
経済学科 時間割 2020履修登録用
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 8017 前期 運動の科学 星野宏 A305 8242 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｂ） 山我 B402 8557 後期 現代世界の歴史〔東洋〕 秋山 C400 8154 後期 北方圏論（Ａ） 澤井 C400 8129 後期 日本国憲法（Ｃ） 篠田 A503
8411 前期 情報入門（経Ａ） 中嶋輝 情6実 8246 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｂ） 山我 A403 8137 前期 経済学Ⅰ 勝村 A403 8241 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ａ） 山我 C400 8194 前期 韓国・朝鮮の文化 鄭根珠 A303
8412 前期 情報入門（経Ｂ） 古谷 情7実 8014 後期 スポーツ医学 星野宏 A408 8231 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ａ） 山吉 A503 8245 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ａ） 山我 C700 4016 後期 簿記原理Ⅰ（Ｂ） 大原 C502
8413 前期 情報入門（経Ｃ） 下條 情9実 3501 前期 入門演習 勝村，他 A305 8235 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ） 山吉 A503 0511 前期 英語Ⅰ（経済Ａ） フレナー B505 8905 後期 教育学（Ｂ） 鈴木剛 A703
8414 前期 情報入門（経Ｄ） 渡辺隼 情10実 8881 前期 マネジメント論Ａ〔国際〕 秋森 A408 0512 前期 英語Ⅰ（経済Ｂ） 川名 B501
8415 前期 情報入門（経Ｅ） 小幡 情5実 8882 後期 マネジメント論Ｂ〔国際〕 南ホ A605 0513 前期 英語Ⅰ（経済Ｃ） ゲッツ B607
8461 後期 情報活用Ⅰ（経Ａ） 古谷 情6実 0514 前期 英語Ⅰ（経済Ｄ） 中屋 A508
8502 後期 情報活用Ⅱ（経Ｂ） 小幡 情7実 0515 前期 英語Ⅰ（経済Ｅ） ﾐﾗｰ B504

0516 前期 英語Ⅰ（経済Ｆ） 棚瀬 B401
0517 前期 英語Ⅰ（経済Ｇ） ｼﾞｮﾝｿﾝ B507
0561 後期 英語Ⅱ（経済Ａ） 川名 B501
0562 後期 英語Ⅱ（経済Ｂ） フレナー B505
0563 後期 英語Ⅱ（経済Ｃ） 中屋 A300
0564 後期 英語Ⅱ（経済Ｄ） ゲッツ B607
0565 後期 英語Ⅱ（経済Ｅ） ｼﾞｮﾝｿﾝ B507
0566 後期 英語Ⅱ（経済Ｆ） ﾐﾗｰ B504
0567 後期 英語Ⅱ（経済Ｇ） 棚瀬 A404
3051 通年 ミクロ経済学（経） 修 A603
4006 前期 会計入門（Ｂ） 大原 C502
8887 前期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（A） 岡田み A704
8904 前期 教育学（Ａ） 鈴木剛 C500

2 0931 後期 中国語と文化 山本 A703 8015 前期 スポーツ生理学 星野宏 A503 3091 通年 国際経済学 竹野内 A305 3147 前期 現代政治学 萱野 B402 3104 前期 日本経済史 平井 A301 8938 前期 特別活動の研究（Ａ） 岡積 A300

0941 前期 韓国語と文化 鄭根珠 B401 3537 通年 国際関係論 萱野 B402 5671 後期 民法Ⅰ〔民法総則・物権〕 篠田 A503

5726 通年 証券論 南ホ A603

5641 後期 憲法Ⅰ〔人権〕 岩本 C400

3 8081 通年 生涯スポーツⅠ（Ａ） 星野宏 体育館 8281 前期 宗教と文化演習Ⅰ 山吉 A405 8968 後期 社会科教育実践指導Ⅰ 鳴海 C401

3106 通年 社会思想史（Ｂ） 楠木 A403 8285 後期 宗教と文化演習Ⅱ 山吉 A405

3709 後期 文化経済学 勝村 A403 3138 通年 世界史Ⅱ 中村一 B500

5135 前期 国際金融論 秋森 C501 8856 前期 日本の文学[国際]（A） フレナー B505

8857 後期 日本の文学[国際]（B） フレナー B505

8907 前期 教育史 鈴木剛 B501

4 8084 通年 生涯スポーツⅡ（Ａ） 星野宏 体育館 8982 後期 教職実践演習（中・高）（B） 田実 A407

8981 後期 教職実践演習（中・高）（A） 田実 A607

火 1 8211 前期 ヨーロッパの文化Ⅰ（Ａ） 山吉 A305 8009 後期 心理学Ⅱ（Ｂ） 渡辺舞 A305 8581 前期 教養演習Ｉ（Ａ） 宮澤 A406 8243 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｃ） 山我 A305 8317 後期 数学Ⅱ 矢吹 C401

