
※追加・変更点は赤字で示しています。

時限 Ⅰ講目 Ⅱ講目 Ⅲ講目 Ⅳ講目 Ⅴ講目

曜日 科目名 担当者 教室 科目名 担当者 教室 科目名 担当者 教室 科目名 担当者 教室 科目名 担当者 教室

スポーツ心理学 蓑内 Ａ403 日本語教授法Ⅱ 岡田み Ａ703 簿記原理Ⅰ（Ｃ） 檜山 Ａ703 心理学Ⅱ（Ｂ） 今川民 図書館ＡＢ 科学と人間 佐藤俊 Ａ703

原価計算Ⅱ 大原 Ａ400 ★世界史Ⅰ（全クラス） 横川 Ａ403 精神保健福祉に関する制度とサービスⅠ 永井 Ａ404 倒産処理法 長屋 Ａ603 現代と宗教 山我

英文・心コ・経情・経法 -------------------------------Ａ403

社会心理学（社部） 栗林 Ａ503 ★精神保健福祉に関する制度とサービスⅡ 永井 Ａ303 臨床心理学 田澤 Ａ305 計画・臨床・心理・経済 --------------------------------Ａ305

心理学Ⅱ（Ｃ） 今川民 Ａ305 財政学 上口 Ａ408

現代政治学 中村研 Ｃ400

生命と倫理 増渕 Ａ401 北方圏論（経部） 澤井 Ａ603 社会保障論Ⅰ/社会保障論　（遠隔） 安部 社会思想史 山田正 Ａ705 中国の文化Ⅱ（Ｂ） 江尻 Ａ301

計画-------------------------------------------Ａ305

聖書の思想と文化Ⅱ（Ｂ） 山我 Ａ305 ミクロ経済学（経） 修 Ａ305 心コ・経法・臨床・心理・科目等履修生-----------------Ａ403 地理学 小野 Ａ503 地誌概説 小野 Ａ401

情報活用Ⅰ（情Ａ） 片山 第7実習室 文化経済学/地域経済特論Ⅱ(A) 勝村 Ａ403 年金制度論 羽田 Ａ603

民事執行法 長屋 Ａ501 情報処理（Ｃ） 片山 第7実習室 刑事法Ⅱ〔刑法各論・刑事訴訟法〕 城下 Ａ703

先端法律学特別講義/知的所有権法 津幡 Ａ408 国際人権法 岩本 Ａ401

権利擁護と成年後見制度 山田哲 図書館ＡＢ 臨床社会心理学 今川民 Ａ503

現代企業論 山口 Ａ401 スポーツ栄養学 岡野 ｱﾒﾘｶの文化Ⅱ（Ａ） 瀬名波 Ａ305 心理学Ⅱ（Ａ） 柴田 図書館ＡＢ ★キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ａ・Ｂ・Ｃ） 古賀 図書館ＡＢ

文部・科目等履修生--------------------------Ａ503

憲法Ⅰ〔人権〕 岩本 Ａ305 経部・社部----------------------------------Ａ403 経済統計学 澤田裕 図書館ＡＢ アメリカ小説研究Ｂ 瀬名波 Ａ300 ★教育方法論（Ｂ） 古谷 Ａ401

社会福祉概説（計・心） 大内 Ａ403 簿記原理Ⅲ 松本康 Ａ300 証券市場論 山口 Ａ501

健康心理学 柴田 Ａ603 管理会計Ⅱ 大原 Ａ705 経済数学（情法） 山邑 Ａ401

ミクロ経済学（情法） 山邑 Ａ503 手続法基礎論/紛争処理論 長屋 Ａ305 商法Ⅰ〔商法総則・商行為法〕 伊東尚 Ａ603

コミュニティワーク論（Ｂ） 大内 Ａ401

政治学Ⅱ 萱野 Ａ303 日本の文化Ⅱ（Ａ） 柴橋 図書館ＡＢ 経済学Ⅱ 岡部洋 Ａ705 投資の仕組み 陸川 Ｃ400

社会学Ⅱ 西脇裕 Ａ703 会計学Ⅱ 松本康 Ａ301 日本の文化Ⅱ（Ｂ） 柴橋 図書館ＡＢ 簿記原理Ⅰ（Ｂ） 松本康 Ａ703

文化人類学 小西 Ａ403 心理学理論と心理的支援（Ａ） 今川民 Ａ305 地方自治論（経社部） 宇野 Ａ703

聖書の思想と文化Ⅱ（Ｃ） 山我 Ａ401 高齢期発達論 畑 Ａ403 国際会計Ⅱ 松本康 Ａ301

社会福祉概説(臨) 佐橋 Ａ503 スポーツ医学 佐々木敏 Ａ401 消費者行動論 韓 Ａ403

認知発達論 中村浩 Ａ603 　 行政法Ⅰ〔行政法総論〕 竹田 Ａ503

英語科教育法Ⅱ 白鳥 Ａ300

日本経済論 勝村 Ａ603 美術の世界（Ｂ） 柴橋 身体の科学Ⅱ 佐々木敏 Ａ305 簿記原理Ⅰ（Ａ） 大原 Ａ305 意思決定論 鈴木克 Ａ403
英文・心コ・経情・経法------------------------Ａ305

メディア法 岩本 Ａ401 経済・計画・臨床・心理・受入留学生-------------Ａ403 経済思想史 楠木 Ａ503 地方自治法 竹田 Ａ300 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ） 山我 Ａ603

心理学理論と心理的支援（Ｂ） 今川民 Ａ403 英語史 ﾗｲｱﾝ Ａ401 国際関係論 萱野 Ａ300 民法Ⅰ〔民法総則・物権〕 篠田 図書館ＡＢ

★演劇概論 高橋克 Ａ305 経営情報学Ⅱ 鈴木克 Ｃ400 心理統計法基礎 眞嶋 Ａ603 福祉計画論Ⅱ 佐橋 Ｃ400

認知心理学（福心） 眞嶋 Ａ501

★中国語Ⅱ 山本　他 ★中国語Ⅳ 呂　他 社会理論と社会システム　（遠隔）

文部Ａ・Ｂ・Ｃ、社部---------------------------Ａ305 文部Ａ・Ｂ、社部Ａ・Ｂ-------------------------------Ａ503 計画---------------------------------------Ａ305

1/31 経部Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ------------------------------Ａ403 経部Ａ・Ｂ・Ｃ--------------------------------------Ａ603 臨床・心理----------------------------------Ｃ400

(火)

大英ＴＯＥＦＬ 図書館ＡＢ 大英ＴＯＥＦＬ 図書館ＡＢ

※科目名に「★」がついているものは、授業時の曜日・講時と異なっていますので注意してください。

1/26
（木）

1/25
（水）

1/24
（火）

1/27
（金）

1/30
（月）

2016年度　後期定期試験時間割【大学】

(9:00～10:20) (10:40～12:00) (13:00～14:20) (14:40～16:00) (16:20～17:40)


