報 情報リテラシーA-1 酒井 C109 11503 外国語 韓国語Ⅱ 金 Ｃ205

11201 情報 情報インテリジェンスB-1 阿曽沼 C109 11303 基盤 持続可能社会の設計(1-4年) Ｃ201 11504 外国語 ドイツ語Ⅰ 望月 Ｃ207

11102 基盤 美術表現(1-4年) 川野 C209 11401 情報 情報リテラシーA-2 阿曽沼 C108 11505 外国語 フランス語ⅠＡ 國府 Ｃ206

11202 基盤 現代日本社会論(1-4年) 友枝 Ｃ201 11304 健スポ 健康スポーツ実習ⅠA 長野 体 11506 外国語 英語Ⅰ 平 Ｃ102

国教

環境 51500 基本 コンピュータサイエンス(1-4年) 新見 C108

61400 国際食文化論Ⅰ

61401 (国際食文化論)

11310 基盤 日本国憲法(2-4年) 岡(克) Ｃ301

11311 専門 女性リーダー育成論 野依 Ｃ204

※別表 AEP 学術英語リーディングⅤ国 ※別表 41210 基本 歴史学入門 國府 Ｃ206 41410 日本 日本語教育概論 橋本 Ｃ205

41211 日本 日本文学史 大久保 Ｃ208 41411 欧米 近・現代アメリカの文化と文学Ⅰ 長岡 C106

41110 AJP 学術日本語リーディングⅢ国 川邊 C105 41212 欧米 英文学史 宮川 Ｃ202 41412 東ア 中国文化概論 武 Ｃ204

41213 東ア 朝鮮近現代史 永島 Ｃ103

41214 経ﾏﾈ サービス産業論 井上 Ｃ205

51110 生活 エコライフスタイル学 豊貞 C301 51410 物質 有機化学 佐藤(一) C301 ※別表 AEP 学術英語リーディングⅤ環・食

51111 地理情報科学 51510 AJP 学術日本語リーディングⅢ環･食 川邊 Ｃ105

51112 　(環境マネジメント特別講義Ⅲ)

※別表 AEP 学術英語リーディングⅤ環・食

51510 AJP 学術日本語リーディングⅢ環･食 川邊 Ｃ105

教職

共通

41320 欧米 英語文章表現演習Ⅱ ウォレン Ｃ202 41420 日本 近世日本文学講義Ⅰ 大久保 Ｃ203 41520 欧米 英米言語文化文献講読Ⅰ ウォレン C203

41120 日本 中古日本文学講義Ⅰ 沼尻 Ｃ207 東ア 41421 欧米 英米言語文化文献講読Ⅱ 宮川 Ｃ202 41521 欧米 ドイツ言語文化文献講読Ⅰ 森(邦) 研究室

41121 経ﾏﾈ 金融論 木成 Ｃ104 41220 国関 ｼﾞｬﾔｾｰﾅ Ｃ207 経ﾏﾈ 41422 欧米 フランス言語文化文献講読Ⅰ 國府 Ｃ206 41522 東ア 東アジア地域研究演習ⅡＡ 岡(克) Ｃ107

東ア 41523 経ﾏﾈ 行動心理学 鈴木 Ｃ208

経ﾏﾈ

41323 経ﾏﾈ 人的資源管理 井上 C205 41424 国関 国際関係演習ⅠA 吉田(信) 研究室

41425 国関 国際関係演習ⅠB ｼﾞｬﾔｾｰﾅ 研究室

41426 国関 国際関係演習ⅠC 深町 研究室

51120 物質 環境物質論および実習Ⅰ ※６ C102 51220 物質 環境物理学 黒木 C102

51121 生命 環境生命論および実習Ⅰ ※７ C103

51221 生命 生命科学演習Ⅴ 猪股 A308 51320 物質 大気環境科学 馬 C102 51420 生活 環境生活論および実習Ⅰ ※９ C104

51421

51222 生活 環境生活演習Ⅲ 庄山 C104 51422

61420 国際食文化論Ⅱ

61421 （英文講読）

教職 21520 教職 読書と豊かな人間性 今井 Ｃ109

共通

国教

環境

食健

教職

12100 基盤 国際文化論(1-4年) ﾎﾙｽﾄ Ｃ201 12200 基盤 ジェンダー(1-4年) 宮崎 Ｃ101 ※別表 AEP 学術英語ライティングⅠＡ ※別表 AEP 学術英語ライティングⅠＢ 12500 外国語 フランス語ⅠＢ ﾌｼﾞｼﾏ Ｃ206

