
九州国際大学

2017年度（（（（平成平成平成平成29292929年度年度年度年度）））） 秋学期秋学期秋学期秋学期

時 間 割

【【【【 時時時時 間間間間 割割割割 】】】】

１１１１時限時限時限時限 ９９９９::::１０１０１０１０ ～～～～ １０１０１０１０::::４０４０４０４０

２２２２時限時限時限時限 １０１０１０１０::::５０５０５０５０ ～～～～ １２１２１２１２::::２０２０２０２０

３３３３時限時限時限時限 １３１３１３１３::::００００００００ ～～～～ １４１４１４１４::::３０３０３０３０

４４４４時限時限時限時限 １４１４１４１４::::４０４０４０４０ ～～～～ １６１６１６１６::::１０１０１０１０

５５５５時限時限時限時限 １６１６１６１６::::２０２０２０２０ ～～～～ １７１７１７１７::::５０５０５０５０５５５５時限時限時限時限 １６１６１６１６::::２０２０２０２０ ～～～～ １７１７１７１７::::５０５０５０５０

【【【【おおおお知知知知らせらせらせらせ】】】】

１１１１．講義開始．講義開始．講義開始．講義開始はははは、、、、９９９９月月月月２２２２２２２２日（日（日（日（金金金金））））ですですですです。。。。

２２２２．．．．１０１０１０１０月月月月９９９９日（月日（月日（月日（月））））体育体育体育体育のののの日、日、日、日、１１１１１１１１月月月月３３３３日（金）文化日（金）文化日（金）文化日（金）文化のののの日、日、日、日、１１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日（木）勤労感謝日（木）勤労感謝日（木）勤労感謝日（木）勤労感謝

のののの日、日、日、日、１２１２１２１２月月月月２３２３２３２３日（土）天皇誕生日日（土）天皇誕生日日（土）天皇誕生日日（土）天皇誕生日はははは、、、、通常通常通常通常のののの講義講義講義講義をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。

３３３３．．．．年内年内年内年内のののの講義終了講義終了講義終了講義終了はははは、、、、１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日（月）、年明日（月）、年明日（月）、年明日（月）、年明けのけのけのけの講義再開講義再開講義再開講義再開はははは１１１１月月月月９９９９日（火）日（火）日（火）日（火）ですですですです。。。。

４４４４．．．．秋秋秋秋学期講義終了学期講義終了学期講義終了学期講義終了はははは、、、、１１１１月月月月２０２０２０２０日（日（日（日（土土土土））））ですですですです。。。。



授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室

月　　曜　　日月　　曜　　日月　　曜　　日月　　曜　　日

１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40） ２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20） ３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30） ４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10） ５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）

備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考

英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ ケンプケンプケンプケンプ 1111 2104210421042104 秋秋秋秋 木4　特A木4　特A木4　特A木4　特A 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 上坂上坂上坂上坂 1111 3301330133013301 秋秋秋秋 CECECECE 情報処理B情報処理B情報処理B情報処理B 浅田浅田浅田浅田 1111 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 現ビ以外現ビ以外現ビ以外現ビ以外 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 石崎石崎石崎石崎 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 J1年J1年J1年J1年

ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ<文章表ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ<文章表ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ<文章表ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ<文章表

現>現>現>現>

江本江本江本江本 ①①①① 2404240424042404 秋秋秋秋

英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ

ｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱ

ﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞ

1111 2105210521052105 秋秋秋秋 木4　特B木4　特B木4　特B木4　特B 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 田鹿田鹿田鹿田鹿 1111 3303330333033303 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 池田池田池田池田 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 木2　基礎木2　基礎木2　基礎木2　基礎 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 入江入江入江入江 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 J1年J1年J1年J1年 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岩元岩元岩元岩元 ①①①① 2207220722072207 秋秋秋秋 水2水2水2水2

英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岩元岩元岩元岩元 1111 2207220722072207 秋秋秋秋 木4　普通木4　普通木4　普通木4　普通 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 田尻田尻田尻田尻 1111 3401340134013401 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 木2　基礎木2　基礎木2　基礎木2　基礎 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 藤 藤 藤 藤 勝勝勝勝 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 J1年J1年J1年J1年 英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ) 日髙日髙日髙日髙 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 木5木5木5木5

英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 木4　普通木4　普通木4　普通木4　普通 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 中間中間中間中間 1111 3403340334033403 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岩元岩元岩元岩元 1111 2207220722072207 秋秋秋秋 木2　基礎木2　基礎木2　基礎木2　基礎 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 藤野藤野藤野藤野博博博博 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 J1年J1年J1年J1年 英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 金4金4金4金4

英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 池田池田池田池田 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 木4　普通木4　普通木4　普通木4　普通 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 福島福島福島福島規規規規 1111 3402340234023402 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 木2　基礎木2　基礎木2　基礎木2　基礎 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 松本松本松本松本 1111 ALALALAL 秋秋秋秋 J1年J1年J1年J1年 英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 金4金4金4金4

英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 木4　普通木4　普通木4　普通木4　普通 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 藤野藤野藤野藤野義義義義 1111 3404340434043404 秋秋秋秋 CECECECE 韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 金金金金 1111 2305230523052305 秋秋秋秋 木3木3木3木3 ﾌﾗﾝｽ語Ⅱﾌﾗﾝｽ語Ⅱﾌﾗﾝｽ語Ⅱﾌﾗﾝｽ語Ⅱ 福島福島福島福島勲勲勲勲 ①①①① 2104210421042104 秋秋秋秋 木2木2木2木2 ﾌﾗﾝｽ語Ⅳﾌﾗﾝｽ語Ⅳﾌﾗﾝｽ語Ⅳﾌﾗﾝｽ語Ⅳ 福島福島福島福島勲勲勲勲 2222 2405240524052405 秋秋秋秋 木3木3木3木3

英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話) ウィアウィアウィアウィア 1111 3201320132013201 秋秋秋秋 火4火4火4火4 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 兪兪兪兪 1111 3304330433043304 秋秋秋秋 CECECECE 担保物権法担保物権法担保物権法担保物権法 藤野藤野藤野藤野博博博博 2222 2202220222022202 秋秋秋秋 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 楊楊楊楊 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 水2水2水2水2 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 水3水3水3水3

ｱｼﾞｱ経済論ｱｼﾞｱ経済論ｱｼﾞｱ経済論ｱｼﾞｱ経済論 江本江本江本江本 3333 2204220422042204 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 楊楊楊楊 1111 3302330233023302 秋秋秋秋 CECECECE 法政特殊講義3（公法上級）法政特殊講義3（公法上級）法政特殊講義3（公法上級）法政特殊講義3（公法上級） 神神神神 3333 3204320432043204 秋秋秋秋 韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ 金金金金 1111 2305230523052305 秋秋秋秋 木4木4木4木4 韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 呉呉呉呉 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 水3水3水3水3

比較宗教論比較宗教論比較宗教論比較宗教論 大形大形大形大形 2222 3204320432043204 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 山本山本山本山本雄雄雄雄 1111 3502350235023502 秋秋秋秋 CECECECE 経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ 上坂上坂上坂上坂 2222 3304330433043304 年年年年 日本語Ⅱ日本語Ⅱ日本語Ⅱ日本語Ⅱ 呉呉呉呉 1111 2105210521052105 秋秋秋秋

水2水2水2水2

留学生留学生留学生留学生

地域連携講座<教養特殊講義地域連携講座<教養特殊講義地域連携講座<教養特殊講義地域連携講座<教養特殊講義

4>(実務家講座)4>(実務家講座)4>(実務家講座)4>(実務家講座)

野村野村野村野村政政政政 1111 2202220222022202 秋秋秋秋

図書･図書館史図書･図書館史図書･図書館史図書･図書館史 伊東伊東伊東伊東達達達達 2222 3306330633063306 秋秋秋秋 司書司書司書司書 情報処理A情報処理A情報処理A情報処理A 浅田浅田浅田浅田 1111 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 現ビ以外現ビ以外現ビ以外現ビ以外 経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ 田鹿田鹿田鹿田鹿 2222 3401340134013401 年年年年 英米文学Ⅱ英米文学Ⅱ英米文学Ⅱ英米文学Ⅱ 大園大園大園大園 2222 2202220222022202 秋秋秋秋 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ･実践Cﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ･実践Cﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ･実践Cﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ･実践C 櫻井櫻井櫻井櫻井 3333 PC2PC2PC2PC2 年年年年

J16ｷｬﾘｱJ16ｷｬﾘｱJ16ｷｬﾘｱJ16ｷｬﾘｱ

ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ

英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話) ウィアウィアウィアウィア 1111 3201320132013201 秋秋秋秋 火5火5火5火5 経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ 藤 藤 藤 藤 貴貴貴貴 2222 3403340334033403 年年年年 刑事訴訟法Ⅱ刑事訴訟法Ⅱ刑事訴訟法Ⅱ刑事訴訟法Ⅱ 吉村吉村吉村吉村 2222 2302230223022302 秋秋秋秋 憲法Ⅰ憲法Ⅰ憲法Ⅰ憲法Ⅰ 神神神神 1111 2204220422042204 秋秋秋秋

