
※色がついている科目は、合併科目です。

教職科目 科目名称 追加履修可能人数 曜日 時限 担当教員名

中級ミクロ経済学A 14 金曜日 ３時限 森田　龍二

Top Level ENG. A-2 オンライン 月曜日 １時限 マクノートン　アンドリュー　スチュワート

民法 オンライン 月曜日 １時限 大塚　哲也

民法Ａ オンライン 月曜日 １時限 大塚　哲也

PHIL.AND ECO.BEH.A オンライン 月曜日 ２時限 ラフ　ピーター A.

Philosophy and Economic Behavior オンライン 月曜日 ２時限 ラフ　ピーター A.

麗澤スタディーズ オンライン 月曜日 ２時限 橋本　富太郎

企業金融論A オンライン 月曜日 ２時限 中島　真志

北米社会論Ａ オンライン 月曜日 ２時限 堀内　一史

道徳科学Ａ-a オンライン 月曜日 ３時限 橋本　富太郎

法学概論Ａ オンライン 月曜日 ３時限 八木　秀次

経営戦略論Ａ オンライン 月曜日 ４時限 横田　理宇

道徳科学Ａ-1 オンライン 月曜日 ４時限 橋本　富太郎

現代アメリカ文化・社会概説Ａ オンライン 月曜日 ５時限 犬飼　孝夫

日本国憲法 オンライン 月曜日 ５時限 八木　秀次

〇 特別支援教育の基礎 オンライン 月曜日 ６時限 横尾　俊

アメリカの歴史と現在Ａ オンライン 火曜日 １時限 犬飼　孝夫

ENGLISH WORKSHOP C-1 オンライン 火曜日 １時限 野上　文子

日本史Ａ オンライン 火曜日 １時限 櫻井　良樹

日本史概論A オンライン 火曜日 １時限 櫻井　良樹

金融論Ａ オンライン 火曜日 ２時限 中島　真志

金融論 オンライン 火曜日 ２時限 中島　真志

不動産実務演習Ａ オンライン 火曜日 ２時限 髙橋　秀樹

Japan Studies Ａ-gb オンライン 火曜日 ３時限 ラフ　ピーター A.

経営史 オンライン 火曜日 ３時限 佐藤　政則

経営史Ａ オンライン 火曜日 ３時限 佐藤　政則

国際金融論Ａ オンライン 火曜日 ３時限 中島　真志

国際法Ａ オンライン 火曜日 ３時限 梅田　徹

公共政策学 オンライン 火曜日 ３時限 髙橋　秀樹

Cultural Studies オンライン 火曜日 ４時限 ラフ　ピーター A.

Cultural Studies A オンライン 火曜日 ４時限 ラフ　ピーター A.

