
赤字

時限 学年 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 学年 時限

1Q 宗教学① 桑野　萌 A11 前期 地域貢献とボランティア 新　広昭 A22 前期 経済必修 経済学入門（経済）① 川島　哲 A11 前期 簿記原理Ⅰ（経済①） 今川　雪絵 A22 1Q 哲学①（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A41

1Q 社会学① 竹中　祐二 遠隔 1Q 哲学①（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A41 前期 経済必修 経済学入門（経済）② 小熊　和雄 A23 前期 推奨 ビジネス基礎演習① 杉原　美佐子 B21 1Q 英米文学①（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21

1Q 情報リテラシー①（情報の理解と表

現の方法）
佐々木　康成 M31 1Q 英米文学①（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21 前期 経済必修 経済学入門（経済）③ 山本　英司 A22 1Q 宗教学① 桑野　萌 A11 1Q 地域学・金沢Ⅱ（環境・自然系） 永坂　正夫 A11

2Q 社会学② 竹中　祐二 遠隔 1Q 地域学・金沢Ⅱ（環境・自然系） 永坂　正夫 A11 1Q 経営必修 教養ゼミナールA-21 岡　達哉 A24 1Q 社会学① 竹中　祐二 遠隔

2Q 統計学④　 佐藤 将 遠隔 1Q 経営必修 教養ゼミナールA-22 中尾　公一 A25 1Q 情報リテラシー①（情報の理解と表

現の方法）
佐々木　康成 M31

2Q 異文化コミュニケーション論① 朝田　郁 A21 1Q 経営必修 教養ゼミナールA-23 野口　将輝 A43 2Q 論理学① 村中　達矢 A63 木12

2Q 情報リテラシー⑦（フェイク時代の

情報「読解力」）
山本　輝太郎 M33 1Q 経営必修 教養ゼミナールA-24 野林　晴彦 A44 2Q 社会学② 竹中　祐二 遠隔

1Q 経営必修 教養ゼミナールA-25 牧野　耀 A71 2Q 統計学④　 佐藤 将 遠隔

1Q 経営必修 教養ゼミナールA-26 永井 暁行 C56 2Q 異文化コミュニケーション論① 朝田　郁 A21

1Q 経営必修 教養ゼミナールA-27 寺嶋　雅彦 G30 2Q 情報リテラシー⑦（フェイク時代の

情報「読解力」）
山本　輝太郎 M33

1Q 経営必修 教養ゼミナールA-28 森　延江 A55

1Q 経営必修 教養ゼミナールA-29 佐々木　康成 A56

1Q 経営必修 教養ゼミナールA-30 呉　星辰 C54

2Q 心理学①（学びのための認知と知覚の

心理学）
佐々木　康成 A21 水12

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-21 森　延江 A55

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-22 岡　達哉 A24

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-23 二口　聡 A45

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-24 寺嶋　雅彦 G30

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-25 呉　星辰 Ｃ58

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-26 中尾　公一 A25

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-27 野林　晴彦 A44

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-28 野口　将輝 A43

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-29 牧野　耀 A71

2Q 経営必修 教養ゼミナールB-30 張　淼 A63

前期 アジア経済論 川島　哲 A22 前期 原価計算論 梅田　充 A23 前期 金融論 吉田　隆 B21 前期 地域政策論 青木　卓志 A23 前期 上級簿記Ⅰ 中島　隆広 A42

1Q College EnglishⅠ⑯ 森　延江 A25 再履修者用 2Q 特別支援教育（中等） 新谷・柳川 A11 前期 職業指導Ⅰ 北本　泰則 A53 2Q 特別支援教育（中等） 新谷・柳川 A11 オムニ

2Q College EnglishⅡ⑯ 森　延江 A25 再履修者用 前期 EnglishⅡA②（ビジネスと英語） バートロ　ステファン C58

1Q College EnglishⅠ⑯ 森　延江 A25 再履修者用

2Q College EnglishⅡ⑯ 森　延江 A25 再履修者用

前期 社会科・公民科教育法Ⅱ 手塚　貴子 A52 前期 商業科教育法Ⅱ 北本　泰則 A45 前期 国際経済学 中村　明 A41 前期 教育方法論（中等）①（インストラ

クショナルデザインを用いた授業のつくり方）
大畠・櫻井 A52 オムニ 前期 国際経営論 鳥羽　達郎 A23

前期 教育課程論（中等） 芥川　元喜 A42
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前期 経営必修 観光概論 石川　美澄 遠隔 前期 ビジネスイングリッシュⅠ① ジョマダル　ナシル A43 前期 経営必修 経営学入門（経営）① 野口　将輝 B21 前期 簿記原理Ⅰ（経済②） 今川　雪絵 A22 前期 法律学概論① 土屋　仁美 遠隔

前期 EnglishⅠC①(Travel) ロハス　ジェニファー A24 前期 特殊講義Ⅰ①（地域金融論） 青木・木村・中村 B21 オムニ 1Q 経済必修 教養ゼミナールA-1 張　淼 A63 前期 会計学基礎 大貫・大屋・北本・梅田・中島 B21 オムニ 前期 日本語リテラシーA（アカデミックラ

イティング）
中村　朱美 A43

1Q 文化人類学① 朝田　郁 A21 前期 経済数学Ⅰ（Standard） 石野　卓也 A45 1Q 経済必修 教養ゼミナールA-2 小熊　和雄 A53 前期 推奨 ビジネス基礎演習② 杉原　美佐子 A23 1Q ドイツ語Ⅰ① ライヒェルト　ルート A24

1Q 中国語Ⅰ① 金　萍 A61 前期 経済数学Ⅰ（Basic) 庫川　幸秀 A11 1Q 経済必修 教養ゼミナールA-3 青木　卓志 C42 前期 EnglishⅠA①(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 2Q 倫理学①（規範倫理学/応用倫理学/メ

