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5 新カリ／時間割　【春学期】 Monday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10061生活園芸Ⅰ(春) 菊地牧恵 共通 10062 生活園芸Ⅰ(春) 堀内尚美 共通 10222 社会福祉論 高橋睦子
共通 10071生活園芸Ⅰ(春) 菊地牧恵 共通 10072 生活園芸Ⅰ(春) 堀内尚美 共通 10343 日本語能力Ⅰ 中村晋吾
共通 11016 英語Ⅰ 矢野真知子・千田マリアナオアナ 火4 共通 10341日本語能力Ⅰ 中川圭子 共通 10344 日本語能力Ⅰ 野崎有以
共通 11017 英語Ⅰ K.Fujioka・及川裕子 火4 共通 10342 日本語能力Ⅰ 島崎英香 共通 10345 日本語能力Ⅰ 野本聡
共通 11018 英語Ⅰ 常葉美穂・P.Knighton 火4 共通 10525 表現力実践 桃井和馬 共通 10751キャリアスキル対策講座Ⅱ矢野真知子
共通 13046 タイ語Ⅰ B.Thidarat 水3 共通 12062 英語Ⅰ 常葉美穂・矢野真知子 金2 共通 13057 仏語Ⅰ 礒脇幸恵 水3
共通 13047 タイ語Ⅰ B.Thidarat 水3 共通 12072 英語Ⅱ 常葉美穂・矢野真知子 金2 共通 13059 仏語Ⅰ 礒脇幸恵 水3
共通 13056 仏語Ⅰ 近藤美紀 水4 EC 50103 国際経済論 坂井誠
共通 13058 仏語Ⅰ 近藤美紀 水4 共通 12061 英語Ⅰ K.Fujioka 水4
JL 20105 日本文化基礎Ⅴ（近現代文学）中村晋吾 共通 12071 英語Ⅱ K.Fujioka 水4

２

EC 30128 比較文化論Ⅰ 桃井和馬 共通 10554 ステップアップ語学Ⅰ B.Thidarat JL 20111日本文化基礎ⅩⅠ（日本の物語絵）稲本万里子
EC 30113 Academic Reading and Writing（春）有馬弥子 EC 50120 比較宗教文化論Ⅰ 笹尾典代
IS 50110 地域研究Ⅲ（アメリカ社会文化論）漆畑智靖 PH 70112 花壇ボランティア論☆ 山浩美
PH 70102 園芸学基礎 樋口幸男 共通 12081 英語Ⅲ K.Fujioka 水4
共通 12082 英語Ⅲ 常葉美穂・矢野真知子 金2 共通 12091 英語Ⅳ K.Fujioka 水4
共通 12092 英語Ⅳ 常葉美穂・矢野真知子 金2

３
・
４

共通 20213 日本語教育の内容と方法Ⅰ（教案作成）川井章弘 JL 20202 日本文化特講Ⅱ（近現代文学）野本聡 JL 20206 日本文化特講Ⅳ（編集学）福江泰太
共通 20214 日本語教育の内容と方法Ⅰ（教案作成）島崎英香 共通 20217 コーパス言語学 田中弥生 EC 30206 翻訳論 立木智子

PH 70403 専門演習Ⅰ（PH) 喜田安哲 IS 50222 国際農業・農村開発論 澤登早苗
PH 70406 専門演習Ⅰ（PH) 丸橋亮子 PH 70204 家族心理学 丸橋亮子
JL 70504 専門演習Ⅰ（多文化オープン）丸橋亮子 Gr 92200 地域文化史研究 高濱俊幸
Gr 92070 日本語教育特論Ⅰ 有賀千佳子
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

春

M
onday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通10241女性と健康☆ 和田芽衣 共通14001言語学入門 栗田奈美
共通13066 イタリア語Ⅰ 久保博 水4
共通13067 イタリア語Ⅰ 久保博 水4
共通13081日本語Ⅰ（留学生） 平山志保香・担当未定 木3
共通 13082 日本語Ⅰ（留学生） 志賀里美・担当未定木3
共通 14007異文化コミュニケーションK.Fujioka

２

共通 20124 日本語の音声・音韻 川井章弘 共通13086 日本語Ⅲ（留学生） 平山志保香・担当未定 木4
EC 30129 比較文化論Ⅱ 高濱俊幸 共通13087 日本語Ⅲ（留学生） 平山志保香・担当未定 木4

PH 70116心理統計Ⅰ 喜田安哲

３
・
４

共通10905 生涯就業力STEPⅤ 樋口幸男
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5 新カリ／時間割　【春学期】 Tuesday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10064 生活園芸Ⅰ(春) 藤田智 共通 生活園芸Ⅰ(春) 澤登早苗 共通 10210 女性とキリスト教 谷口稔
共通 10074 生活園芸Ⅰ(春) 藤田智 共通 10346 日本語能力Ⅰ 岩佐玲子 共通 10348 日本語能力Ⅰ 岩佐玲子
共通 11001英語Ⅰ 担当未定 金2 共通 10347 日本語能力Ⅰ 水上晃実 共通 10349 日本語能力Ⅰ 高梨美穂
共通 11002 英語Ⅰ 鈴木裕子・千田マリアナオアナ 金2 共通 韓国語Ⅰ 韓興鉄・米津篤八 木3 共通 10528 キャリア開発Ⅰ☆ ワークアカデミー(張田)
共通 11003 英語Ⅰ 田村明子・I.Mugo 金2 共通 独語Ⅰ 林敬太 木3 共通 英語Ⅰ 各担当教員 金1
共通 11004 英語Ⅰ 佐藤智子・B.Aycock 金2 共通 スペイン語Ⅰ 杉守　慶太 木3 共通 13003 韓国語Ⅰ 韓興鉄・米津篤八 木4
共通 11005 英語Ⅰ 千田マリアナオアナ・P.Knighton 金2 共通 14011ジェンダー論入門Ⅰ 定松文 共通 13008 韓国語Ⅰ 韓興鉄・米津篤八 木4
共通 14017 心理学入門 丸橋亮子 共通 13072 スペイン語Ⅰ 杉守　慶太 木4
EC 30101英語コミュニケーション基礎Ⅰ（言語）宇佐美裕子 共通 13074 スペイン語Ⅰ 杉守　慶太 木4

