
曜日 配当
学年 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室

英語１L（再） 江口小夜子 B-302 現代社会と倫理 森本誠一 B-403 現代の社会論 アルベルトゥス
トーマス・モリ B-203 現代の社会論 アルベルトゥス
トーマス・モリ B-402

地域と環境の地理学 関口靖之 B-601 現代社会と倫理 森本誠一 B-301

芸術鑑賞入門 島田有紀 B-401 地域と環境の地理学 関口靖之 B-601

芸術鑑賞入門 島田有紀 B-401

都市政策論Ⅰ 河上　哲 B-204 マクロ経済学Ⅱ 室田龍一郎 B-403 金融論Ⅰ 安孫子勇一 B-301 ドイツ語総合３ 白坂彩乃 B-604

地方自治論 鶴谷将彦 B-701 フランス語総合３ 安藤博文 B-702

韓国語総合３ 山田恭子 B-303

① 中国語総合３ 田中弥生 B-309

② 中国語総合３ 田中洋子 B-202

③ 中国語総合３ 山本浩史 B-704

日本経済論Ⅰ 安孫子勇一 B-401

民法Ⅰ 小林裕美 B-601

簿記論Ⅲ 島田信子 B-301

日本経済入門 安孫子勇一 B-301 萬谷和歌子 簿記論Ⅰ 渡邊崇甫 B-601 オーラルイングリッシュ2（再） リン B-1005 辰巳琢朗

奥富利幸 坂田大地

横見宗樹 簿記論Ⅰ 渡邊崇甫 B-601

オーラルイングリッシュ1（再） リン B-406

ミクロ経済学Ⅰ 河田幸視 B-401

A 英語３R 高橋信隆 B-310 コンピュータ特修実習Ⅰ 国際経済学 福井太郎 B-401 コンピュータ特修実習Ⅰ R4 オーラルイングリッシュ３（留学コース） ラング B-408

B 英語３T 村上正武 B-502 （０００１～００５５） 地域経済学Ⅰ 新井圭太 B-203 （００５６～０１１３） プログラミング論Ⅰ 矢野芳人 B-301

C 英語３R 飯盛康史 B-703 商法Ⅰ 良井洋逸 B-201

D 英語３T 鈴嶌梓 B-702

E 英語３R 森本道孝 B-505

F 英語３T 片岡晴美 B-603

G 英語３R 金﨑八重 B-309

教養特殊講義Ｃ 永島史弥 日本語の技法 山王丸有紀 B-201 日本語の技法 山王丸有紀 B-201

（統計・データ
分析入門） 高藪広隆 政治学原理Ⅰ 小倉慶久 B-403

憲法Ⅰ 村中洋介 B-101

A 中国語コミュニケーション１ 加納巧 B-702 フランス語コミュニケーション1 松村博史 KUDOS401

B 中国語コミュニケーション１ 川端加代 B-602 ドイツ語コミュニケーション1 河野英二 C-308

韓国語コミュニケーション1 張　京花 B-604 コンピュータ特修実習Ⅰ

情報処理論Ⅰ 木本瑞枝 B-204 （０１１４～０１７８）

Economics in English Ⅰ マルデワグレグ B-403

現代世界と民族・宗教 渡邊親文 B-204 現代世界と民族・宗教 渡邊親文 B-204 (注1) 生涯スポーツ１ 記念会館 哲学と人間・社会 田中　俊 B-203 哲学と人間・社会 田中　俊 B-201

日本近現代史 前田一郎 B-601 食生活と健康 秋山香代 B-403 (注3) 教養特殊講義A（減災学入門） 安藤尚一 環境科学 前川雅彦 B-204 環境科学 前川雅彦 B-403

食生活と健康 秋山香代 B-403 暮らしのなかの憲法 横田雅士 B-301 (注1) 生涯スポーツ１ 記念会館 国際化と異文化理解 坂井礼文 B-301

人権と社会１ 瀬戸徐映里奈 B-402 英語１Ｒ（再） 篠直樹 B-1005

実 コミュニケーションセミナーⅠ 占部礼二 B-401 森山智浩

平井大輔

コンピュータ実習Ⅲ 上新麻紀 38-第10情報

統計学Ⅰ 永島史弥 B-101

情報システム論Ⅰ 井戸田博樹 B-201 A 英語３T 岩橋浩幸 B-604 英語３Ｔ（留学コースC） ハンフリース B-505 英語３R（留学コースA） ハンフリース B-505 情報データ解析入門

