
2019年度 時間割表
Ⅰ講目 (8:50～10:20) Ⅱ講目 (10:30～12:00) Ⅲ講目 (13:00～14:30) Ⅳ講目 (14:40～16:10) Ⅴ講目 (16:20～17:50) Ⅵ講目 (18:00～19:30)

曜日 学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

月 1 8004 前期 心理学Ⅰ（Ｂ） 中村浩 B402 8012 前期 身体の科学Ⅰ 佐々木敏 B402 8169 後期 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ａ） 澤井 C500 8141 前期 世界の近現代史Ⅰ 山我 A501
4001 前期 経営情報学Ⅰ 鎌田直 情7実 8013 後期 身体の科学Ⅱ 佐々木敏 B402 4004 前期 会計入門（Ａ） 大原 C700 8194 前期 韓国・朝鮮の文化 鄭根珠 B400
4011 後期 経営情報学Ⅱ 鎌田直 情7実 8137 前期 経済学Ⅰ 勝村 A503 4015 後期 簿記原理Ⅰ（Ａ） 大原 C700 8255 後期 比較宗教学 山我 A503

8142 後期 世界の近現代史Ⅱ 秋山 A408 8785 前期 日欧（経済）関係〔国際〕（Ａ） 原島 A509 8787 前期 日韓比較文化論（Ａ） 芳賀 A407
8227 前期 地域と世界基礎演習Ⅰ 諸岡 C601 8786 後期 日欧（経済）関係〔国際〕（Ｂ） 原島 A509 8904 前期 教育学（Ａ） 鈴木剛 A703
8228 後期 地域と世界基礎演習Ⅱ 諸岡 C601
8231 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ａ） 山吉 A603
8235 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ） 山吉 A503
8826 前期 日本の金融と経済〔国際〕（Ａ） 秋森 A709

火 1 8008 後期 心理学Ⅱ（Ａ） 渡辺舞 A403 8009 後期 心理学Ⅱ（Ｂ） 渡辺舞 A305 8017 前期 運動の科学 佐々木敏 A401 8105 前期 物質の世界 堀田 A403 8103 後期 科学と人間 佐藤俊 B405

8021 通年 体育実技Ⅰ（Ａ） 星野宏，他 体育館 8022 通年 体育実技Ⅰ（Ｂ） 星野宏 体育館 8018 後期 体力育成論 佐々木敏 A401 8185 後期 美術の世界 寺嶋 A503 8128 前期 日本国憲法（Ｂ） 岩本 A305

8129 前期 日本国憲法（Ｃ） 篠田 A501 8095 前期 哲学Ⅰ（Ａ） 麻生 C700 8023 通年 体育実技Ⅰ（Ｃ） 星野宏 体育館 8232 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｂ） 山吉 A603 8277 前期 イスラム教の思想と文化 山我 A403

8149 前期 統計学（Ａ） 矢吹 A408 8553 前期 文学の世界 吉岡 A503 8096 前期 哲学Ⅰ（Ｂ） 麻生 A605 8236 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｂ） 山吉 C401 8308 後期 数学（Ｂ） 矢吹 A401

4010 後期 経営学入門Ⅱ（Ａ） コウ C400 0518 前期 英語Ⅰ（経部Ｈ） 重成 B502 8113 前期 生命の科学Ⅱ（Ａ） 干場 C700 5831 前期 経済数学基礎 多鹿 C400 8781 前期 比較文化〔国際〕（Ａ） ｺｯﾀｰ 情12実

0519 前期 英語Ⅰ（経部Ｉ） ゲッツ C403 8114 後期 生命の科学Ⅱ（Ｂ） 干場 C700 5832 後期 経済数学（情法） 多鹿 C400 8794 後期 環境経済（Ｂ） 野原 C402

0521 前期 英語Ⅰ（経部Ｊ） ｾﾞﾌ B607 8115 前期 環境と人間Ⅰ（Ａ） 矢吹 A703 8810 前期 日本の社会〔国際〕（Ａ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 8901 前期 教職入門（Ａ） 田実 A703

0522 前期 英語Ⅰ（経部Ｋ） 村井 B505 8131 後期 法学 足立 C400 8812 後期 日本の社会〔国際〕（Ｂ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

0523 前期 英語Ⅰ（経部Ｌ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ A407 8218 前期 ヨーロッパの文化（A） 山我 A603