２

共通 13145 Self Directed Learning Ⅲ 淺見ローナ幸恵 共通 10530 バーチャルビジネス講座☆ ワークアカデミー(張田) JL 専門基礎演習Ⅰ 各担当教員
IS 50105 国際人権論 李泳采 共通 英語Ⅲ 各担当教員 水3 EC 専門基礎演習Ⅰ 各担当教員

PH 70120 環境デザイン 宮内泰之 IS 専門基礎演習Ⅰ 各担当教員
PH 専門基礎演習Ⅰ 各担当教員

３
・
４

JL 30213 認知言語学 栗田奈美 JL 20401専門演習Ⅰ（JL） 稲本万里子 JL 20209 日本文化特講Ⅶ（マンガ・アニメ文化論）山田うさこ
IS 50212 地域研究特講Ⅱ 坂井誠 JL 20405 専門演習Ⅰ（JL） 中村晋吾 EC 30204 Visual Communication in English G.Mesureur
JL 50218 日本の憲法と政治 齊藤小百合 EC 30401専門演習Ⅰ（EC) 有馬弥子 IS 50219 宗教学特講 笹尾典代
PH 70203 ヒトと植物の関係学 樋口幸男 EC 専門演習Ⅰ（EC)（多文化オープン）高濱俊幸 EC 50220 Current Affairs Reading 生田裕二

EC 専門演習Ⅰ（EC)（多文化オープン）生田裕二 Gr 93030 平和構築論 高橋清貴
IS 50216 開発教育 安部竜一郎
PH 70209 高齢者福祉論 小野賢一
Gr 93010 平和学研究Ⅰ 高橋清貴・李泳采
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

春

Tuesday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通10225 人権論 崔善愛 共通 20121第二言語習得 末田美香子
共通11016英語Ⅰ 矢野真知子・千田マリアナオアナ 月1
共通11017英語Ⅰ K.Fujioka・及川裕子月1
共通11018英語Ⅰ 常葉美穂・P.Knighton 月1

２

共通10903 生涯就業力STEPⅢ 鈴木真子・岩佐玲子・水上晃実・桃井和馬・宇野緑

３
・
４
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5 新カリ／時間割　【春学期】 Wednesday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10001キリスト教学入門Ⅰ 広田叔弘 共通 10002 キリスト教学入門Ⅰ 広田叔弘 共通 10732 キャリアスキル対策講座Ⅰ吉岡俊亮
共通 10003 キリスト教学入門Ⅰ 宇野緑 共通 10004 キリスト教学入門Ⅰ 宇野緑 共通 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・胡婉如 金3
共通 10006 キリスト教学入門Ⅰ 広田叔弘 共通 10007 キリスト教学入門Ⅰ 広田叔弘 共通 タイ語Ⅰ B.Thidarat 月1
共通 10008 キリスト教学入門Ⅰ 宇野緑 共通 10009 キリスト教学入門Ⅰ 宇野緑 共通 仏語Ⅰ 礒脇幸恵 月3
共通 10032 平和研究入門Ⅰ 楊志輝 共通 10031平和研究入門Ⅰ 李泳采 共通 13141Self Directed Learning ⅠDa Silva
共通 10033 平和研究入門Ⅰ 高橋睦子 共通 10034 平和研究入門Ⅰ 高橋清貴 共通 14006 国際関係入門 永井文也
共通 10037 平和研究入門Ⅰ 楊志輝 共通 10036 平和研究入門Ⅰ 李泳采 共通 14027 自然科学史入門 篠田真理子
共通 10038 平和研究入門Ⅰ 高橋睦子 共通 10039 平和研究入門Ⅰ 高橋清貴 共通 14028 宗教学入門 笹尾典代
共通 10244 体育（太極拳）☆ 喜田安哲 JL 20102 日本文化基礎Ⅱ（近代文学史）中村晋吾
EC 50102 国際政治学 漆畑智靖 EC 30105 英米文学研究Ⅰ（英米文学史）有馬弥子

２

共通 12016 英語Ⅲ 矢野真知子・及川裕子 金4 共通 10254 生活園芸Ⅱ(春)☆ 澤登早苗 共通 10255 生活園芸Ⅱ(春)☆ 藤田智
共通 12017 英語Ⅲ 越智健太郎・I.Mugo 金4 共通 10511基礎数理 坂井誠 共通 10533 Business EnglishⅠ 安藤エレナ
共通 12018 英語Ⅲ P.Knighton・N.DiNunzio 金4 共通 英語Ⅲ 各担当教員 金3 共通 英語Ⅲ 各担当教員 火2
共通 12021英語Ⅲ 吉岡俊亮・淺見ローナ幸恵 火2 IS 50111地域研究Ⅳ（アラブ・アフリカ社会論）高橋睦子
共通 12022 英語Ⅲ G.Mesureur・田村明子 火2
PH 70110 持続可能社会論 藤田智

３
・
４

Gr 93040 グローバルガバナンス論 川崎哲 JL 20403 専門演習Ⅰ（JL） 栗田奈美 JL 20404 専門演習Ⅰ（JL） 水上晃実
JL 20407 専門演習Ⅰ（JL） 佐谷眞木人 EC 専門演習Ⅰ（EC)（多文化オープン）G.Mesureur
IS 50201平和学特講Ⅰ 川崎哲 EC 30406 専門演習Ⅰ（EC) 越智健太郎
IS 50203 アジア文化特講Ⅰ 永井文也 IS 専門演習Ⅰ（IS)（多文化オープン）各担当教員
PH 専専門演習Ⅰ（PH)（多文化オープン 篠田真理子 Gr 92030 文化交流研究Ⅰ 高濱俊幸
PH 70404 専門演習Ⅰ（PH) 宮内泰之
Gr 92120 文化交流特論Ⅰ 有馬弥子
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M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

