
学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　1年令和5年度授業時間割1
月 火 水

TD1000800

TD1000920

前

後

後

1

09:00

10:30

キャリアデザインⅠ T7127大村　美樹子

T14004020

干川　剛史前 T14205390 原野　かおり

スポーツＢ 上野　奈初美 T5000 TD1000660 経済と現代社会 ：ｵﾝﾗｲﾝ 山崎　志郎 T6250 TD1000510 前 美術の世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ 久々湊　直子 T7348

人間関係総論Ⅰ 【人心・福】：ｵﾝﾗｲﾝ 小谷　敏 T7114 TD1000690 前 福祉と現代社会（ボランティアを含む） ：ｵﾝﾗｲﾝ 前田　優二 T7338 TD1000760 前 人類の進化 ：ｵﾝﾗｲﾝ 松村　秋芳 T6213

レクリエーション実技 上野　奈初美 T5000 TD1000720 前 生活の化学 ：ｵﾝﾗｲﾝ 守屋　敬子 T7247 TD1000890 前 レクリエーション論 ：ｵﾝﾗｲﾝ 小久保　信幸 T6153

TD1000820 前 スポーツＣ 宮崎　大佑 T5000 TD1000060 後 ジェンダーと社会生活 ：ｵﾝﾗｲﾝ 尾曲　美香 T7114

TD1001110 前 英語ⅠＡ 【RE-1】 久保田　滋 T6357 TD1000900 後 レクリエーション論 ：ｵﾝﾗｲﾝ 小久保　信幸 T6153

～

社会学概論Ⅰ 【人心・福】：ｵﾝﾗｲﾝ 介護過程Ⅰ（介護過程の基礎）TD1000380 T14004090前

前

前T7114 T7318

T14004110 後 干川　剛史 T7214 TD1002590 後 データサイエンス・ＡＩ概論 ：ｵﾝﾗｲﾝ 小野　茂 T7127社会学概論Ⅱ 【人心・福】：ｵﾝﾗｲﾝ

TD1000050 後 吉方　りえ T7318 八城　薫女性と健康 ：ｵﾝﾗｲﾝ

TD1000740 後 泉　進 T6213 市川　博生命の科学 ：ｵﾝﾗｲﾝ

TD1000830 後 宮崎　大佑 T5000 松本　早野香スポーツＣ

TD1001310 後 久保田　滋 T6357 山倉　健嗣英語ⅠＢ 【RE-1】

TD1002600 後 堀口　美恵子 T7127 本田　周二ＳＤＧｓと現代社会 ：ｵﾝﾗｲﾝ

細谷　夏実 清原　康介

松本　暢子 園田　隆志

石川　照子 中川　まり

平野　泰宏 近藤　和都

嶋貫　真人 豊田　雄彦

木村　ひとみ 小野　陽子

甲野　毅

久保　忠行

山倉　健嗣

山本　真知子

吉井　健

井原　あや

TD1000840

TD1000940

TD1000950

TD1000960

前

前

前

前

前

2

10:40

12:10

ポピュラー・カルチャーの世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ T6213森　功次

TD1000930

田中　俊之前 T14205100 小久保　信幸

スポーツＤ 上野　奈初美 T5000 TD1000780 スポーツＡ 宮崎　大佑 T5000 TD1000930 前 英語ⅠＡ 【SW-1】 久保田　滋 T6351

英語ⅠＡ 【SW-1】 久保田　滋 T6351 TD1002090 前 日本語Ⅰ 【外国人留学生】 伊藤　みちる T6155 TD1000940 前 英語ⅠＡ 【SW-2】 久保田　滋 T6351

英語ⅠＡ 【SW-2】 久保田　滋 T6351 T14205510 後 社会学と社会システム 渡辺　芳 T7127 TD1000950 前 英語ⅠＡ 【SW-3】 久保田　滋 T6352

英語ⅠＡ 【SW-3】 久保田　滋 T6352 TD1000540 後 ポピュラー・カルチャーの世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ 田中　俊之 T6153 TD1000960 前 英語ⅠＡ 【SW-4】 久保田　滋 T6352

英語ⅠＡ 【SW-4】 久保田　滋 T6352 TD1000790 後 スポーツＡ 宮崎　大佑 T5000 TD1000970 前 英語ⅠＡ 【SW-5】 久保田　滋 T6353

～

ジェンダーと社会生活 ：ｵﾝﾗｲﾝ 福祉レクリエーション論TD1000541 TD1000070前

前

前T7348 T7247

久保田　滋 TD1002100 後 伊藤　みちる T6155 TD1000980 前 英語ⅠＡ 【SW-6】 久保田　滋 T6353日本語Ⅱ 【外国人留学生】英語ⅠＡ 【SW-5】TD1000970 前 T6353

