
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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　1年令和5年度授業時間割1
月 火 水

C10023560

C13102030

C10023570

C10038130

前

前

前

後

後

1

09:00

10:30

キャリアデザインⅠ CA150菊池　啓子

C10038030

三和　由香利前 C10034980 羽井佐　昭彦

スポーツＢ 冨田　智子 CC570 C10037260 フランス語Ⅰ 白川　理恵 CA565 C10034990 前 英語ⅠＣ 【大社環1A(2)】【必】 服部　孝彦 CC373

中国語Ⅰ 川島　麻衣 CA652 C10037750 前 スペイン語Ⅰ 涌井，　G.ROMERO CA652 C10035000 前 英語ⅠＣ 【大社環1B(1)】【必】 JOUN.　P. CA166

コンピュータの基礎 【大社環1A】【必】 中野　誠彦 CA252 C10023860 後 レクリエーション実技 小久保　信幸 CF045 C10035010 前 英語ⅠＣ 【大社環1B(2)】【必】 Martin.　J.K CH215

スポーツＢ 冨田　智子 CC570 C10037350 後 フランス語Ⅱ 白川　理恵 CA565 C10023640 後 スポーツＣ NEMES.　R. CC570

中国語Ⅱ 川島　麻衣 CA652 C10037810 後 スペイン語Ⅱ 涌井，　G.ROMERO CA652 C10035300 後 英語ⅠＤ 【大社環1A(1)】【必】 服部　孝彦 CC373

～

スポーツＢ 英語ⅠＣ 【大社環1A(1)】【必】C10012170 C10023520前

前

前CC570 CH213

C13123170 後 木村　ひとみ CF344 C10035310 後 英語ⅠＤ 【大社環1A(2)】【必】 羽井佐　昭彦 CH213エコライフ論 【A】【必】

C13124040 後 松本　暢子 CA266 C10035320 後 英語ⅠＤ 【大社環1B(1)】【必】 Martin.　J.K CH215住居学 【B】

C10035330 後 英語ⅠＤ 【大社環1B(2)】【必】 JOUN.　P. CA166

C10012172

C10023540

C10037280

C10038040

前

前

前

前

前

2

10:40

12:10

日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】 CF742桜井　宏徳

C10022420

三和　由香利前 C10023400 平野　泰宏

キャリアデザインⅠ 前田　一寿 CA155 C10037270 フランス語Ⅰ 白川　理恵 CA565 C10038000 前 中国語Ⅰ 木村　淳 CA664

映像・演劇の世界 植田　理子 CA555 C10037520 前 ドイツ語Ⅰ 江口　陽子 CA450 C13123150 前 環境学入門 【A】【必】 細谷　夏実 CF435

スポーツＢ 大久保　裕美 CF045 C10037790 前 スペイン語Ⅰ 桜庭　雅子 CA667 C10023410 後 スポーツＡ 平野　泰宏 CF045

フランス語Ⅰ 松丸　和弘 CA567 C10022470 後 映像・演劇の世界 榎本　恵子 CE454 C10023650 後 スポーツＣ NEMES.　R. CC570

中国語Ⅰ 川島　麻衣 CA652 C10023870 後 レクリエーション実技 小久保　信幸 CF045 C10038100 後 中国語Ⅱ 木村　淳 CA664

～

スポーツＢ スポーツＡC10011380 C10023530前

前

前CC570 CF045

松田　春香 C10037360 後 白川　理恵 CA565 C13124440 後 物理の基礎Ⅰ 下井倉　ともみ CG523フランス語Ⅱ韓国語ⅠC10038310 前 CF437

中野　誠彦 C10037590 後 江口　陽子 CA450ドイツ語Ⅱコンピュータの基礎 【大社環1B】【必】C13102040 前 CA252

大久保　裕美 C10037850 後 桜庭　雅子 CA667スペイン語ⅡスポーツＢC10023500 後 CF045

松丸　和弘 C13102290 後 佐藤　洋一 CH113現代経済学フランス語ⅡC10037370 後 CA567

川島　麻衣 C13123180 後 木村　ひとみ CF344エコライフ論 【B】【必】中国語ⅡC10038140 後 CA652

松田　春香 C13124030 後 松本　暢子 CA166住居学 【A】韓国語ⅡC10038370 後 CF437

C10023550

C10038351

C13124560

C10023510

前

前

前

前

後

3

13:00

14:30

キャリアデザインⅠ CA150前田　一寿

C10037760

落合　千裕前 C10011520 平川　八尋

スポーツＢ 大久保　裕美 CF045 C10037530 ドイツ語Ⅰ 江口　陽子 CA450 C10012070 前 キャリアデザインⅠ 磯部　聖子 CA155

スペイン語Ⅰ ENRIQUE,　A.R. CA552 C10037940 前 ロシア語Ⅰ 齊藤　毅 CA464 C10022450 前 映像・演劇の世界 山崎　ゆき子 CA266

韓国語Ⅰ 延　恩株 CA555 C10038071 前 中国語Ⅰ 趙　方任 CF437 C10023160 前 メディアと現代社会 松本　早野香 CH113

自然科学入門 四ノ宮　美保 CH113 C13102200 前 基礎社会学 【大社環1A】【必】 松本　康 CA254 C10023730 前 スポーツＤ 鈴木　薫子 CC570

スポーツＢ 大久保　裕美 CF045 C10011510 後 日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】 牧野　悟資 CA466 C10037240 前 フランス語Ⅰ 鶴岡　彩香 CA652

～

キャリアデザインⅠ 日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】C10012173 C10012120前

前

前CA150 CA264

ENRIQUE,　A.R. C10012140 後 落合　千裕 CA150 C10037550 前 ドイツ語Ⅰ 久保　さやか CA667キャリアデザインⅠスペイン語ⅡC10037820 後 CA552

延　恩株 C10022330 後 川﨑　瑞穂 CA166 C13123160 前 環境学入門 【B】【必】 細谷　夏実 CF435音楽の世界韓国語ⅡC10038411 後 CA565

C10037600 後 江口　陽子 CA450 C10012100 後 キャリアデザインⅠ 磯部　聖子 CA155ドイツ語Ⅱ

C10037950 後 齊藤　毅 CA464 C10022460 後 映像・演劇の世界 山崎　ゆき子 CA266ロシア語Ⅱ

C10038171 後 趙　方任 CF542 C10023750 後 スポーツＤ 鈴木　薫子 CC570中国語Ⅱ

C10037330 後 フランス語Ⅱ 鶴岡　彩香 CA652

C10037620 後 ドイツ語Ⅱ 久保　さやか CA667

C10037770

C10038340

C10037830

C10038150

前

前

前

後

後

4

14:40

16:10

スポーツＣ CC570NEMES.　R.

