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学期
中国語I基礎Ａ　９ 青木　正子１時限   

     
木 １０－１０２春学期      

    

スペイン語I基礎Ａ　１ アルマラス　マヌエラ １１－５０６春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１４ 石野　一晴 １１－６０３春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１６ 小川　利康 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

マーケティング論　２ 恩藏　直人 １１－５０１春学期      
    

簿記I　４ 金子　良太 １５－０３春学期      
    

基礎コンピュータ　２ 亀山　浩文 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

専門英語講読Ｂ　６ 谷口　みゆき １１－８１１夏クォーター

専門英語講読Ａ　６ 谷口　みゆき １１－８１１春クォーター

経営学　１ 藤田　誠 １１－５０５春学期      
    

消費者行動研究IIＡ フランク　ビョーン １１－９１４（演習室）春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Speaking Ａ
　２

ポーランド　ディーン　
ローレンス

１０－２０７春学期      
    

英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ　８ 水本　孝二 １１－８０２（演習室）春学期      
    

経営学　２ 三橋　平 １１－７０４春学期      
    

専門英語講読Ｂ　３ 峯尾　圭 １０－３０８夏クォーター

専門英語講読Ａ　３ 峯尾　圭 １０－３０８春クォーター

スペイン語I基礎Ａ　２ 森本　栄晴 １１－５０２春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　８ 山田　茂 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

経営戦略　１ 山野井　順一 ３－４０２春学期      
    

中国語II選択Ａ口頭表現（会話）　６ 劉　書明 １０－１０７春学期      
    

民法（物権法）I　２ 青木　則幸２時限   
     

８－Ｂ１０７春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１０ 青木　正子 １０－１０２春学期      
    

政治行動論Ａ　１ 秋本　富雄 ３－７０４春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　４ 荒井　訓 １１－５０３春学期      
    

スペイン語I基礎Ａ　４ アルマラス　マヌエラ １１－５０６春学期      
    

スペイン語II選択Ａ文法演習　３ アルマラス　ロモ　エン
リケ

７－２０７春学期      
    

International Economic Institutions（A 
Historical Perspective）　１

池尾　愛子 ７－２１２春学期      
    

中国語II総合Ａ　１４ 石野　一晴 １１－７０３春学期      
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学期
化学探究Ａ　１ 石原　浩二２時限   

     
木 ６－４０１春学期      

    

文章レトリック　１ 伊藤　善隆 １４－５１５春学期      
    

フランス語I基礎Ａ　２ 宇田川　博 １１－６０６春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１１ 宇野　和夫 １１－８０２（演習室）春学期      
    

企業価値評価論　１ 大鹿　智基 ３－２０２（CTLT Classroom2）春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１５ 小川　利康 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

簿記I　１ 奥村　雅史 １５－３０２春学期      
    

専門英語講読Ａ　１ 小沢　和彦 １１－９１２（演習室）春クォーター

専門英語講読Ｂ　１ 小沢　和彦 １１－９１２（演習室）夏クォーター

いなば食品株式会社寄附講座　地方創
生に向けた事業戦略　１

恩藏　直人 １１－５０１春学期      
    

自己と社会Ａ　１ 加原　奈穂子 ３－６０２春学期      
    

基礎コンピュータ　６ 亀山　浩文 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

国際法I　１ 河野　真理子 ８－３０７春学期      
    

いなば食品株式会社寄附講座　地方創
生に向けた事業戦略　１

河村　耕平 １１－５０１春学期      
    

フランス語II選択Ａ表現全般（話す・聞く・
書く）　３

楠本　重行 １０－３０２春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　５ クラウス　マヌエル　フ
ィリップ

１０－１０５春学期      
    

フランス都市の歴史・文化・社会論Ａ 國府　久郎 １１－７０１春学期      
    

労働法I　１ 島田　陽一 １４－２０１春学期      
    

国際金融論　１ 谷内　満 １５－３０１春学期      
    

フランス語II総合Ａ　３ 床鍋　剛彦 １１－８１９春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１ 中村　みどり １４－６０１（語学教育実習室）春学期      
    