世界経済論Ａ オンライン 火曜日 ４時限 永田　雅啓

世界経済論 オンライン 火曜日 ４時限 永田　雅啓

人事管理Ａ オンライン 火曜日 ４時限 下田　健人

人事管理論A オンライン 火曜日 ４時限 下田　健人

比較文化社会学 オンライン 火曜日 ４時限 黒須　里美

地理Ａ オンライン 火曜日 ４時限 齋藤　之誉

道徳科学Ａ-G オンライン 火曜日 ５時限 宮下　和大

道徳科学Ｂ-gs オンライン 火曜日 ５時限 宮下　和大

〇 特別活動の指導法 オンライン 火曜日 ６時限 髙木　啓

日独対照言語学Ａ オンライン 水曜日 ２時限 瀬川　真由美

日本語の音声 オンライン 水曜日 ２時限 大野　仁美

AIビジネス オンライン 水曜日 ２時限 上村　昌司

人間学 オンライン 水曜日 ２時限 川久保　剛

比較文明文化概説 オンライン 水曜日 ３時限 岩澤　知子

国際文化概説 オンライン 水曜日 ３時限 岩澤　知子

異文化コミュニケーション研究Ａ オンライン 水曜日 ３時限 高本　香織

日本経済史Ａ オンライン 水曜日 ３時限 佐藤　政則

ドイツ語研究Ａ オンライン 水曜日 ３時限 瀬川　真由美

グローバル・スタディーズ入門A オンライン 水曜日 ４時限 花田　太平

CORPO.SOC.RESPONS オンライン 水曜日 ４時限 関　正雄

経済史 オンライン 水曜日 ４時限 佐藤　政則

原価計算論Ａ オンライン 水曜日 ４時限 篠藤　涼子

原価計算論 オンライン 水曜日 ４時限 篠藤　涼子

基礎教養演習Ａ-2 オンライン 水曜日 ４時限 森田　龍二

コミュニケーション入門Ａ オンライン 水曜日 ５時限 伊藤　綾香

アジア思想Ａ オンライン 木曜日 １時限 橋本　富太郎

日米関係史概説 オンライン 木曜日 １時限 櫻井　良樹

History of Japan-U.S. Relations オンライン 木曜日 １時限 櫻井　良樹

ジェンダー研究Ａ オンライン 木曜日 ２時限 佐藤　繭香

※追加履修可能人数がオンラインとなっている科目は、原則、履修人数の制限がありません。

2021/4/16　更新

＜2021年度第1学期履修追加・取消期間　追加可能科目一覧＞

以下の科目は4月19日(月)、20日（火）に追加登録ができる科目です。専攻科目一覧などで学部、学年によって履修登録する科目名が異なる場合がありますので、

履修案内の配当年次、科目区分は履修案内でよく確認してください。

また、情報が更新される場合もありますので、追加前に随時ご確認をお願いします。



経済実務演習Ⅲ オンライン 木曜日 ２時限 森田　龍二

哲学Ａ オンライン 木曜日 ２時限 川久保　剛

英語音声学Ａ オンライン 木曜日 ２時限 大野　仁美

会計学原理Ａ オンライン 木曜日 ２時限 鈴木　大介

会計学原理 オンライン 木曜日 ２時限 鈴木　大介

英語の文法分析Ａ オンライン 木曜日 ３時限 大野　仁美

観光ホスピタリティ論-K オンライン 木曜日 ３時限 吉田　健一郎

FP実務演習（初級） オンライン 金曜日 ２時限 上村　昌司

ドイツ語上級Ｂ オンライン 金曜日 ２時限 瀬川　真由美

経済倫理Ａ オンライン 金曜日 ２時限 大野　正英

現代イギリス文化・社会Ａ オンライン 金曜日 ３時限 トリキアン　マーウィン

企業と社会 オンライン 金曜日 ３時限 梅田　徹

