
区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クククク ララララ スススス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クククク ララララ スススス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室

教養 社会参画入門 各教員 教養 英語1 岡本 CALL2 教養 基礎学力講座1（国語） A 太田 18A51 教養 人間関係心理学（留学生不可） 山本 2211 Sクラス 18A31

教養 英語1 マッケイ 132 教養 基礎学力講座1（国語） A 安田 18A32

教養 英語1 フィッツパトリック 134 専門 情報システム基礎 本村 18A12

教養 英語1 津田 124

教養 英語1 清水 18A41

教養 情報リテラシー1 安田 PC1 教養 健康の科学 体育教員 131 専門 心理学（福祉と心理的支援） 高橋淳 18A52

教養 情報リテラシー1 徂徠 PC2 専門 情報メディアと社会 高 2211

教養 情報リテラシー1 本村 PC3

専門 スポーツリテラシーⅠ(スポーツ史) 尾道 18C41

教養 英語1 岡本 PC3 教養 情報リテラシー1 本村 PC1 教養 基礎学力講座1（国語） B 太田 124 教養 ■日本語1(1st quarter)※金4 清田 18A41 ユーティリティ・アワー

教養 英語1 津田 124 教養 情報リテラシー1 徂徠 PC3 教養 基礎学力講座1（国語） B 安田 132 教養 ■日本語2(2nd quarter)※金4 清田 18A41 (原則隔週設定、第1・3週)

教養 英語1 清水 18A41 教養 情報リテラシー1（留学生専用） 高 PC4 教養 基礎学力講座1（数学） 板倉 18A32 教養 人間関係心理学（留学生不可） 山本 2211

教養 英語1 マッケイ 132 教養 基礎学力講座1（数学） 徂徠 131

教養 英語1 フィッツパトリック 134

専門 日本経済事情 市川 18C51 教養 基礎学力講座2（国語） A 太田 18A31 教養 人間関係心理学（留学生のみ） 山本 2211

専門 医学一般 佐保 18A52 教養 基礎学力講座2（国語） A 藪内 135

教養 基礎学力講座2（国語） A 白土 134

教養 基礎学力講座2（数学） 徂徠 121 専門 経営学入門 B 飯田 18A61 専門 経営学入門 A 飯田 18A61

教養 基礎学力講座2（数学） 首藤 18A42 専門 簿記入門 A 工藤 18C41 専門 簿記入門 B 岡部 18C41

教養 基礎学力講座2（国語） B 太田 18A42 専門 手話（通年科目） 河野 18C21-2 ユーティリティ・アワー 教養 ■日本語1(1st quarter)※水4 清田 18A41 教養 基礎学力講座1（国語）（中国留学生のみ）　 津田・郡 123

教養 基礎学力講座2（国語） B 白土 18A52 専門 手話（通年科目） 園田 18C21-3 教養 ■日本語2(2nd quarter)※水4 清田 18A41 教養 基礎学力講座2（国語）（中国留学生のみ）　 津田・郡 123

教養 基礎学力講座2（国語） B 森田 18A51 教養 基礎学力講座1（国語）（韓国留学生のみ）　 白土 18A41

教養 基礎学力講座2（国語）（韓国留学生のみ） 白土 18A41

（中国・韓国以外の出身者は自由選択）

教養 ス ポ ー ツ 実 践 ・ 基 礎 Ⅰ 教養 社会参画入門 岡部 CALL1 教養 社会参画入門 鈴木照 18C51

教養 社会参画入門 國分 I/O 教養 社会参画入門 竹田 18C41

教養 社会参画入門 後藤 18A41 教養 社会参画入門 古川 18A62

教養 社会参画入門 野中 18A53 教養 社会参画入門 本村 18A12

専門 情報メディアとビジネス（１年～） 中山 教養 社会参画入門 松下 18A33 教養 社会参画入門 森田 18A42

専門 フィールドワーク（１年～） 松下 教養 社会参画入門 馬男木 18A43 教養 社会参画入門 鍋田 18C21-2

教養 社会参画入門 太田 18A32 教養 社会参画入門 高橋淳 18A61

教養 社会参画入門 岡本 CALL2 教養 社会参画入門 河村 18C21-3

教養 社会参画入門 工藤 18A31

教養 社会参画入門 清水 18A10

教養 社会参画入門 白土 ELC

教養 社会参画入門 鈴木琢 18C21-1

コミュニケーション基礎講座 2221コミュニケーション基礎講座

杉浦
伊藤
吉津
瀬川
安田
工藤
竹田

山本
杉浦
清水
藪内

2221 教養

教養

備

考

　強化部のみ履修可能　強化部のみ履修可能　強化部のみ履修可能　強化部のみ履修可能 　月１　社会参画入門 　月１　社会参画入門

2212 人間力概論

瀬川

杉浦

坂井

竹田

2211
2212

山本
杉浦
安田
藪内

赤字は必修科目を表す。
区分欄の語句に関しては下記のとおり。
教養・・・教養基礎科目
専門・・・専門教育科目
教職・・・教職関連科目

ユーティリティ・アワー・・・特別指導及び補講等
のための時間帯　前期集中講義

水
1
年

木
1
年

金
1
年

教養

教養

4時限　(14：40～16：10)4時限　(14：40～16：10)4時限　(14：40～16：10)4時限　(14：40～16：10) 5時限　(16：20～17：50)5時限　(16：20～17：50)5時限　(16：20～17：50)5時限　(16：20～17：50)

1
年

火
1
年

教養 大分学・大分楽

月

コミュニケーション基礎講座
杉浦
安田
清水
藪内

2221

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（1年生用）　　　　　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（1年生用）　　　　　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（1年生用）　　　　　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（1年生用）　　　　　日本文理大学

曜曜曜曜日日日日
開開開開
講講講講

年年年年
次次次次

1時限　(8：50～10：20)1時限　(8：50～10：20)1時限　(8：50～10：20)1時限　(8：50～10：20) 2時限　(10：30～12：00)2時限　(10：30～12：00)2時限　(10：30～12：00)2時限　(10：30～12：00) 3時限　(13：00～14：30)3時限　(13：00～14：30)3時限　(13：00～14：30)3時限　(13：00～14：30)



