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授業
曜時

科目区分 科目名 代表教員名 試験方法等 試験室
座席
指定

備考

月1 全学共通 世界の宗教 杉木 ８月７日（月）１時限  講６０２ 有

月1 全学共通 数学概論 佐藤 ８月７日（月）１時限
 講４０２
 講５０２

有 教室注意（振分表）

月1 全学共通 基礎化学 鷹野 ８月７日（月）１時限
 講６０３
 講６０５

有 教室注意（振分表）

月1 全学共通 健康科学 山口 ８月７日（月）１時限  講４０４ 有
月1 資格取得 博物館教育論 洲濱 レポート
月1 外国語 ｅラーニング英語Ⅲ 渡辺 平常点
月1 国際 比較法制度Ⅰ 西谷 レポート
月2 全学共通 メディアと社会 笠原 平常点
月2 全学共通 哲学Ａ 関村 ８月７日（月）２時限  講６０３ 有 教室注意
月2 全学共通 現代史Ａ 倉科 レポート
月2 資格取得 教職特講 卜部 レポート
月2 資格取得 教科教育法（英語）ＢⅠ 深澤 ８月７日（月）２時限  LL４０３Ａ
月2 国際 国際機構論Ⅰ 西谷 レポート
月2 国際 会計学Ⅰ 山﨑 ８月７日（月）２時限  講２０２ 有
月2 情報 情報理論 高橋 ８月７日（月）２時限  講５０４ 有
月2 情報 情報理論 三村 ８月７日（月）２時限  講６０２ 有
月2 情報 メカトロニクスⅡ 小嵜 ８月２日（水）４時限  講６０５ 有 試験日注意
月2 情報 生物工学Ⅰ 香田 ８月７日（月）２時限  講４１４ 有
月3 全学共通 心の健康・身体の健康 今江 レポート
月3 全学共通 世界の文学 佐藤 ８月７日（月）３時限  講４０２ 有
月3 資格取得 教育経営学 赤星 レポート・平常点
月3 国際 教育経営学 赤星 レポート・平常点
月3 情報 情報セキュリティ 岡本 ８月７日（月）３時限  講６０２ 有
月3 情報 ロボティクスⅠ 岩城 ８月７日（月）３時限  講６０５ 有
月3 情報 応用光学 藤原 ８月７日（月）３時限  講４１４ 有
月4 全学共通 地球環境論 田中 ８月７日（月）４時限  講２０２ 有
月4 全学共通 法学（日本国憲法） 河上 ８月７日（月）４時限  講５０４
月4 全学共通 経済学 高橋 ８月７日（月）４時限  講４０４ 有
月4 全学共通 デッサン概論 森永 ８月７日（月）４時限  講６０３
月4 全学共通 情報基礎 小嵜 レポート
月4 全学共通 情報基礎 中野 レポート・平常点
月4 国際 共生の哲学Ⅰ 柿木 レポート
月4 国際 美学Ⅰ 関村 レポート
月4 国際 日本語学・日本語教育学Ⅰ 武藤 レポート 　
月4 国際 英語コミュニケーションⅠ ウィリアムズ ７月10日（月）４限  講１０２ 試験日注意
月4 国際 国際協力論Ⅰ 吉田 平常点
月4 国際 財政学Ⅰ 寺田 ８月７日（月）４時限  講４３３
月4 国際 フランス社会論 大場 レポート・平常点  
月4 国際 国際金融論Ⅰ 高久 ８月７日（月）４時限  講４１１
月4 情報 線形代数学Ⅰ 関根 ８月７日（月）４時限  講６０２ 有
月4 情報 線形代数学Ⅰ 三村 ８月７日（月）４時限  講６０５ 有
月4 情報 線形代数学Ⅰ 齋藤 ８月７日（月）４時限  講７０２ 有
月4 情報 線形代数学Ⅰ 岡山 ８月７日（月）４時限  講７０４ 有
月4 情報 ソフトウェア工学 角田 ８月７日（月）４時限  講４０２ 有
月4 情報 コンピュータシステム論 弘中 ８月７日（月）４時限  講４３４ 有
月4 芸術 美学 関村 レポート
月4 芸術 写真（映像）概論 及川 レポート・平常点
月5 全学共通 創作と人間 笠原 平常点
月5 全学共通 プレゼンテーション技法概説 及川 レポート
月5 全学共通 平和と人権Ａ（ヒロシマと国際平和） 永井 レポート
月5 資格取得 人権教育論 大庭 レポート
月5 国際 中国文化論Ⅰ 飯島 ８月７日（月）５時限  講４１４
月5 国際 国際安全保障論Ⅰ 西田 レポート・平常点
月5 国際 国際人権法Ⅰ 太田 レポート
月5 国際 国際開発論Ⅰ 目黒 レポート
月5 情報 線形代数学Ⅰ演習 関根 平常点
月5 情報 線形代数学Ⅰ演習 三村 平常点
月5 情報 線形代数学Ⅰ演習 齋藤 平常点
月5 情報 線形代数学Ⅰ演習 岡山 平常点
月5 芸術 現代美術史Ⅰ 石松 レポート
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授業
曜時