8212 後期 ヨーロッパの文化Ⅰ（Ｂ） 山吉 A603 8022 通年 体育実技Ⅰ（Ｂ） 星野宏 体育館 8591 後期 教養演習Ⅱ（Ａ） 宮澤 A406 8247 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｃ） 山我 A603 8582 前期 教養演習Ｉ（Ｂ） 矢吹 C610

8004 前期 心理学Ⅰ（Ｂ） 渡辺舞 A403 8095 前期 哲学Ⅰ 麻生 B402 8023 通年 体育実技Ⅰ（Ｃ） 星野宏 体育館 8018 後期 体力育成論 森田，星野宏 C700 8103 後期 科学と人間 佐藤俊 C400

8008 後期 心理学Ⅱ（Ａ） 渡辺舞 A403 0703 前期 ドイツ語Ⅰ（経部） ﾊｲﾈﾏﾝ A506 8115 前期 環境と人間Ⅰ（Ａ） 矢吹 A403 8105 前期 物質の世界 堀田 A403 8128 前期 日本国憲法（Ｂ） 岩本 A403

8021 通年 体育実技Ⅰ（Ａ） 星野宏，他 体育館 0713 後期 ドイツ語Ⅱ（経部） ﾊｲﾈﾏﾝ A506 8131 後期 法学 足立 A305 8113 前期 生命の科学Ⅱ（Ａ） 田中歩 A503 8233 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｃ） 山吉 A603

3053 通年 経済統計学 毛利 A503 0754 前期 フランス語Ⅰ（経部） 林宏 C705 8232 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｂ） 山吉 A603 8114 後期 生命の科学Ⅱ（Ｂ） 田中歩 A403 8237 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｃ） 山吉 A403

0764 後期 フランス語Ⅱ（経部） 林宏 C705 8236 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｂ） 山吉 A403 8185 後期 美術の世界 寺嶋 A503 8888 後期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（B） 岡田み A709

0803 前期 韓国語Ⅰ（経部Ａ） 鄭斗鎬 B400 3520 前期 基礎経済学（経D） 毛利 A508 8887 前期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（A） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

0804 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｂ） 曺順 B401 8888 後期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（B） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

0805 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｃ） 韓然 B403

0813 後期 韓国語Ⅱ（経部Ａ） 鄭根珠 A706

0814 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｂ） 曺順 B401

0815 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｃ） 韓然 B403

0854 前期 中国語Ⅰ（経部Ａ） 清水賢 C703

0855 前期 中国語Ⅰ（経部Ｂ） 日野杉 B609

0856 前期 中国語Ⅰ（経部Ｃ） 田中英夫 A303

0857 前期 中国語Ⅰ（経部Ｄ） 網谷 A504

0858 前期 中国語Ⅰ（経部Ｅ） 藏田 C701

0860 前期 中国語Ⅰ（経部Ｆ） 山本 A605

0864 後期 中国語Ⅱ（経部Ａ） 清水賢 C703

0865 後期 中国語Ⅱ（経部Ｂ） 日野杉 B609

0866 後期 中国語Ⅱ（経部Ｃ） 田中英夫 A303

0867 後期 中国語Ⅱ（経部Ｄ） 網谷 A504

0868 後期 中国語Ⅱ（経部Ｅ） 藏田 C701

0870 後期 中国語Ⅱ（経部Ｆ） 山本 A605

3520 前期 基礎経済学（経D） 毛利 A508

2 8051 通年 体育実技Ⅱ（Ａ） 星野宏，他 体育館 8052 通年 体育実技Ⅱ（Ｂ） 星野宏 体育館 8053 通年 体育実技Ⅱ（Ｃ） 星野宏 体育館 0606 前期 英語Ⅲ（経部Ａ） ｾﾞﾌ C403 3057 後期 労働経済論 中村一 B401 8966 後期 特別支援教育概論（Ｂ） 播磨 C401

0900 後期 英語と文化（Ｂ） ｱﾘｿﾝ B504 0911 前期 ドイツ語と文化 増田好 C606 3094 通年 アジア経済論 浦野 C700 0607 前期 英語Ⅲ（経部Ｂ） ﾘﾝ B609 3107 前期 社会政策論 中村一 C702