久保田　滋 TD1000990 前 英語ⅠＡ 【SW-7】 藏野　ともみ T6354英語ⅠＡ 【SW-6】TD1000980 前 T6353

藏野　ともみ TD1001000 前 英語ⅠＡ 【SW-8】 藏野　ともみ T6354英語ⅠＡ 【SW-7】TD1000990 前 T6354

藏野　ともみ TD1001010 前 英語ⅠＡ 【SW-9】 藏野　ともみ T6355英語ⅠＡ 【SW-8】TD1001000 前 T6354

藏野　ともみ TD1001020 前 英語ⅠＡ 【SW-10】 藏野　ともみ T6355英語ⅠＡ 【SW-9】TD1001010 前 T6355

藏野　ともみ TD1001030 前 英語ⅠＡ 【SW-11】 藏野　ともみ T6356英語ⅠＡ 【SW-10】TD1001020 前 T6355

藏野　ともみ TD1001040 前 英語ⅠＡ 【SW-12】 藏野　ともみ T6356英語ⅠＡ 【SW-11】TD1001030 前 T6356

藏野　ともみ TD1001130 後 英語ⅠＢ 【SW-1】 久保田　滋 T6351英語ⅠＡ 【SW-12】TD1001040 前 T6356

森　功次 TD1001140 後 英語ⅠＢ 【SW-2】 久保田　滋 T6351哲学と思想 ：ｵﾝﾗｲﾝTD1000591 後 T7247

上野　奈初美 TD1001150 後 英語ⅠＢ 【SW-3】 久保田　滋 T6352スポーツＢTD1000810 後 T5000

久保田　滋 TD1001160 後 英語ⅠＢ 【SW-4】 久保田　滋 T6352英語ⅠＢ 【SW-1】TD1001130 後 T6351

久保田　滋 TD1001170 後 英語ⅠＢ 【SW-5】 久保田　滋 T6353英語ⅠＢ 【SW-2】TD1001140 後 T6351

久保田　滋 TD1001180 後 英語ⅠＢ 【SW-6】 久保田　滋 T6353英語ⅠＢ 【SW-3】TD1001150 後 T6352

久保田　滋 TD1001190 後 英語ⅠＢ 【SW-7】 藏野　ともみ T6354英語ⅠＢ 【SW-4】TD1001160 後 T6352

久保田　滋 TD1001200 後 英語ⅠＢ 【SW-8】 藏野　ともみ T6354英語ⅠＢ 【SW-5】TD1001170 後 T6353

久保田　滋 TD1001210 後 英語ⅠＢ 【SW-9】 藏野　ともみ T6355英語ⅠＢ 【SW-6】TD1001180 後 T6353

藏野　ともみ TD1001220 後 英語ⅠＢ 【SW-10】 藏野　ともみ T6355英語ⅠＢ 【SW-7】TD1001190 後 T6354

藏野　ともみ TD1001230 後 英語ⅠＢ 【SW-11】 藏野　ともみ T6356英語ⅠＢ 【SW-8】TD1001200 後 T6354

藏野　ともみ TD1001240 後 英語ⅠＢ 【SW-12】 藏野　ともみ T6356英語ⅠＢ 【SW-9】TD1001210 後 T6355

藏野　ともみ英語ⅠＢ 【SW-10】TD1001220 後 T6355

藏野　ともみ英語ⅠＢ 【SW-11】TD1001230 後 T6356

藏野　ともみ英語ⅠＢ 【SW-12】TD1001240 後 T6356

TD1000530

TD1000280

TD1000770

前

後

後

後

3

13:00

14:30

コンピュータ基礎Ａ 【福A】 T7237西川　徹

T14205210

伊藤　みちる前 TD1000090 土野　瑞穂

考古学の世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ 塩谷　修 T7214 TD1000930 英語ⅠＡ 【SW-1】 久保田　滋 T6351 TD1000320 前 コンピュータ応用 小幡　正子 T7237

ケア・マネジメント論 飛田　和樹 T7247 TD1000940 前 英語ⅠＡ 【SW-2】 久保田　滋 T6351 T14204240 後 社会福祉学基礎セミナーⅡ 相川　富哉 T7338

コンピュータ基礎Ｂ 【福B】 西川　徹 T7237 TD1000950 前 英語ⅠＡ 【SW-3】 久保田　滋 T6352 T14204260 後 社会福祉学基礎セミナーⅡ 嶋貫　真人 T7262

自然科学の歴史 ：ｵﾝﾗｲﾝ 栗原　岳史 T6213 TD1000960 前 英語ⅠＡ 【SW-4】 久保田　滋 T6352 T14204270 後 社会福祉学基礎セミナーⅡ 西口　守 T7318

TD1000970 前 英語ⅠＡ 【SW-5】 久保田　滋 T6353 T14204280 後 社会福祉学基礎セミナーⅡ 飛田　和樹 T7286

～

言語と文化 ：ｵﾝﾗｲﾝ 女性史 ：ｵﾝﾗｲﾝTD1000220 TD1000560前

前

前T6153 T7214

TD1000980 前 久保田　滋 T6353 TD1000310 後 コンピュータ応用 小幡　正子 T7237英語ⅠＡ 【SW-6】

TD1000990 前 藏野　ともみ T6354英語ⅠＡ 【SW-7】

TD1001000 前 藏野　ともみ T6354英語ⅠＡ 【SW-8】

TD1001010 前 藏野　ともみ T6355英語ⅠＡ 【SW-9】

TD1001020 前 藏野　ともみ T6355英語ⅠＡ 【SW-10】

TD1001030 前 藏野　ともみ T6356英語ⅠＡ 【SW-11】

TD1001040 前 藏野　ともみ T6356英語ⅠＡ 【SW-12】

TD1000521 後 森　功次 T6153映像・演劇の世界

TD1000550 後 伊藤　みちる T6213地域と文化 ：ｵﾝﾗｲﾝ

TD1001130 後 久保田　滋 T6351英語ⅠＢ 【SW-1】

TD1001140 後 久保田　滋 T6351英語ⅠＢ 【SW-2】

TD1001150 後 久保田　滋 T6352英語ⅠＢ 【SW-3】

TD1001160 後 久保田　滋 T6352英語ⅠＢ 【SW-4】

TD1001170 後 久保田　滋 T6353英語ⅠＢ 【SW-5】

TD1001180 後 久保田　滋 T6353英語ⅠＢ 【SW-6】

TD1001190 後 藏野　ともみ T6354英語ⅠＢ 【SW-7】

TD1001200 後 藏野　ともみ T6354英語ⅠＢ 【SW-8】

TD1001210 後 藏野　ともみ T6355英語ⅠＢ 【SW-9】

TD1001220 後 藏野　ともみ T6355英語ⅠＢ 【SW-10】

TD1001230 後 藏野　ともみ T6356英語ⅠＢ 【SW-11】

TD1001240 後 藏野　ともみ T6356英語ⅠＢ 【SW-12】

TD1000570 前4

14:40

16:10

社会福祉学概論Ⅰ 【福】 T7127渡辺　裕一 金　美辰前 TD1000160 東　順子

日本の歴史と文化 ：ｵﾝﾗｲﾝ 塩谷　修 T7318 TD1000580 世界の歴史と文化 ：ｵﾝﾗｲﾝ 村津　蘭 T6155 TD1000200 前 コンピュータ基礎Ａ 【福B】 小幡　正子 T7237

TD1000700 前 数学の世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ 中西　達夫 T7338

