
2021年度　経済学部　経済学科　時間割一覧表

在学生用（24期生以前）

氏名

在学番号

◆（重要）教室について

授業の教室については、必ずi-saints にて確認してください。

◆履修を考えるにあたって
１．この学部学科に所属していることの意義、自分自身が何を学びたいかを考えた上で時間割を作成すること。

２．科目の選択にあたっては、必ずWEBシラバスにて講義内容を確認すること。

３．卒業要件を学生便覧で確認したうえで、履修計画を組むこと。

◆時間割の記載について
「担当者欄」 複数担当者がいる場合、原則として責任者を記載している。履修登録の際は責任者を選択・記載すること。

「年次欄」 履修可能な最低学年を示しており、それ以上の学年で履修が可能。ただし、備考欄で特定の年次に指定している場合もある。

「曜限欄」 週２回授業がある場合、この欄に対応先の曜限が記載されている。両方の曜限で履修が重複しないよう注意すること。

「クラス欄」 科目によっては、入学時に割り振られたクラスで履修するよう指定されている場合があるため、注意すること。

「備考欄」 別途手続有（掲示等参照）：抽選手続や事前申込が必要な科目。手続方法は掲示板や配布資料を確認すること。

教職、 司書、学芸員：それぞれの資格課程を申し込んだ者のみ履修ができる科目。

臨時開講科目：学則（学生便覧の科目一覧）に記載がない科目。

卒業要件上の取り扱いはポータル掲示・Moodle・学部掲示板等で各自確認すること。

◆集中講義の履修について
１．単位認定学期について

集中講義は通年科目として取り扱われるため、前期の成績にはならない。前期卒業者や休学・留学する学生の履修は取り消される

ため、単位は付与されない。特に、夏期休暇期間に開講される集中講義を前期科目と間違えないよう注意すること。

ただし、一部、前期科目として取り扱う集中講義もあり、その場合は学期欄に「集中前期」と記載している。

２．集中講義の日程について

授業日程が決定している科目は備考欄に記載してある。また、授業日程が重複している集中講義は、どちらか一方しか履修できない。

特に、今後日程が決定する集中講義を履修する場合は、日程決定後に他の集中講義と重複していないか必ず確認すること。

重複した場合はどちらかの科目を履修変更期間（５月下旬）に取り消すこと。

３．履修する際は必ずWEB履修画面の「集中講義等」欄で登録すること。

◆その他の注意事項
時間割の内容は変更される場合があるため、全学共通掲示板および学部掲示板を随時確認すること。
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

通年 韓国語中級II 金　恩愛 2

前期 経済政策I 三宅　伸治 2 水1

前期 韓国経済論 深川　博史 3 月2

前期 保険総論 小川　浩昭 3

前期 経営管理論 齊藤　靖 3

前期 情報処理応用IB(21) 堀　磨伊也 1

前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

前期 物理学入門I(1) 塩野　正明 1

前期 英語(401) Ｊ．ボストン 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(402) Ｊ．ラーソンホール 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(403) 西岡　宣明 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(404) 横溝　紳一郎 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(405) 川村　真央 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(406) Ｌ．グリフィス 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(407) 隈部　歩 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(408) 萱嶋　崇 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 特別支援教育概論（教職）(1) 鹿島　なつめ 2 教職のみ（23期生以降）

後期 アメリカ経済史 立石　剛 2 木1

後期 保険各論 小川　浩昭 3

後期 経営組織論 齊藤　靖 3

後期 商法B(1) 田中　慎一 3 木1

後期 商法B(2) 横尾　亘 3 木1

後期 情報活用基礎(22) 吉村　賢治 2

後期 情報処理応用IB(22) 堀　磨伊也 1

後期 西南学院史(1) 立石　剛 1

後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

後期 英語(409) Ｔ．ホルスター 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(410) 志水　俊広 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(411) Ｄ．ギャラガー 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(412) 西岡　宣明 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(413) 大津　敦史 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(414) 石田　由希 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(415) Ｓ．アポテカー 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(416) Ｌ．グリフィス 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 特別支援教育概論（教職）(2) 志方　亮介 2 教職のみ（23期生以降）

通年 フランス語中級I(1) 安藤/山本 2

通年 スペイン語(1) 山村　ひろみ 2

通年 スペイン語(2) 押尾　高志 2

通年 外国史（教職）(712) 久芳　崇 2 教職のみ

前期 日本経済論 小野　浩 3 木3

前期 経済地理 山村　英司 2 水2

前期 金融・ファイナンス実習(1) 丹波　靖博 1 Moodleで事前申込（掲示等参照）、臨時開講科目

前期 韓国経済論 深川　博史 3 月1

前期 商法A 横尾　亘 3 木2

前期 国際政治学 山本　健 2 木2

前期 情報処理応用IA(11) 吉村　賢治 1

前期 物理学入門I(2) 塩野　正明 1

前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

前期 スポーツ実習II(2) 町田　由紀子、他 1

前期 英語(01B) 萱嶋　崇 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 生徒指導論（進路指導を含む）（教職）(1) 田中　理絵 2 教職のみ

後期 ミクロ経済学I(1) 仲澤　幸壽 1 木3 経済学科クラス、1年次は在学番号が偶数の学生のみ

後期 ミクロ経済学I(2) 平井　秀明 1 木3 経済学科クラス、1年次は在学番号が奇数の学生のみ

後期 金融論 相模　裕一 3 木1

後期 韓国語会話(401) 金　英姫 2 木4 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 行政法 石森　久広 3 木2

後期 情報処理応用IA(12) 吉村　賢治 1

後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

後期 環境地理II(3) 藤永　豪 1

後期 英語(01A) 内田　水生 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 教育の制度と経営（教職）(2) 雪丸　武彦 2 教職のみ