0901 後期 英語と文化（Ａ） 西原明 C701 3056 前期 経済思想史 楠木 A603 3136 後期 日本史（経部） 平井 B607 0608 前期 英語Ⅲ（経部Ｃ） Ｄ．Ｈ A508 3137 通年 世界史Ⅰ（経部） 湯山 C502

5747 前期 規制と競争の経済学 増田 A401 3105 後期 西洋経済史 濵文 A705 3055 後期 金融論 秋森 B402 0609 前期 英語Ⅲ（経部Ｄ） 井上千 B403

8948 後期 教育相談論（Ｂ） 河岸 B500 8941 前期 教育方法論（Ａ） 鳴海，田実，播磨 C402 0611 前期 英語Ⅲ（経部Ｅ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ B504

0612 前期 英語Ⅲ（経部Ｆ） 村井 B607

0613 前期 英語Ⅲ（経部Ｇ） フレナー A407

0614 前期 英語Ⅲ（経部Ｈ） ｶｰﾄﾆｰ B501

0615 前期 英語Ⅲ（経部Ｉ） 重成 B401

0616 前期 英語Ⅲ（経部Ｊ） ﾄｰﾏｽ A704

0656 後期 英語Ⅳ（経部Ａ） ﾘﾝ B401

0657 後期 英語Ⅳ（経部Ｂ） ｾﾞﾌ C403

0658 後期 英語Ⅳ（経部Ｃ） 村井 B607

0659 後期 英語Ⅳ（経部Ｄ） Ｄ．Ｈ B609

0661 後期 英語Ⅳ（経部Ｅ） 重成 B504

0662 後期 英語Ⅳ（経部Ｆ） ｶｰﾄﾆｰ B403

0663 後期 英語Ⅳ（経部Ｇ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ A407

0664 後期 英語Ⅳ（経部Ｈ） フレナー B501

0665 後期 英語Ⅳ（経部Ｉ） 井上千 A508

0666 後期 英語Ⅳ（経部Ｊ） ﾄｰﾏｽ A704

0723 前期 ドイツ語Ⅲ（経部） ﾊｲﾈﾏﾝ B505

0733 後期 ドイツ語Ⅳ（経部） ﾊｲﾈﾏﾝ B505

0773 前期 フランス語Ⅲ（経部） 林宏 C703

0783 後期 フランス語Ⅳ（経部） 林宏 C703

0823 前期 韓国語Ⅲ（経部Ａ） 鄭斗鎬 B502

0824 前期 韓国語Ⅲ（経部Ｂ） 曺順 A303

0825 前期 韓国語Ⅲ（経部Ｃ） 韓然 A301

0833 後期 韓国語Ⅳ（経部Ａ） 曺順 B502

0834 後期 韓国語Ⅳ（経部Ｂ） 鄭根珠 A303

0835 後期 韓国語Ⅳ（経部Ｃ） 韓然 A301

0874 前期 中国語Ⅲ（経部Ａ） 田中英夫 A504

0875 前期 中国語Ⅲ（経部Ｂ） 日野杉 A702

0878 前期 中国語Ⅲ（経部Ｃ） ｺﾞ A607

0884 後期 中国語Ⅳ（経部Ａ） 田中英夫 A504

0885 後期 中国語Ⅳ（経部Ｂ） 日野杉 A702

0888 後期 中国語Ⅳ（経部Ｃ） ｺﾞ A607

1975 前期 日本語教授法Ⅰ 岡田み A705

1976 後期 日本語教授法Ⅱ 岡田み A705

(2013～2017年度入学生用) 第3版
時限
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時限

火 3 3706 後期 中国経済論 汪志 A400 4206 前期 会計学Ⅰ 檜山 C400 8091 前期 身体と心の科学演習Ⅰ 星野宏 A405 0914 前期 上級ドイツ語Ⅰ ﾊｲﾈﾏﾝ B505

3068 前期 地方自治論（経社部） 武岡 C502 8867 前期 日本の文化[国際]（A） 延与 A708 8093 後期 身体と心の科学演習Ⅱ 申 A405 0916 後期 上級ドイツ語Ⅱ ﾊｲﾈﾏﾝ B505

3092 後期 開発経済論 浦野 C700 8868 後期 日本の文化[国際]（B） 延与 A708 3801 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 平井 B600 8867 前期 日本の文化[国際]（A） ｺｯﾀｰ 情12実

