
月曜日 火曜日 水曜日

フィジカル・ヘルス 基盤 2101031 文 柴原　健太郎 D-202 １年 フィジカル・ヘルス 基盤 3101031 基 徳永　政夫 D-302 １年

フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 2101041 非 小幡　博基 体育館 １年ソフトバレー／バレーボール） 内田・相羽・岩本 C-402

中国語Ⅰ 基盤 2104031 非 有働　彰子 D-302 １年 下田・勅使河原 D-403

地域創生実習指導Ⅰ（ESDプロモート） 演習 2160031 共 勅使河原　航 1-204 ☆1年 物権法 専門 3160021 法 清水　裕一郎 C-301 2年

地域創生実習指導Ⅰ（北スマ） 演習 2160041 共 下田　泰奈 1-202 ☆1年 地方自治論 専門 3160041 法 森　裕亮 C-401 2年

地域創生実習指導Ⅲ（ESDプロモート） 演習 2160071 共 勅使河原　航 1-204 ☆2年

地域創生実習指導Ⅲ（北スマ） 演習 2160061 共 下田　泰奈 1-202 ☆2年

キャリア・デザイン 基盤 1201041 共 石川　敬之 A-101 １年 環境問題概論 基盤 2201011 基 廣川　祐司 1-304 １年 地域特講A（現代社会と新聞ジャーナリズム） 基盤 3201041 西日本新聞社・稲月他 C-203 １年

基盤演習Ⅰ（発達障がいセミナー） 基盤 1201031 基 伊野　憲治 D-504 ２年 キャリア・デザイン 基盤 2201041 地 見舘　好隆 C-401 １年 世界（地球）特講A（テロリズム論） 基盤 3201051 基 戸蒔　仁司 1-101 １年

フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 1201051 非 倉﨑　信子 体育館 １年（ソフトバレー／バレーボール） フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 2201051 非 小幡　博基 体育館 １年（ソフトバレー／バレーボール） フィジカル・ヘルス 基盤 3201081 基 徳永　政夫 D-302 １年

地域創生論3（福祉環境デザイン論） 論 1260011 地 内田　晃 C-202 1年 地域創生実習指導Ⅰ（キタプロ） 演習 2260021 共 岩本　晃典 B-305 ☆1年 内田・相羽・岩本 C-402

対人心理学 専門 1260031 文 田島　司 C-302 2年 地域創生実習指導Ⅰ（健康スポーツ） 演習 2260531 共 相羽　枝莉子 B-205 ☆1年 下田・勅使河原 D-403

地域創生実習指導Ⅰ（ボン・ジョーノ） 演習 2260551 共 岩本　晃典 1-202 ☆1年 法学総論 専門 3260011 法 林田　幸広 C-401 1年

地域創生実習指導Ⅲ（キタプロ） 演習 2260061 共 岩本　晃典 B-305 ☆2年 政策過程論 専門 3260181 法 申　東愛 D-402 2年

地域創生実習指導Ⅲ（健康スポーツ） 演習 2260631 共 相羽　枝莉子 B-205 ☆2年

地域創生実習指導Ⅲ（ボン・ジョーノ） 演習 2260751 共 岩本　晃典 1-202 ☆2年

マーケティングⅠ 専門 2260411 経 別府　俊行 C-402 2年

発達心理学 専門 2260051 文 税田　慶昭 C-203 2年

生命と環境 基盤 1301011 基 日高・中尾 A-101 １年 環境特講B（現代社会とエシカル消費） 基盤 2301021 外 大平　剛 C-203 １年 Communicative English Ⅶ 基盤 3307541 非 シェーン・ドイル 1-402 ２Ｃ－Ａ・掲示確認

キャリア・デザイン 基盤 1301041 地 見舘　好隆 C-301 １年 自然学のまなざし 基盤 2301031 文 竹川・岩松 1-101 １年 Communicative English Ⅶ 基盤 3307551 非 ポール・ガラフ・スティール D-504 ２Ｃ－B・掲示確認

フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 1301051 基 山本　浩二 体育館 １年（バドミントン） 社会学的思考 基盤 2301061 基 稲月　正 C-301 １年 Communicative English Ⅶ 基盤 3307561 非 クリストファー・オサリバン D-501 ２Ｃ－C・掲示確認

日本国憲法原論 専門 1360011 法 石塚　壮太郎 1-201 1年 キャリア・デザイン 基盤 2301071 地 見舘　好隆 C-401 １年 Communicative English Ⅶ 基盤 3307571 非 マイケル・バーグ D-401 ２Ｃ－D・掲示確認

トレーニング論 専門 1360041 非 梨羽　茂 C-302 2年 朝鮮語Ⅰ 基盤 2304031 非 呉　香善 D-301 １年 Communicative English Ⅴ 基盤 3307511 非 大塚　由美子 D-303 ２Ｃ－Ｅ・掲示確認

地域創生実習指導Ⅰ（猪倉） 演習 2360021 共 岩本　晃典 1-202 ☆1年 Communicative English Ⅴ 基盤 3307521 非 安丸　雅子 D-203 ２Ｃ－F・掲示確認

地域創生実習指導Ⅰ（プロスポーツ） 演習 2360661 共 相羽　枝莉子 B-205 ☆1年 Communicative English Ⅴ 基盤 3307531 非 船方　浩子 D-402 ２Ｃ－G・掲示確認

地域創生実習指導Ⅲ（猪倉） 演習 2360051 共 岩本　晃典 1-202 ☆2年 地域創生実習指導Ⅰ（キッズ） 演習 3360001 共 相羽　枝莉子 B-303 ☆1年

地域創生実習指導Ⅲ（プロスポーツ） 演習 2360761 共 相羽　枝莉子 B-205 ☆2年 地域創生実習指導Ⅰ（コミュニティ） 演習 3360041 共 勅使河原　航 D-503 ☆1年

金融論 専門 2360131 経 後藤　尚久 A-101 2年 地域創生実習指導Ⅰ（広報） 演習 3360141 共 下田　泰奈 B-306 ☆1年

地域創生実習指導Ⅲ（キッズ） 演習 3360011 共 相羽　枝莉子 B-303 ☆2年

地域創生実習指導Ⅲ（コミュニティ） 演習 3360071 共 勅使河原　航 D-503 ☆2年

地域創生実習指導Ⅲ（広報） 演習 3360171 共 下田　泰奈 B-306 ☆2年

Communicative English Ⅰ 基盤 1407511 基 伊藤　晃 1-202 １－Ａ・掲示確認 文化を読む 基盤 2401031 文 佐藤　眞人・他 C-303 １年 人権論 基盤 3401011 非 柳井　美枝 C-201 １年

Communicative English Ⅰ 基盤 1407521 基 葛西　宏信 1-402 １－B・掲示確認 知の技法特講A（知識創造論） 基盤 2401051 情 古川　洋章 D-603 １年 地域創生実習指導Ⅰ（スクボラ） 演習 3460031 共 勅使河原　航 D-503 ☆1年

Communicative English Ⅰ 基盤 1407531 基 永末　康介 D-201 １－C・掲示確認 中国語Ⅴ 基盤 2404021 非 有働　彰子 D-503 ２年 地域創生実習指導Ⅰ（小倉） 演習 3460051 共 下田　泰奈 B-306 ☆1年

Communicative English Ⅰ 基盤 1407541 非 船方　浩子 D-203 １－D・掲示確認 地域創生スキル2（フィールドワーク論） スキル 2460211 基 廣川　祐司 C-402 2年 地域創生実習指導Ⅲ（スクボラ） 演習 3460061 共 勅使河原　航 D-503 ☆2年

