
2021（R03)年度後期　対面遠隔科目一覧 2021年9月6日現在

N
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領域区分 履修区分
授業実施

区分
科目名 2021

開講期
代表教員 講義コード 曜日時限

1 キャリア 必修 遠隔 キャリア入門Ⅱ① 3Q 神﨑　淳子 CC002Q01 水/３
2 キャリア 必修 遠隔 キャリア入門Ⅱ② 3Q 北本　泰則 CC002Q02 水/３
3 キャリア 必修 遠隔 キャリア入門Ⅱ③ 4Q 神﨑　淳子 CC002Q03 水/３
4 キャリア 必修 遠隔 キャリア入門Ⅱ④ 4Q 北本　泰則 CC002Q04 水/３
5 キャリア 選択 遠隔 キャリアプランニングⅡ① 3Q 杉原　美佐子 CC004Q01 木/３
6 キャリア 選択 遠隔 キャリアプランニングⅡ② 4Q 杉原　美佐子 CC004Q02 木/３
7 キャリア 選択 対面 キャリアプランニングⅢ 後 杉原　美佐子 CC005S01 木/２
8 キャリア 選択 対面 プレゼンテーションスキルズ 後 堀口　英則 CC006S01 月/５
9 キャリア 選択 対面 業界課題研究Ⅰ 3Q 篠崎　尚夫 CC008Q01 金/１

10 キャリア 選択 対面 業界課題研究Ⅱ 4Q 篠崎　尚夫 CC009Q01 金/１
11 教養 必修 対面 教養ゼミナールB再履修 3Q 田中　昌宏 CA054Q30 水/２
12 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-1 3Q 永井　暁行 CA055Q01 水/１
13 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-2 3Q 森　延江 CA055Q02 水/１
14 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-3 3Q 田中　昌宏 CA055Q03 水/１
15 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-4 3Q 張　淼 CA055Q04 水/１
16 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-5 3Q 庫川　幸秀 CA055Q05 水/１
17 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-6 3Q 中村　朱美 CA055Q06 水/２
18 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-7 3Q 中村　明 CA055Q07 水/２
19 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-8 3Q 土屋　仁美 CA055Q08 水/２
20 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-9 3Q 田中　昌宏 CA055Q09 水/２
21 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-10 3Q 坂井　紀公子 CA055Q10 水/２
22 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-11 3Q 高原　幸子 CA055Q11 水/２
23 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-12 3Q 青木　卓志 CA055Q12 水/２
24 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-13 3Q 曽我　千春 CA055Q13 水/２
25 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-15 3Q 梅田　充 CA055Q15 水/１
26 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-16 3Q 杉山　裕子 CA055Q16 水/１
27 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-17 3Q 大畠　菜穂子 CA055Q17 水/１
28 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-18 3Q 牧野　耀 CA055Q18 水/１
29 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-19 3Q 岡　達哉 CA055Q19 水/２
30 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-20 3Q バイヤー　アヒム CA055Q20 水/２
31 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-21 3Q 竹谷　多賀子 CA055Q21 水/２
32 教養 必修 対面 教養ゼミナールC-22 3Q 永井　暁行 CA055Q22 水/２
33 教養 必修 対面 教養ゼミナールC再履修２ 4Q 門前　斐紀 CA055Q24 水/２
34 教養 必修 対面 教養ゼミナールC再履修３ 4Q 大畠　菜穂子 CA055Q25 水/２
35 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-1 4Q 庫川　幸秀 CA056Q01 水/１
36 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-2 4Q 大畠　菜穂子 CA056Q02 水/１
37 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-3 4Q 牧野　耀 CA056Q03 水/１
38 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-4 4Q 田中　昌宏 CA056Q04 水/１
39 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-5 4Q 張　淼 CA056Q05 水/１
40 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-6 4Q 田中　昌宏 CA056Q06 水/２
41 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-7 4Q 高原　幸子 CA056Q07 水/２
42 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-8 4Q 曽我　千春 CA056Q08 水/２
43 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-9 4Q 中村　明 CA056Q09 水/２
44 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-10 4Q 土屋　仁美 CA056Q10 水/２
45 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-11 4Q 青木　卓志 CA056Q11 水/２
46 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-12 4Q 大畠　菜穂子 CA056Q12 水/２
47 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-13 4Q 永井　暁行 CA056Q13 水/２
48 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-15 4Q 森　延江 CA056Q15 水/１
49 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-16 4Q 永井　暁行 CA056Q16 水/１
50 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-17 4Q 杉山　裕子 CA056Q17 水/１
51 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-18 4Q 野口　将輝 CA056Q18 水/１
52 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-19 4Q 桑野　萌 CA056Q19 水/２
53 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-20 4Q 岡　達哉 CA056Q20 水/２
54 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-21 4Q 門前　斐紀 CA056Q21 水/２
55 教養 必修 対面 教養ゼミナールD-22 4Q 竹谷　多賀子 CA056Q22 水/２
56 教養 必修 対面 教養ゼミナールD再履修３ 3Q 青木　卓志 CA056Q25 水/２
57 教養 選択 遠隔 英米文学 3Q 辻　建一 CA005Q01 火/１・金/１
58 教養 選択 対面 English and Americans Literature 4Q 辻　建一 CA005Q03 月/２・木/２
59 教養 選択 遠隔 宗教学② 3Q バイヤー　アヒム CA012Q02 月/１・木/１
60 教養 選択 遠隔 宗教学③ 4Q バイヤー　アヒム CA012Q03 月/１・木/１
61 教養 選択 遠隔 文化人類学② 3Q 小河　久志 CA006Q02 月/３・木/３
62 教養 選択 遠隔 文化人類学③ 4Q 小西　賢吾 CA006Q03 火/１・金/１
63 教養 選択 対面 Human Geography 4Q 坂井　紀公子 CA019Q04 火/１・金/１