3805 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 萱野 A506

3806 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 修 B602

3807 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 浦野 C601

3808 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 野本 B603

3809 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 勝村 B604

3815 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 竹野内 B605

3816 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 柴崎 B606

4 8962 通年 教育実習Ⅰ〔中学校〕 鳴海，田実，播磨 B402 8983 後期 教職実践演習（中・高）（C） 播磨 C603 3851 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 平井 B600

8963 通年 教育実習Ⅱ〔高等学校〕 鳴海，田実，播磨 B402 8984 後期 教職実践演習（中・高）（D） 鳴海 C602 3855 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 萱野 B601

8978 通年 教育実習事前事後指導 鳴海，田実，播磨 B402 3856 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 修 B602

3858 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 野本 B603

3859 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 勝村 B604

3865 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 竹野内 B605

3866 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 柴崎 B606

水 1 8571 前期 平和学Ｉ（Ａ） 片岡 A503 8146 後期 統計学Ⅰ（B） 矢吹 C502 8145 前期 統計学Ⅰ（A） 矢吹 B405 8187 前期 中国の文化Ⅰ（A） 江尻 B507

8583 前期 教養演習Ｉ（Ｃ） 水川 A406 8155 後期 北方圏論（B） 澤井 A603 8159 前期 北海道文化論Ⅰ（Ｂ） 出利葉 C講堂 8188 後期 中国の文化Ⅰ（Ｂ） 江尻 A401

8593 後期 教養演習Ⅱ（Ｃ） 水川 A406 8158 前期 北海道文化論Ⅰ（Ａ） 出利葉 C講堂 8248 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｄ） 山我 B402 8565 前期 国際文化論Ⅰ（Ａ） 金昌 A305

8024 通年 体育実技Ⅰ（Ｄ） 星野宏 体育館 8012 前期 身体の科学Ⅰ 森田 C700 8315 後期 数学Ⅰ（B） 矢吹 A401 8139 後期 経済学Ⅱ 岡部洋 C402

8151 後期 文化人類学 小西 A501 8013 後期 身体の科学Ⅱ 森田 A305 8277 前期 イスラム教の思想と文化 山我 A403 8874 後期 日欧（経済）関係〔国際〕 竹野内 A506

8274 後期 仏教の思想と文化 石飛 A305 8025 通年 体育実技Ⅰ（Ｅ） 星野宏 体育館 8874 後期 日欧（経済）関係〔国際〕 原島 A509

8111 前期 生命の科学Ⅰ（Ａ） 矢吹 A503

8885 前期 コミュニケーション論〔国際〕（A） 高橋純 A704

8886 後期 コミュニケーション論〔国際〕（B） 高橋純 A704

2 8054 通年 体育実技Ⅱ（Ｄ） 星野宏 体育館 8055 通年 体育実技Ⅱ（Ｅ） 星野宏 体育館 3125 前期 ビジネス英語Ⅰ（経） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情12実 0921 前期 フランス語と文化 五味田 B609

3052 通年 マクロ経済学（経） 渡邉稔 A403 8535 後期 ソフトウェア基礎 金子 情11実 3126 後期 ビジネス英語Ⅱ（経） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情12実 3057 後期 労働経済論 中村一 B401

3717 後期 海外実習Ⅱ 野本 A303 3136 前期 日本史（経部） 橋本雄 C501 3141 後期 地誌概説 塩崎 A503 3104 前期 日本経済史 平井 A301

5124 通年 経済政策論 増田 A404 3071 後期 環境経済学 野原 C402 5729 後期 財政学 板谷 C500 3107 前期 社会政策論 中村一 C702

5671 後期 民法Ⅰ〔民法総則・物権〕 篠田 A503 4261 通年 職業指導 川渕 B501 3141 後期 地誌概説 塩崎 A503

8912 後期 教育心理学（Ｂ） 田辺毅 A603 5641 後期 憲法Ⅰ〔人権〕 岩本 C400 5729 後期 財政学 板谷 C500

3 8082 通年 生涯スポーツⅠ（Ｂ） 星野宏 体育館 8087 前期 スポーツ実技 星野宏 体育館 0924 前期 上級フランス語Ⅰ 五味田 B609 8918 前期 社会科教育法Ⅰ〔地理歴史〕 岡積 A605

0904 前期 上級英語Ⅰ ゲッツ 情3実 8089 後期 健康運動実技 星野宏 体育館 0926 後期 上級フランス語Ⅱ 五味田 B609 8921 後期 地理歴史科教育法 岡積 A605