ﾄﾞｲﾂ語Ⅳﾄﾞｲﾂ語Ⅳﾄﾞｲﾂ語Ⅳﾄﾞｲﾂ語Ⅳ 島浦島浦島浦島浦 2222 2303230323032303 秋秋秋秋 水2水2水2水2 経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ 山口山口山口山口 2222 PC3APC3APC3APC3A 年年年年

日本経済論<日本経済論入門日本経済論<日本経済論入門日本経済論<日本経済論入門日本経済論<日本経済論入門

>>>>

江本江本江本江本 2222 2304230423042304 秋秋秋秋 法職資格講座２法職資格講座２法職資格講座２法職資格講座２ 渡辺渡辺渡辺渡辺楠楠楠楠 2222 2203220322032203 秋秋秋秋

中国語Ⅳ中国語Ⅳ中国語Ⅳ中国語Ⅳ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 2222 2404240424042404 秋秋秋秋 水2水2水2水2 経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ 山本山本山本山本雄雄雄雄 2222 3404340434043404 年年年年 経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ 上坂上坂上坂上坂 3333 3304330433043304 年年年年 税務会計論税務会計論税務会計論税務会計論 岩武岩武岩武岩武 ③③③③ 2304230423042304 秋秋秋秋 4年以上4年以上4年以上4年以上

心理学心理学心理学心理学 石崎石崎石崎石崎 1111 2302230223022302 秋秋秋秋 経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ 進進進進 2222 3502350235023502 年年年年 経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ 藤 藤 藤 藤 貴貴貴貴 3333 3403340334033403 年年年年 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ入門ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ入門ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ入門ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ入門 田尻田尻田尻田尻 ①①①① 3204320432043204 秋秋秋秋 BAｺｰｽBAｺｰｽBAｺｰｽBAｺｰｽ

社会学社会学社会学社会学 入江入江入江入江 1111 2301230123012301 秋秋秋秋 経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ 中間中間中間中間 2222 3302330233023302 年年年年 経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ 桒畑桒畑桒畑桒畑 3333 3401340134013401 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 山口山口山口山口 4444 PC3APC3APC3APC3A 年年年年 EEEE

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 松本松本松本松本 1111 3501350135013501 秋秋秋秋 現ビ現ビ現ビ現ビ 経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ 兪兪兪兪 2222 3301330133013301 年年年年 経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ 山口山口山口山口 3333 PC3APC3APC3APC3A 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 山田山田山田山田信信信信 4444 3302330233023302 年年年年 EEEE

相続法相続法相続法相続法 櫻井櫻井櫻井櫻井 1111 2401240124012401 秋秋秋秋 総合演習Ⅰ総合演習Ⅰ総合演習Ⅰ総合演習Ⅰ 木下木下木下木下 2222 3402340234023402 年年年年 経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ 山田山田山田山田信信信信 3333 PC3BPC3BPC3BPC3B 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 山本山本山本山本雄雄雄雄 4444 3404340434043404 年年年年 EEEE

行政救済法行政救済法行政救済法行政救済法 神神神神 3333 2304230423042304 秋秋秋秋 総合演習Ⅰ総合演習Ⅰ総合演習Ⅰ総合演習Ⅰ 男澤男澤男澤男澤 2222 PC4PC4PC4PC4 年年年年 経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ 山本山本山本山本雄雄雄雄 3333 3404340434043404 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 藤 藤 藤 藤 貴貴貴貴 4444 3403340334033403 年年年年 EEEE

法哲学法哲学法哲学法哲学 城下城下城下城下 3333 3204320432043204 秋秋秋秋 管理会計Ⅱ管理会計Ⅱ管理会計Ⅱ管理会計Ⅱ 田尻田尻田尻田尻 3333 3306330633063306 秋秋秋秋 経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ 中間中間中間中間 3333 3302330233023302 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 4444 3303330333033303 年年年年 MMMM

ﾏｸﾛ経済学<現代ﾏｸﾛ経済学>ﾏｸﾛ経済学<現代ﾏｸﾛ経済学>ﾏｸﾛ経済学<現代ﾏｸﾛ経済学>ﾏｸﾛ経済学<現代ﾏｸﾛ経済学> 山田山田山田山田信信信信 2222 2405240524052405 秋秋秋秋 対人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論対人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論対人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論対人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 福島福島福島福島規規規規 ①①①① 2406240624062406 秋秋秋秋 経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ 兪兪兪兪 3333 3301330133013301 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 進進進進 4444 3402340234023402 年年年年 MMMM

地域環境論地域環境論地域環境論地域環境論 桒畑桒畑桒畑桒畑 2222 3203320332033203 秋秋秋秋 WritingWritingWritingWriting 大園大園大園大園 2222 2307230723072307 秋秋秋秋 水1水1水1水1 総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 3333 3303330333033303 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 中間中間中間中間 4444 PC4PC4PC4PC4 年年年年 MMMM

会計学Ⅳ会計学Ⅳ会計学Ⅳ会計学Ⅳ 進進進進 2222 2105210521052105 秋秋秋秋 総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ 木下木下木下木下 3333 3402340234023402 年年年年 国際社会学国際社会学国際社会学国際社会学 樋口樋口樋口樋口 2222 3306330633063306 秋秋秋秋

国際社会入門Ⅱ国際社会入門Ⅱ国際社会入門Ⅱ国際社会入門Ⅱ 樋口樋口樋口樋口 1111 3306330633063306 秋秋秋秋 CSCSCSCS 総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ総合演習Ⅱ 男澤男澤男澤男澤 3333 PC4PC4PC4PC4 年年年年 情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅱ情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅱ情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅱ情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅱ 南南南南 2222 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 司書司書司書司書

国際関係学入門Ⅱ国際関係学入門Ⅱ国際関係学入門Ⅱ国際関係学入門Ⅱ 加藤加藤加藤加藤 ①①①① 2203220322032203 秋秋秋秋 ｱｼﾞｱ概論ｱｼﾞｱ概論ｱｼﾞｱ概論ｱｼﾞｱ概論

樋口樋口樋口樋口

大形大形大形大形

①①①① 3203320332033203 秋秋秋秋 ｵﾑﾆﾊﾞｽｵﾑﾆﾊﾞｽｵﾑﾆﾊﾞｽｵﾑﾆﾊﾞｽ

Communicative English ⅡCommunicative English ⅡCommunicative English ⅡCommunicative English Ⅱ ケンプケンプケンプケンプ 2222 2104210421042104 秋秋秋秋 木3木3木3木3 Advanced WritingAdvanced WritingAdvanced WritingAdvanced Writing 日髙日髙日髙日髙 3333 3204320432043204 秋秋秋秋

NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ論 藤井藤井藤井藤井 2222 2204220422042204 秋秋秋秋 図書館情報技術論図書館情報技術論図書館情報技術論図書館情報技術論 三浦三浦三浦三浦 2222 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 司書司書司書司書

道徳教育の研究道徳教育の研究道徳教育の研究道徳教育の研究 藤 藤 藤 藤 勝勝勝勝 3333 ALALALAL 秋秋秋秋 教職教職教職教職

ﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠ 1111 3501350135013501 秋秋秋秋

CE・CSCE・CSCE・CSCE・CS

隔週月5隔週月5隔週月5隔週月5

ﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠﾌﾟﾗﾝ＆ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠ 1111 3501350135013501 秋秋秋秋

CE・CSCE・CSCE・CSCE・CS

隔週月4隔週月4隔週月4隔週月4

田鹿、天龍、藤井、藤野田鹿、天龍、藤井、藤野田鹿、天龍、藤井、藤野田鹿、天龍、藤井、藤野義義義義、松井、三輪、松井、三輪、松井、三輪、松井、三輪 田鹿、天龍、藤井、藤野田鹿、天龍、藤井、藤野田鹿、天龍、藤井、藤野田鹿、天龍、藤井、藤野義義義義、松井、三輪、松井、三輪、松井、三輪、松井、三輪

月曜日



授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室

火　　曜　　日火　　曜　　日火　　曜　　日火　　曜　　日

１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40） ２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20） ３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30） ４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10） ５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）

備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考

ﾄﾞｲﾂ語Ⅰﾄﾞｲﾂ語Ⅰﾄﾞｲﾂ語Ⅰﾄﾞｲﾂ語Ⅰ 島浦島浦島浦島浦 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 木2木2木2木2 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 男澤男澤男澤男澤 1111 PC4PC4PC4PC4 秋秋秋秋 CECECECE ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 上野上野上野上野まままま 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 CECECECE 知の技法知の技法知の技法知の技法 時枝時枝時枝時枝 ①①①① 3203320332033203 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 西村西村西村西村 ①①①① 2205220522052205 秋秋秋秋 JJJJ