12101 基盤 人をめぐる生命科学(1-4年) 松尾 Ｃ204 12201 基盤 今日の東アジア社会(1-4年) 山根 Ｃ201 12300 AJP 学術日本語ライティングⅠ 吹原 Ｃ105 12501 専門 フィールド実践・研究推進論ⅠB 吉村 Ｃ102

12202 基盤 音楽表現Ⅰ(1-4年) 安波 Ｃ209 12301 情報 情報リテラシーB-1 大草 C109 12502 専門 フィールド実践・研究推進論ⅠC 野依 Ｃ104

12302 情報 情報リテラシーB-2 藤野 C108

国教

環境

食健

12110 専門 異文化理解(２-４年) 徐 Ｃ302 12210 外国語 中国語Ⅴ 王 Ｃ207

12211 外国語 韓国語Ⅴ 金 LL-5

12212 外国語 ドイツ語Ⅴ ﾎﾙｽﾄ Ｂ403

12213 外国語 フランス語Ⅴ 粟国 Ｃ206

12214 専門 社会調査法（2-3年） 徐 Ｃ302

42310 日本 日本文化の科学的解析(2-3年) ※2 Ｃ301

42311 東ア 韓国社会論 岡 Ｃ206

42312 国関 アメリカの政治と社会(2-3年) 川上 C205

42313 経ﾏﾈ 経営学 塩次 C208

※別表 AEP 学術英語ライティングⅢ環･食

52110 AJP 学術日本語ライティングⅣ環･食 鳥越 Ｃ105

※別表 AEP 学術英語ライティングⅢ環･食

52110 AJP 学術日本語ライティングⅣ環･食 鳥越 Ｃ105

教職

共通

42220 欧米 欧米言語文化演習ⅡD 國府 研究室

42120 欧米 英語文法論 村長 C202 42221 国関 国際機構法 山下 Ｃ205 42320 東ア 韓国語演習Ⅰ 金 C102 42420 経ﾏﾈ 環境ビジネス Ｃ208

42222 経ﾏﾈ ファイナンス 飛田 Ｃ204

52120 生命 環境生理学 田村 C206 52220 生活 環境生活演習Ⅰ 小崎 C104 52320 生命 保全生物学 猪股 C203 42420 政策 環境ビジネス Ｃ208

42221 政策 国際機構法 山下 C205

62420 栄養薬理学

62421 （臨床薬理学）

教職 22520 教職 学校図書館メディアの構成 栗山 Ｃ109

共通

国教 42140 日本 国語科教育法Ⅳ 大久保 Ｃ207

環境

食健

教職

※別表 AEP 学術英語リスニングⅠＡ ※別表 AEP 学術英語リスニングⅠB 13300 健スポ 健康スポーツ実習ⅠB 長野 体 13400 専門 社会と企業(1-3年) 野依 C104

13100 AJP 学術日本語リスニングⅠ 川邊 Ｃ105 13200 情報 情報インテリジェンスA-1 飯塚 C109 13401 健スポ 健康スポーツ実習ⅠC 長野 体

43300 基本 国際関係入門(1-2年) 山下 Ｃ101

43301 基本 日本文学入門 今井 C301

53100 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(ES2B) 黒木 C102

53101 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(ES4B) 小崎 C104

53102 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(ES5B) 藤野 C103

食健 63200 基本 調理学 舟木 Ｃ103 63300 基本 ●生化学Ⅰ 中村(強) Ｃ103

共通

43110 日本 日本言語文化文献講読Ｂ(かな) 今井 Ｃ203 43210 日本 明治・大正時代の文化と文学 坂口 Ｃ203 43310 日本 日本伝統芸能 ﾎﾙｽﾄ Ｃ202 43410 日本 国語表現（音声・文法・表記） 坂本 Ｃ303

43411 欧米 米文学史 徳永 Ｃ105

43111 東ア アジアとジェンダー 宮崎 Ｃ302 43211 国際関係論Ⅰ 43311 欧米 ポストモダン英語圏の文化と文学 石田 C206 43412 東ア 現代韓国の文化 金 Ｃ103