64 教養 選択 対面 異文化コミュニケーション論② 4Q 門前　斐紀 CA044Q02 月/４・木/４
65 教養 選択 対面 Intercultural Communication 3Q バイヤー　アヒム CA044Q03 月/３・木/３
66 教養 選択 対面 日本文学② 4Q 馬場　治 CA003Q02 月/３・木/３
67 教養 選択 対面 歴史学② 3Q 本康　宏史 CA011Q02 火/２・金/２
68 教養 選択 対面 歴史学③ 4Q 丸山　敦 CA011Q03 月/４・木/４
69 教養 選択 遠隔 心理学② 3Q 佐々木　康成 CA007Q02 水/１・水/２
70 教養 選択 対面 論理学② 4Q 中川　将志 CA014Q02 木/１・木/２
71 教養 選択 対面 倫理学③ 3Q 細見　博志 CA013Q03 火/２・金/２

・前期に公表した時間割表から曜日時限や担当者が変更となった科目が一部あり、赤字表記してあります。
・授業実施区分が「遠隔」の科目は、全ての回の授業を遠隔実施します。
・授業実施区分が「対面」の科目であっても、一部の回で遠隔実施となる場合があります。
　各自、シラバスやdotCampusu等にて担当教員の指示を確認してください。
・履修タームⅤ期後の履修登録者数などによって、「対面」予定科目が「遠隔」実施へと変更になる可能性があります。
　その場合は履修者あてに後期開始までに連絡します。
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72 教養 選択 対面 倫理学④ 4Q 細見　博志 CA013Q04 火/２・金/２
73 教養 選択 対面 海外文化事情 3Q 辻　建一 CA057Q01 火/２・金/２
74 教養 選択 対面 Economics 3Q 張　淼 CA035Q01 月/１・木/１
75 教養 選択 遠隔 日本国憲法② 3Q 土屋　仁美 CA016Q02 火/２・金/２
76 教養 選択 対面 社会調査論② 3Q 坂井　紀公子 CA039Q02 金/３・金/４
77 教養 選択 対面 経営学 3Q 石川　敦夫 CA036Q01 火/４・金/４
78 教養 選択 遠隔 社会学 4Q 竹中　祐二 CA017Q01 水/１・水/２
79 教養 選択 対面 コミュニケーション概論③ 3Q 中川　将志 CA046Q03 水/１・水/２
80 教養 選択 対面 コミュニケーション概論④ 4Q 中川　将志 CA046Q04 火/１・火/２
81 教養 選択 対面 基礎数学③ 3Q 羽野　和夫 CA022Q03 月/２・木/２
82 教養 選択 対面 基礎数学④ 4Q 羽野　和夫 CA022Q04 月/２・木/２
83 教養 選択 対面 情報リテラシー⑧ 3Q 佐々木　康成 CA049Q08 月/１・木/１
84 教養 選択 対面 情報リテラシー⑨ 3Q 佐々木　康成 CA049Q09 月/２・木/２
85 教養 選択 対面 情報リテラシー⑩ 3Q 牧野　耀 CA049Q10 火/４・金/４
86 教養 選択 対面 情報リテラシー⑪ 3Q 河合　一彦 CA049Q11 火/３・金/３
87 教養 選択 対面 情報リテラシー⑫ 3Q 河合　一彦 CA049Q12 火/４・金/４
88 教養 選択 対面 情報リテラシー⑬ 4Q 河合　一彦 CA049Q13 火/３・金/３
89 教養 選択 対面 情報リテラシー⑭ 3Q 飯田　茂美 CA049Q14 火/５・金/５
90 教養 選択 遠隔 統計学② 3Q 二口　聡 CA023Q02 月/４・木/４
91 教養 選択 遠隔 統計学③ 4Q 田中　千晶 CA023Q03 火/１・金/１
92 教養 選択 遠隔 自然科学概論① 3Q 国本　浩喜 CA024Q01 水/３・水/４
93 教養 選択 遠隔 自然科学概論② 4Q 国本　浩喜 CA024Q02 水/３・水/４
94 教養 選択 遠隔 環境学① 3Q 櫻井　武 CA030Q01 水/３・水/４
95 教養 選択 遠隔 環境学② 4Q 櫻井　武 CA030Q02 水/３・水/４
96 教養 選択 対面 スポーツ科学演習 3Q 塩田　耕平 CA032Q01 月/２・木/２
97 教養 選択 対面 健康・スポーツ科学概論 4Q 奥田　鉄人 CA033Q01 火/２・金/２
98 教養 選択 対面 スポーツ実技 後 丸井　一誠 33095S01 月/１
99 教養 選択 対面 EnglishⅠA③(Kanazawa) 3Q ブローダウェイ　リック CL031Q03 月/１・木/１

100 教養 選択 対面 EnglishⅠA④(Kanazawa) 4Q ブローダウェイ　リック CL031Q04 月/１・木/１
101 教養 選択 対面 EnglishⅠB③(Business) 3Q ピカリング ブライアン CL032Q05 火/３・金/３
102 教養 選択 対面 EnglishⅠB④(Business) 3Q ブロケマ　デービッド CL032Q06 火/２・金/２
103 教養 選択 対面 EnglishⅠB⑤(Business) 4Q ピカリング ブライアン CL032Q07 火/３・金/３
104 教養 選択 対面 EnglishⅠB⑥(Business) 4Q ブロケマ　デービッド CL032Q08 火/２・金/２
105 教養 選択 対面 EnglishⅠC⑤(Travel) 3Q ハイトワ　ムカッダム CL033Q05 月/１・木/１
106 教養 選択 対面 EnglishⅠC⑥(Travel) 3Q ロハス　ジェニファー CL033Q06 月/３・木/３
107 教養 選択 対面 EnglishⅠC⑦(Travel) 4Q ハイトワ　ムカッダム CL033Q07 月/１・木/１
108 教養 選択 対面 EnglishⅠC⑧(Travel) 4Q ロハス　ジェニファー CL033Q08 月/３・木/３
109 教養 選択 対面 EnglishⅠD⑤(Culture) 3Q カリー　カーラ CL034Q05 火/４・金/４
110 教養 選択 対面 EnglishⅠD⑦(Culture) 4Q カリー　カーラ CL034Q07 火/４・金/４
111 教養 選択 対面 EnglishⅡA③（こどもと英語） 後 ブローダウェイ　リック CL035S04 金/２
112 教養 選択 対面 EnglishⅡA④（ビジネスと英語） 後 ブロケマ　デービッド CL035S05 木/３
113 教養 選択 対面 EnglishⅡA⑤（スポーツと英語） 後 ロハス　ジェニファー CL035S06 木/２
114 教養 選択 対面 EnglishⅡB④ 後 佐藤　福子 CL036S12 金/２
115 教養 選択 対面 EnglishⅡB⑤ 後 川村　義治 CL036S13 火/３
116 教養 選択 対面 EnglishⅡB⑥ 後 金谷　永美子 CL036S14 月/４
117 教養 必修 対面 英語Ⅰ② 3Q スロス　コリン CL001Q02 火/４・金/４
118 教養 必修 対面 英語Ⅱ② 4Q スロス　コリン CL002Q02 火/４・金/４
119 教養 必修 対面 英語Ⅲ① 3Q 森　延江 CL003Q01 月/３・木/３
120 教養 必修 対面 英語Ⅳ① 4Q 森　延江 CL004Q01 月/３・木/３
121 教養 必修 対面 英語Ⅳ③ 後 スロス　コリン CL004Q03 水/２
122 教養 選択 対面 中国語Ⅰ③ 3Q 日高　知恵実 CL013Q03 月/５・木/５
123 教養 選択 対面 中国語Ⅱ③ 4Q 日高　知恵実 CL014Q03 木/５・月/５
124 教養 選択 対面 中国語Ⅲ 3Q 日高　知恵実 CL015Q01 月/４・木/４
125 教養 選択 対面 中国語Ⅳ 4Q 日高　知恵実 CL016Q01 月/４・木/４
126 教養 選択 対面 ロシア語Ⅰ② 3Q 館農　ユーリヤ CL017Q02 火/３・金/３
127 教養 選択 対面 ロシア語Ⅱ② 4Q 館農　ユーリヤ CL018Q02 火/３・金/３
128 教養 選択 対面 ドイツ語Ⅰ② 3Q 岡本　亮子 CL021Q02 金/１・金/２
129 教養 選択 対面 ドイツ語Ⅱ② 4Q 岡本　亮子 CL022Q02 金/１・金/２
130 教養 選択 対面 フランス語Ⅰ② 3Q ブローダウェイ　リック CL025Q02 月/３・木/３
131 教養 選択 対面 フランス語Ⅱ② 4Q ブローダウェイ　リック CL026Q02 月/３・木/３
132 教養 選択 対面 日本語上級ⅠC 3Q 中村　朱美 CL039Q01 月/４・木/４
133 教養 選択 対面 日本語上級ⅠD 4Q 中村　朱美 CL040Q01 月/４・木/４
134 教養 選択 対面 日本語上級ⅡB 後 中村　朱美 CL042S01 金/４
135 教養 選択 対面 資格英語Ⅰ① 3Q 中西　久子 CL005Q01 月/２・木/２
136 教養 選択 対面 資格英語Ⅰ② 3Q 正木　恵美 CL005Q02 月/２・木/２
137 教養 選択 対面 資格英語Ⅰ③ 3Q 中西　久子 CL005Q03 火/２・金/２
138 教養 選択 対面 資格英語Ⅰ④ 3Q 半井　典子 CL005Q04 火/２・金/２
139 教養 選択 対面 資格英語Ⅰ⑤ 3Q 金谷　永美子 CL005Q05 月/３・木/３
140 教養 選択 対面 資格英語Ⅰ⑥ 3Q 正木　恵美 CL005Q06 月/３・木/３
141 教養 選択 対面 資格英語Ⅱ① 4Q 中西　久子 CL006Q01 月/２・木/２
142 教養 選択 対面 資格英語Ⅱ② 4Q 正木　恵美 CL006Q02 月/２・木/２
143 教養 選択 対面 資格英語Ⅱ③ 4Q 中西　久子 CL006Q03 火/２・金/２
144 教養 選択 対面 資格英語Ⅱ④ 4Q 半井　典子 CL006Q04 火/２・金/２
145 教養 選択 対面 資格英語Ⅱ⑤ 4Q 金谷　永美子 CL006Q05 月/３・木/３
146 教養 選択 対面 資格英語Ⅱ⑥ 4Q 正木　恵美 CL006Q06 月/３・木/３
147 教養 選択 対面 日本語リテラシーB 後 中村　朱美 CA059S01 金/２
148 教職 選択 対面 教職入門（中等）① 3Q 大畠　菜穂子 CE003Q01 月/４・木/４