区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室

教養 社会参画入門 各教員 教養 英語1 岡本 CALL2 教養 基礎学力講座1（国語） A 太田 18A51 教養 人間関係心理学（留学生不可） 山本 2211 教養 情報リテラシー1(再履修者用） 本村 PC3
教養 英語1 津田 124 教養 基礎学力講座1（国語） A 安田 18A32
教養 英語1 清水 18A41 専門 情報システム基礎 本村 18A12 専門 月2 板倉 18A33
教養 英語1 マッケイ 132 専門 月2 工藤 18A31
教養 英語1 フィッツパトリック 134 専門 月2 國分 I/Oルーム

教職 ◆地理学概論A 土居 18A51 専門 ゼミナールⅡA 各教員 教職 ◆教育原理Ⅱ 高橋洋 18A41 専門 ■経済学史※金1 B 古川 18A32 専門 ■経済学史※金3 A 古川 18A32 専門 月2 鈴木琢 18C21-1
専門 金融論Ⅰ 宮本 18C51 専門 ■経済数学※火3 馬男木 18A42 専門 月2 鈴木照 18C21-2
専門 流通史 尾道 18A31 専門 月2 岡部 844(図書館）

教職 ◆社会科・公民科教育法（通年） 尾道 18A32 専門 ゼミナールⅢ 各教員 教養 日本国憲法 松下 18A31 教養 第二外国語1（ドイツ語） 津田 18A42 専門 月2 高橋淳 18A53
専門 精神保健学 高橋淳 18A52 専門 社会福祉調査法 河村 18A51 専門 月2 竹田 ELC
専門 ■財務管理論※水3 工藤 18A41 専門 地域経済論 市川 18C51 専門 月2 鍋田 18A43

教職 ◆教育実習 藪内 18A52 専門 権利擁護と成年後見（1st quarter) 鈴木照 18A41 専門 月2 野中 18A51
教職 ◆教育実習(中学) 藪内 18A52 専門 更生保護（2nd quarter) 鈴木照 18A41 専門 月2 古川 18C21-3
教養 情報リテラシー1 安田 PC1 教養 健康の科学 体育教員 131 専門 心理学（福祉と心理的支援） 高橋淳 18A52 専門 月2 本村 18A12
教養 情報リテラシー1 徂徠 PC2 専門 情報メディアと社会 高 2211 専門 月2 河村 18A62
教養 情報リテラシー1 本村 PC3 専門 月2 堀 18A42

専門 スポーツリテラシーⅠ(スポーツ史) 尾道 18C41 専門 月2 馬男木 18A10

教養

5時限　(16：20～17：50)5時限　(16：20～17：50)5時限　(16：20～17：50)5時限　(16：20～17：50)

人間力概論大分学・大分楽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（2～4年生用）　　          　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（2～4年生用）　　          　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（2～4年生用）　　          　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　前期　時間割（2～4年生用）　　          　日本文理大学

曜曜曜曜日日日日
開開開開
講講講講

年年年年
次次次次

1時限　(8：50～10：20)1時限　(8：50～10：20)1時限　(8：50～10：20)1時限　(8：50～10：20) 2時限　(10：30～12：00)2時限　(10：30～12：00)2時限　(10：30～12：00)2時限　(10：30～12：00)
ゼミナール関係ゼミナール関係ゼミナール関係ゼミナール関係

4時限　(14：40～16：10)4時限　(14：40～16：10)4時限　(14：40～16：10)4時限　(14：40～16：10)3時限　(13：00～14：30)3時限　(13：00～14：30)3時限　(13：00～14：30)3時限　(13：00～14：30)

1
年

4
年

月

杉浦・伊藤・吉
津

瀬川・安田・工
藤

1
年

2212

2
年
3
年

瀬川・杉浦
坂井・竹田

教養

　ゼミナールⅡA

2211
2212

専門 国際経済学 板倉 18A31 専門 会社簿記（通年） 岡部 18A31 教職 ◆教育原理Ⅱ 高橋洋 18A41 教職 ◆日本史A 尾道 18A31 専門 統計理論 本村 18A12 専門 月2 徂徠 CALL1
専門 発達心理学 高橋淳 18A52 専門 ビジネス実務総論A 國分 18A51 専門 ■経済数学※月4 馬男木 18A42 専門 ■ビジネス実務演習A※木4 國分 18A32 専門 社会保障論A 鈴木照 18A51 専門 木2 尾道 18C21-2
専門 原価計算論（通年） 工藤 18A32 教養 英語３（TOEIC 受験対策講座） 岡本 PC3 専門 高齢者福祉論 河村 18A31 専門 スポーツ生理学 堀 18A52 専門 木2 吉津 4224

専門 民法ⅠA 松下 18C51 専門 木2 後藤 18A52
教職 ◆哲学概論A 藪内 121 専門 中小企業論A 新谷 18A41 専門 企業形態論A 新谷 1852 教職 ◆教育方法論 高橋洋 18A41 教養 第二外国語1（韓国語） 高 112 専門 木2 松下 18C21-3
専門 ■公共経済学　※木1 森田 18A51 専門 エクササイズテクニック 堀 アポロ 専門 ゼミナールⅢ 各教員 教養 第二外国語1（中国語） 徐 ELC 専門 木2 森田 18A43
専門 相談援助の理論と方法A 鈴木琢 18C21-1 18C21-1  教養 日本語5 工藤 18A43 専門 木2 市川 18A53
専門 スポーツリテラシーⅤ(スポーツ組織論) 竹田 18C41 専門 憲法A 鈴木照 18A52 専門 木2 山本 18A33

