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履修登録の心得 

 

履修登録は、すべて自己の責任で行ってください。 
また、講義の曜日・時間・担当者等について変更される場合があ

りますので、随時「経済学部掲示板」及び「ポータルサイト」を確

認してください。 
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①　Web履修登録について

　

　　

　
　

［問い合わせ先］

情報メディアセンター　　

［「受講登録確認表」の出力について］

［Ｗｅｂ履修登録システムの特徴］

［Ｗｅｂ履修登録システムの操作方法について］

［Ｗｅｂ履修登録に際しての注意点］

■大学内の情報実習室だけではなく、自宅をはじめとした学外からの

登録が可能です。

■ログインした学生の、「履修可能な科目の一覧」が表示され、その

中から受講を希望する科目を選択していきます。

■予備登録により受講を許可された科目やクラス指定の科目などは、

「確定」表示されます。

（「確定」表示は取消はできませんのでご注意ください。）

■曜講時重複や既得科目などの履修チェックを画面上で行います。

次ページ以降の操作手順をご参照ください。

なお、Ｗｅｂ履修登録画面右上に「ヘルプ」画面を設けておりますので、

ご参照ください。

■Ｗｅｂ履修登録を行うことができる時間は、各学部ＨＰや掲示板で

ご確認ください。運用時間帯以外では、画面での作業や送信が行えません。

■履修登録期間を過ぎると、Ｗｅｂ履修登録は行えません。

時間に余裕を持って、登録を完了してください。

■「Ｗｅｂ履修登録システム」に関するお問い合わせは、次のアドレスまで
お願いします。

wshelp@ad.ryukoku.ac.jp

■履修方法やカリキュラムに関するお問い合わせは、所属の教務課窓口
に直接お問い合わせください。

■Ｗｅｂ履修登録完了後、「受講登録確認表」(PDF)を各自で必ず出力し、
紙面またはデータで保存しておいてください。



②　Ｗｅｂ履修登録画面までの流れ

【オープン日時】
　　対象　　　オープン日時
　１年次生　：4月6日（月） 9時～
　２年次生　：4月6日（月）10時～
　３年次生　：4月6日（月）11時～
　卒業年次生：4月6日（月）12時～
　大学院生　：4月6日（月）12時～
　短期大学部：4月6日（月）12時～

2020年度第1学期
予備事前登録

※履修登録初日は、以下のとおり年度等によってオープン時間が
  異なります。

「ポータル」に進んでください。

「全学統合認証ＩＤ／パスワード」
を入力し、ログインしてください。

予備・事前登録 Ｗｅｂ履修登録



③　予備・事前登録の手順について

登録が完了している科目には、
このマークが表示されます。

　
　 確認しかしておらず、

登録が未完了の科目には、
このマークが表示されます。

　
　

手順１ 履修希望の授業について、左端 □ をクリックし、「レ」をつけます。

手順２ 「①確認」をクリックしてください。
科目重複や既得科目チェックなどを行います。
※「①確認」をクリックし、エラーが解消された場合のみ、「②登録」が表示されます。

手順３ 　エラーの修正を含め、選択授業が決まれば、「②登録」をクリック。

必ず「登録控え(PDFファイル)」を出力し、
印刷またはファイル保存しておいて
ください。

曜日タブ：クリックすると、曜日毎
の予備・事前登録可能な

●クラス指定等により、履修登録する時間帯
が
決められている授業については、画面を開い

●予備・事前登録科目の定員数とリアルタイムの申込者数
を表示します。
（画面上部の｢再表示｣をクリックすると更新します）



④　Ｗｅｂ履修登録（本登録）の手順について

登録が完了している科目には、
このマークが表示されます。

　 確認しかしておらず、
　 登録が未完了の科目には、
　 このマークが表示されます。

手順１ 履修希望の授業について、左端 □ をクリックし、「レ」をつけます。

手順２ 「①確認」をクリックしてください。
科目重複や既得科目チェックなどを行います。
※「①確認」をクリックし、エラーが解消された場合のみ、「②登録」が表示されます。

手順３ 　エラーの修正を含め、選択授業が決まれば、「②登録」をクリック。

手順４ 　履修登録科目を確認し、「実行」をクリック。

履修登録完了後、各自で必ず出力し、印
刷またはファイル保存しておいてくださ
い。

曜日タブ：クリックすると、曜日毎の登録可能な
科目が表示されます。

●予備・事前登録の結果受講許可された科目や、
クラス指定等により、履修登録する時間帯が
決められている授業は、画面を開いた段階で、
「確定」として登録されています。



時間割表の見方 
 

① ○曜日○講時（通年・前期）○／○    

②分野１ ③分野２ ④開講 ⑤配当年次 ⑥時間割番号 授業科目名 ⑦単位 ⑧担当者 ⑨ペア ⑩登録種別 

 
①講義の曜日と講時を記載しています。 

科目数が多い場合は複数ページにまたがっている場合があります。 
 
②分野１：開講科目の科目分野が記載されています。 
 専攻：経済学部専攻科目          教養：教養教育科目 
外国語/言語：必修外国語科目         随意：経済学部随意科目 

※外国語：2014 年度以前入学生対象、言語：2015 年度以降入学生対象 
 教職：教職課程科目（教職に関する科目） 司書：図書館司書課程科目 
 司教：学校図書館司書教諭課程科目    本山：本願寺派教師資格課程科目 
 国際：国際関係コース科目（国際関係コース生のみ履修可能） 
 英語：英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ科目（英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ生のみ履修可能） 
 スポ：ｽﾎﾟｰﾂｻｲｴﾝｽｺｰｽ科目（ｽﾎﾟｰﾂｻｲｴﾝｽｺｰｽ生のみ履修可能） 
 環境：環境ｻｲｴﾝｽｺｰｽ科目（環境ｻｲｴﾝｽｺｰｽ生のみ履修可能） 
 
③分野２：専攻科目の中の科目区分が記載されています。 
 基礎Ⅰ：「経済学の基礎Ⅰ」科目     基礎Ⅱ：「経済学の基礎Ⅱ」科目 
 現経：「現代経済学科」科目            国経：「国際経済学科」科目 
 選択：専攻科目の選択科目 
 人文基幹：人文科学系科目（基幹科目）  社会基幹：社会科学系科目（基幹科目） 
 自然基幹：自然科学系科目（基幹科目） 
 
④開講：通年：通年科目 前期：前期科目 後期：後期科目   

サマセ：サマーセッション科目 集中：集中講義 
 

⑤配当年次：履修できる学生の年次を記載しています。 
 
⑥時間割番号：全ての科目についている固有の番号です。 
 
⑦単位：当該科目の単位数。通年科目は、前期と後期に２分割して登録制限単位に含みま

す。単位を○で囲んである科目は履修制限単位外科目です。 
 
⑧担当者：授業担当者名を記載しています。担当者が複数いる場合は「○○ ほか」と記載

しています。 
 
⑨ペア：記載されている曜講時とペアで履修しなければなりません。 
 
⑩登録種別：科目の各種注意事項です。詳細は、各ページの上部を確認してください。 



分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U11E230 マクロ経済学入門Ⅰ　Ａ組（再含む） 2 川元　康一

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U11E231 マクロ経済学入門Ⅰ　Ｂ組（再含む） 2 澤田　有希子

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U11E232 マクロ経済学入門Ⅰ　Ｃ組（再含む） 2 秋田　将知

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U11E233 マクロ経済学入門Ⅰ　Ｄ組（再含む） 2 前田　大輝

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U11E210 経済史　 4 細田　信輔 木１ ●

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U11E211 マクロ経済学　 4 溝渕　英之 木１

専攻 現経 前期 3年～ U11E234 経済成長と循環　 2 豊田　宏樹

専攻 現経 前期 3年～ U11E212 情報システム論　 4 西本　秀樹 月２ ●

外国語/言語 前期 1年～ U11K441 日本語　※留学生対象科目 1 三原　龍志

教養 人文基幹 前期 2年～ U11K601 哲学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 大谷　岳文 ▲

教養 前期 2年～ U11K603 哲学思想Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 大谷　岳文 ▲

教養 前期 2年～ U11K631 数学の世界　 4 松木　敏彦 木１ ▲

環境 通年 3年～ U11P401 環境フィールドワーク　 4 山田　誠 ほか

教職 前期 3年～ U11Z101 学校カウンセリング論　 ② 上嶋　洋一

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U11E330 マクロ経済学入門Ⅱ　Ａ組（再含む） 2 川元　康一

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U11E331 マクロ経済学入門Ⅱ　Ｂ組（再含む） 2 澤田　有希子

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U11E332 マクロ経済学入門Ⅱ　Ｃ組（再含む） 2 秋田　将知

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U11E333 マクロ経済学入門Ⅱ　Ｄ組（再含む） 2 前田　大輝

専攻 国経 後期 2年～ U11E310 ヨーロッパ経済史　 4 細田　信輔 木１ ●

外国語/言語 後期 1年～ U11K491 日本語　※留学生対象科目 1 三原　龍志

教養 後期 2年～ U11K651 アジアの文化　※2015年度以降入学生対象 2 長谷川　岳史 ▲

教養 後期 2年～ U11K652 アジアの文化Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 長谷川　岳史 ▲

教養 後期 2年～ U11K681 数学の世界　 4 久保　利久 木１ ▲

国際 後期 2年～ U11P151 ヨーロッパ経済史　 4 細田　信輔 木１ ●

スポ 後期 3年～ U11P351 スポーツ医学　 2 北條　達也

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 通年 2年～ U12K633 地球の科学　※2015年度～2018年度入学生対象 4 山田　誠　ほか ▲

※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

月曜日１講時（後期）

月曜日２講時（通年・前期）　１／３

月曜日１講時（通年・前期）

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

国際関係コース科目

スポーツサイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 通年 2年～ U12K634 地球と生命の歴史　※2014年度以前入学生対象 4 山田　誠　ほか ▲

専攻 現経 前期 3年 U12E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 石橋　郁雄

専攻 現経 前期 4年 U12E252 演習Ⅱ　（４年生） 2 西垣　泰幸

専攻 現経 前期 3年～ U11E212 情報システム論　 4 西本　秀樹 月１ ●

専攻 現経 前期 3年～ U12E230 現特　中小企業論　 2 辻田　素子

専攻 現経 前期 3年 U13E252 演習Ⅰ　（３年生） 2 溝渕　英之

専攻 国経 前期 3年 U12E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 澤田　有希子

専攻 選択 前期 2年～ U12E210 留学英語Ⅰ　 4 ドラグナ　ラルカ　マリア 木２ ●

専攻 選択 前期 2年～ U12E211 商学総論　 4 玄野　博行 月３

外国語/言語 前期 1年 U12K201 英語総合１（Ａ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 山本　直子

外国語/言語 前期 1年 U12K202 英語総合１（Ａ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　和也

外国語/言語 前期 1年 - 英語ⅠＡ　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 前期 1年 U12K203 英語総合１（Ａ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 馬場　智姫

外国語/言語 前期 1年 U12K204 英語総合１（Ａ）　３０３　※2019年度以降入学生対象 1 山本　かおり

外国語/言語 前期 1年 U12K205 英語総合１（Ａ）　３０４　※2019年度以降入学生対象 1 神谷　佳郎

外国語/言語 前期 1年 U12K206 英語総合１（Ａ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 楊　涛

外国語/言語 前期 1年 U12K207 英語総合１（Ａ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 恩地　幸

外国語/言語 前期 1年 U12K208 英語総合１（Ａ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 中野　礼生

外国語/言語 前期 1年 U12K209 英語総合１（Ａ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 尾﨑　裕子

外国語/言語 前期 1年 U12K210 英語総合１（Ａ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 西川　由美子

外国語/言語 前期 1年 U12K211 英語総合１（Ａ）　２０６　※2019年度以降入学生対象 1 浅若　裕彦

外国語/言語 前期 1年 U12K212 英語総合１（Ａ）　２０７　※2019年度以降入学生対象 1 長田　希好

外国語/言語 前期 1年 U12K213 英語総合１（Ａ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 原田　靖也

外国語/言語 前期 1年 U12K214 英語総合１（Ａ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 藤本　厚子

外国語/言語 前期 1年 U12K215 英語総合１（Ａ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 高木　ゆかり

外国語/言語 前期 1年 U12K216 英語総合１（Ａ）　１０４　※2019年度以降入学生対象 1 荒木　康裕

外国語/言語 前期 1年～ U12K441 日本語　※留学生対象科目 1 三原　龍志

教養 前期 2年～ U12K604 応用心理学Ａ　 2 西尾　祐美子 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U12K603 現代社会と教育Ａ　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 渋谷　亮 ▲

教養 前期 2年～ U12K601 論理学　※2015年度以降入学生対象 2 大谷　岳文 ▲

教養 前期 2年～ U12K635 植物の自然誌　 2 丹野　研一 ▲

教養 前期 2年～ U12K631 数理と論証　※2015年度以降入学生対象 2 松木　敏彦 ▲

教養 自然基幹 前期 2年～ U12K632 地球科学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 山田　誠 ▲

教養 前期 1年～ U12K641 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 小山　貴久子 ▲

教養 前期 1年～ U12K642 スポーツ技術学演習（卓球）　 2 井上　惠子 ▲

教養 前期 1年～ U12K643 スポーツ技術学演習（バスケットボール）　 2 池田　克也 ▲

月曜日２講時（通年・前期）　２／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 1年～ U12K644 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河合　美香 ▲

教養 前期 1年～ U12K602 論理学Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 大谷　岳文 ▲

教養 前期 2年～ U12K511 中国語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 呉　英玉 ●

教養 前期 2年～ U12K512 中国語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 呉　英玉 ●

教養 前期 2年～ U12K513 コリア語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 白　秀珍 ●

教養 前期 2年～ U12K514 コリア語セミナーＡ　※2014～2018年度入学生対象 2 白　秀珍 ●

国際 前期 3年～ U12P103 国際環境法　 2 大塚　泰寿

国際 前期 3年～ U12P105 中国語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 呉　英玉

国際 前期 3年～ U12P104 中国語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 呉　英玉

国際 前期 3年～ U12P108 コリア語セミナーＡ　※2014～2018年度入学生対象 2 白　秀珍

国際 前期 3年～ U12P107 コリア語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 白　秀珍

国際 前期 3年～ U12P102 学部共通特別講義Ⅰ　 4 今村　潔 木２

国際 前期 3年～ U12P101 北米研究Ｂ　 2 守屋　友江

英語 前期 3年～ U12P202 学部共通特別講義Ⅰ　 4 今村　潔 木２

環境 前期 3年～ U12P411 景観・まちなみ保存政策　 2 井上　典子

環境 前期 3年～ U12P412 国際環境法　 2 大塚　泰寿

環境 前期 3年～ U12P401 環境地理学　 2 宮㟢　英寿

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U12E310 マクロ経済学　 4 川元　康一 木２

専攻 現経 後期 2年 U12E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 西垣　泰幸

専攻 現経 後期 3年 U12E351 演習Ⅱ　（３年生） 2 石橋　郁雄

専攻 現経 後期 3年 U12E352 演習Ⅱ　（３年生） 2 溝渕　英之

専攻 現経 後期 2年～ U12E312 労働経済学　 4 新豊　直輝 木２

専攻 現経 後期 2年～ U12E313 地域産業論　 4 辻田　素子 木２

専攻 国経 後期 2年～ U12E331 国際貿易政策　 2 久松　太郎

専攻 国経 後期 2年～ U12E314 比較経済論　 4 田中　利和 木２

専攻 国経 後期 3年 U12E353 演習Ⅱ　（３年生） 2 澤田　有希子

専攻 選択 後期 3年～ U12E330 会計監査論　※他学部科目 2 加藤　正浩 ●

専攻 選択 後期 2年～ U12E311 留学英語Ⅲ　 4 ドラグナ　ラルカ　マリア 木２ ●

外国語/言語 後期 1年 U12K251 英語総合２（Ａ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 山本　直子

外国語/言語 後期 1年 U12K252 英語総合２（Ａ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　和也

外国語/言語 後期 1年 - 英語ⅠＢ　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

月曜日２講時（後期）　１／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

環境サイエンスコース科目

月曜日２講時（通年・前期）　３／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 後期 1年 U12K253 英語総合２（Ａ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 馬場　智姫

外国語/言語 後期 1年 U12K254 英語総合２（Ａ）　３０３　※2019年度以降入学生対象 1 山本　かおり

外国語/言語 後期 1年 U12K255 英語総合２（Ａ）　３０４　※2019年度以降入学生対象 1 神谷　佳郎

外国語/言語 後期 1年 U12K256 英語総合２（Ａ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 楊　涛

外国語/言語 後期 1年 U12K257 英語総合２（Ａ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 恩地　幸

外国語/言語 後期 1年 U12K258 英語総合２（Ａ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 中野　礼生

外国語/言語 後期 1年 U12K259 英語総合２（Ａ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 尾﨑　裕子

外国語/言語 後期 1年 U12K260 英語総合２（Ａ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 西川　由美子

外国語/言語 後期 1年 U12K261 英語総合２（Ａ）　２０６　※2019年度以降入学生対象 1 浅若　裕彦

外国語/言語 後期 1年 U12K262 英語総合２（Ａ）　２０７　※2019年度以降入学生対象 1 長田　希好

外国語/言語 後期 1年 U12K263 英語総合２（Ａ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 原田　靖也

外国語/言語 後期 1年 U12K264 英語総合２（Ａ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 藤本　厚子

外国語/言語 後期 1年 U12K265 英語総合２（Ａ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 高木　ゆかり

外国語/言語 後期 1年 U12K266 英語総合２（Ａ）　１０４　※2019年度以降入学生対象 1 荒木　康裕

外国語/言語 後期 1年～ U12K491 日本語　※留学生対象科目 1 三原　龍志

教養 後期 2年～ U12K655 応用心理学Ｂ　 2 西尾　祐美子 ▲

教養 後期 2年～ U12K651 論理学　※2015年度以降入学生対象 2 大谷　岳文 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U12K653 西洋の歴史Ｃ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 上垣　豊 ▲

教養 後期 2年～ U12K672 現代社会とメディア　※2015年度以降入学生対象 2 朴　美暻 ▲

教養 後期 2年～ U12K683 技術論　 2 中村　真悟 ▲

教養 後期 2年～ U12K685 動物の自然誌　 2 齋藤　美保 ▲

教養 後期 2年～ U12K681 数理と論証　※2015年度以降入学生対象 2 松木　敏彦 ▲

教養 後期 2年～ U12K682 地球科学　※2019年度以降入学生対象 2 三上　禎次 ▲

教養 後期 1年～ U12K691 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 小山　貴久子 ▲

教養 後期 1年～ U12K692 スポーツ技術学演習（卓球）　 2 井上　惠子 ▲

教養 後期 1年～ U12K693 スポーツ技術学演習（バスケットボール）　 2 池田　克也 ▲

教養 後期 2年～ U12K652 日本の文化　 4 手嶋　泰伸 木２ ▲

教養 後期 2年～ U12K654 ヨーロッパの歴史Ｃ　※2014年度以前入学生対象 2 上垣　豊 ▲

教養 後期 2年～ U12K673 ＜共通＞マスコミ論Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 朴　美暻 ▲

教養 後期 2年～ U12K671 企業と会計　 2 井手　健二 ▲

教養 後期 2年～ U12K561 中国語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 呉　英玉 ●

教養 後期 2年～ U12K562 中国語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 呉　英玉 ●

教養 後期 2年～ U12K563 コリア語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 白　秀珍 ●

教養 後期 2年～ U12K564 コリア語セミナーＢ　※2014～2018年度入学生対象 2 白　秀珍 ●

国際 後期 2年～ U12P153 国際経営論　 2 中道　眞

国際 後期 2年～ U12P160 比較経済論　 4 田中　利和 木２

国際関係コース科目

月曜日２講時（後期）　２／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 後期 2年～ U12P156 中国語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 呉　英玉

国際 後期 2年～ U12P155 中国語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 呉　英玉

国際 後期 2年～ U12P158 コリア語セミナーＢ　※2014～2018年度入学生対象 2 白　秀珍

国際 後期 2年～ U12P157 コリア語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 白　秀珍

国際 後期 2年～ U12P151 北米研究Ａ　 2 守屋　友江

国際 後期 2年～ U12P152 現代国際関係史　 2 野田　葉

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 （人文基幹） 通年 1年～ U13K617 心理学　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 古見　文一 ▲

教養 通年 1年～ U13K634 地球の科学　※2015年度～2018年度入学生対象 4 山田　誠　ほか ▲

教養 通年 2年～ U13K635 地球と生命の歴史　※2014年度以前入学生対象 4 山田　誠　ほか ▲

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U13E210 ミクロ経済学　 4 若山　琢磨 木３

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U13E211 国際経済学　 4 澤田　有希子 木３

専攻 現経 前期 3年 U13E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 辻田　素子

専攻 現経 前期 3年 U13E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 西本　秀樹

専攻 現経 前期 4年 U13E254 演習Ⅱ　（４年生） 2 石橋　郁雄

専攻 現経 前期 4年 U13E255 演習Ⅱ　（４年生） 2 新豊　直輝

専攻 現経 前期 3年～ U13E212 企業金融論　 4 田　園 木３

専攻 現経 前期 2年～ U13E213 総合政策論　 4 西垣　泰幸 木３

専攻 現経 前期 3年～ U13E214 ＩＴ社会と情報管理　 4 大森　啓司 月４ ●

専攻 国経 前期 3年 U13E253 演習Ⅰ　（３年生） 2 大原　盛樹

専攻 国経 前期 4年 U13E256 演習Ⅱ　（４年生） 2 細田　信輔

専攻 選択 前期 3年～ U13E232 人的資源管理論　※他学部科目 2 福本　俊樹 ●

専攻 選択 前期 2年～ U13E233 工業簿記　※他学部科目 2 梅澤　俊浩 ●

専攻 選択 前期 2年～ U12E211 商学総論　 4 玄野　博行 月２

専攻 選択 前期 2年～ U13E230 キャリア形成論Ⅰ　※ⅠとⅡはセット科目 2 清水　みゆき ●

専攻 選択 前期 2年～ U13E231 選特　知の技法　 2 原尻　淳一 ●

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K618 心の科学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 西迫　成一郎 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K621 教育学のすすめＡ　※2015年度以降入学生対象 2 森本　芳生 ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U13K607 アジアの歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 牛根　靖裕 木３ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U13K608 アジアの歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 藤原　崇人 木３ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U13K605 文章表現法Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 田口　律男 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K601 クリティカル・シンキング　※2015年度以降入学生対象 2 岩﨑　豪人 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K602 西洋の文学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 今村　潔 ▲

月曜日２講時（後期）　３／３

月曜日３講時（通年・前期）　１／２

国際関係コース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K611 西洋の歴史Ａ　※2015年度以降入学生対象 4 上垣　豊 木３ ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K613 現代世界の歴史Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 藤岡　真樹 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K614 現代世界の歴史Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 山澄　亨 ▲

教養 社会基幹 前期 1年～ U13K627 文化人類学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 谷口　裕久 ▲

教養 前期 2年～ U13K628 文化人類学　※2015年度～2018年度入学生対象 2 谷口　裕久 ▲

教養 前期 1年～ U13K636 里山学　 2 丹野　研一　ほか ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U13K631 数学への旅　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 久保　利久 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U13K638 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 國松　豊 木３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U13K633 地球科学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 山田　誠 ▲

教養 前期 1年～ U13K641 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 井上　惠子 ▲

教養 前期 1年～ U13K642 スポーツ技術学演習（バスケットボール）　 2 池田　克也 ▲

教養 前期 1年～ U13K643 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 小山　貴久子 ▲

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U13K623 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 妹尾　知則 ▲

教養 前期 1年～ U13K630 英語で学ぶ日本の社会Ｂ　 2 イケダ　マリア ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U13K606 日本の歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 手嶋　泰伸 木３ ▲

教養 前期 2年～ U13K603 欧米の文学芸術Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 今村　潔 ▲

教養 前期 1年～ U13K612 ヨーロッパの歴史Ａ　※2014年度以前入学生対象 4 上垣　豊 木３ ▲

教養 前期 1年～ U13K615 アメリカの歴史Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 藤岡　真樹 ▲

教養 前期 1年～ U13K616 アメリカの歴史Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 山澄　亨 ▲

教養 前期 2年～ U13K629 文化人類学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 谷口　裕久 ▲

教養 前期 2年～ U13K538 トルコ語Ⅰ　※2015年度以降入学生対象科目 2 塩野﨑　信也 ▲

国際 前期 3年～ U13P102 国際経営戦略論　 2 宋　娘沃

国際 前期 3年～ U13P103 現代中国の法と社会　 2 北川　秀樹

国際 前期 3年～ U13P101 国際関係論Ⅱ　 2 大塚　泰寿

英語 前期 3年～ U13P201 Ｆｏｒｕｍ　 2 シュレスタ　・マノジュ

英語 前期 3年～ U13P202 学部共通特別講義Ⅴ　 2 嶋林　昭治

環境 前期 2年～ U13P401 コンピュータシステム論　 4 新井　潤 木３

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U13E310 財政学　 4 西垣　泰幸 木３

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U13E311 経済政策　 4 髙谷　真城 木３

専攻 現経 後期 2年 U13E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 石橋　郁雄

専攻 現経 後期 2年 U13E351 演習Ⅰ　（２年生） 2 新豊　直輝

月曜日３講時（通年・前期）　２／２

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

月曜日３講時（後期）　１／３

環境サイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 2年 U13E352 演習Ⅰ　（２年生） 2 溝渕　英之

専攻 現経 後期 3年 U13E354 演習Ⅱ　（３年生） 2 西本　秀樹

専攻 国経 後期 2年 U13E353 演習Ⅰ　（２年生） 2 神谷　祐介

専攻 国経 後期 3年 U13E355 演習Ⅱ　（３年生） 2 大原　盛樹

専攻 選択 後期 2年～ U13E330 原価計算論　 2 梅澤　俊浩

専攻 選択 後期 2年～ U13E331 キャリア形成論Ⅱ　※ⅠとⅡはセット科目 2 清水　みゆき

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K670 心の科学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 西迫　成一郎 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K673 教育学のすすめＢ　※2015年度以降入学生対象 2 森本　芳生 ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U13K663 アジアの歴史Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 藤原　崇人 木３ ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U13K664 アジアの歴史Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 牛根　靖裕 木３ ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U13K660 文章表現法Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 田口　律男 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K650 倫理学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 柿本　佳美 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K653 クリティカル・シンキング　※2015年度以降入学生対象 2 岩﨑　豪人 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K654 西洋の文学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 今村　潔 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K655 西洋の文学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 國重　裕 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K665 西洋の歴史Ａ　※2015年度以降入学生対象 4 上垣　豊 木３ ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K667 現代世界の歴史Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 山澄　亨 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U13K675 文化人類学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 谷口　裕久 ▲

教養 後期 2年～ U13K676 文化人類学　※2015年度～2018年度入学生対象 2 谷口　裕久 ▲

教養 （社会基幹） 後期 1年～ U13K674 経営学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 島田　善道 ▲