149 教職 選択 対面 教職入門（中等）② 3Q 大畠　菜穂子 CE003Q02 月/５・木/５
150 教職 選択 対面 教育心理学（中等） 後 永井　暁行 CE005S01 木/５
151 教職 選択 対面 生徒・進路指導論（中等） 後 永井　暁行 CE011S01 金/５
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152 教職 選択 対面 道徳教育の理論と方法（中等）② 後 本田　実 CE008S02 火/３
153 教職 選択 対面 教育相談の理論と方法（中等） 後 永井　暁行 CE012S01 月/５
154 教職 選択 対面 教育社会学（中等） 後 井上　好人 CE006S01 月/１
155 教職 選択 対面 教職実践演習C（中・高） 後 池田　幸應 CE013S01 水/２
156 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ① 後 青木　卓志 10033S01 月/２
157 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ② 後 小熊　和雄 10033S02 月/２
158 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ③ 後 川島　哲 10033S03 月/２
159 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ④ 後 木村　正信 10033S04 木/２
160 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑤ 後 ジョマダル　ナシル 10033S05 木/２
161 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑥ 後 宋　涛 10033S06 月/２
162 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑦ 後 田中　頌宇将 10033S07 月/２
163 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑧ 後 中尾　真和 10033S08 木/２
164 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑨ 後 原嶋　耐治 10033S09 月/２
165 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑩ 後 本康　宏史 10033S10 木/２
166 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑪ 後 山本　英司 10033S11 木/２
167 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑫ 後 吉田　隆 10033S12 木/２
168 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑬ 後 渡邉　和道 10033S13 月/２
169 経済 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑭ 後 田中　昌宏 10033S14 木/２
170 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 青木　卓志 10008S01 火/５
171 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 石野　卓也 10008S02 月/５
172 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 小熊　和雄 10008S03 火/５
173 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 川島　哲 10008S04 火/５
174 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 木村　正信 10008S05 金/５
175 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 庫川　幸秀 10008S06 火/５
176 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 ジョマダル　ナシル 10008S07 火/５
177 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 新　広昭 10008S08 月/５
178 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 宋　涛 10008S09 月/５
179 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 曽我　千春 10008S10 火/５
180 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 田中　頌宇将 10008S11 火/５
181 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 張　淼 10008S12 火/５
182 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 土屋　仁美 10008S13 金/５
183 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 中尾　真和 10008S14 金/５
184 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 中村　明 10008S15 火/５
185 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 原嶋　耐治 10008S16 木/５
186 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 本康　宏史 10008S17 火/５
187 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 山本　英司 10008S18 木/５
188 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 吉田　隆 10008S19 木/５
189 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 渡邉　和道 10008S20 火/５
190 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 田中　昌宏 10008S21 木/５
191 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 青木　卓志 10010S01 火/４
192 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 石野　卓也 10010S02 月/４
193 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 小熊　和雄 10010S03 火/４
194 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 川島　哲 10010S04 火/４
195 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 木村　正信 10010S05 金/４
196 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 庫川　幸秀 10010S06 火/４
197 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 ジョマダル　ナシル 10010S07 火/４
198 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 新　広昭 10010S08 月/４
199 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 宋　涛 10010S09 月/４
200 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 曽我　千春 10010S10 火/４
201 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 田中　頌宇将 10010S11 月/４
202 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 張　淼 10010S12 火/４
203 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 土屋　仁美 10010S13 金/４
204 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 中尾　真和 10010S14 金/４
205 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 中村　明 10010S15 火/４
206 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 原嶋　耐治 10010S16 木/４
207 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 本康　宏史 10010S17 木/４
