
【2023年度前期】短期大学部時間割 2023/5/12

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 情報化社会論 廉　宗淳 遠隔 ICT活用実習［ABCD］ ABCD 辰島　裕美 M31 火1と金2 簿記演習Ⅰ［EF］ EF 濱田　峰子 C41 水1と金3 スポーツ実技a 門岡　晋 メインアリーナ ICT活用実習［EFGH］ EFGH 辰島　裕美 M31 火2と金1

キャリア実習Ⅰ［EFGH］ EFGH 堀口　英則 C52 経営実務Ⅰ［GH］ GH 手塚　貴子 C51 アジアスタディーズb（中国語） 宋　涛 C44 経営学Ⅰ［ABCD］ ABCD 辰巳　佳彦 C52 

English Communication［AB］ AB ビセット ヘレン C43 

日本語表現法Ⅰ［CD］ CD 山田　範子 C42 

2 英会話Ⅰ① カリー　カーラ C43 ビジネスソフト実習① 谷畠　範恭 M36 経営学Ⅳ 平泉　沙由里 C52 スポーツ実技b 大森　重宜 メインアリーナ

２時限 1 アジアスタディーズa（韓国語）① 崔チョンア C44 ICT活用実習［EFGH］ EFGH 辰島　裕美 M31 火2と金1 簿記演習Ⅰ［AB］ AB 濱田　峰子 C41 水2と金4 簿記演習Ⅰ［CD］ CD 濱田　峰子 C41 火4と木2 ICT活用実習［ABCD］ ABCD 辰島　裕美 M31 火1と金2

基礎の国語① 黒﨑　真美 C51 キャリア実習Ⅰ［ABCD］ ABCD 堀口　英則 C52 アジアスタディーズa（韓国語）② 崔チョンア C44 経営実務Ⅰ［EF］ EF 手塚　貴子 C51 経営学Ⅰ［EFGH］ EFGH 辰巳　佳彦 C52 

2 英会話Ⅰ② カリー　カーラ C43 英会話Ⅰ（Culture（Music）） カリー　カーラ C43 ビジネスソフト実習② 谷畠　範恭 M36 観光学Ⅱ② 山本　航 C52 金融実務演習Ⅱ 高橋　昌子 A61 

会計演習Ⅱ 谷畠　範恭 M36 現代教養Ⅱ（文学Ⅰ） 山田　範子 C42 

３時限 1 基礎の国語② 黒﨑　真美 C51 日本語表現法Ⅰ［AB］ AB 山田　範子 C42 クラスコミュニティ［A］ Ａ 辰島　裕美 M35 くらしと経済 手塚　雅之 C52 日本語表現法Ⅰ［GH］ GH 山田　範子 C42 

基礎の数学① 田中　愛 C41 簿記演習Ⅰ［GH］ GH 濱田　峰子 C41 火3と木4 クラスコミュニティ［B］ Ｂ 辰巳　佳彦 C44 ＴＯＥＩＣⅠ① 岩田　佳枝 C43 簿記演習Ⅰ［EF］ EF 濱田　峰子 C41 水1と金3

キャリアデザイン［CD］ CD 平泉　沙由里 C44 クラスコミュニティ［C］ Ｃ 平泉　沙由里 C43 キャリアデザイン［AB］ AB 平泉　沙由里 C44 

English Communication［EF］ EF ビセット ヘレン C51 クラスコミュニティ［D］ Ｄ ビセット ヘレン C42 English Communication［CD］ CD ビセット ヘレン C43 

クラスコミュニティ［E］ Ｅ 谷畠　範恭 C55 

クラスコミュニティ［F］ Ｆ 山田　範子 C52 

クラスコミュニティ［G］ Ｇ 横野　成美 C51 

クラスコミュニティ［H］ Ｈ 手塚　貴子 C41 

2 英語リテラシーⅢ① 岩田　佳枝 C43 情報技術ｂ（グラフィック） 淺川　友希 M35 観光学Ⅱ① 山本　航 A23 ゼミナール 山本　航 C41 

簿記演習Ⅲ 谷畠　範恭 C44 月3と木4 英会話Ⅰ③ カリー　カーラ C43 ゼミナール 平泉　沙由里 C44 

オフィスＰＣ実習ｂ 徳前　嘉子 M32 ゼミナール 谷畠　範恭 C42 

４時限 1 基礎の数学② 田中　愛 C41 日本語表現法Ⅰ［EF］ EF 山田　範子 C42 簿記演習Ⅰ［GH］ GH 濱田　峰子 C41 火3と木4 簿記演習Ⅰ［AB］ AB 濱田　峰子 C41 水2と金4

