
全学共通科目等
科目名 授業コード 教員名 開講期 曜日 時限 教室 学年

色・音・香２２　おいしさのサイエンス（演習） 10A2122 香西　みどり 前期 月 3・4限 生活科学部本館211 1年 - 4年

ミクロ経済学入門 10A0119 大森　正博 前期 金 3・4限 共通講義棟2号館201 1年 - 4年

基礎ゼミⅠ 10A0205 宮内　貴久 前期 水 3・4限 生活科学部本館123 1年

生活科学部共通
科目名 授業コード 教員名 開講期 曜日 時限 教室 学年

生活科学概論 10D0001 吉村　佳子 前期 月 5・6限 生活科学部本館306 1年

基礎有機化学 10D0005 森光　康次郎 前期 月 9・10限 生活科学部本館306 1年 - 2年

国際栄養学 10D0007 山本　茂 前期 木 7・8限 共通講義棟2号館101 1年 - 4年

ヒトと文化 10D0012 松浦　秀治 前期 月 7・8限 生活科学部本館124 1年 - 4年

生物人間論 10D0102 松浦　秀治 前期 月 7・8限 生活科学部本館124 1年 - 4年

人間関係学 10D0014 刑部　育子 前期 木 5・6限 生活科学部本館306 2年

ジェンダー論 10D0015 舘　かおる 前期 金 5・6限 生活科学部本館127 1年 - 4年

家族関係論 10D0019 藤崎　宏子 前期 火 7・8限 生活科学部本館306 1年 - 2年

児童学概論 10D0024 発臨全教員 前期 月 7・8限 生活科学部本館306 1年

保育臨床学 10D0032 刑部　育子 前期 火 5・6限 生活科学部本館125 1年 - 4年

民俗学 10D0034 宮内　貴久 前期 金 7・8限 生活科学部本館306 1年 - 4年

学校臨床学 10D0035 伊藤　亜矢子 前期 火 1・2限 生活科学部本館126 2年 - 4年

服飾文化概論 10D0037 徳井　淑子 前期 金 5・6限 生活科学部本館306 1年

医療と健康 10D0046 飯田　薫子 前期 金 7・8限 生活科学部本館125 2年

食物栄養学科
科目名 授業コード 教員名 開講期 曜日 時限 教室 学年

社会福祉学 10D1006 藤崎　宏子 前期 火 9・10限 生活科学部本館306 2年

代謝栄養学 10D1013 藤原　葉子 前期 木 3・4限 生活科学部本館126 2年

ライフステージ栄養学 10D1016 鈴木　恵美子 前期 金 3・4限 生活科学部本館306 3年

病態栄養学 10D1018 近藤　和雄 前期 月 1・2限 生活科学部本館306 3年

栄養教育論Ⅰ 10D1020 赤松　利恵 前期 木 5・6限 生活科学部本館128 2年

給食マネジメント論 10D1021 平田　亜古 前期 木 3・4限 生活科学部本館128 3年

食品化学 10D1027 久保田　紀久枝 前期 火 3・4限 生活科学部本館209 2年

臨床栄養療法学 10D1029 池本　真二 前期 火 3・4限 生活科学部本館128 3年

公衆栄養学 10D1032 山本　茂 前期 金 1・2限 生活科学部本館209 3年

栄養教育論Ⅱ 10D1034 赤松　利恵 前期 火 1・2限 生活科学部本館124 3年



食嗜好評価学 10D1042 香西　みどり 前期 金 5・6限 生活科学部本館212 2年

食物栄養学基礎演習 10D1055 村田　容常 前期 金 1・2限 生活科学部本館125 4年

食物栄養専門英語 10D1059 久保田　紀久枝 前期 木 7・8限 生活科学部本館212 2年

解剖生理学Ⅰ 10D1060 飯田　薫子 前期 木 5・6限 生活科学部本館209 1年

臨床医学総論 10D1062 森田　寛 前期 金 3・4限 生活科学部本館127 2年

臨床医学各論Ⅰ 10D1063 近藤　和雄 前期 火 1・2限 生活科学部本館306 2年

人間・環境科学科
科目名 授業コード 教員名 開講期 曜日 時限 教室 学年

数学物理学演習Ⅰ 10D2003 會川　義寛 前期 木 3・4限 生活科学部本館209 1年

基礎物理学 10D2004 會川　義寛 前期 火 3・4限 生活科学部本館127 1年

環境化学 10D2007 大瀧　雅寛 前期 火 1・2限 生活科学部本館209 2年

人間・環境科学実験実習 10D2010 人間・環境全教員 前期 火・木・金 5～8限 生活科学部本館108 3年

人間・環境科学輪講Ⅰ 10D2011 人間・環境全教員 前期 水 7・8限  4年

物理化学英語Ⅰ 10D2017 太田　裕治 前期 金 3・4限 生活科学部本館128 2年

人体計測学演習 10D2023 近藤　恵 前期 月 5～8限 生活科学部本館209 2年

環境材料物性 10D2031 仲西　正 前期 火 3・4限 生活科学部本館126 3年