科目区分 科目名 代表教員名 試験方法等 試験室
座席
指定

備考

火1 全学共通 体育実技Ⅰ（バトミントン） 房野 平常点
火1 全学共通 体育実技Ⅰ（テニス） 山口 平常点
火1 全学共通 体育実技Ⅰ（フィットネス） 曾根 平常点
火1 全学共通 体育実技Ⅰ（サッカー） 山口 平常点
火1 全学共通 体育実技Ⅰ（アーチェリー） 河村 平常点
火1 全学共通 体育実技Ⅰ（エアロビクス） 槙野 平常点
火1 資格取得 教科教育法（美術）ＢⅠ 三根 ８月１日（火）１時限  講４０４ 有
火1 木1 外国語 ハングルⅠ 李 ８月３日（木）１時限  講２０２ 有 試験日注意
火1 木1 外国語 ハングルⅠ 朴 ８月３日（木）１時限  講２０４ 有 試験日注意、教室注意
火1 木1 外国語 ドイツ語Ⅲ ヴェール 平常点 ８/1(火）１時限・補講
火1 外国語 フランス語Ⅲ 大場 ８月１日（火）１時限  LL４０８
火1 外国語 中国語Ⅲ 欒 ８月１日（火）１時限  講４３０ 有
火1 木1 外国語 ハングルⅢ 北野 ８月１日（火）１時限  講１０２ 有
火1 外国語 アラビア語Ⅲ 田浪 ８月１日（火）１時限  講４３２
火1 木1 外国語 イタリア語Ⅲ コンティ ８月３日（木）１時限  講７０３ 試験日注意
火1 木1 外国語 ロシア語Ⅲ トルストグソフ ８月１日（火）１時限  講４３３
火1 外国語 日本語Ⅲ 吉本 レポート・平常点
火1 外国語 日本語Ⅲ 石田 ８月１日（火）１時限  講５０１
火1 木1 外国語 スペイン語Ⅲ 川西 平常点
火1 外国語 ドイツ語Ⅰ 古川 ８月１日（火）１時限  講４１０
火1 外国語 フランス語Ⅰ サントニ ８月１日（火）１時限  LL４０４
火1 外国語 中国語Ⅰ 解 ８月１日（火）１時限  講１０４
火1 外国語 中国語Ⅰ 范 ８月１日（火）１時限  講４３４ 有
火1 国際 比較民族学Ⅰ 吉江 レポート・平常点
火1 情報 ネットワーク設計 高野 ８月１日（火）１時限  講５０４ 有
火1 情報 データマイニング 黒木 ８月１日（火）１時限  講４０２ 有
火1-2 芸術 工芸制作Ⅰ(演習） 田部 平常点  
火2 全学共通 体育実技Ⅰ（バトミントン） 房野 平常点
火2 全学共通 体育実技Ⅰ（テニス） 山口 平常点
火2 全学共通 体育実技Ⅰ（フィットネス） 曾根 平常点
火2 全学共通 体育実技Ⅰ（サッカー） 山口 平常点
火2 全学共通 体育実技Ⅰ（アーチェリー） 河村 平常点
火2 全学共通 体育実技Ⅰ（エアロビクス） 槙野 平常点
火2 外国語 ドイツ語Ⅰ 古川 ８月３日（木）２時限  講４１０ 試験日注意
火2 木2 外国語 ハングルⅠ 金 ８月１日（火）２時限  講２０２ 有 教室注意
火2 外国語 アラビア語Ⅰ 田浪 ８月１日（火）２時限  講４３２
火2 外国語 ロシア語Ⅰ 斎藤 平常点
火2 外国語 イタリア語Ⅰ 佐藤 ８月１日（火）２時限  講６０５ 有 教室注意、２クラス合同
火2 外国語 イタリア語Ⅰ コンティ ８月３日（木）２時限  講５０２ 有 試験日注意、教室注意、２クラス合同

