
 ２０２０年度　短期大学部　時間割表
課程年度:2020年度

期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考

前期 ボランティア論 茂木　勇 232 前期 医療事務概論Ⅰ 下田　順子 232
前
期

後
期

前期 群馬学 鈴木　耕太郎 232 前期 ビジネス基礎（医・会） 林　明史 232 必

前期 〇 基礎英語Ⅱ 清水　真紀子 231 選必 後期 地域と社会 鈴木　耕太郎 222 英 清水　真紀子
231(前)
/211(後)

必 前期 社会人基礎力演習（医・英） 滝井　元視 222 必 前期 ブライダル総論 森川　幸紀雄 237

後期 ビジネススキルズ 高橋　千枝子 222 後期 ▲医療事務概論Ⅱ　後1 下田　順子 235 編 中村　雅典 231 必 前期 ▲応用簿記演習Ⅰ 青山　訓与 231 後期 人間と環境 中村　彰男 232

後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ａ）後2 下田　順子 235 社会力育成ゼミⅠ 公 滝井　元視 235 必 後期 〇 基礎英語Ⅰ 中村　雅典 222 選必 後期 接客サービス演習 森川　幸紀雄 237

医 医 高橋　千枝子 222 必 後期 ▲応用簿記演習Ⅱ 青山　訓与 231 後期 ▲医療事務演習Ⅱ　後1 下田　順子 235

ホ ホ 森川　幸紀雄 237 必 後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ｂ）後2 下田　順子 235

会 会 青山　訓与 232 必 後期 ロジカルシンキング 大泉　早智子 231

前期 ○
Vocabulary for Academic
Purpose1

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 前期 医療事務演習Ⅰ 下田　順子 232 前期 〇 入江　由香子 222 前期 ▲応用簿記演習Ⅰ 青山　訓与 231 前期 ビジネス基礎（ホ・英） 林　明史 232 必

後期 コミュニケーション演習【ホ・会】 大川　友美 237 必 前期 ○ Oral communication ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 前期 増渕　賢一郎 237 前期 現代文 船越　理恵 235 前期 ○ レセプト演習（A） 下田　順子 235

後期 調剤薬局事務 山下　早苗 113 後期 海外事情 野崎　謙二 222 前期 ○ ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 221 後期 暮らしと経済 渕上　勇次郎 422 前期 工業簿記Ⅰ 青山　訓与 231

後期 ○
Vocabulary for Academic
Purpose2

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 後期 ▲医療事務概論Ⅱ　後1 下田　順子 235 後期 増渕　賢一郎 232 後期 ▲応用簿記演習Ⅱ 青山　訓与 231 後期 ホスピタリティ業界研究 森川　幸紀雄 237

後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ａ）後2 下田　順子 235 後期 青山　訓与 222 後期 論文基礎 船越　理恵 235 後期 ▲医療事務演習Ⅱ　後1 下田　順子 235

後期 ファイナンス論 小板橋　信二 322 後期 ○ ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ｂ）後2 下田　順子 235

後期 ○
Oral communication for
Academic Purpose

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 231 後期 工業簿記Ⅱ 青山　訓与 222

前期 文章作成 大川　友美 221 前期 ○
Intoroductory of
structure and writing

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 237
前期 〇 基礎英語Ⅰ 中村　雅典 232 選必 前期 美術 前沢　知子 231

前期 ○ 韓国語Ⅰ 金　弘錫 113 後期 ○ 生活と心理 入江　由香子 232 体育館 前期 ○
Pronunciation and Oral
Fluency

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 前期 ○ レセプト演習（Ｂ） 下田　順子 235

前期 ホテルビジネス実務論Ⅰ 森川　幸紀雄 237 後期 ○
Structure and
comoposition

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 237
後期 音楽 船越　理恵 237 前期 ▲簿記演習Ⅰ 青山　訓与 222

後期 ○ 韓国語Ⅱ 金　弘錫 113 体育館 後期 〇 基礎英語Ⅰ 中村　雅典 232 選必 後期 多文化とコミュニティ 飯塚　真弓 232

後期 コミュニケーション演習【医・英編】 大川　友美 237 必 後期 青山　訓与 222 後期 ○ ネイルケア・ヘアメイク 飯田　一郎 236 後期 数理的思考とデータ分析 三池　克明 222

後期 ホテルビジネス実務論Ⅱ 森川　幸紀雄 231 後期 佐藤　真人 221 後期 病院概論 新井　良和 222 後期 ○ スキンケアとメイク 田中　恵子 236

後期 ○ Oral English
(Presentation) ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ 235 後期 チームビルディング 高見　由満子 231

後期 ▲簿記演習Ⅱ 青山　訓与 222

前期 マナーとホスピタリティ 高橋　千枝子 222 必 前期 ○ 中国語Ⅰ 青木　順 235 前期 社会人基礎力演習（ホ・会） 滝井　元視 232 必 前期 自然と科学 中村　彰男 232