TD1000170 後 日本語Ｃ（読解） ：ｵﾝﾗｲﾝ 東　順子 T7318

TD1000260 後 コンピュータ基礎Ｂ 【福A】 小幡　正子 T7237

TD1000750 後 宇宙の科学 ：ｵﾝﾗｲﾝ 金　哲夫 T6153

～

介護の基本Ａ（介護福祉論） 日本語Ｃ（読解） ：ｵﾝﾗｲﾝT14004170 T14205330前

前

前T7127 T7318

T14004040 後5

16:20

17:50

文学の世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ T7247鈴木　孝子 西川　千登世前 TD1000610 早坂　めぐみ

人間関係総論Ⅱ 【人社・福】：ｵﾝﾗｲﾝ 本田　周二 T7114 TD1000040 女性と健康 ：ｵﾝﾗｲﾝ 吉方　りえ T7114 TD1001510 前 英語ⅠＣ 【RE-1】 久保田　滋 T6356

TD1000020 後 キャンパスライフとメンタルヘルス ：ｵﾝﾗｲﾝ 香月　菜々子 T7127 TD1000620 後 人間の成長と心理 ：ｵﾝﾗｲﾝ 堀　洋元 T6113

TD1000710 後 生活の物理 ：ｵﾝﾗｲﾝ 金　哲夫 T6213

TD1001710 後 英語ⅠＤ 【RE-1】 久保田　滋 T6356
～

心理学概論Ⅰ 【人社・福】 子どもの世界 ：ｵﾝﾗｲﾝTD1000490 T14004130前

前

前T7127 T6153

6

18:00

19:30

～

END

集中・実習

久保田　滋 T14004210 Malaysian Cultural CampⅡ 久保田　滋 T14205020 金　美辰前 前 後Malaysian Cultural CampⅠ 介護実習入門T14004200

