
  ２０１５年度　前期補充講義時間割（７月４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

英語コア初級（前期）（ウ） 髙木　留美 7月4日（土） 1 ※AV1
※通常教室と
異なります。

開講

韓国語Ⅰ（前期）再履修 宋　珉鎬 7月4日（土） 1 ※AV4
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講 開講

健康科学実習（ウ）（生活習慣を見直
してｽﾏｰﾄに）

山津　幸司 7月4日（土） 1 ※GYM
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講

保育原理（H23‐） 小栗　正裕 7月4日（土） 1 133 開講

地域福祉論Ⅰ 濵﨑　裕子 7月4日（土） 1 14A 開講

地域福祉論 濵﨑　裕子 7月4日（土） 1 14A 開講 開講

漢文学概論Ⅰ 中村　昌彦 7月4日（土） 1 244 開講 開講

デザインⅠ（Ａ） 田中　久雄 7月4日（土） 1 51A 開講

経営診断論Ⅰ 関谷　忠 7月4日（土） 1 621 開講

朝鮮政治史Ａ 出水　薫 7月4日（土） 1 712 開講 開講

eビジネス論Ⅰ 柳　純 7月4日（土） 1 81A 開講 開講

中国語Ⅰ（前期）（ケ） 喬　秦寧 7月4日（土） 2 ※LL1
※通常教室と
異なります。

開講

コンピュータ会計論Ⅰ 大崎　美泉 7月4日（土） 2 1014 開講

インターネット演習 篠倉　大樹 7月4日（土） 2 1052 開講 開講

デザインⅠ（Ａ） 田中　久雄 7月4日（土） 2 51A 開講

スポーツ心理学 山津　幸司 7月4日（土） 2 51B 開講 開講

エコツーリズム論 畠中　昌教 7月4日（土） 2 52B 開講 開講 開講

福祉コミュニケーション実習演習Ⅱ
※補講取り消し

神野　國男 7月4日（土） 2 54A 開講

経営診断論Ⅱ 関谷　忠 7月4日（土） 2 621 開講

朝鮮政治史Ａ 出水　薫 7月4日（土） 2 712 開講 開講

経済学Ⅰ 矢野　生子 7月4日（土） 2 81A 開講 開講

英語コア中級（前期）（セ） 髙木　留美 7月4日（土） 2 AV1 開講

韓国語Ⅰ（前期）（サ） 宋　珉鎬 7月4日（土） 2 AV4 開講 開講

スポーツⅠ（ク） 片平　誠人 7月4日（土） 2 GYM 開講 開講

フランス語Ⅰ（前期）（ウ） ラバ　バンジャマン 7月4日（土） 2 LL2 開講

フランス語Ⅱ（前期）（エ） 畑　亜弥子 7月4日（土） 2 LL5 開講 開講 開講 開講

中国語Ⅰ（前期）（サ） 高　奈波 7月4日（土） 3 ※1051
※通常教室と
異なります。

開講

英語コア初級（前期）（イ） 髙木　留美 7月4日（土） 3 ※AV1
※通常教室と
異なります。

開講

韓国語Ⅰ（前期）（ク） 宋　珉鎬 7月4日（土） 3 ※AV4
※通常教室と
異なります。

開講

教科教育の研究Ⅰ（英語） 新山　美紀 7月4日（土） 3 ※LL3
※通常教室と
異なります。

開講

英語Ⅱ（初級）（前期）（ア） 高瀬　和子 7月4日（土） 3 ※LL6
※通常教室と
異なります。

開講

英語オプションＣ（導入）（オ）理解 ※追加 アンスコム飯野　礼子 7月4日（土） 3 512 開講 開講 開講

中国語Ⅰ（前期）再履修 海村　惟一 7月4日（土） 3 1043 開講 開講 開講 開講

基礎情報技術 篠倉　大樹 7月4日（土） 3 1044 開講 開講

英語コア上級（前期）（イ） ブルース・ランダー 7月4日（土） 3 1056 開講

英語コア中級（前期）（ハ） 光冨　省吾 7月4日（土） 3 140 開講

企業秘密保護法　※追加 帖佐　隆 7月4日（土） 3 152 開講