簿記演習Ⅰ［CD］ CD 濱田　峰子 C41 火4と木2 ＴＯＥＩＣⅠ② 岩田　佳枝 C43 キャリアデザイン［EF］ EF 平泉　沙由里 C44 

キャリアデザイン［GH］ GH 平泉　沙由里 C44 経営実務Ⅰ［CD］ CD 手塚　貴子 C51 

経営実務Ⅰ［AB］ AB 手塚　貴子 C51 English Communication［GH］ GH ビセット ヘレン C43 

2 ゼミナール 堀口　英則 C51 ゼミナール 辰島　裕美 M35 英語リテラシーⅢ(Advanced） 横野　成美 C44 経営学Ⅲ 手塚　雅之 C52 オフィスＰＣ実習ａ 中村　淳子 Ｍ36

ゼミナール 山田　範子 C42 簿記演習Ⅲ 谷畠　範恭 C44 月3と木4

ゼミナール 手塚　貴子 C44 

英語リテラシーⅢ② 岩田　佳枝 C43 

５時限 1

2 教養基礎答練 大鳥居　誉啓 C23 教養基礎答練 大鳥居　誉啓 C23

６時限 1 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32

原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32

2 教養基礎答練 大鳥居　誉啓 C23 教養基礎答練 大鳥居　誉啓 C23

7時限 1 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32

原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32

2

曜日

学年 科目名 クラス 担当教員 ・・・必修科目

1 情報化社会論実地研修 辰島　裕美、廉　宗淳

2 簿記演習Ⅳ 谷畠　範恭 赤字 ・・・変更箇所

学年 科目名 クラス 担当教員

1 数理・データサイエンス・AIリテラシー
（これからの社会で生きるAI知識とデータ分析力）

山本　輝太郎

一般知能基礎 大鳥居　誉啓

一般知識基礎 大鳥居　誉啓

2

学年 科目名 クラス 担当教員

1 財務会計応用 安川　満

原価計算応用 安川　満

2

金曜日

ハイブリッド

備考

授業形態はハイブリッド（遠隔講義+対面講義）です

授業形態はハイブリッド（遠隔講義+対面講義）です

備考

集中講義

備考

オンデマンド　※授業形態は遠隔です。

※教室欄が「遠隔」の科目は、全ての回の授業を遠隔実施します。
※対面実施の科目でも、一部の回で遠隔実施となる場合があります。
各自、シラバスやdotCampus等にて担当教員の指示を確認してください。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

前期 → 後期 情報技術ｃ（伝わるデザイン） 古賀　暁彦

開講期変更科目



【2023年度後期】短期大学部時間割　 2023/5/12

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 会計演習Ⅰ② 谷畠　範恭 M36 人的資源管理論② 平泉　沙由里 C42 経営学Ⅱ① 辰巳　佳彦 C51 

流通業界研究 山本　航 C52 心理学入門 田中　千晶 C52 

2 英会話Ⅱ カリー　カーラ M36 生きるための哲学・倫理学 大久保　英哲 C42 

２時限 1 税務会計演習 新家　利津子 C52 簿記演習Ⅱ［EFGH］ EFGH 濱田　峰子 C51 火2と金4 日本語表現法Ⅱ 山田　範子 C51 ＴＯＥＩＣⅡ 岩田　佳枝 C43 経営学Ⅱ② 辰巳　佳彦 C51 

Enjoy English a（Music） カリー　カーラ C43 キャリア実習Ⅱ［ABCD］ ABCD 堀口　英則 C52 Intercultural CommunicationⅠ ビセット ヘレン C43 金融実務演習Ⅰ 高橋　昌子 C52 

2 情報技術ｃ（伝わるデザイン） 古賀　暁彦 遠隔 英会話Ⅱ（Culture (Travel）） カリー　カーラ C43 英語リテラシーⅣ(Advanced） 横野　成美 C41 簿記演習Ⅴ 谷畠　範恭 C44 月3と木2