＊＊　＊＊ TD1000860 シーズン・スポーツ 上野　優子 TD1002550 未 定前 前 前大妻教養講座 ：ｵﾝﾗｲﾝ 地域文化理解ⅠTD1000010

未 定前 地域文化理解ⅡTD1002560

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）

2023/03/17

授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。



学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　1年令和5年度授業時間割2
木 金 土

TD1001940 後1

09:00

10:30

心理学概論Ⅱ 【人社・福】：ｵﾝﾗｲﾝ T7214高橋　幸子 大村　美樹子前

ドイツ語Ⅱ 豊倉　尚 T6155 TD1000400 キャリアデザインⅠ 吉野　薫 T6113

TD1000730 前 科学と環境 ：ｵﾝﾗｲﾝ 奥村　英一 T6153

TD1001520 前 英語ⅠＣ 【RE-2】 久保田　滋 T6356

TD1002010 前 中国語Ⅰ 李　立冰 T6213

T14004190 後 社会福祉学概論Ⅱ 【福】 井上　修一 T6153

～

キャリアデザインⅠT14004150 TD1000390後

前

T6220

TD1000030 後 伊澤　冬子 T7338キャンパスライフとメンタルヘルス ：ｵﾝﾗｲﾝ

TD1000410 後 吉野　薫 T6113キャリアデザインⅠ

TD1000680 後 阪井　裕一郎 T7114家族と現代社会 ：ｵﾝﾗｲﾝ

TD1001720 後 久保田　滋 T6356英語ⅠＤ 【RE-2】

TD1002020 後 李　立冰 T6213中国語Ⅱ

TD1001330

TD1001350

TD1001360

TD1001370

前

前

前

前

前

2

10:40

12:10

レクリエーション実技 T5000上野　優子

TD1001340

尾久　裕紀前

英語ⅠＣ 【SW-1】 久保田　滋 T6351 TD1000100 日本語Ａ（文章表現） 笹　幸恵 T7362

英語ⅠＣ 【SW-2】 久保田　滋 T6351 TD1000140 前 日本語Ｂ（口頭表現） 平川　八尋 T7284

英語ⅠＣ 【SW-3】 久保田　滋 T6352 TD1000590 前 哲学と思想 ：ｵﾝﾗｲﾝ 伊藤　美登里 T7247

英語ⅠＣ 【SW-4】 久保田　滋 T6352 T14205490 後 医学概論 ：ｵﾝﾗｲﾝ 尾久　裕紀 T7214

英語ⅠＣ 【SW-5】 久保田　滋 T6353 TD1000080 後 女性史 ：ｵﾝﾗｲﾝ 原　葉子 T7247

～

精神疾患とその治療ⅠTD1000910 T14204010前

前

T7127

久保田　滋 TD1000110 後 笹　幸恵 T7318日本語Ａ（文章表現）英語ⅠＣ 【SW-6】TD1001380 前 T6353

藏野　ともみ TD1000150 後 平川　八尋 T7313日本語Ｂ（口頭表現）英語ⅠＣ 【SW-7】TD1001390 前 T6354

藏野　ともみ英語ⅠＣ 【SW-8】TD1001400 前 T6354

藏野　ともみ英語ⅠＣ 【SW-9】TD1001410 前 T6355

藏野　ともみ英語ⅠＣ 【SW-10】TD1001420 前 T6355

藏野　ともみ英語ⅠＣ 【SW-11】TD1001430 前 T6356

藏野　ともみ英語ⅠＣ 【SW-12】TD1001440 前 T6356

上野　優子スポーツＤTD1000850 後 T5000

久保田　滋英語ⅠＤ 【SW-1】TD1001530 後 T6351

久保田　滋英語ⅠＤ 【SW-2】TD1001540 後 T6351

久保田　滋英語ⅠＤ 【SW-3】TD1001550 後 T6352

久保田　滋英語ⅠＤ 【SW-4】TD1001560 後 T6352

久保田　滋英語ⅠＤ 【SW-5】TD1001570 後 T6353

久保田　滋英語ⅠＤ 【SW-6】TD1001580 後 T6353

藏野　ともみ英語ⅠＤ 【SW-7】TD1001590 後 T6354

藏野　ともみ英語ⅠＤ 【SW-8】TD1001600 後 T6354

藏野　ともみ英語ⅠＤ 【SW-9】TD1001610 後 T6355

藏野　ともみ英語ⅠＤ 【SW-10】TD1001620 後 T6355

藏野　ともみ英語ⅠＤ 【SW-11】TD1001630 後 T6356

藏野　ともみ英語ⅠＤ 【SW-12】TD1001640 後 T6356

T14204170

T14204190

T14204200

T14204220

前

前

前

前

前

3

13:00

14:30

社会福祉学基礎セミナーⅠ T7368尾久　裕紀

T14204180

久保田　滋前

社会福祉学基礎セミナーⅠ 上野　優子 T7382 TD1001340 英語ⅠＣ 【SW-2】 久保田　滋 T6351

社会福祉学基礎セミナーⅠ 井上　修一 T7386 TD1001350 前 英語ⅠＣ 【SW-3】 久保田　滋 T6352

社会福祉学基礎セミナーⅠ 飛田　和樹 T7385 TD1001360 前 英語ⅠＣ 【SW-4】 久保田　滋 T6352

社会福祉学基礎セミナーⅠ 河島　京美 T7387 TD1001370 前 英語ⅠＣ 【SW-5】 久保田　滋 T6353

社会福祉学基礎セミナーⅠ 星野　尚美 T7384 TD1001380 前 英語ⅠＣ 【SW-6】 久保田　滋 T6353

～

英語ⅠＣ 【SW-1】T14204160 TD1001330前

前

T6351

加藤　浩治 TD1001390 前 藏野　ともみ T6354英語ⅠＣ 【SW-7】コンピュータ応用TD1000300 前 T7237

尾久　裕紀 TD1001400 前 藏野　ともみ T6354英語ⅠＣ 【SW-8】人間関係総論Ⅲ 【福】T14004050 後 T7127

加藤　浩治 TD1001410 前 藏野　ともみ T6355英語ⅠＣ 【SW-9】コンピュータ応用TD1000330 後 T7237

上野　優子 TD1001420 前 藏野　ともみ T6355英語ⅠＣ 【SW-10】スポーツと健康 ：ｵﾝﾗｲﾝTD1000880 後 T6153

TD1001430 前 藏野　ともみ T6356英語ⅠＣ 【SW-11】

TD1001440 前 藏野　ともみ T6356英語ⅠＣ 【SW-12】

TD1000650 後 仁科　薫 T6213政治と現代社会 ：ｵﾝﾗｲﾝ

TD1001530 後 久保田　滋 T6351英語ⅠＤ 【SW-1】

TD1001540 後 久保田　滋 T6351英語ⅠＤ 【SW-2】

TD1001550 後 久保田　滋 T6352英語ⅠＤ 【SW-3】

TD1001560 後 久保田　滋 T6352英語ⅠＤ 【SW-4】

TD1001570 後 久保田　滋 T6353英語ⅠＤ 【SW-5】

TD1001580 後 久保田　滋 T6353英語ⅠＤ 【SW-6】

TD1001590 後 藏野　ともみ T6354英語ⅠＤ 【SW-7】

TD1001600 後 藏野　ともみ T6354英語ⅠＤ 【SW-8】

TD1001610 後 藏野　ともみ T6355英語ⅠＤ 【SW-9】

TD1001620 後 藏野　ともみ T6355英語ⅠＤ 【SW-10】

TD1001630 後 藏野　ともみ T6356英語ⅠＤ 【SW-11】

TD1001640 後 藏野　ともみ T6356英語ⅠＤ 【SW-12】

TD1000870

TD1001970

T14204030

TD1001980

前

前

前

後

後

4

14:40

16:10

音楽の世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ T7214久保田　滋

TD1001930

足立　加勇前

スポーツと健康 ：ｵﾝﾗｲﾝ 上野　優子 T6250 TD1000630 日本国憲法 ：ｵﾝﾗｲﾝ 飛田　綾子 T7318

ドイツ語Ⅰ 豊倉　尚 T6155 TD1001120 前 英語ⅠＡ 【RE-2】 久保田　滋 T6357

スペイン語Ⅰ 久々湊　直子 T7217 TD1000520 後 映像・演劇の世界 ：ｵﾝﾗｲﾝ 松下　優一 T6153

ソーシャルワーク論Ⅰ－Ａ 山本　真知子 T7127 TD1001320 後 英語ⅠＢ 【RE-2】 久保田　滋 T6357

スペイン語Ⅱ 久々湊　直子 T7217

～

日本文化・事情TD1000500 TD1000600前

前

T7247

TD1001890

TD1000340

TD1001900

前

後

後

後

5

16:20

17:50

法律と現代社会 ：ｵﾝﾗｲﾝ T6153飛田　綾子

T14205500

金　愛慶前

フランス語Ⅰ 山崎　俊明 T6215 TD1000350 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 大村　美樹子 T7315

心理学と心理的支援 西川　千登世 T7114 TD1000670 後 メディアと現代社会 ：ｵﾝﾗｲﾝ 松下　優一 T6153

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 大村　美樹子 T6212 TD1002060 後 韓国語Ⅱ 金　愛慶 T6220