C10038050

落合　千裕前 C10011570 平川　八尋

スペイン語Ⅰ ENRIQUE,　A.R. CA552 C10037540 ドイツ語Ⅰ 江口　陽子 CA450 C10012080 前 キャリアデザインⅠ 磯部　聖子 CA155

中国語Ⅰ 周　力 CA564 C13102210 前 基礎社会学 【大社環1B】【必】 松本　康 CA254 C10023740 前 スポーツＤ 鈴木　薫子 CC570

韓国語Ⅰ 羅　仁淑 CA466 C10023770 後 シーズン・スポーツ 平野　泰宏 CC570 C10037250 前 フランス語Ⅰ 鶴岡　彩香 CA652

スペイン語Ⅱ ENRIQUE,　A.R. CA552 C10037610 後 ドイツ語Ⅱ 江口　陽子 CA450 C10037560 前 ドイツ語Ⅰ 西野　路代 CA557

中国語Ⅱ 周　力 CA564 C13124570 前 地学の基礎 渡部　真人 CA455

～

キャリアデザインⅠ 日本語Ｂ（口頭表現）C10023610 C10012130前

前

前CA155 CA264

羅　仁淑 C10022430 後 映像・演劇の世界 井原　あや CF337韓国語ⅡC10038400 後 CA466

C10023470 後 スポーツＡ 川之上　豊 CF045

C10023760 後 スポーツＤ 鈴木　薫子 CC570

C10037340 後 フランス語Ⅱ 鶴岡　彩香 CA652

C10037630 後 ドイツ語Ⅱ 西野　路代 CA557

C10037780

C10038350

C13102330

C10022970

前

前

前

前

後

5

16:20

17:50

スポーツＡ CC570石岡　丈昇

C10038060

落合　千裕後 C13102250 山口　晃

スペイン語Ⅰ ENRIQUE,　A.R. CA552 C10012010 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 伴　英美子 CF332 C10011990 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 德永　博子 CG423

中国語Ⅰ 周　力 CA564 C10012000 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 鈴木　太 CG311

韓国語Ⅰ 羅　仁淑 CA466 CD1015070 後 教職入門 【大社】 熊野　真司 CF632

情報基礎数学 【大社生1.2社環1.2】 辻澤　隆彦 CH013

日本国憲法 玉蟲　由樹 CA164

～

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 基礎統計学 【大社生1社環1】C10023450 C10011980前

後

前CG311 CH316

ENRIQUE,　A.R.スペイン語ⅡC10037840 後 CA552

周　力中国語ⅡC10038160 後 CA564

羅　仁淑韓国語ⅡC10038410 後 CA466

6

18:00

19:30

落合　千裕後 C10011990 德永　博子

C10012010 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 伴　英美子 CF332 C10012000 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 鈴木　太 CG311

～

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠC10011980

後

後CG311 CG423

C10022630

C10022790

C10023170

C10023340

前

前

前

前

前

7

ポピュラー・カルチャーの世界 online堀内　美江

C10022692

川口　美喜子前 C10011260 呉　順瑛

地域と文化 赤松　美和子 online 齋藤　宏子 C10011340 前 女性史 土野　瑞穂 online

日本の歴史と文化 平井　郁子 online 清原　康介 C10022300 前 音楽の世界 中津川　侑紗 online

子どもの世界 是澤　博昭 online 櫻谷　あすか C10022490 前 考古学の世界 櫻井　準也 online

家族と現代社会 志田　哲之 online C10022750 前 哲学と思想 増野　弘幸 online C10022870 前 人間の成長と心理 吉武　尚美 online

宇宙の科学 金　哲夫 online C10023260 前 生活の化学 中村　京子 online C10023280 前 科学と環境 藤原　恵理 online

女性と健康 【大社環 大社情】 ジェンダーと社会生活C10022570 C10011210前 前online online

植田　理子 C10023830 前 小久保　信幸 online C10011250 後 ジェンダーと社会生活 呉　順瑛 onlineレクリエーション論文学の世界C10022270 後 online

仲川　秀樹 C10022530 後 貞包　和寛 online C10011310 後 女性史 横山　美和 onlineポピュラー・カルチャーの世界ポピュラー・カルチャーの世界C10022560 後 online

櫻井　丈 C10022600 後 関本　紀子 online C10022320 後 音楽の世界 中津川　侑紗 online地域と文化地域と文化C10022640 後 online

李　美淑 C10022700 後 大野　はな恵 online C10022510 後 考古学の世界 櫻井　準也 online世界の歴史と文化政治と現代社会C10023020 後 online

小田　マサノリ C10022980 後 葛西　康徳 online C10022890 後 人間の成長と心理 吉武　尚美 online法律と現代社会メディアと現代社会C10023130 後 online

田中　清 C10023320 後 手呂内　伸之 online C10023050 後 政治と現代社会 池田　緑 online生命の科学ソフトウェア概論C13102270 後 online

C10023370 後 人類の進化 松村　秋芳 online

C10022662

C10023060

C10023180

C10023210

前

前

前

前

前

8

ポピュラー・カルチャーの世界 online仲川　秀樹

C10023030

戸田山　祐前 C10011280 金　ヨンロン

言語と文化 延　恩株 online C10023090 経済と現代社会 山崎　志郎 online C10011330 前 女性史 土野　瑞穂 online

政治と現代社会 長島　美紀 online C10023270 前 生活の化学 中村　京子 online C10022310 前 音楽の世界 中津川　侑紗 online

経済と現代社会 中野　裕美子 online C10023820 前 レクリエーション論 小久保　信幸 online C10022500 前 考古学の世界 櫻井　準也 online

家族と現代社会 志田　哲之 online C10022520 後 ポピュラー・カルチャーの世界 貞包　和寛 online C10022670 前 日本の歴史と文化 千葉　慶 online

数学の世界 金　哲夫 online C10022690 後 日本の歴史と文化 千葉　慶 online C10022820 前 子どもの世界 早坂　めぐみ online

地域と文化 ジェンダーと社会生活C10022550 C10022620前

前

前online online

鈴木　希帆 C10022990 後 葛西　康徳 online C10022880 前 人間の成長と心理 吉武　尚美 online法律と現代社会美術の世界C10022390 後 online

堀内　美江 C10023330 後 手呂内　伸之 online C10023040 前 政治と現代社会 池田　緑 online生命の科学ポピュラー・カルチャーの世界C10022580 後 online

延　恩株 C13102260 後 落合　友四郎 online C10011320 後 女性史 横山　美和 online基礎統計学 【大社環1社情1】地域と文化C10022642 後 online