教養 後期 2年～ U13K678 現代社会の諸問題　※2015年度以降入学生対象 2 中川　義行 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U13K681 数学への旅　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 久保　利久 ▲

教養 後期 1年～ U13K683 微分と積分　 4 松木　敏彦 木３ ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U13K685 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 國松　豊 木３ ▲

教養 後期 1年～ U13K684 地球科学　※2019年度以降入学生対象 2 桑原　希世子 ▲

教養 後期 1年～ U13K686 情報科学実習　※2015年度以降入学生対象 4 松本　雅生 月４ ▲

教養 後期 1年～ U13K691 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 井上　惠子 ▲

教養 後期 1年～ U13K692 スポーツ技術学演習（バスケットボール）　 2 池田　克也 ▲

教養 後期 1年～ U13K693 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 小山　貴久子 ▲

教養 後期 2年～ U13K651 倫理思想Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 柿本　佳美 ▲

教養 後期 1年～ U13K679 経済社会の情報化　※2014年度以前入学生対象 2 中川　義行 ▲

教養 後期 2年～ U13K656 欧米の文学芸術Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 今村　潔 ▲

教養 後期 2年～ U13K657 欧米の文学芸術Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 國重　裕 ▲

教養 後期 1年～ U13K666 ヨーロッパの歴史Ａ　※2014年度以前入学生対象 4 上垣　豊 木３ ▲

教養 後期 1年～ U13K668 アメリカの歴史Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 山澄　亨 ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U13K661 日本の歴史Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 手嶋　泰伸 木３ ▲

教養 後期 2年～ U13K677 文化人類学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 谷口　裕久 ▲

月曜日３講時（後期）　２／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 後期 2年～ U13K588 トルコ語Ⅱ　※2015年度以降入学生対象科目 2 塩野﨑　信也 ▲

国際 後期 3年～ U13P158 国際政治論　 4 野田　葉 木３

国際 後期 3年～ U13P104 アジア政治論　 4 今村　祥子 月４

環境 後期 3年～ U13P461 産業技術論　 2 中村　真悟

教職 後期 3年～ U13Z153 国際政治論　 ④ 野田　葉 木３

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U14E210 経済数学 4 兵庫　一也 木４

専攻 現経 前期 3年 U14E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 川元　康一

専攻 現経 前期 4年 U14E252 演習Ⅱ　（４年生） 2 辻田　素子

専攻 現経 前期 4年 U14E253 演習Ⅱ　（４年生） 2 西本　秀樹

専攻 現経 前期 3年～ U13E214 ＩＴ社会と情報管理　 4 大森　啓司 月３ ●

専攻 現経 前期 2年～ U14E235 現特　マーケティング論　 2 原尻　淳一 ●

専攻 国経 前期 3年 U14E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 小峯　敦

専攻 選択 前期 1年 U14E230 経済学の技法Ⅰ　ア組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U14E231 経済学の技法Ⅰ　イ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U14E232 経済学の技法Ⅰ　ウ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U14E233 経済学の技法Ⅰ　エ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 2年～ U14E234 キャリア形成論Ⅰ　※ⅠとⅡはセット科目　 2 清水　みゆき ●

外国語/言語 前期 2年～ U14K406 スペイン語Ⅱ　※再履修用 2 加藤　隆浩 木４ ■

教養 前期 2年～ U14K601 学習・発達論Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 古見　文一 ▲

教養 前期 2年～ U14K604 学習・発達論Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 西尾　祐美子 ▲

教養 前期 2年～ U14K631 自然誌実習　（注） 4 山田　誠　ほか 月５ ●

教養 前期 3年～ U14K632 情報科学Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 2 新井　潤 ▲

教養 前期 2年～ U14K602 発達と教育Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 古見　文一 ▲

教養 前期 2年～ U14K605 発達と教育Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 西尾　祐美子 ▲

教養 前期 3年～ U14K633 情報科学入門Ⅲ　※2014年度以前入学生対象 2 新井　潤 ▲

教養 前期 3年～ U14K501 英語ⅢＲ１　 2 岡田　典之 ▲

教養 前期 3年～ U14K502 英語ⅢＳ１　 2 ドラグナ　ラルカ　マリア ▲

教養 前期 3年～ U14K503 英語ⅢＧ１　 2 楊　涛 ▲

教養 前期 3年～ U14K535 ロシア語ⅢＡ　 2 スミルノワ　タチアナ ▲

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

月曜日４講時（通年・前期）　１／２

国際関係コース科目

（注）自然誌実習：予備登録期間中に「受講希望用紙」を教学部に提出する必要があります

月曜日３講時（後期）　３／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 前期 3年～ U14P102 英語ⅢＲ１　 2 岡田　典之

国際 前期 3年～ U14P104 英語ⅢＧ１　 2 楊　涛

国際 前期 3年～ U14P101 ロシア語ⅢＡ　 2 スミルノワ　タチアナ

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 2年 U14E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 西本　秀樹

専攻 現経 後期 3年 U14E353 演習Ⅱ　（３年生） 2 川元　康一

専攻 現経 後期 2年～ U14E336 プログラミング言語Ａ　 2 池田　裕一 ●

専攻 国経 後期 2年～ U14E310 国際協力論　 4 神谷　祐介 木４

専攻 国経 後期 2年 U14E351 演習Ⅰ　（２年生） 2 大原　盛樹

専攻 国経 後期 2年 U14E352 演習Ⅰ　（２年生） 2 澤田　有希子

専攻 国経 後期 3年 U14E354 演習Ⅱ　（３年生） 2 小峯　敦

専攻 選択 後期 1年 U14E330 経済学の技法Ⅱ　ア組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U14E331 経済学の技法Ⅱ　イ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U14E332 経済学の技法Ⅱ　ウ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U14E333 経済学の技法Ⅱ　エ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 2年～ U14E334 フィールドワークの技法　 2 田中　利和 ●

専攻 選択 後期 2年～ U14E335 キャリア形成論Ⅱ　※ⅠとⅡはセット科目 2 清水　みゆき

外国語/言語 後期 1年～ U14K456 スペイン語Ⅰ　※再履修用 2 加藤　隆浩 木４ ■

教養 後期 2年～ U14K651 学習・発達論Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 古見　文一 ▲

教養 後期 2年～ U14K654 学習・発達論Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 西尾　祐美子 ▲

教養 後期 2年～ U14K681 自然誌実習　 4 國松　豊 月５ ▲

教養 後期 1年～ U13K686 情報科学実習　※2015年度以降入学生対象 4 松本　雅生 月３ ▲

教養 後期 2年～ U14K652 発達と教育Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 古見　文一 ▲

教養 後期 2年～ U14K655 発達と教育Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 西尾　祐美子 ▲

教養 後期 3年～ U14K551 英語ⅢＲ２　 2 岡田　典之 ▲

教養 後期 3年～ U14K552 英語ⅢＳ２　 2 ドラグナ　ラルカ　マリア ▲

教養 後期 3年～ U14K553 英語ⅢＧ２　 2 楊　涛 ▲

教養 後期 3年～ U14K585 ロシア語ⅢＢ　 2 スミルノワ　タチアナ ▲

国際 後期 2年 U14P181 演習Ⅰ　（２年生） 4 大原　盛樹

国際 後期 2年～ U14P155 国際協力論　 4 神谷　祐介 木４

国際 後期 2年～ U14P156 フィールドワークの技法　 2 田中　利和 ●

国際 後期 3年～ U13P104 アジア政治論　 4 今村　祥子 月３

国際 後期 3年～ U14P152 英語ⅢＲ２　 2 岡田　典之

国際 後期 3年～ U14P153 英語ⅢＳ２　 2 ドラグナ　ラルカ　マリア

国際関係コース科目

月曜日４講時（通年・前期）　２／２

国際関係コース科目

月曜日４講時（後期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 後期 3年～ U14P154 英語ⅢＧ２　 2 楊　涛

国際 後期 3年～ U14P151 ロシア語ⅢＢ　 2 スミルノワ　タチアナ

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 前期 4年 U15E210 ミクロ経済学入門　※再履修用 4 髙谷　真城 木５

専攻 基礎Ⅰ 前期 2年～ U15E230 マクロ経済学入門Ⅱ　※再履修用 2 岡原　直人

専攻 現経 前期 2年～ U15E211 計量経済学　 4 池田　裕一 木５

外国語/言語 前期 2年～ U15K220 英語Ⅰ※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 3年～ U15K230 英語Ⅱ※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U15K210 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U15K316 ドイツ語Ⅱ　※再履修用 2 牧野　節子 木３ ■

外国語/言語 前期 3年～ U15K327 フランス語Ⅲ　※再履修用　 1 上尾　真道 ■

外国語/言語 前期 3年～ U15K346 中国語Ⅲ　※再履修用　 1 張　応華 ■

外国語/言語 前期 2年～ U15K411 コリア語Ⅱ　※再履修用　※2014年度以降入学生対象 2 許　秀美 木５ ■

教養 前期 2年～ U15K601 学習・発達論Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 三浦　正樹 ▲

教養 前期 2年～ U14K631 自然誌実習　（注） 4 山田　誠　ほか 月４ ●

教養 前期 2年～ U15K602 発達と教育Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 三浦　正樹 ▲

国際 前期 3年～ U15P101 中南米研究Ｂ　 2 加藤　隆浩

教職 通年 3年～ U15Z111 外国史概説　 ④ 上垣　豊

教職 前期 1年～ U15Z141 教職コンピュータ基礎　 ② 田中　亮平 ●

司書 前期 1年～ U15Z601 （司）図書館情報学概論　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 後期 2年～ U15E330 ミクロ経済学入門Ⅰ　※再履修用 2 髙谷　真城

外国語/言語 後期 1年～ U15K270 英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 2年～ U15K280 英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U15K260 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U15K366 ドイツ語Ⅰ　※再履修用 2 牧野　節子 木３ ■

外国語/言語 後期 2年～ U15K376 フランス語Ⅲ　※再履修用　 1 上尾　真道 ■

外国語/言語 後期 2年～ U15K396 中国語Ⅲ　※再履修用　 1 張　応華 ■

月曜日４講時（後期）　２／２

国際関係コース科目

月曜日５講時（通年・前期）

諸課程科目

国際関係コース科目

月曜日５講時（後期）　１／２

（注）自然誌実習：予備登録期間中に「受講希望用紙」を教学部に提出する必要があります



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 後期 1年～ U45K469 コリア語Ⅰ　※再履修用　※2014年度以降入学生対象 2 許　秀美 木５ ■

教養 後期 2年～ U15K651 学習・発達論Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 三浦　正樹 ▲

教養 後期 2年～ U14K681 自然誌実習　 4 國松　豊 月４ ▲

教養 後期 2年～ U15K652 発達と教育Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 三浦　正樹 ▲

国際 後期 2年～ U15P151 中南米研究Ａ　 2 加藤　隆浩

教職 後期 1年～ U15Z171 教職コンピュータ基礎　 ② 田中　亮平 ●

教職 後期 2年～ U15Z152 教育課程論　 ② 中本　和彦

司書 後期 1年～ U15Z602 （司）図書館サービス概論　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 前期 2年～ U16Z601 （学）学校経営と学校図書館　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 後期 1年～ U16Z602 （司）図書・図書館史　 ② 和田　恭幸

司書 後期 2年～ U16Z603 （学）読書と豊かな人間性　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 通年 3年～ U21E101 生活福祉論　 4 伏木　真理子

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U21E211 社会経済学　 4 金子　裕一郎 金１

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U21E210 統計学　 4 木下　信 金１

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U21E212 国際政治経済学　※2014年度以前入学生：国際経済学科科目 4 原田　太津男 金１

専攻 選択 前期 1年～ U21E230 選特　留学生のための経済学演習Ⅰ　 2 姜　紅祥

外国語/言語 前期 1年 - 英語ⅠＥ　専修　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 前期 1年 U21K311 ドイツ語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 河合　良三 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K312 ドイツ語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 田中　直 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K313 ドイツ語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 納谷　昌宏 金１

外国語/言語 前期 2年～ U21K319 ドイツ語Ⅰ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 前期 1年 U21K321 フランス語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 ボワトー　パトリス 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K322 フランス語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 コロンボン　アラン 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K323 フランス語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 太治　和子 金１

外国語/言語 前期 2年～ U21K324 フランス語Ⅰ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

国際関係コース科目

月曜日５講時（後期）　２／２

諸課程科目

諸課程科目

月曜日６講時（前期）

月曜日６講時（後期）

火曜日１講時（通年・前期）　１／２

諸課程科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 前期 1年 U21K331 中国語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 鄭　萍 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K332 中国語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 于　耀明 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K333 中国語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 曹　偉琴 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K334 中国語Ⅰ　４組（再履修含む） 2 趙　冬輝 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K335 中国語Ⅰ　５組（再履修含む） 2 王　亜新 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K336 中国語Ⅰ　６組（再履修含む） 2 江　介也 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K337 中国語Ⅰ　７組（再履修含む） 2 韓　軍 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K348 中国語Ⅰ　８組（再履修含む） 2 劉　梅玲 金１

外国語/言語 前期 2年～ U21K339 中国語Ⅰ　再履修（１～８組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 前期 1年 U21K401 スペイン語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 ジョアン　アントニ　ポマタ　ガルシア 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K402 スペイン語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 中川　節子 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K403 スペイン語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 安田　圭史 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K405 スペイン語Ⅰ　４組（再履修含む） 2 ガルシア　アルバレス　アンドレス 金１

外国語/言語 前期 2年～ U21K409 スペイン語Ⅰ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 前期 1年 U21K411 コリア語Ⅰ　１組（再履修含む）　※2014年度以降入学生対象 2 森　貴実代 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K412 コリア語Ⅰ　２組（再履修含む）　※2014年度以降入学生対象 2 柳　綏美 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K413 コリア語Ⅰ　３組（再履修含む）　※2014年度以降入学生対象 2 金　情浩 金１

外国語/言語 前期 1年 U21K414 コリア語Ⅰ　４組（再履修含む）　※2014年度以降入学生対象 2 平田　絵未 金１

外国語/言語 前期 2年～ U21K415 コリア語Ⅰ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 前期 1年～ U21K441 日本語　※留学生対象科目 1 小松　知子

教養 前期 3年～ U21K502 英語ⅢＲ１　 2 ロザーティ　サイモン ▲

教養 前期 3年～ U21K501 英語ⅢＷ１　 2 ブリッジマン・バーク ▲

教養 前期 3年～ U21K534 フランス語コミュニケーションⅡ　 2 山口　威 ▲

国際 前期 3年～ U21P105 英語ⅢＲ１　 2 ロザーティ　サイモン

国際 前期 3年～ U21P102 英語ⅢＷ１　 2 ブリッジマン・バーク

国際 前期 3年～ U21P104 フランス語コミュニケーションⅡ　 2 山口　威

英語 前期 3年～ U21P205 Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　 4 ホワイト　ショーン・アラン 木１ ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U21E310 国際政治経済学　※2014年度以前入学生：国際経済学科科目 4 原田　太津男 金１

専攻 現経 後期 2年～ U21E311 計量経済学　 4 木下　信 金１

専攻 国経 後期 2年～ U21E312 アジア経済史　 4 小瀬　一 金１

専攻 選択 後期 1年～ U21E330 選特　留学生のための経済学演習Ⅱ　 2 姜　紅祥

外国語/言語 後期 1年 - 英語ⅠＦ　専修　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 後期 1年 U21K361 ドイツ語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 河合　良三 金１

火曜日１講時（通年・前期）　２／２

火曜日１講時（後期）　１／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 後期 1年 U21K362 ドイツ語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 田中　直 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K363 ドイツ語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 納谷　昌宏 金１

外国語/言語 後期 2年～ U21K369 ドイツ語Ⅱ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K371 フランス語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 ボワトー　パトリス 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K372 フランス語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 コロンボン　アラン 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K373 フランス語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 太治　和子 金１

外国語/言語 後期 2年～ U21K379 フランス語Ⅱ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K381 中国語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 鄭　萍 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K382 中国語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 于　耀明 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K383 中国語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 曹　偉琴 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K384 中国語Ⅱ　４組（再履修含む） 2 趙　冬輝 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K385 中国語Ⅱ　５組（再履修含む） 2 王　亜新 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K386 中国語Ⅱ　６組（再履修含む） 2 江　介也 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K387 中国語Ⅱ　７組（再履修含む） 2 韓　軍 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K388 中国語Ⅱ　８組（再履修含む） 2 劉　梅玲 金１

外国語/言語 後期 2年～ U21K389 中国語Ⅱ　再履修（１～８組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K451 スペイン語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 ジョアン　アントニ　ポマタ　ガルシア 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K452 スペイン語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 中川　節子 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K453 スペイン語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 安田　圭史 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K454 スペイン語Ⅱ　４組（再履修含む） 2 ガルシア　アルバレス　アンドレス 金１

外国語/言語 後期 2年～ U21K455 スペイン語Ⅱ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K461 コリア語Ⅱ　１組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 森　貴実代 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K462 コリア語Ⅱ　２組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 柳　綏美 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K463 コリア語Ⅱ　３組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 金　情浩 金１

外国語/言語 後期 1年 U21K464 コリア語Ⅱ　４組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 平田　絵未 金１

外国語/言語 後期 2年～ U21K465 コリア語Ⅱ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 金１ ■

外国語/言語 後期 1年～ U21K491 日本語　※留学生対象科目 1 小松　知子

教養 後期 3年～ U21K552 英語ⅢＲ２　 2 ロザーティ　サイモン ▲

教養 後期 3年～ U21K551 英語ⅢＷ２　 2 ブリッジマン・バーク ▲

国際 後期 2年～ U21P157 アジア経済史　 4 小瀬　一 金１

国際 後期 3年～ U21P155 英語ⅢＲ２　 2 ロザーティ　サイモン

国際 後期 3年～ U21P156 英語ⅢＷ２　 2 ブリッジマン・バーク

国際 後期 2年～ U21P151 東アジア研究Ｂ　 2 鄭　祐宗

国際 後期 2年～ U21P152 情報・コミュニケーションの技法　 2 金子　眞也

国際 後期 2年～ U21P153 多文化映像論Ａ　 2 中村　一成

火曜日１講時（後期）　２／３

国際関係コース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

英語 後期 3年～ U21P255 Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　 4 ホワイト　ショーン・アラン 木１ ●

スポ 後期 2年～ U21P351 身体運動の機能解剖学　 2 長谷川　裕

環境 後期 2年～ U21P451 環境政策論Ⅰ　 2 北川　秀樹

教職 後期 3年～ U21Z121 道徳教育指導法　 ② 橋本　雅子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 国経 通年 2年～ U22E101 経済地理学　 4 根田　克彦

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U22E210 金融論　 4 谷　直樹 金２

専攻 現経 前期 4年 U22E251 演習Ⅱ　（４年生） 2 李　態妍

専攻 現経 前期 3年～ U22E212 ゲーム理論　 4 若山　琢磨 金２

専攻 現経 前期 3年～ U22E213 地方財政論　 4 加藤　秀弥 金２

専攻 現経 前期 3年～ U22E214 経済統計学　 4 蛭川　雅之 金２ ●

専攻 現経 前期 3年～ U22E215 応用計量経済学　 4 渡邉　正英 金２ ●

専攻 国経 前期 2年～ U22E216 日本経済史　 4 佐々木　淳 金２

専攻 国経 前期 3年～ U22E217 中国経済論　 4 大原　盛樹 金２

専攻 国経 前期 3年～ U22E218 ヨーロッパ経済論　 4 クラフチック　マリウシュ　コンラッド 金２

専攻 国経 前期 3年 U22E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 原田　太津男

専攻 国経 前期 4年 U22E252 演習Ⅱ　（４年生） 2 小瀬　一

専攻 国経 前期 4年 U22E253 演習Ⅱ　（４年生） 2 島根　良枝

専攻 国経 前期 4年 U22E254 演習Ⅱ　（４年生） 2 竹中　正治

専攻 選択 前期 1年 U22E230 経済学の技法Ⅰ　オ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U22E231 経済学の技法Ⅰ　カ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U22E232 経済学の技法Ⅰ　キ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 3年～ U22E233 フィールドワークの技法　 2 田中　利和 ●

専攻 選択 前期 2年～ U22E211 行政法　 4 本多　滝夫 金２

外国語/言語 前期 1年～ U22K441 日本語　※留学生対象科目 1 小松　知子

教養 前期 2年～ U22K141 歎異抄の思想Ⅰ　 2 井上　善幸 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U22K609 教育学のすすめＡ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 堀家　由妃代 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U22K601 哲学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 入谷　秀一 ▲

教養 前期 2年～ U22K604 アジアの文化　※2015年度以降入学生対象 2 竹内　真彦 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U22K607 西洋の歴史Ｂ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 上垣　豊 ▲

教養 前期 2年～ U22K621 平和学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 池尾　靖志 ▲

火曜日１講時（後期）　３／３

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

英語コミュニケーションコース科目

諸課程科目

火曜日２講時（通年・前期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 2年～ U22K623 現代社会と労働　※2015年度以降入学生対象 2 妹尾　知則 ▲

教養 前期 2年～ U22K634 生命誌　 2 武田　征士 ▲

教養 自然基幹 前期 2年～ U22K632 宇宙の科学Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 4 中野　寛之 金２ ▲

教養 前期 1年～ U22K641 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 松畑　尚子 ▲

教養 前期 1年～ U22K642 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 新野　守 ▲

教養 前期 1年～ U22K643 スポーツ技術学演習（卓球）　 2 鈴木　啓央 ▲

教養 前期 1年～ U22K644 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河北　純子 ▲

教養 前期 1年～ U22K622 平和学Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 池尾　靖志 ▲

教養 前期 2年～ U22K631 数理統計学　 4 久保　利久 金２ ▲

教養 前期 2年～ U22K605 アジアの文化Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 竹内　真彦 ▲

教養 前期 2年～ U22K608 ヨーロッパの歴史Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 上垣　豊 ▲

教養 前期 2年～ U22K603 日本の歴史Ｃ　 4 生田　敦司 金２ ▲

教養 前期 2年～ U22K633 銀河と宇宙　※2014年度以前入学生対象 4 中野　寛之 金２ ▲

教養 前期 3年～ U22K532 ドイツ語コミュニケーションⅡ　 2 佐藤　和弘 ▲

教養 前期 2年～ U22K539 アラビア語Ⅰ　※2015年度以降入学生対象科目 2 黒田　彩加 ▲

国際 通年 3年～ U22P111 経済地理学　 4 根田　克彦

国際 前期 2年～ U12P159 日本経済史　 4 佐々木　淳 金２

国際 前期 2年～ U22P107 ヨーロッパ経済論　 4 クラフチック　マリウシュ　コンラッド 金２

国際 前期 3年～ U22P101 ドイツ語コミュニケーションⅡ　 2 佐藤　和弘

国際 前期 3年 U22P103 特別演習Ⅰ　 4 落合　雄彦

国際 前期 3年 U22P104 特別演習Ⅰ　 4 今井　敦

国際 前期 3年 U22P105 特別演習Ⅰ　 4 金子　眞也

英語 前期 3年 U22P201 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　ア組 4 オルヴァ　ロベット　イジオンドン 金２

英語 前期 3年 U22P202 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　イ組 4 ホワイト　ショーン・アラン 金２

英語 前期 3年 U22P203 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　ウ組 4 メベッド　シェリフ 金２

英語 前期 3年 U22P204 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　エ組 4 リッフル　ナサン　マイケル 金２

スポ 前期 3年～ U22P301 スポーツメディア論　 2 西原　茂樹

スポ 前期 3年～ U22P302 スポーツトレーニングの原理　 2 小川　雅志

環境 前期 4年 U22P401 演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 北川　秀樹

環境 前期 4年 U22P402 演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 丹野　研一

環境 前期 4年 U22P403 演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 山田　誠

教職 前期 2年～ U22Z123 特別活動論　 ② 橋本　雅子

教職 前期 2年～ U22Z121 生徒・進路指導論　※2019年度以降入学生対象 ② 堀田　悟史

火曜日２講時（通年・前期）　２／２

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

国際関係コース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U22E310 経済数学　 4 谷　直樹 金２

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U22E311 経済史　 4 佐々木　淳 金２

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U22E313 経済学史　 4 小峯　敦 金２

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U22E312 統計学　 4 蛭川　雅之 金２

専攻 現経 後期 2年～ U22E314 公共経済学　 4 加藤　秀弥 金２

専攻 国経 後期 2年～ U22E334 国際ビジネス論　 2 島根　良枝

専攻 国経 後期 2年～ U22E315 アメリカ経済論　 4 竹中　正治 金２

専攻 国経 後期 2年 U22E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 小瀬　一

専攻 国経 後期 3年 U22E351 演習Ⅱ　（３年生） 2 原田　太津男

専攻 選択 後期 1年 U22E330 経済学の技法Ⅱ　オ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U22E331 経済学の技法Ⅱ　カ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U22E332 経済学の技法Ⅱ　キ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 2年～ U22E333 労働法　 2 木下　秀雄

外国語/言語 後期 1年～ U22K491 日本語　※留学生対象科目 1 小松　知子

教養 後期 2年～ U22K191 歎異抄の思想Ⅱ　 2 井上　善幸 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U22K653 教育学のすすめＢ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 堀家　由妃代 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U22K651 哲学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 入谷　秀一 ▲

教養 後期 2年～ U22K671 平和学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 池尾　靖志 ▲

教養 後期 2年～ U22K684 人類進化学　 2 橋本　裕子 ▲

教養 後期 2年～ U22K682 生命誌　 2 武田　征士 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U22K681 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 山本　亜由美 金２ ▲

教養 後期 1年～ U22K691 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 新野　守 ▲

教養 後期 1年～ U22K692 スポーツ技術学演習（卓球）　 2 河合　美香 ▲

教養 後期 1年～ U22K693 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河北　純子 ▲

教養 後期 1年～ U22K672 平和学Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 池尾　靖志 ▲

教養 後期 2年～ U22K589 アラビア語Ⅱ　※2015年度以降入学生対象科目 2 黒田　彩加 ▲

国際 後期 2年 U22P152 特別演習Ⅰ　 4 落合　雄彦

国際 後期 2年 U22P153 特別演習Ⅰ　 4 佐藤　和弘

国際 後期 2年 U22P154 特別演習Ⅰ　 4 金子　眞也

国際 後期 2年 U22P155 特別演習Ⅰ　 4 許　秀美

国際 後期 3年 U22P156 特別演習Ⅱ　 4 今井　敦

英語 後期 2年 U22P251 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　ア組 4 ホワイト　ショーン・アラン 金２

英語 後期 2年 U22P252 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　イ組 4 メベッド　シェリフ 金２

英語コミュニケーションコース科目

国際関係コース科目

火曜日２講時（後期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

英語 後期 2年 U22P253 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　ウ組 4 リッフル　ナサン　マイケル 金２

英語 後期 2年 U22P254 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　エ組 4 オルヴァ　ロベット　イジオンドン 金２