43212 (国際関係論） 43413 経ﾏﾈ アジア産業論 ﾁｮｳﾄﾞﾘ Ｃ205

53110 生命 生命の分子的基盤 田村 C206 53210 生命 生体の機能学 小泉 C208 53310 物質 黒木 A104・C109

53111 生活 生活環境デザイン 庄山 C208 53510 政策 国際環境政策論 辻 C301

食健 63110 専門 Ａ102 63310 専門 食事摂取基準論 高橋 Ｃ204 63410 専門 Ａ103

教職

共通

43420 日本 日本言語文化演習ⅠA 今井 研究室

43220 日本 漢文学講義(3-4年) 月野 研究室 43421 日本 日本言語文化演習ⅠB 橋本 研究室

43120 日本 日本語音韻論 坂本 C303 43321 欧米 欧米言語文化演習ⅠA ｳｫﾚﾝ 研究室 43422 日本 日本言語文化演習ⅠC 坂口 研究室 43520 欧米 欧米言語文化演習ⅡC ﾎﾙｽﾄ 研究室

43221 欧米 英語コミュニケーションⅡ ｳｫﾚﾝ Ｃ202 43322 欧米 欧米言語文化演習ⅠB 森(邦) 研究室

43323 欧米 欧米言語文化演習ⅠC 宮川 研究室

43222 東ア 中国語演習Ⅰ 武 Ｃ102 53510 国関 国際環境政策論 辻 Ｃ301

43324 東ア 東アジア地域研究演習ⅠA 武 研究室 43424 東ア 東アジア地域研究演習ⅠＢ 尹 研究室

43223 経ﾏﾈ 企業戦略 河 C105 43325 東ア 東アジア地域研究演習ⅠD 金 研究室 43425 東ア 東アジア地域研究演習ⅠC 宮崎 研究室

43326 東ア 東アジア地域研究演習ⅠＥ 山根 研究室

43427 経ﾏﾈ 国際経済･マネジメント演習ⅠＡ 佐藤(秀) 研究室

43328 経ﾏﾈ 財政学 中村(大) Ｃ205 43428 経ﾏﾈ 国際経済･マネジメント演習ⅠB 中村(大) 研究室

53220 物質 環境材料学 吉村 C205 53321 生命 弓削・美濃部 A305

53121 生命 発生生物学 弓削 C108 53221 生命 系統進化学 楠見 C207 53322 生活 都市空間デザイン 庄山 C302

53222 エコロジー経済学Ⅰ 53323 環境マネジメント特別講義

53223 　(社会環境設計論) 53324 （環境マネジメント特別講義Ⅰ）

食健 63120 専門 生物物理・統計論 高橋 Ｃ204 63220 専門 ●臨床栄養アセスメント 片桐 Ｃ204 63320 専門 舟木・西原 Ａ701 63520 教職 沖田 Ａ705

教職

共通

43340 日本 漢文学実践研究 月野 研究室

43341 日本 国語学実践研究 坂本 研究室

環境

食健

教職 23540 教職 ◎事前・事後指導(通) 森(邦)・鈴木 Ｃ202

※別表 AEP 学術英語コミュニケーションⅠＢ ※別表 ※別表 AEP 学術英語コミュニケーションⅠＡ ※別表 14400 外国語 中国語ⅡＡ 于 Ｃ206

14401 外国語 中国語ⅡＢ 武 Ｃ203

14100 AJP 川邊 Ｃ105 14200 AJP 川邊 Ｃ105 14402 外国語 中国語ⅡＣ 王 Ｃ202

14403 外国語 韓国語Ⅰ 安 Ｃ208

14404 外国語 ドイツ語Ⅱ ﾎﾙｽﾄ Ｃ204

14405 外国語 フランス語Ⅱ 原田 Ｃ205

14406 外国語 英語Ⅱ 平 Ｃ102

44100 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＡ(IL1A) 橋本 Ｃ106 44200 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(IL2B) 山下 Ｃ106

44101 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＡ(IL3A) 佐藤(秀) Ｃ205 44201 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(IL4B) ﾁｮｳﾄﾞﾘ Ｃ107

44202 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(IL6B) ﾎﾙｽﾄ Ｃ103 基礎数学 藤岡(薫) 44500 基本 経済学入門(1-2年) 中村(大) Ｃ302