タ倫理学）
寺嶋　雅彦 C51

2Q 日本文学①（作品論『百人一首』の世

界）
中村　朱美 遠隔 1Q ドイツ語Ⅰ① ライヒェルト　ルート A24 1Q 経済必修 教養ゼミナールA-4 中村　明 A66 前期 EnglishⅠB①(Campus) バートロ　ステファン C58 2Q 健康科学演習 嘉門　良亮 C44

2Q 中国語Ⅱ① 金　萍 A61 2Q 倫理学①（規範倫理学/応用倫理学/メ

タ倫理学）
寺嶋　雅彦 C51 1Q 経済必修 教養ゼミナールA-5 木村　正信 A71 1Q 文化人類学① 朝田　郁 A21 2Q ドイツ語Ⅱ① ライヒェルト　ルート A24

2Q 健康科学演習 嘉門　良亮 C44 1Q 経済必修 教養ゼミナールA-6 ジョマダル　ナシル A62 1Q 中国語Ⅰ① 金　萍 A61

2Q ドイツ語Ⅱ① ライヒェルト　ルート A24 1Q 経済必修 教養ゼミナールA-7 曽我　千春 A43 2Q 日本文学①（作品論『百人一首』の世

界）
中村　朱美 遠隔

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-8 森　延江 A55 2Q 論理学① 村中　達矢 A63 木12

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-9 二口　聡 A65 2Q 中国語Ⅱ① 金　萍 A61

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-10 山本　輝太郎 C54

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-11 大畠　菜穂子 A52

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-12 永井 暁行 C56

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-13 岡　達哉 A24

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-14 中尾　公一 A25

1Q 経済必修 教養ゼミナールA-15 佐藤　将 Ｃ57

2Q 心理学①（学びのための認知と知覚の

心理学）
佐々木　康成 A21 水12

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-1 寺嶋　雅彦 G30

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-2 菊池　嘉晃 Ｇ16

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-3 曽我　千春 A43

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-4 齋藤　千恵 C56

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-5 高原 幸子 C55

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-6 中尾　公一 A25

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-7 青木　卓志 C42

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-8 呉　星辰 Ｃ58

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-9 小熊　和雄 A53

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-10 木村　正信 A71

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-11 ジョマダル　ナシル A62

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-12 中村　明 A24

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-13 バイヤー　アヒム G11

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-14 佐藤　将 Ｃ43

2Q 経済必修 教養ゼミナールB-15 張　淼 A63

2Q 教養ゼミナールB再履修用 森　延江 A55

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ① 青木　卓志 C42 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ① 石川　美澄 A52 前期 公共経済学 宋　涛 遠隔 前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑤ 庫川　幸秀 A45 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ④ 神崎　淳子 A71

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ② 石野　卓也 A53 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ② 梅田　充 C55 前期 経済統計学 石野　卓也 A41 前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑧ 土屋　仁美 C44 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑧ 中島　隆広 A63

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ③ 小熊　和雄 A25 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ③ 大貫　一 A71 前期 地域産業史 本康　宏史 A11 前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑨ 中尾　真和 A51 前期 EnglishⅡB①（英語リーディング） 半井　典子 A45

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ④ 川島　哲 A52 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑤ 岸本　秀一 C41 前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑫ 山本　英司 A56

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑥ 宋　涛 A62 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑥ 杉山　裕子 C42 前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑬ 吉田　隆 A53

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑦ 田中　頌宇将 A45 前期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑦ 竹谷　多賀子 A53 前期 ヨーロッパ経済史 張　淼 遠隔

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑩ 中村　明 A63 前期 経済学史 山本　英司 A42 前期 財政学 原嶋　耐治 A41

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑪ 原嶋　耐治 A71 前期 経営管理論 岸本　秀一 A11

前期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅠ⑭ 渡邉　和道 C41

前期 マーケティング論① 杉山　裕子 A11

前期 経済データ分析 佐藤 将 A41 前期 社会政策論 曽我　千春 A21 前期 ミクロ経済学Ⅳ 庫川　幸秀 A45 前期 教育方法論（中等）②（インストラ

クショナルデザインを用いた授業のつくり方）
大畠・櫻井 A52 オムニ 前期 経済政策論 木村　正信 A22

前期 観光政策論 岡　達哉 A51 前期 非営利組織会計 大貫　一 A61 前期 保険論【生命保険協会寄付講座】 吉田　隆 A51

前期 人的資源管理論 神崎　淳子 A23

前期 中等教育実習・事前事後の指導① 永井・島倉 A63
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前 期 2023年度　経済学部時間割表

水曜日 木曜日 金曜日火曜日
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赤字

時限 学年 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 学年 時限

前 期 2023年度　経済学部時間割表

水曜日 木曜日 金曜日火曜日

…変更箇所

…非開講

曜日

2023/5/11

曜日 月曜日

前期 民法（総則・物権法） 渡邉　和道 遠隔 前期 簿記原理Ⅰ(経済③） 北本　泰則 A21 1Q 必修 キャリア入門Ⅰ① 神崎　淳子 A11 前期 経営必修 簿記原理Ⅰ（経営①） 中島　隆広 A42 前期 EnglishⅠB②(Campus) カリー　カーラ C57

前期 マーケティング入門① 岸本　秀一 A42 1Q コミュニケーション概論① 中川　将志 A11 1Q 必修 キャリア入門Ⅰ② 北本　泰則 A22 前期 EnglishⅠA②(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 1Q 情報リテラシー③ 牧野　耀 M36

前期 EnglishⅠC②(Travel) ロハス　ジェニファー A24 1Q 情報リテラシー③ 牧野　耀 M36 2Q 必修 キャリア入門Ⅰ③ 神崎　淳子 A22 1Q 情報リテラシー②（アカデミックスキ

