
主催 科目名 学年 開講期 曜日・群 時限 備考

文学 1～4 秋期 金曜 6限

西洋史 1～4 夏期 1群 午前

日本史 1～4 6月週末 午前

日本史 1～4 夏期 2群 午前

哲学 1～4 冬期 1群 午後

東洋史 1～4 冬期 2群 午前

論理学 1～4 春期 木曜 6限
論理学 1～4 5月週末 午後
法学（日本国憲法） 1～4 秋期 水曜 6限
法学 1～4 冬期 1群 午前
経済学 1～4 夏期 1群 午後
経済学 1～4 後期メディア
人文地理学 1～4 冬期 1群 午後
自然地理学 1～4 夏期 1群 午前
政治学概論（Ⅰ） 1～4 後期メディア
政治学概論 1～4 10月週末 午前
社会学 1～4 春期 月曜 6限
社会学 1～4 前期メディア
社会学 1～4 6月週末 午後
心理学 1～4 夏期 2群 午前
数学１ 1～4 春期 月曜 7限
数学２ 1～4 秋期 月曜 7限
数学３ 1～4 夏期 2群 夜間
生物学２（講義） 1～4 前期メディア
生物学３（講義） 1～4 夏期 2群 午後
生物学３（講義） 1～4 冬期 2群 午後
化学１（講義） 1～4 夏期 1群 午後
化学２（講義） 1～4 11月週末 午後
化学３（講義） 1～4 冬期 2群 午前
物理学３（講義） 1～4 春期 金曜 7限
物理学３（講義） 1～4 秋期 金曜 7限
基礎特講 1～4 前期メディア
基礎特講 1～4 夏期 2群 午前
基礎特講 1～4 10月週末 午後
基礎特講 1～4 冬期 2群 終日
英語Ｓ 1～4 春期 月曜 6限
英語Ｓ 1～4 春期 火曜 6限
英語Ｓ 1～4 春期 水曜 6限
英語Ｓ 1～4 春期 木曜 6限
英語Ｓ 1～4 春期 金曜 6限
英語Ｓ 1～4 秋期 月曜 6限
英語Ｓ 1～4 秋期 火曜 6限
英語Ｓ 1～4 秋期 水曜 6限
英語Ｓ 1～4 秋期 木曜 6限
英語Ｓ 1～4 秋期 金曜 6限
英語Ｓ 1～4 夏期 1群 午前
英語Ｓ 1～4 夏期 1群 午後
英語Ｓ 1～4 夏期 1群 午後
英語Ｓ 1～4 夏期 1群 夜間
英語Ｓ 1～4 夏期 2群 午前
英語Ｓ 1～4 夏期 2群 午前
英語Ｓ 1～4 夏期 2群 午後
英語Ｓ 1～4 夏期 2群 夜間
英語Ｓ 1～4 冬期 1群 午前
英語Ｓ 1～4 冬期 1群 午前
英語Ｓ 1～4 冬期 1群 午後
英語Ｓ 1～4 冬期 1群 午後
英語Ｓ 1～4 冬期 2群 午前
英語Ｓ 1～4 冬期 2群 午後
英語Ｓ 1～4 5月週末 午後
英語Ｓ 1～4 後期メディア
英語Ｓ 1～4 11月週末 午前
独語Ｓ 1～4 春期 水曜 7限
独語Ｓ 1～4 秋期 水曜 7限
独語Ｓ 1～4 夏期 1群 午後
独語Ｓ 1～4 冬期 2群 午後
仏語Ｓ 1～4 春期 木曜 6限
仏語Ｓ 1～4 秋期 木曜 6限
仏語Ｓ 1～4 夏期 2群 午後
仏語Ｓ 1～4 冬期 1群 午後
健康・スポーツ科学概論 1～4 夏期 1群 午後
健康・スポーツ科学概論 1～4 後期メディア
スポーツ総合演習 1～4 春期 月曜 6限
スポーツ総合演習 1～4 夏期 2群 午後
スポーツ総合演習 1～4 冬期 1群 午後
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主催 科目名 学年 開講期 曜日・群 時限 備考
日本史概説 1～4 春期 金曜 6限
日本史概説 1～4 夏期 2群 午後
日本史概説 1～4 後期メディア
日本史概説 1～4 冬期 1群 午前
史学概論 2～4 夏期 1群 午前
西洋史概説 2～4 前期メディア