208 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 山本　英司 10010S18 木/４
209 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 吉田　隆 10010S19 木/４
210 経済 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 渡邉　和道 10010S20 火/４
211 経済 必修 対面 経営学入門（経済）③ 後 石川　敦夫 10006S04 水/１
212 経済 必修 対面 経営学入門（経済）④ 後 神﨑　淳子 10006S05 水/１
213 経済 必修 対面 経営学入門（経済）⑤ 後 壷内　慎二 10006S06 水/２
214 経済 必修 遠隔 ミクロ経済学Ⅰ① 後 小熊　和雄 11013S01 月/３
215 経済 必修 遠隔 ミクロ経済学Ⅰ② 後 庫川　幸秀 11013S02 木/３
216 経済 必修 遠隔 ミクロ経済学Ⅰ③ 後 田中　昌宏 11013S03 金/４
217 経済 必修 対面 ミクロ経済学Ⅲ 後 小熊　和雄 11015S01 木/３
218 経済 必修 遠隔 マクロ経済学Ⅰ① 後 木村　正信 11016S01 木/４
219 経済 必修 遠隔 マクロ経済学Ⅰ② 後 田中　頌宇将 11016S02 火/４
220 経済 必修 遠隔 マクロ経済学Ⅰ③ 後 原嶋　耐治 11016S03 月/３
221 経済 選択 対面 マクロ経済学Ⅲ 後 田中　頌宇将 11018S01 火/３
222 経済 選択 対面 経済数学Ⅱ（Standard） 後 石野　卓也 11026S01 火/２
223 経済 選択 遠隔 経済数学Ⅱ（Basic) 後 庫川　幸秀 11026S02 火/２
224 経済 選択 対面 計量経済学 後 石野　卓也 11023S01 月/２
225 経済 選択 対面 応用計量経済学 後 田中　昌宏 11024S01 火/４
226 経済 選択 対面 現代資本主義論 後 山本　英司 11056S01 火/２
227 経済 選択 対面 簿記原理Ⅱ（経済①） 後 今川　雪絵 13005S01 木/１
228 経済 選択 対面 簿記原理Ⅱ（経済②） 後 今川　雪絵 13005S02 木/２
229 経済 選択 対面 簿記原理Ⅱ(経済③） 後 北本　泰則 13005S03 火/３
230 経済 選択 遠隔 金融政策論 後 吉田　隆 11066S01 水/１
231 経済 選択 遠隔 租税論① 後 中尾　真和 11058S01 金/２
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232 経済 選択 遠隔 租税論② 後 原嶋　耐治 11058S02 火/２
233 経済 選択 対面 応用経済政策論 後 木村　正信 11034S01 金/２
234 経済 選択 対面 社会保障論 後 曽我　千春 11011S01 水/１
235 経済 選択 遠隔 都市政策論 後 石野　卓也 11038S01 火/３
236 経済 選択 遠隔 地域経済学 後 青木　卓志 11032S01 木/１
237 経済 選択 対面 環境経済学 後 青木　卓志 11007S01 木/３
238 経済 選択 遠隔 地域創生論 後 新　広昭 11069S01 火/１
239 経済 選択 遠隔 日本経済論 後 吉田　隆 11002S01 金/３
240 経済 選択 遠隔 外国史概論Ⅰ 後 澤　信俊 11048S01 月/４
241 経済 選択 対面 日本史概論Ⅱ① 後 風間　幹栄 11047S01 水/３
242 経済 選択 対面 日本史概論Ⅱ② 後 丸山　敦 11047S02 月/３
243 経済 選択 遠隔 日本経済史 後 本康　宏史 11009S01 金/４
244 経済 選択 遠隔 アメリカ経済史 後 張　淼 11021S01 木/２
245 経済 選択 対面 アジア経済史 後 川島　哲 11010S01 月/１
246 経済 選択 遠隔 アメリカ経済論 後 中村　明 11022S01 月/３
247 経済 選択 遠隔 中国経済論 後 宋　涛 11035S01 水/２
248 経済 選択 対面 応用国際経済学 後 中村　明 11003S01 水/１
249 経済 選択 対面 社会科・公民科教育法Ⅱ 後 井上　好人 11052S01 木/４
250 経済 選択 対面 社会科・地歴科教育法Ⅱ 後 井上　好人 11054S01 月/２
251 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ① 後 石川　敦夫 10033S15 金/２
252 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ② 後 石川　美澄 10033S16 火/２
253 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ③ 後 梅田　充 10033S17 火/２
254 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ④ 後 大貫　一 10033S18 火/２
255 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑤ 後 奥村　実樹 10033S19 火/２
256 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑥ 後 神﨑　淳子 10033S20 金/２
257 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑦ 後 野口　将輝 10033S21 金/２
258 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑧ 後 林　雅之 10033S22 金/２
259 経営 必修 対面 基礎専門ゼミナールⅡ⑨ 後 竹谷　多賀子 10033S23 金/２
260 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 石川　美澄 10008S22 月/５
261 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 梅田　充 10008S23 木/５
262 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 大貫　一 10008S24 金/５
263 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 大屋　貴裕 10008S25 火/５
264 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 岡　達哉 10008S26 月/５
265 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 奥村　実樹 10008S27 金/５
266 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 神﨑　淳子 10008S28 火/５
267 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 岸本　秀一 10008S29 火/５
268 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 杉山　裕子 10008S30 月/５
269 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 壷内　慎二 10008S31 金/５
270 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 野口　将輝 10008S32 木/５
271 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 藤井　浩明 10008S33 金/５
272 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 牧野　耀 10008S34 木/５
273 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 竹谷　多賀子 10008S35 金/５
274 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅡ 後 林　雅之 10008S36 木/５
275 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 石川　敦夫 10010S21 木/４
276 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 石川　美澄 10010S22 月/４
277 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 梅田　充 10010S23 木/４
278 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 大貫　一 10010S24 金/４
279 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 大屋　貴裕 10010S25 火/４
280 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 岡　達哉 10010S26 月/４
281 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 奥村　実樹 10010S27 金/４
282 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 神﨑　淳子 10010S28 火/４
283 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 岸本　秀一 10010S29 火/４