専門 メディア論 後藤 18C51
専門 データ解析A 本村 18A12

4

年 専門 就労支援サービス（2nd quarter） 野中 18A51 専門 ゼミナールⅣ 各教員
教養 英語1 岡本 PC3 教養 情報リテラシー1 本村 PC1 教養 基礎学力講座1（国語） B 太田 124 教養 ■日本語1(1st quarter)※金4 清田 18A41 ユーティリティ・アワー 専門 月3 板倉 18A33
教養 英語1 津田 124 教養 情報リテラシー1 徂徠 PC3 教養 基礎学力講座1（国語） B 安田 132 教養 ■日本語2(2nd quarter)※金4 清田 18A41 (原則隔週設定、第1・3週) 専門 月3 工藤 18A52
教養 英語1 清水 18A41 教養 情報リテラシー1（留学生専用） 高 PC4 教養 基礎学力講座1（数学） 板倉 18A32 教養 人間関係心理学（留学生不可） 山本 2211 専門 月3 國分 I/Oルーム

教養 英語1 マッケイ 132 教養 基礎学力講座1（数学） 徂徠 131 専門 月3 鈴木琢 18C21-2
教養 英語1 フィッツパトリック 134 専門 月3 鈴木照 CALL1
専門 ■経済分析※木1 板倉 18A31 教養 スポーツサイエンス 竹田 18C41 教養 アイデンティティの社会学 藪内・山本・白土 2221 教養 社会参画応用 各教員 ユーティリティ・アワー 専門 月3 岡部 844(図書館）

専門 臨床心理学 高橋淳 18A52 専門 相談援助の基盤と専門職A(2・3年生のみ) 鍋田 18C51 専門 経済発展とスポーツ 尾道 18C41 (原則隔週設定、第1・3週) 専門 月3 高橋淳 ELC
教職 ◆心理学概論A 高橋淳 18A41 専門 特殊講義(みずほ証券寄付講座) 森田 18C51 専門 月3 鍋田 2222

専門 ■財務諸表論※木3 岡部 18A51 専門 月3 野中 18C21-3
専門 社会福祉援助技術論ⅠA(4年生のみ) 小桐 18A52 専門 月3 古川 18A10

専門 月3 馬男木 18A43
専門 スポーツの法学 鈴木照 18A51 教職 ◆商業科教育法A 松本 18A51 専門 外国為替論A 福田 18A42 教職 ◆社会科教育法（通年） 尾道 18A32 ユーティリティ・アワー 専門 月3 河村 18A53
専門 地域福祉論 河村 18C51 専門 経営組織論A 平池 18A32 専門 企業経営の実際 國分・飯田 18A41 専門 リスク管理論 土肥 123 (原則隔週設定、第1・3週) 専門 月3 堀 18A42

専門 国際政治学 岡本 CALL1 専門 多国籍企業論 福田 18A42 専門 月3 松下 18C21-1

1
年

2
年

2
年

火

水

3

3
年

　ゼミナールⅢ（通年）

-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→

専門 国際政治学 岡本 CALL1 専門 多国籍企業論 福田 18A42 専門 月3 松下 18C21-1
専門 社会福祉援助技術論ⅡA（4年生のみ） 小桐 18A52 専門 ■財務管理論＊月4 工藤 18A61 専門 ■民法Ⅱ※木4 松下 112 専門 火3 白土 PC2
専門 労働法ⅡA 鈴木照 18A31 専門 社会福祉援助技術演習（4年生のみ） 鍋田 CALL1 CALL1 専門 火3 市川 18A53

専門 社会福祉援助技術演習Ⅱ 野中・鈴木琢・河村 18C21-1 18C21-1 専門 火3 岡本 CALL2
教職 ◆教育実習 首藤 18A31 ユーティリティ・アワー 専門 火3 尾道 18A33
教職 ◆教育実習(中学) 首藤 18A31 (原則隔週設定、第1・3週) 専門 火3 吉津 ELC

専門 日本経済事情 市川 18C51 教養 基礎学力講座2（国語） A 太田 18A31 教養 人間関係心理学（留学生のみ） 山本 2211 専門 火3 後藤 18C41
専門 医学一般 佐保 18A52 教養 基礎学力講座2（国語） A 藪内 135 専門 火3 清水 18C21-3

教養 基礎学力講座2（国語） A 白土 124 専門 火3 本村 18A12
教養 基礎学力講座2（数学） 徂徠 121 専門 経営学入門 B 飯田 18A61 専門 経営学入門 A 飯田 18A61 専門 火3 森田 18A10
教養 基礎学力講座2（数学） 首藤 18A42 専門 簿記入門 A 工藤 18C41 専門 簿記入門 B 岡部 18C41 専門 火3 竹田 18C21-2

教職 ◆教育心理学 山本 121 専門 ゼミナールⅡA 各教員 教養 英語３（文章理解） 津田 124 専門 日本経済論 市川 18A51 専門 ｅビジネスマーケティング論 後藤 18C41
専門 ■経済分析※水1 板倉 18A31 専門 原価計算論（通年） 工藤 18C41 教養 英語３（英語会話） マッケイ 132 専門 ■ビジネス実務演習A※火4 國分 18A32
専門 スポーツリテラシーⅣ(スポーツ産業) 竹田 18C41 教養 英語３（英語会話） フィッツパトリック 134 専門 マーケティング論 後藤 18C51

専門 ■財務諸表論※水3 岡部 18A51 専門 社会福祉援助技術演習Ⅰ 野中・鈴木琢・鍋田・河村 18C21-1 専門 月5 國分 I/Oルー

専門 プログラミング入門 本村 18A12 専門 月4 板倉 18A33

専門 広告論 後藤 18C51 専門 火4 鈴木琢 18A13
専門 公的扶助論 鈴木琢 18A42 専門 火4 鈴木照 18A62

専門 火4 岡部 CALL1
教職 ◆法学概論（通年） 鈴木照 18A41 教職 ◆職業指導 仲山 125 教職 ◆政治学概論A 岡本 CALL2 専門 ■民法Ⅱ※水4 松下 112 教養 社会参画演習 吉村・鈴木照 18C51 専門 火4 高橋淳 18C21-2
専門 国際金融システム論 宮本 18A42 専門 経済統計(通年） 本村 18A12 専門 マーケティングリサーチ 吉津 18A31 専門 火4 鍋田 18C21-3
専門 システム分析論 本村 18A12 専門 スポーツリテラシーⅥ(スポーツビジネス実践) 竹田・鈴木照 18A41 専門 労働法ⅠA 鈴木照 18A32 専門 火4 野中 18C21-1
専門 ■公共経済学 ※火1 森田 18A51 専門 貨幣理論 宮本 18C51 専門 地方財政論 野中 18A52 専門 火4 馬男木 18A11
専門 監査論A 工藤 18A32 専門 経済外書講読A 古川 18A32 専門 火4 河村 18A10