春

W
ednesday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通 10142 教養基礎演習Ⅰ 岩佐玲子 共通 20123 日本語文法 栗田奈美
共通 10203 キリスト教と芸術 石原綱成
共通 10231暮らしと経済 坂井誠
共通 11021英語Ⅰ 吉岡俊亮・淺見ローナ幸恵 火3
共通 11022 英語Ⅰ P.Knighton・安藤エレナ 火3
共通 13001韓国語Ⅰ 川村受映 金4
共通 13006 韓国語Ⅰ 川村受映 金4
共通 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・胡婉如 金4
共通 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・王萍瑜 金4
共通 13056 仏語Ⅰ 近藤美紀 月1
共通 13058 仏語Ⅰ 近藤美紀 月1
共通 13066 イタリア語Ⅰ 久保博 月4
共通 13067 イタリア語Ⅰ 久保博 月4
共通 12061 英語Ⅰ K.Fujioka 月3
共通 12071 英語Ⅱ K.Fujioka 月3

２

共通 10535 Project English-Career N.DiNunzio 共通 10551ステップアップ語学Ⅰ 谷川雄一郎
共通 10556 ステップアップ語学Ⅰ 礒脇幸恵 共通 15011短期フィールドスタディ入門（カリフォルニア）澤登早苗
JL 20117 教育コミュニケーション 水上晃実 共通 15014 短期フィールドスタディ入門（北海道）永井文也
EC 30131英語圏の歴史と文化 高濱俊幸 共通 15022 フィールドスタディⅥ（東アジア）李泳采
IS 50109 地域研究Ⅱ（ヨーロッパ社会文化論）定松文 共通 15025 フィールドスタディⅥ（カンボジア・タイ）高橋清貴
PH 70111有機農業とアグロエコロジー 澤登早苗
共通 70228 子育て支援実践Ⅱ（保育士）丸橋亮子
共通 12081 英語Ⅲ K.Fujioka 月3
共通 12091 英語Ⅳ K.Fujioka 月3

３
・
４

EC 30201Academic WritingⅠ☆ 安藤エレナ
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5 新カリ／時間割　【春学期】 Thursday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（10:40～12:10） III　（13:40～15:10）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 教養基礎演習Ⅰ 各担当教員 共通 10208 現代社会とキリスト教 谷口稔 共通 10201キリスト教と芸術☆ 竹内智子
共通 10901生涯就業力STEPⅠ 鈴木真子・岩佐玲子・桃井和馬・宇野緑・水上晃実 共通 10212 倫理・哲学 広田叔弘
共通 14015 園芸療法入門 澤田みどり 共通 10227 ボランティア論 鈴木真子

共通 10523 コーポレートマーケティング 生涯就業力推進センター
共通 13002 韓国語Ⅰ 韓興鉄・米津篤八 火2
共通 13007 韓国語Ⅰ 韓興鉄・米津篤八 火2
共通 13051独語Ⅰ 林敬太 火2
共通 13052 独語Ⅰ 林敬太 火2
共通 13071スペイン語Ⅰ 杉守　慶太 火2
共通 13073 スペイン語Ⅰ 杉守　慶太 火2
共通 13081日本語Ⅰ（留学生） 平山志保香・担当未定 月4
共通 13082 日本語Ⅰ（留学生） 志賀里美・担当未定 月4
共通 14014 環境社会学入門 松村正治

２

PH 70101社会園芸論 澤登早苗 共通 15005 長期フィールドスタディ入門 永井文也 共通 10214 恵泉学 谷口稔
PH 70122 社会園芸実践法 菊地牧恵 JL 70104 日本の園芸芸術☆ 安達とう子 木4

EC 70106 欧米の園芸芸術☆ 青木由美子 木4

３
・
４

共通 15010 フィールドスタディⅥ（タイ長期) 永井文也 共通 70205 教育心理学 Da Silva PH 70217 臨床心理学 齋藤謁
PH 70212 リハビリテーション 喜田安哲 PH 70211園芸と人間形成 澤登早苗・丸橋亮子

Gr 93150 南アジア地域研究 大橋正明
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

春

Thursday

年
次

IV　（15:20～16:50） V　（17:00～18:30） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通 13003 韓国語Ⅰ 韓興鉄・米津篤八 火3 共通 14002 歴史Ⅰ（日本とアジア）白石烈
共通 13008 韓国語Ⅰ 韓興鉄・米津篤八 火3
共通 13072 スペイン語Ⅰ 杉守　慶太 火3
共通 13074 スペイン語Ⅰ 杉守　慶太 火3
共通 14023 英語で学ぶガーデニング☆ 浅岡みどり
JL 20113 日本文化基礎ⅩⅢ（日本史）白石烈
JL 20115 日本文化基礎ⅩⅢ（日本史）白石烈

２

共通 13086 日本語Ⅲ（留学生） 平山志保香・担当未定 月5
共通 13087 日本語Ⅲ（留学生） 平山志保香・担当未定 月5
IS 50119 現代社会論 松村正治
JL 70104 日本の園芸芸術☆ 安達とう子 木3
EC 70106 欧米の園芸芸術☆ 青木由美子 木3