Communicative English Ⅲ 基盤 1407551 基 ダンカン・ウォトリィ 1-401 １－E・掲示確認 臨床心理学 専門 2460031 文 田中　信利 C-202 2年 地域創生実習指導Ⅲ（小倉） 演習 3460081 共 下田　泰奈 B-306 ☆2年

Communicative English Ⅲ 基盤 1407561 基 ダニー・ミン 1-405 １－F・掲示確認 福祉行財政と福祉計画 専門 3460011 非 難波　利光 D-403 2年

Communicative English Ⅲ 基盤 1407571 非 デール・スティール D-403 １－G・掲示確認

Communicative English Ⅲ 基盤 1407591 非 安丸　雅子 D-304 １－I・掲示確認

キャリア・デザイン 基盤 1401031 地 見舘　好隆 C-301 １年

メンタル・ヘルス 基盤 1401041 基 寺田　千栄子 1-101 １年

フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 1401051 非 梨羽　茂 体育館 １年（バドミントン）

経営学入門 専門 1460001 非 石橋　慶一 1-304 1年

フィールドワーク基礎論 専門 1460021 非 大津留　香織 C-201 1年

アカデミック・スキルズⅠ 基盤 1501031 基 廣渡　栄寿 D-601 １－１ 異文化理解の基礎 基盤 2501051 基 神原　ゆうこ C-301 １年 人権論 基盤 3501011 非 柳井　美枝 C-201 １年

ジェンダー論 基盤 1501041 非 力武　由美 C-201 １年 朝鮮語Ⅴ 基盤 2504021 非 安　瀞󠄀󠄀󠄀 D-303 ２年

北九州市の都市政策 基盤 1501011 地 内田　晃 A-101 ２年 地域創生スキル1（地域調査論） スキル 2560101 地 小林　敏樹 1-204 2年

ＮＰＯ論 専門 1560011 法 楢原　真二・他 C-301 1年 簿記論 専門 2560881 非 小野　慎一郎 C-202 1年

経営学入門 専門 1560001 非 石橋　慶一 C-202 1年 権利擁護と成年後見制度 専門 2560011 文 小賀　久 4-101 2年

特別支援教育論 専門 1560321 文 楠　凡之 D-304 2年 教職論 自由 2560001 文 楠　凡之 D-403 1年

生命と環境 基盤 1601011 基 日高・中尾 A-101 １年 近代史入門 基盤 2601021 基 小林　道彦 C-302 １年 フィジカル・ヘルス 基盤 3601011 基 山本　浩二 D-501 １年

コミュニティスポーツ論 論 1660021 基 山本　浩二 C-203 1年 文化を読む 基盤 2601031 文 佐藤　眞人・他 C-303 １年 現代社会と福祉１ 専門 3660011 地 深谷　裕 C-203 １年

日本国憲法原論 専門 1660111 法 石塚　壮太郎 D-301 1年 人体の構造と機能及び疾病 専門 2660031 非 島　京子 D-201 2年 法学総論 専門 3660111 非 小野　憲昭 D-203 １年

権利擁護と成年後見制度 専門 1660041 非 柴田　裕之 D-202 2年 発達心理学 専門 2660041 文 税田　慶昭 C-203 2年 福祉行財政と福祉計画 専門 3660021 非 難波　利光 D-403 ２年

対人心理学 専門 1660141 文 田島　司 D-201 2年 教職論 自由 2660111 文 楠　凡之 D-403 1年

特別支援教育論 専門 1660321 文 楠　凡之 D-304 2年

メンタル・ヘルス 基盤 1701011 非 中島　俊介 C-202 １年 異文化理解の基礎 基盤 2701011 基 神原　ゆうこ D-504 １年 現代人のこころ 基盤 3701011 非 福田　恭介 D-303 １年

地域創生論4（まちづくり実践論） 論 1760111 地 南　博 C-302 1年 相談援助の基盤と専門職２ スキル 2760111 基 坂本　毅啓 D-203 2年