0906 後期 上級英語Ⅱ 西原明 B401 3705 前期 時事英語 竹野内 A702 3065 通年 北海道経済論（Ａ） 斉藤正 A603

0944 前期 上級韓国語Ⅰ 鄭根珠 A504 8868 後期 日本の文化[国際]（B） ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ C610

0946 後期 上級韓国語Ⅱ 鄭根珠 A504 8915 前期 教育社会学 菅原 A703

3133 前期 ゲーム理論 修 B405 8969 後期 社会科教育実践指導Ⅱ 鳴海 A509

8919 前期 社会科教育法Ⅱ〔公民〕（Ａ） 鳴海 A400

4

木 1 8102 前期 生命と倫理（Ａ） 村松 B405 8244 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｄ） 山我 A403 8173 後期 日本の文化Ⅰ（Ｃ） 諸岡 A503 8171 前期 日本の文化Ⅰ（A） 諸岡 A503 8573 前期 平和学Ｉ（Ｂ） 片岡 A503

8107 後期 生命と倫理（Ｂ） 村松 B405 8005 前期 心理学Ⅰ（Ｃ） 中村浩 A305 8201 前期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅰ（Ａ） 瀬名波 C講堂 8172 後期 日本の文化Ⅰ（B） 諸岡 A503 8592 後期 教養演習Ⅱ（Ｂ） 矢吹 C505

8026 通年 体育実技Ⅰ（Ｆ） 星野宏 体育館 8006 後期 心理学Ⅱ（Ｃ） 中村浩 B402 8202 後期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅰ（Ｂ） 瀬名波 C講堂 8558 前期 現代世界の歴史〔西洋〕 山我 A305 8596 後期 教養演習Ⅱ（Ｆ） 松浦年 A709

8133 前期 政治学Ⅰ 萱野 A403 8027 通年 体育実技Ⅰ（Ｇ） 星野宏 体育館 8314 前期 数学Ⅰ（A） 矢吹 A705 8553 後期 文学の世界 宮崎靖 C700 8117 前期 環境と人間Ⅰ（Ｂ） 矢吹 C700

8135 後期 政治学Ⅱ 萱野 A403 8028 通年 体育実技Ⅰ（Ｈ） 星野宏 体育館 0511 前期 英語Ⅰ（経済Ａ） ﾘﾝ B505 8612 前期 日本語表現Ｉ（経Ａ） 宮崎靖 A709

8181 前期 音楽の世界 寺田貴 A401 8112 後期 生命の科学Ⅰ（Ｂ） 矢吹 B402 0512 前期 英語Ⅰ（経済Ｂ） ゲッツ B501 8613 前期 日本語表現Ｉ（経Ｂ） 田村早 A704

0513 前期 英語Ⅰ（経済Ｃ） 棚瀬 B607 8614 前期 日本語表現Ｉ（経Ｃ） 水川 C701

0514 前期 英語Ⅰ（経済Ｄ） ｱﾘｿﾝ A508 8615 前期 日本語表現Ｉ（経Ｄ） 高木維 B401

0515 前期 英語Ⅰ（経済Ｅ） 中屋 B504 8616 前期 日本語表現Ｉ（経Ｅ） 高島猛 A607

0516 前期 英語Ⅰ（経済Ｆ） ｶｰﾄﾆｰ B401 8617 前期 日本語表現Ｉ（経Ｆ） 浅野正 A708

0517 前期 英語Ⅰ（経済Ｇ） 木村有 B507 8618 前期 日本語表現Ｉ（経Ｇ） 木谷 C705

0561 後期 英語Ⅱ（経済Ａ） ゲッツ B501 8619 前期 日本語表現Ｉ（経Ｈ） 石垣 A504

0562 後期 英語Ⅱ（経済Ｂ） 川名 B505 8620 前期 日本語表現Ｉ（経Ｉ） 寺山 A506

0563 後期 英語Ⅱ（経済Ｃ） ｱﾘｿﾝ A300 8662 後期 日本語表現Ⅱ（経Ａ） 宮崎靖 C701

0564 後期 英語Ⅱ（経済Ｄ） 棚瀬 B607 8663 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｂ） 田村早 A704

0565 後期 英語Ⅱ（経済Ｅ） ｶｰﾄﾆｰ B507 8664 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｃ） 水川 A504

0566 後期 英語Ⅱ（経済Ｆ） 木村有 B504 8665 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｄ） 高木維 B502