後期 生徒指導論（進路指導を含む）（教職）(2) 田中　理絵 2 教職のみ

通年 ドイツ語上級 Ｍ．マンケ 3

前期 計量経済学I 瀧井　貞行 2 木1

前期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水3

前期 経済英語表現I(401) Ａ．Ｌ．デュラン 1 木4 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 経済英語表現I(402) Ｍ．ミュー 1 木4 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 東南アジア経済論 東　茂樹 2 金2

前期 簿記原理III(1) 福浦　幾巳 2

前期 社会福祉原論I 倉田　康路 1

前期 人権問題論(1) 谷口　研二 4

前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月1

月2

月3
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

前期 情報数学I(1) 安楽　和夫 1

前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

前期 スポーツ実習II(1) 中馬　充子 1

前期 英語(02A) 松崎　徹 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 英語(01C) Ｔ．ホルスター 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 イタリア語初級A(1) 井手　郁子 1

前期 社会科教育法I（教職） 川上　具美 2 教職のみ

後期前半 スポーツ理論I(4) 町田　由紀子 1 9/27～11/15（11/15は13：00～13：45）

後期後半 スポーツ理論II(4) 町田　由紀子 1 11/15～1/17（11/15は13：45～14：30）

後期 国際経済学 亀井　慶太 2 水2

後期 世界と日本の経済(1) 花田　洋一郎 1 水2

後期 時事英語II(401) Ａ．Ｌ．デュラン 3 木3 3年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 時事英語II(402) Ｍ．ミュー 3 木3 3年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 簿記原理IV(1) 福浦　幾巳 2

後期 民法B 村山　淳子 2 木3

後期 情報処理応用IA(13) 白石　正人 1

後期 社会福祉原論II 倉田　康路 1

後期 同和問題論(1) 谷口　研二 4

後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

後期 英語(03A) 加藤　洋介 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 イタリア語初級B(1) 井手　郁子 1

後期 社会科・地理歴史科教育法II 川上　具美 2 教職のみ

通年 中国語中級I(3) 王　晨 2

通年 フランス語上級 Ｌ．シュヴァリエ 3

通年 ラテン語初級II 大月　栄子 1

前期 経済英語表現I(403) Ａ．Ｌ．デュラン 1 水3 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 経済英語表現I(404) Ｍ．ミュー 1 水3 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 国際経済開発論 加藤　眞理子 3 水2

前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期生以前は通年4単位「美術史」

前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

前期 情報数学I(2) 安楽　和夫 1

前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

前期 英語(A05) 藤野　功一 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

前期 英語(A06) 中村　吏花 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

前期 英語(05B) 瀬尾　亜紀 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 経済英語表現I(405) Ａ．Ｌ．デュラン 1 水3 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語表現I(406) Ｍ．ミュー 1 水3 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 マーケティング戦略論 方　慧美 3

後期 民法A 村山　淳子 1 木4

後期 情報処理応用IA(14) 白石　正人 1

後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期生以前は通年4単位「美術史」

後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

後期 英語(A07) 隈部　歩 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(B05) 樋口　功 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(02B) 宮本　敬子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 地誌学B(711) 藤永　豪 2 教職のみ

前期 英語派遣留学準備講座(2) Ｃ．Ｒ．チェイス 2 臨時開講科目、派遣留学決定者・内規適用私費留学生向け、履修手続き不要。クラス分けは国際センターで行う。

後期 政治学II 朝倉　拓郎 1 24期生以前は通年4単位「政治学」

後期 教育課程論（教職）(2) 田上　哲 2 教職のみ

後期 教職実践演習（中・高）(1) 川上　具美、他 4 教職のみ

後期 博物館展示論 下園　知弥 2 学芸員のみ

前期 ミクロ経済学II 仲澤　幸壽 2 金2

前期 環境政策 小出　秀雄 3 金4

前期 キリスト教学I(41) 日原　広志 1 Ｅａ 1年次は左記クラス指定

前期 キリスト教学I(42) 才藤　千津子 1 Ｅｂ 1年次は左記クラス指定

前期 キリスト教学I(43) Ｇ．ロドリゲス 1 Ｅｃ 1年次は左記クラス指定

前期 キリスト教学I(44) 東　彩子 1 Ｅｄ 1年次は左記クラス指定

前期 キリスト教学I(45) 梶原　忠裕 1 Ｅｅ 1年次は左記クラス指定

前期 キリスト教学I(46) 山口　勇人 1 Ｅｆ 1年次は左記クラス指定

前期 キリスト教学I(47) 田代　英樹 1 Ｅｇ 1年次は左記クラス指定

前期 キリスト教学I(48) 大月　栄子 1 Ｅｈ 1年次は左記クラス指定

前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

前期 日本文学A(3) 西村　将洋 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

前期 中国文学A 黄　冬柏 1 21期生以前は通年4単位「中国文学」

前期 環境の科学I 塩野/桑原 2

前期 英語(04A) 細川　博文 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 教育相談（教職）(1) 田中　理絵 2 教職のみ

前期 比較文化論A 坂元　一光 2 学芸員のみ、23期生以前は「比較文化史A」

月5

月4

月3

火1
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

後期 証券投資論 丹波　靖博 3 木3

後期 時事中国語I 石　鋭 2 金4

後期 日本経営史 小野寺　香月 3

後期 キリスト教学II(41) 梶原　忠裕 1 Ｅａ 1年次は左記クラス指定

後期 キリスト教学II(42) 山口　勇人 1 Ｅｂ 1年次は左記クラス指定

後期 キリスト教学II(43) 田代　英樹 1 Ｅｃ 1年次は左記クラス指定

後期 キリスト教学II(44) 大月　栄子 1 Ｅｄ 1年次は左記クラス指定

後期 キリスト教学II(45) 日原　広志 1 Ｅｅ 1年次は左記クラス指定

後期 キリスト教学II(46) 才藤　千津子 1 Ｅｆ 1年次は左記クラス指定

後期 キリスト教学II(47) Ｇ．ロドリゲス 1 Ｅｇ 1年次は左記クラス指定

後期 キリスト教学II(48) 東　彩子 1 Ｅｈ 1年次は左記クラス指定

後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

後期 日本文学B(3) 西村　将洋 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

後期 中国文学B 黄　冬柏 1 21期生以前は通年4単位「中国文学」

後期 環境の科学II 松村/望岡 2

後期 英語(05A) 野上　良子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 教育社会学（教職） 田中　理絵 2 教職のみ

