
H29年度　教室変更（常時） ⑫
H29.6.5

変更前 変更後

ドイツ語初級Ⅰ【ａ】 春 月1 山田　やす子 512 511

国語学概論Ⅰ《音声・語彙》【ｂ】 春 月2 齋藤　平 221 224

中国語初級Ⅰ【ａ】 春 月2 高　潤生 745 733

英語基礎Ⅰ【ｂ】 春 月3 岡本　裕子 531 511

英語基礎Ⅰ【ｃ】 春 月3 小野　芳孝 511 531

英語基礎Ⅰ【ｊ】 春 月3 児玉　玲子 733 745

中国語中級Ⅰ【ａ】 春 月3 高　潤生 731 742

教育法規 春 月3 市田　敏之 745 733

障害児保育 春 月3 山本　智子 742 731

英語基礎Ⅰ【ｌ】 春 月4 岡本　裕子 531 511

英語基礎Ⅰ【ｍ】 春 月4 小野　芳孝 511 531

英語基礎Ⅰ【ｔ】 春 月4 児玉　玲子 733 745

中国語コミュニケーションⅠ 春 月4 高　潤生 745 733

日本芸能論 春 月4 岩崎　正彌 711 621

地域福祉論
春 月4
春 月5

大井　智香子 712 744

日本マスコミ論 春 月5 五十嵐　正道 744 732

政治学特講 春 火2 田浦　雅徳 211 431

児童・家庭福祉論 春 火3 灰谷　和代 712 722

政治学概論 春 火3 佐藤　良輔 722→712
622

（再変更）

教育方法学（中等）【ｂ】 春 火3 小孫　康平 622 712

初年次ゼミ（国文） 春 水2 小堀　洋平 722 741

医療福祉論 春 水2 畑中　寿美 741 722

伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ 春 水3 オムニバス 211 224

キャリア形成のための数学基礎Ⅰ【ａ】
数学【ａ】

春 水3 藤井　一正 711 712

社会保障論 春 水3 長友　薫輝 712 711

衛生学 春 木1 片山　靖富 731→721
221

（再変更）

教育方法学（中等）【ｃ】 春 木1 小孫　康平 721 731

言語学入門【ａ】 春 木3 山田　やす子 224 231

社会統計学Ⅰ(基礎統計) 春 木4 藤井　恭子 631→522
631

(再変更）

英語総合Ⅰ【ａ】 春 金1 川村　一代 745 731

教育方法学（中等）【ａ】 春 金2 小孫　康平 722 221

科目
教室

時間割
教員名

（敬称略）



H29年度　教室変更（常時） ⑫
H29.6.5

変更前 変更後
科目

教室
時間割

教員名
（敬称略）

古典文学講読ⅡＣ 春 金2 深津　睦夫 431 233

社会調査法Ⅰ 春 金3 筒井　琢磨 621 622

社会情報学 春 金3 筒井　琢磨 621 622

仏教概説 春 集中 久間　泰賢 711 731

ドイツ語初級Ⅱ【ａ】 秋 月1 山田　やす子 512 511

海外事情Ⅱ《アメリカ》【ｂ】 秋 月1 メイヨー 522 521

中国語初級Ⅱ【ａ】 秋 月2 高　潤生 745 733

英語基礎Ⅱ【ｂ】 秋 月3 岡本　裕子 531 511

英語基礎Ⅱ【ｃ】 秋 月3 小野　芳孝 511 531

現代と健康【ａ】 秋 月3 建部　久美子 622 222

英語基礎Ⅱ【ｌ】 秋 月4 岡本　裕子 531 511

英語基礎Ⅱ【ｍ】 秋 月4 小野　芳孝 511 531

現代と健康【ｂ】 秋 月4 建部　久美子 622 224

海外事情Ⅱ《アメリカ》【ａ】 秋 火3 メイヨー 522 521

地域社会論 秋 火3 筒井　琢磨 721 621

和歌 秋 水2 大島　信生 222 233

情報サービス演習Ⅱ
秋 水4
秋 水5

岡野　裕行 522 421

国史学特講ＢⅡ《中世》 秋 木3 岡野　友彦 224
神道博物館
講義室

日本工芸論 秋 金3 岩崎　正彌 621→622
211

（再変更）

物理学 秋 金3 上島　章弘 722 712

史料講読Ｄ《近代》 通年月3 谷口　裕信 222 233

考古学 通年水1 岡田　登 211 622

神道神学 通年水1 白山　芳太郎 711→622
211

（再々変更）

神道神学研究 通年水1 白山　芳太郎 711→622
211

（再々変更）

専門演習ⅠＤ/プロジェクト研究Ⅰ 通年木2 岡野　裕行 631 233

西洋史概説 通年木3 坂井　聰 231 224

神道学演習Ⅰ【ｂ】/プロジェクト研究Ⅰ 通年木4 板東　洋介 753B 図書館
ラーニングコモンズ

地歴科教育法 通年金3 深草　正博 622→712
722

（再変更）

子どもの保健Ⅰ 通年金3 梶　美保 712 621

精神医学 通年土1 山嵜　一正 743 536