３
・
４

PH 70202 生活園芸経済論 小川真如
PH 70216 社会心理学 Da Silva
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5 新カリ／時間割　【春学期】 Friday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10067 生活園芸Ⅰ(春) 宮内泰之 共通 10020 キリスト教学入門Ⅱ 宇野緑 共通 10141教養基礎演習Ⅰ 宇野緑
共通 10077 生活園芸Ⅰ(春) 宮内泰之 共通 10068 生活園芸Ⅰ(春) 菊地牧恵 共通 10247 体育（エアロビクス）☆ 加藤みち代
共通 10301 ITスキルⅠ 糠谷祥子 共通 10078 生活園芸Ⅰ(春) 菊地牧恵 共通 10307 ITスキルⅠ 糠谷祥子
共通 10302 ITスキルⅠ 原山智重子 共通 10246 体育（エアロビクス）☆ 加藤みち代 共通 10308 ITスキルⅠ 原山智重子
共通 10303 ITスキルⅠ 二宮千佐加 共通 10304 ITスキルⅠ 糠谷祥子 共通 10309 ITスキルⅠ 二宮千佐加
共通 11011英語Ⅰ 越智健太郎・田村明子 火3 共通 10305 ITスキルⅠ 原山智重子 共通 10351日本語能力Ⅰ 岩佐玲子
共通 11012 英語Ⅰ 常葉美穂・鈴木裕子 火3 共通 10306 ITスキルⅠ 二宮千佐加 共通 13026 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・胡婉如 水3
共通 11013 英語Ⅰ 及川裕子・B.Aycock 火3 共通 11001英語Ⅰ 担当未定 火1 共通 13031中国語Ⅰ 谷川雄一郎・胡婉如 水3
共通 11014 英語Ⅰ 佐藤智子・千田マリアナオアナ 火3 共通 11002 英語Ⅰ 鈴木裕子・千田マリアナオアナ 火1 共通 14025 花と生活入門 恵泉園芸センター
JL 20103 日本文化基礎Ⅲ（古典文学）佐谷眞木人 共通 11003 英語Ⅰ 田村明子・I.Mugo 火1

共通 11004 英語Ⅰ 佐藤智子・B.Aycock 火1
共通 11005 英語Ⅰ 千田マリアナオアナ・P.Knighton 火1
共通 15001社会調査方法論☆ 定松文
共通 12062 英語Ⅰ 常葉美穂・矢野真知子 月2
共通 12072 英語Ⅱ 常葉美穂・矢野真知子 月2

２

共通 10256 生活園芸Ⅱ(春)☆ 菊地牧恵 共通 10552 ステップアップ語学Ⅰ 川村受映 共通 英語Ⅲ 各担当教員 水2
EC 30122 英米児童文学 成瀬俊一 JL 20107 日本文化基礎Ⅶ（文芸創作）野崎有以 共通 13150 GCP English Discussion and Debate P.Knighton

EC 30109 Talks and Presentations G.Mesureur IS 50107 国際協力論Ⅱ（NGO・NPO論）高橋清貴
IS 50118 地方自治論 齊藤小百合 IS 50108 地域研究Ⅰ（アジア社会文化論）楊志輝
共通 70118 園芸療法基礎Ⅰ 澤田みどり PH 70114 認知心理学 喜田安哲
共通 12082 英語Ⅲ 常葉美穂・矢野真知子 月2
共通 12092 英語Ⅳ 常葉美穂・矢野真知子 月2

３
・
４

JL 20406 専門演習Ⅰ（JL） 野崎有以 IS 50207 国際ボランティア論特講 高橋清貴 JL 20204 日本文化特講Ⅲ（文学研究）佐谷眞木人
PH 70402 専門演習Ⅰ（PH) 樋口幸男 IS 50409 専門演習Ⅰ（IS) 永井文也 JL 20402 専門演習Ⅰ（JL） 川井章弘

EC 30402 専門演習Ⅰ（EC) 常葉美穂
PH 70201 持続可能社会論特講 篠田真理子
PH 70405 専門演習Ⅰ（PH) 澤田みどり
JL 70503 専門演習Ⅰ（多文化オープン）澤田みどり
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

春

Friday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通10310 ITスキルⅠ 糠谷祥子 共通 20118日本語教育概論Ⅰ 川井章弘
共通13001韓国語Ⅰ 川村受映 水4
共通13004 韓国語Ⅰ 担当未定 水4
共通13006 韓国語Ⅰ 川村受映 水4
共通13009 韓国語Ⅰ 担当未定 水4
共通13027 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・胡婉如水4
共通 13028 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・王萍瑜 水4
共通 13032 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・胡婉如水4
共通 13033 中国語Ⅰ 谷川雄一郎・王萍瑜 水4
共通 15026 サービスラーニング方法論 菊地牧恵
JL 20101日本文化基礎Ⅰ（古典文学史）佐谷眞木人

２

共通10801子ども音楽講座Ⅰ 関本恵美子
共通12016英語Ⅲ 矢野真知子・及川裕子 水1
共通12017英語Ⅲ 越智健太郎・I.Mugo 水1
共通12018英語Ⅲ P.Knighton・N.DiNunzio 水1

３
・
４

共通16003 日本語教育演習 志賀里美
IS 50213 近隣アジア学特講Ⅰ（近隣アジア史）楊志輝
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5 新カリ／時間割　【春学期】