後期 比較文化論B 坂元　一光 2 学芸員のみ、23期生以前は「比較文化史B」

前期前半 スポーツ理論I(3) 山崎　先也 1 4/13～6/8（6/8は11：10～11：55）

前期後半 スポーツ理論II(3) 山崎　先也 1 6/8～7/27（6/8は11：55～12：40）

前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 金2

前期 経済思想史 江里口　拓 2 金1

前期 世界経済論 尹　春志 2 木3

前期 社会保障論(1) 熊谷　成将 3 金1

前期 経済学入門(1) 近藤　春生 1 クラス指定（レベル別）、23期生以前は「基礎演習Ⅰ(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 経済学入門(2) 相模　裕一 1 クラス指定（レベル別）、23期生以前は「基礎演習Ⅰ(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 経済学入門(3) 瀧井　貞行 1 クラス指定（レベル別）、23期生以前は「基礎演習Ⅰ(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 経済学入門(4) 丹波　靖博 1 クラス指定（レベル別）、23期生以前は「基礎演習Ⅰ(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 経済学入門(5) 仲澤　幸壽 1 クラス指定（レベル別）、23期生以前は「基礎演習Ⅰ(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 経済学入門(6) 平井　秀明 1 クラス指定（レベル別）、23期生以前は「基礎演習Ⅰ(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 経済学入門(7) 山村　英司 1 クラス指定（レベル別）、23期生以前は「基礎演習Ⅰ(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 経済英語II(1) 崔　宗煥 2 金3 経済学科2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 国際金融論 岩本　武和 3 木1

前期 原価計算論I 小川　哲彦 2 23期生以前は、臨時開講科目（掲示等参照）

前期 論理学A 境　有美 1 21期生以前は通年4単位「論理学」

前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

前期 環境地理I(3) 藤永　豪 1

前期 自然科学概論I 松村/三浦 1

前期 スポーツ実習I(2) 田原　亮二 1

前期 英語(06A) 福田　慎司 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 自然地理学A(711) 黒田　圭介 2 教職のみ

前期 社会科・地理歴史科教育法I 川上　具美 2 教職のみ

前期 子どもの発達と学習（教職）(2) 田中/松尾 2 教職のみ

前期 教育法学（教職） 雪丸　武彦 2 教職のみ

前期 障害児教育論 倉光　晃子 2 教職のみ（23期生以前）

後期 国際経済政策 本間　正義 3 木3

後期 統計学総論 中馬　正博 2 金3

後期 医療経済学 熊谷　成将 3 金1

後期 経済英語I(1) 江里口　拓 1 金3 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(2) 小野　浩 1 金3 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(3) 近藤　春生 1 金3 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(4) 瀧井　貞行 1 金3 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(5) 崔　宗煥 1 金3 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 原価計算論II 小川　哲彦 2 23期生以前は、臨時開講科目（掲示等参照）

後期 労働法 有田　謙司 3 金2

後期 論理学B 境　有美 1 21期生以前は通年4単位「論理学」

後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

後期 自然科学概論II 塩野/三浦 1

後期 スポーツ実習II(9) 中馬　充子、他 2

後期 英語(03B) 林　愼将 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(04B) 細川　博文 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 自然地理学B(711) 黒田　圭介 2 教職のみ

後期 教育の理念と歴史（教職）(1) 深谷　潤 2 教職のみ

後期 教育相談（教職）(2) 田中　理絵 2 教職のみ

通年 ロシア語 佐藤　正則 2

通年 日本史（教職）(711) 森　哲也 2 教職のみ

前期 経済数学II 市東　亘 2 金1

前期 産業組織論 加藤　浩 3 金3

前期 基礎統計学 中馬　正博 1 金3

前期 時事英語I(401) Ａ．Ｌ．デュラン 2 水2 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 時事英語I(402) Ｍ．ミュー 2 木3 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

火2

火1

火3
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

前期 経済英語実習(2) 加藤　眞理子 3

前期 資源経済論 河村　朗 2 木1

前期 政治学I 朝倉　拓郎 1 24期生以前は通年4単位「政治学」

前期 国際関係論I 山本　健 1 24期生以前は通年4単位「国際関係論」

前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

前期 スポーツ実習I(3) 中馬　充子 1 保健コース要面談、別途手続きあり、 申込方法についてはポータルにてお知らせ

前期 宗教学A(711) 山口　勇人 3 教職のみ

前期 教育の制度と経営（教職）(1) 雪丸　武彦 2 教職のみ

前期 中国・アジア文化史A 梅村　卓 2 学芸員のみ

後期 労働政策 伊佐　勝秀 3 金3

後期 経済英語III 加藤　眞理子 3 水3 3年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 経済英語表現II(401) Ａ．Ｌ．デュラン 2 木2 2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 経済英語表現II(402) Ｍ．ミュー 2 木2 2年次のうち、経済英語表現Iの単位修得者のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 中国経済論 石　鋭 2 金1

後期 国際法 礒村　英司 3 木3

後期 情報処理応用IB(23) 高橋　伸弥 1

後期 ボランティア活動論 田中　康雄 1

後期 国際関係論II 山本　健 1 24期生以前は通年4単位「国際関係論」

後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

後期 スポーツ実習I(8) 田原　亮二 1

後期 宗教学B(711) 山口　勇人 3 教職のみ

後期 比較教育学I 川上　具美 2 教職のみ

後期 中国・アジア文化史B 梅村　卓 2 学芸員のみ

通年 ラテン語中級 堺　正憲 2

通年 日本史（教職）(712) 森　哲也 2 教職のみ

前期 経済数学I 相模　裕一 1 金1

前期 労働経済学 伊佐　勝秀 2 金3

前期 財政学総論 近藤　春生 3 金2

前期 時事英語I(403) Ａ．Ｌ．デュラン 2 木2 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 時事英語I(404) Ｍ．ミュー 2 木2 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 マクロ経済学実習 岩本　武和 2