マーケティング総論A オンライン 金曜日 ４時限 土田　尚弘

マーケティングA オンライン 金曜日 ４時限 土田　尚弘

健康科学 オンライン 金曜日 ４時限 井下　佳織

〇 教育心理学 オンライン 金曜日 ６時限 土岐　玲奈

文法から学ぶ日本語の論理 オンライン 土曜日 ２時限 野林　靖彦

English ExpressionⅠ 月曜日 １時限 モーガン　ジェイソン Ｍ．

Japan Studies in EnglishⅠ 月曜日 １時限 モーガン　ジェイソン Ｍ．

〇 教育社会学 33 月曜日 １時限 浦田　広朗

英語の発想と論理Ａ 22 月曜日 １時限 渡邊　信

マクロ経済学Ａ-2 月曜日 １時限 徳永　澄憲

マクロ経済学 月曜日 １時限 徳永　澄憲

記号と文化A 12 月曜日 １時限 野林　靖彦

中国語上級演習ⅠＡ 月曜日 １時限 齋藤　貴志

中国語検定Ａ 月曜日 １時限 齋藤　貴志

経営戦略特論 70 月曜日 ２時限 横田　理宇

中国民族文化研究Ａ 24 月曜日 ２時限 金丸　良子

コンピュータネットワークＡ 31 月曜日 ２時限 高辻　秀興

国際協力 月曜日 ２時限 松島　正明

国際援助論 月曜日 ２時限 松島　正明

経済原論A-K 月曜日 ２時限 大越　利之

会計ファイナンス概論Ａ 大越　利之

中国経済論Ｃ 37 月曜日 ２時限 趙　家林

ENGLISH WORKSHOP D 7 月曜日 ３時限 マクノートン　アンドリュー　スチュワート

THESIS WRITING A 24 月曜日 ３時限 ミロシュニック　ヴィクトリア

日本語の運用Ａ 月曜日 ３時限 小浦方　理恵

日本語演習Ⅱ 小浦方　理恵

中国史入門 25 月曜日 ３時限 松田　徹

日英対照言語学Ｂ 10 月曜日 ３時限 杉浦　滋子

Webオーサリング 月曜日 ３時限 千葉　庄寿

情報処理演習Ｂ 千葉　庄寿

日本語を学ぼう! 月曜日 ３時限 大関　浩美

日本語教育を学ぼう！ 大関　浩美

日本語教育入門 大関　浩美

日本語の運用Ｂ 月曜日 ３時限 中山　めぐみ

日本語演習Ⅰ 中山　めぐみ

World Affairs C 16 月曜日 ４時限 ヨネスク　マグダレーナ

経営学概論Ａ-B 54 月曜日 ４時限 近藤　明人

IEC基礎演習（協力）ⅢＢ 月曜日 ４時限 松島　正明

国際協力演習Ⅲ 松島　正明

上級マクロ経済学Ａ-1 月曜日 ４時限 大越　利之

中級マクロ経済学A-1 月曜日 ４時限 大越　利之

開発経営特論 70 月曜日 ４時限 大場　裕之

英語科教育法Ⅱ 6 月曜日 ４時限 望月　正道

中国語学概説Ａ 12 月曜日 ４時限 齋藤　貴志

情報リテラシー-K5 12 月曜日 ５時限 吉田　健一郎

情報リテラシー-K1 23 月曜日 ５時限 高辻　秀興

COM.MAN.STYLES Ａ 75 月曜日 ５時限 大場　裕之

経済学入門（中国語） 55 月曜日 ５時限 陳　玉雄

国際経営特論 66 月曜日 ５時限 藤野　真也

イタリアの言語と文化 8 月曜日 ５時限 入江　珠代

日独比較社会研究Ａ 16 火曜日 １時限 オルランド　ダビデ

スポーツマネジメント実務演習Ｃ 火曜日 １時限 井下　佳織

スポーツ指導者論 火曜日 １時限 井下　佳織
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中国ビジネス研究Ａ 55 火曜日 １時限 梶田　幸雄

