
【1】 事前登録について
〇

〇

〇

【2】 履修制限科目について
〇

【3】 他学科履修について
〇

【4】 履修訂正について
〇

 *最終日は１７：００まで

〇

以下の注意事項を読み、必ずアドバイザーの先生と履修についての相談を行った後に、履修申請をしてください。

事前登録の期間は、後述の「【4】履修訂正について」に記載されている期間と同様です。

履修に伴う注意事項

9月5日(木)　学部事務室・教学事務室

事前登録の上限人数を超過した科目については、履修登録確認表に記載されている学生のみ履修できます。

事前登録を実施している科目を履修する場合には、学部事務室で事前登録の手続き及び履修申請をして下さい。

別紙①　 に記載している科目については、事前登録又は教室の定員上限に達したため、追加の履修を受け付けません。

他学科の科目を履修する場合には、履修申請書と併せて｢他学科履修許可願｣を必ず提出してください。

なお、入学時に配布した学生便覧に記載のない科目は履修出来ません。

訂正期間（履修の追加・取消）は下記の通りです。

１０月７日（月）～１０日（木）

履修訂正期間後の追加はできません。10月23日(水)～25日(金)については、「履修取消期間」として設定しています。履修
科目取り消しの手続きをしない場合、その科目は成績評価の対象となり、年間履修単位数にも加算されてしまいますの
で、履修しないと判断した科目は必ず取り消しを行ってください。



別紙①

科　目　名 ｺﾏｺｰﾄﾞ 担当教員
現代社会論　<東京キャンパス> 00021891 遠藤　惠子 秋学期 火３限
情報セキュリティ　<東京キャンパス> 00033791 本田　実 秋学期 月３限
プログラミング応用 00115001 高木　治 秋学期 月４限
デジタルデザインII 00122801 後岡　喜信 秋学期 木３限／木４限
パブリッシングデザインI 00123001 斉藤　好和 秋学期 水２限／水３限
TOEIC:Grammar & Listening　I 00133901 David Beeton 秋学期 金４限／金５限
TOEIC:Grammar & Listening　I 00133902 Fermin Tricia Abigai 秋学期 金４限／金５限
救急処置(実習を含む) 00175701 深山　元良 秋学期 木１限／木２限
救急処置(実習を含む) 00175702 深山　元良 秋学期 木３限
陸上競技 00177001 大塚　正美／岡原　友紀 秋学期 木１限／木２限
スポーツ科学Ib 00192309 深山　元良 秋学期 木４限
マーケティング論 <東京キャンパス> 00253491 佐藤　和代 秋学期 水２限／木２限
パブリッシングデザイン 00307401 斉藤　好和 秋学期 水２限／水３限
Oral FluencyII　<東京キャンパス> 000944R3 Christine Joy Kelly／Colin James Thompson 秋学期 火４限／木４限

時　　　限

履修制限科目



2019年9月5日

以下の科目の履修希望者は、学部事務室にて事前登録を行なうこと。教室定員になり次第、受付を中止します。
なお、以下の科目以外にも、教室定員を超過した場合には、履修者を選抜する場合があります。

※科目が開講されるキャンパス別に受付を実施します

※原則、コマコード番号順に並んでいます 
キャンパス コマコード 科目名 教員名 教室 対象学科　等

東金 00039702 地域福祉論 橋本　理子 秋学期 木２限／木３限 B105 FF/ZZ

東金 00064803 プロジェクト研究 経営情報学部教員 秋学期 金５限 G2-204 BG(健康運動実践指導者受験申込者のみ）

紀尾井町 00115091 プログラミング応用　<東京キャンパス> 戸田　容平 秋学期 水３限 1401 BG

東金 00155201 人間学 井上　敏昭 秋学期 木１限 G3-110 FF/ZZ

東金 00155401 サステイナブル社会論 鈴木　美貴 秋学期 火４限 G2-106 FF/ZZ

東金 00159801 幼児造形 尾関　立子 秋学期 月１限／月２限 D210（造形演習室） FF

東金 00159901 幼児体育 竹内　秀一 秋学期 火３限／火４限 体育館 FF

東金 00161501 芸術療法 尾関　立子 秋学期 月３限 D210（造形演習室） FF/ZZ

東金 00179101 社会調査 茆　海燕 秋学期 月１限 G1-201 FF/ZZ

東金 00180901 子どもの発達と相談 佐野　智子 秋学期 水１限 G3-110 FF/ZZ

東金 00181501 生活と文化 茆　海燕 秋学期 月４限 B101 FF/ZZ

東金 00181601 リーダーシップ論 富田　真奈美 秋学期 月４限 B101 FF

東金 00181801 現代社会と福祉法制度 清水　正美 秋学期 金３限 G2-109 FF/ZZ

東金 00183901 こころとからだのしくみII 伊藤　将子 秋学期 水４限 B303 FF/ZZ

東金 00192301 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 秋学期 火２限 体育館 クラス分けについてはガイダンスで指示

東金 00192304 スポーツ科学Ib 高橋　光平 秋学期 木２限 体育館 クラス分けについてはガイダンスで指示

東金 00192307 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 秋学期 水１限 体育館 クラス分けについてはガイダンスで指示

東金 00192308 スポーツ科学Ib 高橋　光平／石原　啓次 秋学期 月１限 体育館 クラス分けについてはガイダンスで指示

東金 00192501 スポーツ科学IIb 柿木　亮 秋学期 火３限 体育館 BG

東金 00192503 スポーツ科学IIb 高橋　光平 秋学期 金２限 体育館 BG

東金 00214801 教育社会学 井上　敏博 秋学期 火４限 G2-109 FF/ZZ

東金 00268901 イラストレーション 斉藤　好和 秋学期 火２限／火３限 B207 XA/ZZ

東金

00272801/
00204301/
00207901

環境と食文化/地域食文化論/メニュープランニング 新田　美砂子 秋学期 木３限／木４限 G2-106 CE/BG(2018)

紀尾井町 000943R3 Fundamentals　of　EnglishII　<東京キャンパス> 渡邉　治郎／徐　雪青 秋学期 月３限／水３限 3413 BG/XA

紀尾井町 000943R4 Fundamentals　of　EnglishII　<東京キャンパス> 横山　素子 秋学期 火１限／木１限 3413 BG/XA

紀尾井町 000944R3 Oral FluencyII　<東京キャンパス> Christine Joy Kelly／Colin James Thompson 秋学期 火４限／木４限 3413／3202 BG/XA

東金 00244501 デジタルサウンド Jiro N.Plutschow 秋学期 火１限／火２限 A202 XA

東金 00220401 デジタルデザインIII 後岡　喜信 秋学期 火４限 B207 XA/ZZ

東金 00245502 アニメーションI 劉　茜懿 秋学期 火２限／火３限 B207 XA/ZZ

事前登録を必要とする科目について

開講日程