前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

前期 タイ語A 冨松　寛考 1 23期生以前は、臨時開講科目（掲示等参照）

前期 自然地理学A(712) 黒田　圭介 2 教職のみ

前期 表象文化史A 柳沢　史明 2 学芸員のみ

後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 木1

後期 経済政策II 崔　宗煥 3 金2

後期 経済英語表現I(407) Ａ．Ｌ．デュラン 1 木4 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語表現I(408) Ｍ．ミュー 3 木4 3年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 ミクロ経済学実習 山村　英司 2

後期 経済英語実習(3) 加藤　眞理子 3

後期 ヨーロッパ経済論 尹　春志 3 金2

後期 情報処理応用IB(24) 高橋　伸弥 1

後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

後期 スポーツ実習II(10) 田原　亮二、他 1

後期 英語(08A) 田中　俊也 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 タイ語B 冨松　寛考 1 23期生以前は、臨時開講科目（掲示等参照）

後期 自然地理学B(712) 黒田　圭介 2 教職のみ

後期 表象文化史B 柳沢　史明 2 学芸員のみ

前期 地誌学A(711) 藤永　豪 2 教職のみ

後期 教師論（教職）(2) 雪丸　武彦 2 教職のみ

後期 情報メディアの活用 渡邊　均 3 司書のみ

通年 ドイツ語初級I(5) 日高　雅彦 1

通年 中国語初級I(16) 矢羽田　朋子 1 Ｅａ/Ｅｂ 1年次は左記クラス指定

通年 中国語初級I(17) 単　艾テイ 1 Ｅｃ/Ｅｄ 1年次は左記クラス指定

通年 中国語初級I(18) 王　貞月 1 Ｅｅ 1年次は左記クラス指定

通年 韓国語初級II(6) 李　相穆 1

通年 韓国語初級II(7) 鄭　修娟 1

前期 経済政策I 三宅　伸治 2 月1

前期 銀行論 西田　顕生 3

前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

前期 フランス語初級I(4) 末永　京子 1 金4 2年次在番指定：24AH001～24AH040

前期 フランス語初級I(5) 村上　舞 1 金4 2年次在番指定：24AH041～24AH080

前期 フランス語初級I(6) 麻生　恵美 1 金4 2年次在番指定：24AH081～24AH120

前期 フランス語初級I(7) 河野　敦子 1 金4 2年次在番指定：24AH121～24AH160

前期 フランス語初級I(8) 小柳　由紀子 1 金4 2年次在番指定：24AH161～24AH200

前期 フランス語初級I(9) 日野　真樹子 1 金4 2年次在番指定：24AH201～24AH237

前期 日本文化史A 尹　芝惠 2 教職、学芸員のみ

火4

火5

火3

水1
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

前期 考古学A 伊藤　慎二 2 学芸員のみ

後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

後期 金融政策論 西田　顕生 3

後期 情報処理応用ID(41) 豊田　晴一 1

後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

後期 フランス語初級II(4) 河野　敦子 1 金4 2年次在番指定：24AH001～24AH040

後期 フランス語初級II(5) 日野　真樹子 1 金4 2年次在番指定：24AH041～24AH080

後期 フランス語初級II(6) 末永　京子 1 金4 2年次在番指定：24AH081～24AH120

後期 フランス語初級II(7) 麻生　恵美 1 金4 2年次在番指定：24AH121～24AH160

後期 フランス語初級II(8) 麻生　恵美 1 金4 2年次在番指定：24AH161～24AH200

後期 フランス語初級II(9) 村上　舞 1 金4 2年次在番指定：24AH201～24AH237

後期 日本文化史B 尹　芝惠 2 教職、学芸員のみ

後期 子どもの発達と学習（教職）(1) 田中/松尾 2 教職のみ

後期 考古学B 伊藤　慎二 2 学芸員のみ

通年 ドイツ語中級I 平島　直一郎 2

通年 韓国語中級I 李　相穆 2

前期 経済地理 山村　英司 2 月2

前期 基礎演習I(1) 江里口　拓 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(2) 加藤　浩 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(3) 小出　秀雄 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(4) 近藤　春生 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(5) 相模　裕一 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(6) 瀧井　貞行 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(7) 丹波　靖博 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(8) 仲澤　幸壽 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(9) 花田　洋一郎 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 基礎演習I(10) 平井　秀明 1 在学番号指定、23期生以前は「経済学入門(2単位)」と合わせて通年4単位「基礎演習Ⅰ」

前期 時事英語I(401) Ａ．Ｌ．デュラン 2 火3 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 経済英語実習(1) Ｍ．ミュー 2 Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 国際経済開発論 加藤　眞理子 3 月4

前期 会計監査論I 伊藤　龍峰 2

前期 哲学A(1) 柿木　伸之 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

前期 西洋文学A(2) 金子　幸男 1

前期 英語(07A) 西田　栄毅 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 英語(08B) 石井　有希子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 教育課程論（教職）(1) 田代　裕一 2 教職のみ

後期 国際経済学 亀井　慶太 2 月3

後期 世界と日本の経済(1) 花田　洋一郎 1 月3

後期 金融・ファイナンス実習(2) 丹波　靖博 1 Moodleで事前申込（掲示等参照）、臨時開講科目

後期 まちづくり・ひとづくり実習(2) 小出　秀雄 1 Moodleで事前申込（掲示等参照）、臨時開講科目

後期 会計監査論II 伊藤　龍峰 2

後期 情報処理応用ID(42) 豊田　晴一 1

後期 哲学B(1) 柿木　伸之 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

後期 英語(15A) 中島　亨 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(09B) 蒲原　順子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(05C) Ｊ．Ｂ．ブリテン 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