日本文学日本文学日本文学日本文学 西村西村西村西村 1111 2302230223022302 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 天龍天龍天龍天龍 1111 3502350235023502 秋秋秋秋 CECECECE 情報処理B情報処理B情報処理B情報処理B 正代正代正代正代 1111 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 泉澤泉澤泉澤泉澤 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 木3　基礎木3　基礎木3　基礎木3　基礎 英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話) 福西福西福西福西 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 木5木5木5木5

教養特殊講義3(数学･国語)教養特殊講義3(数学･国語)教養特殊講義3(数学･国語)教養特殊講義3(数学･国語) 田鹿田鹿田鹿田鹿 ①①①① 3203320332033203 秋秋秋秋

公務員公務員公務員公務員

2・3年2・3年2・3年2・3年

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 藤 藤 藤 藤 貴貴貴貴 1111 3302330233023302 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 泉澤泉澤泉澤泉澤 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 木4　普通木4　普通木4　普通木4　普通 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岡山岡山岡山岡山 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 木3　基礎木3　基礎木3　基礎木3　基礎 英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)

ｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱ

ﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞ

1111 2104210421042104 秋秋秋秋 木5木5木5木5

契約法各論契約法各論契約法各論契約法各論 菅尾菅尾菅尾菅尾 3333 2202220222022202 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 三輪三輪三輪三輪 1111 3303330333033303 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岡山岡山岡山岡山 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 木4　普通木4　普通木4　普通木4　普通 英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話) 福西福西福西福西 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 木3木3木3木3 英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話) ウィアウィアウィアウィア 1111 3201320132013201 秋秋秋秋 月2月2月2月2

経済政策論入門経済政策論入門経済政策論入門経済政策論入門 天龍天龍天龍天龍 2222 2401240124012401 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 山本山本山本山本雄雄雄雄 1111 3301330133013301 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 名嶋名嶋名嶋名嶋 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 木4　普通木4　普通木4　普通木4　普通 英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)

ｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱ

ﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞ

1111 3202320232023202 秋秋秋秋 木3木3木3木3 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳ 大形大形大形大形 2222 3405340534053405 秋秋秋秋 木2木2木2木2

財政学財政学財政学財政学 藤 藤 藤 藤 貴貴貴貴 3333 2301230123012301 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 村上村上村上村上 1111 院3院3院3院3 秋秋秋秋 CECECECE 英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ) 池田池田池田池田 1111 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 木5木5木5木5 英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話) ウィアウィアウィアウィア 1111 3201320132013201 秋秋秋秋 月1月1月1月1 民法総則Ⅰ民法総則Ⅰ民法総則Ⅰ民法総則Ⅰ 櫻井櫻井櫻井櫻井 1111 2204220422042204 秋秋秋秋

J1J1J1J1

その他その他その他その他

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化時代と国際関係ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化時代と国際関係ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化時代と国際関係ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化時代と国際関係

加藤加藤加藤加藤

藤井藤井藤井藤井

樋口樋口樋口樋口

3333 3204320432043204 秋秋秋秋 ｵﾑﾆﾊﾞｽｵﾑﾆﾊﾞｽｵﾑﾆﾊﾞｽｵﾑﾆﾊﾞｽ 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 桒畑桒畑桒畑桒畑 1111 院2院2院2院2 秋秋秋秋 CECECECE ﾄﾞｲﾂ語Ⅱﾄﾞｲﾂ語Ⅱﾄﾞｲﾂ語Ⅱﾄﾞｲﾂ語Ⅱ 島浦島浦島浦島浦 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 木5木5木5木5 日本語Ⅳ日本語Ⅳ日本語Ⅳ日本語Ⅳ 上野上野上野上野まままま 2222 2303230323032303 秋秋秋秋

木4木4木4木4

留学生留学生留学生留学生

民法総則Ⅰ民法総則Ⅰ民法総則Ⅰ民法総則Ⅰ 菅尾菅尾菅尾菅尾 1111 2304230423042304 秋秋秋秋 J1J1J1J1

PC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PC

TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>

太田太田太田太田かかかか 1111 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 木5木5木5木5 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 新美新美新美新美 1111 院4院4院4院4 秋秋秋秋 CECECECE 中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 金3金3金3金3 経済学経済学経済学経済学 藤 藤 藤 藤 貴貴貴貴 1111 3204320432043204 秋秋秋秋 刑法総論刑法総論刑法総論刑法総論 鈴木鈴木鈴木鈴木 2222 2405240524052405 秋秋秋秋

ｽﾎﾟｰﾂ社会学ｽﾎﾟｰﾂ社会学ｽﾎﾟｰﾂ社会学ｽﾎﾟｰﾂ社会学 新美新美新美新美 3333 2105210521052105 秋秋秋秋 ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 大形大形大形大形 1111 3402340234023402 秋秋秋秋 CSCSCSCS 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 胡胡胡胡 1111 2305230523052305 秋秋秋秋

金4金4金4金4

現ビ以外現ビ以外現ビ以外現ビ以外

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 松本松本松本松本 1111 3501350135013501 秋秋秋秋 現ビ現ビ現ビ現ビ 企業法Ⅱ企業法Ⅱ企業法Ⅱ企業法Ⅱ 李李李李 3333 3306330633063306 秋秋秋秋

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 正代正代正代正代 1111 3404340434043404 秋秋秋秋 CSCSCSCS ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ 大形大形大形大形 1111 2306230623062306 秋秋秋秋 木5木5木5木5 教養特殊講義8(地域学）教養特殊講義8(地域学）教養特殊講義8(地域学）教養特殊講義8(地域学） 市原市原市原市原 ①①①① 2204220422042204 秋秋秋秋 法政特殊講義5（地域連携）法政特殊講義5（地域連携）法政特殊講義5（地域連携）法政特殊講義5（地域連携） 平田平田平田平田 3333 3202320232023202 秋秋秋秋

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 樋口樋口樋口樋口 1111 3401340134013401 秋秋秋秋 CSCSCSCS ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ

ﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝ

ﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨ

1111 2307230723072307 秋秋秋秋 木3木3木3木3 憲法Ⅱ憲法Ⅱ憲法Ⅱ憲法Ⅱ 林田林田林田林田 1111 2202220222022202 秋秋秋秋 J1J1J1J1 環境経済論環境経済論環境経済論環境経済論 野村野村野村野村政政政政 3333 3204320432043204 秋秋秋秋

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 松井松井松井松井 1111 3403340334033403 秋秋秋秋 CSCSCSCS 日本文学日本文学日本文学日本文学 西村西村西村西村 1111 2302230223022302 秋秋秋秋 北九州学北九州学北九州学北九州学 岩下岩下岩下岩下 1111 2304230423042304 秋秋秋秋 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 村上村上村上村上 3333 3203320332033203 秋秋秋秋

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 山田山田山田山田良良良良 1111 院5院5院5院5 秋秋秋秋 CSCSCSCS 社会学社会学社会学社会学 入江入江入江入江 1111 2401240124012401 秋秋秋秋 ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学 山本山本山本山本雄雄雄雄 1111 2302230223022302 秋秋秋秋 CECECECE 開発経済論開発経済論開発経済論開発経済論 大津大津大津大津 2222 2202220222022202 秋秋秋秋

英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ) 名嶋名嶋名嶋名嶋 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 木3木3木3木3 ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技 田島田島田島田島 1111
体育館体育館体育館体育館 秋秋秋秋 女子女子女子女子

社会保障論入門<社会保障概社会保障論入門<社会保障概社会保障論入門<社会保障概社会保障論入門<社会保障概

論>論>論>論>

田鹿田鹿田鹿田鹿 2222 2301230123012301 秋秋秋秋 ﾋﾞｼﾞﾈｽ中国語ﾋﾞｼﾞﾈｽ中国語ﾋﾞｼﾞﾈｽ中国語ﾋﾞｼﾞﾈｽ中国語 青木青木青木青木 2222 2404240424042404 秋秋秋秋

英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 太田太田太田太田かかかか 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 木2木2木2木2 法律学入門Ⅱ法律学入門Ⅱ法律学入門Ⅱ法律学入門Ⅱ 櫻井櫻井櫻井櫻井 1111 2204220422042204 秋秋秋秋 経済政策論経済政策論経済政策論経済政策論 天龍天龍天龍天龍 3333 3406340634063406 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 大園大園大園大園 4444 3402340234023402 年年年年

英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 福西福西福西福西 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 木2木2木2木2 債権総論債権総論債権総論債権総論 菅尾菅尾菅尾菅尾 2222 2301230123012301 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 青木青木青木青木 3333 3301330133013301 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 太田太田太田太田かかかか 4444 3302330233023302 年年年年

中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 金1金1金1金1 法政特殊講義4（私法上級）法政特殊講義4（私法上級）法政特殊講義4（私法上級）法政特殊講義4（私法上級） 李李李李 3333 2104210421042104 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 大園大園大園大園 3333 3402340234023402 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 加藤加藤加藤加藤 4444 3303330333033303 年年年年