B 英語３R 高橋信隆 B-705 英語３Ｒ（留学コースB） ファーガソン B-308 英語３Ｒ（留学コースC） ファーガソン B-308 （００４５～００９６）

C 英語３T 佐藤香苗 B-605 英語３T（留学コースA） 菅井康祐 B-306 英語３Ｔ（留学コースB） 菅井康祐 B-306

D 英語３R 金﨑八重 B-309 コンピュータ特修実習Ⅰ ＳＰＩ試験対策講座 B-501

E 英語３T 佐々木楓 B-602 （０１７９～０９９９）

F 英語３R 吉野成美 B-404 情報データ解析入門

G 英語３T 片岡晴美 B-502 （０００１～００４４）

(注1) 生涯スポーツ１ 記念会館 基礎数学 梶原康史 B-706 コンピュータ概論Ⅰ 七野由久代 B-601

ドイツ語総合１ 植　朗子 B-705

フランス語総合１ 林　秀治 33-301

韓国語総合１ 須賀井義教 B-703

中国語総合１ 山本透江 B-404

A オーラルイングリッシュ3 伊藤 B-502 経済統計学Ⅰ 西堀俊明 B-203 財政学Ⅰ 井田知也 B-101 情報データ解析入門

B オーラルイングリッシュ3 クリスティディス B-310 片岡博美 中小企業論Ⅰ 村上礼子 B-204 （００９７～０１５６）

C オーラルイングリッシュ3 フランクリン B-602 河上　哲 片岡博美

D オーラルイングリッシュ3 モーガン B-1004 山内康弘 河上　哲

E オーラルイングリッシュ3 ハンフリース B-309 安髙優司 山内康弘

F オーラルイングリッシュ3 ブレヤック B-504 観光資源論 近藤祐二 B-701 安髙優司

G オーラルイングリッシュ3 リン B-503

H オーラルイングリッシュ3 ラング B-505

I オーラルイングリッシュ3 サキッチ B-405

KUDOS203

KUDOS204

(注2) 特殊講義ⅠA(数学入門) B-701

コンピュータ特修実習Ⅰ 七野由久代 KUDOS202 経済変動論 内上　誠 B-404

・（注1） 生涯スポーツを受講する方は、クラス抽選申込み等についてUNIPAでお知らせいたします。

・（注2） 特殊講義ⅠA・特殊講義ⅠBを受講する方は、必ず、第１回目の授業に出席してください。クラス分けを行います。また、この科目については履修制限に含まれません。

・（注3） 履修希望者多数の場合、抽選等を行います。

B-305西堀俊明

西堀俊明 B-305

アセンブリ―アワー

月

木本瑞枝 B-305火

１
年

２
年

２
年

１
年

(注3)