専門 火4 市川 18A53
専門 水2＊ 市川 18A62

18C21-1/CALL1
野中・鈴木琢
鍋田・河村□

木

4
年

18C21-1/CALL1

教養 コミュニケーション基礎講座

社会福祉援助技術現場実習指導

3
年

2
年

山本・杉浦
安田・薮内

3
年

1
年

専門

2221
山本・杉浦
清水・薮内

教養 コミュニケーション基礎講座 2221

ゼミナールⅣ（通年）

-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→
-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→

-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→
専門 水2＊ 市川 18A62

専門 ストレングス＆コンディショニング指導法 堀 18A41 専門 統計学 徂徠 PC2 専門 火4 岡本 CALL2
専門 火4 吉津 18A42

教養 基礎学力講座2（国語） B 太田 18A42 専門 手話（通年科目） 河野 18C21-2 ユーティリティ・アワー 教養 ■日本語1(1st quarter)※水4 清田 18A41 教養 基礎学力講座1（国語）（中国留学生のみ）　 津田・郡 123 専門 火4 本村 18A12
教養 基礎学力講座2（国語） B 白土 18A52 専門 手話（通年科目） 園田 18C21-3 教養 ■日本語2(2nd quarter)※水4 清田 18A41 教養 基礎学力講座2（国語）（中国留学生のみ）　 津田・郡 123 専門 火4 森田 18A51
教養 基礎学力講座2（国語） B 森田 18A51 教養 基礎学力講座1（国語）（韓国留学生のみ）　 白土 18A41 専門 火4 後藤 18C41

教養 基礎学力講座2（国語）（韓国留学生のみ） 白土 18A41 専門 火4 工藤 18C51
（中国・韓国以外の出身者は自由選択） 専門 水4 竹田 18A33

専門 ■経済学史※月4 B 古川 18A32 教養 英語３（文章理解） 清水 112 専門 スポーツリテラシーⅢ(コーチング＆ティーチング法) 体育教員 体育館 教養 日本語3 工藤 18A32 ユーティリティ・アワー 専門 木2 清水 18A10
専門 日本のサービス産業 吉津 18A41 専門 経済政策論 市川 18A51 専門 ■経済学史※月5 A 古川 18A32 教養 日本語3 古川俊 18A31 18A51 専門 金2 古川 18A43

専門 ブランド学 吉津 18C41 専門 社会福祉原論A 鈴木琢 18C51 専門 訪問介護論A 野中・河村 18A51 18A51 専門 金2 堀 18A32
専門 バイオメカニクス 長野 18A31 専門 民法ⅠＢ 松下 18A52 専門 金2 松下 18A33
専門 児童福祉論 鍋田 18A52 専門 金2 尾道 18A62
教養 英語5（英語会話） マッケイ 132 専門 産業カウンセリング演習 通年 高橋淳・久米 2111/2213 2211/2213 ユーティリティ・アワー 専門 金2 宮本 18A10
教養 英語5（英語会話） フィッツパトリック 134 専門 商法ⅡA 宇野 18A31 専門 火3 飯田 18A62
専門 産業カウンセリング論 高橋淳・久米 2211/2213 専門 商法ⅠA 宇野 18A31

4

年 専門 ストレングス＆コンディショニング応用 堀 18A31 専門 ゼミナールⅣ 各教員 ユーティリティ・アワー

教養 ス ポ ー ツ 実 践 ・ 応 用 Ⅰ (2年のみ) 専門 情報メディアとビジネス (１年～） 中山 専門 スモールビジネスマネジメント論 (3年～) 橋本 教養 社会参画応用 板倉 18A61

専門 スポーツリテラシーⅦA (3年のみ) 専門 フィールドワーク （１年～） 松下 専門 管理会計論A (3年～) 橋本 教養 社会参画応用 市川 18A51

専門 スポーツリテラシーⅧA (4年のみ) 専門 スポーツリテラシーⅡ(救急法) （２年～） 堀・体育教員 教職 ◆福祉科教育法A (3年～） 山岸 教養 社会参画応用 後藤 18A31

教養 社会参画応用 太田 18A22

教養 社会参画応用 鈴木照 18A52

教養 社会参画応用 古川 18C41

専門 スポーツイベント実践(通年） (2年～) 竹田 教養 社会参画応用 森田 18C51

　強化部のみ履修可能

備

考

1
年

金

4
年

2
年

赤字は必修科目を表す。
区分欄の語句に関しては下記のとおり。
教養・・・教養基礎科目
専門・・・専門教育科目
教職・・・教職関連科目

　前期集中講義

-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→

-------------------------------------------→

3
年

　水４　社会参画応用

※水２＊は留学生クラス

（２年
～）専門 ボランティア実習(通年）

鈴木照・□
竹田・鍋田

専門 スポーツイベント実践(通年） (2年～) 竹田 教養 社会参画応用 森田 18C51

専門 ｅビジネス経営論 (3年～) 中山

専門 産業カウンセリング実習(3年生～) (3年～) 高橋淳・久米

考 ユーティリティ・アワー・・・特別指導及び補講
等のための時間帯

専門 社会福祉援助技術現場実習
野中・鈴木琢
鍋田・河村□(3年～)



区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クククク ララララ スススス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クククク ララララ スススス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室

専門 簿記入門 岡部 18C51 教養 英語２（TOEIC 受験対策講座） 岡本 CALL2 教職 ◆教職概論 高橋洋 18A41 教養 社会参画実習１ 各教員 教養 情報リテラシー１ 本村 PC3

