
時限 Ⅰ講目 (9:00～10：20) Ⅱ講目 (10:40～12:00) Ⅲ講目 (13:00～14:20) Ⅳ講目 (14:40～16:00) Ⅴ講目 (16:20～17:40)
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

国際政治学(Ａ・Ｂ) 萱野 Ａ705 政治学Ⅰ 萱野 アメリカの文化Ⅰ（Ａ）/アメリカの文化(Ａ) 瀬名波 Ａ503 ★キリスト教の歴史と文化Ⅰ(全クラス)/　 ★統計学Ⅰ(Ａ）/統計学(A) 矢吹 A501
　文部、経済、科目等履修生 Ａ305 ★キリスト教の歴史Ⅰ(全クラス)

労働法Ⅱ/労災と就労支援 林健 図ＡＢ 　社部、経情、経法　 Ｃ400 生命の科学Ⅰ（Ａ） 矢吹 図ＡＢ 　経法、経情、心コ Ａ305 ★グループダイナミックス 栗林 A401
　英文、計画、臨床 Ａ403

法学入門 長屋ほか A305 情報入門（英Ａ）　 大瀨 第6実 日本語教授法Ⅲ 岡田み Ａ303 　経済、福心 Ａ401

認知心理学（福心）/知覚・認知心理学 眞嶋 C500 地方自治論（経社部） 武岡 Ｃ502 社会経済学/社会経済学Ⅰ 勝村
　2017年度以前入学生、科目等履修生 Ａ403

簿記原理Ⅱ 松本康 Ｃ402 　2018年度入学生 Ａ305

経営科学 鈴木克 Ｃ400

民法再入門 篠田 Ｃ702

計量経済学（法） 南ホ Ａ407
日本史（文社部） 篠崎 C401 情報入門（福心Ｂ） 渡辺隼 第7実 心理学Ⅰ（Ａ） 高橋雅 会計入門（Ｂ） 松本康 Ａ403 ★数学Ⅰ（A） 矢吹 Ａ401

　文部、社部、科目等履修生 Ａ403
ソーシャルワーク実践理論Ⅰ 中村和 Ｃ700 介護概論 八巻 Ａ305 　経部　 Ａ503 公衆衛生 佐々木浩 Ａ401

福祉心理学 豊村 C400 情報入門（臨Ａ） 渡辺隼 第6実

経済思想史 楠木 Ａ401

環境経済学 野原 C402

宗教学（Ａ） 堀雅 Ａ305

現代政治学（Ａ） 萱野 図ＡＢ

国際会計Ⅰ 松本康 Ａ301

知的所有権法/
先端法律学特別講義/　　　
知的財産法

高齢者福祉論 畑 A305 スポーツ生理学 星野宏 Ａ305 身体の科学Ⅰ 佐々木敏 Ａ305 ミクロ経済学（経)/ミクロ経済学Ⅰ(経) 修 Ａ305 現代世界の歴史〔西洋〕/
世界の近現代史Ⅰ

★社会科教育法Ⅱ〔公民〕(Ａ・Ｂ) 鳴海 C401 心理学Ⅰ(Ｂ) 中村浩 Ｃ400 経済学Ⅰ 勝村 会計入門（Ａ） 大原 Ｃ400
　経済 Ａ603 コミュニケーション研究Ａ ｼﾞｮｴﾙ Ａ500

★環境と人間Ⅰ(Ａ・Ｂ) 矢吹 経済統計学/経済統計学Ⅰ 毛利 図ＡＢ 　経情、社部 Ａ403 企業金融論 南ホ Ａ501
　英文、経法、福心 Ｃ400 　経法、文部 Ａ503 原価計算Ⅰ 大原 Ｃ402
  心コ、臨床、科目等履修生、留学生 Ａ603 医療福祉論 伊藤恵 地域福祉論（B） 池田雅 Ａ401
　経済、計画 Ａ503 　計画 Ｃ500 国際関係論/国際関係論Ⅰ 萱野 図ＡＢ 社会福祉調査論（福祉士） 中田知 Ａ305
　経情 Ａ403 　臨床、文部、経法、科目等履修生 Ｃ502

憲法Ⅱ〔統治機構〕 岩本 Ｃ700
世界史Ⅰ（文社部） 木下憲 Ａ407

精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ 中村和ほか Ａ300

租税法 竹田 Ｃ500
日本国憲法（Ｃ） 篠田 Ｃ700 心理学概論 眞嶋 Ｃ502 ヨーロッパの文化Ⅰ(Ａ)/ 日本語教授法Ⅰ 岡田み Ａ705 イスラム教の思想と文化 山我 図ＡＢ

ヨーロッパの文化(Ａ)
★日本国憲法(Ａ・Ｂ) 岩本 ★管理会計Ⅰ 大原 Ｃ401 経済数学(法)/経済数学基礎 多鹿 Ｃ400
　英文、計画 Ａ503 運動の科学 佐々木敏 Ｃ401
　心コ、経情 Ｃ400 ★障害者福祉論 田中耕 図ＡＢ 民事訴訟法 長屋 Ｃ402
　経済、臨床 Ａ403 国際マーケティング 韓 Ｃ502
　経法、福心 Ａ305

ミクロ経済学（情法）/
ミクロ経済学Ⅰ(情法）

労働法Ⅰ/労働法 林健 図ＡＢ

心理学研究法（福心）/
心理学研究法Ⅰ(福心）

生命と倫理(Ａ)/現代社会と倫理(Ａ) 増渕 A501 心理学Ⅰ（Ｃ） 中村浩 ★聖書の思想と文化Ⅰ(全クラス) 山吉 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｄ）/ 中国の文化Ⅰ(Ａ)/中国の文化(Ａ) 江尻 Ｂ507
　文部、経部 Ａ403 　英文、科目等履修生 Ａ503 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｄ）

音楽の世界 寺田貴 Ｃ400 　社部 Ａ401 　心コ Ａ603 マクロ経済学（情法） 山本賢 Ａ401
　経済 Ａ305 市民経済論 久田 Ａ301

情報入門（情Ｂ） 田所 第6実 情報入門（法Ａ）　 田所 第6実 　経情 Ａ403 教育行政論（Ａ） 鳴海 Ｃ401
　経法、計画 Ｃ400 保健医療ソーシャルワーク論 田村里 Ｃ402

情報入門（情Ｃ） 鈴木克 第9実 情報入門（法Ｃ）　 大瀨 第7実 　臨床、福心 Ｃ700

英語特別授業 網野 Ａ605

経済学基礎(Ａ）/基礎経済学(Ａ・Ｂ） 南ホ，多鹿 A305

行政法Ⅱ〔行政救済法〕 竹田 C401

社会・集団・家族心理学/
社会心理学（社部）

★心理学Ⅰ（遠隔） 中嶋輝 Ａ401 ★中国語Ⅰ(全クラス) 山本範ほか ★中国語Ⅲ（全クラス） 山本範ほか
　文部・社部 Ａ403 　文部・社部 Ａ403
　経部 Ｃ400 　経部 Ａ401

※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。　　　！注意事項は裏面にあります！

追加・変更点は赤字で示しています。

Ａ403

8/6
(火)

 2019年度　前期定期試験時間割【大学】　　　    　

8/1
(木)

8/2
(金)

8/5
(月)

萩原 Ｃ400

山我 Ｃ400

豊村 Ａ503

古賀

山我 Ａ501

多鹿

山我

8/8
(木)

8/7
(水)

Ａ403

栗林 Ａ403