(注3） 教養特殊講義C
B館

デザイン
センター

教養特殊講義A（航
空・空港へのいざ
ない～空の世界の
魅力～）

3-502

９：００　～　１０：３０ １０：４５　～　1２：１５ １３：１５　～　１４：４５ １５：００　～　１６：３０

2023年度時間割　　総合経済政策学科　　前期　　　（2022年度入学生）
時限 １時限目 ２時限目 ３時限目 ４時限目 ５時限目

１６：４５　～　１８：１５時間

水

木

金

1
年

２
年

１
年

２
年

土

１
年

２
年

１
年

２
年

コンピュータ実習Ⅰ

経済法 若井大輔※夏期集中講義
（前期で必ず履修登録してください。） 詳細はＢ館１階の掲示板を確認してください。

（注3） オンライン

上新麻紀

（注3）

38号館第10
情報処理実

習室

B-305

田中敬一
KUDOS

203

木本瑞枝

B-403フィールドワークⅠ【金４】

B-302

B-403フィールドワークⅠ【金３】

オンライン

教養特殊講義B
（ことばの科学：言
語学入門）

西堀俊明

＊クラス分け表＊

学籍番号下４桁で指定しています。

Ａ：0001～0100

Ｂ：0101～0999

①：0001～0065

②：0066～0130

③：0131～0999  

実：実学特修課程

（注）英語3T･3R・ｵｰﾗﾙｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ3は,別紙ク

ラス分け表を参照してください。



曜日 配当
学年 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室 クラス 科　目　名 担当者 教室

英語２L（再） 江口小夜子 B-302 現代社会と倫理 森本誠一 B-301 現代社会と倫理 森本誠一 B-301

コンピュータ概論Ⅱ 七野由久代 B-101 地域と環境の地理学 関口靖之 B-601 地域と環境の地理学 関口靖之 B-601

現代の社会論 稲永祐介 B-403 現代の社会論 稲永祐介 B-403

英語１Ｒ（再） 高橋信隆 B-406

ミクロ経済学Ⅱ 清滝ふみ B-203 財政学Ⅱ 井田知也 B-501 ＳＰＩ試験対策講座 B-401 ドイツ語総合４ 白坂彩乃 B-604

都市政策論Ⅱ 河上　哲 B-204 商法Ⅱ 良井洋逸 B-204 フランス語総合４ 安藤博文 B-702

韓国語総合４ 山田恭子 B-303

① 中国語総合４ 田中弥生 B-309

② 中国語総合４ 田中洋子 B-202

③ 中国語総合４ 山本浩史 B-704

民法Ⅱ 小林裕美 B-601

簿記論Ⅳ 島田信子 B-301

ＳＰＩ試験対策講座スーパークラス B-203

（注1） 生涯スポーツ２ 記念会館 芸術鑑賞入門 島田有紀 B-701 簿記論Ⅱ 渡邊崇甫 B-601 基礎数学 梶原康史 B-203 簿記論Ⅱ 渡邊崇甫 B-601

オーラルイングリッシュ2（再） リン B-406

A 英語４R 高橋信隆 B-310 コンピュータ特修実習Ⅱ 産業組織論Ⅰ 村上礼子 B-301 コンピュータ特修実習Ⅱ R4 オーラルイングリッシュ４（留学コース） ラング B-408

B 英語４T 村上正武 B-502 （０００１～００５５） （００５６～０１１３） プログラミング論Ⅱ 矢野芳人 B-301

C 英語４R 飯盛康史 B-703

D 英語４T 鈴嶌梓 B-702

E 英語４R 森本道孝 B-505

F 英語４T 片岡晴美 B-603

G 英語４R 金﨑八重 B-309

英語１L（再） 小林英生 B-309 現代社会と人間 中井大介 B-301 日本語の技法 山王丸有紀 B-201 日本語の技法 山王丸有紀 B-201

政治学原理Ⅱ 小倉慶久 B-204

憲法Ⅱ 村中洋介 B-401

A 中国語コミュニケーション２ 加納巧 B-702 フランス語コミュニケーション2 松村博史 KUDOS401 地域経済学Ⅱ 片岡博美 B-203

B 中国語コミュニケーション２ 川端加代 B-602 ドイツ語コミュニケーション2 河野英二 39-401

韓国語コミュニケーション2 張　京花 B-604 コンピュータ特修実習Ⅱ

情報処理論Ⅱ 木本瑞枝 B-204 （０１１４～０１７８）

Economics in English Ⅱ マルデワグレグ B-403

人権と社会２ 瀬戸徐映里奈 B-402 暮らしのなかの憲法 横田雅士 B-301 (注１) 生涯スポーツ２ 記念会館 哲学と人間・社会 谷川嘉浩 B-201 哲学と人間・社会 谷川嘉浩 B-201

山縣正幸 松谷貴臣 統計学Ⅱ 永島史弥 B-401 (注１) 生涯スポーツ２ 記念会館

冨田義弘 神田　宏 森山智浩

実 コミュニケーションセミナーⅡ 西口善則 B-310 平井大輔

英語２Ｒ（再） 篠直樹 B-1005

情報システム論Ⅱ 井戸田博樹 B-201 A 英語４T 岩橋浩幸 B-604 英語４Ｔ（留学コースC） ハンフリース B-505 英語４R（留学コースA） ハンフリース B-505 金融論Ⅱ 安孫子勇一 B-402

B 英語４R 高橋信隆 B-705 英語４R（留学コースB） ファーガソン B-308 英語４Ｒ（留学コースC） ファーガソン B-308 ＳＰＩ試験対策講座 B-101

