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P30 Ｃ 商業学(経営） 小川　英治 Ｚ30 E 統計学（経） 飯塚　信夫　 Ｚ31 Ｓ 比較文化（社） 越智　博美 P30 J 外国史（法） 屋敷　二郎 Y30 教職 社会科教育法 杉浦　正幸 302
　マクロ金融論Ⅰ 　経済統計論Ｂ Ｚ30 Ｓ 英語圏文化Ⅰ 越智　博美 　西洋近代法史

P31 E 確率論（経） 本田　敏雄 　英語圏地域文化論A
　統計学Ⅰ P30 E 経済学（経） 石川　城太 K30 教職 教育工学 和田　正人 情22

　国際経済学Ⅰ P30 E 哲学（経） 後藤　玲子
S30 Ｃ 商業学(経営） 小川　英治 P31 E 解析学（経） 津田　照久 　経済思想入門

　マクロ金融論Ⅱ 　解析学Ⅰ
S31 E 確率論（経） 本田　敏雄 P33 Ｓ 日本史（社） 石居　人也 Ｓ30 Ｊ 日本史（法） クォン・ヨンソク

　統計学Ⅱ   日本社会史総論Ａ   日本外交史
S32 E･S 政治学（経・社） 吉田　裕 P32 J･S 地理学（法・社） 上田　元 Ｓ31 J･S 地誌学（法・社） 児玉谷　史朗

　政治と社会 　国際開発論A 地域研究Ｂ

K30 教職 教育学 森川　由美 309 Ｓ30 教職 教育の歴史Ｂ（教職） 木村　元 K30 教職 教職実践演習 柳沢／中田 32
  教育の歴史Ｂ

S3１ E 経済学（経） 石川　城太
A30 E 経済学（経） 森田　裕史 　国際経済学Ⅱ A30 E 日本史（経） 友部　謙一

　マクロ経済学Ⅰ S32 E 解析学（経） 津田　照久 　経済史Ｃ
　解析学Ⅱ A31 Ｅ 経済学（経） 石倉　雅男

W30 E 経済学（経） 塩路　悦朗 S33 E･S 倫理学（経・社） 加藤　泰史 　景気循環論
　マクロ経済学Ⅱ 　社会倫理学 A32 Ｅ 代数学（経） 中山　能力

S34 Ｓ 社会学（社） 多田　治 　代数学Ⅰ
　社会学概論

W30 Ｅ 代数学（経） 中山　能力
K30 E 統計学（経） 本田　敏雄 　代数学Ⅱ

基礎計量経済学 W31 Ｓ 比較文化（社） 小滝　陽
  アメリカ社会史特論Ｙ

A30 Ｃ 商業学（経営） 佐々木　隆志

　財務会計論Ⅰ
A31 Ｓ 社会学（社） 多田　治

　社会学理論

W31 Ｃ 商業学（経営） 佐々木　隆志

　財務会計論Ⅱ
W32 E･S 倫理学（経・社） 加藤　泰史

倫理学概論
W33 J･S 地理学（法・社） 上田　元

　地球社会の課題Ａ
W34 Ｓ 英語コミュニケーション（社） 井上　間従文

W30 Ｓ 英語（四） 井上　間従文

英語（ライティング）Ⅲ

Z30 Ｅ 外国史（経） 谷ケ城　秀吉 Z31 教職 教育心理学Ⅰ（教職） 河野　理恵 26 Y30 教職 英語科教育法 クリストファー・サリヴァン 1314 Y30 教職 商業科教育法 尾畑　裕 32 Z30 教職 教職の意義と教師の役割 山田　哲也 34
　経済史Ｂ 　教育心理学Ⅰ

Z30 Ｅ 統計学（経） 柳　貴英 Y31 Ｃ 職業指導 尾畑　裕 32
A30 Ｅ 外国史（経） 森　宜人 　基礎計量経済学 Z31 教職 生徒指導論 望月／内田 23 K30 Ｊ 社会学（法） 長谷川　貴陽史

　経済史Ａ Z32 Ｓ 哲学（社） 濱田　洋輔 法社会学
　哲学概論 P30 J 法律学（法） 竹村　仁美 Z3２ Ｓ 英米文学（社） 井川　ちとせ

Z33 Ｓ 比較文化（社） 丸山　雄生 国際紛争処理法 Z30 Ｓ 英語（二） 井川　ちとせ

　アメリカ社会史特論Z 　英語（リーディング）Ⅲ
S30 E･J 法律学（経・法） 竹村　仁美

P30 教職 教育の社会学Ｂ（教職） 中田　康彦 　国際法総論Ⅰ K30 教職 教科外教育（特別活動）論 望月／内田 23
  教育の社会学Ｂ S31 E･S 宗教学（経・社） 深澤　英隆