Sクラス 18A41 教養 英語２（文章理解） 津田 121 専門 情報システム基礎 本村 PC2 専門 ボランティア論
鈴木照・□
竹田・鍋田

18C41

教養 英語２（文章理解） 清水 18A41 教養 社会参画入門（後期入学生のみ） 板倉 18A32

教養 英語２（英語会話） マッケイ 132

教養 英語２（英語会話） フィッツパトリック 134

教養 情報リテラシー１ 徂徠 PC1 教養 文章表現基礎講座 白土 123 教職 ◆教職概論 高橋洋 18A41 瀬川 専門 簿記原理 岡部 18C41

教養 情報リテラシー１ 坂井・安田 PC2 教養 文章表現基礎講座 杉浦 124 教養 健康の科学 体育教員 18C51 工藤

教養 情報リテラシー２ 本村 PC3 教養 文章表現基礎講座 松下 133 専門 ■経営学総論※木３ 國分 18A61 橋本

専門 社会福祉入門 鍋田 121 教職 ◆教育原理Ⅰ 藪内 121

専門 経済学入門 森田 18C41 教養 文章表現基礎講座（前期入学中国留学生のみ） 安田 122

教養 英語２（TOEIC 受験対策講座） 岡本 PC3 教職 ◆教職概論 首藤 18A41 教養 勝者の心理学・失敗学概論
藪内・白土
古川・園田

2211/2212 教養 ■日本語Ａ(3rd quarter)※金4 清田 18A41 ユーティリティ・アワー

教養 英語２（文章理解） 津田 144 教養 情報リテラシー１ 本村 PC1 専門 スポーツ・ビジネスマネジメント概論 竹田 18C41 教養 ■日本語Ｂ(4th quarter)※金4 清田 18A41 (原則隔週設定、第１・３週)

教養 英語２（文章理解） 清水 112 教養 情報リテラシー２ 徂徠 PC3

教養 英語２（英語会話） マッケイ 132 教養 情報リテラシー２（留学生専用） 高 PC4

教養 英語２（英語会話） フィッツパトリック 134

教養 文章表現基礎講座 太田 123 専門 ■経営学総論※火３ 國分 18A61 教養 コミュニケーション演習
山本・杉浦
安田・清水

2221 教養 マーケティング学演習 吉津・安田 121

教養 文章表現基礎講座 藪内 133 専門 ■西洋経済史※金１ 古川 18C51 教養 文章表現基礎講座 太田 125 教養 文章表現基礎講座（後期入学中国留学生のみ）　 山本 18A52

教養 情報リテラシー１(留学生専用) 高 PC4 教養 文章表現基礎講座 白土 124 教養 文章表現基礎講座（韓国留学生のみ） 津田・郡 18A32

専門 国際経済事情 市川 18C51 専門 社会福祉入門 野中 18C41 教養 文章表現基礎講座 藪内 123

専門 経済学入門 馬男木 18C51 専門 社会福祉入門 鈴木琢 18A61

専門 経済学入門 板倉 18C51

専門 経営学入門 飯田 18C41 教養 基礎学力講座１(国語)(後期入学生のみ) 白土 18A41 ユーティリティ・アワー 教養 ■日本語Ａ(3rd quarter)※水4 清田 18A41

専門 ■西洋経済史※木３ 古川 18C51 教養 基礎学力講座２(国語)(後期入学生のみ) 白土 18A41 教養 ■日本語Ｂ(4th quarter)※水4 清田 18A41

専門 手話（通年科目・後期履修不可） 河野 18C21-2 教養 基礎学力講座１（数学） 徂徠 121

専門 手話（通年科目・後期履修不可） 園田 18C21-3 教養 基礎学力講座２（数学） 徂徠 121

教養 ス ポ ー ツ 実 践 ・ 基 礎 Ⅱ 社会参画実習１ 岡部 CALL1 社会参画実習１ 工藤 18A52 社会参画実習１ 森田 18A42

社会参画実習１ 國分 I/O 社会参画実習１ 清水 18A21 社会参画実習１ 鍋田 18C21-2

社会参画実習１ 後藤 18A53 社会参画実習１ 白土 18A22 社会参画実習１ 高橋淳 18A23

社会参画実習１ 野中 18A51 社会参画実習１ 鈴木琢 18C21-1 社会参画実習１ 河村 18C21-3

社会参画実習１ 松下 18A33 社会参画実習１ 鈴木照 18C51

専門 情報メディアと法・倫理 中山 社会参画実習１ 馬男木 18A43 社会参画実習１ 竹田 18C41

専門 フィールドワーク（1年生～） 松下 社会参画実習１ 太田 18A32 社会参画実習１ 古川 18A62

社会参画実習１ 岡本 CALL2 社会参画実習１ 本村 18A12

18C41・18C51教養 起業学

備

考

　強化部のみ履修可能 　月４社会参画実習１ 　月４社会参画実習１ 　月４社会参画実習１ 赤字は必修科目を表す。
区分欄の語句に関しては下記のとおり。
教養・・・教養基礎科目
専門・・・専門教育科目
教職・・・教職関連科目

ユーティリティ・アワー・・・特別指導及び補講等
のための時間帯

※コミュニケーション演習を履修する場合、木１、
木４どちらかを履修すればよい。

　後期集中講義

金
1
年

教養 コミュニケーション演習

山本
杉浦
安田
清水
薮内

2221

1
年

火
1
年

水
1
年

木
1
年

月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（１年生用）　　　　　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（１年生用）　　　　　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（１年生用）　　　　　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（１年生用）　　　　　日本文理大学

曜曜曜曜日日日日
開開開開
講講講講

年年年年
次次次次

１時限　(8：50～10：20)１時限　(8：50～10：20)１時限　(8：50～10：20)１時限　(8：50～10：20) ２時限　(10：30～12：00)２時限　(10：30～12：00)２時限　(10：30～12：00)２時限　(10：30～12：00) ３時限　(13：00～14：30)３時限　(13：00～14：30)３時限　(13：00～14：30)３時限　(13：00～14：30) ４時限　(14：40～16：10)４時限　(14：40～16：10)４時限　(14：40～16：10)４時限　(14：40～16：10) ５時限　(16：20～17：50)５時限　(16：20～17：50)５時限　(16：20～17：50)５時限　(16：20～17：50)