スポ 後期 2年～ U22P351 身体運動の制御と学習　 2 鈴木　啓央

スポ 後期 3年～ U22P352 スポーツ文化論　 2 佐々木　浩雄

環境 後期 2年～ U22P455 環境と倫理　 2 伊藤　均

環境 後期 3年 U22P451 演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 北川　秀樹

環境 後期 3年 U22P452 演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 丹野　研一

環境 後期 3年 U22P453 演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 山田　誠

教職 後期 4年 U22Z151 教職実践演習（中・高）　ケ組 ② 長嶺　寿宣 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 選択 通年 2年～ U23E101 政治学原理　 4 佐藤　良輔

教養 （自然基幹） 通年 1年～ U23K638 生命科学のすすめ　※2018年度以前入学生対象　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 河本　恭子　ほか ▲

専攻 現経 前期 3年 U23E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 谷　直樹

専攻 現経 前期 3年 U23E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 蛭川　雅之

専攻 現経 前期 3年 U23E252 演習Ⅰ　（３年生） 2 渡邉　正英

専攻 現経 前期 4年 U23E254 演習Ⅱ　（４年生） 2 加藤　秀弥

専攻 現経 前期 4年 U23E255 演習Ⅱ　（４年生） 2 若山　琢磨

専攻 現経 前期 3年～ U23E234 現特　証券市場とグローバル証券ビジネス　 2 河合　一郎 ●

専攻 国経 前期 3年～ U23E210 国際金融論　 4 竹中　正治 金３

専攻 国経 前期 3年～ U23E211 開発経済学　 4 上山　美香 金３

専攻 国経 前期 3年 U23E253 演習Ⅰ　（３年生） 2 佐々木　淳

専攻 国経 前期 4年 U23E257 演習Ⅱ　（４年生） 2 原田　太津男

専攻 国経 前期 4年 U23E256 演習Ⅱ　（４年生） 2 中塚　華奈

専攻 選択 前期 2年～ U23E230 経済英語Ⅰ　 2 島根　良枝

専攻 選択 前期 2年～ U23E231 経済英語Ⅱ　 2 李　態妍

専攻 選択 前期 2年～ U23E232 経済英語Ⅱ　 2 大原　盛樹 ●

専攻 選択 前期 2年～ U23E233 民法　 2 松野　友芳

外国語/言語 前期 2年 U23K221 英語総合３（Ｂ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 ロザーティ　サイモン

外国語/言語 前期 2年 U23K222 英語総合３（Ｂ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 ブリッジマン・バーク

外国語/言語 前期 2年 - 英語ⅡＡ　（Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ）　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 前期 2年 U23K223 英語総合３（Ｂ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 湊　由妃子

火曜日３講時（通年・前期）　１／３

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

火曜日２講時（後期）　２／２

諸課程科目

英語コミュニケーションコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 前期 2年 U23K224 英語総合３（Ｂ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 奧（金田）　尚子

外国語/言語 前期 2年 U23K225 英語総合３（Ｂ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 村瀬　文子

外国語/言語 前期 2年 U23K226 英語総合３（Ｂ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 上田　由利子

外国語/言語 前期 2年 U23K227 英語総合３（Ｂ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 藤井　晶宏

外国語/言語 前期 2年 U23K228 英語総合３（Ｂ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 黒田　一平

外国語/言語 前期 2年 U23K229 英語総合３（Ｂ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 河村　美都子

外国語/言語 前期 2年 U23K230 英語総合３（Ｂ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 李　洙任

外国語/言語 前期 2年 U23K231 英語総合３（Ｂ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 喜多　留女

外国語/言語 前期 2年 U23K311 ドイツ語ⅢＡ　１組（再履修含む） 1 大松　佳代子 ■

外国語/言語 前期 2年 U23K321 フランス語ⅢＡ　１組（再履修含む） 1 山口　威 ■

外国語/言語 前期 2年 U23K333 中国語ⅢＡ　３組（再履修含む） 1 韓　軍 ■

外国語/言語 前期 2年 U23K331 中国語ⅢＣ　１組（再履修含む） 1 山本　恭子 ■

外国語/言語 前期 2年 U23K332 中国語ⅢＣ　２組（再履修含む） 1 李　愛華 ■

外国語/言語 前期 2年 U23K401 スペイン語ⅢＡ　１組（再履修含む） 1 寺尾　江利子 ■

外国語/言語 前期 2年 U23K411 コリア語ⅢＡ　１組（再履修含む） 1 許　秀美 ■

外国語/言語 前期 2年 U23K412 コリア語ⅢＡ　２組（再履修含む） 1 権　世美 ■

外国語/言語 前期 1年～ U23K441 日本語　※留学生対象科目 1 三原　龍志

教養 人文基幹 前期 1年～ U23K604 教育学のすすめＡ　※2015年度以降入学生対象 2 渋谷　亮 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U23K601 宗教学入門　※2015年度以降入学生対象 4 竹内　綱史 金３ ▲

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U23K627 経営学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 庭本　佳子 ▲

教養 社会基幹 前期 1年～ U23K625 社会調査のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 加藤　泰子 ▲

教養 前期 1年～ U23K705 日本の自然　 4 谷垣　岳人　ほか 金３ ▲

教養 前期 1年～ U23K630 微分と積分　 4 久保　利久 金３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K637 生命科学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 和田　七夕子　ほか ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K631 物理科学の世界　※2015年度以降入学生対象 4 中野　寛之 金３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K632 自然科学史Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 2 小長谷　大介 ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K635 生物科学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 丹野　研一 金３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K639 生態学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 谷垣　岳人 金３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K706 環境学　※2015年度以降入学生対象 4 山田　誠 金３ ▲

教養 前期 1年～ U23K641 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 鈴木　啓央 ▲

火曜日３講時（通年・前期）　２／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 1年～ U23K642 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 佐々木　浩雄 ▲

教養 前期 1年～ U23K643 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河北　純子 ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U23K602 日本の文学Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 田口　律男 金３ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U23K603 日本の文学Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 部矢　祥子 金３ ▲

教養 前期 1年～ U23K640 生物と環境　※2014年度以前入学生対象 4 谷垣　岳人 金３ ▲

教養 前期 1年～ U23K707 環境論　※2014年度以前入学生対象 4 山田　誠 金３ ▲

教養 前期 3年～ U23K626 社会調査法　※2014年度以前入学生対象 2 加藤　泰子 ▲

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U23K621 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 妹尾　知則 ▲

教養 前期 1年～ U23K633 自然科学史　※2014年度以前入学生対象 2 小長谷　大介 ▲

教養 前期 1年～ U23K624 経済学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド ▲

教養 前期 1年～ U23K636 生物学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 4 丹野　研一 金３ ▲

教養 前期 2年～ U23K511 フランス語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 ボワトー　パトリス ●

教養 前期 2年～ U23K512 フランス語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 ボワトー　パトリス ●

教養 前期 2年～ U23K536 ペルシア語ⅠＡ　※2015年度以降入学生対象科目 2 谷　正人 ▲

国際 前期 3年～ U23P107 国際金融論＜経済＞　 4 竹中　正治 金３ ●

国際 前期 2年～ U23P108 開発経済学　 4 上山　美香 金３

国際 前期 3年 U23P131 演習Ⅰ　 4 山田　卓平

国際 前期 3年～ U23P106 フランス語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 ボワトー　パトリス

国際 前期 3年～ U23P105 フランス語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 ボワトー　パトリス

国際 前期 4年 U23P101 特別演習Ⅱ　 4 金子　眞也

国際 前期 4年 U23P102 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 金子　眞也

英語 前期 3年～ U23P204 Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ　 2 吉本　圭佑

英語 前期 3年～ U23P201 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｆｌｕｅｎｃｙ　 2 ボーレン　タリーサ

英語 前期 3年～ U23P202 Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 2 アダムス　キース．Ｗ ●

英語 前期 3年～ U23P203 Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｐｅａｋｉｎｇ　 2 リッフル　ナサン　マイケル

環境 前期 3年～ U23P411 開発経済学　 4 上山　美香 金３

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U23E310 日本経済論　 4 伊達　浩憲 金３

専攻 現経 後期 2年 U23E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 加藤　秀弥

専攻 現経 後期 3年 U23E351 演習Ⅱ　（３年生） 2 谷　直樹

専攻 現経 後期 3年 U23E352 演習Ⅱ　（３年生） 2 蛭川　雅之

専攻 現経 後期 3年 U23E353 演習Ⅱ　（３年生） 2 渡邉　正英

専攻 現経 後期 3年～ U23E311 現特　地方自治論　 4 西垣　泰幸 金３ ●

英語コミュニケーションコース科目

火曜日３講時（後期）　１／３

火曜日３講時（通年・前期）　３／３

国際関係コース科目

環境サイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 国経 後期 3年～ U23E312 農業・資源経済学　 4 西川　芳昭 金３

専攻 国経 後期 2年～ U23E313 アジア経済論　 4 島根　良枝 金３

専攻 国経 後期 3年 U23E354 演習Ⅱ　（３年生） 2 佐々木　淳

外国語/言語 後期 2年 U23K271 英語総合４（Ｂ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 ロザーティ　サイモン

外国語/言語 後期 2年 U23K272 英語総合４（Ｂ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 ブリッジマン・バーク

外国語/言語 後期 2年 - 英語ⅡＢ　（Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ）※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 後期 2年 U23K273 英語総合４（Ｂ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 湊　由妃子

外国語/言語 後期 2年 U23K274 英語総合４（Ｂ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 奧（金田）　尚子

外国語/言語 後期 2年 U23K275 英語総合４（Ｂ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 村瀬　文子

外国語/言語 後期 2年 U23K276 英語総合４（Ｂ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 上田　由利子

外国語/言語 後期 2年 U23K277 英語総合４（Ｂ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 藤井　晶宏

外国語/言語 後期 2年 U23K278 英語総合４（Ｂ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 黒田　一平

外国語/言語 後期 2年 U23K279 英語総合４（Ｂ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 河村　美都子

外国語/言語 後期 2年 U23K280 英語総合４（Ｂ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 李　洙任

外国語/言語 後期 2年 U23K281 英語総合４（Ｂ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 喜多　留女

外国語/言語 後期 2年 U23K361 ドイツ語ⅢＢ　１組（再履修含む） 1 大松　佳代子 ■

外国語/言語 後期 2年 U23K371 フランス語ⅢＢ　１組（再履修含む） 1 山口　威 ■

外国語/言語 後期 2年 U23K383 中国語ⅢＢ　３組（再履修含む） 1 韓　軍 ■

外国語/言語 後期 2年 U23K381 中国語ⅢＤ　１組（再履修含む） 1 山本　恭子 ■

外国語/言語 後期 2年 U23K382 中国語ⅢＤ　２組（再履修含む） 1 李　愛華 ■

外国語/言語 後期 2年 U23K451 スペイン語ⅢＢ　１組（再履修含む） 1 寺尾　江利子 ■

外国語/言語 後期 2年 U23K461 コリア語ⅢＢ　１組（再履修含む） 1 許　秀美 ■

外国語/言語 後期 2年 U23K462 コリア語ⅢＢ　２組（再履修含む） 1 権　世美 ■

外国語/言語 後期 1年～ U23K491 日本語　※留学生対象科目 1 三原　龍志

教養 人文基幹 後期 1年～ U23K654 教育学のすすめＢ　※2015年度以降入学生対象 2 渋谷　亮 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U23K653 日本の文学Ｂ　 4 部矢　祥子 金３ ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U23K651 宗教学入門　※2015年度以降入学生対象 4 竹内　綱史 金３ ▲

教養 後期 1年～ U23K678 人権論Ｂ 2 奥野　恒久

教養 後期 2年～ U23K679 平和学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 金　容賛 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U23K670 政治学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 塩田　潤 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U23K676 社会調査のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 加藤　泰子 ▲

教養 後期 1年～ U23K681 行列と行列式　 4 松木　敏彦 金３ ▲

教養 後期 1年～ U23K686 生命科学　※2019年度以降入学生対象 2 河本　恭子 ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K682 宇宙の科学Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 4 中野　寛之 金３ ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K684 生物科学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 丹野　研一 金３ ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K687 生態学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 谷垣　岳人 金３ ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K689 環境学　※2015年度以降入学生対象 4 山田　誠 金３ ▲

教養 後期 1年～ U23K693 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 鈴木　啓央 ▲

火曜日３講時（後期）　２／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 後期 1年～ U23K694 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 河合　美香 ▲

教養 後期 1年～ U23K695 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河北　純子 ▲

教養 後期 1年～ U23K691 現代社会とスポーツ　 2 新野　守 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U23K652 日本の文学Ｂ　 4 田口　律男 金３ ▲

教養 後期 1年～ U23K688 生物と環境　※2014年度以前入学生対象 4 谷垣　岳人 金３ ▲

教養 後期 1年～ U23K690 環境論　※2014年度以前入学生対象 4 山田　誠 金３ ▲

教養 後期 1年～ U23K680 ＜共通＞現代世界の地域紛争　※2014年度以前入学生対象 2 金　容賛 ▲

教養 後期 1年～ U23K671 現代社会と政治　※2014年度以前入学生対象 2 塩田　潤 ▲

教養 後期 3年～ U23K677 社会調査法　※2014年度以前入学生対象 2 加藤　泰子 ▲

教養 後期 1年～ U23K675 経済学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド ▲

教養 後期 1年～ U23K683 銀河と宇宙　※2014年度以前入学生対象 4 中野　寛之 金３ ▲

教養 後期 1年～ U23K685 生物学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 4 丹野　研一 金３ ▲

教養 後期 2年～ U23K561 フランス語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 ボワトー　パトリス ●

教養 後期 2年～ U23K562 フランス語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 ボワトー　パトリス ●

国際 後期 3年～ U23P157 農業・資源経済学　 4 西川　芳昭 金３

国際 後期 2年～ U23P158 アジア経済論　 4 島根　良枝 金３

国際 後期 2年～ U23P173 開発援助論　 2 林　光

国際 後期 3年 U23P181 演習Ⅱ（卒業研究含む）　 6 山田　卓平

国際 後期 2年～ U23P156 フランス語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 ボワトー　パトリス

国際 後期 2年～ U23P155 フランス語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 ボワトー　パトリス

国際 後期 2年～ U23P151 ヨーロッパ研究Ａ　 2 赤尾　光春

国際 後期 3年 U23P152 特別演習Ⅱ　 4 落合　雄彦

国際 後期 3年 U23P153 特別演習Ⅱ　 4 金子　眞也

国際 後期 2年～ U23P154 学部共通特別講義Ⅴ　 2 佐藤　和弘

英語 後期 2年～ U23P251 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｆｌｕｅｎｃｙ　 2 ボーレン　タリーサ

英語 後期 3年～ U23P252 Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 2 アダムス　キース．Ｗ ●

英語 後期 3年～ U23P253 Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｐｅａｋｉｎｇ　 2 リッフル　ナサン　マイケル

英語 後期 3年～ U23P254 学部共通特別講義Ⅳ　 2 オルヴァ　ロベット　イジオンドン

スポ 後期 2年～ U23P351 スポーツ栄養学　 2 松葉　真

環境 後期 2年～ U23P461 環境とビジネス　 2 金　恵珍

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 前期 3年 U24E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 金子　裕一郎

環境サイエンスコース科目

火曜日３講時（後期）　３／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

火曜日４講時（通年・前期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 国経 前期 3年 U24E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 島根　良枝

専攻 国経 前期 4年 U24E252 演習Ⅱ　（４年生） 2 上山　美香

専攻 選択 前期 2年～ U24E231 財務会計入門　 2 藤木　潤司

専攻 選択 前期 2年～ U24E230 簿記論Ⅰ　 2 濵田　崇嘉

教養 人文基幹 前期 1年～ U24K606 心の科学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 大塚　穂波 ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U24K604 アジアの歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 上西　泰之 金４ ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U24K601 哲学入門　※2015年度以降入学生対象 2 入谷　秀一 ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U24K603 文章表現法Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 田口　律男 ▲

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U24K624 地理学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 鍬塚　賢太郎 ▲

教養 社会基幹 前期 1年～ U24K621 政治学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 塩田　潤 ▲

教養 前期 1年～ U24K637 日本の自然　 4 谷垣　岳人　ほか 金４ ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U24K636 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 橋本　裕子 金４ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U24K633 自然科学史Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 2 小長谷　大介 ▲

教養 前期 2年～ U24K638 情報科学実習　※2015年度以降入学生対象 4 新井　潤 火５ ▲

教養 前期 1年～ U24K641 現代社会とスポーツ　 2 松畑　尚子 ▲

教養 前期 1年～ U24K622 現代社会と政治　※2014年度以前入学生対象 2 塩田　潤 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U24K631 確率・統計入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 後藤　桂治 ▲

教養 前期 1年～ U24K634 自然科学史　※2014年度以前入学生対象 2 小長谷　大介 ▲

教養 前期 3年～ U22K535 コリア語コミュニケーションⅡ　※2016年度以降入学生対象 2 金　情浩 ▲

国際 前期 3年～ U24P104 国際取引法　 2 山田　卓平

国際 前期 3年～ U24P103 中東政治論　 2 濱中　新吾

国際 前期 3年～ U24P101 地域研究入門　 2 落合　雄彦

国際 前期 3年～ U22P102 コリア語コミュニケーションⅡ　※2016年度以降入学生対象 2 金　情浩

国際 前期 3年～ U24P102 南北問題研究Ｂ　 2 下山　晃

英語 前期 3年 U24P201 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　ア組 4 ロザーティ　サイモン 金４

英語 前期 3年 U24P202 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　イ組 4 リッフル　ナサン　マイケル 金４

英語 前期 3年 U24P203 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　ウ組 4 ボーレン　タリーサ 金４

英語 前期 3年 U24P204 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　エ組 4 アダムス　キース．Ｗ 金４

環境 前期 3年～ U24P401 環境管理論Ⅰ　 2 天野　輝芳

環境 前期 3年～ U24P402 地域環境論　 2 河本　大地

教職 通年 3年～ U24Z111 日本史概説　 ④ 生田　敦司

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

英語コミュニケーションコース科目

国際関係コース科目

火曜日４講時（通年・前期）　２／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 3年 U24E352 演習Ⅱ　（３年生） 2 金子　裕一郎

専攻 国経 後期 2年 U24E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 西川　芳昭

専攻 国経 後期 2年 U24E351 演習Ⅰ　（２年生） 2 竹中　正治

専攻 国経 後期 3年 U24E353 演習Ⅱ　（３年生） 2 島根　良枝

専攻 選択 後期 2年～ U24E331 財務会計論　 2 藤木　潤司

専攻 選択 後期 1年～ U24E330 簿記論Ⅱ　 2 濵田　崇嘉

専攻 選択 後期 2年～ U24E332 選特　金融リテラシー　 2 谷　直樹 ●

専攻 選択 後期 2年～ U24E310 憲法　 4 石埼　学 金４

教養 人文基幹 後期 1年～ U24K666 心の科学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 大塚　穂波 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U24K651 哲学入門　※2015年度以降入学生対象 2 入谷　秀一 ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U24K655 文章表現法Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 田口　律男 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U24K653 哲学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 松枝　啓至 ▲

教養 （社会基幹） 後期 1年～ U24K674 社会学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 松浦　さと子 ▲

教養 （社会基幹） 後期 1年～ U24K676 地理学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 鍬塚　賢太郎 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U24K671 社会統計学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 木下　英雄 ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U24K683 生物科学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 丹野　研一 金４ ▲

教養 後期 1年～ U24K686 情報科学実習　※2015年度以降入学生対象 4 新井　潤 火５ ▲

教養 後期 1年～ U24K691 現代社会とスポーツ　 2 松畑　尚子 ▲

教養 後期 1年～ U24K677 教養教育科目特別講義（東アジアの未来）　 2 李　洙任 ▲

教養 後期 1年～ U24K654 哲学思想Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 松枝　啓至 ▲

教養 後期 1年～ U24K685 生命と進化　※2014年度以前入学生対象 4 丹野　研一 金４ ▲

教養 後期 1年～ U24K672 社会統計学Ⅰ　※2014年度以前入学生対象 2 木下　英雄 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U24K681 確率・統計入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 後藤　桂治 ▲

教養 後期 2年～ U22K585 コリア語コミュニケーションⅠ　※2016年度以降入学生対象 2 金　情浩 ▲

国際 後期 2年～ U24P153 国際法Ⅰ　 4 山田　卓平 金４

国際 後期 2年～ U24P151 国際関係論Ⅰ　 2 落合　雄彦

国際 後期 2年～ U22P151 コリア語コミュニケーションⅠ　※2016年度以降入学生対象 2 金　情浩

国際 後期 2年～ U24P152 南北問題研究Ａ　 2 下山　晃

英語 後期 2年 U24P251 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　ア組 4 リッフル　ナサン　マイケル 金４

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

火曜日４講時（後期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

英語 後期 2年 U24P252 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　イ組 4 ボーレン　タリーサ 金４

英語 後期 2年 U24P253 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　ウ組 4 アダムス　キース．Ｗ 金４

英語 後期 2年 U24P254 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　エ組 4 ロザーティ　サイモン 金４

スポ 後期 2年～ U24P352 近代スポーツ史　 2 佐々木　浩雄

スポ 後期 3年～ U24P351 栄養と健康　 2 松葉　真

環境 後期 3年～ U24P451 環境管理論Ⅱ　 2 天野　輝芳

環境 後期 2年～ U24P452 地球と環境　 2 桑原　希世子

教職 後期 3年～ U24Z153 国際法Ⅰ　 ④ 山田　卓平 金４

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 前期 4年 U25E210 マクロ経済学入門　※再履修用 4 廣野　誠 金５

専攻 選択 前期 2年～ U25E230 商法　 2 神吉　正三

外国語/言語 前期 2年～ U25K220 英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 3年～ U25K230 英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U25K210 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U25K316 ドイツ語Ⅱ　※再履修用 2 國重　裕 金３ ■

外国語/言語 前期 2年～ U25K326 フランス語Ⅱ　※再履修用 2 増田　靖彦 木５ ■

外国語/言語 前期 2年～ U25K341 中国語Ⅰ　※再履修用 2 塚田　亮太 木５ ■

外国語/言語 前期 2年～ U25K348 中国語Ⅱ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 木５ ■

教養 前期 2年～ U25K601 教育原論Ａ　 2 渋谷　亮 ▲

教養 前期 2年～ U25K631 数理と計算　 2 後藤　桂治 ▲

教養 前期 2年～ U24K638 情報科学実習　※2015年度以降入学生対象 4 新井　潤 火４ ▲

教職 通年 3年～ U25Z107 法学概論　 ④ 李　庸吉

本山 通年 1年～ U25Z201 教化法　 ④ 赤井　智顕　ほか

教職 前期 1年～ U25Z141 教職コンピュータ基礎　 ② 村井　実 ●

教職 前期 2年～ U25Z121 教職論　 ② 橋本　雅子

司書 前期 2年～ U25Z601 （司）情報資源組織論　 ② 柳　勝文

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

火曜日４講時（後期）　２／２

火曜日５講時（通年・前期）

諸課程科目

諸課程科目

英語コミュニケーションコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 後期 1年～ U25K270 英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 2年～ U25K280 英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U25K260 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U25K366 ドイツ語Ⅰ　※再履修用 2 國重　裕 金３ ■

外国語/言語 後期 1年～ U25K376 フランス語Ⅰ　※再履修用 2 増田　靖彦 木５ ■

外国語/言語 後期 1年～ U25K344 中国語Ⅰ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 木５ ■

外国語/言語 後期 2年～ U25K396 中国語Ⅱ　※再履修用 2 塚田　亮太 木５ ■

教養 後期 2年～ U25K651 教育原論Ｂ　 2 渋谷　亮 ▲

教養 後期 2年～ U25K681 数理と計算　 2 後藤　桂治 ▲

教養 後期 1年～ U24K686 情報科学実習　※2015年度以降入学生対象 4 新井　潤 火４ ▲

教職 後期 1年～ U25Z171 教職コンピュータ基礎　 ② 村井　実 ●

教職 後期 2年～ U25Z158 特別支援教育概論　 ② 宮本　郷子

司書 後期 1年～ U25Z602 （司）図書館情報資源概論　 ② 柳　勝文

司書 後期 2年～ U25Z603 （司）情報資源組織実習Ａ　（ウ） ① 枝元　益祐 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 前期 2年～ U26Z601 （司）図書館情報技術論　 ② 枝元　益祐

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 後期 2年～ U26Z603 （司）情報資源組織実習Ｂ　（ウ） ① 枝元　益祐 ●

司書 後期 2年～ U26Z602 （学）情報メディアの活用　 ② 柳　勝文

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 通年 3年～ U31E101 サービス経済論　 4 飯田　哲文

教養 （人文基幹） 通年 1年～ U31K606 心理学　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 澤田　玲子 ▲

専攻 選択 前期 2年 U31E250 基礎演習Ⅱ　１組 2 加藤　秀弥

専攻 選択 前期 2年 U31E251 基礎演習Ⅱ　２組 2 金子　裕一郎

専攻 選択 前期 2年 U31E252 基礎演習Ⅱ　３組 2 川元　康一

専攻 選択 前期 2年 U31E253 基礎演習Ⅱ　４組 2 木下　信

専攻 選択 前期 2年 U31E254 基礎演習Ⅱ　５組 2 新豊　直輝

火曜日６講時（後期）

水曜日１講時（通年・前期）　１／３

諸課程科目

諸課程科目

火曜日５講時（後期）

火曜日６講時（通年・前期）

諸課程科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 選択 前期 2年 U31E255 基礎演習Ⅱ　６組 2 伊達　浩憲

専攻 選択 前期 2年 U31E256 基礎演習Ⅱ　７組 2 田中　利和

専攻 選択 前期 2年 U31E257 基礎演習Ⅱ　８組 2 谷　直樹

専攻 選択 前期 2年 U31E258 基礎演習Ⅱ　９組 2 田　園

専攻 選択 前期 2年 U31E259 基礎演習Ⅱ　１０組 2 西垣　泰幸

専攻 選択 前期 2年 U31E260 基礎演習Ⅱ　１１組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 2年 U31E261 基礎演習Ⅱ　１２組 2 溝渕　英之

専攻 選択 前期 2年 U31E262 基礎演習Ⅱ　１３組 2 上山　美香

専攻 選択 前期 2年 U31E263 基礎演習Ⅱ　１４組 2 大原　盛樹

専攻 選択 前期 2年 U31E264 基礎演習Ⅱ　１５組 2 神谷　祐介

専攻 選択 前期 2年 U31E265 基礎演習Ⅱ　１６組 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド

専攻 選択 前期 2年 U31E266 基礎演習Ⅱ　１７組 2 佐々木　淳

専攻 選択 前期 2年 U31E267 基礎演習Ⅱ　１８組 2 島根　良枝

専攻 選択 前期 2年 U31E268 基礎演習Ⅱ　１９組 2 竹中　正治

専攻 選択 前期 2年 U31E269 基礎演習Ⅱ　２０組 2 原田　太津男

専攻 選択 前期 2年 U31E270 基礎演習Ⅱ　２１組 2 細田　信輔

専攻 選択 前期 2年 U31E271 基礎演習Ⅱ　２２組 2 兵庫　一也

教養 前期 1年 U31K111 仏教の思想Ａ　 2 吉田　哲

教養 前期 1年 U31K112 仏教の思想Ａ　 2 楠　淳證

教養 前期 1年 U31K113 仏教の思想Ａ　 2 岡本　健資

教養 前期 1年 U31K114 仏教の思想Ａ　 2 小野嶋　祥雄

教養 前期 1年 U31K115 仏教の思想Ａ　 2 高田　文英

教養 前期 1年 U31K116 仏教の思想Ａ　 2 能美　潤史

教養 前期 1年 U31K117 仏教の思想Ａ　 2 内田　准心

教養 人文基幹 前期 1年～ U31K604 教育学のすすめＡ　※2015年度以降入学生対象 2 森本　芳生 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U31K601 宗教の世界Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 根無　一行 ▲