後期 キャリアデザイン（ホ・会） 滝井　元視 232 必 後期 ○ 中国語Ⅱ 青木　順 235 後期 キャリアデザイン（医・英） 滝井　元視 232 必 前期 〇 デジタルリテラシーⅠ 三池　克明 234

後期 ○ TOEIC演習 清水　真紀子 211 後期 ○ ネイルケア・ヘアメイク 飯田　一郎 236 前期 ▲簿記演習Ⅰ 青山　訓与 222

後期 ショップ経営 大井　宗太郎 332 後期 ○ デジタルリテラシーⅡ 三池　克明 234

後期 ○ スキンケアとメイク 田中　恵子 236

後期 ▲簿記演習Ⅱ 青山　訓与 222

前期 ○ Online　English 清水　真紀子 211 後期 ○ Online　English 清水　真紀子 211

短期インターンシップ

長期インターンシップ

認定インターンシップ1 選必

認定インターンシップ2

認定OCS（課外学習）

認定語学研修1

認定語学研修2

認定語学研修3

認定語学研修4

後期 語学研修プレゼミナール 中村　雅典 211

1時限 1年

2時限 1年

2020.5.1
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

身体と健康

マーケティングプロジェクト

前期
／

後期

3時限 1年

○ Extensive　Reading 清水　真紀子

4時限 1年

集中 1年

前期 211

前期 語学研修プレゼミナール 中村　雅典 211

211

前期 ○

後期

後期
中村　雅典

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾚｲﾂ

滝井　元視
森川　幸紀雄

選必

入江　由香子

222

フィットネスエクササイズ

後期 ○ 入江　由香子

英
・
編

哲学

日本語リテラシーゼミ
／社会力育成ゼミⅠ

（キャリア群）

マーケティング論

▲ビジネス会計　後1

Reading Comprehension

日本語リテラシーゼミ
／社会力育成ゼミⅠ
（アカデミック群）

Reading for Fluency

フィットネスエクササイズ

▲ビジネス会計　後1



　２０２０年度 短期大学部 時間割表　
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課程年度:～2019年度

期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考 期 抽選 授業科目名 教員 教室 備考

前期 ボランティア論 茂木　勇 232 前期 法と社会 谷口　聡 231 森川　幸紀雄 237 必 前期 社会人基礎力演習（医・観） 滝井　元視 222 必 前期 ビジネス基礎（医・会） 林　明史 232 必

前期 ○ 基礎英語Ⅱ 清水　真紀子 231 前期 〇 健康心理学 入江　由香子 237 高橋　千枝子 222 必 前期 ▲応用簿記演習Ⅰ 青山　訓与 231 前期 ブライダル総論 森川　幸紀雄 237

後期 ビジネススキルズ 高橋　千枝子 222 前期 医療事務概論Ⅰ 下田　順子 232 中村　雅典 231 必 前期 群馬学 鈴木　耕太郎 232 前期 ○ 実用英語Ⅰ 中村　雅典 211

後期 地域と社会 鈴木　耕太郎 222 青山　訓与 232 必 後期 〇 基礎英語Ⅰ 中村　雅典 222 後期 人間と環境 中村　彰男 232

後期 ▲医療事務概論Ⅱ　後1 下田　順子 235 後期 ▲応用簿記演習Ⅱ 青山　訓与 231 後期 接客サービス演習 森川　幸紀雄 237

後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ａ）後2 下田　順子 235 後期 ▲医療事務演習Ⅱ　後1 下田　順子 235

後期 ○ ネイルケア・ネイルアート 佐々木　文香 236 後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ｂ）後2 下田　順子 235

前期 キャリアデザインⅡ【医・観】 滝井　元視 222 必 前期 グローバル化とアジア 野崎　謙二 222 前期 医療事務管理士演習 下田　順子 235

後期 国際協力 野崎　謙二 237

後期 実務法規 谷口　聡 231

後期 コミュニケーション演習【ホ・会】 大川　友美 237 必 前期 医療事務演習Ⅰ 下田　順子 232 前期 ○ カラーコーディネート 権田　ひとみ 235 前期 病院管理論 野城　康成 135 前期 ○ ビジネスソフトＡ 諏訪　美智子 121

後期 調剤薬局事務 山下　早苗 113 前期 ○ Oral EnglishⅠ ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾚｲﾂ 235 前期 地域とビジネス 増渕　賢一郎 237 前期 ▲応用簿記演習Ⅰ 青山　訓与 231 前期 ビジネス基礎（ホ・観） 林　明史 232 必

237 後期 マーケティング論 増渕　賢一郎 232 後期 暮らしと経済 渕上　勇次郎 422 前期 ○ レセプト演習（A） 下田　順子 235

体育館 後期 ▲ビジネス会計　後1 青山　訓与 222 後期 ○ ▲デンタルアテンダント 野城　康成 135 前期 工業簿記Ⅰ 青山　訓与 231

後期 ▲医療事務概論Ⅱ　後1 下田　順子 235 後期 ▲応用簿記演習Ⅱ 青山　訓与 231 後期 ○ ビジネスソフトＢ 諏訪　美智子 121

後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ａ）後2 下田　順子 235 後期 ホスピタリティ業界研究 森川　幸紀雄 237

