
ク ラ ス 教室 ク ラ ス 教室 ク ラ ス 教室 ク ラ ス 教室 ク ラ ス 教室 ク ラ ス 教室 ク ラ ス 教室

キャリア開発演習B 北島 火1 15102 火3～4 □知的所有権法

1 金3～4 意匠・商標法

月

21 坂本

日 飯高

（火） 藤田

後藤

卒業研究Ⅱ 渡抜 水1～2 1652 絵画Ⅱ 渡抜 水3～4 1653 空間造形実習 文 水4～5 17703 ＊西洋美術史Ⅰ

□西洋美術史

卒業研究Ⅱ 古本 水1～2 1651 西洋美術史

1

月 伊藤

黒岩

22

日

（水） 金

田

1 映像史 佐藤慈 木1 15102 絵画Ⅱ 南 火3～4 1643 絵画Ⅳ 南 月3～4 1645 ＊卒業制作・研究

月 卒業研究Ⅱ

23

日

（木）

1 アートマネジメント論 渡邊 金2 15201

月

24

日

（金）

1 栗田

月 安齋

25 加來

日

（土）

絵画表現実習Ⅳ 渡抜 月1～2 1654 マルチメディア概論 佐野 月5 15102

1

佐藤昭

月 青木 絵画表現実習Ⅱ 渡抜 月3～4 1653

27 工芸デザイン演習Ⅳ 佐藤佳 月3～4 18204

日 佐野

佐藤慈

（月） 星野

19201古本版画基礎

7時限（16：20～17：10）

17705水4～5卒業研究Ⅱ

ゼミナールⅡ 月1～2 17307

サスティナブルデザイン論 月1 15102

人間工学概論 青木 月3 15102

15201
□東洋美術史Ⅰ

東洋美術史
渡邊 金5

情報と職業 山田 金1 N204

1644

西川

南 火1～2

＊卒業研究

卒業研究Ⅱ

三枝・岡本

水4～5 17507

＊卒業研究

卒業研究Ⅱ
金4～5 17601

＊近代デザイン史

デザイン史
井上友 水3 15201

井上友 水5 15201

卒業研究Ⅱ 火4～5 17507

麻生 火5 15102

科目・担当 科目・担当 科目・担当 科目・担当 科目・担当 科目・担当 科目・担当

1時限（9：00～9：50） 2時限（10：10～11：00）） 3時限（11：20～12：10） 4時限（12：50～13：40） 5時限（14：00～14：50） 6時限（15：10～16：00）

7限まで

5限まで

7限まで

3限まで

令和元年度 芸術学部 後学期定期試験時間割表 KSU　英語アチーブメントテスト（1・2年次生対象）

 日時：令和2年 1月16日（木）  8時55分～10時30分

 教室：右表で確認すること

 持参品：学生証、ＨＢの鉛筆、消しゴム

国語・数学アチーブメントテスト
（１年次生【全員】が対象です。国語・数学を履修していない学生も、1年次生は【全員】受講してください。）

日時：令和2年1月16日（木） 　10時50分～13時30分（休憩時間含む）

＜注意事項＞
①英語アチーブメントテストに引き続き、同じ教室で実施します。
②１年次生【全員】対象で、キャリアイングリッシュプログラム受講者、外国人留学生も含みます。
③キャリアイングリッシュプログラム受講者及び外国人留学生は４２番教室で実施します。
④再テストについて
　申込場所 　 　：基礎教育センター（１号館２階）
　再テスト日時　：令和2年１月20日（月）  国語：10時00分～　数学：11時10分～　N201番教室

＜注意事項＞
①KSU　英語アチーブメントテスト結果は、１年次生「Reading & WritingⅡ」及び「Listening & SpeakingⅡ」の授業成績
   各20%、２年次生「Reading & WritingⅣ」及び「Listening & SpeakingⅣ」の授業成績各20%として評価されます。
　
②後学期に「Reading & WritingⅡ」、「Listening & SpeakingⅡ」、「Reading & WritingⅣ」、「Listening & SpeakingⅣ」の
　 英語科目を履修していない学生及び、再履修の英語科目のみを履修している学生は受験できません。
　 Level１を取得して、キャリアイングリッシュプログラム（FourSkills等）を履修している学生は受験対象外です。

