
*コア科目 科目名１ 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 学年 教室名称 備考政治学入門 09A0114 杉田　孝夫 前期 金 3―4 1―4 共通講義棟1号館304室ミクロ経済学入門 09A0119 大森　正博 前期 金 3―4 1―4 共通講義棟2号館201室基礎ゼミⅠ 09A0205 會川　義寛 前期 月 3―4 1―1 情報基盤ｾﾝﾀｰ104室基礎ゼミⅠ 09A0206 小玉　亮子 前期 月 3―4 1―1 生活科学部本館122室色・音・香６　色・音・香と生活文化 09A2106 徳井　淑子 前期 金 3―4 1―4 理学部3号館701室色・音・香２２　おいしさのサイエンス（演習） 09A2122 香西　みどり 前期 月 3―4 1―4 生活科学部本館211室ジェンダー２１　福祉・エコノミーとジェンダー（演習） 09A2421 藤崎　宏子 前期 月 3―4 1―4 生活科学部315室 6/22,6/29のみ可。*学部共通 科目名１ 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 学年 教室名称 備考生活科学概論 09D0001 永瀬　伸子 前期 月 5―6 1―1 生活科学部306室 輪講のため当該日の先生の了解が必要。生活社会助手室に確認のこと。人間関係学 09D0014 刑部　育子 前期 木 5―6 2―2 生活科学部306室 7/2の高濱担当分のみ可。家族関係論 09D0019 藤崎　宏子 前期 火 7―8 1―2 生活科学部306室 6/23,30のみ可。児童学概論 09D0024 発臨全教員 前期 月 7―8 1―1 生活科学部306室民俗学 09D0034 宮内　貴久 前期 金 7―8 1―4 生活科学部306室学校臨床学 09D0035 伊藤　亜矢子 前期 火 1―2 2―4 生活科学部本館126室 6/13は休講です。服飾文化概論 09D0037 徳井　淑子 前期 金 5―6 1―1 生活科学部306室 要事前メール連絡。生活造形論 09D0039 鈴木　禎宏 前期 月 7―8 1―4 生活科学部本館128室生活法学総論 09D0040 小谷　眞男 前期 月 5―6 1―3 生活科学部本館125室 7/6は不可。*食物栄養学科科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 学年 教室名称 備考生化学 09D1002 鈴木　恵美子 前期 木 5―6 1―1 生活科学部本館128室ライフスタイル栄養学 09D1037 鈴木　恵美子 前期 月 1―2 3―3 生活科学部本館128室臨床栄養療法学 09D1029 池本　真二 前期 火 3―4 3―3 生活科学部本館128室公衆栄養学 09D1032 山本　茂 前期 金 1―2 3―3 生活科学部本館209室国際栄養学 09D0007 山本　茂 前期 木 7―8 1―4 共通講義棟2号館101室基礎有機化学 09D0005 森光　康次郎 前期 火 7―8 2―2 生活科学部本館212室食嗜好評価学 09D1042 香西　みどり 前期 金 5―6 2―2 生活科学部本館212室食嗜好評価学 09D1075 香西　みどり 前期 木 3―4 2―2 生活科学部本館212室代謝栄養学 09D1013 藤原　葉子 前期 木 3―4 2―2 生活科学部本館126室 教室が狭いので数名しか入れません。食物栄養専門英語 09D1059 藤原　葉子 前期 火 3―4 2―2 生活科学部本館212室 英語輪読です。あまり参考になると思えません。栄養教育論Ⅰ 09D1020 赤松　利恵 前期 木 5―6 2―2 生活科学部本館212室 教室の大きさから、希望される先生は事前に連絡いただけると助かります。臨床医学各論Ⅰ 09D1063 近藤　和雄 前期 火 1―2 2―2 生活科学部306室栄養教育論Ⅱ 09D1034 赤松　利恵 前期 火 1―2 3―3 生活科学部本館124室 6/23は対象外。6/30,7/7は学生発表（模擬授業）。教室の大きさから、参観を希望される先生は事前に連絡ください。食品化学 09D1027 久保田　紀久枝 前期 月 11―12 2―2 生活科学部本館124室 事前に要相談。食品化学 09D1074 久保田　紀久枝 前期 木 1―2 2―2 生活科学部本館209室食品微生物学実験 09D1077 大塚　讓 前不定期 0 ― 3―3 生活科学部本館210室