P31 E 幾何学（経） 磯部　健志   宗教社会学Ⅰ
  幾何学Ⅰ W30 Ｊ 倫理学（法） 森村　進

P32 Ｓ 外国史（社） 加藤　圭木 K32 教職 教職総合演習 水野　哲夫 38 法思想史
アジア社会史総論Ａ W31 Ｓ 外国史（社） 秋山　晋吾

P33 Ｊ 哲学（法） 森村　進 K30 E･J 法律学（経・法） 阪口　正二郎 ヨーロッパ社会史総論Ａ
  法言語基礎論 　憲法（総論・人権）

K33 Ｓ 比較文化（社） 榎本　武文
S30 E 幾何学（経） 磯部　健志 K31 Ｓ 英語圏文化Ⅱ 榎本　武文

　幾何学Ⅱ 英語圏地域文化論B

K30 Ｊ 哲学（法） 森村　進 A30 Ｃ 商業学（経営） 坪山　雄樹
  法哲学 　経営組織論Ⅰ

A31 E 解析学（経） 磯部　健志
A30 Ｃ 商業学（経営） 山下　裕子 古典解析

  流通システムⅠ A32 Ｓ 比較文化（社） 貴堂　嘉之
　アメリカ社会史総論A

W30 Ｃ 商業学（経営） 山下　裕子
　流通システムⅡ W30 Ｃ 商業学（経営） 坪山　雄樹

　経営組織論Ⅱ
W33 E･S 政治学（経・社） 田中　拓道

政治学
W31 E 解析学（経） 磯部　健志

現象数理
W34 Ｓ 社会学（社） 菊谷　和宏

　社会学史
W35 Ｓ 哲学（社） 井頭　昌彦

　社会哲学Ａ
W32 E･S 宗教学（経・社） 深澤　英隆

　宗教社会学Ⅱ

Z30 教職 教育相談 湯浅　俊夫 23 Z32 Ｓ 英米文学（社） 早坂　静
Z30 Ｓ 英文学講義Ⅱ 早坂　静

　英語圏文学Ｄ
P31 E 確率論（経） 本田　敏雄 Z33 Ｓ 英語コミュニケーション（社） クリストファー・サリヴァン

　統計学Ⅰ Z31 Ｓ 英語（三） クリストファー・サリヴァン

　英語（ディスカッション）Ⅲ
S31 E 確率論（経） 本田　敏雄

　統計学Ⅱ P31 E 解析学（経） 津田　照久
　解析学Ⅰ

S32 E 解析学（経） 津田　照久
　解析学Ⅱ

K30 E 地誌学（経） 遠藤　元
地域分析論

Y30 教職 公民科教育法 草川　剛人 34 Y30 教職 地理歴史科教育法 海東／草川 32 Z30 教職 教育課程編成論 藤本和久 34 P30 J 外国史（法） 屋敷　二郎
　西洋近代法史

P30 Ｃ 商業学(経営） 小川　英治 Z32 教職 道徳教育の研究 山本　由美 33 P30 E 哲学（経） 後藤　玲子
　マクロ金融論Ⅰ 　経済思想入門

Z33 Ｓ 英語学（社） 友澤　宏隆
S30 Ｃ 商業学(経営） 小川　英治 Z31 Ｓ 英語（五） 友澤　宏隆 S30 Ｊ 日本史（法） クォン・ヨンソク

　マクロ金融論Ⅱ 　英語学（英語学概論）   日本外交史
S32 E･S 政治学（経・社） 吉田　裕 Z34 Ｓ 英米文学（社） 中井　亜佐子 S31 J･S 地誌学（法・社） 児玉谷　史朗