日本語学上級演習Ａ 43 火曜日 １時限 大野　仁美

日本語技術演習ⅢＢ 9 火曜日 １時限 中山　めぐみ

JPN.CUL.AND REL.A 火曜日 １時限 堀内　一史

INTRO.JPN.CUL.&REL.A 火曜日 １時限 堀内　一史

ドイツ語上級Ａ 20 火曜日 ２時限 オルランド　ダビデ

フランス語上級Ａ 10 火曜日 ２時限 プピ　ダミアン

国際経済学Ａ 18 火曜日 ２時限 ラウ　シン イー

漢文研究 18 火曜日 ２時限 宮下　和大

スポーツとモラル 70 火曜日 ２時限 江島　顕一

グローバルリーダー論 火曜日 ２時限 山下　美樹

グローバル人材概論 火曜日 ２時限 山下　美樹

統計学Ａ-1、統計学基礎-1 11 宗　健

統計学Ａ-2、統計学基礎-2 29 小野　宏哉

日本語指導法Ａ 11 火曜日 ２時限 大関　浩美

インド社会論 32 火曜日 ２時限 大場　裕之

児童英語教育Ａ 39 火曜日 ２時限 池崎　真也

統計学Ａ-3、統計学基礎-3 48 池川　真里亜

ビジネスゲーム中級-2 10 火曜日 ２時限 陳　玉雄

広東語Ⅰ 14 火曜日 ２時限 劉　頴聡

地理学概論Ａ 21 火曜日 ２時限 齋藤　之誉

INTER.BUSINESS 火曜日 ３時限 ミロシュニック　ヴィクトリア

INTER.BUSINESS A 火曜日 ３時限 ミロシュニック　ヴィクトリア

International Econ. 21 火曜日 ３時限 ラウ　シン イー

スペイン語Ⅲ 37 火曜日 ３時限 北岸　團

社会言語学上級演習A 11 火曜日 ３時限 金　孝卿

〇 道徳教育の研究Ⅰ 36 火曜日 ３時限 江島　顕一

ENG.IN THE MEDIA　C-3 36 火曜日 ３時限 高本　香織

ヨーロッパ文化研究Ａ 5 火曜日 ３時限 山川　和彦

コンピュータ科学 火曜日 ３時限 宗　健

コンピュータ科学Ｂ 火曜日 ３時限 宗　健

Human Resource Man A 火曜日 ４時限 ミロシュニック　ヴィクトリア

Human Resource Man 火曜日 ４時限 ミロシュニック　ヴィクトリア

Int. Microecon. 32 火曜日 ４時限 ラウ　シン イー

グローバル英語上級Ａ 火曜日 ４時限 伊藤　綾香

英語上級特別演習Ａ 火曜日 ４時限 伊藤　綾香

〇 教職概論 55 火曜日 ４時限 江島　顕一

IEC基礎演習（交流）ⅢＡ 火曜日 ４時限 山下　美樹

国際交流演習Ⅲ 火曜日 ４時限 山下　美樹

租税論Ａ 54 火曜日 ４時限 水野　時孝

時事中国語Ａ 14 火曜日 ４時限 清水　麗

フィンランド語Ⅰ 8 火曜日 ４時限 千葉　庄寿

ドイツ歴史研究Ａ 4 火曜日 ４時限 草本　晶

日本語の構造 20 火曜日 ４時限 大野　仁美

メディア文化研究A 50 火曜日 ４時限 日影　尚之

日本語教育の方法Ａ 171 火曜日 ４時限 齋藤　茂

上級中国経済研究A 59 火曜日 ４時限 趙　家林

〇 教育本質論 8 火曜日 ５時限 江島　顕一

ビジネスエシックス特論 65 火曜日 ５時限 高　巖

社会科教育法Ⅰ 75 火曜日 ５時限 齋藤　之誉

Japanese Management 25 火曜日 ６時限 大場　裕之

Strategic Mgt. Ａ 22 水曜日 １時限 ミロシュニック　ヴィクトリア

情報リテラシー-K2 15 水曜日 １時限 横田　理宇

経営組織論Ａ 水曜日 １時限 近藤　明人

組織行動論Ａ 水曜日 １時限 近藤　明人

情報リテラシー-K4 18 水曜日 １時限 高辻　秀興

メディア社会論Ａ 74 水曜日 １時限 川上　和久

計量経済学A 水曜日 １時限 池川　真里亜

応用計量経済学Ａ 水曜日 １時限 池川　真里亜

財務会計論Ａ 水曜日 １時限 鈴木　大介

財務会計論 水曜日 １時限 鈴木　大介

国際交流史-gs 8 水曜日 １時限 櫻井　良樹

社会科教育法Ⅱ 69 水曜日 １時限 齋藤　之誉

Business simulationA 34 水曜日 ２時限 カンリフ　デイヴィッド

イタリア語Ⅲ 32 水曜日 ２時限 ヴィンチェンツォ　スピヌーソ

Marketing A 13 水曜日 ２時限 ミロシュニック　ヴィクトリア

東南アジア経済社会論 水曜日 ２時限 ラウ　シン イー

東南アジア経済社会論Ａ 水曜日 ２時限 ラウ　シン イー

統計学Ａ-4、統計学基礎-4 23 横田　理宇

日本経済論Ａ 水曜日 ２時限 下田　健人

日本経済論 水曜日 ２時限 下田　健人
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日本語教育上級演習Ａ 32 水曜日 ２時限 家田　章子