*人間・環境科学科科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 学年 教室名称 備考水環境工学 09D2033 大瀧　雅寛 前期 月 5―6 3―3 生活科学部本館128室 7/6は不可物理化学英語Ⅰ 09D2017 太田　裕治 前期 金 3―4 2―2 生活科学部本館128室 中間試験を行いますので，事前連絡願います．基礎生化学Ⅱ 09D2037 會川　義寛 前期 火 1―2 3―3 生活科学部本館128室数学物理学演習Ⅰ 09D2003 會川　義寛他 前期 木 3―4 1―1 生活科学部本館209室 （毎回最初に小テスト実施）6/18 元岡　　　6/25、7/2、7/9太田 基礎物理学 09D2004 會川　義寛 前期 火 3―4 1―1 生活科学部本館127室数学物理学演習Ⅲ 09D2038 會川　義寛他 前期 金 1―2 2―2 生活科学部本館128室 （毎回最初に小テスト実施）6/19、6/26 大瀧　　7/3 太田環境材料物性 09D2031 仲西　正 前期 火 3―4 3―3 生活科学部本館126室洗浄科学 09D2028 駒城　素子 前期 月 3―4 3―3 生活科学部本館128室 毎回ミニテストを実施しています人体計測学演習 09D2023 近藤　恵 前期 月 5―8 2―2 生活科学部本館209室 女性教員のみ参加可能。6/29と7/6は不可。ヒトと文化 09D0012 松浦　秀治 前期 月 7―8 1―4 生活科学部本館124室 できれば６月２２日に。７月６日も可。教室が狭いので事前の連絡を希望します。生物人間論 09D0102 松浦　秀治 前期 月 7―8 1―4 生活科学部本館124室 「ヒトと文化」と同じ講義（「ヒトと文化」の備考を参照ください）。*発達臨床心理学講座科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 学年 教室名称 備考発達臨床基礎論Ⅰ 09D0601 井原　成男 前期 火 3―4 1―1 生活科学部本館125室発達臨床観察法 09D0607 柴坂　寿子 前期 金 3―4 2―2 生活科学部本館125室障害臨床学 09D0615 篁　倫子 前期 金 5―6 2―2 生活科学部本館126室心理臨床講義講読 09D0638 井原　成男 前期 水 3―4 3―3 共同研究室（発臨）心理臨床学 09D0674 青木　紀久代 前期 木 7―8 2―2 生活科学部本館126室*生活社会科学講座科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 学年 教室名称 備考社会福祉学 09D0707 藤崎　宏子 前期 火 5―6 2―2 生活科学部306室 6/30,7/7は可。生活政治学Ⅰ 09D0710 杉田　孝夫 前期 火 1―2 2―2 生活科学部本館127室生活調査法 09D0747 石井クンツ　昌子 前期 木 5―6 2―2 生活科学部本館124室 6/25のみ可。国民経済と生活 09D0760 大森　正博 前期 木 3―4 1―4 生活科学部本館124室労働経済学総論 09D0798 永瀬　伸子 前期 月 3―4 3―3 生活科学部本館212室*生活文化学講座科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 学年 教室名称 備考日本古代・中世服飾史 09D0801 吉村　佳子 前期 月 5―6 2―2 生活科学部本館124室西洋服飾史論 09D0803 徳井　淑子 前期 金 7―8 2―2 生活科学部本館125室 要事前メール連絡。比較生活文化史Ⅰ 09D0806 鈴木　禎宏 前期 金 5―6 2―2 生活科学部本館124室生活文化史概論 09D0845 宮内　貴久 前期 月 3―4 2―2 生活科学部本館125室