　政治と社会 Z30 Ｓ 英文学史Ⅰ 中井　亜佐子 地域研究Ｂ
　英語圏文学Ｃ

K30 Ｅ 地理学（経） 小田　宏信 K30 Ｅ 政治学（社） 菊池　信輝
　経済地理学 P31 E 経済学（経） 石川　城太 　政治史

　国際経済学Ⅰ
A30 E 経済学（経） 森田　裕史 P33 Ｓ 日本史（社） 石居　人也 A30 E 日本史（経） 友部　謙一

　マクロ経済学Ⅰ   日本社会史総論Ａ 　経済史Ｃ
P32 J･S 地理学（法・社） 上田　元 A31 Ｅ 経済学（経） 石倉　雅男

W30 E 経済学（経） 塩路　悦朗 　国際開発論A 　景気循環論
　マクロ経済学Ⅱ A32 Ｅ 代数学（経） 中山　能力

S30 教職 教育の歴史Ｂ（教職） 木村　元 　代数学Ⅰ
  教育の歴史Ｂ

S31 E 経済学（経） 石川　城太 W30 Ｅ 代数学（経） 中山　能力
　国際経済学Ⅱ 　代数学Ⅱ

S33 E･S 倫理学（経・社） 加藤　泰史 W31 Ｓ 比較文化（社） 小滝　陽
　社会倫理学   アメリカ社会史特論Ｙ

S34 Ｓ 社会学（社） 多田　治

　社会学概論

K30 E 統計学（経） 本田　敏雄
基礎計量経済学

K32 Ｓ 英語学（社） 友澤　宏隆
K31 Ｓ 英語（八） 友澤　宏隆

　英語学（英語学各論）Ｂ

A30 Ｃ 商業学（経営） 佐々木　隆志

　財務会計論Ⅰ
A31 Ｓ 社会学（社） 多田　治

　社会学理論

W31 Ｃ 商業学（経営） 佐々木　隆志

　財務会計論Ⅱ
W32 E･S 倫理学（経・社） 加藤　泰史

倫理学概論
W33 J･S 地理学（法・社） 上田　元

　地球社会の課題Ａ

W34 Ｓ 英語コミュニケーション（社） 井上　間従文

W30 Ｓ 英語（四） 井上　間従文

英語（ライティング）Ⅲ

Z30 自然地理学（経・法・社） 松山　洋 Z30 Ｅ 統計学（経） 柳　貴英 P30 J 法律学（法） 竹村　仁美 W30 Ｊ 倫理学（法） 森村　進 Y30 教職 数学科教育法 駒野　誠 34
　自然地理学 　基礎計量経済学 国際紛争処理法 法思想史

Z31 Ｅ コンピュータ（経） 荒木　万寿夫 W31 Ｓ 外国史（社） 秋山　晋吾
A30 Ｅ 外国史（経） 森　宜人 　情報科学総論 S30 E･J 法律学（経・法） 竹村　仁美 ヨーロッパ社会史総論Ａ

　経済史Ａ 　国際法総論Ⅰ
P30 教職 教育の社会学Ｂ（教職） 中田　康彦 S31 E･S 宗教学（経・社） 深澤　英隆

  教育の社会学Ｂ   宗教社会学Ⅰ

P31 E 幾何学（経） 磯部　健志

  幾何学Ⅰ K30 E･J 法律学（経・法） 阪口　正二郎

P32 Ｓ 外国史（社） 加藤　圭木 　憲法（総論・人権）
アジア社会史総論Ａ

P33 Ｊ 哲学（法） 森村　進 A30 Ｃ 商業学（経営） 坪山　雄樹

  法言語基礎論 　経営組織論Ⅰ
A31 E 解析学（経） 磯部　健志 １．

S30 E 幾何学（経） 磯部　健志 古典解析
　幾何学Ⅱ A32 Ｓ 比較文化（社） 貴堂　嘉之

　アメリカ社会史総論A ２．
K31 Ｅ コンピュータ（経） 荒木　万寿夫

　情報科学総論 W30 Ｃ 商業学（経営） 坪山　雄樹 ３．
K30 Ｊ 哲学（法） 森村　進 　経営組織論Ⅱ

  法哲学 W33 E･S 政治学（経・社） 田中　拓道 ４．
政治学

A30 Ｃ 商業学（経営） 山下　裕子 W31 E 解析学（経） 磯部　健志

  流通システムⅠ 現象数理 ５．
W34 Ｓ 社会学（社） 菊谷　和宏

W30 Ｃ 商業学（経営） 山下　裕子 　社会学史
　流通システムⅡ W35 Ｓ 哲学（社） 井頭　昌彦 ６． 教室変更等は、教務課掲示板で確認してください。

　社会哲学Ａ
W32 E･S 宗教学（経・社） 深澤　英隆

　宗教社会学Ⅱ

水

木

金
Ｃは商学部、Ｅは経済学部、Ｊは法学部、Ｓは社会学部の教科に関する科目を示します。教職は教職に関する科目
を示します。

もってかえる科目の読みかえ元の科目に、学年等の履修制限がある場合は元の科目の条件に従って下さい。

もってかえる科目の教室については、読みかえ元の科目の時間割表で確認して下さい。

「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」は、全学又は学部教育科目の時間割表
に該当する科目が記載されています。

  ＊＊＊ 通年 ＊＊＊  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春夏＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

E･J･S

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 通年 ＊＊＊   ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

教科に関する科目及び教職に関する科目の下に、斜め文字で記載されている科目は、もってかえる科目を示します。

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

  ＊＊＊ 通年 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊
  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊春夏 ＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 通年 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

第１時限(8:45～10:30) 第２時限(10:45～12:30) 第３時限(13:15～15:00) 第４時限(15:15～17:00) 第５時限(17:10～18:55)

  ＊＊＊ 通年 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊
  ＊＊＊春＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 通年 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春 ＊＊＊  ＊＊＊ 春 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

月

火

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 夏＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 秋冬 ＊＊＊

  ＊＊＊ 春夏 ＊＊＊

  ＊＊＊ 冬 ＊＊＊

  ＊＊＊春夏＊＊＊


	教職2017時間割