中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ 眞島眞島眞島眞島 1111 2305230523052305 秋秋秋秋

木2木2木2木2

現ビ以外現ビ以外現ビ以外現ビ以外

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活<社会生ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活<社会生ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活<社会生ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活<社会生

活のしくみ>活のしくみ>活のしくみ>活のしくみ>

新垣新垣新垣新垣 2222 2202220222022202 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 日髙日髙日髙日髙 3333 3304330433043304 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 崔崔崔崔 4444 3403340334033403 年年年年

韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 崔崔崔崔 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 木2木2木2木2 地域経済論地域経済論地域経済論地域経済論 三輪三輪三輪三輪 3333 3406340634063406 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 福島福島福島福島規規規規 3333 3404340434043404 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 ケンプケンプケンプケンプ 4444 3304330433043304 年年年年

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ

ﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝ

ﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨ

1111 2307230723072307 秋秋秋秋 木2木2木2木2 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門<経営学入門>ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門<経営学入門>ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門<経営学入門>ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門<経営学入門> 村上村上村上村上 ①①①① 2304230423042304 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 藤井藤井藤井藤井 3333 3502350235023502 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 福島福島福島福島規規規規 4444 3404340434043404 年年年年

法学法学法学法学 鈴木鈴木鈴木鈴木 1111 2405240524052405 秋秋秋秋 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論 藤野藤野藤野藤野義義義義 2222 3203320332033203 秋秋秋秋 BLｺｰｽBLｺｰｽBLｺｰｽBLｺｰｽ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 細木細木細木細木 3333 3302330233023302 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 藤井藤井藤井藤井 4444 3502350235023502 年年年年

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 松本松本松本松本 1111 3501350135013501 秋秋秋秋 現ビ現ビ現ビ現ビ 販売促進論販売促進論販売促進論販売促進論 石井石井石井石井 3333 2105210521052105 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 山田山田山田山田良良良良 3333 3401340134013401 秋秋秋秋 卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究卒業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 山田山田山田山田良良良良 4444 3401340134013401 年年年年

憲法Ⅱ憲法Ⅱ憲法Ⅱ憲法Ⅱ 林田林田林田林田 1111 2202220222022202 秋秋秋秋 J1J1J1J1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 呉呉呉呉 2222 3303330333033303 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究基礎Ⅱ 加藤加藤加藤加藤 ③③③③ 3303330333033303 秋秋秋秋

PC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PC

TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>

細木細木細木細木 1111 PC2PC2PC2PC2 秋秋秋秋 木1木1木1木1

国際経済学<国際経済学入門国際経済学<国際経済学入門国際経済学<国際経済学入門国際経済学<国際経済学入門

>>>>

大津大津大津大津 2222 2301230123012301 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 大園大園大園大園 2222 3402340234023402 秋秋秋秋 倫理学倫理学倫理学倫理学 松井松井松井松井 2222 2203220322032203 秋秋秋秋 教職教職教職教職 ｽﾎﾟｰﾂ方法学ｽﾎﾟｰﾂ方法学ｽﾎﾟｰﾂ方法学ｽﾎﾟｰﾂ方法学 木下木下木下木下 2222 2203220322032203 秋秋秋秋 ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ

国際事情(中国)<国際関係特国際事情(中国)<国際関係特国際事情(中国)<国際関係特国際事情(中国)<国際関係特

殊講義Ⅱ>殊講義Ⅱ>殊講義Ⅱ>殊講義Ⅱ>

青木青木青木青木 ①①①① 2404240424042404 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 太田太田太田太田かかかか 2222 3302330233023302 秋秋秋秋

PC TOEIC TrainingⅢPC TOEIC TrainingⅢPC TOEIC TrainingⅢPC TOEIC TrainingⅢ 細木細木細木細木 2222 PC2PC2PC2PC2 秋秋秋秋 木2木2木2木2 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 崔崔崔崔 2222 3403340334033403 秋秋秋秋

観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ論観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ論観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ論観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ論 福島福島福島福島規規規規 3333 3204320432043204 秋秋秋秋 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 樋口樋口樋口樋口 2222 3401340134013401 秋秋秋秋

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 田島田島田島田島 2222
体育館体育館体育館体育館 秋秋秋秋 ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 日髙日髙日髙日髙 2222 3304330433043304 秋秋秋秋

読書と豊かな人間性読書と豊かな人間性読書と豊かな人間性読書と豊かな人間性 成清成清成清成清 2222 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 教職教職教職教職 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 藤井藤井藤井藤井 2222 3502350235023502 秋秋秋秋

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究入門Ⅱ 福島福島福島福島規規規規 ②②②② 3404340434043404 秋秋秋秋

Speech & DiscussionSpeech & DiscussionSpeech & DiscussionSpeech & Discussion ケンプケンプケンプケンプ 3333 3301330133013301 秋秋秋秋

ｽﾎﾟｰﾂ経営学ｽﾎﾟｰﾂ経営学ｽﾎﾟｰﾂ経営学ｽﾎﾟｰﾂ経営学 木下木下木下木下 3333 3204320432043204 秋秋秋秋 ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ

火曜日



授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室

水　　曜　　日水　　曜　　日水　　曜　　日水　　曜　　日

１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40） ２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20） ３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30） ４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10） ５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）

備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考

韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ 山田山田山田山田良良良良 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 金4金4金4金4 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 松井松井松井松井 1111 3204320432043204 秋秋秋秋 CECECECE ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 青木青木青木青木 1111 2104210421042104 秋秋秋秋

CE・CSCE・CSCE・CSCE・CS

留学生留学生留学生留学生

環境科学環境科学環境科学環境科学 森田森田森田森田 1111 2202220222022202 秋秋秋秋 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 石川石川石川石川 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 CECECECE ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 石川石川石川石川 1111 2204220422042204 秋秋秋秋 CECECECE

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 松本松本松本松本 1111 3501350135013501 秋秋秋秋 J1J1J1J1 英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 3405340534053405 秋秋秋秋 金3金3金3金3 情報処理A情報処理A情報処理A情報処理A 西山西山西山西山 1111 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋

マネジメント入門マネジメント入門マネジメント入門マネジメント入門 藤野藤野藤野藤野義義義義 1111 2301230123012301 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岩元岩元岩元岩元 ①①①① 2207220722072207 秋秋秋秋 月5月5月5月5 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 月5月5月5月5

地域政策論地域政策論地域政策論地域政策論 桒畑桒畑桒畑桒畑 2222 2204220422042204 秋秋秋秋 ﾄﾞｲﾂ語Ⅳﾄﾞｲﾂ語Ⅳﾄﾞｲﾂ語Ⅳﾄﾞｲﾂ語Ⅳ 島浦島浦島浦島浦 2222 2303230323032303 秋秋秋秋 月2月2月2月2 韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 呉呉呉呉 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 月5月5月5月5

企業論入門企業論入門企業論入門企業論入門 中間中間中間中間 ①①①① 2302230223022302 秋秋秋秋 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 青木青木青木青木 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 金3金3金3金3 韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 山田山田山田山田良良良良 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 金3金3金3金3

原価計算Ⅱ原価計算Ⅱ原価計算Ⅱ原価計算Ⅱ 田尻田尻田尻田尻 2222 3306330633063306 秋秋秋秋 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 楊楊楊楊 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 月4月4月4月4 韓国語Ⅳ韓国語Ⅳ韓国語Ⅳ韓国語Ⅳ 崔崔崔崔 2222 2205220522052205 秋秋秋秋 木3木3木3木3

経営戦略論経営戦略論経営戦略論経営戦略論 村上村上村上村上 3333 3406340634063406 秋秋秋秋 中国語Ⅳ中国語Ⅳ中国語Ⅳ中国語Ⅳ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 2222 2404240424042404 秋秋秋秋 月2月2月2月2 経済学経済学経済学経済学 山口山口山口山口 1111 2302230223022302 秋秋秋秋

国際社会入門Ⅱ国際社会入門Ⅱ国際社会入門Ⅱ国際社会入門Ⅱ 樋口樋口樋口樋口 1111 3204320432043204 秋秋秋秋 CSCSCSCS 日本語Ⅱ日本語Ⅱ日本語Ⅱ日本語Ⅱ 呉呉呉呉 1111 2105210521052105 秋秋秋秋

月4月4月4月4

留学生留学生留学生留学生

地理学地理学地理学地理学 桒畑桒畑桒畑桒畑 2222 3203320332033203 秋秋秋秋

WritingWritingWritingWriting 大園大園大園大園 2222 2307230723072307 秋秋秋秋 月3月3月3月3 ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技 新美新美新美新美 1111
体育館体育館体育館体育館 秋秋秋秋 男子男子男子男子 政治学政治学政治学政治学 宗像宗像宗像宗像 ①①①① 2304230423042304 秋秋秋秋

