
１時限 9:00～10:30
２時限 10:40～12:10
３時限 13:00～14:30
４時限 14:40～16:10
５時限 16:20～17:50

【学部科目】
講義
コード

開講
曜日・時限 科目名 単位 教員

11026 月１ 政治学 2 村上　友章
11029 月１ 教養総合（ヒトを考える） 2 南木　睦彦・伊藤　淳
11038 月１ グローバル流通論 2 白　貞壬
11048 月１ ベンチャービジネス論 2 井上　芳郎
11053 月１ 地域交通政策 2 森津　秀夫・岸野　啓一
12024 月２ 政治学 2 村上　友章
12026 月２ 健康の経済学 2 中島　孝子
12034 月２ 経営組織論Ｂ 2 濵本　隆弘
12035 月２ 財務戦略論 2 小笠原　宏
12053 月２ 民法Ｂ 2 八木　雅史
12055 月２ カスタマー・サティスファクション論 2 髙田　宏
12057 月２ 健康心理学 2 銅直　優子
12062 月２ 物流政策論 2 森　隆行
13007 月３ 資源論 2 南木　睦彦
13016 月３ 流通概論 2 長坂　泰之
13017 月３ 流通概論 2 綿貫　真也
13035 月３ 財務会計論Ⅰ 2 井上　定子
13043 月３ 経営情報論 2 赤川　元昭
13054 月３ 地域再生論 2 西井　和夫・岸野　啓一
14011 月４ 流通概論 2 村尾　俊一
14016 月４ 社会心理学 2 蜂屋　真
14026 月４・木４ 商業簿記Ⅱ 4 来栖　正利
14027 月４ 流通政策 2 長坂　泰之
14032 月４ 消費者問題論 2 森脇　丈子
14034 月４ 権利擁護と成年後見制度 2 藤井　啓吾
14043 月４ 情報システム特講 2 福井　誠・多井　剛
15033 月５ アミューズメント事業論 2 森脇　丈子
21020 火１ 基礎統計学 2 澤田　清
21026 火１ リテールマネジメント概論（経営学科） 2 東　利一
21035 火１ 社会構造論 2 桑原　桃音
22047 火２ 経済学入門 2 辻　美代
22059 火２ 観光事業論 2 柏木　千春
22062 火２ 学習心理学 2 池田　曜子
22123 火２ 西洋史 2 堅田　智子
22082 火２ 戦略的マーケティング論 2 東　利一
22087 火２ 基礎経済学 2 羽森　直子
22089 火２ 経済数学（経済学科） 2 竹内　信行
22090 火２ 経済数学（経済情報学科） 2 澤田　清
22093 火２ 法学概論 2 藤井　啓吾
22105 火２ 広告論 2 村尾　俊一
22114 火２ 地域防災論 2 酒井　彰
23019 火３ 基礎知識(自然科学） 2 南木　睦彦
23057 火３ 経済学入門 2 上瀧　真生
23062 火３ 経営学入門 2 濵本　隆弘
23066 火３ 社会学基礎 2 水野　英莉
23067 火３ 社会学基礎 2 桑原　桃音
23090 火３ 企業論特別講義（官公庁） 2 上田　真由美・辻　美代
23118 火３ 現代世界史 2 堅田　智子
23095 火３ リテールマネジメント概論（マーケティング学科） 2 東　利一
23096 火３・金４ 商業簿記Ⅱ 4 島田　奈美
23103 火３ 地方財政論 2 三原　裕子
23113 火３ 生活金融論 2 小笠原　宏
23114 火３ フードビジネス特講 2 碓井　將夫
23115 火３ イベントプロデュース論 2 柏木　千春
24026 火４ 基礎知識(自然科学） 2 南木　睦彦
24058 火４ 観光学原論 2 辻本　千春
24066 火４ 心理学概論 2 蜂屋　真
24076 火４ 原価計算論Ａ 2 早川　翔
24079 火４ 経済学入門 2 森脇　丈子
24083 火４ 生活マネジメント論 2 辻本　乃理子
24084 火４ 質的調査法 2 池田　曜子
24089 火４ 連結財務諸表論 2 孫　美レイ
25015 火５ 基礎統計学 2 栗田　真樹
25022 火５ 教養総合（環境問題の多面性） 2 酒井　彰・持田　信治
25040 火５ 日本経済論 2 上瀧　真生
31016 水１ 自然観察入門 2 南木　睦彦
31058 水１ 経営情報分析 2 木村　敏夫
31066 水１ 経済法Ｂ 2 小畑　徳彦
31067 水１ 会社法 2 藤井　啓吾
32025 水２ 基礎知識(地理） 2 秦　洋二
32071 水２ 物流管理論 2 李　志明
32082 水２ データでみる現代経済 2 森澤　龍也
32092 水２ 企業文化論 2 濵本　隆弘
32100 水２ 住宅産業論 2 辻本　乃理子

科目等履修生　２０１９年度　後期　時間割表

　　※ 本学の受講生が0名の場合は、未開講となる場合があります。
　　※ 開講曜日・時限が変更される場合があります。
　　※ 4単位科目は、週2回授業（ペア科目）です。



