
  ２０１５年度　前期補充講義時間割（７月25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

ヨーロッパ史Ⅰ 池口　守 7月25日（土） 1 ※52A
※通常教室と異
なります。

開講

英語オプションＡ（導入）（イ） ｱｰﾛﾝ　ｷﾞﾌﾞｿﾝ 7月25日（土） 1 1014 開講 開講 開講

政治社会学Ａ 松田　光司 7月25日（土） 1 1031 開講

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（ライティング）（ｃ） ニール ヘファナン 7月25日（土） 1 1055 開講

ヨーロッパ事情Ａ 松隈　達也 7月25日（土） 1 130 開講 開講

視覚障害者教育概論 山﨑　佳都子 7月25日（土） 1 142 開講

児童福祉論（H21‐） 門田　光司 7月25日（土） 1 51A 開講

スポーツ経営学　※追加 中川　保敬 7月25日（土） 1 ※51B
※通常教室と異
なります。

開講 開講

ストレッチング＆マッサージ 原　賢二 7月25日（土） 1 53A 開講 開講

哲学Ⅰ（ａ） 末吉　康幸 7月25日（土） 1 723 開講 開講 開講 開講

西洋哲学（ａ） 末吉　康幸 7月25日（土） 1 723 開講

ビジネス心理学Ⅰ 五十嵐　亮 7月25日（土） 1 82A 開講

英語スポークン・インタラクション－1（ツ） ジョセフ　マイオール 7月25日（土） 1 AV2 開講 開講 開講

英語コア上級（前期）（エ） キャスリン　ブラウン 7月25日（土） 1 AV4 開講

デザイン論 ※追加（1限目のみ実施） 城戸　幸一 7月25日（土） 1 1041 開講

西洋古典文化 池口　守 7月25日（土） 2 ※52A
※通常教室と異
なります。

開講

基礎情報処理Ⅰ（留学生） 松田　光司 7月25日（土） 2 1015 開講 開講

情報文化論 譚　康融 7月25日（土） 2 1031 開講 開講

デザイン論
※補講取り消し
※1限目のみ補講実施

城戸　幸一 7月25日（土） 2 1041 開講

ヨーロッパ事情Ａ 松隈　達也 7月25日（土） 2 130 開講 開講

保育者論 小津　草太郎 7月25日（土） 2 13C 開講

英検・ＴＯＥＦＬ対策Ⅰ（ａ） 浜本　裕美 7月25日（土） 2 160 開講

英語スポークン・インタラクション－1（ト） ジョセフ　マイオール 7月25日（土） 2 161 開講 開講

コミュニカティブ・イングリッシュⅢ（スピーキング）（ｃ） ニール ヘファナン 7月25日（土） 2 163 開講

アスレティック･トレーナー概論 原　賢二 7月25日（土） 2 53A 開講

国際関係論Ａ 佐々木　拓雄 7月25日（土） 2 722 開講 開講

国際関係論Ⅰ 佐々木　拓雄 7月25日（土） 2 722 開講 開講

哲学Ⅰ（ｂ） 末吉　康幸 7月25日（土） 2 723 開講 開講 開講 開講

西洋哲学（ｂ） 末吉　康幸 7月25日（土） 2 723 開講

ビジネス心理学Ⅰ 五十嵐　亮 7月25日（土） 2 82A 開講

英語オプションＧ（イ） ｱｰﾛﾝ　ｷﾞﾌﾞｿﾝ 7月25日（土） 2 AV1 開講 開講 開講

英語スポークン・インタラクション－1（ア） ｼﾞｮﾅｻﾝ　ﾋﾟｰﾀｰ　ｱﾚﾚｽ 7月25日（土） 2 AV2 開講 開講 開講

英語スポークン・インタラクション－3（ア）
ｻﾐｴｰﾙ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ﾏｲﾔｰ
ﾎｰﾌ

7月25日（土） 2 AV3 開講 開講 開講 開講

英語コア上級（前期）（エ） キャスリン　ブラウン 7月25日（土） 2 AV4 開講
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英語オプションＡ（導入）（ア） ｱｰﾛﾝ　ｷﾞﾌﾞｿﾝ 7月25日（土） 3 1014 開講 開講 開講