通年 基礎演習II(1) 伊佐　勝秀 2 2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

通年 基礎演習II(2) 熊谷　成将 2 2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

通年 基礎演習II(3) 平井　秀明 2 2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

通年 基礎演習II(4) 山村　英司 2 2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

通年 日本語IV 福盛　壽賀子 2 母語が日本語の学生は履修不可、 履修希望者は教務課窓口に申し出ること

通年 中国語上級 単　艾テイ 3

前期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月3

前期 経済英語表現I(403) Ａ．Ｌ．デュラン 1 月4 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 経済英語表現I(404) Ｍ．ミュー 1 月4 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

前期 哲学A(4) 韓　淑テイ 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

前期 音楽史A 栗原　詩子 1 21期生以前は通年4単位「音楽史」

前期 地球科学I(4) 梶原　忠裕 1

前期 イタリア語初級A(3) Ｓ．メディチ 1

前期 教師論（教職）(1) 雪丸　武彦 2 教職のみ

後期 経済英語III 加藤　眞理子 3 火3 3年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 経済英語表現I(405) Ａ．Ｌ．デュラン 1 月4 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語表現I(406) Ｍ．ミュー 1 月4 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

後期 哲学B(4) 韓　淑テイ 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

後期 日本史学B(3) 宮崎　克則、他 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

後期 音楽史B 栗原　詩子 1 21期生以前は通年4単位「音楽史」

後期 地球科学II(4) 梶原　忠裕 1

後期 スポーツ実習III(2) 町田　由紀子 3 レクレーションスポーツ、別途手続きあり、 申込方法についてはポータルにてお知らせ

水2

水1

水3
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後期 英語(09A) 中島　亨 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(14A) 清宮　徹 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 イタリア語初級B(3) Ｓ．メディチ 1

後期 芸術文化史B 松原　知生 2 学芸員のみ

通年 日本語II 福盛　壽賀子 1 母語が日本語の学生は履修不可、 履修希望者は教務課窓口に申し出ること

前期 地球科学I(5) 梶原　忠裕 1

前期 博物館資料論 下園　知弥 2 学芸員のみ

後期 地球科学II(5) 梶原　忠裕 1

後期 博物館情報・メディア論 下園　知弥 2 学芸員のみ

水5 後期 マスメディア実践論 田村　元彦 2 臨時開講科目、別途手続きあり、 申込方法についてはポータルにてお知らせ

前期 計量経済学I 瀧井　貞行 2 月3

前期 資源経済論 河村　朗 2 火3

前期 国際金融論 岩本　武和 3 火2

前期 情報活用基礎(8) 鶴田　直之 1 Ｅａ/Ｅｂ 1年次のみ、左記クラス指定

前期 情報活用基礎(9) 請園　智玲 1 Ｅｃ/Ｅｄ/Ｅｅ 1年次のみ、左記クラス指定

前期 西洋文学A(3) 小黒　康正 1

前期 英語(10A) 山田　智久 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 アメリカ・太平洋文化史A 朝立　康太郎 2 学芸員のみ

後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 火4

後期 金融論 相模　裕一 3 月2

後期 アメリカ経済史 立石　剛 2 月1

後期 商法B(1) 田中　慎一 3 月1

後期 商法B(2) 横尾　亘 3 月1

後期 情報活用基礎(23) 鶴田　直之 2

後期 生命倫理学 山根/北垣 1

後期 西洋文学B(3) 林　弘晃 1

後期 アメリカ・太平洋文化史B 朝立　康太郎 2 学芸員のみ

通年 演習I(1) 平井　秀明 3 受講許可者のみ

通年 演習I(2) 江里口　拓 3 受講許可者のみ

通年 演習I(3) 崔　宗煥 3 受講許可者のみ

通年 演習I(4) 中馬　正博 3 受講許可者のみ

通年 演習I(5) 仲澤　幸壽 3 受講許可者のみ

通年 演習I(6) 小出　秀雄 3 受講許可者のみ

通年 演習I(7) 花田　洋一郎 3 受講許可者のみ

通年 演習I(8) 伊佐　勝秀 3 受講許可者のみ

通年 演習I(9) 加藤　浩 3 受講許可者のみ

通年 演習I(10) 山村　英司 3 受講許可者のみ

通年 演習I(11) 相模　裕一 3 受講許可者のみ

通年 演習I(12) 市東　亘 3 受講許可者のみ

通年 演習I(13) 近藤　春生 3 受講許可者のみ

通年 演習I(14) 丹波　靖博 3 受講許可者のみ

通年 演習I(15) 熊谷　成将 3 受講許可者のみ

通年 演習I(16) 小野　浩 3 受講許可者のみ

通年 演習I(17) 瀧井　貞行 3 受講許可者のみ

前期前半 スポーツ理論I(1) 中馬　充子 1 4/8～6/3（6/3は11：10～11：55）

前期後半 スポーツ理論II(1) 中馬　充子 1 6/3～7/29（6/3は11：55～12：40）

前期 時事英語I(403) Ａ．Ｌ．デュラン 2 火4 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 時事英語I(404) Ｍ．ミュー 2 火4 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 証券市場論 高山　浩二 3

前期 簿記原理I(6) 原口　健太郎 1

前期 簿記原理III(2) 高橋　聡 2

前期 商法A 横尾　亘 3 月2

前期 国際政治学 山本　健 2 月2

前期 社会学I(1) 高野　和良 2 18期生以前は通年4単位「社会学」

前期 英語(06B) 金子　幸男 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 イタリア語中級A(1) Ｓ．メディチ 2

前期 教育方法論(711) 田代　裕一 2 教職のみ

前期 学習指導と学校図書館 成清　鉄男 3 司書のみ

後期 経済英語表現II(401) Ａ．Ｌ．デュラン 2 火3 2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 経済英語表現II(402) Ｍ．ミュー 2 火3 2年次のうち、経済英語表現Iの単位修得者のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 証券論 高山　浩二 3