観光韓国語観光韓国語観光韓国語観光韓国語 崔崔崔崔 2222 2105210521052105 秋秋秋秋 国際政治学Ⅱ〈国際政治学〉国際政治学Ⅱ〈国際政治学〉国際政治学Ⅱ〈国際政治学〉国際政治学Ⅱ〈国際政治学〉 宗像宗像宗像宗像 3333 2204220422042204 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践 松本松本松本松本 3333 3501350135013501 秋秋秋秋

ｽﾎﾟｰﾂ心理学ｽﾎﾟｰﾂ心理学ｽﾎﾟｰﾂ心理学ｽﾎﾟｰﾂ心理学 兄井兄井兄井兄井 3333 3404340434043404 秋秋秋秋

ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ

3403340334033403

経済学特殊講義2〈経営学特経済学特殊講義2〈経営学特経済学特殊講義2〈経営学特経済学特殊講義2〈経営学特

殊講義2〉(日経新聞を読む)殊講義2〉(日経新聞を読む)殊講義2〉(日経新聞を読む)殊講義2〉(日経新聞を読む)

江本江本江本江本 ①①①① 2304230423042304 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践

教務委教務委教務委教務委

員会員会員会員会

3333 3306330633063306 秋秋秋秋

公務員塾公務員塾公務員塾公務員塾

3年3年3年3年

学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論 内田内田内田内田 2222 2205220522052205 秋秋秋秋 教職教職教職教職

人的資源管理論入門<労務管人的資源管理論入門<労務管人的資源管理論入門<労務管人的資源管理論入門<労務管

理論入門>理論入門>理論入門>理論入門>

兪兪兪兪 2222 2405240524052405 秋秋秋秋 マネジメント入門マネジメント入門マネジメント入門マネジメント入門 藤野藤野藤野藤野義義義義 1111 2301230123012301 秋秋秋秋 CECECECE

教職実践演習（中・高）教職実践演習（中・高）教職実践演習（中・高）教職実践演習（中・高）

藤 藤 藤 藤 勝,勝,勝,勝,

楊楊楊楊

4444 ALALALAL 秋秋秋秋

教職教職教職教職

石崎，木石崎，木石崎，木石崎，木

村，太田村，太田村，太田村，太田

English for Hospitality &English for Hospitality &English for Hospitality &English for Hospitality &

TourismTourismTourismTourism

細木細木細木細木 2222 3306330633063306 秋秋秋秋 財政学入門財政学入門財政学入門財政学入門 藤 藤 藤 藤 貴貴貴貴 2222 2202220222022202 秋秋秋秋

体育指導演習体育指導演習体育指導演習体育指導演習 兄井兄井兄井兄井 3333 3404340434043404 秋秋秋秋

ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ

3403340334033403

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論入門ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論入門ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論入門ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論入門 村上村上村上村上 ①①①① 2406240624062406 秋秋秋秋 BLｺｰｽBLｺｰｽBLｺｰｽBLｺｰｽ

英語科教育法Ⅳ英語科教育法Ⅳ英語科教育法Ⅳ英語科教育法Ⅳ 太田太田太田太田かかかか 3333 2305230523052305 秋秋秋秋

教職2306教職2306教職2306教職2306

2307230723072307

都市経営論<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅱ>都市経営論<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅱ>都市経営論<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅱ>都市経営論<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅱ> 荒田荒田荒田荒田 2222 3202320232023202 秋秋秋秋

教育原理教育原理教育原理教育原理 藤 藤 藤 藤 勝勝勝勝 2222 3202320232023202 秋秋秋秋 教職教職教職教職

財務管理論入門<経営財務論財務管理論入門<経営財務論財務管理論入門<経営財務論財務管理論入門<経営財務論

入門>入門>入門>入門>

田尻田尻田尻田尻 2222 3204320432043204 秋秋秋秋

夢カフェ夢カフェ夢カフェ夢カフェ 樋口樋口樋口樋口 ①①①① 3404340434043404 秋秋秋秋 隔週隔週隔週隔週

ｺｰｽ入門（英語）ｺｰｽ入門（英語）ｺｰｽ入門（英語）ｺｰｽ入門（英語） 大園大園大園大園 ①①①① 2404240424042404 秋秋秋秋

英語の発音とﾘｽﾞﾑ英語の発音とﾘｽﾞﾑ英語の発音とﾘｽﾞﾑ英語の発音とﾘｽﾞﾑ 太田太田太田太田かかかか 2222 2305230523052305 秋秋秋秋

ﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽ 新美新美新美新美 2222
ﾃﾆｽｺｰﾄﾃﾆｽｺｰﾄﾃﾆｽｺｰﾄﾃﾆｽｺｰﾄ 秋秋秋秋 ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ

教職概論教職概論教職概論教職概論 楊楊楊楊 1111 3405340534053405 秋秋秋秋 教職教職教職教職

水曜日



授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室

木　　曜　　日木　　曜　　日木　　曜　　日木　　曜　　日

１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40） ２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20） ３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30） ４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10） ５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）

備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考

数学数学数学数学 正代正代正代正代 1111 2302230223022302 秋秋秋秋 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 池田池田池田池田 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 月3　基礎月3　基礎月3　基礎月3　基礎 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 上野上野上野上野まままま 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ ケンプケンプケンプケンプ 1111 2104210421042104 秋秋秋秋 月1　特A月1　特A月1　特A月1　特A 英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ) 日髙日髙日髙日髙 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 月5月5月5月5

ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技ｽﾎﾟｰﾂ実技 木下木下木下木下 1111 体育館体育館体育館体育館 秋秋秋秋 男子男子男子男子 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 月3　基礎月3　基礎月3　基礎月3　基礎 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 西山西山西山西山 1111 3201320132013201 秋秋秋秋 CECECECE 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ

ｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱ

ﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞ

1111 2105210521052105 秋秋秋秋 月1　特B月1　特B月1　特B月1　特B 英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ) 池田池田池田池田 1111 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 火3火3火3火3

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門 姜姜姜姜 1111 2202220222022202 秋秋秋秋 ﾘﾚｰ講義ﾘﾚｰ講義ﾘﾚｰ講義ﾘﾚｰ講義 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岩元岩元岩元岩元 1111 2207220722072207 秋秋秋秋 月3　基礎月3　基礎月3　基礎月3　基礎 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 泉澤泉澤泉澤泉澤 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 火4　基礎火4　基礎火4　基礎火4　基礎 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 泉澤泉澤泉澤泉澤 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 火3　普通火3　普通火3　普通火3　普通 英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話) 福西福西福西福西 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 火5火5火5火5

経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ<経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐ経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ<経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐ経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ<経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐ経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ<経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐ

ﾝｸﾞⅡ>ﾝｸﾞⅡ>ﾝｸﾞⅡ>ﾝｸﾞⅡ>

浅田浅田浅田浅田 2222 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 月3　基礎月3　基礎月3　基礎月3　基礎 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岡山岡山岡山岡山 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 火4　基礎火4　基礎火4　基礎火4　基礎 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岩元岩元岩元岩元 1111 2207220722072207 秋秋秋秋 月1　普通月1　普通月1　普通月1　普通 英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)英語(日常英会話)

ｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱ

ﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞ

1111 2104210421042104 秋秋秋秋 火5火5火5火5

PC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PC

TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>

細木細木細木細木 1111 PC2PC2PC2PC2 秋秋秋秋 火5火5火5火5 英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 太田太田太田太田かかかか 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 火2火2火2火2 英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ)英語(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ) 名嶋名嶋名嶋名嶋 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 火2火2火2火2 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 岡山岡山岡山岡山 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 火3　普通火3　普通火3　普通火3　普通 ﾄﾞｲﾂ語Ⅱﾄﾞｲﾂ語Ⅱﾄﾞｲﾂ語Ⅱﾄﾞｲﾂ語Ⅱ 島浦島浦島浦島浦 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 火3火3火3火3

情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅰ情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅰ情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅰ情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅰ 高橋高橋高橋高橋昇昇昇昇 2222 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 司書司書司書司書 英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 福西福西福西福西 1111 2406240624062406 秋秋秋秋 火2火2火2火2 英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話) 福西福西福西福西 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 火4火4火4火4 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 月1　普通月1　普通月1　普通月1　普通 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ 大形大形大形大形 1111 2306230623062306 秋秋秋秋 火3火3火3火3

ﾌﾗﾝｽ語Ⅱﾌﾗﾝｽ語Ⅱﾌﾗﾝｽ語Ⅱﾌﾗﾝｽ語Ⅱ 福島福島福島福島勲勲勲勲 ①①①① 2104210421042104 秋秋秋秋 月4月4月4月4 英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)英語(ﾋﾞｼﾞﾈｽ英会話)

ｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱｳｨﾘｱ

ﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞﾑｽﾞ

1111 3202320232023202 秋秋秋秋 火4火4火4火4 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 池田池田池田池田 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 月1　普通月1　普通月1　普通月1　普通 心理学心理学心理学心理学 石崎石崎石崎石崎 1111 3501350135013501 秋秋秋秋