是澤　博昭 C10022360 後 音楽の世界 中津川　侑紗 online子どもの世界C10022800 後 online

堀口　剛 C10022370 後 美術の世界 須藤　良子 onlineメディアと現代社会C10023150 後 online

田中　清 C10022900 後 人間の成長と心理 吉武　尚美 onlineソフトウェア概論C13102280 後 online

C10023390 後 自然科学の歴史 竹内　知子 online0

C10023100

C10023080

C10023140

前

後

後

後

9

経済と現代社会 online中野　裕美子

C10022581

金　誾愛前 C10022830 早坂　めぐみ

メディアと現代社会 李　美淑 online C10022590 地域と文化 川口　純 online C10022860 前 人間の成長と心理 松本　聡子 online

ポピュラー・カルチャーの世界 小形　道正 online C10022660 後 言語と文化 森　功次 online C10023091 前 経済と現代社会 原木　英一 online

経済と現代社会 中野　裕美子 online C10022810 後 子どもの世界 是澤　博昭 online C10023110 前 メディアと現代社会 川村　覚文 online

メディアと現代社会 堀口　剛 online C10048560 後 ＳＤＧｓと現代社会 堀口　美恵子 online0 C10011300 後 ジェンダーと社会生活 上村　陽子 online

細谷　夏実 C10011590 後 日本語Ｃ（読解） 平林　一利 online

ジェンダーと社会生活 子どもの世界C10023070 C10011270前

後

前online online

松本　暢子 C10023092 後 経済と現代社会 原木　英一 online

石川　照子 C10048550 後 データサイエンス・ＡＩ概論 小野　茂 online0

平野　泰宏 八城　薫

嶋貫　真人 市川　博

木村　ひとみ 松本　早野香

甲野　毅 山倉　健嗣

久保　忠行 本田　周二

山倉　健嗣 清原　康介

山本　真知子 園田　隆志

吉井　健 中川　まり

井原　あや 近藤　和都

豊田　雄彦

小野　陽子

END

2023/03/15



大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　1年令和5年度授業時間割2
集中・実習

＊＊　＊＊ C10048520 地域文化理解Ⅰ 清水　克彦 C10048530 三國　清三前 前 後大妻教養講座 【大社生1社環1社情1】【必】 地域文化理解ⅡC10011080

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　1年令和5年度授業時間割3
木 金 土

C10023420

C13123010

C13123020

C13123030

前

前

前

前

前

1

09:00

10:30

日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】 CA553渦巻　恵

C10038010

大橋　信行前 C10023440 川之上　豊

スポーツＡ 金子　元彦 CF045 C10038480 日本語Ⅰ 中尾　桂子 CF735 C10023460 後 スポーツＡ 川之上　豊 CC570

中国語Ⅰ 川島　麻衣 CA266 C10012150 後 キャリアデザインⅠ 亀井　省吾 CA252

環境情報学基礎演習 【必】 大橋　寿美子 CF733 C10023880 後 レクリエーション実技 大橋　信行 CF045

環境情報学基礎演習 【必】 木村　ひとみ CF734 C10038490 後 日本語Ⅱ 中尾　桂子 CF735

環境情報学基礎演習 【必】 黒沼　吉弘 CH413

～

スポーツＡ スポーツＡC10011470 C10023491前

前

前CF045 CC570

四ノ宮　美保環境情報学基礎演習 【必】C13123040 前 CH414

下井倉　ともみ環境情報学基礎演習 【必】C13123050 前 CH313

白澤　多一環境情報学基礎演習 【必】C13123060 前 CH415

細谷　夏実環境情報学基礎演習 【必】C13123070 前 CH113

松本　暢子環境情報学基礎演習 【必】C13123080 前 CH217

木下　勇環境情報学基礎演習 【必】C13123090 前 CH314

坂内　久環境情報学基礎演習 【必】C13123100 前 CH215

鈴木　優志環境情報学基礎演習 【必】C13123110 前 CF732

厚東　芳樹スポーツＣC10023670 後 CC570

川島　麻衣中国語ⅡC10038110 後 CA266

C10023430

C10034230

C10034240

C10034250

前

前

前

前

前

2

10:40

12:10

キャリアデザインⅠ CF335磯部　聖子

C10034220

菅田　真理前

スポーツＡ 金子　元彦 CF045 C10012160 キャリアデザインⅠ 亀井　省吾 CA252

英語ⅠＡ 【大社環1A(1)】【必】 松岡　みさ子 CC271 C10023490 後 スポーツＡ 菅田　真理 CC570

英語ⅠＡ 【大社環1A(2)】【必】 杉山　明枝 CA653 C10023890 後 レクリエーション実技 大橋　信行 CF045

英語ⅠＡ 【大社環1B(1)】【必】 KARN,　L. CA257

英語ⅠＡ 【大社環1B(2)】【必】 服部　孝彦 CC370

～

スポーツＡC10012090 C10023480前

後

CF045

榎本　恵子フランス語ⅠC10037230 前 CF644

川島　麻衣中国語ⅠC10038020 前 CA266

德永　博子キャリアデザインⅠC10012171 後 CF435

杉山　明枝英語ⅠＢ 【大社環1A(1)】【必】C10034700 後 CA653

松岡　みさ子英語ⅠＢ 【大社環1A(2)】【必】C10034710 後 CC271

服部　孝彦英語ⅠＢ 【大社環1B(1)】【必】C10034720 後 CE356

KARN,　L.英語ⅠＢ 【大社環1B(2)】【必】C10034730 後 CA257

榎本　恵子フランス語ⅡC10037320 後 CF644

川島　麻衣中国語ⅡC10038120 後 CA266

C13102090

C10012110

C13102150

C13102160

前

前

後

後

後

3

13:00

14:30

スポーツＣ CC570厚東　芳樹

C13102100

橋本　ゆかり前

情報処理実習Ａ 【大社環1A】【必】 坂内　久 CH013 C10023690 スポーツＤ 和田　春恵 CC570

情報処理実習Ａ 【大社環1B】【必】 鈴木　優志 CH016 C10038320 前 韓国語Ⅰ 李　昌圭 CA667

キャリアデザインⅠ 磯部　聖子 CA155 C13124260 前 環境デザイン論 大橋　寿美子 CH113

情報処理実習Ｂ 【大社環1A】【必】 郷　香野子 CH013 木下　勇

情報処理実習Ｂ 【大社環1B】【必】 坂内　久 CH016 C13124261 前 環境デザイン論 大橋　寿美子 CE454

～

日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】C10023620 C10011490前

前

CA453

木下　勇

C10023492 後 大橋　信行 CF045スポーツＡ

C10023710 後 和田　春恵 CC570スポーツＤ

C10038380 後 李　昌圭 CA667韓国語Ⅱ

C13124460 後 四ノ宮　美保 CF642化学の基礎Ⅰ

C13102090

C10011480

C10023630

C13102150

前

前

後

後

後

4

14:40

16:10

スポーツＣ CC570川之上　豊

C13102100

市江　愛前

情報処理実習Ａ 【大社環1A】【必】 坂内　久 CH013 C10023600 スポーツＣ 川之上　豊 CF045

情報処理実習Ａ 【大社環1B】【必】 鈴木　優志 CH016 C10023700 前 スポーツＤ 和田　春恵 CC570

日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】 大内　瑞恵 CA453 C10038070 前 中国語Ⅰ 盧　尤 CA550

