
  2015年度　後期補充講義時間割（1月9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

コミュニカティブ・イングリッシュⅣ（ス
ピーキング）（ｃ）　※時限変更

ニール ヘファナン 1月9日（土） 1
（4→1）

※1014
※通常教室と
異なります。

開講

文献調査法 野村　知子 1月9日（土） 1 ※1041
※通常教室と
異なります。

開講 開講

情報処理Ⅱ（ｃ） 高畑　雄嗣 1月9日（土） 1 1031 開講

英語オプションＡ（導入）（ウ） ﾘﾁｬｰﾄﾞ　ｶﾀﾗｰﾉ 1月9日（土） 1 1043 開講 開講 開講

英語コア初級（後期）（イ） 髙木　留美 1月9日（土） 1 140 開講

近代経済学説史Ⅱ　※追加 大矢野　栄次 1月9日（土） 1 15A 開講

キャリア特講（非言語系　実践編）（ｇ） 次郎丸　沢 1月9日（土） 1 151 開講 開講 開講

英語コア中級（後期）（ミ） 高木　仁美 1月9日（土） 1 246 開講

コーチング論　※追加 坂元　康成 1月9日（土） 1 ※541
※通常教室と
異なります。

開講 開講

教職の意義（ｂ） 谷　友雄 1月9日（土） 1 621 開講 開講 開講 開講

朝鮮政治史Ｂ　※取り消し 出水　薫 1月9日（土） 1 712 開講 開講

西洋法制史Ｂ 野田　龍一 1月9日（土） 1 714 開講

経済学Ⅱ 矢野　生子 1月9日（土） 1 81A 開講 開講

実践ビジネス英語Ⅱ　※追加 金城　智子 1月9日（土） 1 812 開講

留学生日本語Ⅰ中級会話（後期） 花田　敦子 1月9日（土） 1 AV4 開講 開講 開講 開講

スポーツⅡ（エ） 小牟礼　育夫 1月9日（土） 1 GYM 開講 開講 開講

健康科学実習（サ）（健康の不思議） 堤　公一 1月9日（土） 1
GYM（視
聴覚1）

開講

英語オプションＡ（導入）（ク） ﾛﾊﾞｰﾄ　ﾊﾙｽ 1月9日（土） 1 LL1 開講 開講

フランス語Ⅰ（後期）（ク）　※追加 松尾　春香 1月9日（土） 1 LL3 開講

英語オプションＡ（導入）（エ） ﾘﾁｬｰﾄﾞ　ｶﾀﾗｰﾉ 1月9日（土） 2 ※1053
※通常教室と
異なります。

開講 開講

英語スポークン・インタラクション－6 キャスリン　ブラウン 1月9日（土） 2 ※AV3
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講

韓国語Ⅰ（後期）（ア） 申　美仙 1月9日（土） 2 ※LL2
※通常教室と
異なります。

開講

コンピュータ会計論Ⅱ　※追加 大崎　美泉 1月9日（土） 2 1014 開講

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（ラ
イティング）（ｃ）　※時限・教室変更

ニール ヘファナン 1月9日（土） 2
（5→2）

※1015
（1014→1015）

※通常教室と
異なります。

開講

図書館情報資源概論 野村　知子 1月9日（土） 2 1031 開講 開講

英語Ⅰ（初級）（後期）（ケ） 徳永　美紀 1月9日（土） 2 1043 開講

英語コア初級（後期）（ケ） 徳永　美紀 1月9日（土） 2 1043 開講

英語Ⅱ（中級）（後期）（ア） ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　ｷｬﾒﾛﾝ 1月9日（土） 2 1044 開講

