
生活創造学科 時間割 2017 履修登録用
Ⅰ講目 (8:50～10:20) Ⅱ講目 (10:30～12:00) Ⅲ講目 (13:00～14:30) Ⅳ講目 (14:40～16:10) Ⅴ講目 (16:20～17:50) Ⅵ講目 (18:00～19:30)

曜日 学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

月 1 7908 後期 健康の科学 佐々木敏 A607 7701 前期 食生活と健康 尾澤 B502 7698 前期 芸術文化創造論 遠藤太，川部 B500 7757 後期 生活学基礎演習ＩＩ（ク） 川部 ﾃﾞ設計 7741 前期 生活学基礎演習Ｉ（Ａ） 川部 B609
7915 前期 社会学Ⅰ（短） 風戸 A300 7722 後期 現代社会と企業 澤田浩 A408 7751 後期 生活学基礎演習ＩＩ（心） 藤木 A601 7812 前期 日本語表現法（A） 宇都宮庸，勝野 A605 7742 前期 生活学基礎演習Ｉ（Ｂ） 内山 A506
7925 後期 美術と文化 遠藤太，川部 A300 7815 前期 基礎デッサン 川部 ﾃﾞｯｻﾝ 7752 後期 生活学基礎演習ＩＩ（文） 風戸 A607 7822 前期 日本語表現法（B） 宇都宮庸，勝野 A607 7743 前期 生活学基礎演習Ｉ（Ｃ） 藤原 生支実
7733 前期 生活情報論 内山 A607 7753 後期 生活学基礎演習ＩＩ（福） 藤原 生支実 7744 前期 生活学基礎演習Ｉ（Ｄ） 溝口 A601

7754 後期 生活学基礎演習ＩＩ（経・暮） 溝口 生資料 7745 前期 生活学基礎演習Ｉ（Ｅ） 風戸 A504
7755 後期 生活学基礎演習ＩＩ（情） 内山 情報演 7746 前期 生活学基礎演習Ｉ（Ｆ） 遠藤太 ﾃﾞ設計
7756 後期 生活学基礎演習ＩＩ（住） 遠藤太 ﾃﾞ設計 7747 前期 生活学基礎演習Ｉ（Ｇ） 藤木 B610

7808 後期 海外の生活と文化 遠藤太 A704

2 7716 後期 生活心理学研究法 藤木 B502 7793 前期 パフォーマンス 木村功 C702 7679 通年 生活創造専門演習（情） 内山 情4実

7809 前期 セクレタリー実務 澤田浩 A408 7801 前期 住宅ＣＡＤ設計Ⅰ 大坂 情2実 7712 前期 発達心理学（生） 藤木 C403

7731 後期 国際社会論 風戸 A400

7803 前期 住宅ＣＡＤ設計Ⅱ 大坂 情2実

火 1 7902 前期 法学（短） 長屋 A400 7759 前期 アセンブリⅠ（生） 中村浩，風戸 C500 7921 前期 音楽と文化 西井 A500 7717 後期 生活支援実習 藤原 生支実 7905 後期 科学概論 内山 A301

7903 前期 生命の科学 三瀬 B500 7802 後期 生活創造と色彩 東田 A508 7762 後期 家族文化論 風戸 C401 7811 前期 簿記・会計Ⅰ 檜山 A500 7913 前期 人間と思想 佐藤俊 B607

7708 前期 エイジング論 新田 B504 7794 前期 住生活論 遠藤太 A704 7821 後期 簿記・会計Ⅱ 檜山 A404 7713 後期 社会心理学（生） 藤木 B607

7724 後期 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ（1） 溝口 情7実 7717 後期 生活支援実習 藤原 生支実

7785 後期 Ｗｅｂパブリッシング 川部 情11実

2 7719 前期 生活と金融保険 斉藤正広 A400 7672 通年 生活創造専門演習（心） 中村浩 心理演 7678 通年 生活創造専門演習（暮） 溝口 生資料 7681 前期 生活創造専門演習（住） 遠藤太 ﾃﾞ設計

7760 後期 アセンブリⅡ（生） 内山，藤木 C500 7677 通年 生活創造専門演習（経） 溝口 生資料 7681 後期 生活創造専門演習（住） 遠藤太 ﾃﾞ設計

7806 前期 カラープランニング 東田 ﾃﾞ設計 7682 通年 生活創造専門演習（ク） 川部 情11実

水 1 7883 前期 英語Ⅰ（Ｃ） ﾘﾄﾝ B403 7881 前期 英語Ⅰ（Ａ） 吉田か CALL2 7901 前期 経済学Ⅰ（短） 毛利 A401 7798 後期 インテリアデザイン演習 川内 B401