ルのための情報活用力）
二口　聡 M36 1Q 情報リテラシー⑤ 河合　一彦 M31

1Q 情報リテラシー②（アカデミックスキ

ルのための情報活用力）
二口　聡 M36 1Q 情報リテラシー⑤ 河合　一彦 M31 2Q 必修 キャリア入門Ⅰ④ 北本　泰則 A11 1Q 必修 College EnglishⅠ⑤ 前川　未知雄 A44 1Q 必修 College EnglishⅠ⑦ 中西　久子 A25

1Q 必修 College EnglishⅠ⑤ 前川　未知雄 A44 1Q 必修 College EnglishⅠ⑦ 中西　久子 A25 1Q 必修 College EnglishⅠ⑥ 正木　恵美 A43 1Q 必修 College EnglishⅠ⑪ 金谷　永美子 A43

1Q 必修 College EnglishⅠ⑥ 正木　恵美 A43 1Q 必修 College EnglishⅠ⑪ 金谷　永美子 A43 1Q 必修 College EnglishⅠ⑨ 上田　夏世 A51 1Q 必修 College EnglishⅠ⑬ 川村　義治 A44

1Q 必修 College EnglishⅠ⑨ 上田　夏世 A51 1Q 必修 College EnglishⅠ⑬ 川村　義治 A44 2Q 宗教学② 桑野　萌 A11 2Q 必修 College EnglishⅡ⑦ 中西　久子 A25

2Q 宗教学② 桑野　萌 A11 2Q コミュニケーション概論② 中川　将志 A22 2Q 基礎数学②（数学力で世界を視る。教

養としての数学）
二口　聡 A51 2Q 必修 College EnglishⅡ⑪ 金谷　永美子 A43

2Q 基礎数学②（数学力で世界を視る。教

養としての数学）
二口　聡 A51 2Q 必修 College EnglishⅡ⑦ 中西　久子 A25 2Q 必修 College EnglishⅡ⑤ 前川　未知雄 A44 2Q 必修 College EnglishⅡ⑬ 川村　義治 A44

2Q 必修 College EnglishⅡ⑤ 前川　未知雄 A44 2Q 必修 College EnglishⅡ⑪ 金谷　永美子 A43 2Q 必修 College EnglishⅡ⑥ 正木　恵美 A43

2Q 必修 College EnglishⅡ⑥ 正木　恵美 A43 2Q 必修 College EnglishⅡ⑬ 川村　義治 A44 2Q 必修 College EnglishⅡ⑨ 上田　夏世 A52

2Q 必修 College EnglishⅡ⑨ 上田　夏世 A52

前期 経済必修 ミクロ経済学Ⅱ① 小熊　和雄 A21 前期 日本史概論Ⅰ② 丸山　敦 A42 前期 外書講読A 山本　英司 A45 前期 経済必修 ミクロ経済学Ⅱ② 庫川　幸秀 A41

前期 経済必修 マクロ経済学Ⅱ③ 原嶋　耐治 A22 前期 マーケティング論② 杉山　裕子 A23 前期 マイクロファイナンス ジョマダル　ナシル A41 前期 日本史概論Ⅰ① 風間　幹栄 A61

前期 チームビルディング 堀口　英則 B21 前期 観光文化・社会論 竹谷　多賀子 遠隔 前期 経営戦略論 野林　晴彦 B21

前期 道徳教育の理論と方法（中等）① 門前　斐紀 A23 1Q キャリアプランニングⅠ① 杉原　美佐子 A22

前期 EnglishⅡB③（英語リーディング） 辻　建一 A25 2Q キャリアプランニングⅠ② 杉原　美佐子 A22

前期 ＥＵ経済論 中村　明 A41 前期 マクロ経済学Ⅳ 田中　頌宇将 A45 前期 マーケティング・リサーチ 牧野　耀 M31 前期 International BusinessⅠ ジョマダル　ナシル A71 前期 国際金融論 吉田　隆 A11

前期 観光まちづくり論 竹谷　多賀子 遠隔 前期 都市経済学 石野　卓也 A62

前期 中等教育実習・事前事後の指導② 永井・島倉 A63 前期 地方財政論 青木　卓志 A21

前期 社会科・地歴科教育法Ⅱ 石田　恵一 A53

4 4

前期 マーケティング入門② 岸本　秀一 A42 前期 経営必修 簿記原理Ⅰ（経営③） 梅田　充 A23 前期 経営必修 簿記原理Ⅰ（経営②） 大貫　一 A22 前期 EnglishⅠD②(Culture) カリー　カーラ C42

1Q 基礎数学①（数学力で世界を視る。教

養としての数学）
二口　聡 B21 前期 EnglishⅠD①(Culture) カリー　カーラ C43 1Q 基礎数学①（数学力で世界を視る。教

養としての数学）
二口　聡 B21 1Q 情報リテラシー④ 徳前　嘉子 M32

1Q 必修 College EnglishⅠ⑧ 中西　久子 A44 1Q コミュニケーション概論① 中川　将志 A11 1Q 必修 College EnglishⅠ⑧ 中西　久子 A44 1Q 情報リテラシー⑥ 河合　一彦 M31

1Q 必修 College EnglishⅠ⑫ 正木　恵美 A43 1Q 情報リテラシー④ 徳前　嘉子 M32 1Q 必修 College EnglishⅠ⑫ 正木　恵美 A43 1Q ロシア語Ⅰ① 館農　ユーリヤ G37

1Q 日本語上級ⅠA（留学生のためのア

カデミックライティング）
中村　朱美 A83 1Q 情報リテラシー⑥ 河合　一彦 M31 1Q 日本語上級ⅠA（留学生のためのア

カデミックライティング）
中村　朱美 A83 1Q 必修 College EnglishⅠ⑩ 中西　久子 A25

2Q 日本国憲法① 曽我　千春 遠隔 1Q ロシア語Ⅰ① 館農　ユーリヤ G37 2Q 日本国憲法① 曽我　千春 遠隔 1Q 必修 College EnglishⅠ⑭ 金谷　永美子 A43