44203 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(IL8B) 長岡 Ｃ104

44204 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＢ(IL9B) 望月 Ｃ209

54100 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＡ(ES1A) 松尾 Ｃ104 44500 基本 経済学入門(1-2年) 中村(大) Ｃ302

54101 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＡ(ES3A) 池田 Ｃ107 54500 基本 基礎化学 池田 C201

64100 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＡ(FH1A) 片桐 Ｃ102 44300 基本 基礎数学 藤岡(薫) Ｃ302

64101 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠＡ(FH2A) 小林 Ｃ103 64300 専門 ●実践栄養活動論 南里 Ａ705

共通

※別表 AEP 学術英語ライティングⅢ国 ※別表 ※別表 AEP 学術英語コミュニケーションⅢ国 ※別表 44510 基本 応用統計学 藤野 Ｃ107

44110 東ア 東アジアの歴史 松原 Ｃ301 44210 国関 ヨーロッパ政治史 吉田(信) Ｃ302

44310 AJP 学術日本語ライティングⅣ国 吹原 Ｃ105 44410 AJP 学術日本語コミュニケーションⅡ国 吹原 Ｃ105 44511 東ア 中国社会論 尹 Ｃ303

44211 経ﾏﾈ 会計学 奥薗 Ｃ208 44512 計量経済学

44513 (計量経済学Ⅱ)

54110 物質 無機化学 藤岡(祐) C206 54210 物質 基礎物理化学 池田 C205

54211 生活 循環型社会論 44510 基本 応用統計学 藤野 C107

54212 　(循環・廃棄物管理)

64410 専門 Ａ701

44510 基本 応用統計学 藤野 C107

教職

共通

44420 日本 日本言語文化演習ⅡA 大久保 研究室

44220 欧米 英語翻訳の理論と実践 山内 C207 44320 欧米 近・現代イギリスの文化と文学Ⅰ 宮川 Ｃ206 44421 日本 日本言語文化演習ⅡB 坂本 研究室

44120 教職 国語科教育法Ⅰ 大久保 Ｃ207 44422 日本 日本言語文化演習ⅡC 渡邉(俊) 研究室

44221 国関 日本政治史 熊野 Ｃ202 44321 経ﾏﾈ 国際経済･マネジメント演習ⅡA ﾁｮｳﾄﾞﾘ 研究室

44423 欧米 欧米言語文化演習ⅡA 望月 研究室

44424 欧米 欧米言語文化演習ⅡB 村長 研究室

44425 欧米 欧米言語文化演習ⅡE 長岡 研究室

44426 国関 国際関係演習ⅡA 徐 研究室

44427 国関 国際関係演習ⅡB 馬場 研究室

44428 国関 国際関係演習ⅡC 山下 研究室

54321 生活 環境衛生学 小崎 Ｃ102

54322 生命 生命科学演習Ⅳ 瀧下 Ｃ104

食健 64120 専門 太田（雅）・森田 C108 64320 専門 地域ブランド論 新開 Ｃ204 64420 専門 ●食事療法学 片桐 C207

教職 24520 教職 生徒指導論 鈴木 Ｃ208

共通

国教 44440 日本 古典文学実践研究 今井 研究室

環境

食健

教職

※別表 AEP 学術英語リーディングⅡA ※別表 15200 日文 現代日本文化 坂口 Ｃ301 ※別表 AEP 学術英語リーディングⅡB ※別表

15201 基盤 地球環境と人類の未来(1-2年) ※3 Ｃ302

15100 AJP 学術日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠA 吹原 Ｃ105 15202 基盤 欧米言語文化概論(1-4年) 村長 Ｃ101 15300 AJP 学術日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠB 吹原 Ｃ105

15204 健スポ 健康スポーツ実習ⅠD 長野 体

45300 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠA(IL5A) 吉田(信) Ｃ102 45400 基本 法学入門(1-2年) 深町 Ｃ101