教養 社会基幹 前期 1年～ U31K621 社会調査のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 妻木　進吾 ▲

教養 前期 2年～ U31K633 宇宙の科学Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 2 野上　大作 ▲

教養 前期 1年～ U31K641 人間とスポーツ　※2019年度以降入学生対象 2 河合　美香 ▲

教養 前期 1年～ U31K642 人間とスポーツＡ　※2018年度以前入学生対象 2 河合　美香 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U31K631 確率・統計入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 久保　利久 ▲

教養 前期 3年～ U31K622 社会調査法　※2014年度以前入学生対象 2 妻木　進吾 ▲

教養 前期 1年～ U31K602 世界の宗教Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 根無　一行 ▲

教養 前期 1年～ U31K634 星の誕生と進化　※2014年度以前入学生対象 2 野上　大作 ▲

教養 前期 2年～ U31K536 ギリシア語Ⅰ　 1 和田　利博 ▲

国際 前期 3年～ U31P101 ヨーロッパ研究Ｂ　 2 増田　靖彦

国際 前期 3年～ U31P102 ヨーロッパ研究Ｄ　 2 石井　大輔

国際 前期 3年 U31P103 特別演習Ⅰ　 4 伊藤　貴祥

水曜日１講時（通年・前期）　２／３

国際関係コース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 前期 3年～ U31P104 学部共通特別講義Ⅵ　 2 明星　守

英語 前期 3年 U31P201 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅱ　ア組 2 ゴーマン　ジョン

英語 前期 3年 U31P202 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅱ　イ組 2 ドラグナ　ラルカ　マリア

英語 前期 3年 U31P203 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅱ　ウ組 2 島　令子

英語 前期 3年 U31P204 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅱ　エ組 2 今村　潔

スポ 前期 3年～ U31P301 スポーツ生理学　 2 村田　健三郎

環境 前期 3年～ U31P401 環境学Ｂ　 2 北川　秀樹

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 選択 後期 2年～ U31E330 上級商業簿記　 2 濵田　崇嘉

教養 後期 1年 U31K161 仏教の思想Ｂ　 2 吉田　哲

教養 後期 1年 U31K162 仏教の思想Ｂ　 2 楠　淳證

教養 後期 1年 U31K163 仏教の思想Ｂ　 2 岡本　健資

教養 後期 1年 U31K164 仏教の思想Ｂ　 2 小野嶋　祥雄

教養 後期 1年 U31K165 仏教の思想Ｂ　 2 高田　文英

教養 後期 1年 U31K166 仏教の思想Ｂ　 2 能美　潤史

教養 後期 1年 U31K167 仏教の思想Ｂ　 2 内田　准心

教養 人文基幹 後期 1年～ U31K653 教育学のすすめＢ　※2015年度以降入学生対象 2 森本　芳生 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U31K651 宗教の世界Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 根無　一行 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U31K671 社会調査のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 妻木　進吾 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U31K681 確率・統計入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 久保　利久 ▲

教養 後期 3年～ U31K672 社会調査法　※2014年度以前入学生対象 2 妻木　進吾 ▲

教養 後期 1年～ U31K652 世界の宗教Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 根無　一行 ▲

教養 後期 2年～ U31K586 ギリシア語Ⅱ　 1 和田　利博 ▲

国際 後期 2年～ U31P154 文化・観光政策　 2 阿部　大輔

国際 後期 3年～ U31P152 国際私法　 4 中西　康 水２

国際 後期 3年 U31P151 特別演習Ⅱ　 4 伊藤　貴祥

英語 後期 2年 U31P251 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅰ　ア組 2 ドラグナ　ラルカ　マリア

英語 後期 2年 U31P252 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅰ　イ組 2 島　令子

英語 後期 2年 U31P253 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅰ　ウ組 2 今村　潔

英語 後期 2年 U31P254 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ⅰ　エ組 2 ゴーマン　ジョン

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

水曜日１講時（通年・前期）　３／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

水曜日１講時（後期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

スポ 後期 2年～ U31P351 身体運動の生理学　 2 村田　健三郎

環境 後期 2年～ U31P451 環境学Ａ　 2 山田　誠

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 選択 通年 2年～ U32E101 経営学総論　 4 大塚　晴之

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年 U32E230 現代と経済　あ組 2 島根　良枝　ほか

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年 U32E231 現代と経済　い組 2 小瀬　一　ほか

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年 U32E232 現代と経済　う組 2 竹中　正治　ほか

専攻 現経 前期 4年 U32E250 演習Ⅱ　（４年生） 2 兵庫　一也

専攻 現経 前期 3年～ U32E210 産業組織論　 4 石橋　郁雄 水３

専攻 現経 前期 2年～ U32E235 プログラミング言語Ａ　 2 溝渕　英之 ●

専攻 現経 前期 2年～ U32E234 ファイナンシャル・プランニング入門Ⅰ　 2 横山　研太郎 ●

専攻 国経 前期 3年～ U32E236 国際ビジネス論　 2 木谷　哲夫

専攻 国経 前期 3年～ U32E237 経済思想史　 2 西川　弘展

専攻 選択 前期 2年～ U32E233 社会調査の技法　 2 許　仁教 ●

国際 前期 3年～ U32P101 経済思想史　 2 西川　弘展

国際 前期 3年～ U32P102 社会調査の技法　 2 許　仁教 ●

英語 前期 3年～ U32P201 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　 2 島　令子

英語 前期 3年～ U32P202 文化比較　 2 ゴーマン　ジョン

英語 前期 3年～ U43P203 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 2 ドラグナ　ラルカ　マリア ●

スポ 前期 3年～ U32P301 エクササイズテクニック　 2 池田　克也 ●

環境 前期 3年～ U32P401 環境アセスメント論　 2 東野　達

教職 前期 3年～ U32Z101 社会科・公民科教育法Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 ② 中本　和彦

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 2年 U32E278 演習Ⅰ　（２年生） 2 木下　信

水曜日１講時（後期）　２／２

水曜日２講時（通年・前期）

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

水曜日２講時（後期）　１／３

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

国際関係コース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 3年～ U32E331 現特　ベンチャー企業論　 2 古我　知史

専攻 現経 後期 2年～ U32E330 ファイナンシャル・プランニング入門Ⅱ　 2 横山　研太郎 ●

専攻 選択 後期 1年 U32E350 基礎演習Ⅰ　１組 2 李　態妍

専攻 選択 後期 1年 U32E351 基礎演習Ⅰ　２組 2 石橋　郁雄

専攻 選択 後期 1年 U32E352 基礎演習Ⅰ　３組 2 金子　裕一郎

専攻 選択 後期 1年 U32E353 基礎演習Ⅰ　４組 2 新豊　直輝

専攻 選択 後期 1年 U32E354 基礎演習Ⅰ　５組 2 伊達　浩憲

専攻 選択 後期 1年 U32E355 基礎演習Ⅰ　６組 2 田中　利和

専攻 選択 後期 1年 U32E356 基礎演習Ⅰ　７組 2 辻田　素子

専攻 選択 後期 1年 U32E357 基礎演習Ⅰ　８組 2 西垣　泰幸

専攻 選択 後期 1年 U32E358 基礎演習Ⅰ　９組 2 若山　琢磨

専攻 選択 後期 1年 U32E359 基礎演習Ⅰ　１０組 2 飯田　哲文

専攻 選択 後期 1年 U32E360 基礎演習Ⅰ　１１組 2 太谷　亜由美

専攻 選択 後期 1年 U32E361 基礎演習Ⅰ　１２組 2 倉橋　耕平

専攻 選択 後期 1年 U32E362 基礎演習Ⅰ　１３組 2 髙谷　真城

専攻 選択 後期 1年 U32E363 基礎演習Ⅰ　１４組 2 西山　俊一

専攻 選択 後期 1年 U32E364 基礎演習Ⅰ　１５組 2 森　瑞季

専攻 選択 後期 1年 U32E365 基礎演習Ⅰ　１６組 2 大原　盛樹

専攻 選択 後期 1年 U32E366 基礎演習Ⅰ　１７組 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド

専攻 選択 後期 1年 U32E367 基礎演習Ⅰ　１８組 2 小瀬　一

専攻 選択 後期 1年 U32E369 基礎演習Ⅰ　１９組 2 竹中　正治

専攻 選択 後期 1年 U32E370 基礎演習Ⅰ　２０組 2 西川　芳昭

専攻 選択 後期 1年 U32E371 基礎演習Ⅰ　２１組 2 原田　太津男

専攻 選択 後期 1年 U32E372 基礎演習Ⅰ　２２組 2 細田　信輔

専攻 選択 後期 1年 U32E368 基礎演習Ⅰ　２３組 2 岩熊　典乃

専攻 選択 後期 1年 U32E373 基礎演習Ⅰ　２４組 2 上田　有里奈

専攻 選択 後期 1年 U32E374 基礎演習Ⅰ　２５組 2 西川　弘展

専攻 選択 後期 1年 U32E375 基礎演習Ⅰ　２６組 2 傅　喆

専攻 選択 後期 1年 U32E376 基礎演習Ⅰ　２７組 2 彭　宇潔

専攻 選択 後期 1年 U32E277 基礎演習Ⅰ　２８組 2 籔田　有紀子

国際 後期 2年～ U32P181 演習　 12 木下　徹弘

国際 後期 2年～ U32P182 演習　 12 西川　浩司

国際 後期 2年～ U32P151 比較地域政策論　 2 丸山　武志

国際 後期 3年～ U31P152 国際私法　 4 中西　康 水１

英語 後期 2年～ U32P251 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　 2 島　令子

英語 後期 2年～ U32P253 文化比較　 2 ゴーマン　ジョン

水曜日２講時（後期）　２／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

英語 後期 3年～ U43P254 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 2 ドラグナ　ラルカ　マリア ●

英語 後期 3年～ U32P255 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅰ　 2 メベッド　シェリフ

英語 後期 3年～ U32P254 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅰ　 2 今村　潔

スポ 後期 2年～ U32P351 スポーツビジネス論　 2 庄子　博人

スポ 後期 3年～ U32P352 スポーツトレーニングの方法　 2 長谷川　裕

環境 後期 2年～ U32P451 気候と気象　 2 石川　裕彦

教職 後期 3年～ U32Z153 社会科・公民科教育法Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 ② 中本　和彦

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 通年 2年～ U33K601 人文科学セミナー　※2015年度以降入学生対象 4 渋谷　亮 ▲

教養 通年 2年～ U33K602 人文科学セミナー　※2015年度以降入学生対象 4 入谷　秀一 ▲

教養 通年 2年～ U33K603 人文科学セミナー　※2015年度以降入学生対象 4 竹内　綱史 ▲

教養 通年 2年～ U33K604 人文科学セミナー　※2015年度以降入学生対象 4 藤原　崇人 ▲

教養 通年 2年～ U33K605 歴史と文化総合研究　※2014年度以前入学生対象 4 渋谷　亮 ▲

教養 通年 2年～ U33K606 歴史と文化総合研究　※2014年度以前入学生対象 4 入谷　秀一 ▲

教養 通年 2年～ U33K607 歴史と文化総合研究　※2014年度以前入学生対象 4 竹内　綱史 ▲

教養 通年 2年～ U33K608 歴史と文化総合研究　※2014年度以前入学生対象 4 藤原　崇人 ▲

専攻 基礎Ⅰ 前期 2年～ U33E230 社会経済学入門　 2 金子　裕一郎

専攻 現経 前期 4年 U33E280 演習Ⅱ　（４年生） 2 木下　信

専攻 現経 前期 3年～ U32E210 産業組織論　 4 石橋　郁雄 水２

専攻 選択 前期 1年 U33E250 入門演習　１組 2 李　態妍

専攻 選択 前期 1年 U33E251 入門演習　２組 2 秋田　将知

専攻 選択 前期 1年 U33E252 入門演習　３組 2 上山　美香

専攻 選択 前期 1年 U33E253 入門演習　４組 2 飯田　哲文

専攻 選択 前期 1年 U33E254 入門演習　５組 2 神谷　祐介

専攻 選択 前期 1年 U33E261 入門演習　６組 2 岩熊　典乃

専攻 選択 前期 1年 U33E256 入門演習　７組 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド

専攻 選択 前期 1年 U33E255 入門演習　８組 2 上田　有里奈

専攻 選択 前期 1年 U33E258 入門演習　９組 2 小瀬　一

専攻 選択 前期 1年 U33E257 入門演習　１０組 2 太谷　亜由美

専攻 選択 前期 1年 U33E260 入門演習　１１組 2 澤田　有希子

専攻 選択 前期 1年 U33E259 入門演習　１２組 2 倉橋　耕平

専攻 選択 前期 1年 U33E262 入門演習　１３組 2 島根　良枝

水曜日２講時（後期）　３／３

諸課程科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

英語コミュニケーションコース科目

水曜日３講時（通年・前期）　１／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 選択 前期 1年 U33E263 入門演習　１４組 2 髙谷　真城

専攻 選択 前期 1年 U33E264 入門演習　１５組 2 新豊　直輝

専攻 選択 前期 1年 U33E265 入門演習　１６組 2 津田　耕一

専攻 選択 前期 1年 U33E266 入門演習　１７組 2 竹内　真彦

専攻 選択 前期 1年 U33E267 入門演習　１８組 2 西川　弘展

専攻 選択 前期 1年 U33E268 入門演習　１９組 2 田中　利和

専攻 選択 前期 1年 U33E269 入門演習　２０組 2 西山　俊一

専攻 選択 前期 1年 U33E270 入門演習　２１組 2 谷　直樹

専攻 選択 前期 1年 U33E271 入門演習　２２組 2 彭　宇潔

専攻 選択 前期 1年 U33E272 入門演習　２３組 2 辻田　素子

専攻 選択 前期 1年 U33E273 入門演習　２４組 2 許　仁教

専攻 選択 前期 1年 U33E274 入門演習　２５組 2 田　園

専攻 選択 前期 1年 U33E275 入門演習　２６組 2 森　瑞季

専攻 選択 前期 1年 U33E276 入門演習　２７組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U33E277 入門演習　２８組 2 籔田　有紀子

専攻 選択 前期 1年 U33E278 入門演習　２９組 2 原田　太津男

専攻 選択 前期 1年 U33E279 入門演習　３０組 2 吉田　哲

専攻 選択 前期 1年 U33E282 入門演習　３１組 2 兵庫　一也

専攻 選択 前期 2年～ U33E231 留学英語Ⅱ　 2 ゴーマン　ジョン ●

教養 前期 2年～ U33K621 現代社会とメディア　※2015年度以降入学生対象 2 松浦　さと子 ▲

教養 前期 2年～ U33K625 現代社会と福祉　※2015年度以降入学生対象 2 高田　敏司 ▲

教養 前期 2年～ U33K633 人類進化学　 2 國松　豊 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U33K631 数学への旅　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 平岡　敬浩 ▲

教養 前期 2年～ U33K641 健康とスポーツ　 2 河合　美香 ▲

教養 前期 2年～ U33K622 ＜共通＞マスコミ論Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 松浦　さと子 ▲

教養 前期 2年～ U33K501 英語ⅡＲ１　 2 島　令子 ▲

教養 前期 2年～ U33K502 英語ⅡＳ１　 2 ダマッコ　オリバー ▲

教養 前期 2年～ U33K503 英語ⅡＳ１　 2 ハクショウ　ポール ▲

教養 前期 2年～ U33K511 ドイツ語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 前期 2年～ U33K512 ドイツ語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 前期 2年～ U33K513 フランス語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 前期 2年～ U33K514 フランス語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 前期 2年～ U33K515 中国語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 　岩 ●

教養 前期 2年～ U33K516 中国語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 　岩 ●

教養 前期 2年～ U52K511 スペイン語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 安藤　真次郎 ●

教養 前期 2年～ U52K512 スペイン語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 安藤　真次郎 ●

教養 前期 2年～ U33K537 ポルトガル語Ⅰ　 2 東光　博英 ▲

国際 前期 3年～ U33P104 ドイツ語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

水曜日３講時（通年・前期）　２／３

国際関係コース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 前期 3年～ U33P103 ドイツ語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

国際 前期 3年～ U33P106 フランス語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子

国際 前期 3年～ U33P105 フランス語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子

国際 前期 3年～ U33P108 中国語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 　岩

国際 前期 3年～ U33P107 中国語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 　岩

国際 前期 3年～ U33P110 スペイン語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 安藤　真次郎

国際 前期 3年～ U33P109 スペイン語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 安藤　真次郎

国際 前期 3年～ U33P111 ポルトガル語Ⅰ　 2 東光　博英

英語 前期 4年 U33P204 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅱ　 2 今村　潔

英語 前期 4年 U33P201 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅱ　 2 ロザーティ　サイモン

英語 前期 4年 U33P203 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅱ　 2 ホワイト　ショーン・アラン

英語 前期 4年 U33P202 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅱ　 2 メベッド　シェリフ

スポ 前期 4年 U33P301 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 鈴木　啓央

スポ 前期 4年 U33P306 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 鈴木　啓央

スポ 前期 4年 U33P302 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 松畑　尚子

スポ 前期 4年 U33P307 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 松畑　尚子

スポ 前期 4年 U33P303 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 松永　敬子

スポ 前期 4年 U33P308 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 松永　敬子

スポ 前期 4年 U33P304 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 村田　健三郎

スポ 前期 4年 U33P309 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 村田　健三郎

スポ 前期 4年 U33P305 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 渡辺　英児

スポ 前期 4年 U33P310 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 渡辺　英児

環境 前期 3年～ U33P401 環境エネルギー政策　 2 豊田　陽介

教職 前期 3年～ U33Z102 商業科教育法Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 ② 池田　武

教職 前期 3年～ U33Z121 生徒指導論　※2018年度以前入学生対象 ② 須原　洋次

諸課程科目

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

水曜日３講時（通年・前期）　３／３

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年 U33E330 統計学入門　Ａ組 2 木下　信

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年 U33E331 統計学入門　Ｂ組 2 蛭川　雅之

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年 U33E332 統計学入門　Ｃ組 2 溝渕　英之

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年 U33E333 統計学入門　Ｄ組 2 安達　晃史

専攻 現経 後期 2年 U33E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 田中　利和

専攻 現経 後期 2年～ U33E338 観光経済論　 2 西川　芳昭

専攻 現経 後期 3年～ U33E339 現特　ビジネス戦略論　 2 古我　知史

専攻 国経 後期 2年～ U33E310 国特　国際ＮＧＯ論　 4 髙橋　美和子 水４ ●

専攻 選択 後期 1年～ U33E334 経済英語Ⅰ　 2 渡辺　敦 ●

専攻 選択 後期 2年～ U33E335 経済英語Ⅱ　 2 細田　信輔 ●

専攻 選択 後期 2年～ U33E336 留学英語Ⅳ　 2 ゴーマン　ジョン ●

専攻 選択 後期 1年～ U33E337 情報と経済　 2 西本　秀樹

教養 後期 2年～ U33K671 現代社会の諸問題　※2015年度以降入学生対象 2 松浦　さと子 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U33K681 数学への旅　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 平岡　敬浩 ▲

教養 後期 2年～ U33K691 健康とスポーツ　 2 河合　美香 ▲

教養 後期 2年～ U33K672 情報社会論　※2014年度以前入学生対象 2 松浦　さと子 ▲

教養 後期 2年～ U33K551 英語ⅡＲ２　 2 島　令子 ▲

教養 後期 2年～ U33K552 英語ⅡＳ２　 2 ダマッコ　オリバー ▲

教養 後期 2年～ U33K553 英語ⅡＳ２　 2 ハクショウ　ポール ▲

教養 後期 2年～ U33K561 ドイツ語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 後期 2年～ U33K562 ドイツ語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 後期 2年～ U33K563 フランス語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 後期 2年～ U33K564 フランス語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 後期 2年～ U33K565 中国語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 　岩 ●

教養 後期 2年～ U33K566 中国語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 　岩 ●

教養 後期 2年～ U52K561 スペイン語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 安藤　真次郎 ●

教養 後期 2年～ U52K562 スペイン語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 安藤　真次郎 ●

教養 後期 2年～ U33K587 ポルトガル語Ⅱ　 2 東光　博英 ▲

国際 後期 2年～ U33P153 ドイツ語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

国際 後期 2年～ U33P152 ドイツ語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

国際 後期 2年～ U33P155 フランス語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子

国際 後期 2年～ U33P154 フランス語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子

国際 後期 2年～ U33P157 中国語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 　岩

国際 後期 2年～ U33P156 中国語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 　岩

国際 後期 2年～ U33P159 スペイン語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 安藤　真次郎

国際 後期 2年～ U33P158 スペイン語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 安藤　真次郎

国際 後期 2年～ U33P160 ポルトガル語Ⅱ　 2 東光　博英

国際関係コース科目

水曜日３講時（後期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 後期 3年 U33P151 特別演習Ⅱ　 4 安田　圭史

英語 後期 3年～ U33P255 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅰ　 2 ホワイト　ショーン・アラン

英語 後期 3年～ U33P251 Ｓｅｍｉｎａｒ　Ⅰ　 2 ロザーティ　サイモン

英語 後期 4年 U33P256 卒業研究　※2017年度以降入学生対象 4 今村　潔

英語 後期 4年 U33P257 卒業研究　※2016年度以前入学生対象 ④ 今村　潔

英語 後期 4年 U33P258 卒業研究　※2017年度以降入学生対象 4 メベッド　シェリフ

英語 後期 4年 U33P259 卒業研究　※2016年度以前入学生対象 ④ メベッド　シェリフ

スポ 後期 3年 U33P351 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 佐々木　浩雄

スポ 後期 3年 U33P358 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 佐々木　浩雄

スポ 後期 3年 U33P352 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 鈴木　啓央

スポ 後期 3年 U33P359 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 鈴木　啓央

スポ 後期 3年 U33P353 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 長谷川　裕

スポ 後期 3年 U33P360 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 長谷川　裕

スポ 後期 3年 U33P354 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 松畑　尚子

スポ 後期 3年 U33P361 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 松畑　尚子

スポ 後期 3年 U33P355 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 松永　敬子

スポ 後期 3年 U33P362 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 松永　敬子

スポ 後期 3年 U33P356 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 村田　健三郎

スポ 後期 3年 U33P363 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 村田　健三郎

スポ 後期 3年 U33P357 特別演習Ⅱ　※2017年度以降入学生対象 4 渡辺　英児

スポ 後期 3年 U33P364 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 渡辺　英児

環境 後期 2年～ U33P451 環境と経済　 2 李　態妍

教職 後期 3年～ U33Z153 商業科教育法Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 ② 池田　武

司書 後期 2年～ U33Z601 （司）情報サービス実習Ｂ　（ア） ① 西尾　純子 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 通年 3年～ U34E101 社会政策　 4 太谷　亜由美

教養 前期 2年～ U34K601 哲学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 信田　尚久 ▲

教養 前期 2年～ U34K632 民族の自然誌　 2 門脇　浩明 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U34K631 数学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 平岡　敬浩 ▲

教養 前期 1年～ U34K602 自然論　※2014年度以前入学生対象 2 信田　尚久 ▲

教養 前期 2年～ U34K501 英語ⅡＲ１　 2 藤井　晶宏 ▲

環境サイエンスコース科目

水曜日４講時（通年・前期）　１／２

水曜日３講時（後期）　２／２

諸課程科目

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 2年～ U34K502 英語ⅡＳ１　 2 ダマッコ　オリバー ▲

教養 前期 2年～ U34K503 英語ⅡＳ１　 2 ハクショウ　ポール ▲

教養 前期 2年～ U34K511 ドイツ語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 前期 2年～ U34K512 ドイツ語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 前期 2年～ U34K513 フランス語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 前期 2年～ U34K514 フランス語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 前期 2年～ U33K517 スペイン語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 川久保　スミカ ●

教養 前期 2年～ U33K518 スペイン語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 川久保　スミカ ●

教養 前期 3年～ U34K538 ポルトガル語ⅢＡ　 2 東光　博英 ▲

教養 前期 3年～ U34K531 中国語コミュニケーションⅡ　 2 　岩 ▲

国際 前期 3年～ U34P103 ドイツ語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

国際 前期 3年～ U34P102 ドイツ語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

国際 前期 3年～ U34P105 フランス語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子

国際 前期 3年～ U34P104 フランス語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子

国際 前期 3年～ U34P107 スペイン語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 川久保　スミカ

国際 前期 3年～ U34P106 スペイン語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 川久保　スミカ

国際 前期 3年～ U34P108 ポルトガル語ⅢＡ　 2 東光　博英

国際 前期 3年～ U34P101 中国語コミュニケーションⅡ　 2 　岩

英語 前期 3年～ U34P201 Ｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　 2 ゴーマン　ジョン

教職 前期 2年～ U34Z122 生徒・進路指導論　※2019年度以降入学生対象 ② 橋本　雅子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 国経 後期 2年～ U33E310 国特　国際ＮＧＯ論　 4 髙橋　美和子 水３ ●

専攻 選択 後期 1年～ U34E330 経済英語Ⅰ　 2 稲井　誠 ●

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U34K681 数学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 平岡　敬浩 ▲

教養 後期 2年～ U34K691 スポーツと人権・平和　 2 冨田　英司 ▲

教養 後期 2年～ U34K551 英語ⅡＲ２　 2 藤井　晶宏 ▲

教養 後期 2年～ U34K552 英語ⅡＳ２　 2 ダマッコ　オリバー ▲

教養 後期 2年～ U34K553 英語ⅡＳ２　 2 ハクショウ　ポール ▲

教養 後期 2年～ U34K561 ドイツ語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 後期 2年～ U34K562 ドイツ語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ ●

教養 後期 2年～ U34K563 フランス語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 後期 2年～ U34K564 フランス語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子 ●

教養 後期 2年～ U33K567 スペイン語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 川久保　スミカ ●

水曜日４講時（後期）　１／２

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

諸課程科目

水曜日４講時（通年・前期）　２／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 後期 2年～ U33K568 スペイン語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 川久保　スミカ ●

教養 後期 3年～ U34K588 ポルトガル語ⅢＢ　 2 東光　博英 ▲

教養 後期 2年～ U34K581 中国語コミュニケーションⅠ　 2 　岩 ▲

国際 後期 2年～ U34P160 アジアの地域・都市政策　 2 吉積　巳貴

国際 後期 2年～ U34P154 ドイツ語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

国際 後期 2年～ U34P153 ドイツ語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 オオハシ　ヴァルトラ

国際 後期 2年～ U34P156 フランス語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 橋本　知子

国際 後期 2年～ U34P155 フランス語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 橋本　知子