284 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 杉山　裕子 10010S30 月/４
285 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 壷内　慎二 10010S31 金/４
286 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 野口　将輝 10010S32 木/４
287 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 林　雅之 10010S33 木/４
288 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 藤井　浩明 10010S34 金/４
289 経営 必修 対面 専門ゼミナールⅣ 後 牧野　耀 10010S35 木/４
290 経営 必修 対面 経済学入門（経営）④ 後 川島　哲 10005S04 水/１
291 経営 必修 対面 経済学入門（経営）⑤ 後 山本　英司 10005S05 水/２
292 経営 必修 遠隔 ビジネス概論① 後 奥村　実樹 13001S01 火/３
293 経営 必修 遠隔 ビジネス概論② 後 奥村　実樹 13001S02 木/３
294 経営 必修 対面 簿記原理Ⅱ（経営①） 後 林　雅之 13005S04 火/３
295 経営 必修 対面 簿記原理Ⅱ（経営②） 後 大貫　一 13005S05 木/４
296 経営 必修 対面 簿記原理Ⅱ（経営③） 後 梅田　充 13005S06 火/４
297 経営 選択 遠隔 経営組織論 後 藤井　浩明 13027S01 金/３
298 経営 選択 対面 マーケティング論② 後 杉山　裕子 13006S02 月/２
299 経営 選択 遠隔 流通論① 後 岸本　秀一 13040S01 木/２
300 経営 選択 遠隔 流通論② 後 杉山　裕子 13040S02 火/４
301 経営 選択 遠隔 生産管理論 後 石川　敦夫 13042S01 金/１
302 経営 選択 対面 ベンチャービジネス論 後 石川　敦夫 13037S01 木/２
303 経営 選択 遠隔 消費者行動論 後 牧野　耀 13046S01 水/３
304 経営 選択 対面 コーポレート・ガバナンス論 後 壷内　慎二 13025S01 水/３
305 経営 選択 対面 上級簿記Ⅱ 後 林　雅之 13008S01 金/４
306 経営 選択 遠隔 会計情報論 後 梅田　充 13051S01 月/２
307 経営 選択 対面 経営分析論 後 大貫　一 13029S01 火/４
308 経営 選択 対面 管理会計論 後 梅田　充 13039S01 水/２
309 経営 選択 対面 内部統制論 後 林　雅之 13028S01 火/２
310 経営 選択 遠隔 レジャー概論 後 竹谷　多賀子 13015S01 木/１
311 経営 選択 遠隔 観光資源マネジメント論 後 岡　達哉 13057S01 火/２
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312 経営 選択 遠隔 観光事業論 後 石川　美澄 13016S01 木/３
313 経営 選択 遠隔 観光情報論 後 石川　美澄 13018S01 火/４
314 経営 選択 対面 観光フィールドワーク入門 後 竹谷　多賀子 13054S01 木/２
315 経営 選択 遠隔 ブランド論 後 野口　将輝 13049S01 火/３
316 経営 選択 対面 サービス・マーケティング 後 杉山　裕子 13048S01 水/３
317 経営 選択 対面 職業指導Ⅱ 後 北本　泰則 13033S01 木/１
318 経営 選択 対面 商業科教育法Ⅱ 後 北本　泰則 13035S01 火/１
319 経済共通 選択 対面 法律学概論② 後 土屋　仁美 11061S02 木/３
320 経済共通 選択 遠隔 民法（債権法） 後 渡邉　和道 10018S01 月/３
321 経済共通 選択 遠隔 会社法 後 増田　友樹 10019S01 月/４
322 経済共通 選択 対面 法人税法 後 大屋　貴裕 10021S01 月/４
323 経済共通 選択 対面 ビジネスイングリッシュⅡ① 後 ジョマダル　ナシル 10013S01 火/２
324 経済共通 選択 対面 ビジネスイングリッシュⅡ② 後 リチャード　ブライアン10013S02 火/５
325 経済共通 選択 対面 International BusinessⅡ 後 ジョマダル　ナシル 10015S02 木/３
326 経済共通 選択 対面 外書講読B 後 ジョマダル　ナシル 10035S02 水/２
327 経済共通 選択 遠隔 特殊講義Ⅱ（広告論） 後 野口　将輝 10030S01 火/１
328 スポーツ 必修 対面 基礎ゼミナールⅡ 後 門岡　晋 10002S01 火/１
329 スポーツ 必修 対面 基礎ゼミナールⅡ 後 池田　幸應 10002S02 火/１
330 スポーツ 必修 対面 基礎ゼミナールⅡ 後 岡室　憲明 10002S03 火/１
331 スポーツ 必修 対面 フィールド基礎演習 通 櫻井　貴志 30001Y01 水/２
332 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 池田　幸應 31005Y01 木/５
333 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 齊藤　陽子 31005Y02 火/５
334 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 島田　一志 31005Y03 木/５
335 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 大森　重宜 31005Y04 木/５
336 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 西村　貴之 31005Y06 木/５
337 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 櫻井　貴志 31005Y07 木/５
338 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 奥田　鉄人 31005Y08 木/５
339 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 門岡　晋 31005Y09 木/５
340 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 新谷　洋介 31005Y10 木/５
341 スポーツ 必修 対面 スポーツフィールド演習 通 笠原　亜希子 31005Y11 木/５
342 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 池田　幸應 30002Y01 木/４
343 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 齊藤　陽子 30002Y02 火/４
344 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 島田　一志 30002Y03 木/４
345 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 大森　重宜 30002Y04 木/４
346 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 杉林　孝法 30002Y05 火/４
347 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 西村　貴之 30002Y06 木/４
348 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 櫻井　貴志 30002Y07 木/４
349 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 奥田　鉄人 30002Y08 木/４
350 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 河野　俊寛 30002Y09 木/４
351 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 門岡　晋 30002Y10 木/４
352 スポーツ 必修 対面 専門ゼミナール 通 笠原　亜希子 30002Y11 木/４
353 スポーツ 必修 対面 運動学（運動方法学を含む） 後 島田　一志 31012S01 金/３
354 スポーツ 必修 対面 基礎体力演習① 後 櫻井　貴志 31013S01 木/１
355 スポーツ 必修 対面 基礎体力演習② 後 岡室　憲明 31013S02 金/１
356 スポーツ 必修 遠隔 特別支援教育総論 後 河野　俊寛 31067S01 水/３
357 スポーツ 選択 対面 アダプテッドスポーツ演習 後 新谷　洋介 31063S01 木/１
358 スポーツ 選択 対面 野外スポーツ論 後 池田　幸應 31019S01 木/３
359 スポーツ 選択 対面 スポーツマネジメント論 後 櫻井　貴志 31017S01 月/１
360 スポーツ 選択 対面 生活習慣と健康 後 奥田　鉄人 31049S01 火/３
361 スポーツ 選択 対面 運動処方学 後 塩田　耕平 31016S01 火/２
362 スポーツ 必修 対面 スポーツバイオメカニクス 後 島田　一志 31023S01 金/２
363 スポーツ 選択 対面 スポーツ医科学論 後 奥田　鉄人 31028S01 水/１
364 スポーツ 必修 対面 スポーツ心理学 後 門岡　晋 31022S01 水/１
365 スポーツ 選択 対面 スポーツ実技（ダンス） 後 齊藤　陽子 31042S01 水/２