経営情報Ａ 65 水曜日 ２時限 吉田　健一郎

〇 総合的な学習の時間の指導法 32 水曜日 ２時限 広中　忠昭

書道 29 水曜日 ２時限 今川　多佳子

英米文化・社会特殊演習Ａ 12 水曜日 ２時限 佐藤　繭香

第二言語習得理論 10 水曜日 ２時限 佐藤　良子

ヨーロッパ地域研究Ａ 54 水曜日 ２時限 山川　和彦

会計監査論 59 水曜日 ２時限 篠藤　涼子

国際協力上級演習Ａ 27 水曜日 ２時限 松島　正明

財政学Ａ 1 水曜日 ２時限 大野　正英

統計学Ａ-5、、統計学基礎-5 26 土田　尚弘

公民科教育法Ⅰ 31 水曜日 ２時限 齋藤　之誉

コモンウェルス諸国の社会Ａ 36 水曜日 ３時限 マクノートン　アンドリュー　スチュワート

中小企業論A 113 水曜日 ３時限 近藤　明人

ドイツ研究入門Ａ 水曜日 ３時限 山川　和彦

Landeskunde ドイツ研究 Ａ 水曜日 ３時限 山川　和彦

〇 生徒・進路指導論 22 水曜日 ３時限 寺崎　賢一

国際開発協力概論 水曜日 ３時限 松島　正明

国際開発協力概論Ａ 水曜日 ３時限 松島　正明

Int. Macroecon. 34 水曜日 ３時限 大越　利之

Statistics A 44 水曜日 ３時限 池川　真里亜

管理会計論Ａ 42 水曜日 ３時限 長谷川　泰隆

中国専門書講読Ａ 12 水曜日 ３時限 陳　玉雄

国際交流上級演習Ａ 14 水曜日 ３時限 内尾　太一

中国歴史研究Ａ 42 水曜日 ３時限 櫻井　良樹

コミュニティデザイン論 55 水曜日 ３時限 髙橋　秀樹

日本文化を学ぼう！ 水曜日 ４時限 モーガン　ジェイソン Ｍ．

国際日本学入門 水曜日 ４時限 モーガン　ジェイソン Ｍ．

グローバル英語上級Ｇ 13 水曜日 ４時限 ヨネスク　マグダレーナ

英語で発信する日本文化Ｃ 12 水曜日 ４時限 佐藤　良子

証券市場論A 水曜日 ４時限 上村　昌司

金融市場の経済学A 水曜日 ４時限 上村　昌司

Japan Studies A-gs 水曜日 ４時限 杉浦　滋子

English ExpressionⅢ 水曜日 ４時限 #N/A

経済政策Ａ 147 水曜日 ４時限 中村　昭裕

哲学概論Ａ 30 水曜日 ４時限 中畑　邦夫

中国経済論Ａ 水曜日 ４時限 陳　玉雄

中国経済社会論Ｂ 水曜日 ４時限 陳　玉雄

統計学Ａ 28 水曜日 ４時限 内藤　知加恵

アメリカ文化研究Ａ 24 水曜日 ４時限 日影　尚之

英語科教育法Ⅰ 22 水曜日 ４時限 望月　正道

コミュニティデザイン演習 54 水曜日 ４時限 髙橋　秀樹

日本文化研究Ａ 47 水曜日 ５時限 モーガン　ジェイソン Ｍ．

多文化社会研究Ｃ 水曜日 ５時限 加原　奈穂子

多文化社会演習Ｃ 水曜日 ５時限 加原　奈穂子

多文化共生のメソドロジー上級演習 24 水曜日 ５時限 金　孝卿

グローバル英語演習Ⅰ-a 木曜日 １時限 モーガン　ジェイソン Ｍ．

Global Studies Ⅰ 木曜日 １時限 モーガン　ジェイソン Ｍ．

日本語教授法の基礎Ａ 木曜日 １時限 家田　章子

日本語教授法の基礎 木曜日 １時限 家田　章子

グローバル英語演習Ⅰ-c 8 木曜日 １時限 ヨネスク　マグダレーナ

国語科教育法Ⅱ 34 木曜日 １時限 高草　真知子

比較社会論A 木曜日 １時限 黒須　里美

国際社会論 木曜日 １時限 黒須　里美

国際社会論A 木曜日 １時限 黒須　里美

観光デザイン論 24 木曜日 １時限 山川　和彦

ACCOUNTING Ａ 69 木曜日 １時限 篠藤　涼子

Global Studies Ⅰ-B 木曜日 １時限 熊野　留理子

グローバル英語演習Ⅰ-b 木曜日 １時限 熊野　留理子

Sprache & KOMM. Ｃ 16 木曜日 ２時限 チジャック　オルガ

Global Studies Ⅲ-A 木曜日 ２時限 ヨネスク　マグダレーナ

グローバル英語演習Ⅲ-a 木曜日 ２時限 ヨネスク　マグダレーナ

経営管理特論 72 木曜日 ２時限 近藤　明人

〇 道徳教育の研究Ⅱ 18 木曜日 ２時限 広中　忠昭

国語科教育法Ⅰ 33 木曜日 ２時限 高草　真知子

ポートフォリオ理論 28 木曜日 ２時限 高辻　秀興
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Global Studies Ⅲ-B 木曜日 ２時限 黒須　里美