国際 後期 2年～ U34P158 スペイン語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 川久保　スミカ

国際 後期 2年～ U34P157 スペイン語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 川久保　スミカ

国際 後期 3年～ U34P159 ポルトガル語ⅢＢ　 2 東光　博英

国際 後期 2年～ U34P151 中国語コミュニケーションⅠ　 2 　岩

英語 後期 3年～ U34P251 Ｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　 2 ゴーマン　ジョン

環境 後期 2年～ U34P451 学部共通特別講義Ａ　 2 傅　喆

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 前期 3年～ U35K316 ドイツ語Ⅲ※再履修用　 1 橋本　淑恵 ■

外国語/言語 前期 2年～ U35K326 フランス語Ⅱ　※再履修用 2 橋本　知子 金５ ■

外国語/言語 前期 2年～ U35K349 中国語Ⅱ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 金５ ■

教養 前期 3年～ U35K111 仏教の思想Ｂ　※再履修用 2 壬生　泰紀

教養 前期 1年 U35K112 仏教の思想Ｂ　※9月入学生クラス 2 壬生　泰紀

教職 通年 3年～ U35Z111 人文地理学　 ④ 片上　廣子

本山 通年 2年～ U35Z201 真宗学概論　 ④ 北岑　大至

教職 前期 2年～ U35Z131 教職論　 ② 橋本　雅子

司書 前期 2年～ U35Z601 （司）情報サービス論　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 後期 2年～ U35K366 ドイツ語Ⅲ※再履修用　 1 橋本　淑恵 ■

外国語/言語 後期 1年～ U35K399 中国語Ⅰ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 金５ ■

教養 後期 2年～（注） U35K161 仏教の思想Ａ　※再履修用 2 壬生　泰紀

教養 後期 1年 U35K162 仏教の思想Ａ　※9月入学生クラス 2 壬生　泰紀

諸課程科目

水曜日４講時（後期）　２／２

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

環境サイエンスコース科目

水曜日５講時（後期）　１／２

水曜日５講時（通年・前期）

（注）通常、本科目は、3年次以降しか受講できない科目ですが、受講機会を保証するために、2年次生も履修登録が可能となっています（2年次生
が全員受講する前期水曜日1講時の「基礎演習Ⅱ」と「仏教の思想A」が重複しており、2年次生が前期に「仏教の思想A」を受講できないため）。



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教職 後期 2年～ U35Z158 特別支援教育概論　 ② 宮本　郷子

司書 後期 2年～ U35Z602 （司）図書館情報資源特論　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 前期 2年～ U36Z601 （司）児童サービス論　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 後期 2年～ U36Z602 （司）情報サービス実習Ｂ　（ウ） ① 西尾　純子 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 国経 通年 3年～ U41E101 比較経済論　 4 小野塚　佳光

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U41E230 ミクロ経済学入門Ⅰ　Ａ組（再含む） 2 石橋　郁雄

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U41E231 ミクロ経済学入門Ⅰ　Ｂ組（再含む） 2 田　園

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U41E232 ミクロ経済学入門Ⅰ　Ｃ組（再含む） 2 若山　琢磨

専攻 基礎Ⅰ 前期 1年～ U41E233 ミクロ経済学入門Ⅰ　Ｄ組（再含む） 2 秋田　将知

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U11E210 経済史　 4 細田　信輔 月１ ●

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U11E211 マクロ経済学　 4 溝渕　英之 月１

外国語/言語 前期 1年～ U41K441 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 前期 2年～ U41K603 歴史学入門　 2 手嶋　泰伸 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U41K601 芸術の世界Ａ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 朝倉　洋 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U41K604 西洋の歴史Ｂ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 上垣　豊 ▲

教養 （自然基幹） 前期 2年～ U41K631 時間と空間の科学　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 成子　篤 ▲

教養 前期 2年～ U41K632 平和学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 小長谷　大介 ▲

教養 前期 2年～ U41K641 スポーツ文化史　 2 佐々木　浩雄 ▲

教養 前期 1年～ U41K633 平和学Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 小長谷　大介 ▲

教養 前期 2年～ U41K605 ヨーロッパの歴史Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 上垣　豊 ▲

教養 前期 2年～ U11K631 数学の世界　 4 松木　敏彦 月１ ▲

諸課程科目

諸課程科目

諸課程科目

水曜日６講時（通年・前期）

水曜日６講時（後期）

木曜日１講時（通年・前期）　１／２

水曜日５講時（後期）　２／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 2年～ U41K602 音楽の世界Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 朝倉　洋 ▲

教養 前期 2年～ U41K533 ラテン語Ⅰ　 1 井澤　清 ▲

国際 前期 3年～ U41P106 欧州の地域・都市政策　 2 阿部　大輔

英語 前期 3年～ U21P205 Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　 4 ホワイト　ショーン・アラン 火１ ●

環境 前期 3年～ U41P401 自然保護論　 2 高柳　敦

環境 前期 3年～ U41P402 水界生態論　 2 岡野　淳一

教職 前期 2年～ U41Z121 学校教育社会学　 ② 佐藤　貴宣

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U41E330 ミクロ経済学入門Ⅱ　Ａ組（再含む） 2 石橋　郁雄

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U41E331 ミクロ経済学入門Ⅱ　Ｂ組（再含む） 2 髙谷　真城

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U41E332 ミクロ経済学入門Ⅱ　Ｃ組（再含む） 2 若山　琢磨

専攻 基礎Ⅰ 後期 1年～ U41E333 ミクロ経済学入門Ⅱ　Ｄ組（再含む） 2 秋田　将知

専攻 国経 後期 2年～ U11E310 ヨーロッパ経済史　 4 細田　信輔 月１ ●

外国語/言語 後期 1年～ U41K491 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 後期 2年～ U41K653 歴史学入門　 2 手嶋　泰伸 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U41K651 芸術の世界Ｂ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 朝倉　洋 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U41K654 西洋の歴史Ｃ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 上垣　豊 ▲

教養 （自然基幹） 後期 2年～ U41K683 時間と空間の科学　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 成子　篤 ▲

教養 後期 2年～ U41K681 宇宙の科学Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 2 中野　寛之 ▲

教養 後期 2年～ U41K684 自然科学史Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 2 太田　由佳 ▲

教養 後期 2年～ U41K655 ヨーロッパの歴史Ｃ　※2014年度以前入学生対象 2 上垣　豊 ▲

教養 後期 1年～ U41K685 自然科学史　※2014年度以前入学生対象 2 太田　由佳 ▲

教養 後期 2年～ U11K681 数学の世界　 4 久保　利久 月１ ▲

教養 後期 2年～ U41K652 音楽の世界Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 朝倉　洋 ▲

教養 後期 1年～ U41K682 星の誕生と進化　※2014年度以前入学生対象 2 中野　寛之 ▲

教養 後期 2年～ U41K583 ラテン語Ⅱ　 1 井澤　清 ▲

国際 後期 2年～ U11P151 ヨーロッパ経済史　 4 細田　信輔 月１ ●

英語 後期 3年～ U21P255 Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　 4 ホワイト　ショーン・アラン 火１ ●

木曜日１講時（通年・前期）　２／２

木曜日１講時（後期）　１／２

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教職 後期 2年～ U41Z152 学校教育社会学　 ② 佐藤　貴宣

教職 後期 3年～ U41Z151 教育の方法と技術　 ② 大西　俊弘

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 通年 2年～ U42K606 人文科学セミナー　※2015年度以降入学生対象 4 廣瀬　純 ▲

教養 通年 2年～ U42K637 人間の生物学　※2015～2018年度入学生対象 4 國松　豊 ▲

教養 通年 2年～ U42K638 生理学　※2014年度以前入学生対象 4 國松　豊 ▲

教養 通年 2年～ U42K607 歴史と文化総合研究　※2014年度以前入学生対象 4 廣瀬　純 ▲

専攻 現経 前期 4年 U33E281 演習Ⅱ　（４年生） 2 溝渕　英之

専攻 現経 前期 3年 U42E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 西垣　泰幸

専攻 選択 前期 2年～ U42E230 中級商業簿記　※他学部科目 2 濵田　崇嘉 ●

専攻 選択 前期 2年～ U12E210 留学英語Ⅰ　 4 ドラグナ　ラルカ　マリア 月２ ●

外国語/言語 前期 1年 U42K201 英語総合１（Ｂ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 ドールトン　フランク

外国語/言語 前期 1年 U42K202 英語総合１（Ｂ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 三村　仁彦

外国語/言語 前期 1年 - 英語ⅠＣ　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 前期 1年 U42K203 英語総合１（Ｂ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 山本　直子

外国語/言語 前期 1年 U42K204 英語総合１（Ｂ）　３０３　※2019年度以降入学生対象 1 馬場　智姫

外国語/言語 前期 1年 U42K205 英語総合１（Ｂ）　３０４　※2019年度以降入学生対象 1 中尾　幸子

外国語/言語 前期 1年 U42K206 英語総合１（Ｂ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 田中　友理

外国語/言語 前期 1年 U42K207 英語総合１（Ｂ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　和也

外国語/言語 前期 1年 U42K208 英語総合１（Ｂ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 恩地　幸

外国語/言語 前期 1年 U42K209 英語総合１（Ｂ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　敦子

外国語/言語 前期 1年 U42K210 英語総合１（Ｂ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 尼崎　俊朗

外国語/言語 前期 1年 U42K211 英語総合１（Ｂ）　２０６　※2019年度以降入学生対象 1 早川　由希子

外国語/言語 前期 1年 U42K212 英語総合１（Ｂ）　２０７　※2019年度以降入学生対象 1 西川　由美子

外国語/言語 前期 1年 U42K213 英語総合１（Ｂ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 霧道　哲彦

外国語/言語 前期 1年 U42K214 英語総合１（Ｂ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 筒井　香代子

外国語/言語 前期 1年 U42K215 英語総合１（Ｂ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 村瀬　文子

外国語/言語 前期 1年 U42K216 英語総合１（Ｂ）　１０４　※2019年度以降入学生対象 1 高　岩

外国語/言語 前期 1年～ U42K441 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 前期 2年～ U42K141 歎異抄の思想Ⅰ　 2 佐々木　大悟 ▲

教養 前期 2年～ U42K605 歴史学入門　 2 藤原　崇人 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U42K601 芸術の世界Ａ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 朝倉　洋 ▲

教養 （人文基幹） 前期 2年～ U42K602 芸術の世界Ａ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 石谷　治寛

教養 前期 2年～ U42K608 大学論　 2 入谷　秀一　ほか ▲

木曜日１講時（後期）　２／２

木曜日２講時（通年・前期）　１／３

諸課程科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 2年～ U42K621 国際社会論　※2015年度以降入学生対象 2 原田　太津男 ▲

教養 前期 2年～ U42K624 地域論　※2015年度以降入学生対象 2 鍬塚　賢太郎 ▲

教養 前期 2年～ U42K626 社会思想史　※2015年度以降入学生対象 2 舟木　徹男 ▲

教養 前期 2年～ U42K635 動物の自然誌　 2 松本　卓也 ▲

教養 前期 2年～ U42K631 エネルギー入門　※2015年度以降入学生対象 2 阪上　雅昭 ▲

教養 前期 2年～ U42K633 科学論　※2015年度以降入学生対象 2 但馬　亨 ▲

教養 前期 2年～ U42K636 人間の生物学Ⅰ　※2019年度以降入学生対象 2 國松　豊 ▲

教養 自然基幹 前期 2年～ U42K639 情報科学入門　※2015年度以降入学生対象 2 新井　潤 ▲

教養 前期 1年～ U42K641 スポーツ技術学演習（バレーボール）　 2 今井　啓介 ▲

教養 前期 1年～ U42K642 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河合　美香 ▲

教養 前期 2年～ U42K622 国際社会と経済　※2014年度以前入学生対象 2 原田　太津男 ▲

教養 前期 1年～ U42K632 エネルギーの基礎　※2014年度以前入学生対象 2 阪上　雅昭 ▲

教養 前期 2年～ U42K640 情報科学入門Ⅰ　※2014年度以前入学生対象 2 新井　潤 ▲

教養 前期 2年～ U42K604 欧米の文化Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 石谷　治寛

教養 前期 2年～ U42K603 音楽の世界Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 朝倉　洋 ▲

教養 前期 2年～ U42K625 地域科学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 鍬塚　賢太郎 ▲

教養 前期 2年～ U42K634 自然科学の論理　※2014年度以前入学生対象 2 但馬　亨 ▲

教養 前期 2年～ U42K511 ドイツ語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 佐藤　和弘 ●

教養 前期 2年～ U42K512 ドイツ語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 佐藤　和弘 ●

教養 前期 2年～ U42K513 中国語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 張　応華 ●

教養 前期 2年～ U42K514 中国語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 張　応華 ●

教養 前期 2年～ U42K515 コリア語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 森　貴実代 ●

教養 前期 2年～ U42K516 コリア語セミナーＣ　※2014～2018年度入学生対象 2 森　貴実代 ●

国際 前期 3年～ U42P109 国際比較社会論　 2 妻木　進吾

国際 前期 3年～ U42P104 ドイツ語セミナーＡ　※2018年度以前入学生対象 2 佐藤　和弘

国際 前期 3年～ U42P103 ドイツ語セミナーⅠＡ　※2019年度以降入学生対象 2 佐藤　和弘

国際 前期 3年～ U42P106 中国語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 張　応華

国際 前期 3年～ U42P105 中国語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 張　応華

国際 前期 3年～ U42P108 コリア語セミナーＣ　※2014～2018年度入学生対象 2 森　貴実代

国際 前期 3年～ U42P107 コリア語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 森　貴実代

国際 前期 3年～ U21P103 学部共通特別講義Ⅰ　 4 今村　潔 月２

国際 前期 3年～ U42P101 英語コミュニケーションⅡ　 2 ロザーティサラ・Ｙ．

国際 前期 3年～ U42P102 国際ジャーナリズム論　 2 大場　吾郎

英語 前期 3年～ U42P201 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｖｅ　Ｇｒａｍｍａｒ　Ⅱ　 2 碓井　智子 ●

英語 前期 3年～ U12P102 学部共通特別講義Ⅰ　 4 今村　潔 月２

木曜日２講時（通年・前期）　２／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

スポ 前期 3年～ U42P301 スポーツ政策論　 2 松畑　尚子

環境 前期 3年～ U42P401 複雑系の科学　 2 成子　篤

環境 前期 3年～ U42P402 生物共棲論　 2 竹内　剛

本山 通年 2年～ U42Z201 仏教学概論　 ④ 小野嶋　祥雄

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U12E310 マクロ経済学　 4 川元　康一 月２

専攻 現経 後期 3年 U42E350 演習Ⅱ　（３年生） 2 西垣　泰幸

専攻 現経 後期 2年～ U12E312 労働経済学　 4 新豊　直輝 月２

専攻 現経 後期 2年～ U12E313 地域産業論　 4 辻田　素子 月２

専攻 現経 後期 2年～ U42E330 プログラミング言語Ｂ　 2 溝渕　英之 ●

専攻 国経 後期 2年～ U12E314 比較経済論　 4 田中　利和 月２

専攻 選択 後期 2年～ U12E311 留学英語Ⅲ　 4 ドラグナ　ラルカ　マリア 月２ ●

外国語/言語 後期 1年 U42K251 英語総合２（Ｂ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 ドールトン　フランク

外国語/言語 後期 1年 U42K252 英語総合２（Ｂ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 三村　仁彦

外国語/言語 後期 1年 - 英語ⅠＤ　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 後期 1年 U42K253 英語総合２（Ｂ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 山本　直子

外国語/言語 後期 1年 U42K254 英語総合２（Ｂ）　３０３　※2019年度以降入学生対象 1 馬場　智姫

外国語/言語 後期 1年 U42K255 英語総合２（Ｂ）　３０４　※2019年度以降入学生対象 1 中尾　幸子

外国語/言語 後期 1年 U42K256 英語総合２（Ｂ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 田中　友理

外国語/言語 後期 1年 U42K257 英語総合２（Ｂ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　和也

外国語/言語 後期 1年 U42K258 英語総合２（Ｂ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 恩地　幸

外国語/言語 後期 1年 U42K259 英語総合２（Ｂ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　敦子

外国語/言語 後期 1年 U42K260 英語総合２（Ｂ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 尼崎　俊朗

外国語/言語 後期 1年 U42K261 英語総合２（Ｂ）　２０６　※2019年度以降入学生対象 1 早川　由希子

外国語/言語 後期 1年 U42K262 英語総合２（Ｂ）　２０７　※2019年度以降入学生対象 1 西川　由美子

外国語/言語 後期 1年 U42K263 英語総合２（Ｂ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 霧道　哲彦

外国語/言語 後期 1年 U42K264 英語総合２（Ｂ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 筒井　香代子

外国語/言語 後期 1年 U42K265 英語総合２（Ｂ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 村瀬　文子

外国語/言語 後期 1年 U42K266 英語総合２（Ｂ）　１０４　※2019年度以降入学生対象 1 高　岩

外国語/言語 後期 1年～ U42K491 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 後期 2年～ U42K191 歎異抄の思想Ⅱ　 2 佐々木　大悟 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U42K661 現代社会と教育Ｂ　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 渋谷　亮 ▲

教養 後期 2年～ U42K660 歴史学入門　 2 藤原　崇人 ▲

諸課程科目

木曜日２講時（通年・前期）　３／３

木曜日２講時（後期）　１／３

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 後期 2年～ U42K651 哲学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 山口　尚 ▲

教養 後期 2年～ U42K653 倫理学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 安村　恵子 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U42K656 芸術の世界Ｂ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 朝倉　洋 ▲

教養 （人文基幹） 後期 2年～ U42K657 芸術の世界Ｂ　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：人文基幹 2 石谷　治寛 ▲

教養 後期 2年～ U42K662 大学論　 2 竹内　綱史　ほか ▲

教養 後期 2年～ U42K677 環境と社会　 2 清水　万由子 ▲

教養 後期 2年～ U42K678 環境と社会　※2015年度以降入学生対象 2 桒垣　豊 ▲

教養 後期 2年～ U42K680 ジェンダー論　※2015年度以降入学生対象 2 葛西　映吏子 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U42K670 法学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 赤池　一将 ▲

教養 後期 2年～ U42K754 地域論　※2015年度以降入学生対象 2 鍬塚　賢太郎 ▲

教養 （自然基幹） 後期 2年～ U42K681 時間と空間の科学　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 成子　篤 ▲

教養 後期 2年～ U42K682 エネルギー入門　※2015年度以降入学生対象 2 阪上　雅昭 ▲

教養 後期 2年～ U42K684 科学論　※2015年度以降入学生対象 2 但馬　亨 ▲

教養 後期 2年～ U42K686 人間の生物学Ⅱ　※2019年度以降入学生対象 2 國松　豊 ▲

教養 後期 2年～ U42K687 情報科学Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 2 新井　潤 ▲

教養 後期 1年～ U42K691 スポーツ技術学演習（バレーボール）　 2 今井　啓介 ▲

教養 後期 1年～ U42K692 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河合　美香 ▲

教養 後期 1年～ U42K679 環境問題と企業　※2014年度以前入学生対象 2 桒垣　豊 ▲

教養 後期 2年～ U12K652 日本の文化　 4 手嶋　泰伸 月２ ▲

教養 後期 1年～ U42K683 エネルギーの基礎　※2014年度以前入学生対象 2 阪上　雅昭 ▲

教養 後期 1年～ U42K751 ジェンダー論　※2014年度以前入学生対象 2 葛西　映吏子 ▲

教養 後期 1年～ U42K654 倫理思想Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 安村　恵子 ▲

教養 後期 2年～ U42K671 女性と法　※2014年度以前入学生対象 2 赤池　一将 ▲

教養 後期 2年～ U42K652 哲学思想Ｃ　※2014年度以前入学生対象 2 山口　尚 ▲

教養 後期 2年～ U42K688 情報科学入門Ⅱ　※2014年度以前入学生対象 2 新井　潤 ▲

教養 後期 2年～ U42K659 欧米の文化Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 石谷　治寛 ▲

教養 後期 2年～ U42K658 音楽の世界Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 朝倉　洋 ▲

教養 後期 2年～ U42K755 地域科学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 鍬塚　賢太郎 ▲

教養 後期 2年～ U42K685 自然科学の論理　※2014年度以前入学生対象 2 但馬　亨 ▲

教養 後期 2年～ U42K561 ドイツ語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 佐藤　和弘 ●

教養 後期 2年～ U42K562 ドイツ語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 佐藤　和弘 ●

教養 後期 2年～ U42K563 中国語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 張　応華 ●

教養 後期 2年～ U42K564 中国語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 張　応華 ●

教養 後期 2年～ U42K565 コリア語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 森　貴実代 ●

教養 後期 2年～ U42K566 コリア語セミナーＤ　※2014～2018年度入学生対象 2 森　貴実代 ●

国際 後期 2年～ U12P160 比較経済論　 4 田中　利和 月２

木曜日２講時（後期）　２／３

国際関係コース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 後期 2年～ U42P159 中国政治論　 2 松本　充豊

国際 後期 2年～ U42P154 ドイツ語セミナーＢ　※2018年度以前入学生対象 2 佐藤　和弘

国際 後期 2年～ U42P153 ドイツ語セミナーⅠＢ　※2019年度以降入学生対象 2 佐藤　和弘

国際 後期 2年～ U42P156 中国語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 張　応華

国際 後期 2年～ U42P155 中国語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 張　応華

国際 後期 2年～ U42P158 コリア語セミナーＤ　※2014～2018年度入学生対象 2 森　貴実代

国際 後期 2年～ U42P157 コリア語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 森　貴実代

国際 後期 2年～ U42P151 英語コミュニケーションⅠ　 2 ロザーティサラ・Ｙ．

国際 後期 2年～ U42P152 異文化研究Ａ　 2 大場　吾郎

英語 後期 2年～ U42P251 Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ　 2 今村　潔

英語 後期 2年～ U42P252 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｖｅ　Ｇｒａｍｍａｒ　Ⅰ　 2 碓井　智子 ●

英語 後期 4年 U42P257 卒業研究　※2017年度以降入学生対象 4 ホワイト　ショーン・アラン

英語 後期 4年 U42P258 卒業研究　※2016年度以前入学生対象 ④ ホワイト　ショーン・アラン

スポ 後期 3年～ U42P351 スポーツ法学　 2 岡本　大典

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U13E210 ミクロ経済学　 4 石橋　郁雄 月３

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U13E211 国際経済学　 4 澤田　有希子 月３

専攻 現経 前期 3年 U43E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 新豊　直輝

専攻 現経 前期 2年～ U43E210 地域活性化ＰＪ京都ものづくりⅠ　 4 辻田　素子 木４ ●

専攻 現経 前期 3年～ U13E212 企業金融論　 4 田　園 月３

専攻 現経 前期 2年～ U13E213 総合政策論　 4 西垣　泰幸 月３

専攻 国経 前期 3年 U43E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 神谷　祐介

外国語/言語 前期 2年～ U15K316 ドイツ語Ⅱ　※再履修用 2 益　敏郎 月５ ■

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U13K607 アジアの歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 牛根　靖裕 月３ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U13K608 アジアの歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 藤原　崇人 月３ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U43K606 中国の文学Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 西川　靖二 ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U43K607 文章表現法Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 田口　律男 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U43K601 哲学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 丸山　英幸 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U43K603 宗教の世界Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U43K608 言語と文化　※2015年度以降入学生対象 2 木下　謙朗 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U13K611 西洋の歴史Ａ　※2015年度以降入学生対象 4 上垣　豊 月３ ▲

教養 前期 1年～ U43K701 人権論Ａ 2 妻木　進吾

教養 社会基幹 前期 1年～ U43K624 社会学のすすめ　 2 葛西　映吏子 ▲

スポーツサイエンスコース科目

木曜日２講時（後期）　３／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

木曜日３講時（通年・前期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U43K626 社会学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 小杉　亮子

教養 社会基幹 前期 1年～ U43K700 国際学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 朴　伸次 ▲

教養 前期 2年～ U43K702 国際社会論　※2015年度以降入学生対象 2 井出　真也 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U43K631 時間と空間の科学　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 成子　篤 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U13K638 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 國松　豊 月３ ▲

教養 前期 1年～ U43K641 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 佐々木　浩雄 ▲

教養 前期 1年～ U43K642 スポーツ技術学演習（卓球）　 2 金　尚憲 ▲

教養 前期 1年～ U43K643 スポーツ技術学演習（バレーボール）　 2 今井　啓介 ▲

教養 前期 1年～ U43K644 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河合　美香 ▲

教養 前期 1年～ U43K602 哲学思想Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 丸山　英幸 ▲

教養 前期 2年～ U43K703 国際人権法入門　※2014年度以前入学生対象 2 井出　真也 ▲

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U43K620 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 奥野　恒久 ▲

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U43K621 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 石埼　学 ▲

教養 前期 1年～ U43K604 世界の宗教Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 前期 1年～ U13K612 ヨーロッパの歴史Ａ　※2014年度以前入学生対象 4 上垣　豊 月３ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U13K606 日本の歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 手嶋　泰伸 月３ ▲

教養 前期 1年～ U43K630 経済学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 細田　信輔 ▲

教養 前期 1年～ U43K609 言語と文化Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 木下　謙朗 ▲

教養 前期 2年～ U43K511 フランス語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 石井　素子 ●

教養 前期 2年～ U43K512 フランス語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 石井　素子 ●

国際 前期 3年～ U43P104 フランス語セミナーＣ　※2018年度以前入学生対象 2 石井　素子

国際 前期 3年～ U43P103 フランス語セミナーⅠＣ　※2019年度以降入学生対象 2 石井　素子

国際 前期 4年 U43P101 特別演習Ⅱ　 4 廣瀬　純

英語 前期 3年～ U43P201 英米事情　 2 今村　潔

スポ 前期 3年～ U43P301 スポーツマネジメント論　 2 松永　敬子

環境 前期 2年～ U13P401 コンピュータシステム論　 4 新井　潤 月３

環境サイエンスコース科目

国際関係コース科目

木曜日３講時（通年・前期）　２／２

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U13E310 財政学　 4 西垣　泰幸 月３

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U13E311 経済政策　 4 髙谷　真城 月３

専攻 現経 後期 2年 U43E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 伊達　浩憲

専攻 現経 後期 2年 U43E351 演習Ⅰ　（２年生） 2 辻田　素子

専攻 現経 後期 3年 U43E352 演習Ⅱ　（３年生） 2 新豊　直輝

専攻 国経 後期 3年 U43E353 演習Ⅱ　（３年生） 2 神谷　祐介

外国語/言語 後期 1年～ U15K366 ドイツ語Ⅰ　※再履修用 2 益　敏郎 月５ ■

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U13K663 アジアの歴史Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 藤原　崇人 月３ ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U13K664 アジアの歴史Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 牛根　靖裕 月３ ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U43K653 中国の文学Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 西川　靖二 ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U43K654 文章表現法Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 田口　律男 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U43K651 宗教の世界Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U13K665 西洋の歴史Ａ　※2015年度以降入学生対象 4 上垣　豊 月３ ▲