スポーツＣ 川之上　豊 CC570 C10038330 前 韓国語Ⅰ 李　昌圭 CA667

情報処理実習Ｂ 【大社環1A】【必】 郷　香野子 CH013 C10011550 後 日本語Ｂ（口頭表現） 市江　愛 CA664

～

日本語Ｂ（口頭表現）C10023590 C10011530前

前

CA664

坂内　久 C10011580 後 深澤　瞳 CA567日本語Ｃ（読解）情報処理実習Ｂ 【大社環1B】【必】C13102160 後 CH016

C10023660 後 川之上　豊 CF045スポーツＣ

C10023720 後 和田　春恵 CC570スポーツＤ

C10038170 後 盧　尤 CA550中国語Ⅱ

C10038390 後 李　昌圭 CA667韓国語Ⅱ

C10012011 後5

16:20

17:50

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ CG311磯部　聖子 深澤　瞳前

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 森　高一 CG423 C10011540 日本語Ｂ（口頭表現） 市江　愛 CA664

C10011521 後 日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】 深澤　瞳 CA567

C10011560 後 日本語Ｂ（口頭表現） 市江　愛 CA664
～

日本語Ａ（文章表現） 【家政　社情　比較】C10011970 C10011500後

前

CA567

C10012011 後6

18:00

19:30

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ CG311磯部　聖子

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ 森　高一 CG423

～

C10011970 後

C10022290

C10022661

C10022720

C10023290

前

前

前

前

前

7

キャンパスライフとメンタルヘルス online新川田　譲

C10022410

東　順子前 C10022540 加藤　裕康

文学の世界 神田　浩一 online C10022250 文学の世界 塩野　加織 online C10022780 後 日本文化・事情 加藤　裕康 online

映像・演劇の世界 小田　マサノリ online C10023190 前 福祉と現代社会（ボランティアを含む） 黒川　京子 online

言語と文化 伊藤　みちる online C10023850 前 レクリエーション論 大橋　信行 online

世界の歴史と文化 下田　淳 online C10011240 後 ジェンダーと社会生活 内藤　千珠子 online

科学と環境 鞠子　典子 online C10022440 後 映像・演劇の世界 金　誾愛 online

ジェンダーと社会生活 ポピュラー・カルチャーの世界C10011120 C10011290前

前

前online online

松村　秋芳 C10022693 後 平井　郁子 online日本の歴史と文化人類の進化C10023360 前 online

新川田　譲 C10022740 後 塩野　加織 online哲学と思想キャンパスライフとメンタルヘルスC10011150 後 online

伊藤　みちる C10022760 後 竹部　成崇 online哲学と思想地域と文化C10022641 後 online

平井　郁子 C10023220 後 山崎　展樹 online生活の物理日本の歴史と文化C10022691 後 online

下田　淳 C10023810 後 菅田　真理 onlineスポーツと健康世界の歴史と文化C10022710 後 online

田中　東子メディアと現代社会C10023120 後 online

鞠子　典子科学と環境C10023300 後 online

金子　元彦スポーツと健康C10023780 後 online

C10022350

C10022730

C10023350

前

前

前

前

8

キャンパスライフとメンタルヘルス online新川田　譲

C10022400

須藤　良子前 C10022960 飛田　綾子

音楽の世界 山本　華子 online C10022480 映像・演劇の世界 大野　真 online

美術の世界 芹生　春菜 online C10022610 前 地域と文化 関本　紀子 online

田辺　理 C10023000 前 法律と現代社会 飛田　綾子 online

世界の歴史と文化 下田　淳 online C10023310 前 生命の科学 手呂内　伸之 online

人類の進化 松村　秋芳 online C10023840 前 レクリエーション論 大橋　信行 online

美術の世界 日本国憲法C10011130 C10022380前

前

後online online

竹内　知子 C10022340 後 大嶌　徹 online音楽の世界自然科学の歴史C10023380 前 online

新川田　譲 C10022850 後 松浦　加奈子 online子どもの世界キャンパスライフとメンタルヘルスC10011160 後 online

白石　公子 C10022910 後 飛田　綾子 online日本国憲法文学の世界C10022280 後 online

趙　方任 C10023200 後 黒川　京子 online福祉と現代社会（ボランティアを含む）言語と文化C10022650 後 online

千葉　慶 C10023230 後 山崎　展樹 online生活の物理日本の歴史と文化C10022680 後 online

竹内　知子 C10023250 後 竹内　知子 online0生活の化学生活の化学C10023240 後 online

金子　元彦スポーツと健康C10023790 後 online

C10022930

C10022950

前

後

後

9

キャンパスライフとメンタルヘルス online新川田　譲

C10011170

栗田　七重前 C10022940 飛田　綾子

日本国憲法 飛田　綾子 online C10023010 法律と現代社会 飛田　綾子 online

キャンパスライフとメンタルヘルス 新川田　譲 online C10023800 前 スポーツと健康 菅田　真理 online

日本国憲法 飛田　綾子 online C10011110 後 キャンパスライフとメンタルヘルス 栗田　七重 online

C10022260 後 文学の世界 山路　敦史 online

C10022840 後 子どもの世界 松浦　加奈子 online

キャンパスライフとメンタルヘルス 日本国憲法C10011140 C10011100前

前

前online online

C10022920 後 飛田　綾子 online日本国憲法

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　2年令和5年度授業時間割4
月 火 水

1

09:00

10:30

下井倉　ともみ前 C10036780 KARN,　L.