0567 後期 英語Ⅱ（経済Ｇ） 中屋 A404 8666 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｅ） 高島猛 A607

8881 前期 マネジメント論Ａ〔国際〕 コウ A605 8667 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｆ） 浅野正 A708

8882 後期 マネジメント論Ｂ〔国際〕 コウ A605 8668 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｇ） 木谷 C705

8669 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｈ） 石垣 A508

8670 後期 日本語表現Ⅱ（経Ｉ） 寺山 A509

8885 前期 コミュニケーション論〔国際〕（A） R.ﾄﾑｿﾝ A507

8886 後期 コミュニケーション論〔国際〕（B） R.ﾄﾑｿﾝ A507

8901 前期 教職入門（Ａ） 田実 A401

2 8056 通年 体育実技Ⅱ（Ｆ） 星野宏 体育館 8016 後期 スポーツ栄養学 岡野，岡部哲 A403 8058 通年 体育実技Ⅱ（Ｈ） 星野宏 体育館 3059 後期 社会経済史（B） 柴崎 A403 3140 通年 地理学（B） 塩崎 A305 8939 後期 特別活動の研究（Ｂ） 岡積 A605

3538 通年 国際開発協力論 野本 A406 8057 通年 体育実技Ⅱ（Ｇ） 星野宏 体育館 3531 通年 社会経済学 勝村 A403 8937 後期 道徳教育の研究 鈴木剛 B405 8965 前期 特別支援教育概論（Ａ） 播磨 B405

3124 後期 計量経済学（経） 修 情1実 3127 通年 国際政治学（Ｂ） 萱野 A400 8913 前期 教育行政論（Ａ） 鳴海 C403

8947 前期 教育相談論（Ａ） 河岸 A705 3535 前期 日本経済論 勝村 A503

3124 後期 計量経済学（経） 修 情1実

3 3142 後期 自然地理学（Ｃ） 菊地達 A400 8920 前期 社会科教育法Ⅱ〔公民〕（Ｂ） 鳴海 C403 1977 前期 日本語教授法Ⅲ 岡田み A702 3802 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 中村一 B601

8922 後期 公民科教育法（Ａ） 鳴海 C403 8946 後期 生活指導の研究（Ｂ） 田実 C403 3803 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 原島 B603

3804 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 濵文 B605

3811 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 野原 C601

3812 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 楠木 C607

3813 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 斉藤正 A405

3814 通年 演習Ⅰ〔３年次〕 渡邉稔 C503

4 0951 通年 外国語演習[英語] 西原明，ゲッツ A701 8985 後期 教職実践演習（中・高）（E） 鳴海 A405 3852 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 中村一 B601

0952 通年 外国語演習[ドイツ語] 増田好 A505 3853 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 原島 B603

0953 通年 外国語演習[フランス語] 五味田 A405 3854 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 濵文 B605

0954 通年 外国語演習[中国語] 山本 CALL1 3857 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 浦野 A505

0955 通年 外国語演習[韓国語] 鄭根珠 A601 3861 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 野原 C601

3862 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 楠木 C607

3863 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 斉藤正 A405

3864 通年 演習Ⅱ〔４年次〕 渡邉稔 C503



経済学科 時間割 2020履修登録用
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

(2013～2017年度入学生用) 第3版
時限

金 1 8029 通年 体育実技Ⅰ（Ｉ） 星野宏 体育館 8555 前期 投資の仕組み 直井 A408 8577 後期 職業と人生Ⅰ（Ｃ） 原島，勝村 A305 8566 後期 国際文化論Ⅰ（Ｂ） 金昌 A705 0015 前期 社会学Ⅰ 水川 A703

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 8003 前期 心理学Ⅰ（Ａ） 高橋雅 A403 8584 前期 教養演習Ｉ（Ｄ） 諸岡 A505 8123 後期 環境と人間Ⅱ（Ｂ） 吉田磨 B402

8143 後期 社会学Ⅱ 西脇裕 B500 8294 後期 ジェンダーと社会 森川 A403 8032 通年 体育実技Ⅰ（K） 申 体育館 8594 後期 教養演習Ⅱ（Ｄ） 諸岡 A505 3524 前期 新聞活用 原島，勝村 A305

8234 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｄ） 山吉 A603 0703 前期 ドイツ語Ⅰ（経部） 増田好 A506 8153 前期 メディアと社会 原島，勝村 C400 8097 後期 哲学Ⅱ 西永 A305