フランス語Ⅱ 山崎　俊明 T6215
～

韓国語ⅠTD1000640 TD1002050前

後

T6220

6

18:00

19:30

～

END

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）

2023/03/17

授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。



学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　2年令和5年度授業時間割3
月 火 水

TD1002260

TD1002280

TD1002290

TD1002300

前

前

前

前

前

1

09:00

10:30

英語ⅡＡ 【W-1】 T6351藏野　ともみ

TD1002270

丹野　眞紀子前 T14205530 嶋貫　真人

英語ⅡＡ 【W-2】 藏野　ともみ T6352 TD1001790 前 英語ⅡＣ 【1】 久保田　滋 T6315

英語ⅡＡ 【W-3】 藏野　ともみ T6353 T14204950 後 介護過程Ⅱ－Ａ 金　美辰 T7384

英語ⅡＡ 【W-4】 藏野　ともみ T6354 TD1001820 後 英語ⅡＤ 【1】 久保田　滋 T6315

英語ⅡＡ 【W-5】 藏野　ともみ T6355

英語ⅡＡ 【W-6】 藏野　ともみ T6357

～

ソーシャルワーク論Ⅱ－Ａ 公的扶助論TD1002250 T14204050前 前T7127 T6113

藏野　ともみ英語ⅡＡ 【W-7】TD1002310 前 T6315

藏野　ともみ英語ⅡＢ 【W-1】TD1002440 後 T6351

藏野　ともみ英語ⅡＢ 【W-2】TD1002450 後 T6352

藏野　ともみ英語ⅡＢ 【W-3】TD1002460 後 T6353

藏野　ともみ英語ⅡＢ 【W-4】TD1002470 後 T6354

藏野　ともみ英語ⅡＢ 【W-5】TD1002480 後 T6355

藏野　ともみ英語ⅡＢ 【W-6】TD1002490 後 T6357

藏野　ともみ英語ⅡＢ 【W-7】TD1002500 後 T6315

T14204890

T14205540

後

後

2

10:40

12:10

保育原理 T7114須藤　麻紀 藏野　ともみ前 T14205480 井上　修一

生活支援技術Ａ－Ⅱ 下坂　智惠 T7286 T14204490 相談援助演習Ⅱ 山本　真知子 T7315 T91009140 前 民俗学Ａ 渋谷　研 T6155

桐原　美保 T14204491 後 相談援助演習Ⅱ 原田　聖子 T7284 T14204950 後 介護過程Ⅱ－Ａ 金　美辰 T7384

刑事司法と福祉 嶋貫　真人 T7127 T14204492 後 相談援助演習Ⅱ 中條　桂子 T7313 T14205110 後 福祉レクリエーション援助論 小久保　信幸 T7247

T14204493 後 相談援助演習Ⅱ 中條　共子 T7262 T91009150 後 民俗学Ｂ 渋谷　研 T6155

T14204494 後 相談援助演習Ⅱ 蠣崎　尚美 T7286

～

ソーシャルワーク論Ⅰ－Ｂ 高齢者福祉論T14205150 T14204040前

後

前T7318 T7127

T14204900

T91009110

後

後

3

13:00

14:30

生活支援技術Ｃ T7338大西　典子 金　美辰前 T14205550 藏野　ともみ

生活支援技術Ｂ 下坂　智惠 T7181 T14205520 社会福祉調査の基礎 篠原　亮次 T7237 T14205120 後 福祉レクリエーション援助技術 小久保　信幸 T7247

桐原　美保 T14205690 前 自己表現論 森　功次 T6213

文化史Ｂ 鈴木　直人 T6155 TD1002520 前 英語ⅡＡ 【RE-2】 久保田　滋 T6315

T14204990 後 介護総合演習Ⅱ 金　美辰 T7318

T91009020 後 生涯学習概論 【博物】 杉山　正司 T6250

～

介護総合演習Ⅰ ソーシャルワーク実践入門T14204910 T14204980前

前

前T7313 T7127

T92009010 後 杉山　正司 T6250生涯学習概論 【図書】

TD1002540 後 久保田　滋 T6315英語ⅡＢ 【RE-2】

T91009100

T14205680

前

後

後

4

14:40

16:10

生活支援技術Ｃ T7338大西　典子

T14204900

浦尾　和江前 TD1002250 藏野　ともみ

文化史Ａ 鈴木　直人 T6156 T14205521 社会福祉調査の基礎 篠原　亮次 T7237 TD1002260 前 英語ⅡＡ 【W-2】 藏野　ともみ T6352

生活支援技術Ｂ 下坂　智惠 T7181 T92009100 前 図書館情報資源概論 深水　浩司 T6153 TD1002270 前 英語ⅡＡ 【W-3】 藏野　ともみ T6353

桐原　美保 TD1001850 前 英語ⅢＡ 東後　昌弘 T6252 TD1002280 前 英語ⅡＡ 【W-4】 藏野　ともみ T6354

多文化共生論 松尾　加奈 T7260 T14205670 後 生活総合美学 光江　弘恵 T7284 TD1002290 前 英語ⅡＡ 【W-5】 藏野　ともみ T6355

T91009030 後 博物館経営論 【博物】 杉山　正司 T6250 TD1002300 前 英語ⅡＡ 【W-6】 藏野　ともみ T6357

～

介護技術 英語ⅡＡ 【W-1】T14204910 T14205200前

前

前T7187 T6351

T92009050 後 深水　浩司 T6220 TD1002310 前 英語ⅡＡ 【W-7】 藏野　ともみ T6315図書館サービス概論

TD1001860 後 東後　昌弘 T6252 T92009040 後 図書館制度・経営論 田中　伸哉 T6215英語ⅢＡ

TD1002440 後 英語ⅡＢ 【W-1】 藏野　ともみ T6351

TD1002450 後 英語ⅡＢ 【W-2】 藏野　ともみ T6352

TD1002460 後 英語ⅡＢ 【W-3】 藏野　ともみ T6353

TD1002470 後 英語ⅡＢ 【W-4】 藏野　ともみ T6354

TD1002480 後 英語ⅡＢ 【W-5】 藏野　ともみ T6355

TD1002490 後 英語ⅡＢ 【W-6】 藏野　ともみ T6357

TD1002500 後 英語ⅡＢ 【W-7】 藏野　ともみ T6315

T14205220

TD1002510

TD1002530

前

前

前

後

5

16:20

17:50

地域福祉論Ⅰ T7127飛田　和樹

T91009040

浦尾　和江前 T14205660 小野塚　邦子

家族支援論 菊池　真弓 T7338 TD1001870 英語ⅢＢ 東後　昌弘 T6252

博物館資料論 鈴木　直人 T6156

英語ⅡＡ 【RE-1】 久保田　滋 T6315

英語ⅡＢ 【RE-1】 久保田　滋 T6315
～

介護技術 女性と企業T14204390 T14205200前

後

前T7187 T7338

6

18:00

19:30

～

END

集中・実習

金　美辰 T14205130 福祉レクリエーション総合実習 上野　優子 T91009060 是澤　博昭後 前 前介護実習Ⅰ 博物館展示論T14205030

金井　喜一郎前 図書館概論T92009020

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）
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授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。