45301 FYS ファーストイヤー・ゼミⅠA(IL7A) 中村(大) Ｃ104 45401 日本 書道Ⅰ（書道芸術） 鵤 Ｃ209

45402 国関 コミュニケーション学 古村 Ｃ202

環境 55400 基本 基礎物理学 黒木 Ｃ301 55500 基本 基礎生命科学 田村・弓削 C302・C109

食健 65300 基本 Ａ102 55500 基本 基礎生命科学 田村・弓削 C302・C109

共通

45310 欧米 哲学概論 望月 Ｃ204 45410 基本 英語学入門 村長 Ｃ302

45210 日本 奈良時代の文化と文学 月野 Ｃ204 45311 東南アジアの政治と社会

45312 　(東アジアの政治と社会) 45411 日本 中国古典文学Ⅰ 岡村 Ｃ107

45313 経ﾏﾈ マクロ経済学Ⅰ 佐藤(秀) Ｃ302

※別表 AEP 学術英語コミュニケーションⅢ環･食

55410 AJP 学術日本語コミュニケーションⅡ環･食 吹原 Ｃ105

※別表 AEP 学術英語コミュニケーションⅢ環･食

55410 AJP 学術日本語コミュニケーションⅡ環･食 吹原 Ｃ105

教職 25510 教職 教育心理学 鈴木 Ｃ301

共通

45420 日本 近代日本文学講義 坂口 Ｃ203

55320 生命 松尾・美濃部 A305

55120 政策 環境統計学 藤野 C109 55220 教職 理科教育法Ⅰ 甲斐 C207

食健 65120 専門 松永・笠原 Ａ703・Ａ706 65320 専門 松永・笠原 Ａ703・Ａ706

教職 25520 教職 教育原理 森(邦) Ｃ208

共通

国教

環境

食健

教職

4 ※別表 卒研 ◎卒業研究演習・卒業論文　※開講時限は配属先研究室による

55420 生活 環境人間工学 小崎 Ｃ205

●給食経営管理実習Ⅰ　 ●給食経営管理実習Ⅱ　

C208
※別表

3

国教 45222 教職 英語科教育法Ⅰ Ｃ203

環境

動物生理学実験(環境生命履修コース実験)

55321 政策 環境マネジメント演習Ⅳ
藤岡

(薫)
C109

森(千) Ｃ205 45320 日本 中世日本文学講義Ⅰ 今井

55210 基本

専門 ●国際保健栄養学 水元

東ア 山根 C301

高橋・濱野

2

国教 45110 日本 日本外交文化史Ⅰ
渡邉

(俊)
Ｃ208

環境
※別表

食健 65110 専門 ●食行動科学理論

基礎実験

金

曜

日

1

共通

15203 基盤
国際社会における食の安全･安心

　　　　　　　　　　　(1-4年)

小林

(弘)
Ｃ201

国教

梅木 A705 65310

生態系の生物学 瀧下 C208

●公衆衛生学実習

4 ※別表 卒研 ◎卒業研究演習・卒業論文　※開講時限は配属先研究室による

生命科学演習Ⅲ 松尾 C204

3

馬・山口 A505

54120 政策 国際環境経済論 嶋田 C204

54221 生命

環境

54220 物質 応用物理化学演習
藤岡

(祐)
C102 54320 物質 環境分析化学実験　

国教

教職 ●学校栄養教育法Ⅰ 立石 Ｃ205
●調理学応用実習 舟木・笠原

食健 64110 専門 ●基礎栄養学実験　 中村(強)・濱野 Ａ102 64310

C20644110 関連 東アジアの歴史 松原 Ｃ301
吉田

(伸)