フランス語II選択Ａ口頭表現（会話）　２ 服部　カトリーヌ １０－１０７春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　１ 原口　厚 １０－２０８春学期      
    

フランス語I基礎Ａ　１ Ｍ．Ｍ．パルヴューレス
コ

１１－９０５（演習室）春学期      
    

金融入門　１ 広田　真一 １４－１０２春学期      
    

消費者行動研究IＡ フランク　ビョーン １１－９１４（演習室）春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Speaking Ａ
　１

ペレグリニ　クリストフ
ァー　Ｃ．

１０－１０４春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Speaking Ａ
　３

ポーランド　ディーン　
ローレンス

１０－２０７春学期      
    

商  学  部



2019年度【春】時間割教室一覧（曜日/教員五十音順）
AY2019 【Spring】Class room

曜日 科　目　名時限 担当教員 教室

作成2019/04/05 ページ: 20

学期
専門英語講読Ｂ　４ 峯尾　圭２時限   

     
木 １０－３０８夏クォーター

専門英語講読Ａ　４ 峯尾　圭 １０－３０８春クォーター

スペイン語I基礎Ａ　３ 森本　栄晴 １１－５０２春学期      
    

英語II選択（習熟度別）準上級　Media 
English Ａ　１【2014年度以降入学者向け
】

山田　茂 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

英語II選択（習熟度別）上級　Media 
English Ａ　１【2013年度以前入学者向け
】

山田　茂 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

国際貿易論　２ 横田　一彦 １１－５０５春学期      
    

英語II選択（習熟度別）上級　Speaking Ａ
　１【2014年度以降入学者向け】

ヨッフェ　レオニード　Ｇ
．

１１－７１０春学期      
    

代数入門　１ 渡邊　展也 １１－７０４春学期      
    

日本企業システムの経済分析IIＡ 青木　英孝３時限   
     

１１－８１４春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　３ 荒井　泰 １０－４０３春学期      
    

スペイン語I基礎Ａ　６ アルマラス　マヌエラ １１－５０２春学期      
    

スペイン語II選択Ａ表現（読む・話す）　１ アルマラス　ロモ　エン
リケ

７－２０７春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　６ 猪股　正廣 １１－５０６春学期      
    

中国語II選択Ａビジネス中国語会話　２ 尹　景春 １１－６０９（第３マルチメディア教室
）

春学期      
    

フランス語I基礎Ａ　３ 宇田川　博 １１－７０５春学期      
    

競争戦略　１ 内田　和成 １１－６０６春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１２ 宇野　和夫 １１－８２０春学期      
    

ドイツ語II総合Ａ　５ 江口　陽子 １１－７０２春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　２ 大宮　洋子 １０－２０６春学期      
    

中国語II選択Ａ文章表現（作文）　２ 小川　利康 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

労働経済論　１ 小倉　一哉 １４－Ｂ１０１春学期      
    

プルデンシャル生命保険株式会社寄附
講座　営業学　１

恩藏　直人 １１－５０１春学期      
    

簿記II　１ 川村　義則 １１－７１０春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　８ クラウス　マヌエル　フ
ィリップ

１０－４０８春学期      
    

フランス語I基礎Ａ　４ 國府　久郎 １１－７０１春学期      
    

金融論　２ 五島　圭一 ７－３０７春学期      
    

基礎統計学　１ 坂野　慎哉 ３－６０２春学期      
    

現代企業研究IＡ 坂野　友昭 １１－８１２春学期      
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学期
企業管理会計研究IIＡ 清水　孝３時限   

     
木 １１－８０４（演習室）春学期      

    