火2 木2 外国語 日本語Ⅰ 武藤 平常点 　
火2 外国語 日本語Ⅰ 石田 ８月１日（火）２時限  講５０１
火2 木2 外国語 スペイン語Ⅰ 吉江 ８月１日（火）２時限  LL４０８ 有
火2 外国語 フランス語Ⅰ 大場 ８月１日（火）２時限  LL４０４ 有
火2 外国語 中国語Ⅰ 飯島 ８月１日（火）２時限  講１０４
火2 外国語 中国語Ⅰ 欒 ８月１日（火）２時限  LL４０３Ａ 有

火2 国際 美術史Ⅰ 城市 ８月１日（火）２時限
 講７０４
 講７０３

有 教室注意（振分表）

火2 国際 開発政治論Ⅰ 板谷 レポート・平常点 　
火2 国際 多国籍企業論Ⅰ アザム 平常点
火2 情報 情報基礎数学 高橋 ８月１日（火）２時限  講６０２ 有
火2 情報 情報基礎数学 三村 ８月１日（火）２時限  講６０３ 有 教室注意
火2 情報 情報基礎数学 岩城 ８月１日（火）２時限  講４０４ 有 教室注意
火2 情報 ネットワーク設計演習 高野 平常点
火2 情報 記号処理プログラミング 宮原 平常点
火2 情報 ソフトコンピューティング 村田 平常点
火2 情報 生体センサ工学 香田 ８月１日（火）２時限  講４３４ 有
火2 芸術 日本美術史 城市 ８月１日（火）２時限  講７０４ 有
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授業
曜時

科目区分 科目名 代表教員名 試験方法等 試験室
座席
指定

備考

火3 全学共通 情報基礎 原 レポート
火3 全学共通 情報基礎 中田 レポート
火3 全学共通 情報基礎 岡本 平常点
火3 全学共通 情報基礎 高橋 レポート
火3 国際 ジェンダーとセクシュアリティ ヴェール 平常点 ８/1(火）５時限・補講
火3 国際 フランスの文学と文化 大場 レポート・平常点 　
火3 国際 国際関係史（朝鮮半島）Ⅰ 金 レポート
火3 国際 国際貿易論 大東和 ８月１日（火）３時限  講７０４ 有
火3 情報 データ構造とアルゴリズムⅡ 市原 ８月１日（火）３時限  講４０２ 有 教室注意
火3 情報 データ構造とアルゴリズムⅡ 黒木 ８月１日（火）３時限  講６０５ 有
火3 情報 データ構造とアルゴリズムⅡ 双紙 ８月１日（火）３時限  講７０２ 有
火3 情報 コンピュータアーキテクチャⅡ 谷川 ８月１日（火）３時限  講５０４ 有
火3 情報 データベース 田村 ８月１日（火）３時限  講６０３ 有
火3 情報 偏微分方程式 小野 ８月１日（火）３時限  講４０４ 有
火4 国際 国際研究入門 卜部 レポート
火4 国際 マスメディア論 井上 レポート・平常点
火4 国際 言語比較論Ⅰ 欒 レポート
火4 国際 国際関係史（アメリカ）Ⅰ 倉科 レポート
火4 国際 東北アジア政治論 金 レポート
火4 国際 現代社会と法Ⅰ 河上 平常点
火4 国際 経営戦略論 李 平常点 ８/１（火）４時限・補講
火4 情報 プログラミングⅠ 舟阪 ８月１日（火）４時限  講６０５ 有
火4 情報 プログラミングⅠ 難波 ８月１日（火）４時限  講５０４ 有
火4 情報 プログラミングⅠ 島 ８月１日（火）４時限  講５０２ 有
火4 情報 プログラミングⅠ 河野 ８月１日（火）４時限  講６０２ 有
火4 情報 幾何学概論 関根 ８月１日（火）４時限  講４３４ 有
火4 情報 人間工学 石光 ８月１日（火）４時限  講４０２ 有
火5 資格取得 教科教育法（数学）Ⅰ 佐藤 ８月１日（火）５時限  講４３１
火5 国際 社会文化思想史Ⅱ 柿木 レポート
火5 国際 国際関係史入門 倉科 ８月１日（火）５時限  講４０４ 有
火5 国際 国際法Ⅰ 太田 レポート
火5 国際 非営利組織論Ⅰ 金谷 レポート・平常点
火5 情報 プログラミングⅠ演習 舟阪 平常点
火5 情報 プログラミングⅠ演習 難波 平常点
火5 情報 プログラミングⅠ演習 島 平常点
火5 情報 プログラミングⅠ演習 河野 平常点
火5 情報 生体情報工学 樋脇 ８月１日（火）５時限  講４１４ 有
水1 全学共通 キャリアデザイン 森 レポート
水1 資格取得 博物館概論 古谷 レポート 　
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ マシュー ８月２日（水）１時限  講５０１
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ ライトフット ８月２日（水）１時限  講４３３
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ マクリーン(ジ) ７月31日（月）２時限 講６０１ 試験日注意
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ ウィリアムズ ７月19日（水）１時限 講６０４ 試験日注意
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ カゼミ ８月２日（水）１時限  講７０１
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ 豊島 平常点 ８/２（水）１時限・補講
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ マクリーン(真) ８月９日（水）１時限  LL４０６ 試験日注意、８/２（水）１時限・補講