③学生証を必ず持参してください。

④10分以上遅刻した場合、受験できません。

⑤再テストについて
　各学部の履修規程における「追試験」の条件に準ずる
　申込日時　　：令和2年1月20日(月)～1月22日(水)   平日9時～16時
  申込場所　　：語学教育研究センター事務室（１号館４階）
  再テスト日時：令和2年1月22日（水）もしくは23日（木）　18時～19時30分　S401番教室

5限まで

学部 学科 学年
試験
教室

学籍番号

芸術表現学科 S501 全員

写真・映像メディア学科 S507 全員

ビジュアルデザイン学科 N406A/B 全員

生活環境デザイン学科 N405A/B 全員

ソーシャルデザイン学科 S506 全員

芸術表現学科 N407A/B 全員

写真・映像メディア学科 S504 全員

ビジュアルデザイン学科 N401 全員

ソーシャルデザイン学科 N503 全員

生活環境デザイン学科 S505 全員

来年度英語の履修を
希望する留学生

- 1 42
英語を履修していない1年次留学生
（再履修科目履修者は除く）

令和元年度　後期アチーブメントテスト教室割表

芸術学部

1

2

裏面あり



1 □文化人類学 高野 火1 Ｎ２０４ □科学の世界 角田 火2 Ｎ２０２ □物理の世界 鴈野 火3 ４２ □現代の経済 関根 火4 Ｎ５０３ □実用国語Ⅰ（文章力） 井料 火5 Ｓ３０５ □情報資源組織演習 宮丸 火6 ＯＡ教室１

□哲学の世界 安居 火1 Ｓ２０７ □生物の世界 角田 火2 Ｎ２０２ □科学の世界 鴈野 火3 ４２ □法学 橋本 火4 Ｎ２０２ □中国語Ⅱ 陳 秋 火5 ２Ｅ４０２ ※教職論 田井 火6 Ｎ２０２

月 □日本国憲法 宮内 火1 Ｎ３０２ □文化人類学 高野 火2 Ｎ３０３ □哲学の世界 國越 火3 Ｓ１０１ □実用国語Ⅱ（国語力） 井料 火4 Ｓ３０５ □中国語Ⅱ 宋 火5 ２Ｅ３０６

□中国語Ⅱ 呉 火1 Ｓ５０４ □哲学の世界 國越 火2 Ｎ２０３ □日本国憲法 橋本 火3 Ｎ２０２ □English Expressions 河野 賢 火4 ２Ｗ４０４ □韓国語Ⅰ 高 火5 ２Ｗ４０５

21 □韓国語会話Ⅱ 文 火1 Ｓ２０５ □哲学の世界 安居 火2 Ｓ４０３ □日本国憲法 宮内 火3 Ｎ３０２ □中国語Ⅱ 陳 秋 火4 ２Ｅ４０２ □フランス語Ⅰ 木下 火5 ２Ｅ４０４

◇日本語初級Ⅱ 姚 火1 ２Ｗ４０５ □日本国憲法 橋本 火2 Ｓ４０１ □日本の歴史 吉原 火3 Ｓ３０１ □中国語Ⅳ チョウ 火4 ２Ｗ４０６ □フランス語Ⅱ 任 火5 ２Ｗ３０５

日 □博物館教育論 緒方 火1 Ｓ２０６ □日本国憲法 宮内 火2 Ｎ３０２ □中国語Ⅰ 陳 秋 火3 ２Ｅ４０２ □韓国語Ⅱ 李 泰 火4 ２Ｗ３０２ □フランス語会話Ⅳ Plaut 火5 ２Ｅ３０５

※工業科教育法 梅野 火1 ８２１７ □現代の政治 鎌田 火2 Ｎ３０１ □中国語Ⅱ チョウ 火3 ２Ｗ４０６ □韓国語Ⅱ 高 火4 ２Ｗ４０５ □ドイツ語Ⅰ 能木 火5 Ｓ５０６

（火） □日本の歴史 吉原 火2 Ｓ３０１ □中国語会話Ⅰ 宋 火3 ２Ｅ３０６ □中国語会話Ⅱ 宋 火4 ２Ｅ３０６ □ドイツ語Ⅱ 山本 洋 火5 ２Ｅ３０２

□中国語Ⅰ 岡村 火2 ２Ｗ３０５ □韓国語Ⅱ 李 泰 火3 ２Ｗ３０２ □フランス語Ⅱ Torres 火4 ２Ｗ５０５ □博物館情報・メディア論 吉田 火5 Ｓ２０５

