
  ２０１５年度　前期補充講義時間割（５月２３日実施分）

講義名称 担当教員名 補充講義日 時限 教室 備考 文 法 経済 商

日英対照言語学 古賀　弘毅 5月23日（土） 1 ※52B
※通常教室と
異なります。

開講 開講

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（ライ
ティング）（ａ）

ジャマール　ミラー 5月23日（土） 1 1052 開講

英語スポークン・インタラクション－3
（エ）

アンガス　ペイン
ター

5月23日（土） 1 141 開講 開講 開講

漢文学概論Ⅰ 中村　昌彦 5月23日（土） 1 244 開講 開講

日本産業史Ⅰ 原　康記 5月23日（土） 1 245 開講

スポーツ科学概論（エ） 森山　善彦 5月23日（土） 1 622 開講 開講 開講 開講

朝鮮政治史Ａ 出水　薫 5月23日（土） 1 712 開講 開講

スポーツⅢ（カ） 小牟礼　育夫 5月23日（土） 1 GYM 開講 開講 開講

日英対照言語学 古賀　弘毅 5月23日（土） 2 ※52B
※通常教室と
異なります。

開講 開講

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（ライ
ティング）（ａ）

ジャマール　ミラー 5月23日（土） 2 1052 開講

スポーツ科学概論（イ） 平木場　浩二 5月23日（土） 2 130 開講 開講 開講 開講

行政法ⅡＡ（救済・組織法） 周　セイ 5月23日（土） 2 13A 開講

文化財管理論 古賀　正美 5月23日（土） 2 142 開講 開講

国際環境法Ⅰ 藤田　八暉 5月23日（土） 2 53A 開講

国際環境法Ａ 藤田　八暉 5月23日（土） 2 53A 開講

朝鮮政治史Ａ 出水　薫 5月23日（土） 2 712 開講 開講

健康科学実習（ケ）（運動による健康
づくり）

森山　善彦 5月23日（土） 2 810 開講 開講 開講

スポーツⅡ（ウ） 小牟礼　育夫 5月23日（土） 2 GYM 開講 開講 開講

フランス語Ⅰ（前期）（カ） ラバ　バンジャマン 5月23日（土） 2 LL2 開講 開講

英語Ⅰ（中級）（前期）（ユ） 新山　美紀 5月23日（土） 2 LL6 開講

英語コア中級（前期）（ユ） 新山　美紀 5月23日（土） 2 LL6 開講

中国語Ⅰ（前期）再履修 陳　秋萍 5月23日（土） 3 1015 開講 開講 開講 開講

英語コア初級（前期）（エ） 新山　美紀 5月23日（土） 3 1043 開講

英語スピーチ・コミュニケーション ジャマール　ミラー 5月23日（土） 3 1053 開講

スポーツ科学実習（カ）（筋力と持久
力）

赤塚　康介 5月23日（土） 3 142 開講 開講 開講

福祉経済学 益村　眞知子 5月23日（土） 3 147 開講

キャリア特講（非言語系　実践編）（ｃ） 次郎丸　沢 5月23日（土） 3 151 開講 開講

英語コア中級（前期）（ヤ） 藤瀬　信子 5月23日（土） 3 242 開講

中国政治外交史Ａ 小竹　一彰 5月23日（土） 3 51B 開講 開講

英語コア中級（前期）（ニ）
アンスコム飯野
礼子

5月23日（土） 3 522 開講

韓国語Ⅱ（前期）（エ） 申　美仙 5月23日（土） 3 AV4 開講 開講 開講

スポーツⅠ（ア） 平木場　浩二 5月23日（土） 3 GYM 開講 開講

フランス語Ⅰ（前期）（ウ） ラバ　バンジャマン 5月23日（土） 3 LL2 開講

中国語Ⅰ（前期）（コ） 陳　秋萍 5月23日（土） 4 1015 開講

英語スピーチ・コミュニケーション ジャマール　ミラー 5月23日（土） 4 1053 開講

キャリア特講（非言語系　実践編）（ｄ） 次郎丸　沢 5月23日（土） 4 151 開講 開講 開講

社会政策Ⅰ 益村　眞知子 5月23日（土） 4 15A 開講 開講 開講

英語コア中級（前期）（ア） 藤瀬　信子 5月23日（土） 4 242 開講



  ２０１５年度　前期補充講義時間割（５月２３日実施分）

講義名称 担当教員名 補充講義日 時限 教室 備考 文 法 経済 商

英語コア中級（前期）（ヘ）
アンスコム飯野
礼子

5月23日（土） 4 522 開講

労働法Ⅰ キョウ　ビン 5月23日（土） 4 82A 開講 開講 開講

労働法Ａ キョウ　ビン 5月23日（土） 4 82A 開講

韓国語Ⅰ（前期）（コ） 申　美仙 5月23日（土） 4 AV4 開講

スポーツⅢ（ウ） 赤塚　康介 5月23日（土） 4 GYM 開講 開講 開講

フランス語Ⅱ（前期）（イ） ラバ　バンジャマン 5月23日（土） 4 LL2 開講 開講 開講 開講

英語コア上級（前期）（エ） 新山　美紀 5月23日（土） 4 LL6 開講

中国語Ⅰ（前期）（ス） 陳　秋萍 5月23日（土） 5 1043 開講 開講

英語コア中級（前期）（2年生以上）
（サ）

藤瀬　信子 5月23日（土） 5 242 開講 開講 開講

ミクロ経済学Ⅰ（ｂ） 大矢野　栄次 5月23日（土） 5 51A 開講

基礎経済原論Ⅰ（ｂ） 大矢野　栄次 5月23日（土） 5 51A 開講

英語コア中級（前期）（2年生以上）
（ス）

新山　美紀 5月23日（土） 5 LL6 開講 開講