水1 外国語 英語応用演習Ⅰ 竹内 ８月２日（水）１時限  講４１２
水1 外国語 英語応用演習Ⅰ ホイ ８月２日（水）１時限  講４１３

水1 国際 財務管理論Ⅰ 城多 レポート・平常点

水1 情報 人工知能 高橋 ８月２日（水）１時限  講６０２ 有
水1 情報 電子回路Ⅱ 藤坂 ８月２日（水）１時限  講６０５ 有
水1 情報 外書講読演習Ⅰ 鷹野 平常点
水1 芸術 工芸材料概説 南 レポート
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科目区分 科目名 代表教員名 試験方法等 試験室
座席
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備考

水2 資格取得 教育課程論 卜部 レポート
水2 資格取得 特別活動論 卜部 レポート
水2 外国語 英語応用演習Ⅰ 竹内 ８月２日（水）２時限  講４１２
水2 外国語 英語応用演習Ⅰ カゼミ ８月２日（水）２時限  講７０１
水2 外国語 英語応用演習Ⅰ 豊島 平常点 ８/２（水）２時限・補講
水2 外国語 英語応用演習Ⅰ マクリーン(真) ８月９日（水）２時限  LL４０６ 試験日注意、８/２（水）２時限・補講

水2 外国語 英語応用演習Ⅲ マシュー ８月２日（水）２時限  講５０１
水2 外国語 英語応用演習Ⅲ ライトフット ８月２日（水）２時限  講４３３
水2 外国語 英語応用演習Ⅲ マクリーン(ジ) ８月１日（火）３時限  講６０１ 試験日注意
水2 外国語 英語応用演習Ⅲ ホイ ８月２日（水）２時限  講４１３
水2 外国語 英語応用演習Ⅲ ウィリアムズ ７月19日（水）１時限 講６０４ 試験日注意
水2 外国語 英語応用演習Ⅳ 寺田 ８月２日（水）２時限  講４３１
水2 外国語 英語応用演習Ⅳ アザム 平常点
水2 外国語 英語応用演習Ⅳ 倉科 レポート
水2 国際 エスニシティ論Ⅰ 田浪 レポート
水2 国際 英米文学特講Ⅰ ゴーマン レポート
水2 国際 国際関係史（ロシア）Ⅰ 斎藤 レポート・平常点
水2 情報 コンピュータ基礎 石田 ８月２日（水）２時限  講６０２ 有
水2 情報 コンピュータ基礎 日浦 ８月２日（水）２時限  講６０５ 有
水2 情報 コンピュータ基礎 神尾 ８月２日（水）２時限  講７０２ 有
水2 情報 コンピュータ基礎 井上 ８月２日（水）２時限  講７０４ 有
水2 情報 コンパイラ 川端 ８月２日（水）２時限  講５０４ 有
水2 情報 数値計算法 岡山 レポート
水2 情報 常微分方程式 小林 ８月２日（水）２時限  講４０２ 有
水2 情報 電子物性 八方 平常点
水2 情報 化学 釘宮 ８月２日（水）２時限  講５０２ 有
水2 芸術 西洋美術史 古谷 ８月２日（水）２時限  講４０４ 有