ﾄﾞｲﾂ語Ⅰﾄﾞｲﾂ語Ⅰﾄﾞｲﾂ語Ⅰﾄﾞｲﾂ語Ⅰ 島浦島浦島浦島浦 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 火1火1火1火1 ﾌﾗﾝｽ語Ⅳﾌﾗﾝｽ語Ⅳﾌﾗﾝｽ語Ⅳﾌﾗﾝｽ語Ⅳ 福島福島福島福島勲勲勲勲 2222 2405240524052405 秋秋秋秋 月5月5月5月5 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 名嶋名嶋名嶋名嶋 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 火3　普通火3　普通火3　普通火3　普通 外国史外国史外国史外国史 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 1111 2302230223022302 秋秋秋秋

中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ 眞島眞島眞島眞島 1111 2305230523052305 秋秋秋秋

火2火2火2火2

現ビ以外現ビ以外現ビ以外現ビ以外

韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 金金金金 1111 2305230523052305 秋秋秋秋 月3月3月3月3 英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ英語Ⅱ 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 月1　普通月1　普通月1　普通月1　普通 労働法Ⅱ（雇用関係法）労働法Ⅱ（雇用関係法）労働法Ⅱ（雇用関係法）労働法Ⅱ（雇用関係法） 久野久野久野久野 3333 3203320332033203 秋秋秋秋

韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 崔崔崔崔 1111 2105210521052105 秋秋秋秋 火2火2火2火2 韓国語Ⅳ韓国語Ⅳ韓国語Ⅳ韓国語Ⅳ 崔崔崔崔 2222 2205220522052205 秋秋秋秋 水3水3水3水3 韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ 金金金金 1111 2305230523052305 秋秋秋秋 月4月4月4月4 不動産規制法Ⅱ不動産規制法Ⅱ不動産規制法Ⅱ不動産規制法Ⅱ 田中田中田中田中 ②②②② 2103210321032103 秋秋秋秋

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ

ﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝ

ﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨ

1111 2307230723072307 秋秋秋秋 火2火2火2火2 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ

ﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝﾍﾙﾐﾝ

ﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨﾀﾞﾜﾃｨ

1111 2307230723072307 秋秋秋秋 火3火3火3火3 日本語Ⅳ日本語Ⅳ日本語Ⅳ日本語Ⅳ 上野上野上野上野まままま 2222 2303230323032303 秋秋秋秋

火4火4火4火4

留学生留学生留学生留学生

ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡ 木村木村木村木村 2222 3304330433043304 年年年年 隔週　2年隔週　2年隔週　2年隔週　2年

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅳ 大形大形大形大形 2222 3405340534053405 秋秋秋秋 火5火5火5火5 人権論人権論人権論人権論 木村木村木村木村 2222 2204220422042204 秋秋秋秋 法職･資格講座3法職･資格講座3法職･資格講座3法職･資格講座3 田中田中田中田中 ①①①① 2103210321032103 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡ 菅尾菅尾菅尾菅尾 2222 3403340334033403 年年年年 隔週　2年隔週　2年隔週　2年隔週　2年

心理学心理学心理学心理学 石崎石崎石崎石崎 1111 3501350135013501 秋秋秋秋 法律学入門Ⅰ法律学入門Ⅰ法律学入門Ⅰ法律学入門Ⅰ 吉村吉村吉村吉村 ①①①① 2304230423042304 秋秋秋秋 法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 木村木村木村木村 2222 3304330433043304 年年年年 2年2年2年2年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡ 鈴木鈴木鈴木鈴木 2222 院4院4院4院4 年年年年 隔週　2年隔週　2年隔週　2年隔週　2年

健康科学健康科学健康科学健康科学 木下木下木下木下 1111 2301230123012301 秋秋秋秋 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ各論Ⅱﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ各論Ⅱﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ各論Ⅱﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ各論Ⅱ 姜姜姜姜 3333 3203320332033203 秋秋秋秋 法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 菅尾菅尾菅尾菅尾 2222 3403340334033403 年年年年 2年2年2年2年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡ 林田林田林田林田 2222 3303330333033303 年年年年 隔週　2年隔週　2年隔週　2年隔週　2年

外国史Ⅱ外国史Ⅱ外国史Ⅱ外国史Ⅱ 高津高津高津高津 ①①①① 2204220422042204 秋秋秋秋 ビジネスデータ分析ビジネスデータ分析ビジネスデータ分析ビジネスデータ分析 山口山口山口山口 3333 PC2PC2PC2PC2 秋秋秋秋

企業人ｺｰ企業人ｺｰ企業人ｺｰ企業人ｺｰ

ｽｽｽｽ

法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 鈴木鈴木鈴木鈴木 2222 院4院4院4院4 年年年年 2年2年2年2年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡ 藤野藤野藤野藤野博博博博 2222 3404340434043404 年年年年 隔週　2年隔週　2年隔週　2年隔週　2年

法政特殊講義2（私法補論）法政特殊講義2（私法補論）法政特殊講義2（私法補論）法政特殊講義2（私法補論） 田中田中田中田中 2222 2405240524052405 秋秋秋秋 経済学史経済学史経済学史経済学史 川脇川脇川脇川脇 ③③③③ 2302230223022302 秋秋秋秋 4年以上4年以上4年以上4年以上 法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 林田林田林田林田 2222 3303330333033303 年年年年 2年2年2年2年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡ 吉村吉村吉村吉村 2222 3302330233023302 年年年年 隔週　2年隔週　2年隔週　2年隔週　2年

外国法外国法外国法外国法 木村木村木村木村 3333 3406340634063406 秋秋秋秋

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのしくみ<ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ概ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのしくみ<ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ概ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのしくみ<ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ概ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのしくみ<ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ概

論Ⅱ>論Ⅱ>論Ⅱ>論Ⅱ>

浅田浅田浅田浅田 2222 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 藤野藤野藤野藤野博博博博 2222 3404340434043404 年年年年 2年2年2年2年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅡ 李李李李 2222 3502350235023502 年年年年 隔週　2年隔週　2年隔週　2年隔週　2年

国際金融論入門〈国際金融国際金融論入門〈国際金融国際金融論入門〈国際金融国際金融論入門〈国際金融

論〉論〉論〉論〉

上坂上坂上坂上坂 2222 2302230223022302 秋秋秋秋 流通総論流通総論流通総論流通総論 男澤男澤男澤男澤 3333 3406340634063406 秋秋秋秋 法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 吉村吉村吉村吉村 2222 3302330233023302 年年年年 2年2年2年2年 行政学Ⅱ行政学Ⅱ行政学Ⅱ行政学Ⅱ 鄭鄭鄭鄭 3333 3204320432043204 秋秋秋秋

日本経済史<近代日本経済史日本経済史<近代日本経済史日本経済史<近代日本経済史日本経済史<近代日本経済史

>>>>

宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 3333 2202220222022202 秋秋秋秋 経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ 三輪三輪三輪三輪 2222 3303330333033303 年年年年 春月3春月3春月3春月3 法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 李李李李 2222 3502350235023502 年年年年 2年2年2年2年 統計学入門<経済統計入門>統計学入門<経済統計入門>統計学入門<経済統計入門>統計学入門<経済統計入門> 山口山口山口山口 2222 2301230123012301 秋秋秋秋

企業論企業論企業論企業論 中間中間中間中間 3333 3204320432043204 秋秋秋秋 経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ経済演習Ⅰ 天龍天龍天龍天龍 2222 3405340534053405 年年年年 春月3春月3春月3春月3 法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ法律学基礎ｾﾐﾅｰ 櫻井櫻井櫻井櫻井 ②②②② 3402340234023402 年年年年 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 三輪三輪三輪三輪 4444 3401340134013401 年年年年 EEEE

PC TOEIC TrainingⅢPC TOEIC TrainingⅢPC TOEIC TrainingⅢPC TOEIC TrainingⅢ 細木細木細木細木 2222 PC2PC2PC2PC2 秋秋秋秋 火2火2火2火2 経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ 藤野藤野藤野藤野義義義義 2222 3301330133013301 年年年年 ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門>ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門>ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門>ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門> 畔津畔津畔津畔津 ①①①① 2302230223022302 秋秋秋秋

CE1年以CE1年以CE1年以CE1年以

外外外外

卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 天龍天龍天龍天龍 4444 3405340534053405 年年年年 E春月5E春月5E春月5E春月5

特別活動の研究特別活動の研究特別活動の研究特別活動の研究 楊楊楊楊 2222 3404340434043404 秋秋秋秋

教職教職教職教職

3403340334033403

経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ経営演習Ⅰ 村上村上村上村上 2222 院5院5院5院5 年年年年 簿記論<会計学Ⅱ>簿記論<会計学Ⅱ>簿記論<会計学Ⅱ>簿記論<会計学Ⅱ> 進進進進 ①①①① 3306330633063306 秋秋秋秋 2年以上2年以上2年以上2年以上 卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 藤野藤野藤野藤野義義義義 4444 3301330133013301 年年年年 M春月5M春月5M春月5M春月5