□中国語Ⅱ チョウ 火2 ２Ｗ４０６ □韓国語Ⅱ 高 火3 ２Ｗ４０５ □フランス語会話Ⅱ Plaut 火4 ２Ｅ３０５ ※英語科教育法 柿元 火5 ２Ｅ４０６

□韓国語Ⅱ 張 美 火2 ２Ｗ３０４ □韓国語Ⅱ 張 美 火3 ２Ｗ３０３ □フランス語会話Ⅱ ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾖﾝ 火4 ２Ｗ３０３

□韓国語Ⅳ 申 火2 ２Ｅ３０６ □フランス語Ⅰ 山本 崇 火3 Ｓ３０５ □ドイツ語Ⅱ 能木 火4 Ｓ５０６

□韓国語会話Ⅱ 文 火2 Ｓ２０５ □フランス語会話Ⅰ Torres 火3 ２Ｗ５０５

□フランス語Ⅱ 山本 崇 火2 Ｓ２０６ ◇一般日本事情Ⅱ 井料 火3 ２Ｗ５０８

□フランス語会話Ⅱ Torres 火2 ２Ｗ５０５ □博物館概論 緒方 火3 １５１０２

□フランス語会話Ⅱ ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾖﾝ 火2 ２Ｗ３０３ ※保健体育科教育法 黒川 火3 Ｓ３０４

◇日本語上級Ⅱ 姚 火2 ２Ｗ４０５ ※社会科教育法 竹中 火3 ２Ｅ３０９

※道徳教育論 松原 火2 Ｓ３０２

1 □法学 宮内 水1 Ｎ３０２ □文化人類学 成末 水2 Ｎ３０３ □世界の歴史 中軽米 水3 Ｎ２０２ □現代の政治 川上 水4 Ｓ１０１ □科学・技術史 菊地原 水5 ２Ｅ３０８ □情報サービス論 野村 水6 ＯＡ教室１

□フランス語Ⅳ 甲斐 水1 Ｓ２０５ □ヨーロッパの歴史 中軽米 水2 Ｎ２０２ □健康学 原 水3 ４２ □科学・技術史 菊地原 水4 Ｓ３０１ □地学の世界 金光 水5 Ｎ３０１ □中国語Ⅱ 有働 水6 ２Ｗ３０５

月 ◇日本語初級Ⅱ 塩田 水1 ２Ｗ５０３ □世界の歴史 中軽米 水2 Ｎ２０２ □日本の歴史 吉原 水3 Ｎ２０３ □音楽概論 長野 水4 １５２０１ □文学の世界 西谷 水5 ２Ｗ４０２

◇日本語初級Ⅳ 竹下 水1 ２Ｗ５０５ □日本の歴史 吉原 水2 Ｎ２０３ □日本国憲法 宮内 水3 Ｎ３０２ □地球環境 金光 水4 Ｎ３０２ □中国語Ⅱ 荀 水5 Ｓ２０５

22 ◇日本の政治経済Ⅱ 戸田 水1 Ｓ４０１ □日本国憲法 宮内 水2 Ｎ３０２ □中国語Ⅱ 王 秀 水3 ２Ｅ４０２ □地学の世界 金光 水4 Ｎ３０２ □中国語Ⅱ 有働 水5 ２Ｗ３０５

※教職特講 勝山 水1 Ｓ４０３ □中国語Ⅱ 石川 水2 ２Ｗ４０７ □中国語会話Ⅱ 顧 水3 ２Ｅ３０９ □世界の歴史 中軽米 水4 Ｎ２０２ □フランス語Ⅳ 原田 水5 ２Ｅ４０１

日 □中国語会話Ⅰ 王 雲 水2 Ｓ３０５ □中国語会話Ⅱ 王 雲 水3 Ｓ３０５ □文学の世界 西谷 水4 Ｎ２０１ □博物館資料保存論 吉田・高田 水5 Ｓ２０６