C10036790 前 英語ⅢＡ 【大社環2A(2)】【必】 FRANCIS,　J.P. CG525

C10036800 前 英語ⅢＡ 【大社環2B(1)】【必】 原田　龍二 CG311

C10036810 前 英語ⅢＡ 【大社環2B(2)】【必】 ﾗｲﾄ.　T.J. CA650

C10037010 後 英語ⅢＢ 【大社環2A(1)】【必】 FRANCIS,　J.P. CG525

C10037020 後 英語ⅢＢ 【大社環2A(2)】【必】 KARN,　L. CA550

～

物理の基礎Ⅱ 英語ⅢＡ 【大社環2A(1)】【必】C13124450 前CH217 CA550

C10037030 後 英語ⅢＢ 【大社環2B(1)】【必】 ﾗｲﾄ.　T.J. CA650

C10037040 後 英語ⅢＢ 【大社環2B(2)】【必】 原田　龍二 CG311

C13102460 前

後

2

10:40

12:10

中国語Ⅲ CA550木村　淳

C10038260

堀内　美江前 C13102360 大谷　奈緒子

建築・不動産と社会 齊藤　広子 CA254 C10037870 スペイン語Ⅲ 涌井，　G.ROMERO CA652 C13102370 前 情報社会論 堀川　裕介 CH113

中国語Ⅳ 木村　淳 CA550 C10038231 前 中国語Ⅲ 趙　方任 CG525 C13123930 前 環境科学 四ノ宮　美保 CA464

C13124100 前 力とかたちⅠ 白澤　多一 CA254 C13102340 後 社会情報概論 大谷　奈緒子 CA457

C91007070 前 博物館情報・メディア論 【博物館学芸員】 下田　敦子 CA252 C13123920 後 生命のしくみ 細谷　夏実 CF435

C10037710 後 ドイツ語Ⅳ 堀内　美江 CA665 C13124270 後 環境保護論 黒沼　吉弘 CH113

～

ドイツ語Ⅲ 社会情報概論C10038200 C10037660前

前

前CA665 CA457

C10037910 後 涌井，　G.ROMERO CA652スペイン語Ⅳ

C10038291 後 趙　方任 CG525中国語Ⅳ

C91007080 後 下田　敦子 CA653博物館教育論 【博物館学芸員】

C10035630

C10035650

CD1015140

C10012200

前

前

前

前

後

3

13:00

14:30

英語ⅡＡ 【大社環2A(1)】【必】 CA653FAGES.　L.

C10035640

涌井，　G.ROMERO前 C10038210 木村　淳

英語ⅡＡ 【大社環2A(2)】【必】 JOHANSSEN,　I.D. CH215 C13124500 物理基礎実験 木浪　信之 CE352 C13123940 前 地球環境論 下井倉　ともみ CH217

英語ⅡＡ 【大社環2B(1)】【必】 錦織　裕之 CH217 C10037920 後 スペイン語Ⅳ 涌井，　G.ROMERO CA652 C10038270 後 中国語Ⅳ 木村　淳 CA664

英語ⅡＡ 【大社環2B(2)】【必】 松岡　みさ子 CC271 C13124490 後 地学の基礎Ⅱ 下井倉　ともみ CH313

青年心理学 嘉陽　彩乃 CA453

キャリアデザインⅡ 前田　一寿 CA155

～

スペイン語Ⅲ 中国語ⅢC10035620 C10037880前

前

前CA652 CA664

JOHANSSEN,　I.D.英語ⅡＢ 【大社環2A(1)】【必】C10035930 後 CH215

FAGES.　L.英語ⅡＢ 【大社環2A(2)】【必】C10035940 後 CA653

松岡　みさ子英語ⅡＢ 【大社環2B(1)】【必】C10035950 後 CC271

錦織　裕之英語ⅡＢ 【大社環2B(2)】【必】C10035960 後 CH217

C91007020 前

後

4

14:40

16:10

エコロジーⅠ CA254石島　早苗

C13102450

綱島　寿秀前 C10037670 久保　さやか

博物館概論 【博物館学芸員】 是澤　博昭 CA252 C10037890 スペイン語Ⅲ 桜庭　雅子 CA667 C13124480 前 地学の基礎Ⅰ 渡部　真人 CA455

情報と法律 長谷見　峻一 CA252 C10038230 前 中国語Ⅲ 張　玉萍 CA650 C10012201 後 キャリアデザインⅡ 水島　章広 CA254

C13124500 前 物理基礎実験 木浪　信之 CE352 C10037720 後 ドイツ語Ⅳ 久保　さやか CA667

C92008050 前 図書館概論 【図書館司書(学部/短国英)】 児玉　閲 CA252 C13102410 後 社会政策・労働問題 佐藤　洋一 CH313

C10037730 後 ドイツ語Ⅳ 綱島　寿秀 CA565

～

ドイツ語Ⅲ ドイツ語ⅢC13124290 C10037680前

前

前CA565 CA667

C10037930 後 桜庭　雅子 CA667スペイン語Ⅳ

C10038290 後 張　玉萍 CA650中国語Ⅳ

C13102380 後 堀川　裕介 CA150情報社会論

C13124110 後 白澤　多一 CA653力とかたちⅡ

C92008270S 後 児玉　閲 CA252図書館情報資源概論 【図書館司書(学部･短国英)

】

5

16:20

17:50

博物館展示論 【博物館学芸員】 CA453塩谷　修 児玉　閲前 C91007010 水口　由紀子

C10012030 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 落合　千裕 CG311 C92008010 前 生涯学習概論 【図書館司書(学部)】 水口　由紀子 CA150

C10012060 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 伴　英美子 CF332 C10012040 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 德永　博子 CG423

C92008280S 後 図書館情報資源概論 【図書館司書(学部･短家ビ) 児玉　閲 CA252 C10012050 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 鈴木　太 CG311

】 C13102400 後 情報倫理 中村　肇 CH113

CD1056040 後 理科教育法Ⅱ 木浪　信之 CA664 C91007011 後 生涯学習概論 【博物館学芸員】 水口　由紀子 CA553

～

図書館概論 【図書館司書(学部/短家ビ)】 生涯学習概論 【博物館学芸員】C91007060 C92008030後

後

前CA252 CA150

C92008020 後 生涯学習概論 【図書館司書(学部/短大)】 水口　由紀子 CA553

6

18:00

19:30

博物館資料論 【博物館学芸員】 CA250小川　義和 落合　千裕後 C91007110 忽那　敬三

C10012060 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 伴　英美子 CF332 C91007150 前 民俗学Ａ 【博物館学芸員】 岸川　雅範 CA450

C10012040 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 德永　博子 CG423

C10012050 後 キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 鈴木　太 CG311

C91007120 後 文化史Ｂ 【博物館学芸員】 忽那　敬三 CA453

C91007160 後 民俗学Ｂ 【博物館学芸員】 岸川　雅範 CA450

～

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 文化史Ａ 【博物館学芸員】C91007040 C10012030前

後

前CG311 CA453

C13124300 後

後

7

情報セキュリティ論 online市村　哲

CD1015010

木村　文香後 C13124200 木村　ひとみ

エコロジーⅡ 石島　早苗 online

教育原理 【大被 大食 大管 大社】 高野　成彦 online

教育相談 【大被 大食 大管 大社】 環境と経営C13102420 CD1015520前 前online online

8

C10012180 井上　淳二

C13102390 前 コミュニケーション論 宮崎　美智子 online

C13124120 前 建築と都市の歴史 松本　暢子 online

C10012190 後 キャリアデザインⅡ 井上　淳二 online

C92008100 後 図書館制度・経営論 【図書館司書(社/短大)】 川瀬　康子 online

キャリアデザインⅡ前 online

9

住居デザイン online大橋　寿美子 木村　文香前

CD1015120 教育心理学 【大日 大英 大社】 木村　文香 online

教育心理学 【大被 大食 大管 大社】C13124090 CD1015110後

後

online

END

集中・実習

田村　康二朗前 特別支援教育要説CD1015170

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、3桁目以降は教室番号を表します。

白澤　多一後 住居環境論C13123950 CA252



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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　2年令和5年度授業時間割5
木 金 土

C10036250

C10036270

C10037410

C10038430

前

前

前

前

前

1

09:00

10:30

英語ⅡＣ 【大社環2A(1)】【必】 CA650ﾗｲﾄ.　T.J.