学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　2年令和5年度授業時間割4
木 金 土

T14204880 後

後

1

09:00

10:30

児童・家庭福祉論 T7127山本　真知子

T14205140

山口　育子前 TD1002570 佐藤　洋一

生活支援技術Ａ－Ⅰ 原野　かおり T7187 T14205590 精神保健福祉の原理Ⅰ 藏野　ともみ T7247 松田　春香

社会的養護論 山本　真知子 T7127 T14204770 後 障害の理解 伊東　一郎 T7284 金　美辰

T14205610 後 精神保健福祉制度論 藏野　ともみ T7348 池田　りな

久保　忠行

山倉　健嗣

～

こころとからだのしくみＡ 大妻教養講座Ⅱ 卒業生から学ぶ ：ｵﾝﾗｲﾝT14204100 T14204780前

前

前T7338 T7127

T14205340

T91009120

T14204110

T14204450

前

前

前

後

後

2

10:40

12:10

障害特性論 T7114小川　浩

T14205400

山口　育子前

介護の基本Ｂ（生活と文化） 伊東　一郎 T7262 T14205260 スクールソーシャルワーク論 中條　桂子 T7348

ビジネス英語 【福】 藏野　ともみ T6357 TD1000430 前 キャリアデザインⅡ 大村　美樹子 T6113

美術史Ａ 中西　麻澄 T6156 TD1002030 前 中国語Ⅲ 李　立冰 T6213

障害者福祉論 小川　浩 T7127 T14204060 後 ソーシャルワーク論Ⅱ－Ｂ 丹野　眞紀子 T7127

就労支援サービス 千田　若菜 T7348 T91009080 後 博物館教育論 下田　敦子 T6212

～

こころとからだのしくみＢT14205180 T14204790前

前

T7338

藏野　ともみ TD1002040 後 李　立冰 T6213中国語Ⅳビジネス英語 【福】T14205401 後 T6357

中西　麻澄美術史ＢT91009130 後 T6156

豊倉　尚ドイツ語ⅣTD1001960 後 T6155

TD1001990 前

後

3

13:00

14:30

介護の基本Ｃ（介護とケアマネジメント） T7284金　美辰

T14205560

中村　道子前 T91009050 吉田　直人

スペイン語Ⅲ 久々湊　直子 T7217 T14205230 家政学実習Ａ 下坂　智惠 T7181

相談援助実習指導 井上　修一 T7284 T91009010 前 博物館概論 是澤　博昭 T6155

藤本　優 T14204020 後 精神疾患とその治療Ⅱ ：ｵﾝﾗｲﾝ 尾久　裕紀 T7318

大坪　美香 T14205240 後 家政学実習Ｂ 桐原　美保 T7181

古市　孝義 T91009070 後 博物館情報・メディア論 下田　敦子 T6212

～

コミュニケーション技術Ａ 博物館資料保存論T14205350 T14204860前

前

後T7284 T6156

飛田　和樹相談援助実習指導T14205561 後 T7283

相川　富哉相談援助実習指導T14205562 後 T7315

星野　尚美相談援助実習指導T14205563 後 T7313

末松　惠相談援助実習指導T14205564 後 T7286

久々湊　直子スペイン語ⅣTD1002000 後 T7318

T14204481

T14204483

T14204484

T14205410

前

前

前

前

前

4

14:40

16:10

相談援助演習Ⅰ T7315藏野　ともみ

T14204482

下坂　智惠前

相談援助演習Ⅰ 間嶋　健 T7284 TD1002070 韓国語Ⅲ 金　愛慶 T6220

相談援助演習Ⅰ 竹内　壮志 T7313 T14204090 後 発達と老化の理解 山口　育子 T6250

相談援助演習Ⅰ 酒井　美和 T7262 T14205240 後 家政学実習Ｂ 桐原　美保 T7181

相談援助演習Ⅰ 中條　共子 T7286 TD1002080 後 韓国語Ⅳ 金　愛慶 T6220

英語コミュニケーション 【福】 藏野　ともみ T6356

～

家政学実習ＡT14204480 T14205230前

前

T7181

久保田　滋英語ⅡＣ 【2】TD1001800 前 T6315

山崎　俊明フランス語ⅢTD1001910 前 T6215

藏野　ともみ英語コミュニケーション 【福】T14205411 後 T6356

大村　美樹子キャリアデザインⅡTD1000440 後 T6113

久保田　滋英語ⅡＤ 【2】TD1001830 後 T6315

山崎　俊明フランス語ⅣTD1001920 後 T6215

TD1000360 後5

16:20

17:50

ドイツ語Ⅲ T6156豊倉　尚 藏野　ともみ前

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 大村　美樹子 T6212 TD1002260 英語ⅡＡ 【W-2】 藏野　ともみ T6352

TD1002270 前 英語ⅡＡ 【W-3】 藏野　ともみ T6353

TD1002280 前 英語ⅡＡ 【W-4】 藏野　ともみ T6354

TD1002290 前 英語ⅡＡ 【W-5】 藏野　ともみ T6355

TD1002300 前 英語ⅡＡ 【W-6】 藏野　ともみ T6357

～

英語ⅡＡ 【W-1】TD1001950 TD1002250前

前

T6351

TD1002310 前 藏野　ともみ T6315英語ⅡＡ 【W-7】

TD1000370 後 大村　美樹子 T7315キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ

TD1002440 後 藏野　ともみ T6351英語ⅡＢ 【W-1】

TD1002450 後 藏野　ともみ T6352英語ⅡＢ 【W-2】

TD1002460 後 藏野　ともみ T6353英語ⅡＢ 【W-3】

TD1002470 後 藏野　ともみ T6354英語ⅡＢ 【W-4】

TD1002480 後 藏野　ともみ T6355英語ⅡＢ 【W-5】

TD1002490 後 藏野　ともみ T6357英語ⅡＢ 【W-6】

TD1002500 後 藏野　ともみ T6315英語ⅡＢ 【W-7】

6

18:00

19:30

～

END

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）

2023/03/17

授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。



学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　3年令和5年度授業時間割5
月 火 水

1

09:00

10:30

生活支援技術Ｅ T7338大西　典子 藏野　ともみ前 T14205640 金子　毅司

藤本　優 T14204970 後 介護過程Ⅲ 原野　かおり T7313

大坪　美香

T14204960 前 介護過程Ⅱ－Ｂ 金　美辰 T7382

T14204920 後 生活支援技術Ｄ 浦尾　和江 T7187
～

精神保健福祉援助実習指導 ソーシャルワークの理論と方法ⅡT14204930 T14204710前 前T7262 T7214

T14204930 前2

10:40

12:10

社会保障Ⅰ T7127嶋貫　真人 丹野　眞紀子前 T14205000 原野　かおり

生活支援技術Ｅ 大西　典子 T7338 T14204501 相談援助演習Ⅲ 田中　悠美子 T7385 T14205170 前 子どもの保健 岩本　圭子 T7348