中国語I基礎Ａ　７ 鈴木　航 １０－３０８春学期      
    

英語II選択（習熟度別）上級　Reading Ａ
　２【2014年度以降入学者向け】

鈴木　利彦 ３－７０９春学期      
    

時事中国語Ａ（中国社会・文化）　１ 関根　謙 １４－５０５春学期      
    

フランス語II総合Ａ　５ 田桐　正彦 １０－１０８春学期      
    

国際商務論　１ 田口　尚志 １１－６０３春学期      
    

マーケティング論　１ 武井　寿 １１－５０５春学期      
    

The Japanese Economy　１ 谷内　満 ３－４０４春学期      
    

ミクロ経済学　１ 谷口　みゆき １５－３０２春学期      
    

現代の哲学Ａ　１ 辻内　宣博 ３－６０１春学期      
    

フランス語II選択Ａ読解（文学・芸術）　３ 床鍋　剛彦 １１－８１６春学期      
    

海上保険論　１ 中出　哲 １５－２０３春学期      
    

長谷川　惠一サブゼミ 長谷川　惠一 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

ドイツ語読解法Ａ　１ 原口　厚 １０－２０４春学期      
    

フランス語I基礎Ａ　６ Ｍ．Ｍ．パルヴューレス
コ

１１－９１２（演習室）春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Speaking Ａ
　４

ポーランド　ディーン　
ローレンス

１０－２０７春学期      
    

宮島　英昭サブゼミ 宮島　英昭 １１－６０７（第１マルチメディア教室
）

春学期      
    

組織行動論　１ 村瀬　俊朗 １１－７０３春学期      
    

スペイン語II総合Ａ　２ 森本　栄晴 １１－７０４春学期      
    

流通論　１ 八ッ橋　治郎 １４－４０１春学期      
    

英語II選択（習熟度別）上級　Negotiation
 Ａ　１【2014年度以降入学者向け】

ヨッフェ　レオニード　Ｇ
．

１１－８１１春学期      
    

保険論　２ 李　洪茂 ３－４０２春学期      
    

時事ドイツ語Ａ　１ 荒井　訓４時限   
     

１１－５０８春学期      
    

現代社会科学論　１ 池尾　愛子 １１－７０３春学期      
    

国際貿易論　１ 市田　敏啓 １１－８１９春学期      
    

ドイツ語I基礎Ａ　７ 猪股　正廣 １１－５０６春学期      
    

中国語I基礎Ａ　１３ 尹　景春 １１－６０９（第３マルチメディア教室
）

春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Reading Ａ
　４

上原　正博 １０－２０１春学期      
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学期
フランス語II選択Ａ読解（歴史・社会）　３ 宇田川　博４時限   

     
木 １１－７０５春学期      

    

競争戦略IＡ 内田　和成 １１－６０６春学期      
    

専門中国語講読　１ 宇野　和夫 １１－８２０春学期      
    

ドイツ語II選択Ａ文法演習　１ 江口　陽子 １１－８１８春学期      
    

大鹿　智基サブゼミ 大鹿　智基 １１－９１１（演習室）春学期      
    

留学のためのAcademic Reading　１ 大場　智彦 １１－８０２（演習室）春学期      
    

財務報告と分析IＡ 奥村　雅史 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

雇用労働研究IＡ 小倉　一哉 １１－９１０（演習室）春学期      
    

中国語I基礎Ａ　３ 小栗山　恵 １１－８１１春学期      
    

計量経済学とその応用IIＡ 片山　東 １１－６０７（第１マルチメディア教室
）

春学期      
    

ドイツ語II総合Ａ　８ クラウス　マヌエル　フ
ィリップ

１０－４０７春学期      
    

フランス語I基礎Ａ　５ 國府　久郎 １１－７０２春学期      
    

現代企業研究IIＡ 坂野　友昭 １１－８１２春学期      
    

企業管理会計研究IＡ 清水　孝 １１－８０４（演習室）春学期      
    

中国語I基礎Ａ　８ 鈴木　航 １０－３０８春学期      
    

中国語II選択Ａ口頭表現（会話）　８ 曽　貧 ７－２０８春学期      
    

フランス語II選択Ａ読解（文学・芸術）　２ 田桐　正彦 １０－１０４春学期      
    

貿易慣習論　１ 田口　尚志 １４－４０３春学期      
    

マーケティング基礎理論研究IＡ 武井　寿 １１－９１４（演習室）春学期      
    

金融入門　３ 谷川　寧彦 １５－３０１春学期      
    

人間と自然Ａ　１ 辻内　宣博 １１－６０４春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Listening Ａ
　６