2Q 必修 College EnglishⅡ⑧ 中西　久子 A44 1Q 必修 College EnglishⅠ⑩ 中西　久子 A25 2Q 必修 College EnglishⅡ⑧ 中西　久子 A44 1Q 必修 College EnglishⅠ⑮ 川村　義治 A44

2Q 必修 College EnglishⅡ⑫ 正木　恵美 A43 1Q 必修 College EnglishⅠ⑭ 金谷　永美子 A43 2Q 必修 College EnglishⅡ⑫ 正木　恵美 A43 2Q 歴史学① 丸山　敦 A11

2Q 日本語上級ⅠB（留学生のためのア

カデミックライティング）
中村　朱美 A83 1Q 必修 College EnglishⅠ⑮ 川村　義治 A44 2Q 日本語上級ⅠB（留学生のためのア

カデミックライティング）
中村　朱美 A83 2Q ロシア語Ⅱ① 館農　ユーリヤ G37

2Q 歴史学① 丸山　敦 A11 2Q 必修 College EnglishⅡ⑩ 中西　久子 A25

2Q コミュニケーション概論② 中川　将志 A22 2Q 必修 College EnglishⅡ⑭ 金谷　永美子 A43

2Q ロシア語Ⅱ① 館農　ユーリヤ G37 2Q 必修 College EnglishⅡ⑮ 川村　義治 A44

2Q 必修 College EnglishⅡ⑩ 中西　久子 A25

2Q 必修 College EnglishⅡ⑭ 金谷　永美子 A43

2Q 必修 College EnglishⅡ⑮ 川村　義治 A44

前期 所得税法 大屋　貴裕 A21 前期 特殊講義Ⅲ（ソーシャルビジネス論） 中尾　公一 A51 経済必修 ミクロ経済学Ⅱ③ 石野　卓也 A21 前期 日本語上級ⅡA（留学生のためのア

カデミックワーク）
中村　朱美 A83

前期 外国史概論Ⅱ 澤　信俊 A11 前期 経済必修 マクロ経済学Ⅱ② 田中　頌宇将 A21 前期 経済必修 マクロ経済学Ⅱ① 木村　正信 A11

前期 EnglishⅡA③（スポーツと英語） ロハス　ジェニファー A24 前期 ホスピタリティ・マネジメント 岡　達哉 遠隔 前期 財務会計論 中島　隆広 A23

2Q 教育学概論（中等）①（問いから

始める教育の理念と歴史）
大畠　菜穂子 A61 前期 EnglishⅡA①（こどもと英語） ビセット ヘレン A24 前期 EnglishⅡB②（英語リーディング） 川村　義治 G13

2Q 教育学概論（中等）①（問いから

始める教育の理念と歴史）
大畠　菜穂子 A61

前期 国際法 土屋　仁美 遠隔

前期 北陸観光学 岡・佐々木雅・新・本康・石川美・竹谷 C51

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-2 石野　卓也 A71 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-1 青木　卓志 A65 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-4 川島　哲 A52 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-5 木村　正信 A53

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-8 新　広昭 A52 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-3 小熊　和雄 A55 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-16 原嶋　耐治 A54 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-13 土屋　仁美 A52

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-9 宋　涛 A56 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-6 庫川　幸秀 A56 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-18 山本　英司 A64 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-14 中尾　真和 A63

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-11 田中　頌宇将 A55 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-7 ジョマダル　ナシル A72 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-19 吉田　隆 A55 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-23 大貫　一 A64

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-21 石川　美澄 A65 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-10 曽我　千春 A52 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-22 梅田　充 A53 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-29 竹谷　多賀子 A71

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-25 岡　達哉 A72 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-12 張　淼 A71 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-31 中尾　公一 A56 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-30 壷内　慎二 A62

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-28 杉山　裕子 A66 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-15 中村　明 A53 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-33 野口　将輝 A71

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-34 野林　晴彦 A64 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-17 本康　宏史 A45 前期 必修 専門ゼミナールⅢ-35 牧野　耀 A63

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-20 渡邉　和道 A62

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-24 大屋　貴裕 A66

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-26 神崎　淳子 C55

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-27 岸本　秀一 A63

前期 必修 専門ゼミナールⅢ-32 中島　隆広 C54

1 前期 ビジネスイングリッシュⅠ② リチャード　ブライアン A54 1

2 2Q 教育学概論（中等）②（問いから

始める教育の理念と歴史）
大畠　菜穂子 A61 2Q 教育学概論（中等）②（問いから

始める教育の理念と歴史）
大畠　菜穂子 A61 2Q

情報教育の理論と方法Ⅰ(中
等)（情報社会におけるモラルと知識）

永井 暁行 M36 2

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-2 石野　卓也 A71 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-1 青木　卓志 A65 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-3 川島　哲 A52 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-4 木村　正信 A53

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-7 新　広昭 A52 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-5 庫川　幸秀 A56 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-15 原嶋　耐治 A54 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-12 土屋　仁美 A52

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-8 宋　涛 A56 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-6 ジョマダル　ナシル A72 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-17 山本　英司 A64 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-13 中尾　真和 A63

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-10 田中　頌宇将 A55 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-9 曽我　千春 A52 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-18 吉田　隆 A55 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-16 本康　宏史 A25

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-20 石川　美澄 A65 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-11 張　淼 A71 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-21 梅田　充 A53 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-22 大貫　一 A61

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-24 岡　達哉 A72 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-14 中村　明 A53 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-29 中尾　公一 A56 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-28 竹谷　多賀子 A71