水3 全学共通 基礎物理学 八方 ８月３日（木）４時限
 講６０３
 講６０１

有 試験日注意、教室注意（振分表）

水3 外国語 ｅラーニング英語Ⅰ 渡辺 平常点
水3 国際 イギリス文化論Ⅰ 吉本 レポート
水3 国際 英米文学概論Ⅰ 田中 ８月２日（水）３時限  講７０４ 有
水3 情報 オートマトンと形式言語 上土井 ８月２日（水）３時限  講４０２ 有
水3 情報 オートマトンと形式言語 松原 ８月２日（水）３時限  講５０４ 有
水3 情報 オートマトンと形式言語 中田 ８月２日（水）３時限  講６０２ 有
水3-5 情報 情報工学実験Ⅰ 井上 平常点
水3-5 情報 知能工学実験Ⅰ 宮原 平常点
水3-5 情報 システム工学実験Ⅰ 神尾 平常点
水3-5 情報 医用情報科学実験Ⅰ 福田 平常点
水4 外国語 ｅラーニング英語Ⅲ 渡辺 平常点
水4 国際 時事英語 吉本 ８月２日（水）４時限  LL４０４ 有
水4 国際 平和研究Ⅰ 竹本 ８月２日（水）４時限  講７０４ 有
水4 国際 経営史 富永 ８月２日（水）４時限  講４３１
水5 情報 医用情報科学概論 増谷 平常点
木1 全学共通 体育実技Ⅰ（テニス） 山口 平常点
木1 外国語 フランス語Ⅲ ル・ディムナ ８月３日（木）１時限  LL４０３Ａ 有
木1 外国語 中国語Ⅲ 張 ８月３日（木）１時限  講４１１ 有
木1 外国語 アラビア語Ⅲ 佐藤 ８月３日（木）１時限  講４３２
木1 外国語 日本語Ⅲ 木村 ８月３日（木）１時限  講５０３
木1 外国語 日本語Ⅲ 黒瀬 ８月３日（木）１時限  講５０１
木1 外国語 ドイツ語Ⅰ 小田 ８月１日（火）１時限  講４１０ 試験日注意
木1 外国語 フランス語Ⅰ 大場 ８月３日（木）１時限  LL４０８
木1 外国語 中国語Ⅰ 飯島 ８月３日（木）１時限  講１０４
木1 外国語 中国語Ⅰ 解 ８月３日（木）１時限  講４３４
木1 国際 国際ビジネス法務Ⅰ 松原 レポート
木1 情報 情報ネットワーク 石田 ８月３日（木）１時限  講４０４ 有
木1 情報 グラフと最適化 上土井 ８月３日（木）１時限  講６０５ 有
木1 情報 ディジタル信号処理 式田 ８月３日（木）１時限  講７０４ 有
木1-2 芸術 工芸制作Ⅱ(演習） 原紺 平常点
木1 芸術 デザイン概論 及川 レポート・平常点
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木2 外国語 ドイツ語Ⅰ 小田 ８月３日（木）２時限  講４１０
木2 外国語 アラビア語Ⅰ 佐藤 ８月３日（木）２時限  講４３２
木2 外国語 ロシア語Ⅰ トルストグソフ ８月３日（木）２時限  講４３３
木2 外国語 イタリア語Ⅰ コンティ ８月３日（木）２時限  講５０２ 有 教室注意、２クラス合同
木2 外国語 イタリア語Ⅰ 佐藤 ８月１日（火）２時限  講６０５ 有 試験日注意、教室注意、２クラス合同