後期 簿記原理II(6) 原口　健太郎 1

後期 簿記原理IV(2) 高橋　聡 2

後期 行政法 石森　久広 3 月2

後期 情報活用基礎(24) 鶴田　直之 2

後期 情報処理応用IC(31) 請園　智玲 1

後期 社会学II(1) 高野　和良 2 18期生以前は通年4単位「社会学」

後期 スポーツ実習I(9) 高野　一宏、他 1

後期 イタリア語中級B(1) Ｓ．メディチ 2

通年 フランス語中級II(2) 山本/シュヴァリエ 2

通年 中国語中級(2) 宋　宥佳 2 23期生以前

前期 日本経済論 小野　浩 3 月2

前期 世界経済論 尹　春志 2 火2

水4

木1

木2

水3

木3
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

前期 時事英語I(402) Ｍ．ミュー 2 火3 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 まちづくり・ひとづくり実習(1) 小出　秀雄 1 Moodleで事前申込（掲示等参照）、臨時開講科目

前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

前期 日本国憲法I(1) 横田　守弘 1 24期生以前は通年4単位「法学（日本国憲法２単位を含む。）」

前期 社会学I(2) 森　康司 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

前期 英語(11A) 平川　公子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 イタリア語中級A(2) Ｓ．メディチ 2

後期 ミクロ経済学I(1) 仲澤　幸壽 1 月2 経済学科クラス、1年次は在学番号が偶数の学生のみ

後期 ミクロ経済学I(2) 平井　秀明 1 月2 経済学科クラス、1年次は在学番号が奇数の学生のみ

後期 国際経済政策 本間　正義 3 火2

後期 証券投資論 丹波　靖博 3 火1

後期 時事英語II(401) Ａ．Ｌ．デュラン 3 月3 3年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 時事英語II(402) Ｍ．ミュー 3 月3 3年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 民法B 村山　淳子 2 月3

後期 国際法 礒村　英司 3 火3

後期 キリスト教人間学A(2) 宮平　望 3

後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

後期 日本国憲法II(1) 横田　守弘 1 24期生以前は通年4単位「法学（日本国憲法２単位を含む。）」

後期 社会学II(2) 森　康司 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

後期 スポーツ実習I(10) 高野　一宏、他 1

後期 英語(07B) 鎌田　裕文 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 イタリア語中級B(2) Ｓ．メディチ 2

後期 社会科教育法II（教職） 田代　裕一 2 教職のみ

後期 読書と豊かな人間性 成清　鉄男 3 司書のみ

通年 演習II(1) 平井　秀明 4

通年 演習II(2) 江里口　拓 4

通年 演習II(3) 崔　宗煥 4

通年 演習II(4) 中馬　正博 4

通年 演習II(5) 仲澤　幸壽 4

通年 演習II(6) 小出　秀雄 4

通年 演習II(7) 花田　洋一郎 4

通年 演習II(8) 伊佐　勝秀 4

通年 演習II(9) 加藤　浩 4

通年 演習II(10) 山村　英司 4

通年 演習II(11) 相模　裕一 4

通年 演習II(12) 市東　亘 4

通年 演習II(13) 近藤　春生 4

通年 演習II(14) 丹波　靖博 4

通年 演習II(15) 熊谷　成将 4

通年 演習II(16) 小野　浩 4

通年 演習II(17) 瀧井　貞行 4

通年 情報処理応用III 古庄　裕貴 1

通年 ドイツ語中級II 平島　直一郎 2

前期 経済英語表現I(401) Ａ．Ｌ．デュラン 1 月3 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 経済英語表現I(402) Ｍ．ミュー 1 月3 1年次のみ、別途申込手続あり

前期 金融リテラシー講座 柳井　香織 2 臨時開講科目

前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

前期 スポーツ実習II(3) 高野　一宏、他 1

前期 英語(12A) 河原　真也 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 英語(02C) Ｐ．ターナー 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 イタリア語初級A(5) Ｓ．メディチ 1

後期 経済英語表現I(407) Ａ．Ｌ．デュラン 1 火4 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語表現I(408) Ｍ．ミュー 3 火4 3年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 韓国語会話(401) 金　英姫 2 月2 2年次以上、Moodleで事前申込（掲示等参照）

後期 民法A 村山　淳子 1 月4

後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

後期 英語(03C) Ｋ．ホワイト 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 イタリア語初級B(5) Ｓ．メディチ 1

後期 特別活動・総合的な学習の指導法（教職）(2) 田代　裕一 2 教職のみ（23期生以降）

前期 英語派遣留学準備講座(1) Ｄ．オルソン、他 2 臨時開講科目、派遣留学決定者・内規適用私費留学生向け、履修手続き不要。クラス分けは国際センターで行う。

前期 イタリア語初級A(2) 佐藤　友梨 1

前期 イタリア語初級A(4) Ｓ．メディチ 1

前期 博物館概論 伊藤　慎二 2 学芸員のみ

後期 Problem Solving Skills for Global Issues I(1) 齊藤　芳浩 1 1年次のみ、事前申込手続あり（掲示等参照）

後期 Problem Solving Skills for Global Issues II 齊藤　芳浩 1 1年次以上、事前申込手続あり（掲示等参照）、24期生以前は臨時開講科目