教養 （社会基幹） 後期 1年～ U43K673 社会学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 葛西　映吏子 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U43K675 国際学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 朴　伸次 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U43K681 時間と空間の科学　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 中野　寛之 ▲

教養 後期 1年～ U13K683 微分と積分　 4 松木　敏彦 月３ ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U13K685 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 國松　豊 月３ ▲

教養 後期 1年～ U43K691 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 松畑　尚子 ▲

教養 後期 1年～ U43K692 スポーツ技術学演習（卓球）　 2 金　尚憲 ▲

教養 後期 1年～ U43K693 スポーツ技術学演習（バレーボール）　 2 今井　啓介 ▲

教養 後期 1年～ U43K694 スポーツ技術学演習（フィットネス）　 2 河合　美香 ▲

教養 （社会基幹） 後期 1年～ U43K671 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 清田　雄治 ▲

教養 後期 1年～ U43K652 世界の宗教Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 後期 1年～ U13K666 ヨーロッパの歴史Ａ　※2014年度以前入学生対象 4 上垣　豊 月３ ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U13K661 日本の歴史Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 手嶋　泰伸 月３ ▲

教養 後期 2年～ U43K561 フランス語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 廣瀬　純 ●

教養 後期 2年～ U43K562 フランス語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 廣瀬　純 ●

国際 後期 3年～ U13P158 国際政治論　 4 野田　葉 月３

国際 後期 2年～ U43P152 フランス語セミナーＤ　※2018年度以前入学生対象 2 廣瀬　純

国際 後期 2年～ U43P151 フランス語セミナーⅠＤ　※2019年度以降入学生対象 2 廣瀬　純

英語 後期 3年～ U43P251 英米事情　 2 今村　潔

スポ 後期 3年～ U43P351 スポーツマーケティング論　 2 松永　敬子

環境 後期 3年～ U43P451 シミュレーション技法　 2 新井　潤

環境サイエンスコース科目

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

木曜日３講時（後期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教職 後期 3年～ U13Z153 国際政治論　 ④ 野田　葉 月３

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U14E210 経済数学 4 兵庫　一也 月４

専攻 基礎Ⅰ 前期 2年～ U44E230 ミクロ経済学入門Ⅱ　※再履修用 2 髙谷　真城

専攻 現経 前期 4年 U44E250 演習Ⅱ　（４年生） 2 川元　康一

専攻 現経 前期 2年～ U43E210 地域活性化ＰＪ京都ものづくりⅠ　 4 田中　利和 木３ ●

専攻 国経 前期 4年 U44E251 演習Ⅱ　（４年生） 2 神谷　祐介

専攻 選択 前期 3年～ U44E231 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍ．Ⅰ　 2 ドールトン　フランク ●

専攻 選択 前期 1年 U44E232 経済学の技法Ⅰ　ク組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U44E233 経済学の技法Ⅰ　ケ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U44E234 経済学の技法Ⅰ　コ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 前期 1年 U44E235 経済学の技法Ⅰ　サ組 2 西本　秀樹

外国語/言語 前期 2年～ U14K406 スペイン語Ⅱ　※再履修用 2 西洞院　遥美 月４ ■

教養 人文基幹 前期 2年～ U44K601 宗教の世界Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 社会基幹 前期 1年～ U44K621 社会学のすすめ　 2 松浦　さと子 ▲

教養 前期 2年～ U44K602 世界の宗教Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 前期 3年～ U44K501 英語ⅢＳ１　 2 ハクショウ　ポール ▲

教養 前期 3年～ U44K502 英語ⅢＧ１　 2 李　洙任 ▲

国際 前期 3年～ U44P104 英語ⅢＳ１　 2 ハクショウ　ポール

国際 前期 3年～ U44P105 英語ⅢＧ１　 2 李　洙任

国際 前期 3年 U44P101 特別演習Ⅰ　 4 廣瀬　純

国際 前期 3年～ U44P102 学部共通特別講義Ⅲ　 2 飯森　伸哉

英語 前期 3年～ U44P201 学部共通特別講義Ⅲ　 2 楊　涛

諸課程科目

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

木曜日３講時（後期）　２／２

木曜日４講時（通年・前期）



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 2年 U44E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 川元　康一

専攻 現経 後期 3年 U44E351 演習Ⅱ　（３年生） 2 辻田　素子

専攻 現経 後期 2年～ U44E336 地域活性化ＰＪ京都ものづくりⅡ　 2 田中　利和 ●

専攻 現経 後期 2年～ U44E337 現特　伝統産業論　 2 北野　裕子

専攻 国経 後期 2年～ U14E310 国際協力論　 4 神谷　祐介 月４

専攻 選択 後期 1年～ U44E335 初級商業簿記　※他学部科目 2 濵田　崇嘉 ●

専攻 選択 後期 3年～ U44E330 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍ．Ⅱ　 2 ドールトン　フランク ●

専攻 選択 後期 1年 U44E331 経済学の技法Ⅱ　ク組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U44E332 経済学の技法Ⅱ　ケ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U44E333 経済学の技法Ⅱ　コ組 2 西本　秀樹

専攻 選択 後期 1年 U44E334 経済学の技法Ⅱ　サ組 2 西本　秀樹

外国語/言語 後期 1年～ U14K456 スペイン語Ⅰ　※再履修用 2 西洞院　遥美 月４ ■

教養 人文基幹 後期 2年～ U44K651 宗教の世界Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 （社会基幹） 後期 1年～ U44K671 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 清田　雄治 ▲

教養 後期 2年～ U44K652 世界の宗教Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 竹内　綱史 ▲

教養 後期 1年～ U44K679 英語で学ぶ日本の社会Ａ　 2 デブナール　ミロシュ ▲

教養 後期 3年～ U44K551 英語ⅢＳ２　 2 ハクショウ　ポール ▲

教養 後期 3年～ U44K552 英語ⅢＧ２　 2 李　洙任 ▲

国際 後期 2年～ U14P155 国際協力論　 4 神谷　祐介 月４

国際 後期 3年～ U44P154 国際法Ⅲ　 2 井出　真也

国際 後期 3年～ U44P151 英語ⅢＳ２　 2 ハクショウ　ポール

国際 後期 3年～ U44P152 英語ⅢＧ２　 2 李　洙任

国際 後期 3年～ U44P153 Ｉｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ　 2 メベッド　シェリフ

英語 後期 3年～ U44P251 Ｉｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ　 2 メベッド　シェリフ

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 前期 4年 U15E210 ミクロ経済学入門　※再履修用 4 髙谷　真城 月５

専攻 現経 前期 2年～ U15E211 計量経済学　 4 池田　裕一 月５

外国語/言語 前期 2年～ U45K220 英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 3年～ U45K230 英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U45K210 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U25K326 フランス語Ⅱ　※再履修用 2 安村　恵子 火５ ■

外国語/言語 前期 2年～ U25K341 中国語Ⅰ　※再履修用 2 王　亜新 火５ ■

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

木曜日４講時（後期）

木曜日５講時（通年・前期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 前期 2年～ U25K348 中国語Ⅱ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 火５ ■

外国語/言語 前期 2年～ U44K406 スペイン語Ⅱ　※再履修用 2 西洞院　遥美 金５ ■

外国語/言語 前期 2年～ U15K411 コリア語Ⅱ　※再履修用　※2014年度以降入学生対象 2 宋　營 月５ ■

教養 前期 2年～ U45K601 教育原論Ａ　 2 渋谷　亮 ▲

教職 通年 3年～ U45Z111 倫理学概論　 ④ 丸山　英幸

教職 前期 1年～ U45Z141 教職コンピュータ基礎　 ② 西山　俊一 ●

司書 前期 1年～ U45Z601 （司）生涯学習概論　 ② 西尾　純子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 後期 2年～ U45E330 マクロ経済学入門Ⅰ　※再履修用 2 岡原　直人

外国語/言語 後期 1年～ U45K270 英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 2年～ U45K280 英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U45K260 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U25K376 フランス語Ⅰ　※再履修用 2 安村　恵子 火５ ■

外国語/言語 後期 1年～ U25K344 中国語Ⅰ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 火５ ■

外国語/言語 後期 2年～ U25K396 中国語Ⅱ　※再履修用 2 陳　洪傑 火５ ■

外国語/言語 後期 1年～ U44K456 スペイン語Ⅰ　※再履修用 2 西洞院　遥美 金５ ■

外国語/言語 後期 1年～ U45K469 コリア語Ⅰ　※再履修用　※2014年度以降入学生対象 2 宋　營 月５ ■

教養 後期 2年～ U45K651 教育原論Ｂ　 2 渋谷　亮 ▲

教職 後期 1年～ U45Z171 教職コンピュータ基礎　 ② 西山　俊一 ●

教職 後期 2年～ U45Z151 教育課程論　 ② 長嶺　寿宣

司書 後期 2年～ U45Z602 （司）情報資源組織実習Ａ　（ア） ① 柳　勝文 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 前期 2年～ U46Z601 （司）情報サービス実習Ｂ　（イ） ① 西尾　純子 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 後期 2年～ U46Z602 （司）情報資源組織実習Ｂ　（ア） ① 柳　勝文 ●

諸課程科目

諸課程科目

諸課程科目

諸課程科目

木曜日５講時（通年・前期）　２／２

木曜日６講時（後期）

木曜日６講時（通年・前期）

木曜日５講時（後期）



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U21E211 社会経済学　 4 金子　裕一郎 火１

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U21E210 統計学　 4 木下　信 火１

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U21E212 国際政治経済学　※2014年度以前入学生：国際経済学科科目 4 原田　太津男 火１

専攻 国経 前期 3年 U51E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド

外国語/言語 前期 1年 - 英語ⅠＧ　専修　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 前期 1年 U21K311 ドイツ語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 江城　忠雄 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K312 ドイツ語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 呉　春吉 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K313 ドイツ語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 中袮　勝美 火１

外国語/言語 前期 2年～ U21K319 ドイツ語Ⅰ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 前期 1年 U21K321 フランス語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 石井　素子 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K322 フランス語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 増田　靖彦 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K323 フランス語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 小柏　裕俊 火１

外国語/言語 前期 2年～ U21K324 フランス語Ⅰ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 前期 1年 U21K331 中国語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 竹内　真彦 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K332 中国語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 岩崎　菜子 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K333 中国語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 励　儲 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K334 中国語Ⅰ　４組（再履修含む） 2 柴　格朗 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K335 中国語Ⅰ　５組（再履修含む） 2 上原　尉暢 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K336 中国語Ⅰ　６組（再履修含む） 2 曹　偉琴 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K337 中国語Ⅰ　７組（再履修含む） 2 櫻木　陽子 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K348 中国語Ⅰ　８組（再履修含む） 2 鄭　萍 火１

外国語/言語 前期 2年～ U21K339 中国語Ⅰ　再履修（１～８組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 前期 1年 U21K401 スペイン語Ⅰ　１組（再履修含む） 2 平井　うらら 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K402 スペイン語Ⅰ　２組（再履修含む） 2 ネグロン　ロベルト 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K403 スペイン語Ⅰ　３組（再履修含む） 2 ロペス　パソス　フアン　ホセ 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K405 スペイン語Ⅰ　４組（再履修含む） 2 磯野　吉美 火１

外国語/言語 前期 2年～ U21K409 スペイン語Ⅰ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 前期 1年 U21K411 コリア語Ⅰ　１組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 柳　綏美 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K412 コリア語Ⅰ　２組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 金　鍾徳 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K413 コリア語Ⅰ　３組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 平田　絵未 火１

外国語/言語 前期 1年 U21K414 コリア語Ⅰ　４組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 伊藤　貴祥 火１

外国語/言語 前期 2年～ U21K415 コリア語Ⅰ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 前期 1年～ U51K441 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 前期 1年～ U51K224 留学生のための英語入門Ａ　※留学生対象科目　※2018年度以前入学生対象 1 玉木　晋太

教養 前期 1年～ U51K225 留学生のための英語入門Ａ　※留学生対象科目　※2019年度以降入学生対象 1 玉木　晋太

教養 前期 2年～ U51K631 自然科学史Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 2 由井　秀樹 ▲

教養 前期 1年～ U51K632 自然科学史　※2014年度以前入学生対象 2 由井　秀樹 ▲

教養 前期 2年～ U51K537 ペルシア語ⅠＢ　※2015年度以降入学生対象科目 2 佐野　東生 ▲

金曜日１講時（通年・前期)　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

国際 前期 3年～ U51P103 国際比較経営史　 2 西川　浩司

国際 前期 3年～ U51P101 東アジア研究Ａ　 2 潘　宏立

国際 前期 3年～ U52P104 異文化研究Ｂ　 2 小林　直明

英語 前期 3年～ U51P201 米国文化Ⅱ　 2 メベッド　シェリフ

英語 前期 3年～ U51P202 英国文化Ⅱ　 2 ロザーティ　サイモン

スポ 前期 3年～ U51P301 スポーツ心理学Ⅰ　 2 渡辺　英児

環境 前期 3年～ U51P401 生態学Ｂ　 2 西尾　治幾

教職 通年 3年～ U51Z111 地理学（地誌）　 ④ 鍬塚　賢太郎

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U21E310 国際政治経済学　※2014年度以前入学生：国際経済学科科目 4 原田　太津男 火１

専攻 現経 後期 2年 U51E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 谷　直樹

専攻 現経 後期 2年～ U21E311 計量経済学　 4 木下　信 火１

専攻 国経 後期 2年～ U21E312 アジア経済史　 4 小瀬　一 火１

専攻 国経 後期 2年 U51E351 演習Ⅰ　（２年生） 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド

外国語/言語 後期 1年 - 英語ⅠＨ　専修　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 後期 1年 U21K361 ドイツ語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 江城　忠雄 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K362 ドイツ語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 呉　春吉 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K363 ドイツ語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 中袮　勝美 火１

外国語/言語 後期 2年～ U21K369 ドイツ語Ⅱ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K371 フランス語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 石井　素子 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K372 フランス語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 増田　靖彦 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K373 フランス語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 小柏　裕俊 火１

外国語/言語 後期 2年～ U21K379 フランス語Ⅱ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K381 中国語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 竹内　真彦 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K382 中国語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 岩崎　菜子 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K383 中国語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 励　儲 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K384 中国語Ⅱ　４組（再履修含む） 2 柴　格朗 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K385 中国語Ⅱ　５組（再履修含む） 2 上原　尉暢 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K386 中国語Ⅱ　６組（再履修含む） 2 曹　偉琴 火１

教養 後期 1年～ U51K274 留学生のための英語入門Ｂ　※留学生対象科目　※2018年度以前入学生対象 1 玉木　晋太

教養 後期 1年～ U51K275 留学生のための英語入門Ｂ　※留学生対象科目　※2019年度以降入学生対象 1 玉木　晋太

諸課程科目

環境サイエンスコース科目

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

金曜日１講時（後期）　１／２

金曜日１講時（通年・前期)　２／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 後期 1年 U21K387 中国語Ⅱ　７組（再履修含む） 2 櫻木　陽子 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K388 中国語Ⅱ　８組（再履修含む） 2 鄭　萍 火１

外国語/言語 後期 2年～ U21K389 中国語Ⅱ　再履修（１～８組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K451 スペイン語Ⅱ　１組（再履修含む） 2 平井　うらら 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K452 スペイン語Ⅱ　２組（再履修含む） 2 ネグロン　ロベルト 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K453 スペイン語Ⅱ　３組（再履修含む） 2 ロペス　パソス　フアン　ホセ 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K454 スペイン語Ⅱ　４組（再履修含む） 2 磯野　吉美 火１

外国語/言語 後期 2年～ U21K455 スペイン語Ⅱ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 後期 1年 U21K461 コリア語Ⅱ　１組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 柳　綏美 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K462 コリア語Ⅱ　２組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 金　鍾徳 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K463 コリア語Ⅱ　３組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 平田　絵未 火１

外国語/言語 後期 1年 U21K464 コリア語Ⅱ　４組（再履修含む）※2014年度以降入学生対象 2 伊藤　貴祥 火１

外国語/言語 後期 2年～ U21K465 コリア語Ⅱ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 2 授業担当者の選択は不可 火１ ■

外国語/言語 後期 1年～ U51K491 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 後期 2年～ U51K582 ドイツ語コミュニケーションⅠ　 2 今井　敦 ▲

教養 後期 2年～ U51K584 フランス語コミュニケーションⅠ　 2 山口　威 ▲

教養 後期 2年～ U51K587 ペルシア語ⅡＢ　※2015年度以降入学生対象科目 2 佐野　東生 ▲

国際 後期 2年～ U21P157 アジア経済史　 4 小瀬　一 火１

国際 後期 2年～ U51P159 アフリカ政治論Ａ　 2 落合　雄彦

国際 後期 2年～ U51P151 ドイツ語コミュニケーションⅠ　 2 今井　敦

国際 後期 2年～ U51P152 フランス語コミュニケーションⅠ　 2 山口　威

国際 後期 2年 U51P153 特別演習Ⅰ　 4 安藤　真次郎

英語 後期 2年～ U51P251 米国文化Ⅰ　 2 メベッド　シェリフ

英語 後期 2年～ U51P252 英国文化Ⅰ　 2 ロザーティ　サイモン

スポ 後期 2年～ U51P351 現代スポーツ論　 2 松畑　尚子

スポ 後期 3年～ U51P352 スポーツ心理学Ⅱ　 2 渡辺　英児

環境 後期 2年～ U51P451 生態学Ａ　 2 谷垣　岳人

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 （自然基幹） 通年 1年～ U52K632 生命科学のすすめ　※2018年度以前入学生対象　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 本多　忠紀 ▲

専攻 基礎Ⅱ 前期 2年～ U22E210 金融論　 4 谷　直樹 火２

専攻 現経 前期 3年 U52E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 木下　信

専攻 現経 前期 3年～ U22E212 ゲーム理論　 4 若山　琢磨 火２

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

金曜日１講時（後期）　２／２

金曜日２講時（通年・前期）　１／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 前期 3年～ U52E230 医療経済学　 2 佐野　洋史

専攻 現経 前期 3年～ U22E213 地方財政論　 4 加藤　秀弥 火２

専攻 現経 前期 3年～ U22E214 経済統計学　 4 蛭川　雅之 火２ ●

専攻 現経 前期 3年～ U22E215 応用計量経済学　 4 渡邉　正英 火２ ●

専攻 国経 前期 2年～ U22E216 日本経済史　 4 佐々木　淳 火２

専攻 国経 前期 3年～ U22E217 中国経済論　 4 大原　盛樹 火２

専攻 国経 前期 3年～ U22E218 ヨーロッパ経済論　 4 クラフチック　マリウシュ　コンラッド 火２

専攻 国経 前期 3年 U52E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 小瀬　一

専攻 国経 前期 3年 U52E252 演習Ⅰ　（３年生） 2 竹中　正治

専攻 選択 前期 2年～ U22E211 行政法　 4 本多　滝夫 火２

外国語/言語 前期 1年～ U52K441 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 前期 1年～ U52K228 留学生のための英語入門Ｂ　※留学生対象科目　※2018年度以前入学生対象 1 玉木　晋太

教養 前期 1年～ U52K229 留学生のための英語入門Ｂ　※留学生対象科目　※2019年度以降入学生対象 1 玉木　晋太

教養 前期 2年～ U52K606 日本の文学Ｃ　 2 田口　律男 ▲

教養 人文基幹 前期 2年～ U52K601 倫理学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 森本　誠一 ▲

教養 前期 2年～ U52K603 倫理学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 生島　弘子 ▲

教養 人文基幹 前期 2年～ U52K608 西洋の文学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 山口　威 ▲

教養 前期 2年～ U52K622 ジェンダー論　※2015年度以降入学生対象 2 朝香　知己 ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U52K631 生命科学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 本多　忠紀 ▲

教養 自然基幹 前期 2年～ U22K632 宇宙の科学Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 4 中野　寛之 火２ ▲

教養 前期 2年～ U22K603 日本の歴史Ｃ　 4 生田　敦司 火２ ▲

教養 前期 2年～ U52K602 倫理思想Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 森本　誠一 ▲

教養 前期 1年～ U52K624 ジェンダー論　※2014年度以前入学生対象 2 朝香　知己 ▲

教養 前期 1年～ U52K604 倫理思想Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 生島　弘子 ▲

教養 前期 1年～ U52K621 社会統計学Ⅱ　※2014年度以前入学生対象 2 木下　英雄 ▲

教養 前期 2年～ U22K631 数理統計学　 4 久保　利久 火２ ▲

教養 前期 2年～ U52K609 欧米の文学芸術Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 山口　威 ▲

教養 前期 2年～ U22K633 銀河と宇宙　※2014年度以前入学生対象 4 中野　寛之 火２ ▲

教養 前期 2年～ U52K534 ロシア語Ⅰ　 2 五十嵐　徳子 ▲

教養 前期 3年～ U52K533 スペイン語コミュニケーションⅡ　 2 安田　圭史 ▲

国際 前期 2年～ U12P159 日本経済史　 4 佐々木　淳 火２

国際 前期 2年～ U22P107 ヨーロッパ経済論　 4 クラフチック　マリウシュ　コンラッド 火２

国際 前期 3年～ U52P108 米国の地域・都市政策　 2 服部　圭郎

国際 前期 3年～ U52P107 ロシア語Ⅰ　 2 五十嵐　徳子

国際 前期 3年～ U52P101 国際関係論Ⅰ　 2 落合　雄彦

国際 前期 3年～ U52P102 スペイン語コミュニケーションⅡ　 2 安田　圭史

国際 前期 3年～ U52P103 東南アジア研究Ｂ　 2 林田　秀樹

国際関係コース科目

金曜日２講時（通年・前期）　２／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

英語 前期 3年 U22P201 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　ア組 4 オルヴァ　ロベット　イジオンドン 火２

英語 前期 3年 U22P202 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　イ組 4 ホワイト　ショーン・アラン 火２

英語 前期 3年 U22P203 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　ウ組 4 メベッド　シェリフ 火２

英語 前期 3年 U22P204 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＡ　エ組 4 リッフル　ナサン　マイケル 火２

スポ 前期 3年 U52P301 特別演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 佐々木　浩雄

スポ 前期 3年 U52P302 特別演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 鈴木　啓央

スポ 前期 3年 U52P303 特別演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 松畑　尚子

スポ 前期 3年 U52P304 特別演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 松永　敬子

スポ 前期 3年 U52P305 特別演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 村田　健三郎

スポ 前期 3年 U52P306 特別演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 渡辺　英児

環境 前期 3年 U52P441 演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 北川　秀樹

環境 前期 3年 U52P442 演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 丹野　研一

環境 前期 3年 U52P443 演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 山田　誠

教職 通年 3年～ U52Z111 心理学概論　 ④ 田中　智之

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U22E310 経済数学　 4 谷　直樹 火２

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U22E311 経済史　 4 佐々木　淳 火２

専攻 基礎Ⅱ 後期 2年～ U22E313 経済学史　 4 小峯　敦 火２

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U22E312 統計学　 4 蛭川　雅之 火２

専攻 現経 後期 2年 U52E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 渡邉　正英

専攻 現経 後期 3年 U52E351 演習Ⅱ　（３年生） 2 木下　信

専攻 現経 後期 3年～ U52E330 不確実性と情報の経済学　 2 若山　琢磨

専攻 現経 後期 2年～ U52E331 ホスピタリティ・ビジネス論　 2 岸田　さだ子

専攻 現経 後期 2年～ U22E314 公共経済学　 4 加藤　秀弥 火２

専攻 国経 後期 2年～ U22E315 アメリカ経済論　 4 竹中　正治 火２

専攻 国経 後期 2年～ U52E332 海外フィールド実習　 ④ 島根　良枝

専攻 国経 後期 3年 U52E352 演習Ⅱ　（３年生） 2 クラフチック　マリウシュ　コンラッド

専攻 国経 後期 3年 U52E353 演習Ⅱ　（３年生） 2 小瀬　一

外国語/言語 後期 1年～ U52K491 日本語　※留学生対象科目 1 木下　謙朗

教養 後期 1年～ U52K278 留学生のための英語入門Ａ　※留学生対象科目　※2018年度以前入学生対象 1 玉木　晋太

教養 後期 1年～ U52K279 留学生のための英語入門Ａ　※留学生対象科目　※2019年度以降入学生対象 1 玉木　晋太

教養 後期 2年～ U52K651 日本の文学Ｃ　 2 田口　律男 ▲

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

金曜日２講時（後期）　１／２

金曜日２講時（通年・前期）　３／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 人文基幹 後期 2年～ U52K653 西洋の文学Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 山口　威 ▲

教養 後期 2年～ U52K682 植物の自然誌　 2 布施　静香 ▲

教養 後期 1年～ U52K681 生命科学　※2019年度以降入学生対象 2 本多　忠紀 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U22K681 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 山本　亜由美 火２ ▲

教養 後期 2年～ U52K654 欧米の文学芸術Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 山口　威 ▲

教養 後期 2年～ U52K584 ロシア語Ⅱ　 2 五十嵐　徳子 ▲

国際 後期 2年～ U52P157 ロシア語Ⅱ　 2 五十嵐　徳子

国際 後期 2年～ U52P151 地域研究入門　 2 落合　雄彦

国際 後期 2年～ U52P152 東南アジア研究Ａ　 2 西　直美

国際 後期 2年～ U52P153 特別演習Ⅰ　 4 内田　有紀

国際 後期 2年～ U52P154 学部共通特別講義Ⅳ　 2 大塚　泰寿

英語 後期 2年 U22P251 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　ア組 4 ホワイト　ショーン・アラン 火２

英語 後期 2年 U22P252 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　イ組 4 メベッド　シェリフ 火２

英語 後期 2年 U22P253 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　ウ組 4 リッフル　ナサン　マイケル 火２

英語 後期 2年 U22P254 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＡ　エ組 4 オルヴァ　ロベット　イジオンドン 火２

英語 後期 3年～ U52P255 学部共通特別講義Ⅱ　 2 スティーヴン　ギル

スポ 後期 3年～ U52P358 地域スポーツ論　 2 祐末　ひとみ

スポ 後期 2年 U52P351 特別演習Ⅰ　 4 佐々木　浩雄

スポ 後期 2年 U52P352 特別演習Ⅰ　 4 鈴木　啓央

スポ 後期 2年 U52P353 特別演習Ⅰ　 4 長谷川　裕

スポ 後期 2年 U52P354 特別演習Ⅰ　 4 松畑　尚子

スポ 後期 2年 U52P355 特別演習Ⅰ　 4 松永　敬子

スポ 後期 2年 U52P356 特別演習Ⅰ　 4 村田　健三郎

スポ 後期 2年 U52P357 特別演習Ⅰ　 4 渡辺　英児

環境 後期 2年～ U52P471 環境と法　 2 神戸　秀彦

環境 後期 3年～ U52P454 環境史　 2 瀬戸口　明久

環境 後期 2年 U52P451 演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 谷垣　岳人

環境 後期 2年 U52P452 演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 丹野　研一

環境 後期 2年 U52P453 演習Ⅰ　※2017年度以降入学生対象 4 山田　誠

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 前期 3年 U53E250 演習Ⅰ　（３年生） 2 加藤　秀弥

