
【2021年度後期】短期大学部時間割　 2021/9/29

曜日

時限 学年 科目名 クラス 担当教員 教室 備考 科目名 クラス 担当教員 教室 備考 科目名 クラス 担当教員 教室 備考 科目名 クラス 担当教員 教室 備考 科目名 クラス 担当教員 教室 備考

１時限 1 会計演習Ⅰ① 谷畠　範恭 M36 現代教養Ⅰ（論語） 本田　実 C51 英語リテラシーⅡ（Intermediate）① バートロ　ステファン C41 経営学Ⅱ① 山本　航 C44 

会計演習Ⅰ② 谷畠　範恭 M36 心理学入門 田中　千晶 C52 キャリアデザイン GH 信川　景子 C51 

経営実務Ⅱ② 手塚　貴子 C41 

2 英会話Ⅱ① カリー　カーラ C44 くらしと法律 上田　亨 C52 手話実習 山本　航 C43 

２時限 1 海外研修 辰島　裕美、ビセット　ヘレン C42 簿記演習Ⅱ EFGH 濱田　峰子 C51 火2と金4 英語リテラシーⅡ（Intermediate）② バートロ　ステファン C41 経営学Ⅱ② 山本　航 C52 美しい日本語 EF 黒﨑　真美 C51 

税務会計演習 新家　利津子 C52 キャリア実習Ⅱ ABCD 堀口　英則 C52 英語リテラシーⅡ(Advanced） 横野　成美 C44 ＴＯＥＩＣⅣ 岩田　佳枝 C43 日本語表現法Ⅱ② 山田　範子 C42 

日本語表現法Ⅱ① 山田　範子 C43 観光学Ⅰ① 山本　航 C52 キャリアデザイン EF 信川　景子 C51 金融実務演習Ⅰ 高橋　昌子 C52 

ＣＤＰⅡ（ＣＤＰ基礎ゼミ） 川村　高歩 C51 観光学Ⅰ② 山本　航 C43

2 英会話Ⅱ② カリー　カーラ C44 英会話Ⅱ③ カリー　カーラ C44 英語リテラシーⅣ(Advanced） ビセット ヘレン C42 簿記演習Ⅴ 谷畠　範恭 C42 月3と木2

３時限 1 美しい日本語 CD 黒﨑　真美 C43 プレゼミナール 辰島　裕美 M33 情報技術ａ（ビジュアルデザイン） 中川　将志 M36 プレゼンテーション EFGH 辰島　裕美 M31・32 美しい日本語 GH 黒﨑　真美 C51 

キャリアデザイン AB 信川　景子 C51 プレゼミナール 谷畠　範恭 C51 秘書実務演習 ABCD 田中　愛 A23 基礎の数学Ⅰ（Advanced） 干場　久男 C54 簿記演習Ⅱ ABCD 濱田　峰子 C52 火4と金3

経営実務Ⅱ① 手塚　貴子 C41 プレゼミナール 信川　景子 C42 ＴＯＥＩＣⅥ 岩田　佳枝 C43 

プレゼミナール 手塚　貴子 A63

プレゼミナール 堀口　英則 C52 

プレゼミナール 山本　航 C41 

プレゼミナール 横野　成美 C43 

プレゼミナール 佐々木　康成 M35 

プレゼミナール 山田　範子 A53 

2 情報技術ｄ（プログラミング） 河合　一彦 M36 英会話Ⅱ④ カリー　カーラ C44 英語リテラシーⅣ① ビセット ヘレン C42 ゼミナール 山本　航 C41 英語リテラシーⅣ② ビセット ヘレン C42 

簿記演習Ⅴ 谷畠　範恭 C42 月3と木2 現代教養Ⅳ（金沢の観光） 本郷　一郎 C52 ゼミナール 谷畠　範恭 C42 現代教養Ⅲ（文学Ⅱ） 山田　範子 A42 

ゼミナール 横野　成美 C44 

情報技術ｅ（データベース） 河合　一彦 M36 

ブライダルコーディネート① 川井　里絵 C52 

４時限 1 美しい日本語 AB 黒﨑　真美 C43 簿記演習Ⅱ ABCD 濱田　峰子 C51 火4と金3 秘書実務演習 EFGH 田中　愛 A23 英語リテラシーⅡ(lower intermediate) ロハス　ジェニファー C41 簿記演習Ⅱ EFGH 濱田　峰子 C52 火2と金4

キャリアデザイン CD 信川　景子 C51 キャリア実習Ⅱ EFGH 堀口　英則 C52 情報システム実習ａ（ストラテジー） 飯田　茂美 M36 プレゼンテーション ABCD 辰島　裕美 M31・32 

経営実務Ⅱ③ 手塚　貴子 C41 ＴＯＥＩＣⅡ 岩田　佳枝 C43 

2 ゼミナール 堀口　英則 C52 ゼミナール 辰島　裕美 M33 経営学Ⅳ 本郷　一郎 C52 ブライダルコーディネート② 川井　里絵 C52 オフィスＰＣ実習ａ 中村　淳子 M31 

ゼミナール 山田　範子 C42 

ゼミナール 佐々木　康成 M35 

ゼミナール 手塚　貴子 C41 

オフィスＰＣ実習ｂ 徳前　嘉子 M36 

５時限 CDPⅡ（一般知識基礎ａ） 川村　高歩 遠隔 木5 ＣＤＰⅣ（一般教養基礎） 複数担当者 木6 CDPⅡ（一般知能基礎ａ） 川村　高歩 遠隔 月5

CDPⅡ（一般知識基礎ａ） 山下　純一 遠隔 木5 CDPⅡ（一般知能基礎ｂ） 前田　猛 遠隔 月5

CDPⅢ（財務会計基礎） 瀬戸　雅史 木5 CDPⅢ（原価計算基礎） 瀬戸　雅史 月5

2

６時限 CDPⅡ（一般知識基礎ａ） 川村　高歩 遠隔 木6 CDPⅡ（一般知能基礎ａ） 川村　高歩 遠隔 月6 CDPⅢ（原価計算応用） 安川　満 C44 月6

CDPⅢ（財務会計応用） 安川　満 C44 金6 CDPⅣ（教職教養基礎） 栗田　昌延 水5

2

曜日

学年 科目名 クラス 担当教員  備考 ・・・必修科目

1 情報化社会論実地研修 辰島　裕美、廉　宗淳

2 ・・・情報演習室

1

1

金曜日

集中講義

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日