後期 ○ ネイルケア・ネイルアート 佐々木　文香 236 後期 ▲医療事務演習Ⅱ　後1 下田　順子 235

後期 ○ Oral EnglishⅡ ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾚｲﾂ 231 後期 ○ ▲医療事務コンピュータ（Ｂ）後2 下田　順子 235

後期 金融論 小板橋　信二 322 後期 工業簿記Ⅱ 青山　訓与 222

前期 ホテル経営論 森川　幸紀雄 237 前期 ドクタークラーク概論Ⅱ 高橋　千枝子 231 前期 調剤事務管理士演習 浅賀　加弥 134

237
体育館

後期 医療経営士Ⅰ 高橋　千枝子 232

後期 海外観光事情 野崎　謙二 222

前期 文章作成 大川　友美 221 前期 基礎数学 井野　正康 113 前期 ○ 基礎英語Ⅰ 中村　雅典 232 必 前期 人間形成論 大竹　信行 134

前期 ○ 韓国語 金　弘錫 113 前期 ○ カラーコーディネート 権田　ひとみ 235 前期 医学・薬学概論 野城　康成 135 前期 ○ レセプト演習（Ｂ） 下田　順子 235

前期 ホテルビジネス実務論Ⅰ 森川　幸紀雄 237 後期 ▲ビジネス会計　後1 青山　訓与 222 後期 ○ 基礎英語Ⅰ 中村　雅典 232 必 前期 ▲簿記演習Ⅰ 青山　訓与 222

後期 コミュニケーション演習【医・観】 大川　友美 237 必 後期 公務員応用演習 井野　正康 113 後期 ○ ▲デンタルアテンダント 野城　康成 135 後期 ○ スキンケアとメイク 田中　恵子 236

後期 ホテルビジネス実務論Ⅱ 森川　幸紀雄 231 後期 多文化とコミュニティ 飯塚　真弓 232

後期 ▲簿記演習Ⅱ 青山　訓与 222

前期 キャリアデザインⅡ【ホ・会】 滝井　元視 232 必 森川　幸紀雄 237 必 前期 ▲介護保険事務 浅賀　加弥 134 前期 ○ ヘアメイク 田中　恵子 236 前期 ブライダルマーケティング 森川　幸紀雄 231

前期 ドクタークラーク概論Ⅰ 高橋　千枝子 231
高橋　千枝子
滝井　元視 222 必 後期 医療経営士Ⅱ 高橋　千枝子 231 後期 ○ English Presentation ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾚｲﾂ 235

中村　雅典 231 必

青山　訓与 221 必

前期 マナーとホスピタリティ 高橋　千枝子 222 必 前期 ○ 中国語 青木　順 235 前期 公務員基礎演習 井野　正康 113 前期 社会人基礎力演習（ホ・会） 滝井　元視 232 必 前期 自然と科学 中村　彰男 232

後期 キャリアデザインⅠ（ホ・会） 滝井　元視 232 必 後期 キャリアデザインⅠ（医・観） 滝井　元視 232 必 前期 ▲簿記演習Ⅰ 青山　訓与 222

後期 ショップ経営 大井　宗太郎 332 後期 ○ スキンケアとメイク 田中　恵子 236

後期 ▲簿記演習Ⅱ 青山　訓与 222

前期 ○ 情報整理 大川　友美 237 前期 広告と戦略 松田　拓 232 前期 ▲介護保険事務 浅賀　加弥 134 前期 ○ ヘアメイク 田中　恵子 236

前期 ○ 上級英語Ⅰ ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾚｲﾂ 235 前期 イベントプランニング 神戸　絹恵 221

後期 ○ プレゼンテーション 大川　友美 237

後期 ○ 上級英語Ⅱ ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾚｲﾂ 235

○ 国内英語研修 ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾚｲﾂ

海外英語研修 中村　雅典

後期 実用英語Ⅱ 清水　真紀子 211

前期 ブライダルプロデュース 森川　幸紀雄 237

後期 医療事務概論（上級） 下田　順子 235

スポーツ演習 入江　由香子

選必

1年

後期 231

認定インターンシップⅠ

認定インターンシップⅡ

認定OCS（課外学習）後期
森川　幸紀雄

2年

長期インターンシップ

短期インターンシップ

滝井　元視

1年

2年

2年

後期

222

○

4時限

2年

2年

2時限

1年

2020.5.1
木曜日 金曜日火曜日 水曜日

3時限

1年

月曜日

1時限

1年

前/後期

前期 ○ フィットネス・エクササイズ 入江　由香子

日本語リテラシーゼミ
／

社会力育成ゼミ

前期
／
後期

卒業論文プレゼミナール
／

卒業論文ゼミ
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