区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室 区分区分区分区分 科科科科 目目目目 名名名名 クラスクラスクラスクラス 担担担担 当当当当 教教教教 室室室室

専門 簿記入門 岡部 18C51 教養 英語２（TOEIC 受験対策講座） 岡本 CALL2 教職 ◆教職概論 高橋洋 18A41 教養 社会参画実習１ 各教員 教養 情報リテラシー１ 本村 PC3

Sクラス 18A41 教養 英語２（文章理解） 津田 121 専門 情報システム基礎 本村 PC2

教養 英語２（文章理解） 清水 18A41 専門 月2 板倉 18A33

教養 英語２（英語会話） マッケイ 132 専門 月2 工藤 18A31

教養 英語２（英語会話） フィッツパトリック 134 教養 社会参画入門（後期入学生のみ） 板倉 18A32 専門 月2 白土 122

専門 原価計算論（通年） 工藤 18A31 専門 ゼミナールⅡＢ 各教員 . 教職 ◆地誌学 土居 18A51 教職 ◆教育課程論(２.３年生のみ) 高橋洋 18A41 専門 月2 國分 I/Oルーム

専門 社会学(ソーシャルワークのための社会学) 奥田 18C41 専門 金融論Ⅱ 宮本 18C51 教職 ◆日本史Ｂ 尾道 18A31 専門 月2 鈴木琢 18C21-1

専門 企業のサクセスストーリー 尾道 18A31 専門 月2 鈴木照 18C21-2

専門 月2 岡部 844(図書館）

教職 ◆教育実習 藪内 18A52 教職 ◆社会科・公民科教育法 尾道 18A32 専門 ゼミナールⅢ 各教員 専門 ストレングス＆コンディショニング基礎 堀 121 教養 第二外国語２（ドイツ語） 津田 18A42 専門 月2 高橋淳 18A53

教職 ◆教育実習(中学) 藪内 18A52 教職 ◆総合演習 尾道・山本・藪内 18A41 専門 月2 竹田 ELC

専門 アジア経済論 市川 18C51 専門 月2 鍋田 18A43
4
年 専門 月2 野中 18A51

教養 情報リテラシー１ 徂徠 PC1 教養 文章表現基礎講座 白土 123 教職 ◆教職概論 高橋洋 18A41 瀬川 専門 簿記原理 岡部 18C41 専門 月2 古川 18C21-3

教養 情報リテラシー１ 坂井・安田 PC2 教養 文章表現基礎講座 杉浦 124 教養 健康の科学 体育教員 18C51 工藤 専門 月2 本村 18A12

教養 情報リテラシー２ 本村 PC3 教養 文章表現基礎講座 松下 133 専門 ■経営学総論※木３ 國分 18A61 橋本 専門 月2 河村 18A62

専門 社会福祉入門 鍋田 121 教職 ◆教育原理Ⅰ 藪内 121 専門 月2 堀 18A42

専門 経済学入門 森田 18C41 教養 文章表現基礎講座（前期入学中国留学生のみ） 安田 122 専門 月2 馬男木 18A10

教職 ◆地理学概論Ｂ 土居 18A51 教養 英語４（TOEIC 受験対策講座） 岡本 PC2 教職 ◆教育相談 渡辺 18A31 教職 ◆教育課程論(２.３年生のみ) 高橋洋 18A41 専門 社会保障論Ｂ 鈴木照 18A52 専門 木2 徂徠 CALL1

専門 ■財政学※金２ 森田 18A52 教養 ヒューマンアート 坂井・安田 2211 専門 ■ミクロ経済学※水３ 馬男木 18C41 専門 ■ビジネス実務演習Ｂ※木４ 國分 18A32 教職 ◆道徳教育の研究 藪内 18A41 専門 木2 尾道 18C21-2

専門 スポーツ経営学 竹田 18C51 専門 障害者福祉論 野中 18A42 専門 木2 吉津 4224

専門 ビジネス実務総論Ｂ 國分 18A51 専門 民法ⅠＡ 松下 112 専門 木2 後藤 18A52

専門 心理アセスメント 高橋淳 18A31 専門 木2 松下 18C21-3

教職 ◆外国史 尾道 18A32 専門 木2 森田 18A43

教職 ◆哲学概論Ｂ 藪内 142 専門 憲法Ｂ 鈴木照 18A41 専門 ゼミナールⅢ 各教員 教養 第二外国語２（中国語） 徐 ELC 教養 第二外国語２（韓国語） 高 112 専門 木2 市川 18A53

専門 相談援助の理論と方法B 鈴木琢 18A42 18A42 専門 企業形態論Ｂ 新谷 18A52 教養 日本語６ 古川俊 18A43 専門 木2 山本 18A33

専門 スポーツ行財政論 竹田 18A41 専門 中小企業論Ｂ 新谷 18A52 教職 ◆生徒指導 後藤靖 18A52

専門 ■経営分析※木３ 工藤 18A31 専門 データ解析Ｂ 本村 18A12 専門 保健医療サービス 舞 18A21

専門 ゼミナールⅣ 各教員

教養 英語２（TOEIC 受験対策講座） 岡本 PC3 教職 ◆教職概論 首藤 18A41 ユーティリティ・アワー

教養 英語２（文章理解） 津田 144 教養 情報リテラシー１ 本村 PC1 (原則隔週設定、第１・３週)

教養 英語２（文章理解） 清水 112 教養 情報リテラシー２ 徂徠 PC3
教養 英語２（英語会話） マッケイ 132 教養 情報リテラシー２（留学生専用） 高 PC4 専門 スポーツ・ビジネスマネジメント概論 竹田 18C41

教養 英語２（英語会話） フィッツパトリック 134 専門 月3 板倉 18A33

教職 ◆青年心理学 山本 18A52 教養 商品開発学 吉津 131 教養 社会参画実習２ 各教員 教養 日本語４ 古川俊 18A41 専門 月3 工藤 18A52

