
＊民事手続法、不法行為法、刑事訴訟法については、調整中です。決定次第お知らせいたします。　

　　　 　

　　　 　

教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室
中村 ※経済数学基礎 伊藤 ※経済学史 羽石 ※情報処理入門
洪 ※マーケティング論Ⅰ 山本 ※経営管理論

岩本 ◎経済法Ⅱ 中西 ◎財政学 　 　 （岩橋） ◎基礎ミクロ経済学
谷 ◎国際経済学
平地 ◎経営労務論

（富田） 社会政策

品川 日本農業論 宮崎 流通産業論
石井 経営分析

中西 演習（３年） 9 2103AL 中西 演習（４年） 11 2103AL 伊藤 ◎基礎演習 10 2103AL
薗田 演習（３年） 11 2104AL 羽石 演習（３年） 10 2104AL 薗田 ◎基礎演習 10 2104AL
井上 演習（３年） 9 2108AL 石井 演習（３年） 7 2108AL

サーリヤ 演習（４年） 12 2109AL サーリヤ 演習（３年） 10 2109AL 戸田 演習（３年） 10 2109AL 戸田 演習（４年） 13 2109AL
山本 演習（４年） 10 2110AL 山本 演習（３年） 10 2110AL 岩本 演習（４年） 11 2110AL 岩本 演習（３年） 10 2110AL

羽石 演習（４年） 11 2202AL 品川 演習（３年） 10 2202AL
山形 演習（４年） 10 2203AL 洪 演習（３年） 10 2203AL 宮崎 演習（３年） 10 2203AL

井上 演習（４年） 12 2204AL

篠﨑 演習（３年） 3 121 洪 演習（４年） 1 121
金子 演習（４年） 1 123 金子 演習（３年） 2 123 中村 演習（４年） 18 122

（畑山） ※現代政治論　 中村 ※統計学入門 児玉 ※法学概論
羽石 ※社会情報論
井上 ※人権論

篠﨑 ◎企業論 　 　 　
平部 ◎社会保障法Ⅰ 　 　

野方 経営財務論 サーリヤ アジア経済論
樫澤 環境法

　 　 　 小西 ◎商法 　 　 　 　 　
山本 経営史 早川 労働法Ⅱ
内山 刑法Ⅱ

平部 ※入門ゼミ 18 2101Ｗ 金子 ※入門ゼミ 20 2101W
松尾 ◎基礎演習 10 2103ＡＬ 松尾 演習（３年） 8 2103ＡＬ 松尾 演習（４年） 14 2103ＡＬ 平地 演習（４年） 10 2103AL
サーリヤ ◎基礎演習 10 2104ＡＬ 安田 演習（４年） 14 2104AL 安田 ◎基礎演習 8 2104AL 安田 演習（３年） 10 2104AL

洪 ◎基礎演習 10 2108AL 井上 ◎基礎演習 10 2108AL
中西 ◎基礎演習 8 2109AL 中西 ※入門ゼミ 20 2109AL 中西（都築） 演習（４年） 11 2109AL 中西（都築） 演習（３年） 9 2109AL
早川 ※入門ゼミ 19 2110AL 亀山（都築） ※入門ゼミ 19 2110AL 戸田 ◎基礎演習 11 2110AL 羽石 ◎基礎演習 10 2110AL
内山 ※入門ゼミ 19 2201Ｗ 品川 ※入門ゼミ 20 2201Ｗ

中村 ※入門ゼミ 20 2202AL 中村 ◎基礎演習 10 2202AL
山形　 ◎基礎演習 10 2203AL 品川 ◎基礎演習 4 2203AL 品川 演習（４年） 10 2203AL

張 ◎基礎演習 8 2204ＡＬ 伊藤 演習（３年） 12 2204AL 山本 ◎基礎演習 10 2204AL 薗田 演習（４年） 12 2204AL
中山 ※入門ゼミ 19 2301Ｗ 戸田 ※入門ゼミ 20 2301W

平部 演習（３年） 11 経済会議室 平部 ◎基礎演習 4 経済会議室
早川 演習（３年） 9 経済ＡＬ室 早川 ◎基礎演習 9 経済ＡＬ室
小西 ◎基礎演習 9 多目的演習室
張 演習（３年） 7 情報演習室 張 演習（４年） 8 情報演習室