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-27 杉山　裕子 A66 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-19 渡邉　和道 A62 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-31 野口　将輝 A71

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-32 野林　晴彦 A64 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-23 大屋　貴裕 A66 前期 必修 専門ゼミナールⅠ-33 牧野　耀 A63

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-25 神崎　淳子 C55

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-26 岸本　秀一 A63

前期 必修 専門ゼミナールⅠ-30 中島　隆広 C54
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学年 開講期 科目名 担当教員 備考

前期 特殊講義Ⅱ③（簿記原理演習） 北本 泰則

前期 グローバル観光演習a 岡　達哉

前期 海外社会実習 青木　卓志

2Q 政治学 木村　高宏

2Q 情報学①（情報システムのデザインとオブジェクト指向） 佐々木 康成

前期 商法 村上　裕

前期 観光実務演習 石川　美澄
２Qの火曜1限
および夏季集中

前期 中等教育実習Ⅰ 永井 暁行

前期 中等教育実習Ⅱ 永井 暁行

前期 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（中等） 岡本 泰弘

4

集中講義

1

2

3

前期2/2



赤字

時限 学年 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 開講期 区分 科目名 担当教員 教室 備考 学年 時限

3Q 宗教学③ バイヤー　アヒム A42 後期 課題演習Ⅱ（お金とくらし） 野口　将輝 A11 後期 経済必修 経営学入門（経済）② 野林　晴彦 B21 後期 経営必修 簿記原理Ⅱ（経済①） 今川　雪絵 A22 3Q 哲学②（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A22

後期 特殊講義Ⅰ②（社会調査法） 呉　星辰 B21 3Q 経営必修 教養ゼミナールC-21 野口　将輝 A43 後期 レジャー概論 竹谷　多賀子 遠隔

3Q 哲学②（シゼンのセカイ/ココロとカラダ） 寺嶋　雅彦 A22 3Q 経営必修 教養ゼミナールC-22 佐々木　康成 A56 3Q 宗教学③ バイヤー　アヒム A42

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-23 呉　星辰 A66

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-24 佐藤　将 A62

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-25 坂井　紀公子 G11

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-26 森　延江 A55

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-27 岡　達哉 A24

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-28 牧野　耀 A65

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-29 山本　輝太郎 A44

3Q 経営必修 教養ゼミナールC-30 二口　聡 A65

4Q 心理学②（学びのための認知と知覚の

心理学）
佐々木　康成 A45 水12

4Q 自然地理学 青木　賢人 A61 水12

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-21 山本　輝太郎 A44

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-22 張　淼 A64

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-23 大畠　菜穂子 A56

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-24 森　延江 A55

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-25 寺嶋　雅彦 G30

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-26 野口　将輝 A52

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-27 バイヤー　アヒム G11

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-28 佐藤　将 A62

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-29 呉　星辰 Ｃ55

4Q 経営必修 教養ゼミナールD-30 牧野　耀 A43

後期 アジア経済史 川島　哲 A22 後期 地域創生論 新　広昭 遠隔 後期 金融政策論 吉田　隆 A23 後期 特殊講義Ⅳ③（地域データ分析） 呉　星辰 A23 後期 上級簿記Ⅱ 中島　隆広 A42

後期 観光情報論 石川　美澄 遠隔 後期 地域経済学 青木　卓志 A11

後期 商業科教育法Ⅰ 北本　泰則 A45 後期 職業指導Ⅱ 北本　泰則 A53

後期 管理会計論 梅田　充 A21

3 後期 教育社会学（中等） 竹中　祐二 C52 3

4 後期 教職実践演習（中等）② 前田・岡本・門前 A51 オムニ 4

後期 会計情報論 梅田　充 M31・32 後期 ビジネスイングリッシュⅡ① ジョマダル　ナシル A45 後期 経営必修 経済学入門（経営）④ 川島　哲 A11 後期 簿記原理Ⅱ（経済②） 今川　雪絵 A22 後期 日本語リテラシーB（アカデミックラ

イティング）
中村　朱美 A43

後期 EnglishⅠC③(Travel) ロハス　ジェニファー A24 後期 経済数学Ⅱ（Standard） 石野　卓也 A43 後期 経営必修 経済学入門（経営）⑤ 山本　英司 A21 後期 流通論① 岸本　秀一 A23 3Q 歴史学② 本康　宏史 A61

3Q 文化人類学② 朝田　郁 A11 後期 経済数学Ⅱ（Basic) 庫川　幸秀 A11 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-1 菊池　嘉晃 Ｇ16 後期 観光フィールドワーク入門 竹谷・岡・石川美 A21 3Q 日本国憲法② 土屋　仁美 遠隔

3Q スポーツ科学演習
塩田　耕平

メイン 3Q 歴史学② 本康　宏史 A61 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-2 二口　聡 A65 後期 EnglishⅠA③(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 3Q 環境学 永坂　正夫 A22

3Q 中国語Ⅰ② 金　萍 A51 3Q 日本国憲法② 土屋　仁美 遠隔 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-3 岡　達哉 A24 後期 EnglishⅠB③(Campus) バートロ　ステファン C58 3Q 海外文化事情（ヨーロッパを知る教

養講座）
辻　建一 A21

4Q 中国語Ⅱ② 金　萍 A51 3Q 環境学 永坂　正夫 A22 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-4 野林　晴彦 A44 3Q 文化人類学② 朝田　郁 A11 3Q 資格英語Ⅰ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25

3Q 海外文化事情（ヨーロッパを知る教

養講座）
辻　建一 A21 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-5 中尾　公一 A25 3Q スポーツ科学演習 塩田　耕平 メイン 3Q 資格英語Ⅰ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53