C10036260

康　鴻音前

英語ⅡＣ 【大社環2A(2)】【必】 BARR,　B. CG423 C13123200 プログラミングの基礎 【大社環2A】【必】 中村　亮太 CH016

英語ⅡＣ 【大社環2B(1)】【必】 MARCOUX,　J. CA552 C10038280 後 中国語Ⅳ 康　鴻音 CA567

英語ⅡＣ 【大社環2B(2)】【必】 QUINN.　P. CA665 C13123230 後 プログラミング基礎演習 【大社環2B】【必】 中村　亮太 CH213

フランス語Ⅲ 猪口　好彦 CA565

韓国語Ⅲ 李　泰文 CA452

～

中国語ⅢC10036240 C10038220前

前

CA567

BARR,　B.英語ⅡＤ 【大社環2A(1)】【必】C10036550 後 CG423

ﾗｲﾄ.　T.J.英語ⅡＤ 【大社環2A(2)】【必】C10036560 後 CA650

QUINN.　P.英語ⅡＤ 【大社環2B(1)】【必】C10036570 後 CA665

MARCOUX,　J.英語ⅡＤ 【大社環2B(2)】【必】C10036580 後 CA552

猪口　好彦フランス語ⅣC10037470 後 CA565

李　泰文韓国語ⅣC10038460 後 CA452

C10038440

CD1056030

C10037480

前

前

前

後

2

10:40

12:10

フランス語Ⅲ CA565猪口　好彦

C13124130

中村　亮太前

韓国語Ⅲ 李　泰文 CA452 C13123220 プログラミング基礎演習 【大社環2A】【必】 中村　亮太 CH213

建築と社会 松本　暢子 CA252

藤江　創

理科教育法Ⅰ 細谷　夏実 CH411

フランス語Ⅳ 猪口　好彦 CA565

～

プログラミングの基礎 【大社環2B】【必】C10037420 C13123210前

後

CH016

李　泰文韓国語ⅣC10038470 後 CA452

黒沼　吉弘環境と経済ⅠC13124160 後 CH217

C13124050

C13124051

C10038471

前

前

後

3

13:00

14:30

韓国語Ⅲ CA555延　恩株 齊藤　毅前 C91007050 吉田　直人

設計製図の基礎 松本　暢子 CE452

C10037970 ロシア語Ⅳ 齊藤　毅 CH313白澤　多一

C13124510 後 化学基礎実験 鈴木　優志 CH311設計製図の基礎 松本　暢子 CF442

白澤　多一

韓国語Ⅳ 延　恩株 CA555

～

ロシア語Ⅲ 博物館資料保存論 【博物館学芸員】C10038441 C10037960前

後

前CH313 CA252

大橋　寿美子住居デザイン演習ⅠC13124060 後 CE452

粕谷　奈緒子

大橋　寿美子住居デザイン演習ⅠC13124061 後 CF442

粕谷　奈緒子

C13124050

C13124051

C10038510

前

前

後

4

14:40

16:10

日本語Ⅲ CF735中尾　桂子 CARIO,　V.C.前

設計製図の基礎 松本　暢子 CE452 C13124470 鈴木　優志 CF632

白澤　多一 C92008040 前 児玉　閲 CA252

設計製図の基礎 松本　暢子 CF442 C10037490 後 CARIO,　V.C. CA665

白澤　多一 C13124510 後 鈴木　優志 CH311

日本語Ⅳ 中尾　桂子 CF735

C92008290S 後

化学の基礎Ⅱ

図書館概論 【図書館司書(学部)】

フランス語Ⅳ

化学基礎実験

生物の基礎Ⅱ

児玉　閲 CA252

～

フランス語ⅢC10038500 C10037430前

前

CA665

大橋　寿美子住居デザイン演習ⅠC13124060 後 CE452

粕谷　奈緒子

大橋　寿美子住居デザイン演習ⅠC13124061 後 CF442

粕谷　奈緒子

CD1015180

C10012061

C91007140

前

後

後

後

5

16:20

17:50

美術史Ａ 【博物館学芸員】 CA157中西　麻澄

C10012020

浦木　賢治前

教育課程論 【大被 大食 大管 大社】 熊野　真司 CA464

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 磯部　聖子 CG311

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 森　高一 CG423

美術史Ｂ 【博物館学芸員】 中西　麻澄 CA157
～

博物館経営論 【博物館学芸員】C91007130 C91007030前 CA264

C10012061 後6

18:00

19:30

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ CG311磯部　聖子

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅡ 森　高一 CG423

～

C10012020 後

7

図書館サービス概論 【図書館司書(文･社)】 online中山　愛理C92008140 後

C13102430 後8

社会情報概論 online炭谷　晃男 竹原　正篤前 C10012250 佐藤　洋一

情報セキュリティ論 市村　哲 online C13124180 環境と法律Ⅰ 木村　ひとみ online 松田　春香

金　美辰

池田　りな

久保　忠行

山倉　健嗣

環境アセスメント論 大妻教養講座Ⅱ 卒業生から学ぶC13102350 C13124280後

後

前online online

9

教育制度要説（含学校経営） 【大社】 online笹　のぶえCD1015100 後

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、3桁目以降は教室番号を表します。

鈴木　優志前 生物の基礎ⅠC13124420 CA164

河野　重行前

図書館情報資源概論 【図書館司書(学部)】【必】

C13124420 CH211



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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　3年令和5年度授業時間割6
月 火 水

1

09:00

10:30

情報と職業 CA254桐谷　恵介 大橋　寿美子前 C13124410 木村　ひとみ

羽倉　尚人 C13124370 後 環境教育 木村　ひとみ CH113

C13123250 前 環境情報処理論及び実習Ⅰ 【A】【必】 大橋　寿美子 CH316

羽倉　尚人

C13123300 前 環境情報処理論及び実習Ⅱ 【B】【必】 黒沼　吉弘 CH013

四ノ宮　美保

～

環境情報処理論及び実習Ⅰ 【A】【必】 国際関係と環境法C13102440 C13123240後 前CH311 CH113

C13123310 前 黒沼　吉弘 CH016環境情報処理論及び実習Ⅱ 【B】【必】

四ノ宮　美保

C13123260 後 大橋　寿美子 CH311環境情報処理論及び実習Ⅰ 【B】【必】

羽倉　尚人

C13123270 後 大橋　寿美子 CH316環境情報処理論及び実習Ⅰ 【B】【必】

羽倉　尚人

C13123280 後 黒沼　吉弘 CH013環境情報処理論及び実習Ⅱ 【A】【必】

四ノ宮　美保

C13123290 後 黒沼　吉弘 CH016環境情報処理論及び実習Ⅱ 【A】【必】

四ノ宮　美保

C13123990 後2

10:40

12:10

キャリアデザインⅢ CA466前田　一寿 下井倉　ともみ前 C13102470 ﾗｲﾄ.　T.J.