8238 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｄ） 山吉 A403 0713 後期 ドイツ語Ⅱ（経部） 増田好 A506 8902 後期 教職入門（Ｂ） 田実 B405 8121 後期 環境と人間Ⅱ（Ａ） 吉田磨 B402

0754 前期 フランス語Ⅰ（経部） ﾔﾔｳｨ C705 4004 前期 会計入門（Ａ） 松本康 A603

0764 後期 フランス語Ⅱ（経部） ﾔﾔｳｨ C705 4015 後期 簿記原理Ⅰ（Ａ） 松本康 A501

0803 前期 韓国語Ⅰ（経部Ａ） 芳賀 B400

0804 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｂ） 松田 B401

0805 前期 韓国語Ⅰ（経部Ｃ） 呉泰 B403

0813 後期 韓国語Ⅱ（経部Ａ） 呉泰 A706

0814 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｂ） 千 B401

0815 後期 韓国語Ⅱ（経部Ｃ） 芳賀 B403

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） 森若 A303

0857 前期 中国語Ⅰ（経部Ｄ） ｹｲ A504

0858 前期 中国語Ⅰ（経部Ｅ） 山本 C701

0860 前期 中国語Ⅰ（経部Ｆ） 藤井 A605

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） 森若 A303

0867 後期 中国語Ⅱ（経部Ｄ） ｹｲ A504

0868 後期 中国語Ⅱ（経部Ｅ） 山本 C701

0870 後期 中国語Ⅱ（経部Ｆ） 藤井 A605

2 8059 通年 体育実技Ⅱ（Ｉ） 星野宏 体育館 8313 後期 職業と人生Ⅱ（C） 勝村 B301 8062 通年 体育実技Ⅱ（K） 申 体育館 0606 前期 英語Ⅲ（経部Ａ） 中村亜 C403 8255 後期 比較宗教学 山我 A403

3071 後期 環境経済学 野原 C402 8061 通年 体育実技Ⅱ（Ｊ） 星野宏 体育館 3055 後期 金融論 秋森 B402 0607 前期 英語Ⅲ（経部Ｂ） ﾘﾝ B609 3059 前期 社会経済史（B） 濵文 A603

4222 前期 流通サービス経営論Ⅰ 西脇隆 C400 3535 後期 日本経済論 板垣 C500 3056 前期 経済思想史 楠木 A603 0608 前期 英語Ⅲ（経部Ｃ） 中屋 A508 3704 後期 グローバル・ガバナンス論 野本 C502

4223 後期 流通サービス経営論Ⅱ 西脇隆 C502 3703 通年 フェアトレード 萱野 A705 3105 後期 西洋経済史 濵文 A705 0609 前期 英語Ⅲ（経部Ｄ） ｶｰﾄﾆｰ B403 8942 後期 教育方法論（Ｂ） 鳴海，田実，播磨 A500

8914 後期 教育行政論（B） 鳴海 A404 3143 前期 宗教学（Ａ） 堀雅 B402 0611 前期 英語Ⅲ（経部Ｅ） 重成 B504

3144 後期 宗教学（Ｂ） 堀雅 A503 0612 前期 英語Ⅲ（経部Ｆ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ B607