366 スポーツ 選択 対面 保健体育科教育法Ⅱ① 後 親谷　均二 31046S01 水/４
367 スポーツ 選択 対面 保健体育科教育法Ⅱ② 後 親谷　均二 31046S02 金/３
368 スポーツ 選択 対面 保健体育科教育法Ⅳ① 後 親谷　均二 31048S01 金/１
369 スポーツ 選択 対面 保健体育科教育法Ⅳ② 後 親谷　均二 31048S02 金/２
370 スポーツ 選択 対面 病弱者の心理・生理・病理 後 梶原　荘平 31071S01 月/４
371 スポーツ 選択 対面 知的障害者指導法 後 河野　俊寛 31073S01 月/２
372 スポーツ 選択 対面 肢体不自由者指導法 後 新谷　洋介 31075S01 月/１
373 スポーツ 選択 対面 聴覚障害者教育総論 後 武居　渡 31068S01 水/４
374 スポーツ 選択 対面 重複障害・LD等教育総論 後 河野　俊寛 31081S01 火/１
375 スポーツ 選択 対面 スポーツ実技（ネット型） 後 櫻井　貴志 31108S01 火/４
376 スポーツ 選択 対面 野外スポーツ演習Ⅱ（スノースポーツ）① 後 池田　幸應 31093S01 集中講義
377 スポーツ 選択 対面 野外スポーツ演習Ⅱ（スノースポーツ）② 後 齊藤　陽子 31093S02 集中講義
378 スポーツ 選択 対面 スポーツ人類学 後 大森　重宜 31095S01 水/３
379 スポーツ 選択 対面 スポーツ指導者論 後 大森　重宜 31096S01 金/１
380 スポーツ 選択 対面 スポーツ心理学演習 後 門岡　晋 31110S01 木/２
381 スポーツ 選択 対面 スポーツビジネス論 後 笠原　亜希子 31118S01 木/３
382 スポーツ 選択 対面 地域スポーツマネジメント論 後 西村　貴之 31119S01 火/４
383 スポーツ 選択 対面 スポーツ指導法（サッカー） 後 小松﨑　保 31100S01 月/３
384 スポーツ 選択 対面 スポーツ指導法（バスケットボール） 後 門岡　晋 31101S01 月/４
385 スポーツ 選択 対面 スポーツ指導法（バレーボール） 後 櫻井　貴志 31102S01 火/２
386 スポーツ 選択 対面 スポーツ指導法（ダンス） 後 齊藤　陽子 31105S01 木/３
387 スポーツ 選択 対面 スポーツ指導法（武道） 後 末平　佑二 31106S01 火/４
388 スポーツ 選択 対面 ストレングストレーニング演習 後 岡室　憲明 31112S01 金/３
389 スポーツ 選択 対面 スポーツリサーチ演習Ⅱ 後 門岡　晋 31116S01 月/２
390 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 芥川　元喜 30002Y12 火/４
391 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 池上　奨 30002Y13 木/４
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392 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 井上　好人 30002Y14 月/４
393 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 山川　賀世子 30002Y15 木/４
394 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 清水　和久 30002Y16 木/４
395 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 直江　学美 30002Y17 火/４
396 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 永坂　正夫 30002Y18 木/４
397 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 馬場　治 30002Y19 金/４
398 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 開　仁志 30002Y20 木/４
399 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 三好　伸子 30002Y21 火/４
400 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 川並　利治 30002Y22 月/４
401 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 連　桃季恵 30002Y23 金/４
402 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 丸井　一誠 30002Y24 月/４
403 こども 必修 対面 専門ゼミナール 通 森永　秀典 30002Y25 火/４
404 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 芥川　元喜 33001Y01 火/５
405 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 池上　奨 33001Y02 木/５
406 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 井上　好人 33001Y03 火/５
407 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 川並　利治 33001Y04 月/５
408 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 山川　賀世子 33001Y05 水/３
409 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 清水　和久 33001Y06 木/５
410 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 直江　学美 33001Y07 火/５
411 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 永坂　正夫 33001Y08 木/５
412 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 馬場　治 33001Y09 火/５
413 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 開　仁志 33001Y10 木/５
414 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 三好　伸子 33001Y11 火/５
415 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 丸井　一誠 33001Y12 木/５
416 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 連　桃季恵 33001Y13 金/５
417 こども 必修 対面 こどもフィールド演習 通 森永　秀典 33001Y14 火/５
418 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 池上　奨 30001Y02 木/２
419 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 山川　賀世子 30001Y03 木/２
420 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 清水　和久 30001Y04 木/２
421 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 馬場　治 30001Y05 木/２
422 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 開　仁志 30001Y06 木/２
423 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 丸井　一誠 30001Y08 木/２
424 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 連　桃季恵 30001Y09 木/２
425 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 芥川　元喜 30001Y10 木/２
426 こども 必修 対面 フィールド基礎演習 通 川並　利治 30001Y11 木/２
427 こども 必修 対面 基礎ゼミナールⅡ 後 直江　学美 10002S04 金/１
428 こども 必修 対面 基礎ゼミナールⅡ 後 三好　伸子 10002S05 金/１
429 こども 必修 対面 基礎ゼミナールⅡ 後 天野　佐知子 10002S06 金/１
430 こども 必修 対面 基礎ゼミナールⅡ 後 森永　秀典 10002S07 金/１
431 こども 必修 対面 器楽Ⅱ① 後 髙垣　展代 33016S01 火/３
432 こども 必修 対面 器楽Ⅱ② 後 谷口　直美 33016S02 火/３
433 こども 必修 対面 器楽Ⅱ③ 後 直江　学美 33016S03 水/３
434 こども 必修 対面 器楽Ⅱ④ 後 髙垣　展代 33016S04 火/４
435 こども 必修 対面 器楽Ⅱ⑤ 後 谷口　直美 33016S05 火/４
436 こども 必修 対面 器楽Ⅱ⑥ 後 甲斐　美和 33016S06 火/３
437 こども 必修 対面 器楽Ⅱ⑦ 後 髙垣　展代 33016S07 水/３
438 こども 必修 対面 器楽Ⅱ⑧ 後 谷口　直美 33016S08 水/３
