
講義コード 講義名称 担当教員 講義期間 曜日時限 対象学科

00009692 マーケティング論　<東京キャンパス> 山﨑　督 春学期 金３限(春) BG

00011191 異文化適応論　<東京キャンパス> 呉　小莉 春学期 水３限(春) BG/XA

00031402 社会保障論 橋本　理子 春学期 土１限(春)／土２限(春) FF

00031901 宗教学概論 三浦　周 春学期 火４限(春) BG/FF/HK/HL/XA

00041191 中国語IA　<東京キャンパス> 呉　小莉 春学期 火３限(春)／木２限(春) BG/XA

00054601 法律学概論 楊　沢宇 春学期 火４限(春) BG/FF/HK/HL/XA

00063001 情報産業論 久保田　正道 春学期 水３限(春) BG

00070892 韓国語IＡ <東京キャンパス> 兪　仁淑 春学期 水４限(春)／水５限(春) BG/XA

00070893 韓国語IA <東京キャンパス> 兪　仁淑 春学期 木４限(春)／木５限(春) BG/XA

00070991 韓国語IＢ <東京キャンパス> 兪　仁淑 秋学期 水４限(秋)／水５限(秋) BG/XA

00101301 情報ネットワーク論 亀山　浩文 春学期 水２限(春) BG

00111191 統計学の基礎知識　<東京キャンパス> 鈴木　広人 秋学期 水２限(秋) BG

00113491 流通情報システム論　<東京キャンパス> 久保田　正道 秋学期 火４限(秋) BG

00113891 デジタルメディア論　<東京キャンパス> 桃塚　薫 秋学期 木２限(秋) BG

00114991 プログラミング基礎　<東京キャンパス> 戸田　容平 春学期 月１限(春) BG

00114992 プログラミング基礎　<東京キャンパス> 戸田　容平 春学期 火３限(春) BG

00115091 プログラミング応用　<東京キャンパス> 戸田　容平 秋学期 月１限(秋) BG

00115491 情報学応用演習　<東京キャンパス> 高木　治 秋学期 木２限(秋) BG

00117501 ミクロ経済学 渡邊　修朗 春学期 火１限(春) BG

00163491 流通論　<東京キャンパス> 佐藤　和代 春学期 木４限(春) BG

00163592 ロジスティクス概論　<東京キャンパス> 神田　正美 春学期 水４限(春) BG

00164391 経営戦略論　＜東京キャンパス＞ 松田　世治 秋学期 月２限(秋) BG

00165801 財政学 渡邊　修朗 春学期 水２限(春) BG

00171801 第二言語習得論 尾本　康裕 春学期 木４限(春) HK/HL

00223701 文化遺産 吉城寺　尚子 春学期 木３限(春) HK/HL

00238201 税法a 鈴木　勝浩 春学期 火３限(春) BG

00242603 世界の中の日本 鄭　民欽 春学期 金３限(春) BG/CE/FF/FR/HK/HL/PC/XA

00253301 自然科学概論 亀山　浩文 秋学期 水３限(秋) BG

00253391 自然科学概論 <東京キャンパス> 亀山　浩文 秋学期 金３限(秋) BG

00253492 マーケティング論 <東京キャンパス> 山﨑　督／鈴木　広人 通年 金３限(春)／月２限(秋) BG

00253501 経済原論a 渡邊　修朗 春学期 月３限(春) BG/FF/HK/HL/XA

00253591 経済原論a　<東京キャンパス> 神余　崇子 春学期 火３限(春) BG

00253602 経済原論b 渡邊　修朗 秋学期 月３限(秋) BG/FF/HK/HL/XA

00253691 経済原論b <東京キャンパス> 神余　崇子 秋学期 火２限(秋) BG

00257801 中欧の社会と文化 柴　宜弘 春学期 火２限(春) HK/HL

00258301 食と健康 中村　智香 春学期 火３限(春) BG/CE

00299591 金融論＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男 春学期 水２限(春) BG

00041102 中国語IA 李　頴清 春学期 月１限(春)／月２限(春) HK/HL

00041202 中国語IB 李　頴清 秋学期 月１限(秋)／月２限(秋) HK/HL

00070804 韓国語IＡ 金　大石 春学期 月４限(春)／金４限(春) BG/CE/FF/HK/HL/PC/XA

00134202 コンピュータ技能I 中村　あすか 春学期 木４限(春) HL

00155901 社会学 武山　梅乗 春学期 金３限(春) FF

00168601 地域ボランティア論 武山　梅乗 春学期 金５限(春) FF/NS

00170101 スポーツ科学 柿木　亮／石原　啓次／高橋　光平 通年 月４限(春)／月１限(秋) HK/HL

00172501 国際交流・協力実践 田中　由美子 春学期 水２限(春) FR/HK/NS

00192201 スポーツ科学Ia 岡原　友紀 春学期 火２限(春) BG

00192207 スポーツ科学Ia 柿木　亮 春学期 月４限(春) BG/HK/HL

00192301 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 秋学期 火２限(秋) BG

00192307 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 秋学期 水１限(秋) BG/HK/HL

00192308 スポーツ科学Ib 石原　啓次／高橋　光平 秋学期 月１限(秋) BG/HK/HL

00325491 マーケティングリサーチ〈東京ｷｬﾝﾊﾟｽ〉 鈴木　広人 秋学期 月２限(秋) BG
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　履修訂正期間が5月16日（土）～29日（金）で予定されています。現在までの履修状況から「授業の運営に支障があ
る履修者数に達している科目」は、履修を制限することとなりました。そのため以下の科目は履修訂正期間で履修登
録ができませんので注意ください。また、事前登録科目において、制限人数に達した科目は履修ができませんので以
下に記載いたします。
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