水環境工学 10D2033 大瀧　雅寛 前期 月 5・6限 生活科学部本館128 3年

基礎生化学Ⅱ 10D2037 會川　義寛 前期 火 1・2限 生活科学部本館128 3年

数学物理学演習Ⅲ 10D2038 會川　義寛 前期 金 1・2限 生活科学部本館128 2年

建築設計製図演習Ⅰ 10D2043 元岡　展久 前期 木 7・8限 生活科学部本館209 2年

人間生活学科　発達臨床心理学講座
科目名 授業コード 教員名 開講期 曜日 時限 教室 学年

発達臨床基礎論Ⅰ 10D0601 井原　成男 前期 火 3・4限 生活科学部本館125 1年

発達臨床基礎論Ⅱ 10D0602 浜口　順子 前期 金 7・8限 生活科学部本館126 1年

発達臨床観察法 10D0607 柴坂　寿子 前期 金 3・4限 生活科学部本館125 2年

障害臨床学 10D0615 篁　倫子 前期 金 5・6限 生活科学部本館126 2年

心理臨床講義講読 10D0638 井原　成男 前期 水 3・4限 生活科学部本館344 3年

保育臨床講義講読 10D0639 浜口　順子 前期 水 3・4限 生活科学部本館126 3年

人格発達講義講読 10D0641 藤田　宗和 前期 水 3・4限 生活科学部本館334 3年

学校心理講義講読 10D0642 伊藤　亜矢子 前期 水 3・4限 生活科学部本館403 3年

生涯発達講義講読 10D0651 高濱　裕子 前期 水 3・4限 生活科学部本館124 3年

心理臨床実習 10D0652 青木　紀久代 前期 火 7～10限 生活科学部本館125 3年

心理臨床学 10D0674 青木　紀久代 前期 木 7・8限 生活科学部本館126 2年



人間生活学科　生活社会科学講座
科目名 授業コード 教員名 開講期 曜日 時限 教室 学年

生活社会科学概論 10D0701 石井クンツ　昌子 前期 金 7・8限 生活科学部本館212 1年

生活社会科学演習 10D0702 大森　正博 前期 金 5・6限 生活科学部本館122 2年

社会福祉学 10D0707 藤崎　宏子 前期 火 5・6限 生活科学部本館306 2年

家族社会学総論 10D0709 石井クンツ　昌子 前期 火 5・6限 生活科学部本館209 3年

生活政治学Ⅰ 10D0710 杉田　孝夫 前期 火 1・2限 生活科学部本館127 2年

生活法学演習Ⅰ 10D0719 小谷　眞男 前期 火 7・8限 生活科学部本館303 3年

生活政治学演習Ⅰ 10D0721 杉田　孝夫 前期 水 5・6限 生活科学部本館303 3年

家族社会学演習Ⅰ 10D0725 石井クンツ　昌子 前期 火 7・8限 生活科学部本館318 3年

生活福祉学演習Ⅰ 10D0727 藤崎　宏子 前期 月 7・8限 生活科学部本館315 3年

消費者経済学演習Ⅰ 10D0729 大森　正博 前期 木 7・8限 生活科学部本館315 3年

労働経済学演習Ⅰ 10D0733 永瀬　伸子 前期 木 7・8限 生活科学部本館305 3年

生活調査法 10D0747 石井クンツ　昌子 前期 木 5・6限 生活科学部本館124 2年

国民経済と生活 10D0760 大森　正博 前期 木 3・4限 生活科学部本館124 2年 - 4年

労働経済学総論 10D0798 永瀬　伸子 前期 月 3・4限 生活科学部本館212 3年

人間生活学科　生活文化学講座
科目名 授業コード 教員名 開講期 曜日 時限 教室 学年

日本古代・中世服飾史 10D0801 吉村　佳子 前期 火 1・2限 生活科学部本館212 2年

西洋服飾史論 10D0803 徳井　淑子 前期 火 7・8限 生活科学部本館124 2年

比較生活文化論 10D0805 鈴木　禎宏 前期 月 7・8限 生活科学部本館127 2年

服飾美学各論 10D0809 吉村　佳子 前期 金 5・6限 生活科学部本館125 3年 - 4年

服飾文化論基礎演習 10D0822 徳井　淑子 前期 火 5・6限 生活科学部本館322 3年

日本服飾史演習Ⅰ 10D0826 吉村　佳子 前期 木 1・2限 生活科学部本館322 3年

服飾美学演習 10D0836 吉村　佳子 前期 火 5・6限 生活科学部本館323 4年

民俗文化史概論 10D0856 宮内　貴久 前期 月 3・4限 生活科学部本館125 2年

生活文化史概論 10D0845 宮内　貴久 前期 月 3・4限 生活科学部本館125 2年

生活文化史基礎演習 10D0849 宮内　貴久 前期 月 5・6限 生活科学部本館322 3年

生活文化学概論 10D0852 鈴木　禎宏 前期 火 7・8限 生活科学部本館123 1年

比較文化論基礎演習 10D0854 鈴木　禎宏 前期 金 7・8限 生活科学部本館123 3年