中澤　はるみ １１－９１２（演習室）春学期      
    

中国語圏の歴史と文化Ａ 中村　みどり １１－８０７（演習室）春学期      
    

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＡ
　１１

橋本　清一 １１－７０８春学期      
    

現代管理会計論IＡ 長谷川　惠一 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Listening Ａ
　４

原田　慎一 １１－７０１春学期      
    

グローバルビジネス、グローバルファイ
ナンスIＡ

広田　真一 １１－７０９春学期      
    

International Consumer Behavior　１ フランク　ビョーン １１－７１０春学期      
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学期
守口　剛サブゼミ 守口　剛４時限   

     
木 １１－６０３春学期      

    

マーケティング・サイエンス研究IＡ 守口　剛 １１－９０５（演習室）春学期      
    

山内　暁サブゼミ 山内　暁 １１－９０９（演習室）春学期      
    

財務報告の研究IＡ 山内　暁 １１－５０２春学期      
    

山野井　順一サブゼミ 山野井　順一 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

経営戦略研究IIＡ 山野井　順一 １１－８０６（演習室）春学期      
    

中国語I基礎Ａ　５ 山本　律 １１－７１１春学期      
    

英語II選択（習熟度別）上級　Writing Ａ
　２【2014年度以降入学者向け】

ヨッフェ　レオニード　Ｇ
．

１１－５０７春学期      
    

新時代の保険事業　１ 李　洪茂 １１－５０１春学期      
    

企業法研究IＡ 和田　宗久 １１－８１７春学期      
    

国際貿易と経済学IIＡ 市田　敏啓５時限   
     

１１－７０５春学期      
    

ドイツ語II総合Ａ　７ 猪股　正廣 １１－５０６春学期      
    

中国語II選択Ａビジネス中国語会話　３ 尹　景春 １１－６０９（第３マルチメディア教室
）

春学期      
    

英語II（習熟度別）中級 ライティングＡ　２ 上原　正博 １０－２０１春学期      
    

競争戦略IIＡ 内田　和成 １１－６０６春学期      
    

ビジネス入門　１ エドマン　ジェスパー　
カール　ヨーラン

１１－５０５春学期      
    

大鹿　智基サブゼミ 大鹿　智基 １１－９１１（演習室）春学期      
    

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＡ
　６

大場　智彦 １１－８０２（演習室）春学期      
    

奥村　雅史サブゼミ 奥村　雅史 １１－５０８春学期      
    

ビジネス入門　１ 奥村　雅史 １１－５０５春学期      
    

財務報告と分析IIＡ 奥村　雅史 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

小倉　一哉サブゼミ 小倉　一哉 １１－８０８（演習室）春学期      
    

雇用労働研究IIＡ 小倉　一哉 １１－９１０（演習室）春学期      
    

中国語I基礎Ａ　４ 小栗山　恵 １１－８１１春学期      
    

ビジネス入門　１ 片岡　孝夫 １１－５０５春学期      
    

専門英語講読Ｂ　７ 五島　圭一 １０－３０１夏クォーター

専門英語講読Ａ　７ 五島　圭一 １０－３０１春クォーター

ビジネス入門　１ 坂野　慎哉 １１－５０５春学期      
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学期
坂野　友昭サブゼミ 坂野　友昭５時限   

     
木 １１－８１２春学期      

    

ビジネス入門　１ 坂野　友昭 １１－５０５春学期      
    

生物と環境　１ 篠田　章 １１－８１８春学期      
    

英語II（習熟度別）上級 ライティングＡ　７ 篠原　靖明 8-409ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室春学期      
    