33013 水３ 観光地理学 2 山川　拓也
33015 水３ 健康生活論 2 辻本　乃理子
33022 水３ 企業論特別講義（サービス業） 2 辻本　千春
33055 水３ キャリア基礎論 2 小幡　祐可子
33028 水３ 物流システム論 2 李　志明
33029 水３ マーケティング・リサーチ 2 後藤　こず恵
33030 水３ マーケティング・リサーチ 2 綿貫　真也
33040 水３ 租税論 2 三原　裕子
41034 木１ 情報倫理 2 森津　秀夫
41035 木１ 情報倫理 2 三谷　哲雄
41039 木１ 法学入門（5103・5104） 2 八木　雅史・小畑　徳彦・藤井　啓吾
41046 木１ 小売業態論 2 田中　康仁
41056 木１ 経済分析のためのプログラミングⅡ 2 平越　裕之
41058 木１ 障害者福祉論 2 藤本　次郎
41069 木１ メディア論 2 桑原　桃音
42008 木２ 基礎心理学 2 蜂屋　真
42037 木２ 会計学入門 2 来栖　正利・井上　定子・孫　美レイ・島田　奈美・早川　翔
42038 木２ ホスピタリティ・マネジメント論 2 栗原　正憲
42053 木２ 国際物流論 2 森　隆行
42068 木２ 公共政策論 2 西井　和夫
42070 木２ データ処理 2 澤田　清
42073 木２ 観光施設計画論 2 山川　拓也
42075 木２ 旅行業と法 2 藤井　啓吾
42076 木２ ブライダルコーディネーション論Ⅲ 2 石橋　仁美
42109 木２ 商業立地論 2 秦　洋二
42094 木２ 公共経済論 2 竹内　信行
42095 木２ 都市環境論 2 酒井　彰
42096 木２ ネットコミュニケーション 2 福井　誠
42097 木２ 情報ネットワーク 2 平越　裕之
42102 木２ 心理療法論 2 銅直　優子
43017 木３ 社会保障論Ⅰ 2 上瀧　真生
43042 木３ 基礎数学 2 持田　信治
43044 木３ 社会調査の基礎 2 栗田　真樹
43045 木３ ブライダルコーディネーション論Ⅰ 2 石橋　仁美
43067 木３ ブランドマネジメント論 2 後藤　こず恵
43077 木３ 経済情報処理 2 森澤　龍也
43078 木３ 労働経済論 2 丸山　亜希子
43079 木３ 健康社会学 2 水野　英莉・辻本　乃理子
43082 木３ 児童福祉論 2 加藤　曜子
43096 木３ ストラテジック・マネジメント 2 青木　良三・濵本　隆弘
43097 木３ 国際会計論 2 井上　定子
43098 木３ グローバルロジスティクスマネジメント論 2 李　志明
43107 木３ 地域観光政策 2 西井　和夫
43112 木３ 旅行事業経営論 2 山川　拓也
43115 木３ キャリアビジネス論 2 前川　明・中山　一郎・栗原　正憲・多井　剛・小幡　祐可子
44013 木４ 生涯スポーツ論 2 天田　英彦
44037 木４ 教養総合（災害と流通） 2 南木　睦彦・西井　和夫
44048 月４・木４ 商業簿記Ⅱ 4 来栖　正利
44049 木４ 国際経営論 2 李　東浩
44055 木４ 地域経済論 2 丸山　亜希子
44058 木４ キャリア社会学 2 桑原　桃音
44069 木４ 管理会計論 2 早川　翔
44072 木４ 都市情報解析 2 西井　和夫・岸野　啓一
45017 木５ 社会学概論 2 栗田　真樹
51026 金１ 職業指導Ⅱ（経営学科） 2 中山　一郎
51027 金１ 職業指導Ⅱ（マーケティング学科） 2 川合　宏之
51028 金１ 財務分析論 2 木村　敏夫
52035 金２ コミュニケーション心理学 2 西尾　範博・池田　曜子
52056 金２ マクロ経済学（３年生以上） 2 竹内　信行
52057 金２ 民法Ａ 2 八木　雅史
53027 金３ ヒューマンリレーション論 2 西尾　範博
53037 金３ 経営戦略論Ｂ 2 青木　良三
53042 金３ 社会マーケティング 2 森藤　ちひろ
53050 金３ 技術開発論 2 持田　信治
53054 金３ 国際経営論 2 今西　珠美
53056 金３ 旅館事業経営論 2 碓井　將夫
54023 金４ ヒューマンリレーション論 2 西尾　範博
54028 火３・金４ 商業簿記Ⅱ 4 島田　奈美
54035 金４ ソーシャルワーク総論Ⅱ 2 岩崎　久志

講義
コード

開講
曜日・時限 科目名 単位 教員

25501 火５ 金融特論 2 羽森　直子
31501 水１ 空間市場分析特論 2 森津　秀夫・酒井　彰・三谷　哲雄
43501 木３ 流通システム原理特論 2 白　貞壬
51501 金１ 経営組織特論 2 李　東浩

【大学院科目】