健康と環境 鈴木　優志 CF335 C13123720 社会情報学ゼミナールⅠ 細谷　夏実 CH412 C13102480 後 英語コミュニケーションⅡ ﾗｲﾄ.　T.J. CA650

C13123730 前 社会情報学ゼミナールⅠ 鈴木　優志 CG513 CD1015421 後 特別活動要説 熊野　真司 CE452

C13123750 前 社会情報学ゼミナールⅠ 四ノ宮　美保 CH414

C13123820 後 社会情報学ゼミナールⅡ 下井倉　ともみ CH415

C13123840 後 社会情報学ゼミナールⅡ 細谷　夏実 CH412

～

社会情報学ゼミナールⅠ 英語コミュニケーションⅠC10012240 C13123700後

前

前CH415 CA650

C13123850 後 鈴木　優志 CG513社会情報学ゼミナールⅡ

C13123870 後 四ノ宮　美保 CH414社会情報学ゼミナールⅡ

C13124530

前

前

3

13:00

14:30

住居デザイン演習Ⅱ CF442八木　敦司

C13124080

木村　ひとみ前 C10012220 落合　千裕

辻　瞳 C13123690 社会情報学ゼミナールⅠ 黒沼　吉弘 CH411 C13124240 前 環境とマーケティング 坂内　久 CF632

住居デザイン演習Ⅱ 八木　敦司 CF437 C13123740 前 社会情報学ゼミナールⅠ 坂内　久 CH414

辻　瞳 C13123780 前 建築・都市ゼミナールⅠ 大橋　寿美子 CH413

地学基礎実験 下井倉　ともみ CH011 C13123790 前 建築・都市ゼミナールⅠ 白澤　多一 CH415

C13123791 前 建築・都市ゼミナールⅠ 松本　暢子 CH412

～

社会情報学ゼミナールⅠ キャリアデザインⅢC13124070 C13123680前

前

前CH011 CB242

C13123792 前 木下　勇 CH314建築・都市ゼミナールⅠ

C13123800 後 木村　ひとみ CH011社会情報学ゼミナールⅡ

C13123810 後 黒沼　吉弘 CH411社会情報学ゼミナールⅡ

C13123860 後 坂内　久 CH414社会情報学ゼミナールⅡ

C13123900 後 大橋　寿美子 CH413建築・都市ゼミナールⅡ

C13123910 後 白澤　多一 CH415建築・都市ゼミナールⅡ

C13123911 後 松本　暢子 CH412建築・都市ゼミナールⅡ

C13123912 後 木下　勇 CH314建築・都市ゼミナールⅡ

C13124530

CD1015360

前

前

前

4

14:40

16:10

住居デザイン演習Ⅱ CF442八木　敦司

C13124080

四ノ宮　美保前 C10012230 落合　千裕

辻　瞳 C92008270G 図書館情報資源概論 【学校図書館司書教諭】【必 児玉　閲 CA252

住居デザイン演習Ⅱ 八木　敦司 CF437 】

辻　瞳 CD1015700 後 教育実習指導Ⅰ 【大社環3(理科)】 木浪　信之 CA664

地学基礎実験 下井倉　ともみ CH011

道徳教育要説 高野　成彦 CA455

～

理科教育法Ⅲ キャリアデザインⅢC13124070 CD1056050前

後

前CA553 CB242

四ノ宮　美保エネルギーと環境C13124250 後 CH217

本郷　健教育の方法と技術 【大社】CD1015460 後 CH215

5

16:20

17:50

学習指導と学校図書館 【学校図書館司書教諭】 CA450松本　美智子 児玉　閲後 C92008320 森　智彦

】 C92008390A 後 図書館情報資源特論（２） 【図書館司書(学部/短 児玉　閲 CC370

C91007100 通 博物館実習 【博物館学芸員(社・比)】 是澤　博昭 CA452 大)】

下田　敦子 C92008420B 後 図書館基礎特論 【図書館司書(学部/短大)】 児玉　閲 CC370
～

図書館情報資源概論 【学校図書館司書教諭】【必 情報資源組織論 【図書館司書(学部/短大)】C92008450 C92008280G前 前CA252 CC370

C92008300S

C92008310S

前

後

後

6

18:00

19:30

情報資源組織論 【学校図書館司書教諭】 CB232角田　裕之

C92008310G

是澤　博昭通

情報資源組織論 【図書館司書(学部)】 角田　裕之 CB232 下田　敦子

情報資源組織論 【学校図書館司書教諭】 角田　裕之 CB232

情報資源組織論 【図書館司書(学部)】 角田　裕之 CB232
～

博物館実習 【博物館学芸員(社・比)】C92008300G C91007100前 CA452

7

情報サービス論 【図書館司書(文･社)】 online中山　愛理C92008150 前

8

C13124350 木下　勇ビオトープ論後 online

9

環境と経済Ⅱ online黒沼　吉弘 C92008070 水島　章広

)】

図書館情報技術論 【図書館司書(ラ･文･環情/短大C13124170 前 後 online

END

集中・実習

高野　成彦 CD1015860 ICT活用の理論と実践 【大被 大食 大社】 松波　紀幸前 後総合的な学習の時間要説CD1015390

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　3年令和5年度授業時間割7
木 金 土

C13124400 後1

09:00

10:30

建築インテリア材料 CA155新藤　力 白澤　多一前 CD1015490 笹　のぶえ

環境とまちづくり 木下　勇 CH113 CD1015470 生徒・進路指導論 笹　のぶえ CG525 C92008440 後 学校経営と学校図書館 【学校図書館司書教諭】 松本　美智子 CA650