0524 前期 英語Ⅰ（経部Ｍ） フレナー B301 8219 後期 ヨーロッパの文化（B） 山我 A603

0525 前期 英語Ⅰ（経部Ｎ） 中村亜 B504 8283 前期 人文科学基礎演習Ⅰ 宮澤 A406

0568 後期 英語Ⅱ（経部Ｈ） ゲッツ C501 8284 後期 人文科学基礎演習Ⅱ 宮澤 A406

0569 後期 英語Ⅱ（経部Ｉ） 村井 B505 8788 後期 日韓比較文化論（Ｂ） 鄭斗鎬 A704

0571 後期 英語Ⅱ（経部Ｊ） フレナー C403

0572 後期 英語Ⅱ（経部Ｋ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ B607

0573 後期 英語Ⅱ（経部Ｌ） 重成 A407

0574 後期 英語Ⅱ（経部Ｍ） 中村亜 B301

0575 後期 英語Ⅱ（経部Ｎ） ｾﾞﾌ B504

0703 前期 ドイツ語Ⅰ（経部） ﾊｲﾈﾏﾝ A506

0713 後期 ドイツ語Ⅱ（経部） ﾊｲﾈﾏﾝ A506

0754 前期 フランス語Ⅰ（経部） 林宏 C705

0764 後期 フランス語Ⅱ（経部） 林宏 C705

0803 前期 韓国語Ⅰ（経部Ａ） 鄭斗鎬 B400

0804 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｂ） 芳賀 B401

0805 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｃ） 松田 B403

0806 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｄ） 曺順 B507

0813 後期 韓国語Ⅱ（経部Ａ） 鄭根珠 A400

0814 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｂ） 曺順 B401

0815 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｃ） 鄭斗鎬 B403

0816 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｄ） 芳賀 B507

0854 前期 中国語Ⅰ（経部Ａ） 清水賢 C703

0855 前期 中国語Ⅰ（経部Ｂ） 山本 B609

0856 前期 中国語Ⅰ（経部Ｃ） 日野杉 A303

0857 前期 中国語Ⅰ（経部Ｄ） 網谷 A504

0858 前期 中国語Ⅰ（経部Ｅ） 田中英夫 C701

0864 後期 中国語Ⅱ（経部Ａ） 清水賢 C703

0865 後期 中国語Ⅱ（経部Ｂ） 山本 B609

0866 後期 中国語Ⅱ（経部Ｃ） 日野杉 A303

0867 後期 中国語Ⅱ（経部Ｄ） 網谷 A504

0868 後期 中国語Ⅱ（経部Ｅ） 田中英夫 C701

0891 前期 中国語Ⅰ（経部Ｆ） 倉 B501

0896 後期 中国語Ⅱ（経部Ｆ） 倉 A703

水 1 8006 後期 心理学Ⅱ（Ｃ） 渡辺舞 B402 8005 前期 心理学Ⅰ（Ｃ） 中村浩 A503 8578 前期 学びとキャリア形成（Ａ） 平野惠 A305 8150 後期 統計学（Ｂ） 矢吹 C502 8139 後期 経済学Ⅱ 岡部洋 A408

8024 通年 体育実技Ⅰ（Ｄ） 星野宏 体育館 8025 通年 体育実技Ⅰ（Ｅ） 星野宏 体育館 8579 後期 学びとキャリア形成（Ｂ） 平野惠 A305 8167 前期 北海道・北方地域文化論Ⅰ（Ａ） 出利葉 C講堂 8168 前期 北海道・北方地域文化論Ⅰ（Ｂ） 出利葉 A305

8151 後期 文化人類学 小西 A603 8112 後期 生命の科学Ⅰ（Ｂ） 矢吹 C502 8290 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｄ） 山我 A603 8197 前期 中国の文化（A） 江尻 B507

8181 前期 音楽の世界 寺田貴 C702 8170 後期 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ｂ） 澤井 A603 8300 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｄ） 山我 A603 8198 後期 中国の文化（B） 江尻 B507

8195 前期 現代社会と倫理（Ａ） 増渕 A408 8233 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｃ） 山吉 A403 8307 前期 数学（Ａ） 矢吹 A705 8840 後期 国際経済〔国際〕 竹野内 A506

8196 後期 現代社会と倫理（Ｂ） 増渕 A408 8237 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｃ） 山吉 A400 4014 後期 企業形態論 山口 B405

8274 後期 仏教の思想と文化 石飛 A403 8309 前期 自然・数理科学基礎演習Ⅰ 矢吹 A505 8761 後期 国際交流特別講義Ａ 松本康 B401

8291 前期 平和学 片岡 A501 4071 後期 基礎演習（Ａ） 佐藤友，大原，コウ 情5実 8764 後期 国際交流特別講義Ｃ（ｂ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2

8421 前期 情報入門（情Ａ） 伊藤博 情6実 4073 後期 基礎演習（Ｃ） 鎌田直，西脇隆，松本康 情10実

8422 前期 情報入門（情Ｂ） 田所 情7実 8782 後期 比較文化〔国際〕（Ｂ） ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ C610