篠﨑 ◎基礎演習 3 121 金子 ◎基礎演習 3 121 宮崎 ◎基礎演習 5 121
樫澤 ◎基礎演習 6 123 中山 ◎基礎演習 5 123

木戸田 演習（４年） 6 125

４　対面授業の受講に大学に来る学生に対し、対面授業以外の時間のオンライン授業を受講する為に経済学部４号館、第４講義室・第５講義室を開放しています。（必ず、マスクを着用してください）

１校時（８：５０～１０：２０） ２校時（１０：３０～１２：００） ３校時（１３：００～１４：３０） ４校時（１４：４０～１６：１０） ５校時（１６：２０～１７：５０）

令和２年度　後　学　期　授　業　時　間　割 

＊経済学科の学生さんは、情報処理入門が二つのクラスに分けています、学籍番号で確認してから履修登録してください。

１　教員名（　　）は、非常勤講師を示す。

２　※は1年次生、◎は2年次生、他は3年次生から履修可能科目

３　集中講義の時期等については、別途掲示する。

    第４講義室・第５講義室でのオンライン授業での利用者が３０人を超える場合は教養教育１号館の１４５講義室を利用し、オンライン授業を受講してください。なお、入退室の記録のために入室時と退室時に学生証を自動出席管理システムに必ずかざしてください。

月
曜
日

（経済学科（201411023 ～20141120））

火
曜
日

経済学部　   令和2年10月19日

○2020年10月19日修正：10月1日（木）以降、黄色の網掛けになっている演習形式の授業が対面授業

実施可能科目となります。ただし、3密を避ける事と教室のキャパシティの関係で、15回すべてを対面

形式での実施はできません。担当教員（チューター）と各クラス・ゼミの学生で調整して実施ということ

になりますので、担当教員（チューター）からの連絡をお待ちください。
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（山崎） ◎ビジネス・コミュニケーション英語 （山崎） ◎ビジネス基礎英語
吉田 外書講読

伊藤 演習（４年） 10 2103ＡＬ
平部 演習（４年） 9 2104ＡＬ

亀山 演習（４年） 12 2109ＡＬ
上山 演習（４年） 12 2110ＡＬ

早川 演習（４年） 11 経済AL室
篠﨑 演習（４年） 2 121
野方 演習（4年） 1 123

安田 ※情報処理入門 安田 ※情報処理入門
（経営学科（20142001～20142086）） （経済学科（20141001～20141022））
再履修（2年生以上） （経済法学科(20143001～20143075））

（小川） ◎管理会計論
張 ◎国際金融論
児玉 ◎行政救済法

山形 財務会計論
　

金子 日本経済史
中山 民法Ⅲ

羽石(小川) 演習４年 12 多目的演習室 児玉 ◎基礎演習 10 2103ＡＬ
岩本 ◎基礎演習 10 2104ＡＬ

野方 ◎基礎演習 10 2109ＡＬ

木戸田 演習（３年） 3 121
中山 演習（3年） 1 123 中山 演習（４年） 3 123

薗田 ※日本経済論 　 　 　
木戸田 ※簿記会計入門 　

　 　 　
（下田） ※民法Ⅰ

　 　 　 　
上山 ◎マクロ経済学 亀山 ◎地域政策 　 平地 ◎現代の労働

松尾 ◎経営組織論
　 　 　

戸田 経済地理学

　 　 　 亀山 演習（３年） 11 2103ＡＬ 亀山 ◎基礎演習 11 2103ＡＬ
上山 演習（３年） 11 2104ＡＬ 上山 ◎基礎演習 6 2104ＡＬ 児玉 演習（４年） 11 2104ＡＬ
樫澤 演習（３年） 10 2108ＡＬ 樫澤 演習（４年） 7 2108ＡＬ

宮崎 ※入門ゼミ 17 2109ＡＬ 谷 演習（３年） 11 2109ＡＬ 谷 ◎基礎演習 10 2109ＡＬ 谷 演習（４年） 13 2109ＡＬ
山本 ※入門ゼミ 17 2110ＡＬ 内山 演習（３年） 10 2110ＡＬ 内山 ◎基礎演習 10 2110ＡＬ 内山 演習（４年） 14 2110ＡＬ
山形 ※入門ゼミ 18 2201Ｗ
石井 ※入門ゼミ 17 2202ＡＬ 平地 ※入門ゼミ 17 2202AL 石井 ◎基礎演習 10 2202ＡＬ

山形 演習（３年） 10 2203ＡＬ 吉田 ◎基礎演習 11 2203ＡＬ
児玉 演習（３年） 10 2204ＡＬ

中村 演習（３年） 11 121 宮崎 演習（４年） 4 121
石井 演習（４年） 1 123
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日