清水　孝サブゼミ 清水　孝 １１－８０４（演習室）春学期      
    

民法（債権法総論）I　１ 白石　大 ８－１０６春学期      
    

中国語II選択Ａ口頭表現（会話）　９ 曽　貧 ７－２０８春学期      
    

マーケティング基礎理論研究IIＡ 武井　寿 １１－９１４（演習室）春学期      
    

ビジネス入門　１ 谷川　寧彦 １１－５０５春学期      
    

現代社会と倫理Ａ 辻内　宣博 １１－８２０春学期      
    

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＡ
　１０

中澤　はるみ １１－９１２（演習室）春学期      
    

中国語I基礎Ａ　２ 中村　みどり １４－６０１（語学教育実習室）春学期      
    

経済地理　１ 二宮　浩輔 １１－７１０春学期      
    

財政学　１ 野村　容康 １１－５０７春学期      
    

英語II選択（習熟度別）準上級　Writing Ａ
　４【2014年度以降入学者向け】

橋本　清一 １１－７０８春学期      
    

英語II選択（習熟度別）上級　Writing Ａ
　４【2013年度以前入学者向け】

橋本　清一 １１－７０８春学期      
    

ツーリズム産業論　１ 長谷川　惠一 １１－５０１春学期      
    

ビジネス入門　１ 花井　俊介 １１－５０５春学期      
    

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＡ
　１３

原田　慎一 １１－７０１春学期      
    

グローバルビジネス、グローバルファイ
ナンスIIＡ

広田　真一 １１－７０９春学期      
    

金融構造の国際比較IIＡ 藤原　洋二 １１－８０５（演習室）春学期      
    

ビジネス入門　１ フランク　ビョーン １１－５０５春学期      
    

環境マーケティング　１ フランク　ビョーン ３－３０５春学期      
    

日本企業システムの経済分析IＡ 宮島　英昭 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

ビジネス入門　１ 村瀬　俊朗 １１－５０５春学期      
    

守口　剛サブゼミ 守口　剛 １１－６０３春学期      
    

マーケティング・サイエンス研究IIＡ 守口　剛 １１－９０５（演習室）春学期      
    

英語II（習熟度別）中級 ライティングＡ　４ 森田　彰 １１－８０３（演習室）春学期      
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学期
ビジネス入門　１ 八重倉　孝５時限   

     
木 １１－５０５春学期      

    

山内　暁サブゼミ 山内　暁 １１－９０９（演習室）春学期      
    

財務報告の研究IIＡ 山内　暁 １１－５０２春学期      
    

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＡ
　２

山田　茂 １１－６０７（第１マルチメディア教室
）

春学期      
    

山野井　順一サブゼミ 山野井　順一 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

ビジネス入門　１ 山野井　順一 １１－５０５春学期      
    

経営戦略研究IＡ 山野井　順一 １１－８０６（演習室）春学期      
    

中国語I基礎Ａ　６ 山本　律 １１－７１１春学期      
    

国際貿易研究IIＡ 横田　一彦 １１－８１４春学期      
    

ビジネス入門　１ 和田　宗久 １１－５０５春学期      
    

企業法研究IIＡ 和田　宗久 １１－８１７春学期      
    

市田　敏啓サブゼミ 市田　敏啓６時限   
     

１１－７０５春学期      
    

内田　和成サブゼミ 内田　和成 １１－６０６春学期      
    

広田　真一サブゼミ 広田　真一 １１－７０９春学期      
    

山野井　順一サブゼミ 山野井　順一 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

山野井　順一サブゼミ 山野井　順一 １１－８０６（演習室）春学期      
    

横田　一彦サブゼミ 横田　一彦 １１－８２０春学期      
    

和田　宗久サブゼミ 和田　宗久 １１－８１７春学期      
    

広田　真一サブゼミ 広田　真一７時限   
     

１１－７０９春学期      
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