
2013/11/1

月曜日

講時 期間 科目名 担当者 備考

1講時 後期 地域学 藤原 NA403 ⇒ NA301

後期 デザイン論 羽生 NA412 ⇒ NA401

後期 現代アート論ⅠA 銅金 NA102 ⇒ NA402

後期 現代科学論B 原田 NA403 ⇒ NA412

後期 特殊演習ⅡA 高山 F302 ⇒ S21

後期 芸術社会学B 藤澤 NA403 ⇒ NA301

後期 地球環境論B 原田 NA412 ⇒ NA403

後期 美術論B 河上 S22 ⇒ NA412

後期 美術史C 安永 NA301 ⇒ S22

後期 特殊演習ⅡB 高山 F302 ⇒ S21

後期 ことばと表現ⅠL 久留島 NA407 ⇒ NA404 10/31追記

後期 英語ⅠSS③ 本間 NA412 ⇒ NA403

後期 アドバンスドワークショップ
銅金
山脇

NA413 ⇒
J31
J32

後期 ことばと表現ⅢC 君野 NA409 ⇒ NA412 9/30追記

ことばと表現ⅠL 久留島 NA407 ⇒ NA409 10/31追記

後期 英語ⅡSS③ 本間 追加開講 ⇒ NA403 9/20追記

後期 素材科学基礎B 原田 NA403 ⇒ NA412

4講時

3講時

4・5講時

2講時

変更内容

【芸術教養科目教室変更】

5講時

  ※該当の授業を受講する学生は確認して下さい。



2013/11/1火曜日

講時 期間 科目名 担当者 備考

建築と文明

建築史Ⅱ（環境D専門科目）

後期 社会学ⅠA 中川
J41

(NA302)
⇒ NA401 10/2追記

後期 文学B 君野 NA302 ⇒ NA301

後期 図学 谷川 NA401 ⇒ NA302

後期 社会学Ⅱ 藤澤 NA301 ⇒ NA401

後期 政治学B 中谷 NA412 ⇒ J24

後期 日本語Ⅰ 亀川 J31 ⇒ F302 10/8追記

後期 特殊演習ⅡC 高山 F302 ⇒ K41 10/8追記

後期 英語1M
本間
Luong

F201 ⇒ S23 10/1追記

後期 特殊演習ⅡD 高山
F302

（NA102）
⇒ NA412 9/30追記

後期 文化人類学 竹村
NA102
（J41)

⇒ NA401 10/1追記

後期 現代科学論Ⅱ 銅金
S24

（K41）
⇒ NA102 9/30追記

後期 英語1M
本間
Luong

S23
(F201)

⇒ S24 10/3追記

3・4講時 後期 日本文化演習W（装花） 岸 K41 ⇒ 瓜生庵

後期 映像メディア論 伊藤高 NA302 ⇒ J41

後期 生命論B 銅金
S23

（K41）
⇒ NA102 9/30追記

後期 芸術史ⅡB 河上 NA412 ⇒ NA401 9/27追記

後期 キャリアデザインⅢB
大野木
吉田

NA301 ⇒ NA404

後期 文学C 勝山
NA412

（NA302）
⇒ NA401 10/17追記

後期 認知心理学B 野村
J41

（NA412）
⇒ NA302 10/2追記

※（）内はシラバス記載教室

NA302

5講時

変更内容

1講時

後期 谷川 NA401 ⇒

2講時

3講時

4講時



2013/11/1

月曜日

講時 期間 科目名 担当者 備考

４講時 後期 【学芸】生涯学習論A 伊藤 S22 ⇒ NA413

後期 【資格】教師論C 生駒 NA102 ⇒ S23

後期 【学芸】生涯学習論B 伊藤 S22 ⇒ NA413

火曜日

講時 期間 科目名 担当者 備考

2講時 後期 【学芸】博物館情報・メディア論B 有木 J24 ⇒ NA412

後期 【学芸】博物館資料論B（美術館系） 安河内 NA401 ⇒ K41 10/1追記

後期 【学芸】博物館経営論B 菅原
S24

(NA412）
⇒ S23 10/3追記

5講時 後期 【学芸】博物館概論C（美術館系） 菅原 NA401 ⇒ NA412 10/17追記

※（）内はシラバス記載教室

3講時

【資格・学芸科目教室変更】
  ※該当の授業を受講する学生は確認して下さい。

変更内容

5講時

変更内容