木2 外国語 日本語Ⅰ 黒瀬 ８月３日（木）２時限  LL４０６
木2 外国語 フランス語Ⅰ ル・ディムナ ８月３日（木）２時限  LL４０３Ａ 有
木2 外国語 中国語Ⅰ 張 ８月３日（木）２時限  講１０４ 有
木2 外国語 中国語Ⅰ 蘇 ８月３日（木）２時限  LL４０４ 有
木2 国際 アフリカ研究Ⅰ 田川 ８月３日（木）２時限  講４３４ 有 教室注意
木2 国際 通訳技法論Ⅰ 渡辺 平常点
木2 国際 国際政治学 古澤 レポート
木2 国際 民族国家論Ⅰ 大庭 レポート・平常点
木2 国際 経済政策論Ⅰ 高橋 レポート
木2 情報 確率統計 新 ８月３日（木）２時限  講４０２ 有
木2 情報 確率統計 岩田 ８月３日（木）２時限  講５０４ 有
木2 情報 確率統計 村田 ８月３日（木）２時限  講６０２ 有
木2 情報 電子回路 若林 ８月３日（木）２時限  講６０５ 有
木2 情報 コンピュータグラフィックスⅡ 宮﨑 平常点
木2 情報 コンピュータグラフィックスⅡ 古川 平常点
木2 情報 機器分析 増谷 ８月３日（木）２時限  講７０４ 有
木2 芸術 彫刻概論 田中 レポート
木2 芸術 彫刻論（古典研究を含む。） 田中 レポート
木3 全学共通 ＮＰＯ論 金谷 レポート・平常点
木3 全学共通 地域再生論入門 佐藤 レポート
木3 全学共通 社会学 湯浅 ８月３日（木）３時限  講６０２ 有
木3 全学共通 歴史学 竹本 ８月３日（木）３時限  講４３４ 有
木3 国際 英文構成法Ⅰ 岩井 レポート・平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ｃ 谷口 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ｃ 谷口 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ａ 川端 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ａ 川端 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ｂ 岩田 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ｂ 岩田 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ｄ 福島 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験Ｄ 福島 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験α 福島 平常点
木3‐5 情報 情報科学基礎実験β 岩田 平常点
木3 情報 テクニカル・コミュニケーション演習 杉原 平常点
木3 情報 コンパイラ 岩根 ８月３日（木）３時限  講７０２ 有
木3 情報 通信工学Ⅰ 神尾 ８月３日（木）３時限  講６０５ 有
木4 全学共通 基礎物理学 桑田 ８月３日（木）４時限  講６０５ 有 教室注意
木4 資格取得 教科教育法（情報）Ⅰ 寺内 平常点
木4 外国語 ｅラーニング英語Ⅰ 渡辺 平常点
木4 国際 英語読解法Ⅰ 横山 レポート
木4 国際 英語討論技法Ⅰ カーソン レポート・平常点
木4 国際 英文作法Ⅰ ゴーマン レポート
木4 国際 多文化共生入門 田川 レポート・平常点
木4 国際 英語学概論Ⅰ 福元 ８月３日（木）４時限  講５０４ 有 教室注意
木5 国際 比較文化論Ⅰ 田川 レポート・平常点
木5 国際 英文法論 横山 レポート
木5 国際 国際関係史（日本）Ⅰ 寺本 ８月３日（木）５時限  講４３４ 有
木5 国際 国際関係史（中国）Ⅰ 飯島 ８月３日（木）５時限  講２０２
木5 国際 交通論 寺田 ８月３日（木）５時限  講４１４
木5 情報 外書講読演習Ⅱ 小林 平常点
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金1 全学共通 物理学概論 田中 平常点
金1 資格取得 教育原理 田中 ８月４日（金）１時限  講４０２ 有 ８/２（水）５時限・補講
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ マシュー ８月４日（金）１時限  講５０１
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ マクリーン(真) ８月４日（金）１時限  LL４０７
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ ポール ８月４日（金）１時限  講７０１
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ ライトフット ８月４日（金）１時限  講４１１
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ ウィリアムズ ７月21日（金）2時限  講４３０ 試験日注意
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ キーナー ８月４日（金）１時限  講４１０
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ 藤村 ８月４日（金）１時限  講５０３ 有
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ ヨシオカ ８月４日（金）１時限  講４３１
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ 竹内 ８月４日（金）１時限  講４１２
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ スティチェック ８月４日（金）１時限  講７０３
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ カゼミ ８月４日（金）１時限  LL４０４
金1 外国語 英語応用演習Ⅰ ディロン ８月４日（金）１時限  LL４０８
金1 国際 アメリカ文化論Ⅰ ゴーマン ８月４日（金）１時限  LL４０３Ｂ
金1 国際 翻訳論Ⅰ 横山 レポート
金1 情報 電気回路 弘中 ８月４日（金）１時限  講６０２ 有
金1 情報 電気回路 藤坂 ８月４日（金）１時限  講６０５ 有
金1 情報 電気回路 福田 ８月４日（金）１時限  講７０２ 有
金1 芸術 油彩画材料論 森永 レポート
金2 全学共通 科学英語演習Ⅰ マクリーン(真) ８月４日（金）２時限  LL４０３Ａ 教室注意
金2 資格取得 教育相談論 今江 レポート
金2 外国語 英語応用演習Ⅰ スティチェック ８月４日（金）２時限  講７０３
金2 外国語 英語応用演習Ⅰ 竹内 ８月４日（金）２時限  講４１２
金2 外国語 英語応用演習Ⅰ ポール ８月４日（金）２時限  講７０１
金2 外国語 英語応用演習Ⅰ ヨシオカ ８月４日（金）２時限  講４３１
金2 外国語 英語応用演習Ⅰ 藤村 ８月４日（金）２時限  講５０３ 有
金2 外国語 英語応用演習Ⅲ ライトフット ８月４日（金）２時限  講４１１
金2 外国語 英語応用演習Ⅲ キーナー ８月４日（金）２時限  講４１０
金2 外国語 英語応用演習Ⅲ カゼミ ８月４日（金）２時限  LL４０３Ｂ
金2 外国語 英語応用演習Ⅲ マシュー ８月４日（金）２時限  講５０１
金2 外国語 英語応用演習Ⅲ ウィリアムズ ７月21日（金）2時限  講４３０ 試験日注意
金2 外国語 英語応用演習Ⅲ ディロン ８月４日（金）２時限  LL４０８
金2 国際 国際経営論Ⅰ 李 平常点 ８/４（金）２時限・補講
金2 国際 中東アラブ研究Ⅰ 田浪 ８月４日（金）２時限  講１０２
金2 国際 ラテンアメリカ研究Ⅰ 吉江 レポート・平常点