7888 後期 英語Ⅱ（Ｃ） ﾘﾄﾝ B403 7882 前期 英語Ⅰ（Ｂ） ﾘﾄﾝ B403 7919 後期 経済学Ⅱ（短） 毛利 A401

7893 前期 英語Ⅴ（生） 新 B505 7886 後期 英語Ⅱ（Ａ） 吉田か CALL2 7924 後期 環境の科学 高橋孝 A605

7894 後期 英語Ⅵ（生） 新 B505 7887 後期 英語Ⅱ（Ｂ） ﾘﾄﾝ B403 7799 後期 住宅空間設計演習 中井伸 ﾃﾞ設計

7951 前期 フランス語Ⅰ（1） 井川 B401 7896 前期 英語Ⅶ 新 B505

7954 後期 フランス語Ⅱ（1） 井川 B401 7898 後期 英語Ⅷ 新 B505

7961 前期 中国語Ⅰ（1） 顔 B609 7952 前期 フランス語Ⅰ（2） 林宏 C600

7963 前期 中国語Ⅰ（3） 霜鳥 A507 7955 後期 フランス語Ⅱ（2） 林宏 C600

7964 後期 中国語Ⅱ（1） 顔 B609 7962 前期 中国語Ⅰ（2） 顔 B609

7966 後期 中国語Ⅱ（3） 霜鳥 A507 7965 後期 中国語Ⅱ（2） 顔 B609

7971 前期 ドイツ語Ⅰ 下田 B503 7982 前期 ハングルⅠ（2） 鄭 B607

7974 後期 ドイツ語Ⅱ 下田 B503 7987 後期 ハングルⅡ（2） 鄭 B607

7981 前期 ハングルⅠ（1） 鄭 B607

7986 後期 ハングルⅡ（1） 鄭 B607

2 7958 前期 フランス語Ⅲ 井川 B401 7967 前期 中国語Ⅲ 顔 B503

7959 後期 フランス語Ⅳ 井川 B401 7969 後期 中国語Ⅳ 顔 B503

7978 前期 ドイツ語Ⅲ ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B503

7979 後期 ドイツ語Ⅳ ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B503

木 1 7912 前期 ジェンダー論（短） 藤原 C500 7705 前期 生活福祉論 藤原 A300 7696 前期 生活文化創造論 風戸 A703 7795 前期 住設計基礎実習 遠藤太 ﾃﾞ設計 7916 前期 心理学Ⅰ（短） 藤木 C500

7918 後期 心理学Ⅱ（短） 藤木 A703 7711 後期 現代子ども論 藤原 B504 7725 後期 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ（2） 溝口 情5実 7813 後期 現代女性とキャリア 藤原 A703 7917 後期 社会学Ⅱ（短） 風戸 B502

7833 後期 デジタルグラフィックス基礎 川部 情11実 7735 後期 応用情報処理 内山 情4実

7795 前期 住設計基礎実習 遠藤太 ﾃﾞ設計

2 7871 前期 英語Ⅲ（会話） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A506 7718 前期 流通マーケティング論 宮入 A400 7714 後期 生活心理学 中村浩 C702 7674 通年 生活創造専門演習（文） 風戸 A508 7819 後期 グラフィックデザイン演習Ⅱ 川部 情11実

7872 後期 英語Ⅳ（会話） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A506 7727 後期 現代社会と法 田頭 C502 7723 前期 北海道の生活と経済 溝口 A705 7729 前期 女性福祉論 藤原 C501 7832 前期 グラフィックデザイン演習Ⅰ 川部 情11実

7991 前期 ハングルⅢ 田 A508 7734 前期 情報処理論（生） 内山 C701 7814 前期 写真表現 川部 情11実

7995 後期 ハングルⅣ 田 A508 7796 前期 都市環境創造論 中井和 A408

金 1 7933 前期 スポーツⅠ（Ｙ） 角田 体育館 7914 前期 数の世界 内山 B503 7697 前期 生活経済創造論 溝口 A703 7692 前期 基礎情報処理（A） 内山，藤木 情10実 7694 前期 基礎情報処理（C） 内山，藤木 情10実

7937 後期 スポーツⅡ（Ｙ） 角田 体育館 7934 前期 スポーツⅠ（Ｚ） 角田 体育館 7721 後期 生活とサービス産業 溝口 B405 7693 前期 基礎情報処理（B） 内山，藤木 情11実 7695 前期 基礎情報処理（D） 内山，藤木 情11実

7943 前期 キリスト教学Ⅰ 日高 B500 7938 後期 スポーツⅡ（Ｚ） 角田 体育館 7791 後期 マルチメディア（1） 小賀 情11実 7737 後期 現代社会と消費者問題 森田紀 A404

7945 後期 キリスト教学Ⅱ 日高 B500 7792 後期 マルチメディア（2） 小賀 情11実

7831 後期 グラフィックデザイン論 川部 B609

2 7726 前期 応用ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 溝口 情9実 7728 後期 地域社会論（生） 藤原 A404 7675 通年 生活創造専門演習（福） 藤原 生支実 7715 前期 カウンセリング論（生） 中村浩 C702

7789 後期 情報収集と検索 内山 情4実 7761 前期 社会調査法 風戸 A705，情4実 7790 前期 応用マルチメディア 小賀 情11実 7732 後期 経営情報論（生） 溝口 情4実

7825 前期 住設計応用演習Ⅰ 遠藤太 ﾃﾞ設計

7826 後期 住設計応用演習Ⅱ 遠藤太 ﾃﾞ設計
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【遠隔授業・集中講義】 《時間割表記の注意》 《履修登録時の注意》
学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 ◆　時間割の表記について ◆　下記の科目以外のクラス指定は、学科の指示に従うこと。

遠隔授業 1 教室の「情○実」は、第○情報実習室。「CALL○」は、A館２階のCALL第○。 日本語表現法（Ａ）（Ｂ）・・・オリエンテーション期間に掲示にて確認すること
2 「図４A」は、図書館棟４階、Ａ教室。　「図４Ｂ」は、Ｂ教室。

集中講義 1 7709 後期 ファッション・アパレルビジネス 石切山 「コード」は、履修登録コード。
2

《授業の出席について》
◆　教室変更が多いので、教室変更掲示を毎回確認すること。
◆欠席回数が全授業回数の１／３を超えた場合は、試験の受験資格を失うこととなるので、
十分注意すること。

※ 授業の出席回数については、自己管理すること。

時限

(2013～2017年度入学生用)

開講期間および注意事項

1/31（水）～2/2（金）教室・講時等の詳細は1月上旬に掲示等で通知する