グローバル英語演習Ⅲ-b 木曜日 ２時限 黒須　里美

日本語技術演習ⅢＡ 18 木曜日 ２時限 小浦方　理恵

Global Studies Ⅲ-C 木曜日 ２時限 熊野　留理子

グローバル英語演習Ⅲ-c 木曜日 ２時限 熊野　留理子

中国文学演習Ａ 52 木曜日 ２時限 清水　麗

コーチング-2 70 木曜日 ２時限 豊嶋　建広

ACCOUNTING Ｂ 71 木曜日 ２時限 篠藤　涼子

多文化社会研究Ｄ 木曜日 ３時限 ヨネスク　マグダレーナ

多文化社会演習Ｄ 木曜日 ３時限 ヨネスク　マグダレーナ

国際開発論 75 木曜日 ３時限 ラウ　シン イー

メディアと文学A 31 木曜日 ３時限 宮　信明

新たな時代の道徳の探求 37 木曜日 ３時限 橋本　富太郎

〇 教育実習Ⅰ-B 30 木曜日 ３時限 高草　真知子

情報リテラシー-K3 18 木曜日 ３時限 高辻　秀興

会計理論特論 75 木曜日 ３時限 篠藤　涼子

JIC英語特別演習 9 木曜日 ３時限 杉浦　滋子

現代中国入門Ａ 26 木曜日 ３時限 清水　麗

コモンウェルス研究入門 50 木曜日 ３時限 田中　俊弘

社会・文化調査法 50 木曜日 ３時限 内尾　太一

英米文学概説Ｂ 92 木曜日 ３時限 日影　尚之

ドイツ社会研究Ａ 25 木曜日 ４時限 チジャック　オルガ

日独比較文化研究A 18 木曜日 ４時限 バッハマイヤー　エルヴィラ

経営情報特論 7 木曜日 ４時限 吉田　健一郎

日本の近代文学 64 木曜日 ４時限 宮　信明

社会学概説 11 木曜日 ４時限 黒須　里美

日本文学史Ａ 42 木曜日 ４時限 堤　康夫

台湾語Ⅰ 19 木曜日 ４時限 邱　イー琪

ドイツ語特別演習Ａ 33 木曜日 ５時限 バッハマイヤー　エルヴィラ

韓国語特別演習B 18 木曜日 ５時限 森　勇俊

英語特別演習Ｂ 52 木曜日 ５時限 杉浦　滋子

中国語特別演習Ｂ 18 木曜日 ５時限 齋藤　貴志

日本語学概論Ａ 6 金曜日 １時限 家田　章子

簿記原理-4 28 金曜日 １時限 篠藤　涼子

人文科学とコンピュータＢ 32 金曜日 １時限 千葉　庄寿

心理学Ａ 金曜日 １時限 堀内　正彦

心理学 金曜日 １時限 堀内　正彦

フランス語上級Ｂ 11 金曜日 ２時限 プピ　ダミアン

中国文化概説Ａ 47 金曜日 ２時限 宮下　和大

日本語教育学研究 51 金曜日 ２時限 金　孝卿

サービス・ラーニング演習Ⅰ 金曜日 ２時限 冬月　律

社会活動演習Ⅰ 金曜日 ２時限 冬月　律

〇 教育実習Ⅰ-C 32 金曜日 ２時限 齋藤　之誉

Business English A 25 金曜日 ３時限 ゴードン　ピーター

CSR実務演習 15 金曜日 ３時限 横田　理宇

中国語ディスカッションＡ 20 金曜日 ３時限 温　琳