3Q 資格英語Ⅰ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-6 大畠　菜穂子 A52 3Q 中国語Ⅰ② 金　萍 A51 3Q ドイツ語Ⅰ② ライヒェルト　ルート A24

3Q 資格英語Ⅰ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-7 山本　輝太郎 C54 4Q 中国語Ⅱ② 金　萍 A51 4Q 英米文学②（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21

3Q ドイツ語Ⅰ② ライヒェルト　ルート A24 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-8 張　淼 A64 4Q 倫理学②（規範倫理学/応用倫理学/メ

タ倫理学）
寺嶋　雅彦 A62

4Q 英米文学②（イギリス小説の魅力） 辻　建一 A21 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-9 呉　星辰 A66 4Q 統計学③ 田中　千晶 遠隔

4Q 倫理学②（規範倫理学/応用倫理学/メ

タ倫理学）
寺嶋　雅彦 A62 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-10 青木　卓志 C42 4Q 健康・スポーツ科学概論 奥田　鉄人 A23

4Q 統計学③ 田中　千晶 遠隔 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-11 木村　正信 A63 4Q 資格英語Ⅱ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25

4Q 健康・スポーツ科学概論 奥田　鉄人 A23 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-12 佐藤　将 A62 4Q 資格英語Ⅱ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53

4Q 資格英語Ⅱ③（TOEICの点数アップ） 金谷　永美子 A25 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-13 ジョマダル　ナシル A71 4Q ドイツ語Ⅱ② ライヒェルト　ルート A24

4Q 資格英語Ⅱ④（TOEICの点数アップ） 前川　未知雄 A53 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-14 永井 暁行 A53

4Q ドイツ語Ⅱ② ライヒェルト　ルート A24 3Q 経済必修 教養ゼミナールC-15 曽我　千春 A53

3Q 教養ゼミナールC再履修用 森　延江 A55

4Q 心理学②（学びのための認知と知覚の

心理学）
佐々木　康成 A45 水12

4Q 自然地理学 青木　賢人 A61 水12

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-1 石川　美澄 A66

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-2 青木　卓志 C42

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-3 永井 暁行 A53

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-4 ジョマダル　ナシル A71

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-5 佐藤　将 A62

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-6 木村　正信 A63

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-7 野林　晴彦 A44

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-8 寺嶋　雅彦 G30

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-9 張　淼 A64

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-10 森　延江 A55

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-11 呉　星辰 Ｃ55

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-12 門前　斐紀 G11

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-13 曽我　千春 A43

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-14 山本　輝太郎 C54

4Q 経済必修 教養ゼミナールD-15 大畠　菜穂子 Ｃ58

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ① 青木　卓志 A64 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ① 石川　美澄 A52 後期 計量経済学 石野　卓也 A41 後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑤ 庫川　幸秀 A45 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ④ 神崎　淳子 A71

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ② 石野　卓也 A53 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ② 梅田　充 C55 後期 中国経済論 宋　涛 遠隔 後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑧ 土屋　仁美 A54 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑧ 中島　隆広 A64

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ③ 小熊　和雄 A25 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ③ 大貫　一 A71 後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑨ 中尾　真和 A55 後期 租税論 中尾　真和 B21

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ④ 川島　哲 A52 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑤ 岸本　秀一 C41 後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑫ 山本　英司 A56 後期 EnglishⅡB④（英語リーディング） 半井　典子 A45

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑥ 宋　涛 A62 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑥ 杉山　裕子 C42 後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑬ 吉田　隆 A53

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑦ 田中　頌宇将 A45 後期 経営必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑦ 竹谷　多賀子 C54 後期 労働経済学 曽我・木村・神崎 A41 オムニ

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑩ 中村　明 A63 後期 現代資本主義論 山本　英司 A44 後期 アメリカ経済史 張　淼 遠隔

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑪ 原嶋　耐治 A71 3Q 業界課題研究Ⅰ 杉原　美佐子 C41

後期 経済必修 基礎専門ゼミナールⅡ⑭ 渡邉　和道 C54 4Q 業界課題研究Ⅱ 杉原　美佐子 C41

後期 EnglishⅡA⑤（ビジネスと英語） バートロ　ステファン C58

3 後期 社会保障論 曽我　千春 A42 後期 応用経済政策論 木村　正信 A52 3

4 後期 教職実践演習（中等）① 池田　幸應 C44 4
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2023/5/11

曜日

後 期

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

2023年度　経済学部時間割表
…変更箇所

金曜日曜日

後期 民法（債権法） 渡邉　和道 遠隔 後期 経営必修 ビジネス概論① 野林　晴彦 B21 3Q 必修 キャリア入門Ⅱ① 神崎　淳子 A11 後期 経済必修 ミクロ経済学Ⅰ② 庫川　幸秀 A11 後期 EnglishⅠB④(Campus) カリー　カーラ C57

後期 経済必修 ミクロ経済学Ⅰ① 小熊　和雄 A21 後期 簿記原理Ⅱ(経済③） 北本　泰則 A21 3Q 必修 キャリア入門Ⅱ② 北本　泰則 A22 後期 経済必修 ミクロ経済学Ⅰ③ 木村　正信 A41 3Q 情報リテラシー⑧（基本的なソフト

ウェアの利活用/「情報」の利活用）
寺嶋　雅彦 M32

後期 経済必修 マクロ経済学Ⅰ③ 原嶋　耐治 A22 後期 課題演習Ⅱ（思考とデザイン） 佐々木・中川 M33 4Q 人文地理学③ 伊藤　悟 A24 水34 後期 経営必修 ビジネス概論② 野林　晴彦 B21 3Q ロシア語Ⅰ② 館農　ユーリヤ G37

後期 EnglishⅠC④(Travel) ロハス　ジェニファー A24 3Q 情報リテラシー⑧ 寺嶋　雅彦 M32 4Q 必修 キャリア入門Ⅱ③ 神崎　淳子 A22 後期 経営必修 簿記原理Ⅱ（経営①） 中島　隆広 A61 4Q 情報リテラシー⑬ 河合　一彦 M31