マクロ経済学入門 専門 2760011 経 後藤　尚久 C-403 1年

地域経済 専門 2760141 経 田村　大樹 D-202 2年

必修科目は枠・コースによって異なるため、自身でしっかり履修ガイド・シラバス・時間割等を確認し、履修登録すること。　　　　　
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指導的実習Ⅰ 実習 3160061 地 ☆1年（○水１とペア）
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指導的実習Ⅰ 実習 3160061 地 ☆1年（○水２とペア）
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＜科目等履修生用＞2020年度　地域創生学群　時間割表　【1学期】　
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木曜日 金曜日 土曜日

アカデミック・スキルズⅠ 基盤 4101011 基 永末　康介 D-601 １－２ サービスラーニング入門Ⅰ 基盤 5101011 共 石川　敬之 D-301 １年 ＜１時限＞

フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 4101021 非 黒田　次郎 体育館 １年（バドミントン） 世界での学び方 基盤 5101021 法 二宮　正人・他 C-203 １年 障害者スポーツ実習Ⅰ 実習 6160011 基 山本　浩二 B-403 2年

都市環境論 専門 4160041 法 三宅　博之 C-401 1年 中国語Ⅲ 基盤 5104061 非 ホウ　ラメイ D-403 １年

スポーツ心理学 専門 4160021 文 柴原　健太郎 C-203 2年

＜２時限＞

相談援助の理論と方法３ 専門 6260421 非 藤田　博久 D-503 2年

＜３時限＞

＜４時限＞

アカデミック・スキルズⅠ 基盤 4201011 基 永末　康介 D-601 １－３ 地域の文化と歴史 基盤 5201011 地 南　博 A-101 １年 ＜５時限＞

現代人のこころ 基盤 4201021 文 税田　慶昭・他 1-201 １年 フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 5201021 非 下釜　純子 体育館 １年（女性のスポーツ） コミュニティワーク論 専門 6560011 非 岡本　政孝 D-201 2年