授業コード 科目名 担当教員名 配当年次
10250 学外体育（キャンプ） 教務委員会 1年

10252 学外体育（救急法） 教務委員会 1年

ステップアップキャリアスキルⅠ～Ⅳ（認定） 教務委員会 1年

10731 キャリアスキル対策講座Ⅰ 常葉美穂 1年

短期外国語現地実習Ⅰ～Ⅵ 国際交流委員会 1年

15035 Project English-Camp 桃井和馬 1年

15036 ワークキャンプⅠ 宗教委員会 1年

15038 分かち合いリーダーシップⅠ 教務委員会 1年

10531 インターンシップ 就職委員会 2年

ステップアップ語学Ⅰ～Ⅳ（認定） 教務委員会 2年

外国語現地実習Ⅰ～Ⅵ 国際交流委員会 2年

15021 フィールドスタディⅠ（東アジア） 李泳采 2年

15024 フィールドスタディⅠ（タイ） 高橋清貴 2年

コミュニティサービスラーニングⅠ～Ⅲ 菊地牧恵 2年

15037 ワークキャンプⅡ 宗教委員会 2年

社会園芸実践Ⅰ～Ⅱ 菊地牧恵 2年

70226 子育て支援実践Ⅰ（子育て支援員） 丸橋亮子 2年

園芸療法応用Ⅰ～Ⅱ 澤田みどり 3年

92190 第二言語習得論 黒滝真理子 大学院
93180 フィールド調査法Ⅰ 原口孝子 大学院
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5 新カリ／時間割　【秋学期】 Monday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10081生活園芸Ⅰ(秋) 菊地牧恵 共通 10082 生活園芸Ⅰ(秋) 堀内尚美 共通 10242 女性と健康☆ 和田芽衣
共通 10091生活園芸Ⅰ(秋) 菊地牧恵 共通 10092 生活園芸Ⅰ(秋) 堀内尚美 共通 10363 日本語能力Ⅱ 中村晋吾
共通 10230 暮らしと政治 高濱俊幸 共通 10361日本語能力Ⅱ 中川圭子 共通 10364 日本語能力Ⅱ 野崎有以
共通 11051英語Ⅱ 常葉美穂・及川裕子 火4 共通 10362 日本語能力Ⅱ 島崎英香 共通 10365 日本語能力Ⅱ 野本聡
共通 11052 英語Ⅱ 矢野真知子・田村明子 火4 共通 10526 表現力実践 桃井和馬 共通 13061仏語Ⅱ 礒脇幸恵 水3
共通 11053 英語Ⅱ K.Fujioka・P.Knighton 火4 共通 12063 英語Ⅰ K.Fujioka 水3 共通 13063 仏語Ⅱ 礒脇幸恵 水3
共通 13048 タイ語Ⅱ B.Thidarat 水3 共通 12073 英語Ⅱ K.Fujioka 水3 共通 14008 異文化コミュニケーション 桃井和馬
共通 13049 タイ語Ⅱ B.Thidarat 水3 共通 14013 家族社会学 高橋睦子
共通 13060 仏語Ⅱ 近藤美紀 水4 共通 14024 世界遺産学入門 山内奈美子
共通 13062 仏語Ⅱ 近藤美紀 水4 共通 12064 英語Ⅰ 常葉美穂・矢野真知子 金2
JL 20106 日本文化基礎Ⅵ（近現代文学）中村晋吾 共通 12074 英語Ⅱ 常葉美穂・矢野真知子 金2
共通 20120 社会言語学 中川圭子

２

共通 10501基礎数理 篠田真理子 共通 10503 基礎数理 藤田智 共通 10505 基礎数理 樋口幸男
共通 10502 基礎数理 樋口幸男 共通 10504 基礎数理 樋口幸男 共通 10506 基礎数理 漆畑智靖

EC 30117 Academic Reading and Writing（秋）矢野真知子 共通 12084 英語Ⅲ 常葉美穂・矢野真知子 金2
PH 70113 花壇ボランティア論☆ 山浩美 共通 12094 英語Ⅳ 常葉美穂・矢野真知子 金2
共通 12083 英語Ⅲ K.Fujioka 水3
共通 12093 英語Ⅳ K.Fujioka 水3

３
・
４

EC 50206 欧米文化特講Ⅱ 高濱俊幸 JL 20208 日本文化特講Ⅵ（ジェンダー美術史）稲本万里子
IS 50455 専門演習Ⅱ（IS) 漆畑智靖 共通 20215 日本語教育の内容と方法Ⅱ（模擬授業）川井章弘
JL 50554 専門演習Ⅱ（多文化オープン）漆畑智靖 共通 20216 日本語教育の内容と方法Ⅱ（模擬授業）志賀里美
PH 70453 専門演習Ⅱ（PH) 喜田安哲 EC 30207 翻訳論 立木智子
PH 70456 専門演習Ⅱ（PH) 丸橋亮子 PH 70206 保育学 丸橋亮子
JL 70554 専門演習Ⅱ（多文化オープン）丸橋亮子
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

秋

M
onday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通10232 暮らしと経済 坂井誠
共通13068 イタリア語Ⅱ 久保博 水4
共通13069 イタリア語Ⅱ 久保博 水4
共通13083 日本語Ⅱ（留学生） 平山志保香・担当未定 木3
共通 13084 日本語Ⅱ（留学生） 担当未定 木3
共通14012 ジェンダー論入門Ⅱ 有馬弥子
共通14016 園芸療法入門 澤田みどり
共通14021宗教学入門 笹尾典代
共通16004 日本語学入門 志賀里美

２

IS 50115世界遺産学 山内奈美子 共通13088 日本事情(留学生） 志賀里美・平山志保香 木4
共通 13089 日本事情(留学生） 担当未定 木4
PH 70117心理統計Ⅱ 喜田安哲

３
・
４

共通10906 生涯就業力STEPⅥ 藤田智
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5 新カリ／時間割　【秋学期】 Tuesday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10084 生活園芸Ⅰ(秋) 藤田智 共通 生活園芸Ⅰ(秋) 澤登早苗 共通 10224 ヒロシマ・ナガサキ学 川口重雄
共通 10094 生活園芸Ⅰ(秋) 藤田智 共通 10223 社会福祉論 小野賢一 共通 10368 日本語能力Ⅱ 岩佐玲子
共通 10221日本国憲法 齊藤小百合 共通 10366 日本語能力Ⅱ 岩佐玲子 共通 10369 日本語能力Ⅱ 高梨美穂
共通 11031英語Ⅱ 担当未定 金2 共通 10367 日本語能力Ⅱ 水上晃実 共通 英語Ⅱ 各担当教員 金1
共通 11032 英語Ⅱ 千田マリアナオアナ・I.Mugo 金2 共通 韓国語Ⅱ 韓興鉄・米津篤八 木3 共通 13013 韓国語Ⅱ 韓興鉄・米津篤八 木4
共通 11033 英語Ⅱ 鈴木裕子・千田マリアナオアナ 金2 共通 独語Ⅱ 林敬太 木3 共通 13018 韓国語Ⅱ 韓興鉄・米津篤八 木4
共通 11034 英語Ⅱ 佐藤智子・P.Knighton 金2 共通 スペイン語Ⅱ 杉守　慶太 木3 共通 13076 スペイン語Ⅱ 杉守　慶太 木4
共通 11035 英語Ⅱ 田村明子・B.Aycock 金2 共通 14022 社会学入門 定松文 共通 13078 スペイン語Ⅱ 杉守　慶太 木4
共通 14020 文化人類学入門 高橋清貴 共通 14019 地域研究入門 高橋睦子
EC 30102 英語コミュニケーション基礎Ⅱ（歴史・文化）佐々木輝美 EC 30106 英米文学研究Ⅱ（英米文学とジェンダー）有馬弥子