生命 生命科学基礎実験　
猪股・

美濃部・大坪
A405

2

国教

経ﾏﾈ 浦川 Ｃ109

環境 54310

食健 54500 基本 基礎化学 池田 C201

環境 44300 基本 基礎数学 藤岡(薫) Ｃ302

木

曜

日

1

共通

学術日本語日本事情ⅠB 学術日本語日本事情ⅠA

4

国教

※別表

国教 44300 基本 Ｃ302

卒研

◎卒業研究演習・卒業論文　※開講時限は配属先研究室による

●調理科学実験 ●栄養教諭教育実習事前･事後指導

政策 嶋田 C104 政策 辻・嶋田 C106
53420 生活 環境生活演習Ⅱ A205

物質 高分子化学実験 吉村・藤岡(留) A504

発生生物学実験(環境生命履修コース実験)
環境

53120 生活 環境生活基礎実験 森田(健)・福田 Ａ205 53320

43426 国関 国際政治史
吉田

(信)
Ｃ202

43327 国関 南アジアの政治と社会 ｼﾞｬﾔｾｰﾅ Ｃ207

森田

3

国教

43320 日本 日本語教授法Ⅱ 橋本 Ｃ203

43121 欧米 中世イギリスの文化と文学
太田

 (一)
C106 43423 欧米 欧米文学と映像メディア 長岡 C204

生活 環境生活学 岩崎 C301

●食品機能学実験 石川(洋)・濱野 ●微生物学実験 小林・南

43400 日本 日本史概論
渡邉

(俊)
Ｃ208

2

国教

国関 馬場 Ｃ302

環境

基礎物理学実験

53311 政策 環境法Ⅰ 蓑輪 C208 53410

水

曜

日

1

共通
※別表 ※別表

環境

43500 基本 情報社会入門(1-2年) 一ノ瀬 C204国教

4
※別表 卒研 ◎卒業研究演習・卒業論文　※開講時限は配属先研究室による

専門 食品分析化学 石川(洋) Ｃ202 専門 喜多･柏原

濱田・南
Ａ103

C207

3

国教 松本

(亨)

62320

環境
松本

(亨)

食健 62120 専門 ●臨床栄養管理学実習 片桐・西原
C109

A701
Ｃ202

火

曜

日

1

共通

A505

・A308

食健
※別表

62310 専門 ●食品安全学
小林

(弘)
Ｃ204

52310 物質 基礎化学実験 藤岡(留)

62410 専門 ●人間構造機能学実験Ⅰ

共通

2

Ａ705

4 ※別表 卒研 ◎卒業研究演習・卒業論文　※開講時限は配属先研究室による

※１０ Ｃ103 67520 専門 ●◎臨地実習事前・事後指導(通) ※1161220 専門 ●公衆栄養学実習 南里・森田(理)

国教

環境
※別表

61120 専門 ●公衆栄養学 南里 Ａ705

※別表 ※別表

51321 政策 国際環境政策論および実習Ⅰ ※８
環境政策フィールド実習
　(環境マネジメント特別講義Ⅱ)

辻・嶋田 C105

Ｃ107

環境

- 生命 学生実験(環境生命履修コース実験) 弓削・松尾・美濃部 各実験室

C103

・C109
政策

Ｃ207
※別表

3

国教

41321 東アジア経済論 木幡

専門 ●給食経営管理論Ⅰ 松永 Ｃ204 61410 専門

Ｃ207
平和と安全保障

41322 国関 政治理論
吉田

(信)
Ｂ504 41423 中国経済論

Ｃ102

2

共通

国教

41413 経ﾏﾈ ミクロ経済学Ⅰ
中村

(大)
Ｃ208

環境

※別表

政策 藤野 C109 41413 政策 ミクロ経済学Ⅰ
中村

(大)
Ｃ208

食健

※別表

森田

岩崎

小崎

授業コード 科目名 授業コード 科目名

月

曜

日

1

共通

食健 専門 高橋（徹）他

授業コード 科目名 授業コード 科目名 授業コード 科目名

61110 専門 ●実践疫学
太田

(雅)
Ｃ204 61210 ●人間構造機能学Ⅱ 濱田

木幡

Ａ705 基本食健

※時間割変更については、教務企画班の掲示板の時間割に朱書き訂正しますので、各自確認して下さ
い。（Active Academyやメールでは原則お知らせしません。）

曜
日

学
年

学
科

１時限（８：５０～１０：２０） ２時限（１０：３０～１２：００） ３時限（１３：００～１４：３０） ４時限（１４：４０～１６：１０） ５時限（１６：２０～１７：５０）

☆

☆

☆ 必ず登録内容を印刷して確認のこと。

４月　５日(水)　８：３０～２４：００

４月１８日(火)　８：３０～１９：００

４月２４日(月)　８：３０～２４：００

４月２６日(水)　８：３０～１９：００

☆登録・取消とも可能です。

※

※

※

※

※

※

※

下記期日を補講日とする。

４月２２日（土）、５月２７日（土）

６月１７日（土）、７月１日（土）

７月２２日（土）

※日程は別途掲示します。

（共通）

専門 ﾌｨｰﾙﾄﾞ実践・研究推進論ⅠA(和栗) 和栗

専門 ﾌｨｰﾙﾄﾞ実践・研究推進論ⅡA(和栗) 和栗

専門 食健康論(3前) 松井・佐藤(匡)・北垣

専門 女性リーダー育成実習(3前) 野依

（国際）

国関 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ学(３前) ｼﾞｬﾔｾｰﾅ

　(国際関係特別講義Ｃ)