西洋史概説 2～4 夏期 2群 午後
西洋史概説 2～4 秋期 月曜 6限
西洋史概説 2～4 冬期 2群 午前
東洋史概説 2～4 夏期 1群 午前
東洋史概説 2～4 秋期 木曜 6限
東洋史概説 2～4 冬期 1群 午後
史学演習（日本） 3・4 夏期 1群 午前
史学演習（日本） 3・4 夏期 1群 午後
史学演習（日本） 3・4 夏期 2群 夜間
史学演習（日本） 3・4 冬期 1群 午後
史学演習（西洋） 3・4 春期 水曜 6限
史学演習（西洋） 3・4 夏期 1群 午後
史学演習（東洋） 3・4 春期 金曜 7限
史学演習（東洋） 3・4 夏期 2群 午前
史学演習（東洋） 3・4 冬期 1群 午前
日本美術史 3・4 春期 金曜 6限
日本近代史 3・4 春期 月曜 6限
日本近世史 3・4 秋期 月曜 6限
日本古代史 3・4 夏期 2群 午後
日本中世史 3・4 夏期 1群 午後
東洋美術史 3・4 冬期 2群 午後
日本文芸研究特講・漢文 3・4 夏期 2群 午後
東洋史特講（東南アジア史） 3・4 春期 金曜 7限
東洋史特講（東南アジア史） 3・4 秋期 金曜 7限
東洋史特講（中国現代史） 3・4 夏期 2群 午前
西洋美術史 3・4 秋期 火曜 6限
日本考古学 2～4 夏期 2群 午前
日本史特講（対外関係史） 3・4 秋期 金曜 6限
経済地理学（Ⅰ） 3・4 前期メディア
経済地理学（Ⅱ） 3・4 後期メディア
総合特講 1～4 5月週末 午後
総合特講 1～4 5月週末 午前
総合特講 1～4 6月週末 午後
総合特講 1～4 6月週末 午後
総合特講 1～4 夏期 1群 午前
総合特講 1～4 夏期 2群 午前
総合特講 1～4 後期メディア
総合特講 1～4 10月週末 午後
総合特講 1～4 10月週末 午後
総合特講 1～4 冬期 1群 午後
歴史資料学（日本近代） 2～4 秋期 火曜 7限
歴史資料学（日本近世） 2～4 冬期 1群 午後
情報科学実習 2～4 夏期 1群 午前
情報科学実習 2～4 夏期 1群 午後
情報科学実習 2～4 夏期 1群 夜間
情報科学実習 2～4 夏期 2群 午前
情報科学実習 2～4 夏期 2群 午後
情報科学実習 2～4 夏期 2群 夜間
情報科学実習 2～4 冬期 1群 午前
情報科学実習 2～4 冬期 2群 午後
総合外国語特講 2～4 冬期 2群 午後
スポーツ特講 2～4 10月週末 午前
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主催 科目名 学年 開講期 曜日・群 時限 備考
民法総則 1～4 後期メディア
憲法 2～4 後期メディア
商法総則・商行為法（Ⅰ） 3・4 前期メディア
商法総則・商行為法（Ⅱ） 3・4 後期メディア
会社法 3・4 6月週末 午前
国際法総論 3・4 後期メディア
行政法 3・4 前期メディア
行政救済法 3・4 後期メディア
労働法 3・4 前期メディア
労働法 3・4 後期メディア
国際法各論 4 前期メディア
刑事政策 2～4 11月週末 午前
保険法・海商法（Ⅰ） 3・4 前期メディア
保険法・海商法（Ⅱ） 3・4 後期メディア
労使関係論（Ⅰ） 3・4 後期メディア
労使関係論（Ⅱ） 3・4 前期メディア
法律学特講 2～4 5月週末 午後
法律学特講 2～4 6月週末 午後
法律学特講 2～4 後期メディア
法律学特講 2～4 10月週末 午前
日本文芸史Ⅱ 2～4 前期メディア
日本文芸研究特講・上代 1～4 後期メディア
日本文芸研究特講・中古 1～4 後期メディア