専門 ■マクロ経済学※木１ 板倉 18A31 専門 ■ミクロ経済学※火３ 馬男木 18C51 教養 日本語４ 工藤恵 ELC 専門 月3 國分 I/Oルーム

専門 東アジア流通史 尾道 18A31 ユーティリティ・アワー 専門 月3 鈴木琢 18C21-2

専門 地域とスポーツ 竹田 18C51 専門 国際ビジネス論 福田 18A42 (原則隔週設定、第１・３週) 専門 月3 鈴木照 CALL1

専門 相談援助の基盤と専門職B 鍋田 18A51 専門 社会福祉援助技術演習Ⅰ 18C21-1 専門 月3 岡部 844(図書館）

専門 会社簿記（通年） 岡部 18A31 専門 月3 高橋淳 ELC

教職 ◆心理学概論Ｂ 高橋淳 112 専門 月3 鍋田 2222

教職 ◆商業科教育法Ｂ 松本 18A42 教養 ＮＰＯプロジェクト 市川・杉浦・吉村 18C41 教養 就職講座 池田 2221 教職 ◆教育実習 首藤 18A31 ユーティリティ・アワー 専門 月3 野中 18C21-3

専門 ■ネットワーク論(3rd quarter)＊木1 福島 PC4 教養 英語６（英語会話） フィッツパトリック 134 専門 法律事情 松下 18A41 教職 ◆教育実習(中学) 首藤 18A31 (原則隔週設定、第１・３週) 専門 月3 古川 18A10

専門 権利擁護と成年後見(2008入学生のみ） 鈴木照 18A51 専門 経営組織論Ｂ 平池 18A32 専門 外国為替論Ｂ 福田 18A42 専門 月3 馬男木 18A43

専門 国際政治事情 岡本 CALL2 専門 ストレングス＆コンディショニング実践 堀 アポロ 専門 月3 河村 18A53

専門 労働法ⅡＢ 鈴木照 18A42 専門 ■行政法※木４ 松下 112 専門 月3 堀 18A42

教職 ◆社会科教育法 尾道 18A52 専門 社会心理学 山本 18A52 専門 月3 松下 18C21-1

専門 社会福祉援助技術論ⅡB（2007入学生のみ） ３年科目 小桐 121 専門 社会福祉援助技術論ⅠB（２００７入学生のみ） 2年科目 小桐 18A52 ユーティリティ・アワー 専門 火3 白土 PC1

(原則隔週設定、第１・３週) 専門 火3 市川 18A53

教養 文章表現基礎講座 太田 123 専門 ■経営学総論※火３ 國分 18A61 教養 マーケティング学演習 吉津・安田 121 専門 火3 岡本 CALL2

教養 文章表現基礎講座 藪内 133 専門 ■西洋経済史※金１ 古川 18C51 教養 文章表現基礎講座（後期入学中国留学生のみ）　 山本 18A52 専門 火3 尾道 18A33

教養 情報リテラシー１(留学生専用) 高 PC4 教養 文章表現基礎講座 太田 125 教養 文章表現基礎講座（韓国留学生のみ） 津田・郡 18A32 専門 火3 吉津 4224

専門 国際経済事情 市川 18C51 専門 社会福祉入門 野中 18C41 教養 文章表現基礎講座 白土 124 専門 火3 後藤 18A51

専門 経済学入門 馬男木 18C51 教養 文章表現基礎講座 藪内 123 専門 火3 清水 18C21-3

専門 社会福祉入門 鈴木琢 18A61 専門 火3 本村 18A12

専門 経済学入門 板倉 18C51 専門 火3 森田 18A10

専門 ■マクロ経済学※水１ 板倉 18A31 専門 ゼミナールⅡＢ 各教員 教養 感性学 伊藤・杉浦・吉津 2212 専門 サービスマーケティング論 後藤 18C41 教養 大分の産業 池田 2211 専門 火3 竹田 18C21-2

専門 経営管理実践論 飯田 18A32 教養 英語４（文章理解） 津田 124 専門 スポーツ栄養学 渡邉・後藤 18A31

教養 英語４（英語会話） マッケイ 132 専門 ■ビジネス実務演習Ｂ※火４ 國分 18A32

教養 英語４（英語会話） フィッツパトリック 134

専門 スポーツ医学 三好 18A31

専門 プログラミング言語 本村 18A12

専門 インターネット広告論 後藤 18C41

教職 ◆法学概論 鈴木照 18A52 専門 経済統計（通年） 本村 18A12 教職 ◆政治学概論Ｂ 岡本 CALL2 専門 ■行政法※水４ 松下 112 ユーティリティ・アワー 専門 月5 國分 I/Oルーム

専門 プロモーション・イベント論 後藤 18A41 専門 ｅマネー論 宮本 18A51 専門 労働法ⅠＢ 鈴木照 18A32 専門 ＮＰＯ・ＮＧＯ論 市川 18A51 専門 火4 板倉 18A33

専門 国際金融市場論 宮本 18A42 教養 生涯スポーツ指導 体育教員 体育館 専門 コミュニティワーク論 河村 18A52 専門 福祉経営論 鍋田 18A52 専門 火4 鈴木琢 18A13

専門 ■ネットワーク論(3rd quarter)＊水1 福島 PC4 専門 ■経営分析※火１ 工藤 18A51 専門 火4 鈴木照 18A62

専門 監査論B 工藤 18A51 専門 火4 岡部 CALL1

専門 社会福祉援助技術現場実習指導 18C21-1/CALL1 専門 火4 高橋淳 18C21-2

専門 ストレングス＆コンディショニング指導法 堀 18A41 専門 火4 鍋田 18C21-3

専門 火4 野中 18C21-1

専門 経営学入門 飯田 18C41 教養 基礎学力講座１(国語)(後期入学生のみ) 白土 18A41 ユーティリティ・アワー 教養 基礎学力講座１（数学） 徂徠 121 専門 火4 馬男木 18A11