8423 前期 情報入門（情Ｃ） 鈴木克 情9実 8789 前期 メディア論〔国際〕（Ａ） 高橋純 A704

8465 後期 情報活用Ⅰ（情Ａ） 金子 情6実 8790 後期 メディア論〔国際〕（Ｂ） 高橋純 A704

8466 後期 情報活用Ⅰ（情Ｂ） 下條 情7実

8505 後期 情報活用Ⅱ（情Ｃ） 鎌田直 情9実

8506 後期 情報活用Ⅱ（情Ｄ） 中嶋輝 情10実

4031 前期 経済学基礎（Ａ） 南ホ A401

4032 前期 経済学基礎（B） 多鹿 C400

8770 後期 国際交流特別講義Ｉ 賀 A704

8772 前期 国際交流特別講義Ｋ 賀 A704

8822 前期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（Ａ） 岡田み A702

8824 後期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（Ｂ） 岡田み A702

木 1 8026 通年 体育実技Ⅰ（Ｆ） 星野宏 体育館 8027 通年 体育実技Ⅰ（Ｇ） 星野宏 体育館 8028 通年 体育実技Ⅰ（Ｈ） 星野宏 体育館 8287 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ａ） 古賀 B402 0015 前期 社会学Ⅰ 水川 A705

8133 前期 政治学Ⅰ 萱野 A705 8111 前期 生命の科学Ⅰ（Ａ） 矢吹 A500 8297 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ａ） 古賀 B500 8117 前期 環境と人間Ⅰ（Ｂ） 矢吹 B405

8135 後期 政治学Ⅱ 萱野 A705 8208 前期 アメリカの文化（A） 瀬名波 C講堂 8621 前期 日本語表現Ｉ（情Ａ） 宮澤 B301 8288 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｂ） 古賀 B402

4072 後期 基礎演習（Ｂ） 鈴木克，山口，韓 情5実 8209 後期 アメリカの文化（B） 瀬名波 C講堂 8622 前期 日本語表現Ｉ（情Ｂ） 松浦年 B504 8298 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｂ） 古賀 B500

4074 後期 基礎演習（Ｄ） 林秀，西脇隆，コウ B505 8295 前期 北星学 日高 A305 8623 前期 日本語表現Ｉ（情Ｃ） 田代 A702 4005 前期 マーケティングⅠ 西脇隆 A403

8310 後期 自然・数理科学基礎演習Ⅱ 矢吹 A505 8624 前期 日本語表現Ｉ（情Ｄ） 高島猛 A507 4018 後期 マーケティングⅡ 西脇隆 A705

4008 前期 経営学入門Ⅰ（A） コウ A603 8625 前期 日本語表現Ｉ（情Ｅ） 田村早 A607 8791 前期 コミュニケーション論〔国際〕（Ａ） R.ﾄﾑｿﾝ A300

4025 後期 問題解決スキル 西脇隆 A501 8626 前期 日本語表現Ｉ（情Ｆ） 吉村 A709 8792 後期 コミュニケーション論〔国際〕（Ｂ） R.ﾄﾑｿﾝ A300

8627 前期 日本語表現Ｉ（情Ｇ） 木谷 A704 8905 後期 教育学（Ｂ） 鈴木剛 A401

8671 後期 日本語表現Ⅱ（情Ａ） 宮澤 B301

8672 後期 日本語表現Ⅱ（情Ｂ） 松浦年 B502

8673 後期 日本語表現Ⅱ（情Ｃ） 田代 A702

8674 後期 日本語表現Ⅱ（情Ｄ） 高島猛 A507

8675 後期 日本語表現Ⅱ（情Ｅ） 田村早 A607

8676 後期 日本語表現Ⅱ（情Ｆ） 吉村 A708

8677 後期 日本語表現Ⅱ（情Ｇ） 木谷 B400

8830 前期 マネジメント論〔国際〕（Ａ） コウ A605

8832 後期 マネジメント論〔国際〕（Ｂ） コウ A605

経営情報学科(2019)
時限
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経営情報学科(2019)
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金 1 8029 通年 体育実技Ⅰ（Ｉ） 星野宏 体育館 8014 後期 スポーツ医学 佐々木敏 A401 8003 前期 心理学Ⅰ（Ａ） 高橋雅 A305 8097 後期 哲学Ⅱ 西永 A403 8123 後期 環境と人間Ⅱ（Ｂ） 吉田磨 C501

8127 前期 日本国憲法（Ａ） 岩本 A403 8031 通年 体育実技Ⅰ（Ｊ） 星野宏 体育館 8032 通年 体育実技Ⅰ（K） 星野宏 体育館 8121 後期 環境と人間Ⅱ（Ａ） 吉田磨 C501 8234 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｄ） 山吉 A300

8143 後期 社会学Ⅱ 西脇裕 B405 8125 前期 社会科学基礎演習Ⅰ 水川 B503 8153 前期 メディアと社会 原島，勝村 C400 8140 後期 投資と社会 陸川 A503 8238 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｄ） 山吉 A300