現代社会と道徳科学A 37 金曜日 ３時限 宮下　和大

〇 教育実習Ⅰ-A 54 金曜日 ３時限 森　秀夫

上級ミクロ経済学Ａ 金曜日 ３時限 森田　龍二

中級ミクロ経済学A 金曜日 ３時限 森田　龍二

スポーツ産業論 26 金曜日 ３時限 大沼　博靖

日本文学概論Ａ 34 金曜日 ３時限 長沼　英二

情報技術実務演習、データ解析 オンライン 金曜日 ３時限 土田　尚弘

Advanced ManagementＡ 70 金曜日 ３時限 藤野　真也

グローバル英語上級Ｂ 金曜日 ４時限 ゴードン　ピーター

英語上級特別演習Ｂ 金曜日 ４時限 ゴードン　ピーター

日本文学上級演習Ａ 1 金曜日 ４時限 ブルナ　ルカーシュ

Microeconomics Ａ 金曜日 ４時限 永田　雅啓

Microeconomics 金曜日 ４時限 ラウ　シン イー

ENG.IN THE MEDIA　C-2 9 金曜日 ４時限 犬飼　孝夫

日本語読解演習Ａ 32 金曜日 ４時限 山田　裕美子

スポーツマネジメント実務演習Ａ 金曜日 ４時限 大沼　博靖

スポーツビジネス実務演習Ａ 金曜日 ４時限 大沼　博靖

基礎教養演習Ａ-1 20 金曜日 ４時限 大野　正英

英語史A 38 金曜日 ４時限 中道　嘉彦

ミクロ経済学Ａ-2 金曜日 ４時限 馬場　靖憲

ミクロ経済学Ａ-2 金曜日 ４時限 馬場　靖憲

簿記実務演習（上級）Ａ 74 金曜日 ４時限 鈴木　大介

〇 教育実習Ⅱ-A 981 土曜日 １時限 森　秀夫

海外日本語教育実習（台湾） 997 土曜日 １時限 大関　浩美

〇 教育実習Ⅱ-B 995 土曜日 ４時限 高草　真知子
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G経済経営フィールド演習（初級）-1 999 集中講義 集中講義 ミロシュニック　ヴィクトリア

グローバルリーダー海外研修（初級）-1 996 集中講義 集中講義 ミロシュニック　ヴィクトリア

〇 教育方法論 970 集中講義 集中講義 井門　正美

観光フィールドワークＡ 999 集中講義 集中講義 山川　和彦

観光インターンシップＣ 956 集中講義 集中講義 山川　和彦

サービス・ラーニング特別演習Ａ 986 集中講義 集中講義 冬月　律

G経済経営フィールド演習（初級）-3 996 集中講義 集中講義 徳永　澄憲

G経済経営フィールド演習（上級）-1 999 集中講義 集中講義 徳永　澄憲

グローバルリーダー海外研修（初級）-3 997 集中講義 集中講義 徳永　澄憲

ACT ENG FOR TOUR B 30 集中講義 集中講義 奈良　玲子

サービスラーニング体験実習Ａ 977 集中講義 集中講義 梅田　徹

世界史概論Ａ 979 集中講義 集中講義 國原　幸一朗