0613 前期 英語Ⅲ（経部Ｇ） 棚瀬 A407

0614 前期 英語Ⅲ（経部Ｈ） ﾐﾗｰ B501

0615 前期 英語Ⅲ（経部Ｉ） ｱﾘｿﾝ B401

0616 前期 英語Ⅲ（経部Ｊ） 湯浅 A704

0656 後期 英語Ⅳ（経部Ａ） ﾘﾝ B401

0657 後期 英語Ⅳ（経部Ｂ） 中村亜 C403

0658 後期 英語Ⅳ（経部Ｃ） ｶｰﾄﾆｰ B607

0659 後期 英語Ⅳ（経部Ｄ） 中屋 B609

0661 後期 英語Ⅳ（経部Ｅ） ｱﾘｿﾝ B504

0662 後期 英語Ⅳ（経部Ｆ） ﾐﾗｰ B403

0663 後期 英語Ⅳ（経部Ｇ） 重成 A407

0664 後期 英語Ⅳ（経部Ｈ） 棚瀬 B501

0665 後期 英語Ⅳ（経部Ｉ） ﾊﾙﾎﾞｰｾﾝ A508

0666 後期 英語Ⅳ（経部Ｊ） 湯浅 A704

0723 前期 ドイツ語Ⅲ（経部） 増田好 B505

0733 後期 ドイツ語Ⅳ（経部） 増田好 B505

0773 前期 フランス語Ⅲ（経部） ﾔﾔｳｨ C703

0783 後期 フランス語Ⅳ（経部） ﾔﾔｳｨ C703

0823 前期 韓国語Ⅲ（経部Ａ） 井上敦 B502

0824 前期 韓国語Ⅲ（経部Ｂ） 千 A303

0825 前期 韓国語Ⅲ（経部Ｃ） 呉泰 A301

0833 後期 韓国語Ⅳ（経部Ａ） 千 B502

0834 後期 韓国語Ⅳ（経部Ｂ） 呉泰 A303

0835 後期 韓国語Ⅳ（経部Ｃ） 井上敦 A301

0874 前期 中国語Ⅲ（経部Ａ） 森若 A504

0875 前期 中国語Ⅲ（経部Ｂ） 張阿 A702

0878 前期 中国語Ⅲ（経部Ｃ） 藤井 A607

0884 後期 中国語Ⅳ（経部Ａ） 森若 A504

0885 後期 中国語Ⅳ（経部Ｂ） 張阿 A702

0888 後期 中国語Ⅳ（経部Ｃ） 藤井 A607

3551 後期 基礎演習 柴崎 C608

3 0934 前期 上級中国語Ⅰ 山本 CALL2 3133 前期 ゲーム理論 修 B405 3092 後期 開発経済論 浦野 C700 8856 前期 日本の文学[国際]（A） 諸岡 B500

0936 後期 上級中国語Ⅱ 山本 CALL2 4207 後期 会計学Ⅱ 松本康 A703 8857 後期 日本の文学[国際]（B） 山本 A404 8945 前期 生活指導の研究（Ａ） 田実 A400

8923 後期 公民科教育法（Ｂ） 鳴海 A301

4

土 1

2

3

4 3791 通年 卒業論文 勝村

【遠隔授業・集中講義】 《注意事項》 《クラス指定》
学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 ・他学科科目については、「Ｃａｍｐｕｓ Ｇｕｉｄｅ Ｗｅｂ」上で時間割を公開している。必要がある者はWeb上で確認すること。 【教育心理学】・・・(B）クラスで履修登録すること。

遠隔授業 1 8019 前期 心理学Ⅰ（遠隔） 中嶋輝 ・事前登録が必要な科目は、事前に申込をし、当選結果を確認のうえ履修登録すること。 【職業と人生Ⅰ】・・・(C）クラスで履修登録すること。
2 　　 【職業と人生Ⅱ】・・・(C）クラス（抽選科目）に抽選申込すること。
3 《授業の出席について》 なお、（Ａ）（Ｂ）クラスでは履修できない
4 ・欠席回数が全授業回数の１／３を超えた場合は、試験の受験資格を失うこととなるので、十分注意すること。

集中講義 1 授業の出席回数については、自己管理すること。
2 8531 後期 ハードウェア基礎 中嶋輝 ・週２回授業が行われる科目でも、２回とも同じ教室で行うとは限らないので注意すること。

0902 後期 海外事情（英語Ｂ） ｱﾘｿﾝ ・教室変更が多いので、「教室変更掲示」 を毎回確認すること。
0903 後期 海外事情（英語Ａ） 西原明

0913 後期 海外事情（ﾄﾞｲﾂ語） 増田好 《再履修について》
0923 後期 海外事情（ﾌﾗﾝｽ語） 五味田 【外国語科目】・・・教育支援課掲示板で確認すること。
0933 前期 海外事情（中国語） 山本 【情報科目】・・・教育支援課掲示板で確認すること。
0943 前期 海外事情（韓国語） 鄭根珠 【日本語科目】・・・教育支援課掲示板で確認すること。
3701 後期 日本経済論ディベートＩ（B） 勝村 【基礎経済学】・・・再履修者は、3520（経D）クラスで履修すること。
3715 前期 海外実習Ⅰ（Ａ） 原島 【職業と人生Ⅰ】・・・「再履修者」は（Ｃ）クラスで登録すること。
3716 後期 海外実習Ⅰ（Ｂ） 原島

3 3142 後期 自然地理学（Ｃ） 髙橋伸 《教室の表記》
3707 後期 経済学特論 小幡道 「情○実」は、第○情報実習室。「CALL○」は、A館２階のCALL第○。

4 「図４A」は、図書館棟４階、Ａ教室。

「図４Ｂ」は、図書館棟４階、Ｂ教室。

詳細な日程等については、別途ご案内します。

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