T14204502 前 相談援助演習Ⅲ 高橋　努 T7386 T14205600 前 精神保健福祉の原理Ⅱ 金子　毅司 T7318

T14204503 前 相談援助演習Ⅲ 河島　京美 T7383 T14204690 後 精神保健福祉援助演習Ⅰ 藏野　ともみ T7382

T14204504 前 相談援助演習Ⅲ 井上　健朗 T7382 T14205070 後 医療的ケアⅠ 原野　かおり T7262

T14204591 後 精神保健の課題と支援Ⅱ ：ｵﾝﾗｲﾝ 尾久　裕紀 T7348

～

相談援助演習Ⅲ 介護総合演習ⅢT14204140 T14204500前

前

前T7384 T7262

T14204920 後 浦尾　和江 T7187生活支援技術Ｄ

T92009110 後3

13:00

14:30

図書館情報技術論 T6156深水　浩司 丹野　眞紀子前 T14204080 板倉　香子

情報資源組織論 深水　浩司 T6156 T14204420 福祉サービスの組織と経営 原田　聖子 T7348 T14204564 前 相談援助実習事後指導 山本　真知子 T7313

藤本　優

T14204700 後 精神保健福祉援助演習Ⅱ 金子　毅司 T7284
～

医療福祉論 ソーシャルワーク論Ⅲ－ＢT92009030 T14204440前

後

前T7127 T7114

4

14:40

16:10

T14204550 井上　修一

大坪　美香

T14204552 前 相談援助実習事前指導 嶋貫　真人 T7262

藤本　優

T14204553 前 相談援助実習事前指導 丹野　眞紀子 T7284

古市　孝義

～

相談援助実習事前指導前 T7286

T14204554 前 相談援助実習事前指導 山本　真知子 T7313

藤本　優

T14204561 前 相談援助実習事後指導 相川　富哉 T7282

大坪　美香

T14204565 前 相談援助実習事後指導 飛田　和樹 T7281

T14204551 後 相談援助実習事前指導 相川　富哉 T7260

大坪　美香

T14204555 後 相談援助実習事前指導 飛田　和樹 T7281

T14204560 後 相談援助実習事後指導 井上　修一 T7286

大坪　美香

T14204562 後 相談援助実習事後指導 嶋貫　真人 T7262

藤本　優

T14204563 後 相談援助実習事後指導 丹野　眞紀子 T7284

古市　孝義

T92009080 後5

16:20

17:50

地域福祉論Ⅱ T7127飛田　和樹 T92009160 児玉　閲

情報サービス演習（１） 深水　浩司 T6220 T92009161 前 図書館基礎特論 児玉　閲 T7237

～

図書館情報資源特論（２）T14204400 後 前 T7237

6

18:00

19:30

～

END

集中・実習

金　美辰 T14205050 介護実習Ⅲ 金　美辰 T14205160 立脇　恵子後 後 前介護実習Ⅱ 発達障害と子育て支援T14205040

嶋貫　真人 T14205571 相談援助実習Ⅰ 丹野　眞紀子 T14205572 井上　修一前 前 前相談援助実習Ⅰ 相談援助実習ⅠT14205570

山本　真知子 T14205574 相談援助実習Ⅰ 飛田　和樹 T14205580 嶋貫　真人前 前 後相談援助実習Ⅰ 相談援助実習ⅡT14205573

丹野　眞紀子 T14205582 相談援助実習Ⅱ 井上　修一 T14205583 山本　真知子後 後 後相談援助実習Ⅱ 相談援助実習ⅡT14205581

飛田　和樹 T14205710 精神保健福祉援助実習Ⅰ 藏野　ともみ後 前相談援助実習ⅡT14205584

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）

2023/03/17

授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。



学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　3年令和5年度授業時間割6
木 金 土

1

09:00

10:30

認知症の理解 T7247伊東　一郎 井上　修一前

T14204070 ソーシャルワーク論Ⅲ－Ａ 丹野　眞紀子 T7127

～

権利擁護と成年後見制度T14204760 T14204460前

後

T7214

2

10:40

12:10

吉野　薫前

TD1000460 キャリアデザインⅢ 吉野　薫 T6113

～

キャリアデザインⅢTD1000470

後

T6220

T14204150 後3

13:00

14:30

ジョブコーチ論 T7318小川　浩 尾久　裕紀前

社会保障Ⅱ 嶋貫　真人 T7247 T92009060 情報サービス論 木下　朋美 T6220

T14205360 後 介護の基本Ｄ（介護予防） 中村　道子 T6253

T14205630 後 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 竹内　壮志 T7338

T92009070 後 児童サービス論 木下　朋美 T6220
～

精神保健の課題と支援Ⅰ ：ｵﾝﾗｲﾝT14205190 T14204590前

前

T7318

T14204510

T14204512

T14204513

T14204514

後

後

後

後

後

4

14:40

16:10

精神障害リハビリテーション論 T7247行實　志都子

T14204511

中村　道子前

相談援助演習Ⅳ 井上　修一 T7386 T92009130 図書館サービス特論（１） 木下　朋美 T6156

相談援助演習Ⅳ 間嶋　健 T7388 T92009131 前 図書・図書館史 木下　朋美 T6156

相談援助演習Ⅳ 相川　富哉 T7387 T14205370 後 介護の基本Ｅ（介護と自立支援） 中村　道子 T6253

相談援助演習Ⅳ 末松　惠 T7385 T91009090 通 博物館実習 是澤　博昭 T6155

相談援助演習Ⅳ 飛田　和樹 T7368 下田　敦子

～

コミュニケーション技術ＢT14205620 T14204870前

前

T7284

T14204301

T14204303

T14204304

T14204306

前

前

前

前

前

5

16:20

17:50

社会福祉学セミナーⅠ T6155上野　優子

T14204302

是澤　博昭通

社会福祉学セミナーⅠ 丹野　眞紀子 T7284 下田　敦子

社会福祉学セミナーⅠ 藏野　ともみ T7313

社会福祉学セミナーⅠ 原野　かおり T7281

社会福祉学セミナーⅠ 飛田　和樹 T7282

社会福祉学セミナーⅠ 井上　修一 T7283

～

博物館実習T14204300 T91009090前 T6155