２

共通 13146 Self Directed Learning Ⅳ 鈴木裕子 共通 10529 キャリア開発Ⅱ☆ ワークアカデミー(張田) JL 専門基礎演習Ⅱ 各担当教員
共通 20122 日本語の語彙・表記 川井章弘 共通 英語Ⅳ 各担当教員 水3 EC 専門基礎演習Ⅱ 各担当教員
PH 70108 園芸文化Ⅰ（花・ガーデン）樋口幸男 共通 15017 短期フィールドスタディ入門（インドネシア）高橋清貴 IS 専門基礎演習Ⅱ 各担当教員

EC 30120 Pronunciation Practice☆ 淺見ローナ幸恵 PH 専門基礎演習Ⅱ 各担当教員
EC 30130 世界の教育 常葉美穂
PH 70115 発達心理学☆ 丸橋亮子
PH 70121環境デザイン実習 宮内泰之

３
・
４

JL 20201日本文化特講Ⅰ（古典文学）伊藤慎吾 JL 専門演習Ⅱ（JL) 稲本・中村 JL 20210 日本文化特講Ⅷ（マンガ・アニメ文化論）山田うさこ
JL 30214 対照言語学 栗田奈美 EC 30451専門演習Ⅱ（EC) 有馬弥子 EC 30203 Discussion & Debate P.Knighton
IS 50210 国際関係特講Ⅱ（グローバリゼーションと経済）坂井誠 EC 専門演習Ⅱ（EC)（多文化オープン）高濱・生田 EC 30208 通訳論☆ 生田裕二
PH 70213 園芸文化特講Ⅰ（庭園）宮内泰之 IS 50214 近隣アジア学特講Ⅱ（近隣アジア政治学）李泳采 PH 70210 高齢者福祉論 小野賢一

Gr 91010 日本語教育研究Ⅰ 栗田奈美 Gr 92090 日本文化特論 稲本万里子
Gr 93190 フィールド調査法Ⅱ 永井文也
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

秋

Tuesday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通10209 現代社会とキリスト教 谷口稔
共通11051英語Ⅱ 常葉美穂・及川裕子月1
共通11052英語Ⅱ 矢野真知子・田村明子 月1
共通11053英語Ⅱ K.Fujioka・P.Knighton 月1

２

共通10904 生涯就業力STEPⅣ 鈴木真子・岩佐玲子・水上晃実・桃井和馬・宇野緑

３
・
４
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5 新カリ／時間割　【秋学期】 Wednesday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10011キリスト教学入門Ⅱ 広田叔弘 共通 キリスト教学入門Ⅱ 広田叔弘 共通 10752 キャリアスキル対策講座Ⅱ吉岡俊亮
共通 10013 キリスト教学入門Ⅱ 宇野緑 共通 キリスト教学入門Ⅱ 宇野緑 共通 13036 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・胡婉如 金3
共通 10016 キリスト教学入門Ⅱ 広田叔弘 共通 平和研究入門Ⅱ 永井文也 共通 13041中国語Ⅱ 谷川雄一郎・胡婉如 金3
共通 10018 キリスト教学入門Ⅱ 宇野緑 共通 平和研究入門Ⅱ 楊志輝 共通 13048 タイ語Ⅱ B.Thidarat 月1
共通 10041平和研究入門Ⅱ 李泳采 共通 13049 タイ語Ⅱ B.Thidarat 月1
共通 10042 平和研究入門Ⅱ 高橋清貴 共通 13061仏語Ⅱ 礒脇幸恵 月3
共通 10046 平和研究入門Ⅱ 李泳采 共通 13063 仏語Ⅱ 礒脇幸恵 月3
共通 10047 平和研究入門Ⅱ 高橋清貴 JL 20104 日本文化基礎Ⅳ（古典文学）佐谷眞木人

PH 70103 心理学基礎 喜田安哲
共通 10371 日本語能力Ⅱ 岩佐玲子
共通 12063 英語Ⅰ K.Fujioka 月2
共通 12073 英語Ⅱ K.Fujioka 月2

２

共通 12051英語Ⅳ 越智健太郎・及川裕子 金4 共通 10257 生活園芸Ⅱ(秋)☆ 澤登早苗 共通 10258 生活園芸Ⅱ(秋)☆ 藤田智
共通 12052 英語Ⅳ 矢野真知子・I.Mugo 金4 共通 英語Ⅳ 各担当教員 金3 共通 10534 Business EnglishⅡ 安藤エレナ
共通 12053 英語Ⅳ 吉岡俊亮・千田マリアナオアナ 金4 EC 50121比較宗教文化論Ⅱ 笹尾典代 共通 英語Ⅳ 各担当教員 火2
共通 12056 英語Ⅳ G.Mesureur・千田マリアナオアナ 火2 EC 30108 Communicative Grammar 生田裕二
共通 12057 英語Ⅳ N.DiNunzio・P.Knighton 火2 共通 12083 英語Ⅲ K.Fujioka 月2
IS 50117 女性労働論 井上久美枝 共通 12093 英語Ⅳ K.Fujioka 月2

３
・
４

EC 30215 World Literature in English 有馬弥子 JL 20453 専門演習Ⅱ（JL) 栗田奈美 JL 20454 専門演習Ⅱ（JL) 水上晃実
JL 20457 専門演習Ⅱ（JL) 佐谷眞木人 EC 専門演習Ⅰ（EC)（多文化オープン）G.Mesureur
EC 30456 専門演習Ⅱ（EC) 越智健太郎 IS 専門演習Ⅰ（IS)（多文化オープン）各担当教員
IS 50202 平和学特講Ⅱ 高橋睦子 Gr 92140 宗教文化特論 笹尾典代
IS 50204 アジア文化特講Ⅱ 李泳采
EC 50205 欧米文化特講Ⅰ 有馬弥子
PH 70451 専門演習Ⅱ（PH)（多文化オープン）篠田真理子
PH 70454 専門演習Ⅱ（PH) 宮内泰之
Gr 92180 言語文化論 田邊和子
Gr 93100 国際社会論 定松文
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