後期 公的扶助論 河谷　はるみ 3

後期 イタリア語初級B(2) 佐藤　友梨 1

後期 イタリア語初級B(4) Ｓ．メディチ 1

後期 博物館経営論 下園　知弥 2 学芸員のみ

木4

木5

木3
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

通年 外国史（教職）(711) 朝立　康太郎 2 教職のみ

前期 経済数学I 相模　裕一 1 火4

前期 経済数学II 市東　亘 2 火3

前期 経済思想史 江里口　拓 2 火2

前期 社会保障論(1) 熊谷　成将 3 火2

前期 情報活用基礎(21) 乙武　北斗 2

前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

前期 キリスト教人間学B(1) 西脇　純 3

前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

後期 医療経済学 熊谷　成将 3 火2

後期 中国経済論 石　鋭 2 火3

後期 情報処理応用IA(15) 菅沼　明 1

後期 キリスト教人間学B(2) 西脇　純 3

後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

後期 心理学II(3) 馬場　健彦 1

後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

通年 中国語中級II(5) 王　宇南 2

通年 韓国語上級 金　銀英 3

通年 韓国語中級(2) 金　英姫 2 23期生以前

前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 火2

前期 ミクロ経済学II 仲澤　幸壽 2 火1

前期 財政学総論 近藤　春生 3 火4

前期 工業簿記実習 森光　高大 2

前期 東南アジア経済論 東　茂樹 2 月3

前期 情報処理応用IE(51) 田中　謙一郎 1

前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

前期 英語(417) Ｍ．センナ 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(418) 秋好　礼子 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(419) 平野　圭子 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(420) ハオ　シャオヤン 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(421) 柏木　哲也 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(422) 川村　真央 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(423) 毛利　優花 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(424) 太田　梢 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

前期 英語(14B) 谷口　雅基 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 人文地理学A(711) 藤川　昇悟 2 教職のみ

前期 教育の理念と歴史（教職）(2) 川上　具美 2 教職のみ

前期 古文書学A 宮崎　克則 2 学芸員のみ

後期 経済政策II 崔　宗煥 3 火4

後期 経済情報処理実習 中馬　正博 2

後期 商業簿記実習 伊藤　龍峰 2

後期 ヨーロッパ経済論 尹　春志 3 火4

後期 労働法 有田　謙司 3 火2

後期 情報処理応用IA(16) 菅沼　明 1

後期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

後期 心理学II(4) 馬場　健彦 1

後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

後期 スポーツ実習III(1) 梶原　宏子 3 エアロビ・ダンス・エクササイズ、別途手続きあり、 申込方法についてはポータルにてお知らせ

後期 スポーツ実習III(3) 池松　和彦 3 総合トレーニング、別途手続きあり、 申込方法についてはポータルにてお知らせ

後期 英語(425) Ｓ．ゲイル 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(426) ハオ　シャオヤン 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(427) 秋好　礼子 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(428) 迫　由紀子 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(429) 毛利　優花 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(430) 白谷　敦彦 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(431) 光冨　省吾 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(432) 川村　真央 1 1年次クラス、クラス指定（クラス分け掲示参照）

後期 英語(10B) 三宅　敦子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 教育方法論(712) 川上　具美 2 教職のみ

後期 人文地理学B(711) 藤川　昇悟 2 教職のみ

前期 労働経済学 伊佐　勝秀 2 火4

前期 産業組織論 加藤　浩 3 火3

前期 基礎統計学 中馬　正博 1 火3

前期 経済英語II(1) 崔　宗煥 2 火2 経済学科2年次のみ、Moodleで事前申込（掲示等参照）

前期 会計学原理I 工藤　栄一郎 2

前期 簿記原理I(1) 伊藤　龍峰 2

前期 簿記原理I(2) 福浦　幾巳 2

金3

金1

金2
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前期 簿記原理I(3) 高橋　聡 2

前期 簿記原理I(4) 佐藤　信彦 2

前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期生以前は通年4単位「倫理学」

前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

前期 心理学I(3) 馬場　健彦 1

前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

前期 スポーツ実習I(6) 東　和樹 1

前期 スポーツ実習II(5) 中馬　充子 1 保健コース要面談、別途手続きあり、 申込方法についてはポータルにてお知らせ

前期 英語(11B) 木村　俊幸 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 現代哲学思想A(711) 脇　崇晴 3 教職のみ

前期 日本民俗学A 吉田　扶希子 2 学芸員のみ

後期 労働政策 伊佐　勝秀 3 火3

後期 統計学総論 中馬　正博 2 火2

後期 経済英語I(1) 江里口　拓 1 火2 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(2) 小野　浩 1 火2 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(3) 近藤　春生 1 火2 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(4) 瀧井　貞行 1 火2 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 経済英語I(5) 崔　宗煥 1 火2 1年次のみ、別途申込手続あり

後期 会計学原理II 工藤　栄一郎 2

後期 簿記原理II(1) 伊藤　龍峰 2

後期 簿記原理II(2) 福浦　幾巳 2

後期 簿記原理II(3) 高橋　聡 2

後期 簿記原理II(4) 佐藤　信彦 2

後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期生以前は通年4単位「倫理学」

後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

後期 スポーツ実習II(11) 山崎　先也 1

後期 英語(13A) 安丸　雅子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(12B) 矢倉　喬士 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 現代哲学思想B(711) 脇　崇晴 3 教職のみ