□中国語会話Ⅱ 顧 水2 ２Ｅ３０９ □韓国語会話Ⅰ 洪 水3 ２Ｅ３０８ □中国語Ⅰ 有働 水4 ２Ｗ３０５

（水） □韓国語会話Ⅱ 金 活 水2 Ｓ４０２ □韓国語会話Ⅱ 金 活 水3 Ｎ５０２ □中国語Ⅱ 荀 水4 Ｓ２０５

□韓国語会話Ⅱ 洪 水2 ２Ｗ４０２ □ドイツ語Ⅰ 赤木 水3 ２Ｗ４０５ □中国語会話Ⅰ 顧 水4 ２Ｅ３０９

□フランス語Ⅱ 甲斐 水2 Ｓ２０５ □ドイツ語会話Ⅱ Reibert 水3 ２Ｅ３０７ □中国語会話Ⅱ 于 水4 ２Ｅ４０５

□ドイツ語会話Ⅰ 赤木 水2 ２Ｗ４０５ ◇日本語上級Ⅳ 塩田 水3 ２Ｗ５０３ □中国語会話Ⅱ 王 雲 水4 Ｓ３０５

□ドイツ語会話Ⅱ Reibert 水2 ２Ｅ３０７ □韓国語会話Ⅰ 金 活 水4 Ｎ５０２

◇日本語中級Ⅱ 竹下 水2 ２Ｗ５０５ □韓国語会話Ⅱ 洪 水4 ２Ｅ４０４

◇日本語上級Ⅱ 塩田 水2 ２Ｗ５０３ □ドイツ語Ⅳ 赤木 水4 ２Ｗ４０５

□ドイツ語会話Ⅰ Reibert 水4 ２Ｅ３０７

１ □日本国憲法 木村 木1 Ｎ２０１ □法学 山崎 木2 Ｎ２０１ □ジェンダーと社会 長谷川 木3 Ｓ２０５ □課題解決演習Ｂ 酒井 木4 ２Ｗ３０６ □日本国憲法 宮内 木5 Ｎ３０２ □法学 宮内 木6 Ｎ３０２

□現代の政治 森實 木1 Ｎ３０３ □ジェンダーと社会 長谷川 木2 Ｓ２０５ □世界の歴史 久芳 木3 Ｎ３０２ □科学の世界 髙橋 直 木4 Ｎ２０２ □科学の世界 髙橋 直 木5 Ｓ４０２ □情報資源組織論 原野 木6 Ｓ５０３

月 □文学の世界 森 誠 木1 Ｓ１０１ □現代の政治 森實 木2 Ｎ１０１ □人権・同和問題 井上 木3 Ｎ３０３ □アジアの歴史 久芳 木4 Ｓ１０１ □中国語会話Ⅰ 陳 振 木5 Ｓ５０７ ※教育心理学 久木山 木6 Ｓ４０２

□中国語Ⅰ 古賀 崇 木1 ２Ｗ３０３ □中国語Ⅰ 杉本 木2 ２Ｅ３０７ □倫理学 飯嶋 木3 Ｓ３０２ □世界の歴史 久芳 木4 Ｓ１０１ □中国語会話Ⅳ 張 玲 木5 Ｓ３０５ 教育心理学 久木山 木6 Ｓ４０２

23 □韓国語Ⅱ 鄭 木1 Ｎ５０４ □中国語Ⅱ 古賀 崇 木2 ２Ｗ３０３ □中国語Ⅰ 王 暁 木3 ２Ｗ３０４ □人権・同和問題 井上 木4 Ｎ３０２ □世界の美術館 吉田 木5 １５１０２

□韓国語会話Ⅱ 韓 木1 Ｓ２０６ □中国語Ⅱ 王 暁 木2 ２Ｗ３０４ □中国語Ⅰ 杉本 木3 ２Ｅ３０７ □日本の歴史 吉原 木4 Ｎ２０３ □博物館資料論 中込・高田 木5 Ｓ２０５

日 □韓国語会話Ⅱ 張 允 木1 ２Ｗ３０４ □韓国語Ⅰ 白岩 木2 Ｓ５０７ □中国語Ⅳ 石川 木3 ２Ｗ４０６ □中国語Ⅱ 王 暁 木4 ２Ｗ３０４ ※道徳教育論 田井 木5 Ｎ２０１

□韓国語会話Ⅱ 安 木1 ２Ｗ４０５ □韓国語Ⅱ 鄭 木2 Ｎ５０４ □韓国語Ⅱ 白岩 木3 Ｓ５０７ □中国語Ⅱ 杉本 木4 ２Ｅ３０７

（木） □フランス語Ⅱ 河野 敦 木1 Ｓ２０５ □韓国語Ⅳ 洪 木2 Ｓ３０４ □韓国語会話Ⅰ 李 知 木3 ２Ｗ３０５ □中国語会話Ⅱ 張 玲 木4 Ｓ３０４

