
  2015年度　後期補充講義時間割（11月28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

英語オプションＤ（導入）（ア） 青木　ローラ 11月28日（土） 1 ※1043
※通常教室と
　 異なります。

開講 開講 開講

英語コア中級（後期）（ハ） 光冨　省吾 11月28日（土） 1 ※143
※通常教室と
　 異なります。

開講

漢文学概論Ⅱ 中村　昌彦 11月28日（土） 1 ※246
※通常教室と
　 異なります。

開講 開講

医療心理学 福山　裕夫 11月28日（土） 1 ※51A
※通常教室と異な
ります。3科目合同 開講

精神保健福祉援助技術総論（H24‐） 福山　裕夫 11月28日（土） 1 ※51A
※通常教室と異な
ります。3科目合同 開講

精神科リハビリテーション学 福山　裕夫 11月28日（土） 1 ※51A
※通常教室と異な
ります。3科目合同 開講

中国語Ⅰ（後期）（オ） 喬　秦寧 11月28日（土） 1 1012 開講

中国語Ⅰ（後期）（ウ） 陳　菁 11月28日（土） 1 1015 開講

情報処理入門（ア） 大塚　史典 11月28日（土） 1 1031 開講

英語コア中級（後期）（ト） 髙木　留美 11月28日（土） 1 140 開講

経済統計論Ⅱ 山田　和敏 11月28日（土） 1 144 開講

英語コア中級（後期）（ユ） 早瀬　博範 11月28日（土） 1 244 開講

社会福祉援助技術論Ⅰ 片岡　靖子 11月28日（土） 1 52A 開講

流通システム論Ⅱ 真部　和義 11月28日（土） 1 722 開講 開講

国際政治英語Ｂ ｴﾘｯｸ　ﾌｫｰﾃｨﾝ 11月28日（土） 1 815 開講

子どもの保健ⅠＢ 佐藤　亜紀 11月28日（土） 1 81A 開講

スポーツⅡ（ケ） 吉谷　修 11月28日（土） 1 GYM 開講 開講 開講

英語インテンシブ2　※追加 キャスリン　ブラウン 11月28日（土） 1 AV2 開講 開講

経済政策Ⅱ 益村　眞知子 11月28日（土） 2 ※512
※通常教室と
　 異なります。

開講 開講 開講

英語スポークン・インタラクション－2
（ス）

青木　ローラ 11月28日（土） 2 ※AV1
※通常教室と
　 異なります。

開講 開講 開講

中国語インテンシブ4 李　偉 11月28日（土） 2 ※LL1
※通常教室と
　 異なります。

開講

中国語Ⅰ（後期）（ケ） 喬　秦寧 11月28日（土） 2 1012 開講

画像処理演習 城戸　幸一 11月28日（土） 2 1041 開講

中国語Ⅰ（後期）（ソ） 陳　菁 11月28日（土） 2 1043 開講

英語コア中級（後期）（2年生以上）（シ） 髙木　留美 11月28日（土） 2 140 開講 開講 開講

権利擁護と成年後見制度（H23‐) 上原　紀美子 11月28日（土） 2 16A 開講

英語コア中級（後期）（ア） 藤瀬　信子 11月28日（土） 2 242 ※ 時限変更
[3時限→2時限へ]

開講

英語オプションＣ（導入）（エ）理解 早瀬　博範 11月28日（土） 2 244 開講 開講 開講

東洋政治思想 楢崎　洋一郎 11月28日（土） 2 246 開講 開講

韓国語Ⅰ（後期）（カ） 押川　信久 11月28日（土） 2 248 開講

英語スポークン・インタラクション－4（イ）
ｻﾐｴｰﾙ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ
ﾏｲﾔｰﾎｰﾌ