図書館総合演習図書館総合演習図書館総合演習図書館総合演習 高橋高橋高橋高橋昇昇昇昇 2222 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 司書司書司書司書 Communicative English ⅡCommunicative English ⅡCommunicative English ⅡCommunicative English Ⅱ ケンプケンプケンプケンプ 2222 2104210421042104 秋秋秋秋 月2月2月2月2

人的資源管理論<労務管理論人的資源管理論<労務管理論人的資源管理論<労務管理論人的資源管理論<労務管理論

>>>>

兪兪兪兪 3333 3406340634063406 秋秋秋秋

ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅰﾌﾛﾝﾃｨｱ特講<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅰﾌﾛﾝﾃｨｱ特講<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅰﾌﾛﾝﾃｨｱ特講<ﾌﾛﾝﾃｨｱ特講Ⅰ

>>>>

西山西山西山西山 3333 3201320132013201 秋秋秋秋

経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ経済演習Ⅱ 天龍天龍天龍天龍 3333 3405340534053405 年年年年 春月4春月4春月4春月4 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論入門ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論入門ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論入門ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論入門 村上村上村上村上 1111 2405240524052405 秋秋秋秋

経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ 村上村上村上村上 3333 院5院5院5院5 年年年年 ﾋﾞｼﾞﾈｽと簿記ﾋﾞｼﾞﾈｽと簿記ﾋﾞｼﾞﾈｽと簿記ﾋﾞｼﾞﾈｽと簿記 田尻田尻田尻田尻 1111 2304230423042304 秋秋秋秋 CE・CS1年CE・CS1年CE・CS1年CE・CS1年

経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ 藤野藤野藤野藤野義義義義 3333 3301330133013301 年年年年

PC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PCPC English Training Ⅱ<PC

TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>TOEIC Training Ⅰ>

太田太田太田太田かかかか 1111 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 火1火1火1火1

経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ経営演習Ⅱ 田尻田尻田尻田尻 3333 ALALALAL 年年年年 観光調査法観光調査法観光調査法観光調査法 崔崔崔崔 2222 2203220322032203 秋秋秋秋

英文法論英文法論英文法論英文法論 日髙日髙日髙日髙 2222 3204320432043204 秋秋秋秋 法学概論法学概論法学概論法学概論 櫻井櫻井櫻井櫻井 1111 2204220422042204 秋秋秋秋 教職教職教職教職

外国史外国史外国史外国史 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 2222 2204220422042204 秋秋秋秋 教職教職教職教職 英語科教育法Ⅱ英語科教育法Ⅱ英語科教育法Ⅱ英語科教育法Ⅱ 細木細木細木細木 3333 2406240624062406 秋秋秋秋

教職2407教職2407教職2407教職2407

2408240824082408

職業指導職業指導職業指導職業指導 中里中里中里中里 3333 2206220622062206 秋秋秋秋 教職教職教職教職

木曜日



授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考

金　　曜　　日金　　曜　　日金　　曜　　日金　　曜　　日

１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40） ２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20） ３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30） ４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10） ５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 石崎石崎石崎石崎 1111 3304330433043304 秋秋秋秋 JJJJ 情報処理B情報処理B情報処理B情報処理B 正代正代正代正代 1111 PC2PC2PC2PC2 秋秋秋秋 入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 山田山田山田山田信信信信 ①①①① 3502350235023502 秋秋秋秋 EMEMEMEM 英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 月5月5月5月5 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 西村西村西村西村 1111 2404240424042404 秋秋秋秋 CECECECE

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 入江入江入江入江 1111 3402340234023402 秋秋秋秋 JJJJ 教養基礎B教養基礎B教養基礎B教養基礎B 浅田浅田浅田浅田 ①①①① 2303230323032303 秋秋秋秋 情報処理B情報処理B情報処理B情報処理B 正代正代正代正代 1111 PC2PC2PC2PC2 秋秋秋秋 英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)英語(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ) 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 月5月5月5月5 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 正代正代正代正代 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 CSCSCSCS

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 3302330233023302 秋秋秋秋 JJJJ

教養特殊講義7（ｱｼﾞｱ共同体教養特殊講義7（ｱｼﾞｱ共同体教養特殊講義7（ｱｼﾞｱ共同体教養特殊講義7（ｱｼﾞｱ共同体

論）論）論）論）

木村木村木村木村 ①①①① 2302230223022302 秋秋秋秋 英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ 伊東伊東伊東伊東美美美美 1111 3405340534053405 秋秋秋秋 水2水2水2水2 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 胡胡胡胡 1111 2305230523052305 秋秋秋秋

火3火3火3火3

現ビ以外現ビ以外現ビ以外現ビ以外

ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 松井松井松井松井 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 CSCSCSCS

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 藤 藤 藤 藤 勝勝勝勝 1111 3401340134013401 秋秋秋秋 JJJJ 民事訴訟法Ⅱ民事訴訟法Ⅱ民事訴訟法Ⅱ民事訴訟法Ⅱ 久保久保久保久保 2222 2204220422042204 秋秋秋秋 中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 1111 3202320232023202 秋秋秋秋 火3火3火3火3 韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ韓国語Ⅰ 山田山田山田山田良良良良 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 水1水1水1水1 健康科学健康科学健康科学健康科学 新美新美新美新美 1111 2202220222022202 秋秋秋秋

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 林田林田林田林田 1111 3403340334033403 秋秋秋秋 JJJJ 法職資格講座7(登記法書式)法職資格講座7(登記法書式)法職資格講座7(登記法書式)法職資格講座7(登記法書式) 三代三代三代三代 3333 2304230423042304 秋秋秋秋 中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ中国語Ⅱ 青木青木青木青木 1111 2205220522052205 秋秋秋秋 水2水2水2水2 社会学社会学社会学社会学 入江入江入江入江 1111 2301230123012301 秋秋秋秋 専門演習B専門演習B専門演習B専門演習B 姜姜姜姜 4444 3302330233023302 年年年年

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 藤野藤野藤野藤野博博博博 1111 3404340434043404 秋秋秋秋 JJJJ ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 石崎石崎石崎石崎 1111 3304330433043304 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ韓国語Ⅱ 山田山田山田山田良良良良 1111 2203220322032203 秋秋秋秋 水3水3水3水3

教養特殊講義2(国語)<ｱｶﾃﾞ教養特殊講義2(国語)<ｱｶﾃﾞ教養特殊講義2(国語)<ｱｶﾃﾞ教養特殊講義2(国語)<ｱｶﾃﾞ

ﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ>ﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ>ﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ>ﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ>

松井松井松井松井 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 公務員1年公務員1年公務員1年公務員1年 専門演習B専門演習B専門演習B専門演習B 神神神神 4444 3301330133013301 年年年年

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 松本松本松本松本 1111 3301330133013301 秋秋秋秋 JJJJ ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 入江入江入江入江 1111 3402340234023402 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 日本文学日本文学日本文学日本文学 西村西村西村西村 1111 2302230223022302 秋秋秋秋 惑星科学惑星科学惑星科学惑星科学 浅田浅田浅田浅田 ①①①① ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 専門演習B専門演習B専門演習B専門演習B 鈴木鈴木鈴木鈴木 4444 3305330533053305 年年年年

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 李李李李 1111 3303330333033303 秋秋秋秋 JJJJ ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 國﨑國﨑國﨑國﨑 1111 3302330233023302 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 経済学経済学経済学経済学 西山西山西山西山 1111 3204320432043204 秋秋秋秋 現ビ以外現ビ以外現ビ以外現ビ以外 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 姜姜姜姜 3333 3302330233023302 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年 専門演習B専門演習B専門演習B専門演習B 平田平田平田平田 4444 PC4PC4PC4PC4 年年年年

入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ入門ｾﾐﾅｰⅡ 吉村吉村吉村吉村 1111 3502350235023502 秋秋秋秋 JJJJ ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 藤 藤 藤 藤 勝勝勝勝 1111 3401340134013401 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 日本経済日本経済日本経済日本経済 江本江本江本江本 1111 3203320332033203 秋秋秋秋 留学生留学生留学生留学生 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 木村木村木村木村 3333 3404340434043404 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年

日本経済のしくみ<日本経済日本経済のしくみ<日本経済日本経済のしくみ<日本経済日本経済のしくみ<日本経済

論>論>論>論>

江本江本江本江本 ①①①① 2204220422042204 秋秋秋秋

中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ中国語Ⅰ 橋本橋本橋本橋本愛愛愛愛 1111 2303230323032303 秋秋秋秋 火2火2火2火2 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 林田林田林田林田 1111 3403340334033403 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 科学史科学史科学史科学史 松井松井松井松井 2222 2304230423042304 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 権田権田権田権田 3333 3304330433043304 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年

経済史入門<日本経済史入門経済史入門<日本経済史入門経済史入門<日本経済史入門経済史入門<日本経済史入門

>>>>

山本山本山本山本達達達達 ①①①① 2304230423042304 秋秋秋秋

民事訴訟法Ⅰ民事訴訟法Ⅰ民事訴訟法Ⅰ民事訴訟法Ⅰ 久保久保久保久保 2222 2202220222022202 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 藤野藤野藤野藤野博博博博 1111 3404340434043404 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 姜姜姜姜 3333 3302330233023302 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 神神神神 3333 3301330133013301 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年 経済数学入門経済数学入門経済数学入門経済数学入門 山田山田山田山田信信信信 2222 3306330633063306 秋秋秋秋