スポーツ科学概論（オ） 小牟礼　育夫 1月9日（土） 2 14A 開講 開講 開講

キャリア特講（非言語系　実践編）（ｇ） 次郎丸　沢 1月9日（土） 2 151 開講 開講 開講

特許法 帖佐　隆 1月9日（土） 2 152 開講

演習Ⅲ（小原） 小原　江里香 1月9日（土） 2 161 開講

英語コア中級（後期）（2年生以上）
（サ）

藤瀬　信子 1月9日（土） 2 242 開講 開講 開講

英語コア中級（後期）（ユ） 早瀬　博範 1月9日（土） 2 244 開講

英語コア中級（後期）（メ） 高木　仁美 1月9日（土） 2 246 開講

基礎専門特殊講義（生命倫理と法） 伊佐　智子 1月9日（土） 2 522 開講

環境アセスメント　※時限変更 藤田　八暉 1月9日（土） 2
（3→2）

53A
※11：05～授業
開始

開講

コーチング論　※追加 坂元　康成 1月9日（土） 2 ※541
※通常教室と
異なります。

開講 開講



  2015年度　後期補充講義時間割（1月9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

教職の意義（ａ） 谷　友雄 1月9日（土） 2 621 開講 開講 開講 開講

比較法Ｂ 野田　龍一 1月9日（土） 2 712 開講

英語コア中級（後期）（セ） 髙木　留美 1月9日（土） 2 AV1 開講

留学生日本語Ⅰ上級会話（後期） 花田　敦子 1月9日（土） 2 AV4 開講 開講 開講

健康科学実習（サ）（健康の不思議） 堤　公一 1月9日（土） 2
GYM（視
聴覚1）

開講

英語オプションＡ（導入）（ケ） ﾛﾊﾞｰﾄ　ﾊﾙｽ 1月9日（土） 2 LL1 開講 開講 開講

英語オプションＡ（導入）（ケ） ﾛﾊﾞｰﾄ　ﾊﾙｽ 1月9日（土） 2 LL1 開講

フランス語Ⅱ（後期）（イ）　※追加 松尾　春香 1月9日（土） 2 LL3 開講 開講 開講 開講

韓国語インテンシブ4 張　慧珍 1月9日（土） 2 LL5 開講

ディベート ﾘﾁｬｰﾄﾞ　ｶﾀﾗｰﾉ 1月9日（土） 3 ※1053
※通常教室と
異なります。

開講

ライティングⅡ キャスリン　ブラウン 1月9日（土） 3 ※AV1
※通常教室と
異なります。

開講

英語スポークン・インタラクション－2
（ツ）

ジョセフ　マイオール 1月9日（土） 3 ※AV4
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講 開講

韓国語Ⅰ（後期）（イ） 申　美仙 1月9日（土） 3 ※LL2
※通常教室と
異なります。

開講

韓国語Ⅰ（後期）（キ） 張　慧珍 1月9日（土） 3 ※LL5
※通常教室と
異なります。

開講

フランス語Ⅰ（後期）（カ）　※追加 松尾　春香 1月9日（土） 3 LL3 開講

演習ⅠＣ（山崎） 山崎　晋 1月9日（土） 3 1011 開講

コンピュータ基礎（ａ） 野村　知子 1月9日（土） 3 1041 開講 開講

英語コア初級（後期）（ア） 徳永　美紀 1月9日（土） 3 1043 開講

英語Ⅱ（中級）（後期）（イ） ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　ｷｬﾒﾛﾝ 1月9日（土） 3 1044 開講

英語コア中級（後期）（ク） 光冨　省吾 1月9日（土） 3 140 開講

博物館教育論 宮野　弘樹 1月9日（土） 3 143 開講 開講

キャリア特講（非言語系　実践編）（ｈ） 次郎丸　沢 1月9日（土） 3 151 開講 開講 開講 開講

英語コア中級（後期）（ア） 藤瀬　信子 1月9日（土） 3 242 開講

英語オプションＣ（導入）（エ）理解 早瀬　博範 1月9日（土） 3 244 開講 開講 開講

英語コア中級（後期）（2年生以上）
（サ）

高木　仁美 1月9日（土） 3 246 開講 開講 開講

コーチング論　※追加 坂元　康成 1月9日（土） 3 ※541
※通常教室と
異なります。

開講 開講

家庭支援論 小谷　朋弘 1月9日（土） 3 622 開講

環境科学Ⅱ（ｂ） 河内　俊英 1月9日（土） 3 631 開講 開講

保険産業論Ⅱ　※追加 金　瑢 1月9日（土） 3 724 開講 開講

国際政治特殊講義（歴史認識と戦争
責任）Ｂ

有谷　三樹彦 1月9日（土） 3 822 開講

基礎演習Ｂ（帖佐） 帖佐　隆 1月9日（土） 3 824 開講

ビジネス心理学Ⅱ 五十嵐　亮 1月9日（土） 3 82A 開講

英語スポークン・インタラクション－2
（ソ）

ﾛﾊﾞｰﾄ　ﾊﾙｽ 1月9日（土） 3 AV2 開講 開講 開講

英語コア初級（後期）（ウ） 髙木　留美 1月9日（土） 3 AV3 開講

英語オプションＡ（導入）（サ） カブリド フランク 1月9日（土） 4 ※1015
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講