（環境）

基本 環境とジェンダー(2前) 泉

政策 環境会計論(2前) 岩田

物質 水質環境科学(3前) 柳橋

生命 生態学Ⅱ(3前) 瀧下

生命 生態学実験(3前) 瀧下・大坪

（食健）

専門 ●給食の運営(校外実習)(3前) 梅木

（教職）

教職 ●栄養教諭教育実習(3前) 沖田

※　通年科目は前期に登録してください。

（食健）

専門 ●臨地実習事前・事後指導 ※11

（語学研修）

語学 海外語学研修Ⅰ(1-4通) 川邊・髙原

語学 海外語学研修Ⅱ(1-4通) 川邊・髙原

語学 海外語学研修Ⅲ(1-4通) 川邊・髙原

（体験学習）

体験 フィールドスタディA(和栗) 和栗

(3年生/フィールドスタディ(和栗)）

体験 フィールドスタディB(新開) ※４

(3年生/フィールドスタディ(新開)）

体験 フィールドスタディB(湯田) 湯田

体験 国際インターンシップA(和栗) 和栗

(3年生/国際インターンシップ(和栗)）

体験 国際インターンシップB(湯田) 湯田

体験 フィールドワークA(和栗) 和栗

(3年生/フィールドワーク(和栗)）

体験 フィールドワークB(新開) ※5

(3年生/フィールドワーク(新開)）

体験 フィールドワークB(ﾁｮｳﾄﾞﾘ) ﾁｮｳﾄﾞﾘ

(3年生/フィールドワーク(ﾁｮｳﾄﾞﾘ)）

体験 フィールドワークB(湯田) 湯田

体験 サービスラーニングA(和栗) 和栗

(3年生/サービスラーニング(和栗)）

体験 サービスラーニングA(吉村) 吉村

(3年生/サービスラーニング(吉村)）

体験 サービスラーニングA(野依) 野依

(3年生/サービスラーニング(野依)）

体験 サービスラーニングB(ﾁｮｳﾄﾞﾘ) ﾁｮｳﾄﾞﾘ

(3年生/サービスラーニング(ﾁｮｳﾄﾞﾘ)）

体験 サービスラーニングB(湯田) 湯田

体験 サービスラーニングB(片桐・梅木) 片桐・梅木

体験 サービスラーニングB(豊貞) 豊貞

体験 サービスラーニングB(徐) 徐

体験 サービスラーニングB(深町) 深町

（教職）

教職 事前・事後指導(4通) 森(邦)・鈴木

教職 中学校教育実習(4通) 森(邦)・鈴木

教職 高等学校教育実習(4通) 森(邦)・鈴木

ビジネス英語(2前) ﾁｮｳﾄﾞﾘ

フランス言語文化文献講読Ⅰ(3前) 國府

フランス言語文化文献講読Ⅱ(3前) 國府

学習指導と学校図書館(3-4年) 野村

学校図書館メディアの構成(3-4年) 栗山

読書と豊かな人間性(3-4年) 今井

※近・現代アメリカの文化と文学Ⅱ（3前）および

病態栄養学(３前)については休講予定です。

開講の場合は別途お知らせします。

※1 グローバリズムと多様性社会(1-2年)

佐藤（秀）、馬場、藤岡(薫)、山根

※2 日本文化の科学的解析(2-3年)

今井、月野、森田、吉村

※3 地球環境と人類の未来(1-2年)

吉村、馬、高橋、ﾎﾙｽﾄ､ｼﾞｬﾔｾｰﾅ

※4 フィールドスタディB(新開)

　(3年生/フィールドスタディ(新開)

新開、嶋田

※5 フィールドワークB(新開)

　(3年生/フィールドワーク(新開)

新開、小林(弘)

※６ 環境物質論および実習Ⅰ

    藤岡(祐)、池田、吉村、黒木、馬

※７ 環境生命論および実習Ⅰ

    瀧下、田村、弓削、猪股、松尾

※８ 国際環境政策論および実習Ⅰ

辻、藤野、嶋田、藤岡(薫)

※９ 環境生活論および実習Ⅰ

森田、岩崎(慎)、庄山、豊貞、小崎

※10 国際食文化論Ⅱ（英文講読）

新開、小林(弘)

※11 臨地実習事前・事後指導(通)

片桐、梅木、南里、松永

【講義棟】
Ｃ101：小ホール(Ｃ棟１F)