秋

W
ednesday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通 10010 キリスト教学入門Ⅰ 谷口稔 共通 14004 文学入門Ⅰ（日本） 佐谷眞木人
共通 10182 教養基礎演習Ⅱ 岩佐玲子
共通 10204 キリスト教と芸術 石原綱成
共通 11056 英語Ⅱ 田村明子・安藤エレナ 火3
共通 11057 英語Ⅱ 淺見ローナ幸恵・N.DiNunzio 火3
共通 韓国語Ⅱ 川村受映 金4
共通 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・胡婉如 金4
共通 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・王萍瑜 金4
共通 仏語Ⅱ 近藤美紀 月1
共通 イタリア語Ⅱ 久保博 月4
共通 13143 Self Directed Learning Ⅰ吉岡俊亮

２

EC 30127 英語圏の歴史と文化 高濱俊幸 共通 15013 フィールドスタディⅥ（カリフォルニア）澤登早苗
IS 50114 多民族共生論 永井文也 共通 15016 フィールドスタディⅥ（北海道）永井文也

共通 15020 短期フィールドスタディ入門（東アジア）李泳采

３
・
４

EC 30216 Multilingualism in English G.Mesureur・Da Silva・越智健太郎 EC 30202 Academic WritingⅡ☆ 安藤エレナ
IS 50211地域研究特講Ⅰ 楊志輝
IS 50217 平和構築実践論 高橋清貴
PH 70215 社会園芸論特講 澤登早苗
Gr 93020 平和学研究Ⅱ 定松文・澤登早苗・高橋睦子
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5 新カリ／時間割　【秋学期】 Thursday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（10:40～12:10） III　（13:40～15:10）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 教養基礎演習Ⅱ 各担当教員 共通 10211女性とキリスト教☆ 谷口稔 共通 10202 キリスト教と芸術☆ 竹内智子
共通 10902 生涯就業力STEPⅡ 鈴木真子・岩佐玲子・桃井和馬・宇野緑・水上晃実 共通 10213 倫理・哲学 広田叔弘

共通 10226 人権論 寺中誠
共通 10228 ボランティア論 鈴木真子
共通 13012 韓国語Ⅱ 韓興鉄・米津篤八 火2
共通 13017 韓国語Ⅱ 韓興鉄・米津篤八 火2
共通 13053 独語Ⅱ 林敬太 火2
共通 13054 独語Ⅱ 林敬太 火2
共通 13075 スペイン語Ⅱ 杉守　慶太 火2
共通 13077 スペイン語Ⅱ 杉守　慶太 火2
共通 13083 日本語Ⅱ（留学生） 平山志保香・担当未定 月4
共通 13084 日本語Ⅱ（留学生） 担当未定 月4
EC 30104 英語音声学 宮前和代

２

共通 20127 教材とメディアリテラシー 島崎英香 PH 70109 園芸文化Ⅱ（野菜・果樹）藤田智 JL 70105 日本の園芸芸術☆ 安達とう子 木4
PH 70123 社会園芸実践法 菊地牧恵 EC 70107 欧米の園芸芸術☆ 青木由美子 木4

３
・
４

共通 50215 社会開発論 日下部尚徳 共通 20219 Language and Psychology in English Da Silva JL 20211日本文化特講Ⅸ（日本の演芸）瀧口雅仁
IS 50208 国際ボランティア組織論 日下部尚徳 PH 70208 対人援助論 齋藤謁
PH 70207 家族援助論 榊原智子 PH 70214 園芸文化特講Ⅱ（食農）浅岡みどり
Gr 93080 国際農業論 澤登早苗 Gr 92220 実践英語研究 Da Silva
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

秋

Thursday

年
次

IV　（15:20～16:50） V　（17:00～18:30） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通13013韓国語Ⅱ 韓興鉄・米津篤八 火3
共通13018韓国語Ⅱ 韓興鉄・米津篤八 火3
共通 13076 スペイン語Ⅱ 杉守　慶太火3
共通13078 スペイン語Ⅱ 杉守　慶太火3
JL 20114日本文化基礎ⅩⅣ（日本史）白石烈
JL 20116日本文化基礎ⅩⅣ（日本史）白石烈
EC 30103 英語学 宮前和代

２

共通10527 ビジネスマナー インプレシオン（田村幸代）
共通 13088 日本事情(留学生） 志賀里美・平山志保香 月5
共通 13089 日本事情(留学生） 担当未定 月5
JL 70105 日本の園芸芸術☆ 安達とう子木3
EC 70107欧米の園芸芸術☆ 青木由美子木3

３
・
４
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5 新カリ／時間割　【秋学期】 Friday

年
次

I　（9:00～10:30） II　（11:00～12:30） III　（13:30～15:00）
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア

１

共通 10087 生活園芸Ⅰ(秋) 宮内泰之 共通 10088 生活園芸Ⅰ(秋) 菊地牧恵 共通 10229 法と生活 齊藤小百合
共通 10097 生活園芸Ⅰ(秋) 宮内泰之 共通 10098 生活園芸Ⅰ(秋) 菊地牧恵 共通 10249 体育（エアロビクス）☆ 加藤みち代
共通 10321 ITスキルⅡ 糠谷祥子 共通 10205 キリスト教と文学 佐藤ゆかり 共通 10327 ITスキルⅡ 糠谷祥子
共通 10322 ITスキルⅡ 原山智重子 共通 10248 体育（エアロビクス）☆ 加藤みち代 共通 10328 ITスキルⅡ 原山智重子
共通 10323 ITスキルⅡ 二宮千佐加 共通 10324 ITスキルⅡ 糠谷祥子 共通 10329 ITスキルⅡ 二宮千佐加
共通 11041英語Ⅱ 常葉美穂・佐藤智子 火3 共通 10325 ITスキルⅡ 原山智重子 共通 13036 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・胡婉如 水3
共通 11042 英語Ⅱ 越智健太郎・及川裕子 火3 共通 10326 ITスキルⅡ 二宮千佐加 共通 13041中国語Ⅱ 谷川雄一郎・胡婉如 水3
共通 11043 英語Ⅱ 生田裕二・鈴木裕子 火3 共通 英語Ⅱ 各担当教員 火1 共通 14018 心理学入門 杉田尚枝
共通 11044 英語Ⅱ B.Aycock・千田マリアナオアナ 火3 EC 50101国際社会学 定松文