C 英語４T 佐藤香苗 B-605 英語４T（留学コースA） 菅井康祐 B-306 英語４Ｔ（留学コースB） 菅井康祐 B-306

D 英語４R 金﨑八重 B-309 コンピュータ特修実習Ⅱ 産業組織論Ⅱ 村上礼子 B-204

E 英語４T 佐々木楓 B-602 （０１７９～０９９９） 経済地理学 片岡博美 B-403

F 英語４R 吉野成美 B-404 公共経済学 仲林真子 B-601

G 英語４T 片岡晴美 B-502

日本経済論Ⅱ 安孫子勇一 B-601

人権と社会１ 藤本伸樹 B-203 人権と社会１ 藤本伸樹 B-203 食生活と健康 平川由紀 B-501 食生活と健康 平川由紀 B-501

(注１) 生涯スポーツ２ 記念会館

ドイツ語総合２ 植　朗子 B-705

フランス語総合２ 林　秀治 33-301

韓国語総合２ 須賀井義教 B-703

中国語総合２ 山本透江 B-404

A オーラルイングリッシュ4 伊藤 B-502 片岡博美 片岡博美 情報データ解析入門

B オーラルイングリッシュ4 クリスティディス B-310 河上　哲 河上　哲 （０１５７～０９９９）

C オーラルイングリッシュ4 フランクリン B-602 山内康弘 山内康弘

D オーラルイングリッシュ4 モーガン B-1004 経済統計学Ⅱ 西堀俊明 B-203 中小企業論Ⅱ 村上礼子 B-101

E オーラルイングリッシュ4 ハンフリース B-309

F オーラルイングリッシュ4 ブレヤック B-504

G オーラルイングリッシュ4 リン B-503

H オーラルイングリッシュ4 ラング B-505

I オーラルイングリッシュ4 サキッチ B-405

福祉政策論 小口将典 B-204

(注2) 特殊講義ⅠB(数学入門) B-701 KUDOS301

コンピュータ実習Ⅳ 七野由久代 KUDOS304 KUDOS302

コンピュータ特修実習Ⅱ 七野由久代 KUDOS304

B-403

田中敬一
KUDOS

203

31号館2階
電気電子
工学実験

室

フィールドワークⅡ【金4】 B-403 フィールドワークⅡ【金3】

アセンブリ―アワー

B-305上新麻紀

オンライン（注3）

教養特殊講義B
（ことばの科学：言語
学入門）

2023年度時間割　　総合経済政策学科　　後期　　　（2022年度入学生）
時限 １時限目 ２時限目 ３時限目 ４時限目 ５時限目

月

木本瑞枝

火
２
年

１
年

２
年

金

１
年

２
年

１６：４５　～　１８：１５

木本瑞枝 B-305B-305

時間 ９：００　～　１０：３０ １０：４５　～　1２：１５ １３：１５　～　１４：４５ １５：００　～　１６：３０

１
年

２
年

コンピュータ実習Ⅱ

B-305西堀俊明

水

木

２
年

１
年

１
年

２
年

教養特殊講義C
（光と暮らし・犯罪予
防）

(注3)

教養特殊講義C
（デザインが拓く価値
創造）

3-403(注3)

土

１
年

＊クラス分け表＊

学籍番号下４桁で指定しています。

Ａ：0001～0100

Ｂ：0101～0999

①：0001～0065

②：0066～0130

③：0131～0999

実：実学特修課程

（注）英語4T･4R・ｵｰﾗﾙｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ4は,

別紙クラス分け表を参照してください。



○履修登録に関する注意事項

　・単位を修得するためには履修登録を行わなければなりません。

　　「時間割表」「経済学部履修要項」「授業計画(シラバス)」「クラス表」を見ながら時間割を作成し、

　　前期・後期・通年科目とも、前期に設定されている履修登録期間に科目を登録してください。

　　（後期にも一部履修変更が可能ですが原則、前期に設定されている期間中に登録してください。）

　・履修登録をしていない科目を受講することはできません。

　・履修制限を超えて登録することは出来ません。前期に不合格となった科目は履修制限にカウントされます。

　・実学特修課程は、おもて面の時間割表で科目名の前に「実」と記載されている科目についてのみ

　　履修制限および卒業単位数には含まれません。

　　詳細については、入学時に配付している「実学特修課程案内」を参照してください。

　・１年間に登録できる単位数は下記の通りです。

―キャップ制（履修登録制限）―

入学年度 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

2022年入学生 ４９単位以内 ４９単位以内 ４９単位以内 ４９単位以内

　・履修希望者が著しく多数の場合は、配当学年・学科・学籍番号などによって、

　　履修制限、教室変更、時間割移動等を行います。変更した内容はＢ館１階の掲示板やUNIPAで通知します。

○　生涯スポーツ曜日時限一覧

木曜３限

木曜４限

金曜１限
（経済、国際のみ）

金曜２限
（経済、総合のみ）

―

※クラス抽選申込み等についてUNIPAでお知らせいたします。

生涯スポーツ１（前期） 生涯スポーツ２（後期）

木曜３限

木曜４限

金曜１限
（経済、国際のみ）

金曜２限
（経済、総合のみ）

火曜１限
（総合、国際のみ）