8179 前期 日本の文化（A） 諸岡 A501 8126 後期 社会科学基礎演習Ⅱ 水川 B503 8180 後期 日本の文化（B） 諸岡 C400 8223 前期 国際・比較文化論（A） 金　昌震 A704

4041 後期 情報処理（Ａ） 鎌田直 情6実 8294 後期 ジェンダーと社会 森川 B402 4042 後期 情報処理（Ｂ） 鎌田直 情10実 8224 後期 国際・比較文化論（Ｂ） 金　昌震 A704

4043 後期 情報処理（Ｃ） 佐藤友 情7実 0518 前期 英語Ⅰ（経部Ｈ） リン B502 4048 後期 情報処理（Ｄ） 佐藤友 情5実 8289 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｃ） 古賀 A603

0519 前期 英語Ⅰ（経部Ｉ） 黒澤 C403 8783 前期 日米（経済）関係〔国際〕（Ａ） ｳｨｰﾗｰ A708 8299 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｃ） 古賀 B500

0521 前期 英語Ⅰ（経部Ｊ） 重成 B607 8784 後期 日米（経済）関係〔国際〕（Ｂ） ｳｨｰﾗｰ A708 4006 前期 会計入門（Ｂ） 松本康 A501

0522 前期 英語Ⅰ（経部Ｋ） ｱﾘｿﾝ B505 8803 前期 日本のサブカルチャー（Ａ） 山本 A702 4016 後期 簿記原理Ⅰ（Ｂ） 松本康 A501

0523 前期 英語Ⅰ（経部Ｌ） 棚瀬 A407 8804 後期 日本のサブカルチャー（Ｂ） 山本 A702 8763 前期 国際交流特別講義Ｃ（ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2

0524 前期 英語Ⅰ（経部Ｍ） 中屋 B301 8902 後期 教職入門（Ｂ） 田実 A400

0525 前期 英語Ⅰ（経部Ｎ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ B504

0568 後期 英語Ⅱ（経部Ｈ） 棚瀬 C501

0569 後期 英語Ⅱ（経部Ｉ） リン B505

0571 後期 英語Ⅱ（経部Ｊ） 中屋 C403

0572 後期 英語Ⅱ（経部Ｋ） 黒澤 B607

0573 後期 英語Ⅱ（経部Ｌ） ｱﾘｿﾝ A407

0574 後期 英語Ⅱ（経部Ｍ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ B301

0575 後期 英語Ⅱ（経部Ｎ） 重成 B504

0703 前期 ドイツ語Ⅰ（経部） 増田好 A506

0713 後期 ドイツ語Ⅱ（経部） 増田好 A506

0754 前期 フランス語Ⅰ（経部） ﾔﾔｳｨ C705

0764 後期 フランス語Ⅱ（経部） ﾔﾔｳｨ C705

0803 前期 韓国語Ⅰ（経部Ａ） 井上敦 B400

0804 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｂ） 崔 B401

0805 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｃ） 曺順 B403

0806 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｄ） 千 B507

0813 後期 韓国語Ⅱ（経部Ａ） 芳賀 A400

0814 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｂ） 崔 B401

0815 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｃ） 井上敦 B403

0816 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｄ） 千 B507

0854 前期 中国語Ⅰ（経部Ａ） 張阿 C703

0855 前期 中国語Ⅰ（経部Ｂ） 楊 B609

0856 前期 中国語Ⅰ（経部Ｃ） 賀 A303

0857 前期 中国語Ⅰ（経部Ｄ） ケイ A504

0858 前期 中国語Ⅰ（経部Ｅ） 森若 C701

0864 後期 中国語Ⅱ（経部Ａ） 張阿 C703

0865 後期 中国語Ⅱ（経部Ｂ） 楊 B609

0866 後期 中国語Ⅱ（経部Ｃ） 賀 A303

0867 後期 中国語Ⅱ（経部Ｄ） ケイ A504

0868 後期 中国語Ⅱ（経部Ｅ） 森若 C701

0891 前期 中国語Ⅰ（経部Ｆ） 日野杉 B501

0896 後期 中国語Ⅱ（経部Ｆ） 日野杉 A703

土 1

【遠隔授業・集中講義】

学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者
遠隔授業 1 8019 前期 心理学Ⅰ（遠隔） 中嶋輝
集中講義 1 4009 前期 経営学入門Ⅰ（教職） 多田

4020 後期 経営学入門Ⅱ（教職） 多田

4033 後期 経済学基礎（教職） 山邑

開講期間および注意事項

１回目の授業日と教室は３学部共通の掲示板で通知する
教職課程履修者のみ履修可能。希望者は教育支援課に申し出ること
教職課程履修者のみ履修可能。希望者は教育支援課に申し出ること
教職課程履修者のみ履修可能。希望者は教育支援課に申し出ること