日本文芸研究特講・近世 1～4 後期メディア
日本文芸研究特講・近代 1～4 前期メディア
日本文芸研究特講・現代 2～4 前期メディア
日本言語史 2～4 後期メディア
日本芸能史 2～4 前期メディア
書道史 3・4 11月週末 午後
書道史 3・4 前期メディア
自然地理学概論（２） 1～4 前期メディア
自然地理学（地形）（Ⅰ） 3・4 前期メディア
自然地理学（地形）（Ⅱ） 3・4 後期メディア
自然地理学（気候・気象）（Ⅰ） 3・4 前期メディア
自然地理学（気候・気象）（Ⅱ） 3・4 後期メディア
自然地理学（海洋・陸水）（Ⅰ） 3・4 前期メディア
自然地理学（海洋・陸水）（Ⅱ） 3・4 後期メディア
地誌学概論 2～4 前期メディア
世界地誌（１）（アジア） 3・4 後期メディア
自然地理学特講 2～4 後期メディア
マクロ経済学A 3・4 前期メディア
マクロ経済学B 3・4 後期メディア
国際経済論A 3・4 前期メディア
国際経済論B 3・4 後期メディア
環境経済論A 3・4 前期メディア
環境経済論B 3・4 後期メディア
開発経済入門A 2～4 前期メディア
開発経済入門B 2～4 後期メディア
社会保障論A 2～4 前期メディア
社会保障論B 2～4 後期メディア
国際貿易論A 3・4 前期メディア
国際貿易論B 3・4 後期メディア
経済学特講 2～4 前期メディア
経済学特講 2～4 6月週末 午前
経済学特講 2～4 11月週末 午後
経済学特講 2～4 11月週末 午後
ビジネス英語A 3・4 後期メディア
ビジネス英語B 3・4 前期メディア
労働経済論A 3・4 前期メディア
労働経済論B 3・4 後期メディア
金融論Ⅰ 2～4 前期メディア
金融論Ⅱ 2～4 後期メディア
経済政策論A 3・4 前期メディア
経済政策論B 3・4 後期メディア
経済学入門Ⅰ 2～4 前期メディア
経済学入門Ⅱ 2～4 後期メディア
日本経済論A 3・4 前期メディア
会計学入門Ⅰ 2～4 前期メディア
会計学入門Ⅱ 2～4 後期メディア
マーケティング論Ⅰ 2～4 前期メディア
マーケティング論Ⅱ 2～4 後期メディア
管理会計論Ⅰ 3・4 前期メディア
管理会計論Ⅱ 3・4 後期メディア
税務会計Ⅰ 3・4 前期メディア
税務会計Ⅱ 3・4 後期メディア
国際金融論Ⅰ 3・4 前期メディア
国際金融論Ⅱ 3・4 後期メディア
経営学特講 2～4 6月週末 午前
経営学特講 2～4 後期メディア
経営学特講 2～4 10月週末 午前
経営学特講 2～4 11月週末 午前
経営組織論 3・4 後期メディア
事業創造論 3・4 後期メディア
日本経営論 3・4 前期メディア
ファイナンス論Ⅰ 3・4 前期メディア
ファイナンス論Ⅱ 3・4 後期メディア
広告論 3・4 後期メディア
現代経済学Ⅰ 3・4 前期メディア
現代経済学Ⅱ 3・4 後期メディア
教育相談 2～4 夏期 1群 午後
教育の制度・経営 2～4 夏期 2群 午後
教育実習事前指導（社会・商業） 3・4 冬期 2群 午後
教職実践演習 4 冬期 2群 午後
政治学 2～4 夏期 2群 午前
政治学 2～4 冬期 2群 午前
社会経済学A 2～4 夏期 1群 午前
社会経済学B 2～4 冬期 2群 午後
※学生によって科目属性（他学部・他学科公開科目として受講するのか、それとも教職科目として受講するのか等）が異なる
　科目もあります。各自教育課程表や『教員免許状取得の手引き』で確認してください。
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