プログラミングⅠ（ａ） 川路　崇博 7月25日（土） 3 1041 開講

適応情報処理入門 譚　康融 7月25日（土） 3 1042 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 7月25日（土） 3 1052 開講

保育内容総論（H23‐）（ｂ） 小栗　正裕 7月25日（土） 3 144
※（a）(b)合同授
業です。

開講

保育内容総論（H23‐）（ａ） 小栗　正裕 7月25日（土） 3 144
※（a）(b)合同授
業です。

開講

コミュニカティブ・イングリッシュⅢ（リスニング）（ａ） 浜本　裕美 7月25日（土） 3 166 開講

英語コア中級（前期）（エ） 藤瀬　信子 7月25日（土） 3 242 開講

英語スポークン・インタラクション－3（イ）
ｻﾐｴｰﾙ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ﾏｲﾔｰ
ﾎｰﾌ

7月25日（土） 3 511 開講 開講 開講 開講

社会学 小谷　朋弘 7月25日（土） 3 51B 開講

アスレティック･トレーナー概論　※追加 原　賢二 7月25日（土） 3 53A 開講

日本史学（ｂ） 松尾　晋一 7月25日（土） 3 631 開講 開講 開講 開講

国際関係論Ａ 佐々木　拓雄 7月25日（土） 3 722 開講 開講 開講 開講

国際関係論Ⅰ 佐々木　拓雄 7月25日（土） 3 722 開講 開講

ビジネス心理学Ⅰ 五十嵐　亮 7月25日（土） 3 82A 開講

英語オプションＧ（ウ） ｼﾞｮﾅｻﾝ　ﾋﾟｰﾀｰ　ｱﾚﾚｽ 7月25日（土） 3 AV1 開講 開講 開講

英語スポークン・インタラクション－1（チ） ジョセフ　マイオール 7月25日（土） 3 AV2 開講 開講 開講

英語インテンシブ1 キャスリン　ブラウン 7月25日（土） 3
AV2

→ＡＶ４
教室変更！！ 開講 開講

フランス語Ⅰ（前期）（ケ） Ｐ．ジョバノビッチ 7月25日（土） 3 LL4 開講

データマイニング入門 譚　康融 7月25日（土） 4 1031 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 7月25日（土） 4 1053 開講

コミュニカティブ・イングリッシュⅢ（リスニング）（ｂ） 浜本　裕美 7月25日（土） 4 166 開講

英語コア中級（前期）（ヒ） 藤瀬　信子 7月25日（土） 4 242 開講

英語スポークン・インタラクション－1（イ）
ｻﾐｴｰﾙ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ﾏｲﾔｰ
ﾎｰﾌ

7月25日（土） 4 511 開講 開講 開講 開講

経営管理論Ⅰ 宮本　琢也 7月25日（土） 4 51A 開講 開講

アスレティック･トレーナー概論　※追加 原　賢二 7月25日（土） 4 53A 開講

家族社会学 小谷　朋弘 7月25日（土） 4 622 開講

都市地理学 方　大年 7月25日（土） 4 632 開講 開講

英語オプションＧ（ア） ｼﾞｮﾅｻﾝ　ﾋﾟｰﾀｰ　ｱﾚﾚｽ 7月25日（土） 4 AV1 開講 開講 開講

英語スポークン・インタラクション－5 キャスリン　ブラウン 7月25日（土） 4 AV4 開講 開講 開講 開講

声楽（ｂ） 持松　朋世 7月25日（土） 4 ONG 開講

人文地理学Ⅰ（ｂ） 平岡　昭利 7月25日（土） 5 ※51B
※通常教室と異
なります。

開講 開講 開講 開講

オペレーションズ・リサーチⅠ 穴澤　務 7月25日（土） 5 241 開講

デザインⅠ（Ａ） 田中　久雄 7月25日（土） 5 51A 開講

アスレティック･トレーナー概論　※追加 原　賢二 7月25日（土） 5 53A 開講

人文地理学Ⅰ（ａ） 方　大年 7月25日（土） 5 711 開講 開講 開講 開講

声楽（ａ） 持松　朋世 7月25日（土） 5 ONG 開講
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