金2 国際
Cross-cultural Language and
Communication Ⅰ

カーソン レポート・平常点

金2 国際 紛争解決論Ⅰ 古澤 レポート
金2 国際 ヨーロッパ政治論 大庭 レポート・平常点
金2 国際 ミクロ経済学Ⅱ 山根 ８月４日（金）２時限  講６０２
金2 情報 LSI設計演習 若林 平常点
金2 情報 パターン認識 末松 ８月４日（金）２時限  講４０２ 有
金2 情報 制御工学 小林 ８月４日（金）２時限  講５０２ 有
金2 芸術 工芸概論 清水 レポート
金3 国際 日本研究Ⅰ 佐藤 レポート・平常点
金3 国際 応用言語論Ⅰ 岩井 レポート・平常点
金3 国際 国際関係論 吉田 レポート・平常点
金3 国際 国際社会論Ⅰ 湯浅 レポート
金3 国際 マーケティング論Ⅰ 李 平常点
金3 情報 論理回路 永山 ８月４日（金）３時限  講４０２ 有
金3 情報 論理回路 串田 ８月４日（金）３時限  講５０４ 有
金3 情報 論理回路 李 ８月４日（金）３時限  講６０３ 有 教室注意
金3 情報 データベース 黒木 ８月４日（金）３時限  講５０２ 有
金3 情報 計算論 内田 ８月４日（金）３時限  講７０２ 有
金3 情報 最適化手法 小野 ８月４日（金）３時限  講６０５ 有
金3 情報 制御工学 式田 ８月４日（金）３時限  講４３４ 有
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金4 全学共通 情報基礎 西 レポート・平常点
金4 全学共通 情報基礎 河野 レポート・平常点
金4 国際 基本統計学Ⅰ 山根 ８月４日（金）４時限  講４１４
金4-5 国際 政治と経済Ⅰ 仲 ８月４日（金）４時限  講４３２
金4 情報 解析学Ⅰ 岡山 ８月４日（金）４時限  講６０２ 有
金4 情報 解析学Ⅰ 廣門 ８月４日（金）４時限  講６０５ 有
金4 情報 解析学Ⅰ 齋藤 ８月４日（金）４時限  講７０２ 有
金4 情報 解析学Ⅰ 池田 ８月４日（金）４時限  講７０４ 有
金4 情報 企業活動とプロジェクトマネジメント 双紙 平常点
金5 国際 HIROSHIMA and PEACE 湯浅 平常点
金5 情報 解析学Ⅰ演習 関根 平常点
金5 情報 解析学Ⅰ演習 廣門 平常点
金5 情報 解析学Ⅰ演習 齋藤 平常点
金5 情報 解析学Ⅰ演習 池田 平常点