税法各論税法各論税法各論税法各論 権田権田権田権田 3333 2301230123012301 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 松本松本松本松本 1111 3301330133013301 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 木村木村木村木村 3333 3404340434043404 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 菅尾菅尾菅尾菅尾 3333 3401340134013401 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年

経営管理論<経営管理論入門経営管理論<経営管理論入門経営管理論<経営管理論入門経営管理論<経営管理論入門

>>>>

小江小江小江小江 3333 3204320432043204 秋秋秋秋

国際経済学国際経済学国際経済学国際経済学 大津大津大津大津 3333 2302230223022302 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 李李李李 1111 3303330333033303 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 権田権田権田権田 3333 3304330433043304 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 鈴木鈴木鈴木鈴木 3333 3305330533053305 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年 国際ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論国際ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論国際ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論国際ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 青木青木青木青木 2222 2405240524052405 秋秋秋秋 RRRR

簿記論簿記論簿記論簿記論 田尻田尻田尻田尻 1111 3306330633063306 秋秋秋秋 CECECECE ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅠ 吉村吉村吉村吉村 1111 3502350235023502 年年年年 隔週 1年隔週 1年隔週 1年隔週 1年 専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 神神神神 3333 3301330133013301 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 平田平田平田平田 3333 3303330333033303 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年 社会科･公民科教育法Ⅱ社会科･公民科教育法Ⅱ社会科･公民科教育法Ⅱ社会科･公民科教育法Ⅱ 藤 藤 藤 藤 勝勝勝勝 3333 2205220522052205 秋秋秋秋

教職2206教職2206教職2206教職2206

2207220722072207

経営史<経営史概説>経営史<経営史概説>経営史<経営史概説>経営史<経営史概説> 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 2222 2401240124012401 秋秋秋秋 ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学 山本山本山本山本雄雄雄雄 1111 2202220222022202 秋秋秋秋 CECECECE 専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 菅尾菅尾菅尾菅尾 3333 3401340134013401 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅢ 渡辺渡辺渡辺渡辺守守守守 3333 3403340334033403 年年年年 隔週　3年隔週　3年隔週　3年隔週　3年 青年心理学青年心理学青年心理学青年心理学 石崎石崎石崎石崎 2222 3203320332033203 秋秋秋秋 教職教職教職教職

NGO論NGO論NGO論NGO論 藤井藤井藤井藤井 2222 2204220422042204 秋秋秋秋 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済と生活 野村野村野村野村政政政政 1111 2405240524052405 秋秋秋秋 専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 鈴木鈴木鈴木鈴木 3333 3305330533053305 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 姜姜姜姜 4444 3302330233023302 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

学習指導と学校図書館学習指導と学校図書館学習指導と学校図書館学習指導と学校図書館 河内河内河内河内 2222 ﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁﾏﾙﾁ 秋秋秋秋 教職教職教職教職 ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門>ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門>ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門>ﾐｸﾛ経済学<ﾐｸﾛ経済学入門> 今今今今 ①①①① 2203220322032203 秋秋秋秋

CE1年以CE1年以CE1年以CE1年以

外外外外

専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 平田平田平田平田 3333 3303330333033303 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 木村木村木村木村 4444 3404340434043404 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

地誌学Ⅱ地誌学Ⅱ地誌学Ⅱ地誌学Ⅱ 篠倉篠倉篠倉篠倉 2222 3202320232023202 秋秋秋秋 教職教職教職教職

経済学特殊講義3<経営学特経済学特殊講義3<経営学特経済学特殊講義3<経営学特経済学特殊講義3<経営学特

殊講義3>(経済数学)殊講義3>(経済数学)殊講義3>(経済数学)殊講義3>(経済数学)

山田山田山田山田信信信信 ①①①① 3203320332033203 秋秋秋秋 専門演習A専門演習A専門演習A専門演習A 渡辺渡辺渡辺渡辺守守守守 3333 3403340334033403 年年年年 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 権田権田権田権田 4444 3304330433043304 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

金融機関論金融機関論金融機関論金融機関論 西山西山西山西山 3333 3201320132013201 秋秋秋秋 ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学 今今今今 2222 2204220422042204 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 神神神神 4444 3301330133013301 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 清松清松清松清松 ①①①① ALALALAL 秋秋秋秋 貿易論貿易論貿易論貿易論 大津大津大津大津 2222 2202220222022202 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 鈴木鈴木鈴木鈴木 4444 3305330533053305 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

PCﾋﾞｼﾞﾈｽ韓国語演習PCﾋﾞｼﾞﾈｽ韓国語演習PCﾋﾞｼﾞﾈｽ韓国語演習PCﾋﾞｼﾞﾈｽ韓国語演習 森脇森脇森脇森脇 3333 PC3PC3PC3PC3 秋秋秋秋 国際金融論国際金融論国際金融論国際金融論 上坂上坂上坂上坂 3333 2405240524052405 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 林田林田林田林田 4444 3402340234023402 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ実技ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ実技ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ実技ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ実技 新美新美新美新美 3333
体育館体育館体育館体育館 秋秋秋秋 ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ 財務会計特論Ⅱ財務会計特論Ⅱ財務会計特論Ⅱ財務会計特論Ⅱ 進進進進 3333 3306330633063306 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 平田平田平田平田 4444 3303330333033303 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

社会科･地歴科教育法Ⅱ(地社会科･地歴科教育法Ⅱ(地社会科･地歴科教育法Ⅱ(地社会科･地歴科教育法Ⅱ(地

理)理)理)理)

篠倉篠倉篠倉篠倉 3333 2305230523052305 秋秋秋秋

教職2306教職2306教職2306教職2306

2307230723072307

基礎ｾﾐﾅｰⅡ基礎ｾﾐﾅｰⅡ基礎ｾﾐﾅｰⅡ基礎ｾﾐﾅｰⅡ 加藤加藤加藤加藤 ①①①① 3402340234023402 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 藤野藤野藤野藤野博博博博 4444 3502350235023502 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

情報資源組織演習Ⅰ情報資源組織演習Ⅰ情報資源組織演習Ⅰ情報資源組織演習Ⅰ 野村野村野村野村知知知知 2222 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 司書司書司書司書 NGO実践論NGO実践論NGO実践論NGO実践論 藤井藤井藤井藤井 3333 ALALALAL 秋秋秋秋 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 吉村吉村吉村吉村 4444 院4院4院4院4 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

情報資源組織演習Ⅱ情報資源組織演習Ⅱ情報資源組織演習Ⅱ情報資源組織演習Ⅱ 野村野村野村野村知知知知 2222 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 司書司書司書司書 ｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣｷｬﾘｱ･ﾁｭｰﾄﾘｱﾙⅣ 渡辺渡辺渡辺渡辺守守守守 4444 3403340334033403 年年年年 隔週　4年隔週　4年隔週　4年隔週　4年

ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学ﾐｸﾛ経済学 山本山本山本山本雄雄雄雄 1111 2302230223022302 秋秋秋秋 CECECECE

金融論入門金融論入門金融論入門金融論入門 上坂上坂上坂上坂 2222 2202220222022202 秋秋秋秋

社会保障論社会保障論社会保障論社会保障論 田鹿田鹿田鹿田鹿 3333 2204220422042204 秋秋秋秋

経営組織論<経営管理論>経営組織論<経営管理論>経営組織論<経営管理論>経営組織論<経営管理論> 小江小江小江小江 2222 3204320432043204 秋秋秋秋

国際関係史国際関係史国際関係史国際関係史 加藤加藤加藤加藤 2222 3202320232023202 秋秋秋秋

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 清松清松清松清松 3333 ALALALAL 秋秋秋秋

情報ﾒﾃﾞｨｱの活用情報ﾒﾃﾞｨｱの活用情報ﾒﾃﾞｨｱの活用情報ﾒﾃﾞｨｱの活用 野村野村野村野村知知知知 2222 PC1PC1PC1PC1 秋秋秋秋 教職教職教職教職

金曜日



授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室 授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名 担当者担当者担当者担当者 年次年次年次年次 教室教室教室教室

土　　曜　　日土　　曜　　日土　　曜　　日土　　曜　　日

１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40）１時限（9:10～10:40） ２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20）２時限（10:50～12:20） ３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30）３時限（13:00～14:30） ４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10）４時限（14:40～16:10） ５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）５時限（16:20～17:50）

備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考 備考備考備考備考

商業科教育法Ⅱ商業科教育法Ⅱ商業科教育法Ⅱ商業科教育法Ⅱ 畠中畠中畠中畠中 3333 2104210421042104 秋秋秋秋 教職教職教職教職

土曜日