現代教養Ⅳ（金沢の観光）① 本郷　一郎 C52 

３時限 1 秘書実務演習① 田中　愛 A42 プレゼミナール 辰島　裕美 M35 情報技術ａ（ビジュアルデザイン） 中川　将志 M33 プレゼンテーション［EFGH］ EFGH 辰島　裕美 M31 簿記演習Ⅱ［ABCD］ 濱田　峰子 C51 火4と金3

Enjoy English b(Travel） リンチ　ギャビン C41 プレゼミナール 谷畠　範恭 C51 海外研修 辰島　裕美，ビセット ヘレン M35 経営実務Ⅱ［ABCD］ ABCD 手塚　貴子 C52 現代教養b（美しい日本語）① 黒﨑　真美 C43 

プレゼミナール 平泉　沙由里 A24 現代教養a（メディア表象） 山田　範子 C44 

プレゼミナール 手塚　貴子 C44 

プレゼミナール 堀口　英則 C52 

プレゼミナール 辰巳　佳彦 C41 

プレゼミナール ビセット ヘレン C43 

プレゼミナール 山田　範子 C42 

2 情報技術ｄ（データベース） 河合　一彦 M36 オフィスＰＣ実習ｃ 徳前　嘉子 M34 現代教養Ⅳ（金沢の観光）② 本郷　一郎 C52 ゼミナール 山本　航 C41 

簿記演習Ⅴ 谷畠　範恭 C44 月3と木2 ゼミナール 平泉　沙由里 C44 

ゼミナール 谷畠　範恭 C42 

英語リテラシーⅣ 岩田　佳枝 C43 

情報技術ｅ（プログラミング） 河合　一彦 M36 

４時限 1 マーケティング論Ⅰ 辰巳　佳彦 C52 簿記演習Ⅱ［ABCD］ ABCD 濱田　峰子 C51 火4と金3 観光学a 本郷　一郎 C52 プレゼンテーション［ABCD］ ABCD 辰島　裕美 M31 簿記演習Ⅱ［EFGH］ 濱田　峰子 C51 火2と金4

人的資源管理論① 平泉　沙由里 C42 キャリア実習Ⅱ［EFGH］ EFGH 堀口　英則 C52 財務会計基礎 瀬戸　雅史 経営実務Ⅱ［EFGH］ EFGH 手塚　貴子 C52 現代教養b（美しい日本語）② 黒﨑　真美 C43 

秘書実務演習② 田中　愛 A42 原価計算基礎 瀬戸　雅史

2 ゼミナール 堀口　英則 C51 ゼミナール 辰島　裕美 M35 経営学Ⅴ 平泉　沙由里 C51 くらしと法律 手塚　雅之 C43 

ゼミナール 山田　範子 C42 ブライダルコーディネート 斉藤　彰一 C51 

ゼミナール 手塚　貴子 C44 

５時限 財務会計基礎 瀬戸　雅史 C23

原価計算基礎 瀬戸　雅史 C23

2

６時限 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32

原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32

2

7時限 1 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32 財務会計応用 安川　満 C32

原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32 原価計算応用 安川　満 C32

2

曜日

学年 科目名 クラス 担当教員  備考 ・・・必修科目

1

2 赤字 ・・・変更箇所

学年 科目名 クラス 担当教員

1 数理・データサイエンス・AIリテラシー
（これからの社会で生きるAI知識とデータ分析力） 二口　聡

一般知能基礎 大鳥居　誉啓

一般知識基礎 大鳥居　誉啓

2

学年 科目名 クラス 担当教員

1 財務会計基礎 瀬戸　雅史

原価計算基礎 瀬戸　雅史

財務会計応用 安川　満

原価計算応用 安川　満

2

ハイブリッド

備考

授業形態はハイブリッド（遠隔講義+対面講義）です

授業形態はハイブリッド（遠隔講義+対面講義）です

授業形態はハイブリッド（遠隔講義+対面講義）です

授業形態はハイブリッド（遠隔講義+対面講義）です

※教室欄が「遠隔」の科目は、全ての回の授業を遠隔実施します。
※対面実施の科目でも、一部の回で遠隔実施となる場合があります。
各自、シラバスやdotCampus等にて担当教員の指示を確認してください。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1

1

集中講義

オンデマンド　※授業形態は遠隔です。

備考