  ２０１５年度　前期補充講義時間割（７月４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

博物館展示論 松川　博一 7月4日（土） 3 143 開講 開講

観光政策論 朝水　宗彦 7月4日（土） 3 167 開講

英語コア中級（前期）（ヤ） 藤瀬　信子 7月4日（土） 3 242 開講

ツーリズム概論 畠中　昌教 7月4日（土） 3 81A 開講 開講

ツーリズム論 畠中　昌教 7月4日（土） 3 81A 開講

中国語Ⅰ（前期）（オ） 喬　秦寧 7月4日（土） 3 LL1 開講

フランス語Ⅱ（前期）（イ） ラバ　バンジャマン 7月4日（土） 3 LL2 開講 開講 開講 開講

フランス語Ⅰ（前期）（ケ） Ｐ．ジョバノビッチ 7月4日（土） 3 LL4 開講

フランス語Ⅰ（前期）（キ） 畑　亜弥子 7月4日（土） 3 LL5 開講 開講

中国語インテンシブ1 高　奈波 7月4日（土） 4 ※1051
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講

英語Ⅱ（上級）（前期）（ア） ブルース・ランダー 7月4日（土） 4 ※1056
※通常教室と
異なります。

開講

英語コア中級（前期）（タ） 高瀬　和子 7月4日（土） 4 ※LL6
※通常教室と
異なります。

開講

中国語Ⅰ（前期）（ス） 陳　秋萍 7月4日（土） 4 1032 開講 開講

中国語Ⅱ（前期）（オ） 海村　惟一 7月4日（土） 4 1044 開講 開講 開講 開講

ヨーロッパ事情Ａ 松隈　達也 7月4日（土） 4 130 開講 開講

英語コア中級（前期）（ア） 光冨　省吾 7月4日（土） 4 140 開講

英語コア中級（前期）（ウ） 坂田　直樹 7月4日（土） 4 142 開講

観光政策論 朝水　宗彦 7月4日（土） 4 167 開講

英語コア中級（前期）（2年生以上）
（サ）

藤瀬　信子 7月4日（土） 4 242 開講 開講 開講

日本思想史Ⅰ 吉田　昌彦 7月4日（土） 4 243 開講

保育相談支援 武藤　好美 7月4日（土） 4 246 開講

英語コア中級（前期）（オ）　※追加 アンスコム飯野　礼子 7月4日（土） 4 512 開講

政治学Ⅰ 藤村　一郎 7月4日（土） 4 714 開講 開講 開講

ムービーイングリッシュ 新山　美紀 7月4日（土） 4 AV1 開講

スポーツⅠ（ケ） 山田　力也 7月4日（土） 4 GYM 開講 開講 開講

フランス語Ⅰ（前期）（カ） ラバ　バンジャマン 7月4日（土） 4 LL2 開講 開講

フランス語Ⅰ（前期）再履修 Ｐ．ジョバノビッチ 7月4日（土） 4 LL4 開講 開講

日本文化論 吉田　昌彦 7月4日（土） 5 ※51B
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講

英語コア中級（前期）（ネ）　※追加 アンスコム飯野　礼子 7月4日（土） 5 512 開講

英語コア中級（前期）（テ） 高瀬　和子 7月4日（土） 5 ※LL6
※通常教室と
異なります。

開講

中国語Ⅰ（前期）（コ） 陳　秋萍 7月4日（土） 5 1043 開講

中国語Ⅱ（前期）（オ） 海村　惟一 7月4日（土） 5 1044 開講 開講 開講 開講

英語コア中級（前期）（ク） 光冨　省吾 7月4日（土） 5 140 開講

英語コア中級（前期）（ア） 藤瀬　信子 7月4日（土） 5 242 開講

福祉運営管理論 荒木　剛 7月4日（土） 5 711 開講

政治学Ⅰ 藤村　一郎 7月4日（土） 5 714 開講 開講 開講

専門演習ⅢＡ（帖佐） 帖佐　隆 7月4日（土） 5 828
※専門演習Ⅳ
Ａと合同授業

開講

専門演習ⅣＡ（帖佐） 帖佐　隆 7月4日（土） 5 828
※専門演習Ⅲ
Ａと合同授業

開講

英語コアプレ初級（前期）（ア） 坂田　直樹 7月4日（土） 5 AV1 開講 開講 開講