後期 近代教育史（教職） 雪丸　武彦 2 教職のみ

後期 古文書学B 宮崎　克則 2 学芸員のみ

後期 日本民俗学B 吉田　扶希子 2 学芸員のみ

通年 ドイツ語初級II(5) 野口　達人 1

通年 中国語初級II(16) 杉本　知栄子 1 Ｅａ/Ｅｂ 1年次は左記クラス指定

通年 中国語初級II(17) 梅村　卓 1 Ｅｃ/Ｅｄ 1年次は左記クラス指定

通年 中国語初級II(18) 有働　彰子 1 Ｅｅ 1年次は左記クラス指定

通年 韓国語初級I(6) 崔　秀蓮 1

通年 韓国語初級I(7) 金　銀英 1

通年 ラテン語初級I 下園　知弥 1

前期 環境政策 小出　秀雄 3 火1

前期 タナトロジー（死生学）(1) 脇　崇晴 3

前期 心理学I(4) 馬場　健彦 1

前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

前期 スポーツ実習II(6) 續木　智彦 1

前期 英語(A56) 伊藤　真紀 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

前期 英語(13B) 安丸　雅子 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

前期 英語(C19) ロバート　プレスラー 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

前期 フランス語初級I(4) 末永　京子 1 水1 2年次在番指定：24AH001～24AH040

前期 フランス語初級I(5) 村上　舞 1 水1 2年次在番指定：24AH041～24AH080

前期 フランス語初級I(6) 麻生　恵美 1 水1 2年次在番指定：24AH081～24AH120

前期 フランス語初級I(7) 河野　敦子 1 水1 2年次在番指定：24AH121～24AH160

前期 フランス語初級I(8) 小柳　由紀子 1 水1 2年次在番指定：24AH161～24AH200

前期 フランス語初級I(9) 日野　真樹子 1 水1 2年次在番指定：24AH201～24AH237

前期 ヨーロッパ・地中海文化史A 押尾　高志 2 教職、学芸員のみ

前期 アメリカ史A 朝立　康太郎 2 教職のみ

前期 社会科・公民科教育法I 河村　敬一 2 教職のみ

前期 道徳教育の理論と方法（教職）(2) 射場　智子 2 教職のみ

前期 特別活動・総合的な学習の指導法（教職）(1) 田代　裕一 2 教職のみ（23期生以降）

前期 博物館教育論 鬼本　佳代子 2 学芸員のみ

前期 文化人類学A(2) 永吉　守 2 学芸員のみ

後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

後期 時事中国語I 石　鋭 2 火1

後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 2

後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

後期 英語(A57) 安丸　雅子 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(B46) 毛利　優花 2 2年次クラス（英語WEB抽選）

後期 英語(04C) Ｊ．アレレス 3 3年次以上クラス（英語WEB抽選）

後期 フランス語初級II(4) 河野　敦子 1 水1 2年次在番指定：24AH001～24AH040

後期 フランス語初級II(5) 日野　真樹子 1 水1 2年次在番指定：24AH041～24AH080

金3

金4
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

後期 フランス語初級II(6) 末永　京子 1 水1 2年次在番指定：24AH081～24AH120

後期 フランス語初級II(7) 麻生　恵美 1 水1 2年次在番指定：24AH121～24AH160

後期 フランス語初級II(8) 麻生　恵美 1 水1 2年次在番指定：24AH161～24AH200

後期 フランス語初級II(9) 村上　舞 1 水1 2年次在番指定：24AH201～24AH237

後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 押尾　高志 2 教職、学芸員のみ

後期 アメリカ史B 大原関　一浩 2 教職のみ

後期 社会科・公民科教育法II 河村　敬一 2 教職のみ

後期 道徳教育の理論と方法（教職）(1) 深谷　潤 2 教職のみ

後期 同和教育論（教職） 迫本　幸二 2 教職のみ

後期 文化人類学B(2) 永吉　守 2 学芸員のみ

前期 博物館資料保存論 川村　佳男、他 2 学芸員のみ

後期 Problem Solving Skills for Global Issues I(2) 齊藤　芳浩 1 1年次のみ、事前申込手続あり（掲示等参照）

後期 教職実践演習（中・高）(2) 田中　理絵、他 4 教職のみ

後期 人権教育論（教職） 迫本　幸二 2 教職のみ

後期 生涯学習概論 添田　祥史 2 教職、学芸員のみ

集中　前期 芸術文化史A 内島　美奈子 2 学芸員のみ、8/17～8/21

集中 卒業論文(1) 平井　秀明 4

集中 卒業論文(2) 江里口　拓 4

集中 卒業論文(3) 崔　宗煥 4

集中 卒業論文(4) 中馬　正博 4

集中 卒業論文(5) 仲澤　幸壽 4

集中 卒業論文(6) 小出　秀雄 4

集中 卒業論文(7) 花田　洋一郎 4

集中 卒業論文(8) 伊佐　勝秀 4

集中 卒業論文(9) 加藤　浩 4

集中 卒業論文(10) 山村　英司 4

集中 卒業論文(11) 相模　裕一 4

集中 卒業論文(12) 市東　亘 4

集中 卒業論文(13) 近藤　春生 4

集中 卒業論文(14) 丹波　靖博 4

集中 卒業論文(15) 熊谷　成将 4

集中 卒業論文(16) 小野　浩 4

集中 卒業論文(17) 瀧井　貞行 4

集中 発展研究Ａ(1) 江里口　拓 3 20期生以前のみ（掲示等参照）

集中 発展研究Ｂ(1) 江里口　拓 3 20期生以前のみ（掲示等参照）

集中 外国語検定A（2単位） 亀井　慶太 2 21期生～23期生は、臨時開講科目（掲示等参照）

集中 簿記関連資格（2単位） 江里口　拓 3 21期生～23期生のみ、臨時開講科目（掲示等参照）

集中 簿記関連資格（4単位） 江里口　拓 3 21期生～23期生のみ、臨時開講科目（掲示等参照）

集中 外国語検定A（4単位） 亀井　慶太 2 21期生～23期生は、臨時開講科目（掲示等参照）

集中 外国語検定B 亀井　慶太 2 21期生～23期生は、臨時開講科目（掲示等参照）

集中 スポーツ実習IV 田原/續木 1 スキー実習、参加費あり（実費）

集中 教育実習指導（中・高）(1) 雪丸　武彦、他 4 教職のみ

集中 教育実習指導（中・高）(0) 雪丸　武彦 3 教職のみ

集中 教育実習（2単位） 雪丸　武彦 4 教職のみ

集中 教育実習（4単位） 雪丸　武彦 4 教職のみ

集中 博物館実習 尹　芝惠、他 4 学芸員のみ、2021年度「博物館実習(その2)」を受講予定の者はWEB履修登録すること、実習費あり

集中 学校経営と学校図書館 成清　鉄男 3 司書のみ、8/20、8/24、8/26～8/27

集中 学校図書館メディアの構成 永利　和則 3 司書のみ、8/17～8/19、8/23

金4
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