□ドイツ語Ⅱ 篠崎 木1 ２Ｅ４０２ □韓国語会話Ⅰ 韓 木2 Ｓ３０２ □韓国語会話Ⅰ 趙 木3 ２Ｗ３０３ □韓国語Ⅵ 白岩 木4 Ｓ５０７

□韓国語会話Ⅱ 李 知 木2 ２Ｗ３０５ □韓国語会話Ⅱ 安 木3 ２Ｗ４０５ □韓国語会話Ⅰ 趙 木4 ２Ｗ４０５

□韓国語会話Ⅱ 安 木2 ２Ｗ４０５ □フランス語Ⅱ 末永 木3 ２Ｅ４０４ □韓国語会話Ⅱ 李 知 木4 ２Ｗ３０５

□韓国語会話Ⅵ 張 允 木2 ２Ｗ４０８ □ドイツ語Ⅱ 脇 木3 ２Ｅ４０１ □フランス語Ⅱ 末永 木4 ２Ｅ４０４

□フランス語Ⅱ 末永 木2 ２Ｅ４０４ ◇日本語上級Ⅳ 増田 木3 ２Ｅ３０２ □ドイツ語Ⅱ 脇 木4 ２Ｅ４０１

□ドイツ語Ⅱ 篠崎 木2 ２Ｅ４０２ ※教育心理学 久木山 木3 Ｓ４０２

□ドイツ語Ⅱ 脇 木2 ２Ｅ４０１

◇日本の歴史Ⅱ 松木 木2 ２Ｗ５０８

※教育心理学 久木山 木2 Ｓ４０２

１ □現代の政治 西 金1 Ｎ２０３ □人権・同和問題 貞永 金2 Ｎ２０３ □世界の歴史 松尾 金3 Ｎ２０２ □科学・技術史 菊地原 金4 Ｓ３０２ □科学・技術史 菊地原 金5 ２Ｅ３０９ □図書館総合演習 野村 金6 ＯＡ教室１

□中国語Ⅱ 海村 金1 ２Ｅ３０８ □現代の政治 西 金2 Ｎ２０４ □人権・同和問題 貞永 金3 Ｎ２０４ □日本の歴史 吉原 金4 Ｎ２０３ □中国語Ⅰ 李 岩 金5 Ｓ５０３

月 □韓国語会話Ⅰ 金 京 金1 ２Ｗ３０５ □美学・美術史 樋口 金2 Ｓ４０３ □日本の歴史 吉原 金3 Ｎ２０３ □中国語Ⅰ 種村 金4 Ｓ５０１ □中国語会話Ⅱ 種村 金5 Ｓ５０１

□韓国語会話Ⅱ 韓 金1 Ｓ２０６ □文学の世界 森 誠 金2 Ｓ２０７ □中国語Ⅱ 李 岩 金3 Ｓ５０３ □中国語Ⅱ 李 岩 金4 Ｓ５０３ □中国語会話Ⅱ 張 玲 金5 Ｓ３０４

24 □フランス語Ⅱ 河野 敦 金1 Ｓ２０５ □中国語Ⅱ 海村 金2 ２Ｅ３０８ □フランス語会話Ⅱ Beausir 金3 ２Ｗ３０５ □フランス語会話Ⅱ Beausir 金4 ２Ｗ３０５ □フランス語会話Ⅱ Beausir 金5 ２Ｗ３０５

◇日本語初級Ⅳ 青木 金1 Ｓ５０１ □韓国語会話Ⅱ 金 京 金2 ２Ｗ３０５ □ドイツ語会話Ⅱ 赤木 金3 ２Ｗ４０５ □ドイツ語Ⅰ 篠崎 金4 ２Ｅ４０２ □生涯学習の基礎 太田 金5 Ｓ５０２

日 ◇日本語初級Ⅳ 竹下 金1 ２Ｗ５０３ ◇日本語中級Ⅳ 青木 金3 ２Ｅ３０２ ◇日本語中級Ⅳ 青木 金4 ２Ｅ３０１ ※教職論 田井 金5 Ｎ３０３

◇日本語初級Ⅳ 姚 金1 ２Ｗ４０５ ※教科指導法研究Ⅰ(理科) 森藤 金3 ８２１７ ◇日本の文化Ⅱ 波多野 金4 ２Ｅ４０１

（金）

１

月

25

日

（土）

１ □心理学概説 樋渡 月1 Ｎ２０４ □世界の歴史 野田 月2 Ｎ３０２ □数学の世界 田中 義 月3 Ｎ３０３ □心理学概説 樋渡 月4 Ｓ３０２ □地学の世界 梶原 月5 Ｎ３０１ □中国語会話Ⅱ 陳 振 月6 Ｓ５０７ ※特別活動の指導法 佐喜本 月7 Ｎ２０３