専攻 現経 前期 3年 U53E251 演習Ⅰ　（３年生） 2 若山　琢磨

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

金曜日２講時（後期）　２／２

金曜日３講時（通年・前期）　１／４



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 前期 4年 U53E252 演習Ⅱ　（４年生） 2 谷　直樹

専攻 現経 前期 4年 U53E253 演習Ⅱ　（４年生） 2 渡邉　正英

専攻 現経 前期 3年～ U53E230 観光経済論　 2 岸田　さだ子

専攻 国経 前期 3年～ U23E210 国際金融論　 4 竹中　正治 火３

専攻 国経 前期 3年～ U23E211 開発経済学　 4 上山　美香 火３

専攻 国経 前期 4年 U53E254 演習Ⅱ　（４年生） 2 大原　盛樹

専攻 国経 前期 4年 U53E255 演習Ⅱ　（４年生） 2 佐々木　淳

外国語/言語 前期 2年 U53K221 英語総合３（Ａ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 内田　有紀

外国語/言語 前期 2年 U53K222 英語総合３（Ａ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 阿部　瞳

外国語/言語 前期 2年 - 英語ⅡＣ　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 前期 2年 U53K223 英語総合３（Ａ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 高田　治美

外国語/言語 前期 2年 U53K224 英語総合３（Ａ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 霧道　哲彦

外国語/言語 前期 2年 U53K225 英語総合３（Ａ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 年岡　智見

外国語/言語 前期 2年 U53K226 英語総合３（Ａ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 顕谷　美枝子

外国語/言語 前期 2年 U53K227 英語総合３（Ａ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 喜多　留女

外国語/言語 前期 2年 U53K228 英語総合３（Ａ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　敦子

外国語/言語 前期 2年 U53K229 英語総合３（Ａ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 宮尾　元子

外国語/言語 前期 2年 U53K230 英語総合３（Ａ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 富岡　紀子

外国語/言語 前期 2年 U53K231 英語総合３（Ａ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 河村　美都子

外国語/言語 前期 2年～ U25K316 ドイツ語Ⅱ　※再履修用 2 大松　佳代子 火５ ■

外国語/言語 前期 2年 U53K311 ドイツ語ⅢＣ　１組（再履修含む） 1 呉　春吉 ■

外国語/言語 前期 2年 U53K321 フランス語ⅢＣ　１組（再履修含む） 1 石井　素子 ■

外国語/言語 前期 2年 U53K331 中国語ⅢＡ　１組（再履修含む） 1 鄭　萍 ■

外国語/言語 前期 2年 U53K332 中国語ⅢＡ　２組（再履修含む） 1 　岩 ■

外国語/言語 前期 2年 U53K333 中国語ⅢＣ　３組（再履修含む） 1 曹　偉琴 ■

外国語/言語 前期 2年 U53K401 スペイン語ⅢＣ　１組（再履修含む） 1 川久保　スミカ ■

外国語/言語 前期 2年 U53K411 コリア語ⅢＣ　１組（再履修含む） 1 柳　綏美 ■

外国語/言語 前期 2年 U53K412 コリア語ⅢＣ　２組（再履修含む） 1 本間　千景 ■

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U53K606 中国の文学Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 西川　靖二 ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U53K601 倫理学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 入谷　秀一 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U53K603 倫理学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 森本　誠一 ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U23K601 宗教学入門　※2015年度以降入学生対象 4 竹内　綱史 火３ ▲

教養 人文基幹 前期 1年～ U53K608 西洋の文学Ａ　※2015年度以降入学生対象 2 今井　敦 ▲

教養 前期 2年～ U53K621 現代社会と法　※2015年度以降入学生対象 2 崔　鍾植 ▲

教養 前期 1年～ U23K705 日本の自然　 4 谷垣　岳人　ほか 火３ ▲

金曜日３講時（通年・前期）　２／４



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 1年～ U23K630 微分と積分　 4 久保　利久 火３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K631 物理科学の世界　※2015年度以降入学生対象 4 中野　寛之 火３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K635 生物科学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 丹野　研一 火３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K639 生態学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 谷垣　岳人 火３ ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U23K706 環境学　※2015年度以降入学生対象 4 北川　秀樹 火３ ▲

教養 前期 1年～ U53K643 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 村田　健三郎 ▲

教養 前期 1年～ U53K644 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 佐々木　浩雄 ▲

教養 前期 1年～ U53K645 スポーツ技術学演習（バレーボール）　 2 谷　めぐみ ▲

教養 前期 2年～ U53K641 健康とスポーツ　 2 鈴木　啓央 ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U23K602 日本の文学Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 田口　律男 火３ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U23K603 日本の文学Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 部矢　祥子 火３ ▲

教養 前期 2年～ U53K604 倫理思想Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 森本　誠一 ▲

教養 前期 1年～ U23K640 生物と環境　※2014年度以前入学生対象 4 谷垣　岳人 火３ ▲

教養 前期 1年～ U23K707 環境論　※2014年度以前入学生対象 4 北川　秀樹 火３ ▲

教養 前期 1年～ U53K622 現代司法の実際　※2014年度以前入学生対象 2 崔　鍾植 ▲

教養 前期 2年～ U53K609 欧米の文学芸術Ａ　※2014年度以前入学生対象 2 今井　敦 ▲

教養 前期 1年～ U23K636 生物学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 4 丹野　研一 火３ ▲

国際 前期 3年～ U53P104 アジア企業経営論　 2 木下　徹弘

国際 前期 3年～ U23P107 国際金融論＜経済＞　 4 竹中　正治 火３ ●

国際 前期 2年～ U23P108 開発経済学　 4 上山　美香 火３

国際 前期 4年 U53P131 演習Ⅱ（卒業研究含む）　 6 橋口　豊

国際 前期 4年 U53P132 演習Ⅱ（卒業研究含む）　 6 松尾　秀哉

国際 前期 4年 U53P133 演習Ⅱ（卒業研究含む）　 6 渡辺　博明

国際 前期 4年 U53P101 特別演習Ⅱ　 4 國重　裕

国際 前期 4年 U53P102 特別演習Ⅱ　※2016年度以前入学生対象 ④ 國重　裕

国際 前期 4年 U53P103 特別演習Ⅱ　 4 安藤　真次郎

英語 前期 3年～ U53P201 Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ　 2 ボーレン　タリーサ

英語 前期 3年～ U53P202 Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｅｓｓａｙ　 2 リッフル　ナサン　マイケル ●

英語 前期 3年～ U53P203 Ｄｅｂａｔｅ　ａｎｄ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ　 2 アダムス　キース．Ｗ

スポ 前期 3年～ U53P301 フィットネスプログラミングⅠ　 2 川端　浩一

金曜日３講時（通年・前期）　３／４

英語コミュニケーションコース科目

国際関係コース科目

スポーツサイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

環境 前期 3年～ U23P411 開発経済学　 4 上山　美香 火３

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅱ 後期 1年～ U23E310 日本経済論　 4 伊達　浩憲 火３

専攻 現経 後期 3年 U53E350 演習Ⅱ　（３年生） 2 加藤　秀弥

専攻 現経 後期 3年 U53E351 演習Ⅱ　（３年生） 2 若山　琢磨

専攻 現経 後期 3年～ U23E311 現特　地方自治論　 4 西垣　泰幸 火３ ●

専攻 現経 後期 3年～ U53E330 現特　資産運用の基礎と実務　 2 柳井　香織

専攻 国経 後期 3年～ U23E312 農業・資源経済学　 4 西川　芳昭 火３

専攻 国経 後期 2年～ U23E313 アジア経済論　 4 島根　良枝 火３

専攻 国経 後期 3年 U53E352 演習Ⅱ　（３年生） 2 竹中　正治

外国語/言語 後期 2年 U53K271 英語総合４（Ａ）　４０１　※2019年度以降入学生対象 1 内田　有紀

外国語/言語 後期 2年 U53K272 英語総合４（Ａ）　３０１　※2019年度以降入学生対象 1 阿部　瞳

外国語/言語 後期 2年 - 英語ⅡＤ　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可

外国語/言語 後期 2年 U53K273 英語総合４（Ａ）　３０２　※2019年度以降入学生対象 1 高田　治美

外国語/言語 後期 2年 U53K274 英語総合４（Ａ）　２０１　※2019年度以降入学生対象 1 霧道　哲彦

外国語/言語 後期 2年 U53K275 英語総合４（Ａ）　２０２　※2019年度以降入学生対象 1 年岡　智見

外国語/言語 後期 2年 U53K276 英語総合４（Ａ）　２０３　※2019年度以降入学生対象 1 顕谷　美枝子

外国語/言語 後期 2年 U53K277 英語総合４（Ａ）　２０４　※2019年度以降入学生対象 1 喜多　留女

外国語/言語 後期 2年 U53K278 英語総合４（Ａ）　２０５　※2019年度以降入学生対象 1 工藤　敦子

外国語/言語 後期 2年 U53K279 英語総合４（Ａ）　１０１　※2019年度以降入学生対象 1 宮尾　元子

外国語/言語 後期 2年 U53K280 英語総合４（Ａ）　１０２　※2019年度以降入学生対象 1 富岡　紀子

外国語/言語 後期 2年 U53K281 英語総合４（Ａ）　１０３　※2019年度以降入学生対象 1 河村　美都子

外国語/言語 後期 1年～ U25K366 ドイツ語Ⅰ　※再履修用 2 大松　佳代子 火５ ■

外国語/言語 後期 2年 U53K361 ドイツ語ⅢＤ　１組（再履修含む） 1 呉　春吉 ■

外国語/言語 後期 2年 U53K371 フランス語ⅢＤ　１組（再履修含む） 1 石井　素子 ■

外国語/言語 後期 2年 U53K381 中国語ⅢＢ　１組（再履修含む） 1 鄭　萍 ■

外国語/言語 後期 2年 U53K382 中国語ⅢＢ　２組（再履修含む） 1 　岩 ■

外国語/言語 後期 2年 U53K383 中国語ⅢＤ　３組（再履修含む） 1 曹　偉琴 ■

外国語/言語 後期 2年 U53K451 スペイン語ⅢＤ　１組（再履修含む） 1 川久保　スミカ ■

外国語/言語 後期 2年 U53K461 コリア語ⅢＤ　１組（再履修含む） 1 柳　綏美 ■

外国語/言語 後期 2年 U53K462 コリア語ⅢＤ　２組（再履修含む） 1 本間　千景 ■

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U23K652 日本の文学Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 田口　律男 火３ ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U23K653 日本の文学Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 部矢　祥子 火３ ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U53K653 中国の文学Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 西川　靖二 ▲

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U53K651 倫理学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 入谷　秀一 ▲

環境サイエンスコース科目

金曜日３講時（通年・前期）　４／４

金曜日３講時（後期）　１／３



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 人文基幹 後期 1年～ U23K651 宗教学入門　※2015年度以降入学生対象 4 竹内　綱史 火３ ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U53K655 言語と文化　※2015年度以降入学生対象 2 岡田　典之 ▲

教養 人文基幹 後期 1年～ U53K657 現代世界の歴史Ｂ　※2015年度以降入学生対象 2 佐藤　夏樹 ▲

教養 後期 1年～ U23K681 行列と行列式　 4 松木　敏彦 火３ ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K682 宇宙の科学Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 4 中野　寛之 火３ ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K684 生物科学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 丹野　研一 火３ ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K687 生態学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 谷垣　岳人 火３ ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U23K689 環境学　※2015年度以降入学生対象 4 王　智弘 火３ ▲

教養 後期 1年～ U53K693 スポーツ技術学演習（テニス）　 2 村田　健三郎 ▲

教養 後期 1年～ U53K694 スポーツ技術学演習（バドミントン）　 2 佐々木　浩雄 ▲

教養 後期 1年～ U53K695 スポーツ技術学演習（バレーボール）　 2 谷　めぐみ ▲

教養 後期 2年～ U53K691 健康とスポーツ　 2 鈴木　啓央 ▲

教養 後期 1年～ U23K688 生物と環境　※2014年度以前入学生対象 4 谷垣　岳人 火３ ▲

教養 後期 1年～ U23K690 環境論　※2014年度以前入学生対象 4 王　智弘 火３ ▲

教養 （社会基幹） 後期 1年～ U53K671 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 奥野　恒久 ▲

教養 後期 1年～ U53K658 アメリカの歴史Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 佐藤　夏樹 ▲

教養 後期 1年～ U53K656 言語と文化Ｂ　※2014年度以前入学生対象 2 岡田　典之 ▲

教養 後期 1年～ U23K683 銀河と宇宙　※2014年度以前入学生対象 4 中野　寛之 火３ ▲

教養 後期 1年～ U23K685 生物学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 4 丹野　研一 火３ ▲

教養 後期 2年～ U53K586 ペルシア語ⅡＡ　※2015年度以降入学生対象科目 2 ジャーファリー　アボルガーセム ▲

国際 後期 3年～ U23P157 農業・資源経済学　 4 西川　芳昭 火３

国際 後期 2年～ U23P158 アジア経済論　 4 島根　良枝 火３

国際 後期 2年 U53P182 演習Ⅰ　 4 橋口　豊

国際 後期 2年 U53P183 演習Ⅰ　 4 松尾　秀哉

国際 後期 2年 U53P184 演習Ⅰ　 4 渡辺　博明

国際 後期 2年 U53P185 演習Ⅰ　 4 濱中　新吾

国際 後期 2年 U53P186 演習Ⅰ　 4 瀬畑　源

国際 後期 2年～ U53P151 ヨーロッパ研究Ｃ　 2 ロペス　パソス　フアン　ホセ

国際 後期 3年 U53P152 特別演習Ⅱ　 4 廣瀬　純

英語 後期 2年～ U53P251 Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ　 2 ボーレン　タリーサ

英語 後期 3年～ U53P252 Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｅｓｓａｙ　 2 リッフル　ナサン　マイケル ●

英語 後期 3年～ U53P253 Ｄｅｂａｔｅ　ａｎｄ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ　 2 アダムス　キース．Ｗ

英語 後期 4年 U53P254 卒業研究　※2017年度以降入学生対象 4 ロザーティ　サイモン

英語 後期 4年 U53P255 卒業研究　※2016年度以前入学生対象 ④ ロザーティ　サイモン

スポ 後期 3年～ U53P351 バイオメカニクス 2 長谷川　裕 ●

金曜日３講時（後期）　２／３

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

スポ 後期 3年～ U53P352 フィットネスプログラミングⅡ　 2 川端　浩一 ●

環境 後期 3年～ U53P452 環境政策論Ⅱ　 2 北川　秀樹

環境 後期 2年～ U53P451 学部共通特別講義Ｂ　 2 山田　誠

環境 後期 2年～ U53P451 学部共通特別講義Ｂ　 2 鍬塚　賢太郎

教職 後期 4年 U53Z151 教職実践演習（中・高）　ク組 ② 中本　和彦 ●

教職 後期 4年 U53Z154 教職実践演習（中・高）　コ組 ② 長嶺　寿宣 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 （自然基幹） 通年 1年～ U54K633 生命科学のすすめ　※2018年度以前入学生対象　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 本多　忠紀 ▲

専攻 現経 前期 4年 U54E250 演習Ⅱ　（４年生） 2 金子　裕一郎

専攻 現経 前期 4年 U54E251 演習Ⅱ　（４年生） 2 蛭川　雅之

専攻 国経 前期 4年 U54E252 演習Ⅱ　（４年生） 2 小峯　敦

専攻 選択 前期 1年～ U54E230 選特　現代の企業とマネジメント　 2 青井　昭博

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U24K604 アジアの歴史Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 上西　泰之 火４ ▲

教養 （人文基幹） 前期 1年～ U54K601 中国の思想Ａ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 西川　靖二 ▲

教養 社会基幹 前期 1年～ U54K621 法学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 崔　鍾植 ▲

教養 社会基幹 前期 1年～ U54K626 社会統計学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 木下　英雄 ▲

教養 前期 1年～ U24K637 日本の自然　 4 谷垣　岳人　ほか 火４ ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U54K631 数学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 松木　敏彦 ▲

教養 自然基幹 前期 1年～ U54K632 生命科学のすすめ　※2019年度以降入学生対象 2 本多　忠紀 ▲

教養 （自然基幹） 前期 1年～ U24K636 人類学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 4 橋本　裕子 火４ ▲

教養 前期 1年～ U54K641 人間とスポーツ　※2019年度以降入学生対象 2 谷　めぐみ ▲

教養 前期 1年～ U54K642 人間とスポーツＢ　※2018年度以前入学生対象 2 谷　めぐみ ▲

教養 前期 1年～ U54K629 教養教育科目特別講義（ボランティア・ＮＰＯ入門）　 2 筒井　乃り子　ほか ▲

教養 前期 2年～ U54K622 女性と法　※2014年度以前入学生対象 2 崔　鍾植 ▲

金曜日３講時（後期）　３／３

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

スポーツサイエンスコース科目

金曜日４講時（通年・前期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 前期 1年～ U54K627 社会統計学Ⅰ　※2014年度以前入学生対象 2 木下　英雄 ▲

教養 （社会基幹） 前期 1年～ U54K624 日本国憲法　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 丹羽　徹 ▲

国際 前期 3年～ U54P103 国際法Ⅱ　 2 山田　卓平

国際 前期 3年～ U54P104 ヨーロッパ政治論＜国際＞　 2 松尾　秀哉

国際 前期 3年～ U54P101 多文化映像論Ｂ　 2 直井　里予

国際 前期 3年 U54P102 特別演習Ⅰ　 4 安田　圭史

英語 前期 3年 U24P201 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　ア組 4 ロザーティ　サイモン 火４

英語 前期 3年 U24P202 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　イ組 4 リッフル　ナサン　マイケル 火４

英語 前期 3年 U24P203 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　ウ組 4 ボーレン　タリーサ 火４

英語 前期 3年 U24P204 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅡＢ　エ組 4 アダムス　キース．Ｗ 火４

スポ 前期 3年～ U54P301 健康スポーツ論　 2 川端　浩一

環境 前期 3年～ U54P401 化学物質と環境　 2 西村　文武

教職 通年 3年～ U54Z111 職業指導　 ④ 山本　桂子

教職 前期 4年 U54Z101 社会科教育研究Ａ　※2015～2018年度入学生対象 ② 恩田　徹

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 2年 U54E350 演習Ⅰ　（２年生） 2 金子　裕一郎

専攻 現経 後期 2年 U54E351 演習Ⅰ　（２年生） 2 蛭川　雅之

専攻 国経 後期 2年 U54E352 演習Ⅰ　（２年生） 2 小峯　敦

専攻 国経 後期 2年 U54E353 演習Ⅰ　（２年生） 2 佐々木　淳

専攻 国経 後期 2年 U54E354 演習Ⅰ　（２年生） 2 島根　良枝

専攻 選択 後期 2年～ U54E330 経済英語Ⅱ　 2 西川　芳昭 ●

専攻 選択 後期 2年～ U24E310 憲法　 4 石埼　学 火４

教養 （人文基幹） 後期 1年～ U54K651 中国の思想Ｂ　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 西川　靖二 ▲

教養 後期 2年～ U54K676 現代社会と法　※2015年度以降入学生対象 2 赤池　一将 ▲

教養 社会基幹 後期 1年～ U54K671 法学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 2 崔　鍾植 ▲

教養 （自然基幹） 後期 1年～ U54K681 数学入門　※2015年度以降入学生：基幹科目 2 松木　敏彦 ▲

教養 後期 1年～ U54K682 生命科学　※2019年度以降入学生対象 2 本多　忠紀 ▲

教養 自然基幹 後期 1年～ U24K683 生物科学のすすめ　※2015年度以降入学生対象 4 丹野　研一 火４ ▲

教養 後期 1年～ U24K685 生命と進化　※2014年度以前入学生対象 4 丹野　研一 火４ ▲

教養 後期 2年～ U54K677 刑事政策　※2014年度以前入学生対象 2 赤池　一将 ▲

教養 後期 2年～ U54K672 女性と法　※2014年度以前入学生対象 2 崔　鍾植 ▲

金曜日４講時（通年・前期）　２／２

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

諸課程科目

環境サイエンスコース科目

スポーツサイエンスコース科目

金曜日４講時（後期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 後期 1年～ U54K675 経済学のすすめ　※2014年度以前入学生対象 2 髙谷　真城 ▲

教養 後期 2年～ U54K583 スペイン語コミュニケーションⅠ　 2 安田　圭史 ▲

国際 後期 3年～ U54P155 多国籍企業論　 2 杉本　良雄

国際 後期 2年 U54P183 演習Ⅰ　 6 阿部　大輔

国際 後期 2年～ U24P153 国際法Ⅰ　 4 山田　卓平 火４

国際 後期 2年～ U54P151 スペイン語コミュニケーションⅠ　 2 安田　圭史

英語 後期 2年 U24P251 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　ア組 4 リッフル　ナサン　マイケル 火４

英語 後期 2年 U24P252 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　イ組 4 ボーレン　タリーサ 火４

英語 後期 2年 U24P253 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　ウ組 4 アダムス　キース．Ｗ 火４

英語 後期 2年 U24P254 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ⅠＢ　エ組 4 ロザーティ　サイモン 火４

スポ 後期 3年～ U54P351 体力学　 2 川端　浩一 ●

環境 後期 2年～ U54P451 学部共通特別講義Ｃ　 2 奥谷　三穂

教職 後期 3年～ U24Z153 国際法Ⅰ　 ④ 山田　卓平 火４

教職 後期 4年 U54Z102 社会科教育研究Ｂ　※2015～2018年度入学生対象 ② 恩田　徹

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 基礎Ⅰ 前期 4年 U25E210 マクロ経済学入門　※再履修用 4 廣野　誠 火５

外国語/言語 前期 2年～ U55K220 英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 3年～ U55K230 英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U55K210 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 前期 2年～ U35K326 フランス語Ⅱ　※再履修用 2 安村　恵子 水５ ■

外国語/言語 前期 2年～ U35K349 中国語Ⅱ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 水５ ■

外国語/言語 前期 3年～ U55K346 中国語Ⅲ　※再履修用　 1 竹内　真彦 ■

外国語/言語 前期 2年～ U44K406 スペイン語Ⅱ　※再履修用 2 ロペス　パソス　フアン　ホセ 木５ ■

外国語/言語 前期 3年～ U55K401 スペイン語Ⅲ　※再履修用　 1 川久保　スミカ ■

外国語/言語 前期 3年～ U55K411 コリア語Ⅲ　※再履修用　 1 小西　敏夫 ■

教職 通年 3年～ U55Z101 教育実習指導Ⅰ　 ① 中本　和彦

本山 通年 1年～ U55Z201 真宗教団史　 ④ 川元　惠史

金曜日４講時（後期）　２／２

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

諸課程科目

金曜日５講時（通年・前期）　１／２



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 前期 2年～ U55Z601 （司）図書館施設論　 ② 柳　勝文

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

外国語/言語 後期 1年～ U55K270 英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 2年～ U55K280 英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U55K260 英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 1 授業担当者の選択は不可 ■

外国語/言語 後期 1年～ U35K399 中国語Ⅰ　※再履修用 2 授業担当者の選択は不可 水５ ■

外国語/言語 後期 2年～ U55K396 中国語Ⅲ　※再履修用　 1 竹内　真彦 ■

外国語/言語 後期 1年～ U44K456 スペイン語Ⅰ　※再履修用 2 吉野　達也 木５ ■

外国語/言語 後期 2年～ U55K451 スペイン語Ⅲ　※再履修用　 1 川久保　スミカ ■

外国語/言語 後期 2年～ U55K466 コリア語Ⅲ　※再履修用　 1 小西　敏夫 ■

司書 後期 2年～ U55Z602 （司）図書館制度・経営論　 ② 國松　完二

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 前期 3年～ U56Z601 （司）図書館実習　 ① 柳　勝文 ●

司書 前期 2年～ U56Z602 （学）学校図書館メディアの構成　 ② 坂下　直子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

司書 後期 2年～ U56Z603 （学）学習指導と学校図書館　 ② 坂下　直子

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教職 前期 3年～ U61Z104 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ　※2015年度以降入学生対象 ② 須原　洋次

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教職 後期 3年～ U61Z152 社会科・地理歴史科教育法Ⅱ　※2015年度以降入学生対象 ② 上野　裕

諸課程科目

諸課程科目

金曜日５講時（通年・前期）　２／２

諸課程科目

諸課程科目

諸課程科目

諸課程科目

金曜日６講時（通年・前期）

金曜日６講時（後期）

金曜日５講時（後期）

土曜日１講時（通年・前期）

土曜日１講時（後期）



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

本山 通年 1年～ U62Z201 勤式　 ④ 土岐　好道　ほか

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教職 通年 3年～ U64Z111 自然地理学　 ④ 松田　順一郎

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 サマセ 3年～ U88E031 ＮＰＯ論　 ② 奥山　尚子 ●

専攻 現経 サマセ 2年～ U88E032 現特　ビジネスと市場リスク　 ② 山﨑　哲夫 ●

専攻 選択 サマセ 2年～ U88E030 経済法　 ② 瀬領　真悟 ●

教養 （社会基幹） サマセ 1年～ U88K671 地理学のすすめ　※2015年度以降入学生：基幹科目 ② 鍬塚　賢太郎 ▲

教養 サマセ 2年～ U88K683 野外観察法　（注） ② 上西　実 ●

教養 サマセ 1年～ U88K685 教養教育科目特別講義（農業入門―食と農の理解―）　 ② 三浦　励一　ほか ▲

教養 サマセ 2年～ U88K511 海外中国語研修講座　※履修登録不要（別途手続き有り）（注） ② 竹内　真彦

教養 サマセ 1年～ U88K502 英語資格試験セミナー　 ② 池端　千賀子 ▲

国際 サマセ 3年～ U88P111 海外中国語研修講座　※履修登録不要（別途手続き有り）（注） ② 竹内　真彦

英語 サマセ 3年～ U88P252 英語資格試験セミナー　 ② 池端　千賀子

スポ サマセ 3年～ U88P362 スポーツ統計学　 ② 松田　繁樹 ●

スポ サマセ 3年～ U88P361 学部共通特別講義Ⅱ（水泳） ② 野村　照夫 ●

本山 サマセ 1年～ U88Z201 宗門法規　 ② 桂　正道

司書 サマセ 2年～ U88Z602 （司）情報サービス実習Ａ　（イ） ① 柳　勝文 ●

司書 サマセ 2年～ U88Z603 （司）情報サービス実習Ａ　（ウ） ① 柳　勝文 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 選択 集中 1年～ U88E101 選特　海外フィールド研修　 ② 原田　太津男

土曜日２講時（通年・前期）

諸課程科目

諸課程科目

国際関係コース科目

英語コミュニケーションコース科目

スポーツサイエンスコース科目

諸課程科目

その他集中　１／２

サマーセッション

土曜日４講時（通年・前期）

（注）野外観察法：予備登録期間中に「受講希望用紙」を教学部に提出する必要があります
（注）海外中国語研修講座：事前指導を4月下旬～7月中旬にかけて、昼休みに3回、土曜日に2回実施予定