11月28日（土） 2 511 開講 開講

英語コア中級（後期）（ヘ） アンスコム飯野　礼子 11月28日（土） 2 522 開講

社会福祉援助技術論Ⅰ 片岡　靖子 11月28日（土） 2 52A 開講

スポーツ文化概論（イ） 吉谷　修 11月28日（土） 2 53A 開講 開講 開講

原価計算論Ⅱ 浦田　隆広 11月28日（土） 2 711 開講

流通政策論Ⅱ 真部　和義 11月28日（土） 2 722 開講

子どもの保健ⅠＢ 佐藤　亜紀 11月28日（土） 2 81A 開講

英語スポークン・インタラクション－2（ア） ｼﾞｮﾅｻﾝ　ﾋﾟｰﾀｰ　ｱﾚﾚｽ 11月28日（土） 2 AV2 開講 開講 開講



  2015年度　後期補充講義時間割（11月28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

フランス語Ⅰ（後期）（オ） ロランス　ストラ 11月28日（土） 2 LL3 開講 開講 開講

ライティングⅡ　※追加 キャスリン　ブラウン 11月28日（土） 2 ※LL2
※通常教室と
　 異なります。

開講

法学（ｂ） 髙木　茂樹 11月28日（土） 3 ※246
※通常教室と
　 異なります。

開講

法学Ⅰ（ｂ） 髙木　茂樹 11月28日（土） 3 ※246
※通常教室と
　 異なります。

開講

朝鮮史学 押川　信久 11月28日（土） 3 130 開講 開講 開講 開講

英語コア中級（後期）（ア） 光冨　省吾 11月28日（土） 3 140 開講

社会政策Ⅱ 益村　眞知子 11月28日（土） 3 14A 開講 開講 開講

公的扶助論（H21‐） 上原　紀美子 11月28日（土） 3 16A 開講

英語コア中級（後期）（コ） 早瀬　博範 11月28日（土） 3 244 開講

中国文化史Ⅱ 古賀　崇雅 11月28日（土） 3 245 開講

英語スポークン・インタラクション－2（イ）
ｻﾐｴｰﾙ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ
ﾏｲﾔｰﾎｰﾌ

11月28日（土） 3 511 開講 開講 開講 開講

経済英語Ⅱ（b） 野北　晴子 11月28日（土） 3 521 開講

英語コア中級（後期）（ニ） アンスコム飯野　礼子 11月28日（土） 3 522 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 11月28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－2（セ） 青木　ローラ 11月28日（土） 3 AV2 開講 開講

スポーツⅡ（ク） 満園　良一 11月28日（土） 3 GYM 開講 開講 開講

スポーツ（ク） 満園　良一 11月28日（土） 3 GYM 開講

中国語Ⅰ（後期）（ア） 李　偉 11月28日（土） 3 LL1 開講

フランス語Ⅰ（後期）（ク） ロランス　ストラ 11月28日（土） 3 LL3 開講

英語オプションＣ（発展）（ア）　※追加 キャスリン　ブラウン 11月28日（土） 3 LL5 開講 開講 開講

英語表現と日本文化Ⅱ 田久保　千之 11月28日（土） 4 ※133
※通常教室と
　 異なります。

開講

法学（ｂ） 髙木　茂樹 11月28日（土） 4 ※246
※通常教室と
　 異なります。

開講

法学Ⅰ（ｂ） 髙木　茂樹 11月28日（土） 4 ※246
※通常教室と
　 異なります。

開講

保育内容（環境）（H23‐）（ａ） 小栗　正裕 11月28日（土） 4 130
※(a）(b)2科目
　 合同

開講

保育内容（環境）（H23‐）（ｂ） 小栗　正裕 11月28日（土） 4 130
※(a）(b)2科目
　 合同

開講

英語コア中級（後期）（ク） 光冨　省吾 11月28日（土） 4 140 開講

社会政策Ⅱ 益村　眞知子 11月28日（土） 4 14A 開講 開講 開講

英語Ⅰ（中級）（後期）（ヤ） 藤瀬　信子 11月28日（土） 4 242 開講

英語コア中級（後期）（ヤ） 藤瀬　信子 11月28日（土） 4 242 開講

日中交流論Ⅱ 古賀　崇雅 11月28日（土） 4 244 開講

韓国語Ⅰ（後期）（コ） 押川　信久 11月28日（土） 4 248 開講

経済法Ｂ 岩本　諭 11月28日（土） 4 53A 開講

経済法Ⅱ 岩本　諭 11月28日（土） 4 53A 開講

社会福祉援助技術演習Ⅰ（上原） 上原　紀美子 11月28日（土） 4 614 開講

地域マーケティング論Ⅱ 鄭　ヒョン朱 11月28日（土） 4 82B 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 11月28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－4（ア）
ｻﾐｴｰﾙ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ
ﾏｲﾔｰﾎｰﾌ

11月28日（土） 4 AV3 開講 開講 開講 開講

中国語Ⅲ 李　偉 11月28日（土） 4 LL1 開講 開講
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フランス語Ⅱ（後期）（エ） ロランス　ストラ 11月28日（土） 4 LL3 開講 開講 開講 開講

英語コア上級（後期）（ウ）　※追加 キャスリン　ブラウン 11月28日（土） 4 AV2 開講

法学Ⅰ（ｂ） 髙木　茂樹 11月28日（土） 5 ※246
※通常教室と
異なります。

開講

法学（ｂ） 髙木　茂樹 11月28日（土） 5 ※246
※通常教室と
異なります。

開講

保育内容（環境）（H23‐）（ａ） 小栗　正裕 11月28日（土） 5 130
※(a）(b)2科目

合同
開講

保育内容（環境）（H23‐）（ｂ） 小栗　正裕 11月28日（土） 5 130
※(a）(b)2科目

合同
開講

英語コア中級（後期）（ク） 光冨　省吾 11月28日（土） 5 140 開講

英語コア中級（後期）（2年生以上）（サ） 藤瀬　信子 11月28日（土） 5 242 開講 開講 開講

韓国語Ⅰ（後期）（シ） 押川　信久 11月28日（土） 5 248 開講 開講

経済法Ｂ 岩本　諭 11月28日（土） 5 53A 開講

経済法Ⅱ 岩本　諭 11月28日（土） 5 53A 開講

化学 坂口　達也 11月28日（土） 5 81B 開講 開講 開講 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 11月28日（土） 5 AV1 開講 開講 開講


