
H28年度　教室変更（常時）
28.4.25

変更前 変更後
障害児保育 春　月１ 栗原　輝雄 741 711
現代と福祉 春　月２ 吉田　明弘 212 224
教育課程論（中等） 春　月２ 井上　兼一 621 234
体育原理 春　月２ 叶　俊文 711 621
経営学概論 春　月２ 遠藤　司 732 212
神道学演習Ⅱ 通年月３ 木村　徳宏 222 532
日本文学論 春　月３ 橋本　雅之 711 212

有職故実 春　月５ 木村　徳宏
622
祭式
教室

621
祭式
教室

日本マスコミ論 春　月５ 五十嵐　正道 744 733
異文化間コミュニケーションⅠ 春　火２ 荊木　美行 721 431
日本芸能論 春　火２ 岩崎　正彌 431 721
現代神道論 春　火２ 板井　正斉 721 711

古典文学講義ⅡＣ 春　火２ 深津　睦夫 222
図書館

ラーニング
コモンズ

児童・家庭福祉論 春　火３ 灰谷　和代 712 234
学校心理学 春　火３ 吉田　直樹 746 732
漢文学概論Ⅰ 春　火４ 松下　道信 224 231
伝統建築・工芸 春　火４ 岩崎　正彌 231 224

初年次ゼミ 春　水２ 上小倉　一志 741
博物館
講義室

伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ 春　水３ 齋藤　平 622 211
英語コミュニケーションⅠ【e】 春　木３ 平井　聡子 538 745
英語コミュニケーションⅠ【i】 春　木３ 小野　芳孝 745 538
児童社会 春　木２ 深草　正博 621 622
産業社会実習 通年木２ 岸川　政之 622 733
言語学入門 春　木３ 山田　やす子 224 231
日本学演習Ⅰ/日本文化学演習Ⅰ/プロジェクト演習Ⅰ 通年木４ 菅野　覚明 751A 521
現代日本総論 春　木４ 新田　均 622 211
情報資源組織論 春　木４ 岡野　裕行 211 622
英語コミュニケーションⅠ【q】 春　木４ 平井　聡子 538 745
英語コミュニケーションⅠ【u】 春　木４ 小野　芳孝 745 538

子どもの保健Ⅰ 通年金１ 梶　美保 722
春621
秋722

現代憲法論 春　金１ 富永　健 745 711
教育方法学（中等）【a】 春　金１ 小孫　康平 712 721
英文法Ⅰ 春　金２ 児玉　玲子 536 221
日本礼法論 春　金２ 岩崎　正彌 711 211
古典文学講読ⅡＣ 春　金２ 深津　睦夫 431 536

社会情報実習 通年金２ 藤井　恭子 421
631

(春のみ）
社会調査法Ⅰ 春　金３ 筒井　琢磨 722 621
社会情報学 春　金３ 筒井　琢磨 722 621
国文学概論Ⅰ 春　金３ 石谷　春樹 621 722

地歴科教育法 通年金３ 深草　正博 712
春　622
秋　722

日本建築論 春　金３ 岩崎　正彌 711 231
近代文学講義ⅡＢ 春　金３ 岡野　裕行 622 712
古典文学講読ⅡＤ 春　金３ 高倉　一紀 234 536
武士道論 春　金３ 菅野　覚明 536 234
皇学入門【ｈ】 春　金４ 板井　正斉 712 221
皇学入門【d】 春　金４ 橋本　雅之 212 234
国語学講読Ⅱ 春　金４ 齋藤　平 234 212
社会学特講 春　金４ 関根　薫 721 231
現代社会論 春　金４ 関根　薫 721 231
産業社会学 春　金４ 笠原　正嗣 221 712
医学概論 春　土１，２ 山路　由実子 731 212
囲碁 春　集中 得能　弘一 711 712
英語コミュニケーションⅡ【e】 秋　木３ 平井　聡子 538 745
英語コミュニケーションⅡ【i】 秋　木３ 小野　芳孝 745 538
高齢者福祉サービス論 秋　木４ 鵜沼　憲晴 731 622
日本人物論 秋　木４ 新田　均 622 234
英語コミュニケーションⅡ【q】 秋　木４ 平井　聡子 538 745
英語コミュニケーションⅡ【u】 秋　木４ 小野　芳孝 745 538

科目
教室

時間割
教員名
（敬称略）