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

教養 集中 2年～ U88K681 野外観察法　（注） 2 澤　祐介 ●

教養 集中 1年～ U88K501 海外英語研修　※履修登録不要（別途手続き有り） ② 前川　貴史

教養 集中 1年～ U88K551 海外英語研修　※履修登録不要（別途手続き有り） ② 村田　和代

英語 集中 3年～ U88P202 海外研修　※履修登録不要（別途手続き有り） ④ ホワイト　ショーン・アラン

英語 集中 2年～ U88P251 海外研修　※履修登録不要（別途手続き有り） ④ ホワイト　ショーン・アラン

環境 集中 3年～ U88P405 環境実践研究　※履修登録不要（別途手続き有り） ② 谷垣　岳人

環境 集中 3年～ U88P451 環境実践研究　※履修登録不要（別途手続き有り） ② 谷垣　岳人

教職 集中 2年～ U88Z101 介護等体験　 ② 中本　和彦　ほか

教職 集中 4年 U88Z104 教育実習指導ⅡＡ　 ④ 中本　和彦　ほか

教職 集中 4年 U88Z106 教育実習指導ⅡＢ　 ② 中本　和彦　ほか

司書 集中 2年～ U88Z601 （司）情報サービス実習Ａ　（ア） ① 柳　勝文 ●

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 現経 後期 4年 U88E350 卒業研究　 4 李　態妍

専攻 現経 後期 4年 U88E351 卒業研究　 4 石橋　郁雄

専攻 現経 後期 4年 U88E352 卒業研究　 4 加藤　秀弥

専攻 現経 後期 4年 U88E353 卒業研究　 4 金子　裕一郎

専攻 現経 後期 4年 U88E354 卒業研究　 4 川元　康一

専攻 現経 後期 4年 U88E355 卒業研究　 4 木下　信

専攻 現経 後期 4年 U88E356 卒業研究　 4 新豊　直輝

専攻 現経 後期 4年 U88E357 卒業研究　 4 谷　直樹

専攻 現経 後期 4年 U88E358 卒業研究　 4 辻田　素子

専攻 現経 後期 4年 U88E359 卒業研究　 4 西垣　泰幸

専攻 現経 後期 4年 U88E360 卒業研究　 4 西本　秀樹

専攻 現経 後期 4年 U88E361 卒業研究　 4 李　態妍

専攻 現経 後期 4年 U88E362 卒業研究　 4 蛭川　雅之

専攻 現経 後期 4年 U88E363 卒業研究　 4 渡邉　正英

専攻 現経 後期 4年 U88E364 卒業研究　 4 溝渕　英之

専攻 現経 後期 4年 U88E365 卒業研究　 4 若山　琢磨

専攻 国経 後期 4年 U88E366 卒業研究　 4 島根　良枝

その他集中　２／２

英語コミュニケーションコース科目

環境サイエンスコース科目

諸課程科目

卒業研究　１／２

（注）野外観察法：予備登録期間中に「受講希望用紙」を教学部に提出する必要があります



※教室は、履修登録画面、WEBシラバス（初回授業のみ）、マイ時間割等で確認してください。

【単位】単位数が〇で囲まれた科目は履修制限単位外です。

【登録種別】▲：Web予備登録科目 　●：Web事前登録科目（抽選）　■：再履修の場合、事前登録（抽選）が必要な科目

分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア
登録
種別

専攻 国経 後期 4年 U88E367 卒業研究　 4 大原　盛樹

専攻 国経 後期 4年 U88E368 卒業研究　 4 神谷　祐介

専攻 国経 後期 4年 U88E369 卒業研究　 4 小瀬　一

専攻 国経 後期 4年 U88E370 卒業研究　 4 小峯　敦

専攻 国経 後期 4年 U88E371 卒業研究　 4 佐々木　淳

専攻 国経 後期 4年 U88E372 卒業研究　 4 島根　良枝

専攻 国経 後期 4年 U88E373 卒業研究　 4 竹中　正治

専攻 国経 後期 4年 U88E374 卒業研究　 4 原田　太津男

専攻 国経 後期 4年 U88E375 卒業研究　 4 細田　信輔

専攻 国経 後期 4年 U88E376 卒業研究　 4 西川　芳昭

国際 後期 4年 U88P181 演習Ⅱ（卒業研究含む）　 6 橋口　豊

国際 後期 4年 U88P182 演習Ⅱ（卒業研究含む）　 6 松尾　秀哉

国際 後期 4年 U88P183 演習Ⅱ（卒業研究含む）　 6 渡辺　博明

国際 後期 4年 U88P151 特別演習Ⅲ　 4 國重　裕

国際 後期 4年 U88P152 特別演習Ⅲ　※2016年度以前入学生対象 ④ 國重　裕

国際 後期 4年 U88P153 特別演習Ⅲ　 4 廣瀬　純

国際 後期 4年 U88P154 特別演習Ⅲ　 4 金子　眞也

国際 後期 4年 U88P155 特別演習Ⅲ　 4 安藤　真次郎

スポ 後期 4年 U88P351 特別演習Ⅲ　※2017年度以降入学生対象 4 鈴木　啓央

スポ 後期 4年 U88P356 特別演習Ⅲ　※2016年度以前入学生対象 ④ 鈴木　啓央

スポ 後期 4年 U88P352 特別演習Ⅲ　※2017年度以降入学生対象 4 松畑　尚子

スポ 後期 4年 U88P357 特別演習Ⅲ　※2016年度以前入学生対象 ④ 松畑　尚子

スポ 後期 4年 U88P353 特別演習Ⅲ　※2017年度以降入学生対象 4 松永　敬子

スポ 後期 4年 U88P358 特別演習Ⅲ　※2016年度以前入学生対象 ④ 松永　敬子

スポ 後期 4年 U88P354 特別演習Ⅲ　※2017年度以降入学生対象 4 村田　健三郎

スポ 後期 4年 U88P359 特別演習Ⅲ　※2016年度以前入学生対象 ④ 村田　健三郎

スポ 後期 4年 U88P355 特別演習Ⅲ　※2017年度以降入学生対象 4 渡辺　英児

スポ 後期 4年 U88P360 特別演習Ⅲ　※2016年度以前入学生対象 ④ 渡辺　英児

環境 後期 4年 U88P471 卒業研究　※2017年度以降入学生対象 4 北川　秀樹

環境 後期 4年 U88P472 卒業研究　※2017年度以降入学生対象 4 丹野　研一

環境 後期 4年 U88P473 卒業研究　※2017年度以降入学生対象 4 山田　誠

卒業研究　２／２

スポーツサイエンスコース科目

環境サイエンスコース科目

国際関係コース科目



コース・諸課程科目・必修外国語/言語

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　 火1、木1 4 ホワイト　ショーン・アラン U21P205 3年～

国際金融論＜経済＞　 火3、金3 4 竹中　正治 U23P107 3年～

Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 火3 2 アダムス　キース．Ｗ U23P202 3年～

社会調査の技法　 水2 2 許　仁教 U32P102 3年～

エクササイズテクニック　 水2 2 池田　克也 U32P301 3年～

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 水2 2 ドラグナ　ラルカ　マリア U43P203 3年～
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｖｅ　Ｇｒａｍｍａｒ　Ⅱ　 木2 2 碓井　智子 U42P201 3年～

Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｅｓｓａｙ　 金3 2 リッフル　ナサン　マイケル U53P202 3年～

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

（司）情報サービス実習Ｂ　（イ） 木6 ① 西尾　純子 U46Z601 2年～

（司）図書館実習　 金6 ① 柳　勝文 U56Z601 3年～

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

教職コンピュータ基礎　 月5 ② 田中　亮平 U15Z141 1年～

教職コンピュータ基礎　 火5 ② 村井　実 U25Z141 1年～

教職コンピュータ基礎　 木5 ② 西山　俊一 U45Z141 1年～

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 火5 1 授業担当者の選択は不可 U25K220 2年～
英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 木5 1 授業担当者の選択は不可 U45K220 2年～
英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 金5 1 授業担当者の選択は不可 U55K220 2年～
英語Ⅰ※再履修用　※2018年度以前入学生対象 月5 1 授業担当者の選択は不可 U15K220 2年～
英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 火5 1 授業担当者の選択は不可 U25K230 3年～
英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 木5 1 授業担当者の選択は不可 U45K230 3年～
英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 金5 1 授業担当者の選択は不可 U55K230 3年～
英語Ⅱ※再履修用　※2018年度以前入学生対象 月5 1 授業担当者の選択は不可 U15K230 3年～
英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 火5 1 授業担当者の選択は不可 U25K210 2年～
英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 木5 1 授業担当者の選択は不可 U45K210 2年～
英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 金5 1 授業担当者の選択は不可 U55K210 2年～
英語総合※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 月5 1 授業担当者の選択は不可 U15K210 2年～

事前登録科目一覧

②　図書館司書課程前期開講科目

①　学部共通コース前期開講科目

④　英語科目前期開講科目

１．＜ 前期 ＞　抽選科目

③　教職課程



科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

コリア語Ⅰ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K415 2年～
コリア語Ⅱ　※再履修用　※2014年度以降入学生対象 月5、木5 2 許　秀美、宋　營 U15K411 2年～

コリア語Ⅲ※再履修用　 金5 1 小西　敏夫 U55K411 3年～

コリア語ⅢＡ　１組（再履修含む） 火3 1 許　秀美 U23K411 2年

コリア語ⅢＡ　２組（再履修含む） 火3 1 権　世美 U23K412 2年

コリア語ⅢＣ　１組（再履修含む） 金3 1 柳　綏美 U53K411 2年

コリア語ⅢＣ　２組（再履修含む） 金3 1 本間　千景 U53K412 2年
スペイン語Ⅰ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K409 2年～

スペイン語Ⅱ　※再履修用 月4、木4 2 加藤　隆浩、西洞院　遥美 U14K406 2年～

スペイン語Ⅱ　※再履修用 木5、金5 2 西洞院　遥美、ロペス　パソス　フアン　ホセ U44K406 2年～

スペイン語Ⅲ※再履修用　 金5 1 川久保　スミカ U55K401 3年～
スペイン語ⅢＡ　１組（再履修含む） 火3 1 寺尾　江利子 U23K401 2年
スペイン語ⅢＣ　１組（再履修含む） 金3 1 川久保　スミカ U53K401 2年
ドイツ語Ⅰ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K319 2年～

ドイツ語Ⅱ　※再履修用 月5、木3 2 牧野　節子、益　敏郎 U15K316 2年～

ドイツ語Ⅱ　※再履修用 火5、金3 2 國重　裕、大松　佳代子 U25K316 2年～

ドイツ語Ⅲ※再履修用　 水5 1 橋本　淑恵 U35K316 3年～

ドイツ語ⅢＡ　１組（再履修含む） 火3 1 大松　佳代子 U23K311 2年

ドイツ語ⅢＣ　１組（再履修含む） 金3 1 呉　春吉 U53K311 2年
フランス語Ⅰ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K324 2年～

フランス語Ⅱ　※再履修用 火5、木5 2 増田　靖彦、安村　恵子 U25K326 2年～

フランス語Ⅱ　※再履修用 水5、金5 2 橋本　知子、安村　恵子 U35K326 2年～

フランス語Ⅲ　※再履修用　 月5 1 上尾　真道 U15K327 3年～
フランス語ⅢＡ　１組（再履修含む） 火3 1 山口　威 U23K321 2年
フランス語ⅢＣ　１組（再履修含む） 金3 1 石井　素子 U53K321 2年

中国語Ⅰ　※再履修用 火5、木5 2 塚田　亮太、王　亜新 U25K341 2年～
中国語Ⅰ　再履修（１～８組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K339 2年～

中国語Ⅱ　※再履修用 火5、木5 2 授業担当者の選択は不可 U25K348 2年～

中国語Ⅱ　※再履修用 水5、金5 2 授業担当者の選択は不可 U35K349 2年～

中国語Ⅲ　※再履修用　 月5 1 張　応華 U15K346 3年～

中国語Ⅲ※再履修用　 金5 1 竹内　真彦 U55K346 3年～

中国語ⅢＡ　１組（再履修含む） 金3 1 鄭　萍 U53K331 2年

中国語ⅢＡ　２組（再履修含む） 金3 1 　岩 U53K332 2年

中国語ⅢＡ　３組（再履修含む） 火3 1 韓　軍 U23K333 2年

中国語ⅢＣ　１組（再履修含む） 火3 1 山本　恭子 U23K331 2年

中国語ⅢＣ　２組（再履修含む） 火3 1 李　愛華 U23K332 2年

中国語ⅢＣ　３組（再履修含む） 金3 1 曹　偉琴 U53K333 2年

⑤　初修外国語科目前期開講科目



科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

ヨーロッパ経済史　 月1、木1 4 細田　信輔 U11P151 2年～

フィールドワークの技法　 月4 2 田中　利和 U14P156 2年～
Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　 火1、木1 4 ホワイト　ショーン・アラン U21P255 3年～

Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 火3 2 アダムス　キース．Ｗ U23P252 3年～

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　 水2 2 ドラグナ　ラルカ　マリア U43P254 3年～
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｖｅ　Ｇｒａｍｍａｒ　Ⅰ　 木2 2 碓井　智子 U42P252 2年～

Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｅｓｓａｙ　 金3 2 リッフル　ナサン　マイケル U53P252 3年～

バイオメカニクス 金3 2 長谷川　裕 U53P351 3年～

フィットネスプログラミングⅡ　 金3 2 川端　浩一 U53P352 3年～

体力学　 金4 2 川端　浩一 U54P351 3年～

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

（司）情報資源組織実習Ａ　（ウ） 火5 ① 枝元　益祐 U25Z603 2年～

（司）情報資源組織実習Ｂ　（ウ） 火6 ① 枝元　益祐 U26Z603 2年～

（司）情報サービス実習Ｂ　（ア） 水3 ① 西尾　純子 U33Z601 2年～

（司）情報サービス実習Ｂ　（ウ） 水6 ① 西尾　純子 U36Z602 2年～

（司）情報資源組織実習Ａ　（ア） 木5 ① 柳　勝文 U45Z602 2年～

（司）情報資源組織実習Ｂ　（ア） 木6 ① 柳　勝文 U46Z602 2年～

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

教職コンピュータ基礎　 月5 ② 田中　亮平 U15Z171 1年～

教職実践演習（中・高）　ケ組 火2 ② 長嶺　寿宣 U22Z151 4年

教職コンピュータ基礎　 火5 ② 村井　実 U25Z171 1年～

教職コンピュータ基礎　 木5 ② 西山　俊一 U45Z171 1年～

教職実践演習（中・高）　ク組 金3 ② 中本　和彦 U53Z151 4年

教職実践演習（中・高）　コ組 金3 ② 長嶺　寿宣 U53Z154 4年

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次

英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 月5 1 授業担当者の選択は不可 U15K270 1年～
英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 火5 1 授業担当者の選択は不可 U25K270 1年～
英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 木5 1 授業担当者の選択は不可 U45K270 1年～
英語Ⅰ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 金5 1 授業担当者の選択は不可 U55K270 1年～
英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 月5 1 授業担当者の選択は不可 U15K280 2年～
英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 火5 1 授業担当者の選択は不可 U25K280 2年～
英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 木5 1 授業担当者の選択は不可 U45K280 2年～
英語Ⅱ　※再履修用　※2018年度以前入学生対象 金5 1 授業担当者の選択は不可 U55K280 2年～
英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 月5 1 授業担当者の選択は不可 U15K260 1年～
英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 火5 1 授業担当者の選択は不可 U25K260 1年～
英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 木5 1 授業担当者の選択は不可 U45K260 1年～
英語総合　※再履修用　　※2019年度以降入学生対象 金5 1 授業担当者の選択は不可 U55K260 1年～

③　教職課程

２．＜ 後期 ＞　抽選科目

④　英語科目後期開講科目

①　学部共通コース後期開講科目

②　図書館司書課程後期開講科目



科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次
コリア語Ⅰ　※再履修用　※2014年度以降入学生対象 月5、木5 2 許　秀美、宋　營 U45K469 1年～
コリア語Ⅱ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K465 2年～

コリア語Ⅲ※再履修用　 金5 1 小西　敏夫 U55K466 2年～

コリア語ⅢＢ　１組（再履修含む） 火3 1 許　秀美 U23K461 2年

コリア語ⅢＢ　２組（再履修含む） 火3 1 権　世美 U23K462 2年

コリア語ⅢＤ　１組（再履修含む） 金3 1 柳　綏美 U53K461 2年

コリア語ⅢＤ　２組（再履修含む） 金3 1 本間　千景 U53K462 2年

スペイン語Ⅰ　※再履修用 月4、木4 2 加藤　隆浩、西洞院　遥美 U14K456 1年～

スペイン語Ⅰ　※再履修用 木5、金5 2 西洞院　遥美、吉野　達也 U44K456 1年～
スペイン語Ⅱ　再履修（１～４組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K455 2年～

スペイン語Ⅲ※再履修用　 金5 1 川久保　スミカ U55K451 2年～
スペイン語ⅢＢ　１組（再履修含む） 火3 1 寺尾　江利子 U23K451 2年
スペイン語ⅢＤ　１組（再履修含む） 金3 1 川久保　スミカ U53K451 2年

ドイツ語Ⅰ　※再履修用 月5、木3 2 牧野　節子、益　敏郎 U15K366 1年～

ドイツ語Ⅰ　※再履修用 火5、金3 2 國重　裕、大松　佳代子 U25K366 1年～
ドイツ語Ⅱ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K369 2年～

ドイツ語Ⅲ※再履修用　 水5 1 橋本　淑恵 U35K366 2年～

ドイツ語ⅢＢ　１組（再履修含む） 火3 1 大松　佳代子 U23K361 2年

ドイツ語ⅢＤ　１組（再履修含む） 金3 1 呉　春吉 U53K361 2年

フランス語Ⅰ　※再履修用 火5、木5 2 増田　靖彦、安村　恵子 U25K376 1年～
フランス語Ⅱ　再履修（１～３組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K379 2年～

フランス語Ⅲ　※再履修用　 月5 1 上尾　真道 U15K376 2年～
フランス語ⅢＢ　１組（再履修含む） 火3 1 山口　威 U23K371 2年
フランス語ⅢＤ　１組（再履修含む） 金3 1 石井　素子 U53K371 2年

中国語Ⅰ　※再履修用 火5、木5 2 授業担当者の選択は不可 U25K344 1年～

中国語Ⅰ　※再履修用 水5、金5 2 授業担当者の選択は不可 U35K399 1年～

中国語Ⅱ　※再履修用 火5、木5 2 塚田　亮太、陳　洪傑 U25K396 2年～
中国語Ⅱ　再履修（１～８組のいずれかで履修） 火1、金1 2 授業担当者の選択は不可 U21K389 2年～

中国語Ⅲ　※再履修用　 月5 1 張　応華 U15K396 2年～

中国語Ⅲ※再履修用　 金5 1 竹内　真彦 U55K396 2年～

中国語ⅢＢ　１組（再履修含む） 金3 1 鄭　萍 U53K381 2年

中国語ⅢＢ　２組（再履修含む） 金3 1 　岩 U53K382 2年

中国語ⅢＢ　３組（再履修含む） 火3 1 韓　軍 U23K383 2年

中国語ⅢＤ　１組（再履修含む） 火3 1 山本　恭子 U23K381 2年

中国語ⅢＤ　２組（再履修含む） 火3 1 李　愛華 U23K382 2年

中国語ⅢＤ　３組（再履修含む） 金3 1 曹　偉琴 U53K383 2年

⑤　初修外国語科目後期開講科目　



経済学部専攻科目

①　通年・前期開講科目

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次 人数

情報システム論　 月1、月2 4 西本　秀樹 U11E212 3年～ 40
経済史　 月1、木1 4 細田　信輔 U11E210 2年～ 150
留学英語Ⅰ　 月2、木2 4 ドラグナ　ラルカ　マリア U12E210 2年～ 48
選特　知の技法　 月3 2 原尻　淳一 U13E231 2年～ 70
ＩＴ社会と情報管理　 月3、月4 4 大森　啓司 U13E214 3年～ 24
現特　マーケティング論　 月4 2 原尻　淳一 U14E235 2年～ 70
フィールドワークの技法　 火2 2 田中　利和 U22E233 3年～ 35
応用計量経済学　 火2、金2 4 渡邉　正英 U22E215 3年～ 48
経済統計学　 火2、金2 4 蛭川　雅之 U22E214 3年～ 48
経済英語Ⅱ　 火3 2 大原　盛樹 U23E232 2年～ 48
現特　証券市場とグローバル証券ビジネス　 火3 2 河合　一郎 U23E234 3年～ 150
ファイナンシャル・プランニング入門Ⅰ　 水2 2 横山　研太郎 U32E234 2年～ 200
プログラミング言語Ａ　 水2 2 溝渕　英之 U32E235 2年～ 50
社会調査の技法　 水2 2 許　仁教 U32E233 2年～ 30
留学英語Ⅱ　 水3 2 ゴーマン　ジョン U33E231 2年～ 48
地域活性化ＰＪ京都ものづくりⅠ　 木3、木4 4 辻田　素子、田中　利和 U43E210 2年～ 20
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍ．Ⅰ　 木4 2 ドールトン　フランク U44E231 3年～ 48

②　前期・後期セット科目

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次 人数

キャリア形成論Ⅰ　※ⅠとⅡはセット科目 前期月3 2 清水　みゆき U13E230 2年～ 24
キャリア形成論Ⅱ　※ⅠとⅡはセット科目 後期月3 2 清水　みゆき U13E331 2年～ 24
キャリア形成論Ⅰ　※ⅠとⅡはセット科目 前期月4 2 清水　みゆき U14E234 2年～ 24
キャリア形成論Ⅱ　※ⅠとⅡはセット科目 後期月4 2 清水　みゆき U14E335 2年～ 24

③　サマーセッション開講科目

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次 人数

ＮＰＯ論　 サマセ ② 奥山　尚子 U88E031 3年～ 100
現特　ビジネスと市場リスク　 サマセ ② 山﨑　哲夫 U88E032 2年～ 70
経済法　 サマセ ② 瀬領　真悟 U88E030 2年～ 100

※この科目はセット科目です。Ⅰを履修した学生は必ず、同じ曜講時のⅡも履修しなければなりません。
　履修計画を立てる際に注意してください。



④　経営学部専攻科目

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次 人数

会計監査論　※他学部科目 月2 2 加藤　正浩 U12E330 3年～ 20
工業簿記　※他学部科目 月3 2 梅澤　俊浩 U13E233 2年～ 5
人的資源管理論　※他学部科目 月3 2 福本　俊樹 U13E232 3年～ 20
中級商業簿記　※他学部科目 木2 2 濵田　崇嘉 U42E230 2年～ 5
初級商業簿記　※他学部科目 木4 2 濵田　崇嘉 U44E335 1年～ 20

④　後期開講科目

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次 人数

ヨーロッパ経済史　 月1、木1 4 細田　信輔 U11E310 2年～ 150
会計監査論　※他学部科目 月2 2 加藤　正浩 U12E330 3年～ 20
留学英語Ⅲ　 月2、木2 4 ドラグナ　ラルカ　マリア U12E311 2年～ 48
フィールドワークの技法　 月4 2 田中　利和 U14E334 2年～ 35
プログラミング言語Ａ　 月4 2 池田　裕一 U14E336 2年～ 50
現特　地方自治論　 火3、金3 4 西垣　泰幸 U23E311 3年～ 150
選特　金融リテラシー　 火4 2 谷　直樹 U24E332 2年～ 150
ファイナンシャル・プランニング入門Ⅱ　 水2 2 横山　研太郎 U32E330 2年～ 200
経済英語Ⅰ　 水3 2 渡辺　敦 U33E334 1年～ 48
経済英語Ⅱ　 水3 2 細田　信輔 U33E335 2年～ 24
留学英語Ⅳ　 水3 2 ゴーマン　ジョン U33E336 2年～ 48
国特　国際ＮＧＯ論　 水3、水4 4 髙橋　美和子 U33E310 2年～ 30
経済英語Ⅰ　 水4 2 稲井　誠 U34E330 1年～ 48
プログラミング言語Ｂ　 木2 2 溝渕　英之 U42E330 2年～ 50
初級商業簿記　※他学部科目 木4 2 濵田　崇嘉 U44E335 1年～ 20
地域活性化ＰＪ京都ものづくりⅡ　 木4 2 田中　利和 U44E336 2年～ 20
経済英語Ⅱ　 金4 2 西川　芳昭 U54E330 2年～ 24

⑤　フィールド実習

科目名 開講時 単位 担当者 時間割番号 配当年次 人数

海外フィールド実習　 金2 ④ 島根　良枝 U52E332 2年～ 20

　※2016年度より卒業要件として、上限６単位まで経済学部専攻科目（選択科目）として履修・単位認定を行うことに
   　なりました。

　※この科目を履修すると、ｻﾏｰｾｯｼｮﾝ開講科目を履修できません。

諸連絡は、すべて経営学部掲示板にて確認してください。



 時間割変更（3 月 16 日（月）現在）  

《時間割追加》 

 

《登録種別変更》 

・後期 水 4（U4E336）「地域活性化 PJ 京都ものづくりⅡ」：（変更前）登録種別「●」→（変更後）「  」 

《配当年次変更》 

・前期 月 3（U13E233）「工業簿記」：（変更前）「2 年～」→（変更後）「3 年～」 

・前期 木 2（U42E230）「中級商業簿記」：（変更前）「2 年～」→（変更後）「3 年～」 

《その他》  ※下線は、文言追加 

・前期 木 3（U43E210）「地域活性化 PJ 京都ものづくりⅠ」：ⅠとⅡはセット科目 

・後期 水 4（U44E336）「地域活性化 PJ 京都ものづくりⅡ」：ⅠとⅡはセット科目 

・後期 木 4（U44E335）「初級商業簿記」：※2020 年度以降入学生対象 

 

時間割変更（3 月 31 日（火）現在）  

《不開講》 

・後期 水 3（U33E338）「観光経済論」 

・後期 金 4（U54E330）「経済英語Ⅱ」 

《担当者変更》 

・前期 木 1（U41P402）「水界生態論」：（変更前）担当者「岡野 淳一」→（変更後）担当者「上西 実」 

・後期 火 3／金 3（U23E312）「農業・資源経済学」：（変更前）担当者「西川 芳昭」→（変更後）担当者「中塚 華奈」 

 

★☆ 時間割に関して、新たな変更が発生次第、随時ポータルサイトに最新の情報を掲載します ☆★ 

曜講時 分野１ 分野２ 開講  配当年次 時間割番号 授業科目名 単位 担当者 ペア 登録種別

集中 専攻 国経 後期 4年 U88E377 卒業研究 4 松島　泰勝

木4 専攻 選択 後期 3年～ U44E335 初級商業簿記 2 濵田　崇嘉

木2 教養 （人文基幹） 前期 2年～ U42K602 芸術の世界A　※2015年度以降入学生対象　※2018年度以前入学生：基幹科目 2 石谷　治寛 ▲

木3 教養 （社会基幹） 前期 １年～ U43K626 社会学のすすめ　2015年度以降入学生：基幹科目 2 小杉　亮子 ▲
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