Ｃ102：多目的演習室　５(Ｃ棟１F)

Ｃ103：多目的演習室　６(Ｃ棟１F)

Ｃ104：多目的演習室　４(Ｃ棟１F)

Ｃ105：多目的演習室　３(Ｃ棟１F)

Ｃ106：多目的演習室　２(Ｃ棟１F)

Ｃ107：多目的演習室　１(Ｃ棟１F)

Ｃ108：情報実習室　Ａ(Ｃ棟１F)

Ｃ109：情報実習室　Ｂ(Ｃ棟１F)

Ｃ201：中ホール(Ｃ棟２F)

Ｃ202：中講義室　４(Ｃ棟２F)

Ｃ203：小講義室　３(Ｃ棟２F)

Ｃ204：中講義室　３(Ｃ棟２F)

Ｃ205：小講義室　２(Ｃ棟２F)

Ｃ206：中講義室　２(Ｃ棟２F)

Ｃ207：小講義室　１(Ｃ棟２F)

Ｃ208：中講義室　１(Ｃ棟２F)

Ｃ209：多目的演習室(Ｃ棟２F)

Ｃ301：大講義室　２(Ｃ棟３F)

Ｃ302：大講義室　１(Ｃ棟３F)

Ｃ303：小講義室　４(Ｃ棟３F)

【研究棟】
A104：環境物質　学生実験室１(A棟１F)

A504：環境物質　学生実験室２(A棟５F)

A505：環境物質　学生実験室３(A棟５F)

A305：環境生命　学生実験室１(A棟３F)

A405：環境生命　学生実験室２(A棟４F)

A205：環境生活　学生実験室(A棟２F)

A102：食・健康　学生実験室1(A棟１F)

A103：食・健康　学生実験室2(A棟１F)

A701：調理学実習室(準備室)(A棟７F)

A702：実習食堂兼試食室(A棟７F)

A703：給食経営管理実習室(A棟７F)

A705：栄養教育実習室(A棟７F)

A706：臨床栄養実習室(A棟７F)

LL-1：LL教室-１(B棟１F)

LL-2：LL教室-２(B棟１F)

LL-3：LL教室-３(B棟１F)

LL-4：LL教室-４(B棟１F)

LL-5：LL教室-５(B棟１F)

LL-6：LL教室-６(B棟１F)

LL-7：LL教室-７(B棟１F)

LL-8：LL教室-８(B棟１F)

　履修にあたっての注意事項　

下記の履修登録期間に履修登録を行うこと。

(期限厳守）

履修登録をしていない科目は単位認定できま
せん。

履修登録期間

～

◎印がついている科目は、通年で開講されま
す。(前期に履修登録をしてください。)

前期開講の「美術表現」・「音楽表現Ⅰ」・
「健康スポーツ実習Ⅰ」の登録にあたって

は、履修制限を行う場合がありますので、掲
示板に注意してください。

「AEP」および「FYS」については、掲示板
等で指定クラスを確認すること。

休講・補講情報、一時的な教室変更について
は、掲示板及びActive Academyに掲示しま
すので、逐一確認してください。

履修に関して不明な点は、アカデミックアド
バイザー、あるいは教務企画班国際文理学部
担当者に相談してください。

補　　講　　日

★２４：００～５：００はシステム休止中で
す。

履修登録変更・取消期間

～

入学年次の「学生便覧」に記載されていない
科目は、原則として履修しても卒業要件単位
に含まれません。

登録にあたっては、十分注意してください。

●印がついている科目は、他学科の学生は履
修できません。

集中講義

56611

56620

56621

56622

46620

56610

16620

46621

66620

26620

通年科目

17600

67520

17604

17605

17606

17601

17603

17602

17616

17617

17618

17608

17609

17610

17611

17612

17621

17622

17623

17620

17628

23540

26640

17624

17625

教職

教職

教職

欧米

17607

17627

17629

17630

休　　講
隔年開講科目のアンダーラインの科目は本

年度休講になります。

オムニバス担当教員

教　　室

16600

16601

16621

26641

隔年開講科目
(アンダーラインの科目は本年度休講になり
ます。）

経ﾏﾈ

欧米

17626

17619

17613

17614

17615

【注　意】

(1) ●が付いた科目は、学外の方が
　受講することはできません。
(2) 実験・実習科目は、本学の在学生
　または卒業生以外の方が受講する
　ことはできません。