CD1056060 後 理科教育法Ⅳ 和田　重雄 CF634 CD1015410 後 特別活動要説 笹　のぶえ CG525

～

特殊講義Ⅱ（くらしと環境） 生徒・進路指導論C13124140 C13124020前

前

前CH211 CG525

C13124360 前2

10:40

12:10

環境と法律Ⅱ CH113木村　ひとみ 笹　のぶえ前 CD1015350 高野　成彦

建築デザイン 大橋　寿美子 CF337 C13123960 生命科学とくらし 河野　重行 CA657

C13124150 後 建築法規と都市デザイン 松本　暢子 CA254

C13124390 後 環境とツーリズム 飯塚　遼 CA264

CD1015420 後 特別活動要説 笹　のぶえ CG525
～

生徒・進路指導論 道徳教育要説C13124190 CD1015480前

後

後CG525 CF437

C13124330

C13124210

前

後

後

3

13:00

14:30

環境演習Ⅰ CH314黒沼　吉弘

C13124010

原田　龍二前

フィールドワークＡ 木下　勇 CF632 C13124520 生物基礎実験 細谷　夏実 CH011

環境演習Ⅱ 白澤　多一 CH211 佐藤　恵

塚本　健二 C13123830 後 社会情報学ゼミナールⅡ 原田　龍二 CG513

環境マネジメント論 木下　勇 CH113 C13124230 後 環境とアグリビジネス 坂内　久 CA257

CD1015400 後 特別活動要説 笹　のぶえ CG525

～

社会情報学ゼミナールⅠC13124000 C13123710前

前

CG513

C13124000

C13124010

C13124220

前

前

後

後

4

14:40

16:10

キャリアデザインⅢ CF332磯部　聖子

C13124340

細谷　夏実前

環境演習Ⅰ 黒沼　吉弘 CH314 佐藤　恵

フィールドワークＢ 木下　勇 CF632 C13123980 後 食と環境 坂内　久 CA257

環境演習Ⅱ 白澤　多一 CH211 C92008290G 後 図書館情報資源概論 【学校図書館司書教諭】【必 児玉　閲 CA252

塚本　健二 】

特殊講義Ⅰ（社会と環境） 林　花子 CA567

～

生物基礎実験C10012210 C13124520前 CH011

谷口　幸弘

高野　成彦道徳教育要説CD1015370 後 CA550

C92008180 後5

16:20

17:50

情報サービス演習（１） 【図書館司書(ラ･社)】 CE354中山　愛理

児童サービス論 【図書館司書(家･社)】 市川　純子 CF742

～

C92008210 前

6

18:00

19:30

読書と豊かな人間性 【学校図書館司書教諭】 CA250野口　久美子

～

C92008460 後

7

木下　勇前 環境生態デザインC13124310 online

8

C92008371A 横山　道子

比)】

C92008401B 前 図書・図書館史 【図書館司書(文･社･比)】 横山　道子 online

図書館サービス特論（２） 【図書館司書(文･社･前 online

9

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　4年令和5年度授業時間割8
月 火 水

1

09:00

10:30

～

CD1015820 後2

10:40

12:10

社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 CH414四ノ宮　美保 木下　勇後 C13123320 大橋　寿美子

教職実践演習（中・高） 【大社生4社環4社情4】 本郷　健 CE457 C13123440 後 社会情報学ゼミナールⅣ 【必】 大橋　寿美子 CH411

下井倉　ともみ C13123490 後 社会情報学ゼミナールⅣ 【必】 白澤　多一 CH414

宇田　剛
～

社会情報学ゼミナールⅣ 【必】 社会情報学ゼミナールⅢ 【必】C13123350 C13123530前 前CH314 CH411

C13123470 後

後

3

13:00

14:30

社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 CH411鈴木　優志

C13123550

下井倉　ともみ前 C13123400 松本　暢子

社会情報学ゼミナールⅣ 【必】 四ノ宮　美保 CH414 C13123520 後 社会情報学ゼミナールⅣ 【必】 松本　暢子 CH412

社会情報学ゼミナールⅣ 【必】 鈴木　優志 CH411

～

教育実習指導Ⅱ 【大社環4(理科)】 社会情報学ゼミナールⅢ 【必】C13123430 CD1015750前 前CH313 CH412

4

14:40

16:10

木村　ひとみ前 C92008330 森　智彦

C13123340 社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 黒沼　吉弘 CH411

C13123360 前 社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 下井倉　ともみ CH415

C13123390 前 社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 細谷　夏実 CH412

C13123410 前 社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 木下　勇 CH314

C13123420 前 社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 坂内　久 CH414

～

社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 情報資源組織演習 【図書館司書(環/短大)】C13123330

前

通CH011 CC370

C13123450 後 木村　ひとみ CH011社会情報学ゼミナールⅣ 【必】

C13123460 後 黒沼　吉弘 CH411社会情報学ゼミナールⅣ 【必】

C13123480 後 下井倉　ともみ CH415社会情報学ゼミナールⅣ 【必】

C13123510 後 細谷　夏実 CH412社会情報学ゼミナールⅣ 【必】

C13123540 後 坂内　久 CH414社会情報学ゼミナールⅣ 【必】

5

16:20

17:50

～

6

18:00

19:30

～

7

8

C92008250 川瀬　康子情報サービス演習（２） 【図書館司書(文･社)】前 online

9

END

集中・実習

大橋　寿美子 C13123570 卒業研究 【必】 木村　ひとみ C13123580 黒沼　吉弘後 後 後卒業研究 【必】 卒業研究 【必】C13123560

四ノ宮　美保 C13123600 卒業研究 【必】 下井倉　ともみ C13123610 白澤　多一後 後 後卒業研究 【必】 卒業研究 【必】C13123590

原田　龍二 C13123630 卒業研究 【必】 細谷　夏実 C13123640 松本　暢子後 後 後卒業研究 【必】 卒業研究 【必】C13123620

木下　勇 C13123660 卒業研究 【必】 坂内　久 C13123670 鈴木　優志後 後 後卒業研究 【必】 卒業研究 【必】C13123650

下井倉　ともみ CD1015650 教育実習Ⅱ 【大社環4(理科)】 下井倉　ともみ後 後教育実習Ⅰ 【大社環4(理科)】CD1015590

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、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 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻　4年令和5年度授業時間割9
木 金 土

1

09:00

10:30

～

2

10:40

12:10

白澤　多一前 C92008470 松本　美智子

～

社会情報学ゼミナールⅢ 【必】 情報メディアの活用 【学校図書館司書教諭】C13123370 後CH411 CA650

3

13:00

14:30

～

4

14:40

16:10

原田　龍二前

C13123500 社会情報学ゼミナールⅣ 【必】 原田　龍二 CG513

～

社会情報学ゼミナールⅢ 【必】C13123380

後

CG513

5

16:20

17:50

～

6

18:00

19:30

～

7

8

9

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。）

2023/03/15

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Cは千代田キャンパスを、2桁目のA～Hは棟名を、3桁目以降は教室番号を表します。