演習Ⅰ（穴澤） 穴澤　務 1月9日（土） 4 ※1054
※通常教室と
異なります。

開講

漢文学概論Ⅱ 中村　昌彦 1月9日（土） 4 ※246
※通常教室と
異なります。

開講 開講

英語コア上級（後期）（エ） キャスリン　ブラウン 1月9日（土） 4 ※AV1
※通常教室と
異なります。

開講



  2015年度　後期補充講義時間割（1月9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

英語スポークン・インタラクション－2
（チ）

ジョセフ　マイオール 1月9日（土） 4 ※AV4
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講 開講

韓国語Ⅱ（後期）（イ） 申　美仙 1月9日（土） 4 ※LL2
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講 開講

韓国語Ⅰ（後期）（ケ） 張　慧珍 1月9日（土） 4 ※LL5
※通常教室と
異なります。

開講 開講

コンピュータ概論Ⅱ 野村　知子 1月9日（土） 4 1011 開講

英語コア初級（後期）（オ） 徳永　美紀 1月9日（土） 4 1043 開講

英語Ⅱ（中級）（後期）（ウ） ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ　ｷｬﾒﾛﾝ 1月9日（土） 4 1044 開講

放送論Ⅱ（ｂ） 松居　知子 1月9日（土） 4 13D 開講

英語コア中級（後期）（ア） 光冨　省吾 1月9日（土） 4 140 開講

ＴＯＥＩＣ対策Ⅱ（ｅ）　※追加 武田　桂依 1月9日（土） 4 142 開講

キャリア特講（非言語系　実践編）（ｈ） 次郎丸　沢 1月9日（土） 4 151 開講 開講 開講 開講

中国経済論Ⅱ 小原　江里香 1月9日（土） 4 15A 開講

英語コア中級（後期）（ヤ） 藤瀬　信子 1月9日（土） 4 242 開講

英語Ⅰ（中級）（後期）（ヤ） 藤瀬　信子 1月9日（土） 4 242 開講

英語コア中級（後期）（コ） 早瀬　博範 1月9日（土） 4 244 開講

知的財産法Ｂ（各論） 帖佐　隆 1月9日（土） 4 714 開講

国際関係論Ⅱ 佐々木　拓雄 1月9日（土） 4 722 開講 開講

国際関係論Ｂ 佐々木　拓雄 1月9日（土） 4 722 開講 開講

演習Ⅲ（山崎）　※追加 山崎　晋 1月9日（土） 4 810 開講

ビジネス心理学Ⅱ 五十嵐　亮 1月9日（土） 4 82A 開講

スポーツⅡ（ケ） 吉谷　修 1月9日（土） 4 GYM 開講 開講 開講

リメディアル器楽 中山　由里 1月9日（土） 4 PIA 開講

英語スポークン・インタラクション－2
（ト）

ジョセフ　マイオール 1月9日（土） 5 ※AV4
※通常教室と
異なります。

開講 開講 開講

情報メディアの活用 野村　知子 1月9日（土） 5 1032 開講 開講 開講 開講

放送論Ⅱ（ｂ） 松居　知子 1月9日（土） 5 13D 開講

英語コア中級（後期）（ハ） 光冨　省吾 1月9日（土） 5 140 開講

中小企業経営論Ⅱ 宮本　琢也 1月9日（土） 5 14A 開講 開講

スポーツ文化概論（イ） 吉谷　修 1月9日（土） 5 53A 開講 開講 開講

著作権法Ｂ（各論） 帖佐　隆 1月9日（土） 5 714 開講

経済学Ⅱ　※追加 矢野　生子 1月9日（土） 5 81A 開講 開講

ビジネス心理学Ⅱ 五十嵐　亮 1月9日（土） 5 82A 開講

リメディアル器楽 中山　由里 1月9日（土） 5 PIA 開講