439 こども 必修 対面 器楽Ⅱ⑨ 後 連　桃季恵 33016S09 火/４
440 こども 選択 対面 こどもと心の発達 後 山川　賀世子 33008S01 月/３
441 こども 選択 対面 声楽Ⅱ① 後 直江　学美 33122S01 月/５
442 こども 選択 対面 声楽Ⅱ② 後 連　桃季恵 33122S02 木/４
443 こども 選択 対面 社会科基礎 後 井上　好人 33028S01 水/２
444 こども 選択 対面 理科基礎 後 永坂　正夫 33029S01 火/５
445 こども 選択 対面 生活科基礎 後 中條　敏江 33030S01 火/２
446 こども 選択 対面 家庭科基礎 後 天野　佐知子 33031S01 木/３
447 こども 選択 対面 国語科教育法① 後 馬場　治 33036S01 火/４
448 こども 選択 対面 国語科教育法② 後 馬場　治 33036S02 水/３
449 こども 選択 対面 算数科教育法① 後 森永　秀典 33037S01 月/３
450 こども 選択 対面 算数科教育法② 後 森永　秀典 33037S02 水/１
451 こども 選択 対面 音楽科教育法① 後 直江　学美 33038S01 月/４
452 こども 選択 対面 音楽科教育法② 後 直江　学美 33038S02 金/２
453 こども 選択 対面 図画工作科教育法① 後 池上　奨 33039S01 月/３
454 こども 選択 対面 図画工作科教育法② 後 池上　奨 33039S02 水/１
455 こども 選択 対面 体育科教育法① 後 丸井　一誠 33040S01 火/３
456 こども 選択 対面 教職入門（初等） 後 清水　和久 33099S01 木/１
457 こども 選択 対面 道徳教育の理論と方法（初等） 後 森永　秀典 33104S01 金/３
458 こども 選択 対面 教育相談の理論と方法（初等） 後 山川　賀世子 33113S01 木/３
459 こども 選択 対面 教育方法論（初等） 後 芥川　元喜 33112S01 金/４
460 こども 選択 対面 保育・教育課程論 後 開　仁志 33047S01 水/１
461 こども 選択 対面 保育内容総論 後 三好　伸子 33048S01 火/３
462 こども 選択 対面 保育内容(健康) 後 丸井　一誠 33049S01 木/４
463 こども 選択 対面 保育内容(環境) 後 天野　佐知子 33051S01 水/２
464 こども 選択 対面 保育内容(造形表現)① 後 池上　奨 33054S01 月/５
465 こども 選択 対面 保育内容(造形表現)② 後 池上　奨 33054S02 月/２
466 こども 選択 対面 保育内容(音楽表現) 後 連　桃季恵 33053S01 金/３
467 こども 選択 対面 幼児理解の理論と方法 後 山川　賀世子 33055S01 水/２
468 こども 選択 対面 教職実践演習A（保育） 後 開　仁志 33114S01 木/３
469 こども 選択 対面 教職実践演習B（小学校） 後 清水　和久 33107S01 火/２
470 こども 選択 対面 こども家庭支援の心理学 後 山川　賀世子 33118S01 月/４
471 こども 選択 対面 こども家庭福祉 後 川並　利治 33120S01 火/１
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472 こども 選択 対面 創作アート① 後 池上　奨 33123S01 火/３
473 こども 選択 対面 創作アート② 後 池上　奨 33123S02 火/４
474 こども 選択 対面 English for Kids 後 今井　京 33125S01 水/５
475 こども 選択 対面 こどもと人間関係 後 三好　伸子 33041S01 金/３
476 こども 選択 対面 こどもと言葉 後 三好　伸子 33043S01 金/４
477 こども 選択 対面 社会的養護Ⅱ 後 川並　利治 33134S01 木/１
478 こども 選択 対面 こどもの健康と安全 後 竹澤　舞 33135S01 水/３
479 こども 選択 対面 乳児保育Ⅰ 後 天野　佐知子 33139S01 水/１
480 こども 選択 対面 特別支援保育論 後 松田　好子 33141S01 水/２
481 こども 選択 対面 地域子育て支援フィールド演習 後 天野　佐知子 33138S01 火/２
482 こども 選択 対面 保育方法・技術の実践 後 開　仁志 33143S01 金/３
483 こども 選択 対面 特別支援教育（初等） 後 河野　俊寛 33152S01 火/２
484 こども 選択 対面 こども特殊講義Ⅰ（授業研究） 後 細川　都司恵 33066S01 火/１
485 国際 選必 対面 Speaking and PresentationⅠ① 3Q リンチ　ギャビン 51093Q01 月/３・木/３
486 国際 選必 対面 Speaking and PresentationⅠ② 3Q クラッスン　マーシャル 51093Q02 月/３・木/３
487 国際 選必 対面 Speaking and PresentationⅠ③ 3Q クラッスン　マーシャル 51093Q03 火/４・金/４
488 国際 選必 対面 Speaking and PresentationⅠ④ 3Q ピカリング ブライアン 51093Q04 月/３・木/３
489 国際 選必 対面 Speaking and PresentationⅠ⑤ 3Q 上田　夏世 51093Q05 火/４・金/４
490 国際 選必 対面 Speaking and PresentationⅠ⑥ 3Q ハイトワ　ムカッダム 51093Q06 月/３・木/３
491 国際 選必 対面 Speaking and PresentationⅠ⑦ 3Q 上田　夏世 51093Q07 月/３・木/３
492 国際 選必 対面 Discussion on Current EventsⅠ① 3Q 田中　富士美 51094Q01 火/１・金/１
493 国際 選必 対面 Discussion on Current EventsⅠ② 3Q 横野　成美 51094Q02 火/１・金/１
494 国際 選必 対面 Discussion on Current EventsⅠ③ 3Q 田中　富士美 51094Q03 火/２・金/２
495 国際 選必 対面 Discussion on Current EventsⅠ④ 3Q 横野　成美 51094Q04 火/２・金/２
496 国際 選必 対面 Writing for ResearchⅠ① 3Q 岡本　芳和 51095Q01 火/３・金/３
497 国際 選必 対面 Writing for ResearchⅠ② 3Q 上田　夏世 51095Q02 火/３・金/３
498 国際 選必 対面 Writing for ResearchⅠ③ 3Q リンチ　ギャビン 51095Q03 火/３・金/３
499 国際 選必 対面 Writing for ResearchⅠ④ 3Q クラッスン　マーシャル 51095Q04 月/２・木/２
500 国際 選必 対面 Writing for ResearchⅠ⑤ 3Q ピカリング ブライアン 51095Q05 月/２・木/２
501 国際 選択 対面 Reading and VocabularyⅠ① 3Q 辻　建一 51099Q01 火/３・金/３
502 国際 選択 対面 Reading and VocabularyⅠ② 3Q 佐藤　福子 51099Q02 月/２・木/２
503 国際 選択 対面 Grammar in UseⅠ 3Q 前田　昌寛 51101Q01 火/４・金/４
504 国際 選択 対面 Study AbroadⅠ① 後 岡本　芳和 51103S01 水/１
505 国際 選択 対面 Study AbroadⅠ② 後 リンチ　ギャビン 51103S02 水/１
506 国際 選択 対面 Study AbroadⅠ③ 後 小河　久志 51103S03 水/１
507 国際 選択 対面 Study AbroadⅠ④ 後 門前　斐紀 51103S04 水/１
508 国際 選択 対面 Study AbroadⅠ⑤ 後 バイヤー　アヒム 51103S05 水/１
509 国際 選択 対面 Study AbroadⅠ⑥ 後 高原　幸子 51103S06 水/１
510 国際 必修 対面 ワールドトピックス② 3Q 小西　賢吾 51022Q02 月/１・木/１
511 国際 必修 対面 日本社会と文化② 3Q 門前　斐紀 51023Q02 月/４・木/４
512 国際 選必 対面 English Linguistics 後 岡本　芳和 51057S01 水/２
513 国際 選必 遠隔 Practical English Grammar② 後 ピーターセン　マーク 51058S03 木/３
514 国際 選必 対面 Phonetics 後 サンダーズ　ロバート 51059S01 火/４
515 国際 選択 対面 Business EnglishⅡ 後 ビセット　ヘレン 51074S01 金/２
516 国際 選択 対面 Interpretation Practice Ⅱ 後 横野　成美 51063S01 木/２
517 国際 選択 対面 Translation Practice Ⅱ 後 森　延江 51061S01 月/２
518 国際 選必 対面 Debate ② 3Q 田中　富士美 51028S02 月/４・木/４
519 国際 必修 対面 Studies on Multicultural Symbiosis② 3Q 小河　久志 51024Q02 火/１・金/１
520 国際 必修 対面 Language and Culture② 3Q 田中　富士美 51025Q02 月/１・木/１
521 国際 選択 対面 Asian Society and Culture 後 小西　賢吾 51032S01 木/２
522 国際 選択 対面 European Society and Culture 後 辻　建一 51033S01 月/４
523 国際 選択 対面 Islam and Culture 後 小河　久志 51035S01 火/２