3Q コミュニケーション概論③ 中川　将志 A23 月34 3Q ロシア語Ⅰ② 館農　ユーリヤ G37 4Q 必修 キャリア入門Ⅱ④ 北本　泰則 A11 後期 EnglishⅠA④(Kanazawa) ロハス　ジェニファー A24 4Q ロシア語Ⅱ② 館農　ユーリヤ G37

3Q 情報リテラシー⑫（フェイク時代の

情報「読解力」）
山本　輝太郎 M33 4Q 情報リテラシー⑬ 河合　一彦 M31 3Q 情報リテラシー⑫（フェイク時代の

情報「読解力」）
山本　輝太郎 M33

3Q 資格英語Ⅰ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 4Q ロシア語Ⅱ② 館農　ユーリヤ G37 3Q 資格英語Ⅰ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44

3Q 資格英語Ⅰ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 3Q 資格英語Ⅰ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43

4Q 日本文学② 馬場　治 遠隔 4Q 日本文学② 馬場　治 遠隔

4Q コミュニケーション概論④ 中川　将志 A62 月34 4Q 論理学② 中川　将志 A22 木34

4Q 資格英語Ⅱ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 4Q 資格英語Ⅱ①（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44

4Q 資格英語Ⅱ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 4Q 資格英語Ⅱ②（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43

後期 アメリカ経済論 中村　明 遠隔 後期 マクロ経済学Ⅲ 田中　頌宇将 A43 後期 外書講読B ジョマダル　ナシル A52 後期 ミクロ経済学Ⅲ 小熊　和雄 A53 後期 日本経済論 吉田　隆 B21

後期 プレゼンテーションスキルズ 堀口　英則 C52 後期 日本史概論Ⅱ② 丸山　敦 A42 後期 特殊講義Ⅳ①（製品開発論） 岸本　秀一 A71 後期 都市政策論 石野　卓也 A42 後期 社会科・公民科教育法Ⅰ 手塚　貴子 A43

後期 EnglishⅡB⑥（英語リーディング） 辻　建一 A25 後期 経営分析論 大貫　一 A41 後期 特殊講義Ⅳ②（企業倫理） 野林　晴彦 A44 後期 日本史概論Ⅱ① 風間　幹栄 A62

後期 ブランド論 野口　将輝 A11 後期 消費者行動論 牧野　耀 B21 後期 EnglishⅡB⑤（英語リーディング） 川村　義治 G13

後期 道徳教育の理論と方法（中等）② 門前　斐紀 A25 後期 サービス・マーケティング 杉山　裕子 A21 3Q キャリアプランニングⅡ① 杉原　美佐子 A51

4Q キャリアプランニングⅡ② 杉原　美佐子 A51

後期 応用国際経済学 中村　明 A45 後期 International BusinessⅡ ジョマダル　ナシル A71

後期 監査論 大貫　一 A41 後期 環境経済学 青木　卓志 A23

4 4

後期 外国史概論Ⅰ 澤　信俊 A11 後期 経済必修 マクロ経済学Ⅰ② 田中　頌宇将 A21 4Q 人文地理学③ 伊藤　悟 A24 水34 後期 経済必修 マクロ経済学Ⅰ① 木村　正信 A11 後期 EnglishⅠD④(Culture) カリー　カーラ C57

3Q 人文地理学① 坂井　紀公子 A21 後期 経営必修 簿記原理Ⅱ（経営③） 梅田　充 A23 後期 法律学概論② 土屋　仁美 遠隔 3Q 情報リテラシー⑨ 牧野　耀 M36

3Q 統計学①（データを読み解くための統

計基礎）
二口　聡 遠隔 後期 流通論② 杉山　裕子 A11 後期 経営必修 簿記原理Ⅱ（経営②） 大貫　一 A42 3Q 情報リテラシー⑩ 河合　一彦 M32

3Q コミュニケーション概論③ 中川　将志 A23 月34 後期 EnglishⅠD③(Culture) カリー　カーラ C57 3Q 人文地理学①
坂井　紀公子

A21 3Q 情報リテラシー⑪ 飯田　茂美 M33

3Q 教職入門（中等）①（教師になるた

めの基礎講座）
大畠　菜穂子 A51 3Q 情報リテラシー⑨ 牧野　耀 M36 3Q 統計学①（データを読み解くための統

計基礎）
二口　聡 遠隔 4Q 自然科学概論②（自然科学の基礎

/科学論/科学技術社会論/科学哲学）
寺嶋　雅彦 C41

3Q 資格英語Ⅰ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 3Q 情報リテラシー⑩ 河合　一彦 M32 3Q 教職入門（中等）①（教師になるた

めの基礎講座）
大畠　菜穂子 A51

3Q 資格英語Ⅰ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 3Q 情報リテラシー⑪ 飯田　茂美 M33 3Q 資格英語Ⅰ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44

3Q フランス語Ⅰ ブローダウェイ　リック A25 4Q 自然科学概論②（自然科学の基礎

/科学論/科学技術社会論/科学哲学）
寺嶋　雅彦 C41 3Q 資格英語Ⅰ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43

3Q 日本語上級ⅠC（留学生のためのア

カデミックライティング）
中村　朱美 A83 3Q フランス語Ⅰ ブローダウェイ　リック A25

4Q 人文地理学② 坂井　紀公子 A21 3Q 日本語上級ⅠC（留学生のための

アカデミックライティング）
中村　朱美 A83

4Q 統計学②（データを読み解くための統

計基礎）
二口　聡 遠隔 4Q 論理学② 中川　将志 A22 木34

4Q 異文化コミュニケーション論② 朝田　郁 G41・42 4Q 人文地理学② 坂井　紀公子 A21

4Q コミュニケーション概論④ 中川　将志 A62 月34 4Q 統計学②（データを読み解くための統

計基礎）
二口　聡 遠隔

4Q 情報リテラシー⑯ 佐藤　将 Ｍ33 4Q
異文化コミュニケーション論
②

朝田　郁 A23

4Q 資格英語Ⅱ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44 4Q 情報リテラシー⑯ 佐藤　将 Ｍ33