嶋貫　真人社会福祉学セミナーⅠT14204307 前 T7262

金　美辰社会福祉学セミナーⅠT14204308 前 T7286

尾久　裕紀社会福祉学セミナーⅠT14204309 前 T7260

山本　真知子社会福祉学セミナーⅠT14204310 前 T7383

上野　優子社会福祉学セミナーⅡT14204314 後 T6155

丹野　眞紀子社会福祉学セミナーⅡT14204315 後 T7284

藏野　ともみ社会福祉学セミナーⅡT14204316 後 T7313

原野　かおり社会福祉学セミナーⅡT14204317 後 T7281

飛田　和樹社会福祉学セミナーⅡT14204318 後 T7315

井上　修一社会福祉学セミナーⅡT14204320 後 T7283

嶋貫　真人社会福祉学セミナーⅡT14204321 後 T7262

金　美辰社会福祉学セミナーⅡT14204322 後 T7286

尾久　裕紀社会福祉学セミナーⅡT14204323 後 T7260

山本　真知子社会福祉学セミナーⅡT14204324 後 T7387

6

18:00

19:30

～

END

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）

2023/03/17

授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。



学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　4年令和5年度授業時間割7
月 火 水

1

09:00

10:30

山本　真知子前 T14204730 藏野　ともみ

T14204521 相談援助演習Ⅴ 高橋　努 T7386 藤本　優

T14204522 前 相談援助演習Ⅴ 飛田　和樹 T7385 大坪　美香

T14204523 前 相談援助演習Ⅴ 相川　富哉 T7384
～

相談援助演習Ⅴ 精神保健福祉援助実習事後指導T14204520

前

後T7387 T7262

2

10:40

12:10

介護の基本Ｆ（介護とリスクマネジメント） T7286壬生　尚美 原野　かおり前 T14205300 金子　毅司

～

介護総合演習Ⅳ 社会福祉学特別講義Ⅱ（社会・工学・情報系）T14205380 T14205010後 後T7260 T7214

3

13:00

14:30

山本　真知子前 T14204700 金子　毅司

～

社会福祉専門実習 精神保健福祉援助演習ⅡT14205430 後T7281 T7284

4

14:40

16:10

情報資源組織演習 T6253深水　浩司

～

T92009120 通

5

16:20

17:50

情報サービス演習（２） T6215深水　浩司 T14204328 井上　修一

T14205421 前 社会福祉学セミナーⅢ 原野　かおり T7381

T14205422 前 社会福祉学セミナーⅢ 尾久　裕紀 T7260

T14205423 前 社会福祉学セミナーⅢ 金　美辰 T7283

T14205424 前 社会福祉学セミナーⅢ 藏野　ともみ T7313

T14205425 前 社会福祉学セミナーⅢ 嶋貫　真人 T7262

～

社会福祉学セミナーⅢT92009090 前 前 T7286

T14205426 前 社会福祉学セミナーⅢ 丹野　眞紀子 T7284

T14205428 前 社会福祉学セミナーⅢ 山本　真知子 T7384

T14205433 前 社会福祉学セミナーⅢ 上野　優子 T6155

T14204330 後 社会福祉学セミナーⅣ 井上　修一 T7286

T14205440 後 社会福祉学セミナーⅣ 上野　優子 T6155

T14205441 後 社会福祉学セミナーⅣ 原野　かおり T7381

T14205442 後 社会福祉学セミナーⅣ 尾久　裕紀 T7260

T14205443 後 社会福祉学セミナーⅣ 金　美辰 T7283

T14205444 後 社会福祉学セミナーⅣ 藏野　ともみ T7313

T14205445 後 社会福祉学セミナーⅣ 嶋貫　真人 T7262

T14205446 後 社会福祉学セミナーⅣ 丹野　眞紀子 T7284

T14205448 後 社会福祉学セミナーⅣ 山本　真知子 T7384

6

18:00

19:30

～

END

集中・実習

井上　修一 T14205060 介護実習Ⅳ 金　美辰 T14205460 上野　優子後 後 後卒業論文 卒業論文T14204340

原野　かおり T14205462 卒業論文 尾久　裕紀 T14205463 金　美辰後 後 後卒業論文 卒業論文T14205461

藏野　ともみ T14205465 卒業論文 嶋貫　真人 T14205466 丹野　眞紀子後 後 後卒業論文 卒業論文T14205464

山本　真知子後 卒業論文T14205468

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）

2023/03/17

授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。



学期授業コード 代表教室授業科目名 教員名 授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室授業コード 学期 授業科目名 教員名 代表教室

大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科　4年令和5年度授業時間割8
木 金 土

1

09:00

10:30

医療的ケアⅡ T7187原野　かおり

～

T14205080 前

2

10:40

12:10

医療的ケアⅢ T7282原野　かおり 伊東　一郎後

～

介護福祉学特別講義T14205090 T14205310前 T7284

3

13:00

14:30

社会福祉専門実習 T7362丹野　眞紀子

～

T14205320 前

4

14:40

16:10

社会福祉専門実習 T7283小川　浩

～

T14205420 前

5

16:20

17:50

～

6

18:00

19:30

～

END

各科目は配当学年の最も下級の学年の時間割表にのみ掲載されます。（例えば「2・3・4年次配当の科目」であれば2年次の時間割表にのみ掲載されています。）

2023/03/17

授業科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象学年やクラスが指定されていることを示しています。
教室は代表教室のみ記載しています。先頭のTは多摩キャンパス、2桁目［3～7］は棟名、3桁目は階数を表します。先頭のCは千代田キャンパス、2桁目の［A～H］は棟名、3桁目以降は教室番号を表します。