524 国際 選択 対面 Buddhism and Culture 後 バイヤー　アヒム 51036S01 火/５
525 国際 選択 対面 American Society and Culture 後 ブローダウェイ　リック 51038S01 水/１
526 国際 選択 対面 African Society and Culture 後 坂井　紀公子 51039S01 火/３
527 国際 選択 対面 Gender and Contemporary Society 後 高原　幸子 51043S01 金/３
528 国際 選択 対面 Globalization and Local Culture 後 小西　賢吾 51047S01 木/３
529 国際 選択 対面 Thought and Culture 後 桑野　萌 51048S01 月/３
530 国際 選択 対面 Clothing and Culture 後 高原　幸子 51050S01 金/１
531 国際 選択 対面 Tourism Studies 後 齋藤　千恵 51053S01 火/５
532 国際 選択 対面 Hospitality 後 井村　日登美 51075S01 火/２
533 国際 選択 対面 Tourism Management 後 捧　富雄 51055S01 水/１
534 国際 選択 対面 Tourism Information 後 捧　富雄 51083S01 月/４
535 国際 選択 対面 Tourism English Ⅱ① 後 齋藤　千恵 51066S01 火/３
536 国際 選択 対面 Tourism English Ⅱ② 後 齋藤　千恵 51066S02 木/４
537 国際 選択 対面 English Teaching MethodologyⅠ② 後 岡本　芳和 51067S02 木/４
538 国際 選択 対面 English Teaching MethodologyⅢ 後 岡本　芳和 51069S01 火/５
539 国際 選択 対面 English Teaching MethodologyⅣ 後 前田　昌寛 51070S01 金/５
540 国際 選択 対面 Cross-cultural Understanding 後 川村　義治 51071S01 金/４
541 国際 選択 遠隔 Academic Writing② 後 ピーターセン　マーク 51029S02 月/３
542 国際 選択 対面 Academic Writing⑥ 後 クラッスン　マーシャル 51029S07 火/２
543 国際 選択 対面 Academic Writing⑦ 後 ブロケマ　デービッド 51029S08 月/２
544 国際 選択 対面 Academic Writing⑧ 後 ピカリング ブライアン 51029S09 火/２
545 国際 選択 遠隔 Thesis Writing③ 3Q ピーターセン　マーク 51030Q03 月/４・木/４
546 国際 選択 遠隔 Thesis Writing④ 4Q ピーターセン　マーク 51030Q04 月/４・木/４
547 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【比較①】 通 小西　賢吾 50002Y01 木/５
548 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【比較②】 通 桑野　萌 50002Y02 金/５
549 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【比較③】 通 バイヤー　アヒム 50002Y03 木/５
550 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【比較④】 通 小河　久志 50002Y04 木/５
551 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【比較⑤】 通 坂井　紀公子 50002Y05 木/５
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552 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【比較⑥】 通 門前　斐紀 50002Y06 木/５
553 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【観光①】 通 齋藤　千恵 50002Y07 木/５
554 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【英語①】 通 岡本　芳和 50002Y08 木/５
555 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【英語②】 通 田中　富士美 50002Y09 木/５
556 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【英語③】 通 クラッスン　マーシャル 50002Y10 木/５
557 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅠ【英語④】 通 前田　昌寛 50002Y11 木/５
558 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【比較①】 通 桑野　萌 50003Y01 月/５
559 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【比較②】 通 バイヤー　アヒム 50003Y02 月/５
560 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【比較③】 通 小河　久志 50003Y03 月/５
561 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【観光①】 通 捧　富雄 50003Y04 月/５
562 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【観光②】 通 齋藤　千恵 50003Y05 月/５
563 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【英語①】 通 田中　富士美 50003Y06 月/５
564 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【英語②】 通 クラッスン　マーシャル 50003Y07 月/５
565 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【英語③】 通 前田　昌寛 50003Y08 月/５
566 国際 必修 対面 Major Study SeminarⅡ【英語④】 通 リンチ　ギャビン 50003Y09 月/５
567 国際 必修 対面 Research Literacy① 後 田中　富士美 51105S01 水/３
568 国際 必修 対面 Research Literacy② 後 坂井　紀公子 51105S02 水/３
569 国際 必修 対面 Research Literacy③ 後 小西　賢吾 51105S03 水/３
570 国際 必修 対面 Research Literacy④ 後 齋藤　千恵 51105S04 水/３
571 国際 必修 対面 Research Literacy⑤ 後 バイヤー　アヒム 51105S05 水/３
572 国際 必修 対面 Research Literacy⑥ 後 桑野　萌 51105S06 水/３
573 国際 必修 対面 Research Literacy⑦ 後 高原　幸子 51105S07 水/３
574 国際 選必 対面 Japanese Studies 後 門前　斐紀 51106S01 月/５
575 国際 選必 対面 Tourism and Culture 後 齋藤　千恵 51109S01 月/３
576 国際 選必 対面 Comparative Studies of Religions 後 バイヤー　アヒム 51110S01 火/４
577 国際 選必 対面 Comparative Study of English and Japanese 後 川村　義治 51121S01 金/３
578 国際 選択 対面 Media English 後 クラッスン　マーシャル 51129S01 金/２
579 国際 選択 対面 English in Tourism① 後 リンチ　ギャビン 51130S01 金/４
580 国際 選択 対面 English in Tourism② 後 リンチ　ギャビン 51130S02 火/４
581 国際 選択 対面 TOEIC Advanced① 後 上田　夏世 51133S01 木/４
582 国際 選択 対面 TOEIC Advanced② 後 上田　夏世 51133S02 月/４
583 教養 選択 対面 情報学② 後集 佐々木　康成 CA048Q02
584 教養 選択 対面 資格英語Ⅰ⑦ 3Q 上田　夏世 CL005Q07 月/２・木/２
585 教養 選択 対面 資格英語Ⅱ⑦ 4Q 上田　夏世 CL006Q07 月/２・木/２
586 こども 選択 対面 保育実習Ⅰ（施設） 後集 川並　利治 33090S01
587 こども 選択 対面 保育実習Ⅱ 後集 三好　伸子 33092S01
588 こども 選択 対面 幼児教育実習Ⅰ 後集 開　仁志 33064S01
589 こども 選択 対面 幼児教育実習Ⅱ 後集 開　仁志 33065S01
590 こども 選択 対面 保育実習Ⅰ・事前事後の指導 通 三好　伸子 33145Y01 木/４
591 国際 選択 対面 Study AbroadⅡ① 後集 岡本　芳和 51104S01
592 国際 選択 対面 Study AbroadⅡ② 後集 小西　賢吾 51104S02
593 国際 選択 対面 Study AbroadⅡ③ 後集 リンチ　ギャビン 51104S03