4Q 資格英語Ⅱ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43 4Q 資格英語Ⅱ⑤（TOEICの点数アップ） 中西　久子 A44

4Q フランス語Ⅱ ブローダウェイ　リック A25 4Q 資格英語Ⅱ⑥（TOEICの点数アップ） 正木　恵美 A43

4Q 日本語上級ⅠD（留学生のためのア

カデミックライティング）
中村　朱美 A83 4Q フランス語Ⅱ ブローダウェイ　リック A25

4Q 4Q 日本語上級ⅠD（留学生のためのア

カデミックライティング）
中村　朱美 A83

後期 法人税法 大屋　貴裕 A22 後期 経営組織論 中尾　公一 遠隔 後期 日本経済史 本康　宏史 B21 後期 日本語上級ⅡB（留学生のためのア

カデミックワーク）
中村　朱美 A83

後期 EnglishⅡA⑥（スポーツと英語） ロハス　ジェニファー A24 後期 観光資源マネジメント論 岡　達哉 A42 後期 社会科・地歴科教育法Ⅰ 石田　恵一 A66

後期 EnglishⅡA④（こどもと英語） ビセット ヘレン A24

後期 応用計量経済学 石野　卓也 Ｍ36

後期 観光事業論 石川　美澄 A24

後期 国際会計論 中島　隆広 A41

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-2 石野　卓也 A71 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-1 青木　卓志 A65 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-4 川島　哲 A61 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-5 木村　正信 A53

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-8 新　広昭 A52 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-3 小熊　和雄 A55 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-16 原嶋　耐治 A54 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-13 土屋　仁美 A52

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-9 宋　涛 A56 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-6 庫川　幸秀 A56 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-18 山本　英司 A64 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-14 中尾　真和 A63

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-11 田中　頌宇将 A55 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-7 ジョマダル　ナシル A72 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-19 吉田　隆 A55 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-23 大貫　一 A64

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-21 石川　美澄 A65 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-10 曽我　千春 A52 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-22 梅田　充 A53 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-29 竹谷　多賀子 A71

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-25 岡　達哉 A72 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-12 張　淼 A71 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-31 中尾　公一 A56 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-30 壷内　慎二 A62

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-28 杉山　裕子 A66 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-15 中村　明 A53 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-33 野口　将輝 A71

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-34 野林　晴彦 A64 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-17 本康　宏史 A45 後期 必修 専門ゼミナールⅣ-35 牧野　耀 A63

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-20 渡邉　和道 A62

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-24 大屋　貴裕 A66

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-26 神崎　淳子 C55

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-27 岸本　秀一 A63

後期 必修 専門ゼミナールⅣ-32 中島　隆広 C54

3Q 教職入門（中等）②（教師になるた

めの基礎講座）
大畠　菜穂子 A51 後期 ビジネスイングリッシュⅡ② リチャード　ブライアン A54 3Q 教職入門（中等）②（教師になるた

めの基礎講座）
大畠　菜穂子 A51 3Q 自然科学概論① 永坂　正夫 A51

3Q 自然科学概論① 永坂　正夫 A51

2 後期
教育相談の理論と方法（中
等）（教育相談の意義と葛藤）

永井 暁行 A23 後期 教育心理学（中等）（心理学から考

える教育活動）
永井 暁行 A51 後期 生徒・進路指導論（中等）（生徒

指導提要の到達点と批判）
永井 暁行 A23 2

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-2 石野　卓也 A71 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-1 青木　卓志 A65 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-3 川島　哲 A61 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-4 木村　正信 A53

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-7 新　広昭 A52 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-5 庫川　幸秀 A56 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-15 原嶋　耐治 A54 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-12 土屋　仁美 A52

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-8 宋　涛 A56 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-6 ジョマダル　ナシル A72 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-17 山本　英司 A64 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-13 中尾　真和 A63

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-10 田中　頌宇将 A55 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-9 曽我　千春 A52 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-18 吉田　隆 A55 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-16 本康　宏史 A25

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-20 石川　美澄 A65 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-11 張　淼 A71 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-21 梅田　充 A53 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-22 大貫　一 A64

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-24 岡　達哉 A72 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-14 中村　明 A53 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-29 中尾　公一 A56 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-28 竹谷　多賀子 A71

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-27 杉山　裕子 A66 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-19 渡邉　和道 A62 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-31 野口　将輝 A71

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-32 野林　晴彦 A64 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-23 大屋　貴裕 A66 後期 必修 専門ゼミナールⅡ-33 牧野　耀 A63

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-25 神崎　淳子 C55

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-26 岸本　秀一 A63

後期 必修 専門ゼミナールⅡ-30 中島　隆広 C54
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1

3

1

3

学年 開講期 科目名 担当教員 備考
後期 特殊講義Ⅱ①（上級簿記/工業簿記演習） 大貫　一

後期 特殊講義Ⅱ②（簿記原理演習） 北本　泰則

後期 特殊講義Ⅱ④（広告論） 野口　将輝

4Q 情報学②（情報システムのデザインとオブジェクト指向） 佐々木　康成

後期 コーポレート・ファイナンス論 経営新任

後期 インターンシップ 神崎　淳子

後期 介護等体験事前事後の指導を含む 大畠菜穂子

3 後期 ベンチャービジネス論 石川　敦夫

4

集中講義

1

2

後期2/2