□心理学概説 金坂 月1 Ｎ３０３ □世界の歴史 片桐 月2 Ｎ３０３ □日本の地理と風土 方 月3 Ｎ５０３ □日本の地理と風土 方 月4 Ｓ２０７ □地理の世界 石丸 月5 Ｎ２０１ □図書館サービス特論 野村 月6 ＯＡ教室１

月 □世界の歴史 野田 月1 Ｎ３０２ □心の健康 原・樋渡 月2 Ｓ４０４ □地理の世界 方 月3 Ｎ５０３ □地理の世界 方 月4 Ｓ２０７ □中国語Ⅱ 王 晨 月5 Ｓ２０５ ※道徳教育論 松原 月6 Ｓ３０２

□中国語Ⅰ 呉 月1 Ｓ５０４ □心の健康 安河内・樋渡 月2 Ｓ４０３ □倫理学 後藤 月3 Ｎ２０４ □倫理学 後藤 月4 Ｓ１０１ □中国語会話Ⅰ 陳 振 月5 Ｓ５０７

27 □中国語Ⅱ 堤 月1 Ｎ５０５ □文学の世界 田中 真 月2 Ｎ２０４ □中国語Ⅰ 王 晨 月3 Ｓ２０５ □中国語Ⅰ 王 晨 月4 Ｓ３０４ □中国語会話Ⅱ 陳 青 月5 Ｓ３０５

□中国語Ⅵ 石川 月1 Ｎ５０１ □中国語Ⅰ 堤 月2 Ｎ５０５ □中国語Ⅱ 堤 月3 Ｎ５０５ □中国語Ⅱ 胡 月4 ２Ｗ３０６ □韓国語Ⅱ 申 月5 ２Ｗ３０５

日 □韓国語Ⅰ 大川 月1 Ｓ２０６ □中国語Ⅱ 胡 月2 ２Ｗ３０６ □中国語Ⅱ 胡 月3 ２Ｗ３０６ □中国語会話Ⅱ 陳 青 月4 Ｓ３０５ ※道徳教育論 松原 月5 Ｎ３０２

□韓国語会話Ⅰ 張 允 月1 ２Ｗ３０４ □韓国語Ⅰ 李 今 月2 ２Ｅ３０６ □中国語会話Ⅰ 陳 青 月3 Ｓ３０５ □韓国語Ⅰ 李 今 月4 ２Ｅ３０６

（月） ◇日本語中級Ⅱ 立花 月1 ２Ｅ３０５ □韓国語Ⅱ 大川 月2 Ｓ２０６ □韓国語Ⅰ 申 月3 ２Ｗ３０５ □韓国語Ⅱ 申 月4 ２Ｗ３０５

□韓国語会話Ⅳ 金 京 月2 ２Ｗ３０３ □韓国語Ⅱ 李 今 月3 ２Ｅ３０６ □ドイツ語会話Ⅱ Minino 月4 Ｓ２０６

□韓国語会話Ⅳ 張 允 月2 ２Ｗ３０４ □ドイツ語会話Ⅱ Minino 月3 Ｓ２０６ ※特別活動の指導法 佐喜本 月4 Ｎ３０２

□フランス語Ⅱ 原田 月2 ２Ｗ３０５

□ドイツ語Ⅱ 尾張 月2 Ｓ２０５

□ドイツ語会話Ⅳ Minino 月2 Ｓ３０４

◇日本語中級Ⅳ 立花 月2 ２Ｅ３０５

※特別活動の指導法 佐喜本 月2 Ｓ３０３

科目・担当 曜時 教室

令和元年度　全学共通科目（基礎教育・外国語・教職・司書・学芸員・社会教育主事）　後学期定期試験時間割表

1時限  （9:00～9:50） 2時限  （10:10～11:00） 3時限  （11:20～12:10） 4時限  （12:50～13:40） 5時限  （14:00～14:50） 6時限  （15:10～16:00） 7時限  （16:20～17:10） 8時限  （18：00～18：50） 9時限  （19：10～20：00）

科目・担当 曜時 教室 教室教室科目・担当 曜時科目・担当 曜時 教室 科目・担当 曜時 教室 科目・担当 曜時科目・担当 曜時 教室科目・担当 曜時教室 科目・担当 曜時 教室

１月２５日（土）

【２限目】 １０：１０ ～ １１：００

※教育制度論 （担当：佐喜本）火１・４・６

教室：Ｎ１０１教室

裏面あり
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