専門 ■西洋経済史※木３ 古川 18C51 教養 基礎学力講座２(国語)(後期入学生のみ) 白土 18A41 教養 基礎学力講座２（数学） 徂徠 121 専門 火4 河村 18A10

専門 手話（通年科目・後期履修不可） 河野 18C21-2 専門 火4 市川 18A53

専門 手話（通年科目・後期履修不可） 園田 18C21-3 専門 水1＊ 市川 18A62

専門 火4 岡本 CALL2

専門 流行心理・消費者行動論 吉津 18A41 教養 英語４（文章理解） 清水 112 専門 民法ⅠＢ 松下 18C41 ユーティリティ・アワー 専門 火4 吉津 4224

専門 ■財政学※火1 森田 18A52 専門 社会福祉原論B 鈴木琢 18A31 専門 訪問介護論B 野中・河村 18A51 18A51 専門 火4 本村 18A12

専門 国際経済政策 市川 18A51 専門 火4 森田 18A51

専門 カウンセリング 高橋淳 18C51 専門 火4 後藤 18A31

専門 火3 工藤 18C21-1

専門 水4 竹田 18A33

教養 英語６（英語会話） マッケイ 132 専門 福祉行財政と福祉計画 野中 18A52 専門 商法ⅡB 宇野 18A42 ユーティリティ・アワー 専門 木2 清水 112

専門 金2 古川 18A43

専門 社会福祉援助技術演習Ⅱ 野中・鈴木琢・河村 18C21-1 18C21-1 専門 産業カウンセリング演習 高橋淳・久米 2211/2213 2211/2213 専門 金2 堀 18A32

専門 社会福祉援助技術演習（4年生のみ） 鍋田 CALL1 CALL1 専門 商法ⅠB 宇野 18A42 専門 金2 松下 18A33

専門 ゼミナールⅣ 各教員 ユーティリティ・アワー 専門 金2 尾道 18A62

専門 金2 宮本 18A10

　後期集中講義

教養 スポーツ実践・応用Ⅱ (2年のみ) 教職 ◆ 特 別 活 動 の 研 究 (3年～) 橋口 教養 社会参画実習2 板倉 18A21

専門 スポーツリテラシーⅦＢ (3年のみ) 教職 ◆ 福 祉 科 教 育 法 Ｂ (3年～) 山岸 教養 社会参画実習2 市川 18A61

専門 スポーツリテラシーⅧＢ (4年のみ) 専門 情報メディアと法・倫理 (1年～) 中山 教養 社会参画実習2 後藤 18A51

専門 フィールドワーク (1年～) 松下 教養 社会参画実習2 太田 18A22

専門 ボランティア実習 (1年～) 鈴木照・竹田・鍋田 教養 社会参画実習2（企業課題クラス） 鈴木照 18C41

専門 介護実習 (2年～) 野中・河村 教養 社会参画実習2 古川 18A32

専門 基本介護技術 (2年～) 姫嶋・藤沢・鶴田 教養 社会参画実習2 森田 18C51

専門 スポーツイベント実践(通年) (2年～) 竹田

専門 スポーツリテラシーⅥ(スポーツビジネス実践) （3年～） 竹田・鈴木照

専門 管理会計論Ｂ (3年～) 橋本

専門 流通経営論 (2年～) 橋本

藪内・白土
古川・園田

2211
2212

-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→

専門 ボランティア論

教養 起業学 18C41・18C51

鈴木照・□
竹田・鍋田

18C41

専門 介護概論
姫嶋・藤澤
鶴田・小桐

18A51月

１時限　(8：50～10：20)１時限　(8：50～10：20)１時限　(8：50～10：20)１時限　(8：50～10：20) ２時限　(10：30～12：00)２時限　(10：30～12：00)２時限　(10：30～12：00)２時限　(10：30～12：00)
ゼミナール関係ゼミナール関係ゼミナール関係ゼミナール関係

水

1
年

2
年

曜曜曜曜
日日日日

　ゼミナールⅡB　ゼミナールⅡB　ゼミナールⅡB　ゼミナールⅡB

４時限　(14：40～16：10)４時限　(14：40～16：10)４時限　(14：40～16：10)４時限　(14：40～16：10)

赤字は必修科目を表す。
区分欄の語句に関しては下記のとおり。
教養・・・教養基礎科目
専門・・・専門教育科目
教職・・・教職関連科目
ユーティリティ・アワー・・・特別指導及び補講等のため
の時間帯
※コミュニケーション演習を履修する場合、木１、木４ど
ちらかを履修すればよい。
※教育実習を履修する場合、月１、水３どちらかを履修す
ればよい。

3
年

野中・鈴木琢・鍋田・河村

木

金

　　　　　　　　　　　　　　    　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（2～4年生用）　　　　           　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　    　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（2～4年生用）　　　　           　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　    　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（2～4年生用）　　　　           　日本文理大学　　　　　　　　　　　　　　    　　　　平成22年度　経営経済学科　後期　時間割（2～4年生用）　　　　           　日本文理大学

1
年

2
年

開開開開
講講講講

年年年年
次次次次

３時限　(13：00～14：30)３時限　(13：00～14：30)３時限　(13：00～14：30)３時限　(13：00～14：30) ５時限　(16：20～17：50)５時限　(16：20～17：50)５時限　(16：20～17：50)５時限　(16：20～17：50)

2
年

1
年

3
年

3
年

4
年

1
年

4
年

教養 コミュニケーション演習

2
年

-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→

3
年 -------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→ -------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→

-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→-------------------------------------------→

　ゼミナールⅣ（通年）

　ゼミナールⅢ（通年）

※水１＊は留学生クラス

火

備

考

　強化部のみ履修可能　強化部のみ履修可能　強化部のみ履修可能　強化部のみ履修可能 　水４　社会参画実習2

4444
年年年年

4
年

3
年

野中・鈴木琢・鍋田・河村

教養 コミュニケーション演習

1
年

山本・杉浦
安田・清水
薮内・□□

2
年

教養 勝者の心理学・失敗学概論

2221

教養 異文化コミュニケーション 2211
清水・吉津
山本・白土
近藤・□□

2221
山本・杉浦
安田・清水
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