共通 10181教養基礎演習Ⅱ 宇野緑
共通 12064 英語Ⅰ 常葉美穂・矢野真知子 月3
共通 12074 英語Ⅱ 常葉美穂・矢野真知子 月3

２

共通 10259 生活園芸Ⅱ(秋)☆ 菊地牧恵 JL 20108 日本文化基礎Ⅷ（文芸創作）野崎有以 共通 10260 生命と環境 篠田真理子
共通 20126 日本語教育文法 志賀里美 共通 英語Ⅳ 各担当教員 水2
IS 50113 地域研究Ⅵ（アジア経済論）高橋清貴 共通 13149 Advanced Reading & Writing 越智健太郎
共通 70119 園芸療法基礎Ⅱ 澤田みどり PH 70129 カラーコーディネート☆ 岩松桂
PH 70128 カラーコーディネート☆ 岩松桂
共通 12084 英語Ⅲ 常葉美穂・矢野真知子 月3
共通 12094 英語Ⅳ 常葉美穂・矢野真知子 月3
共通 13147 Advanced Presentation G.Mesureur

３
・
４

共通 20212 日本語教授法 志賀里美 EC 50221The World through Media 桃井和馬 JL 20452 専門演習Ⅱ（JL) 川井章弘
JL 20456 専門演習Ⅱ（JL) 野崎有以 IS 50459 専門演習Ⅱ（IS) 永井文也 EC 30452 専門演習Ⅱ（EC) 常葉美穂
PH 70452 専門演習Ⅱ（PH) 樋口幸男 Gr 92040 文化交流研究Ⅱ 佐谷眞木人 PH 70455 専門演習Ⅱ（PH) 澤田みどり

JL 70553 専門演習Ⅱ（多文化オープン）澤田みどり
Gr 93050 多民族共生論 宮本正明
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5

M
onday

Tuesday
W
ednesday

Thursday
Friday

秋

Friday

年
次

IV　（15:10～16:40） V　（16:50～18:20） 備　考
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア
学科
区分

登録
コード 授業科目 教員名 ペ

ア ☆は抽選科目

１

共通 10245 体育（太極拳）☆ 喜田安哲 共通 20119 日本語教育概論Ⅱ 川井章弘
共通 10330 ITスキルⅡ 糠谷祥子
共通 13011韓国語Ⅱ 川村受映 水4
共通 13014 韓国語Ⅱ 担当未定 水4
共通 13016 韓国語Ⅱ 川村受映 水4
共通 13019 韓国語Ⅱ 担当未定 水4
共通 13037 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・胡婉如 水4
共通 13038 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・王萍瑜 水4
共通 13042 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・胡婉如 水4
共通 13043 中国語Ⅱ 谷川雄一郎・王萍瑜 水4
共通 13144 Self Directed Learning ⅡG.Mesureur
共通 14003 歴史Ⅱ（日本と世界） 楊志輝
共通 15027 サービスラーニング方法論☆ 菊地牧恵

２

共通 10536 English Discussion and Debate-Career P.Knighton
共通 10802 子ども音楽講座Ⅱ☆ 関本恵美子
共通 12051英語Ⅳ 越智健太郎・及川裕子 水1
共通 12052 英語Ⅳ 矢野真知子・I.Mugo 水1
共通 12053 英語Ⅳ 吉岡俊亮・千田マリアナオアナ 水1

３
・
４
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5 新カリ／時間割　【秋学期】

授業コード 科目名 担当教員名 配当年次
10251 学外体育（スキー） 教務委員会 1年

10253 学外体育（救急法） 教務委員会 1年

10652 ステップアップキャリアスキルⅠ（認定） 教務委員会 1年

10672 ステップアップキャリアスキルⅡ（認定） 教務委員会 1年

10692 ステップアップキャリアスキルⅢ（認定） 教務委員会 1年

10712 ステップアップキャリアスキルⅣ（認定） 教務委員会 1年

13102 短期外国語現地実習Ⅰ 国際交流委員会 1年

13104 短期外国語現地実習Ⅱ 国際交流委員会 1年

13106 短期外国語現地実習Ⅲ 国際交流委員会 1年

13108 短期外国語現地実習Ⅳ 国際交流委員会 1年

10532 インターンシップ 就職委員会 2年

ステップアップ語学Ⅰ～Ⅳ（認定） 教務委員会 2年

外国語現地実習Ⅰ～Ⅵ 国際交流委員会 2年

フィールドスタディⅡ～Ⅴ（タイ長期) 体験学習委員会 2年

15012 フィールドスタディⅠ（カリフォルニア） 澤登早苗 2年

15015 フィールドスタディⅠ（北海道） 永井文也 2年

コミュニティサービスラーニングⅠ～Ⅲ 菊地牧恵 2年

15034 ピースボート PB地球大学 2年

15039 分かち合いリーダーシップⅡ 教務委員会 2年

社会園芸実践Ⅰ～Ⅱ 菊地牧恵 2年

70227 子育て支援実践Ⅰ（子育て支援員） 丸橋亮子 2年

16001 海外インターンシップ 日本語教育委員会 3年

16002 国内インターンシップ 日本語教育委員会 3年

園芸療法応用Ⅰ～Ⅱ 澤田みどり 3年

93220 平和学課題研究Ⅰ 世新大學 大学院
平和学特殊研究 各担当教員 大学院
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