フィジカル・ヘルス 基盤 4201031 文 高西　敏正 C-202 １年 地域創生論5（教育社会学） 論 5260551 基 眞鍋　和博 C-201 1年

フィジカル・エクササイズⅠ 基盤 4201041 非 黒田　次郎 体育館 １年（外種目） 公共政策論 専門 5260021 法 楢原　真二 C-401 2年

プロフェッショナルの仕事 基盤 4201051 地 見舘　好隆 A-101 ２年 ＜６時限＞

地域創生演習Ⅰ 演習 4260011 地 内田　晃 B-305 2年

地域創生演習Ⅰ 演習 4260021 地 片岡　寛之 B-201 2年 ＜７時限＞

地域創生演習Ⅰ 演習 4260031 地 小林　敏樹 1-302 2年

地域創生演習Ⅰ 演習 4260041 基 佐藤　貴之 3-218 2年 ＜実習・演習＞　

地域創生演習Ⅰ 演習 4260051 基 徳永　政夫 B-302 2年 基盤演習Ⅰ 基盤 8801021 共 石川　敬之 ２年

地域創生演習Ⅰ 演習 4260061 基 西田　心平 1-204 2年 地域創生実習指導Ⅰ（421Lab.） 演習 8860341 共 石川　敬之 ☆1年

地域創生演習Ⅰ 演習 4260071 基 廣川　祐司 2-323 2年 地域創生実習指導Ⅰ 演習 8860351 地 内田　晃 ☆1年（再履修）

地域創生演習Ⅰ 演習 4260081 基 山本　浩二 B-404 2年 地域創生実習指導Ⅰ 演習 8860361 基 坂本　毅啓 ☆1年（再履修）

地域創生演習Ⅰ 演習 4260091 基 眞鍋　和博 C-403 2年 地域創生実習指導Ⅲ（421Lab.） 演習 8860391 共 石川　敬之 ☆2年

地域創生演習Ⅰ 演習 4260101 基 稲月　正 1-203 2年 地域創生実習Ⅰ（猪倉） 実習 8860111 共 岩本　晃典 ☆1年

地域創生演習Ⅰ 演習 4260111 地 南　博 B-307 2年 地域創生実習Ⅰ（キタプロ） 実習 8860121 共 岩本　晃典 ☆1年

地域創生演習Ⅰ 演習 4260121 地 深谷　裕 D-403 2年 地域創生実習Ⅰ（北スマ） 実習 8860131 共 下田　泰奈 ☆1年

民法入門 専門 4260331 法 清水　裕一郎 1-301 1年 地域創生実習Ⅰ（スクボラ） 実習 8860141 共 勅使河原　航 ☆1年

教育相談 専門 4260641 文 山下　智也 C-402 2年 地域創生実習Ⅰ（ESDプロモート） 実習 8860151 共 勅使河原　航 ☆1年

地域創生実習Ⅰ（コミュニティ） 実習 8860161 共 勅使河原　航 ☆1年

地域防災への招待 基盤 4301011 工 加藤　尊秋・他 D-201 １年 地域の社会と経済 基盤 5301011 地 柳　永珍 1-101 １年 地域創生実習Ⅰ（広報） 実習 8860171 共 下田　泰奈 ☆1年

グローバル化する経済 基盤 4301021 経 魏　芳・他 1-101 １年 地域と国際 基盤 5301021 地 吉村　英俊 C-302 １年 地域創生実習Ⅰ（小倉） 実習 8860181 共 下田　泰奈 ☆1年

自己管理論 基盤 4301041 基 日高・廣渡 A-101 １年 朝鮮語Ⅲ 基盤 5304061 非 金　光子 D-202 １年 地域創生実習Ⅰ（ボン・ジョーノ） 実習 8860611 共 岩本　晃典 ☆1年

基盤演習Ⅰ 基盤 4301031 基 稲月　正 1-203 ２年 地域創生実習Ⅰ（キッズ） 実習 8860621 共 相羽　枝莉子 ☆1年

数学 専門 4360011 経 吉田　祐治 C-202 1年 地域創生実習Ⅰ（健康スポーツ） 実習 8860631 共 相羽　枝莉子 ☆1年

福祉政策論 専門 4360031 法 狭間　直樹 1-301 2年 地域創生実習Ⅰ（プロスポーツ） 実習 8860641 共 相羽　枝莉子 ☆1年

経営統計Ⅱ 専門 4360341 経 齋藤　朗宏 D-601 2年 地域創生実習Ⅰ（421Lab.） 実習 8860191 共 石川　敬之 ☆1年

行政法総論 専門 4360351 法 堀澤　明生 C-401 2年（○木４とペア） 地域創生実習Ⅲ（猪倉） 実習 8860211 共 岩本　晃典 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（キタプロ） 実習 8860221 共 岩本　晃典 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（北スマ） 実習 8860231 共 下田　泰奈 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（スクボラ） 実習 8860241 共 勅使河原　航 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（ESDプロモート） 実習 8860251 共 勅使河原　航 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（コミュニティ） 実習 8860261 共 勅使河原　航 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（広報） 実習 8860271 共 下田　泰奈 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（小倉） 実習 8860281 共 下田　泰奈 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（ボン・ジョーノ） 実習 8860711 共 岩本　晃典 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（キッズ） 実習 8860721 共 相羽　枝莉子 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（健康スポーツ） 実習 8860731 共 相羽　枝莉子 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（プロスポーツ） 実習 8860741 共 相羽　枝莉子 ☆2年

地域創生実習Ⅲ（421Lab.） 実習 8860291 共 石川　敬之 ☆2年

地域創生実践Ⅰ 実習 8860811 基 稲月　正 ☆2年

未来を創る環境技術 基盤 4401031 工 上江洲　一也・他 ひびきの １年 中国語Ⅶ 基盤 5404031 非 王　晨 1-302 ２年 地域創生実践Ⅰ 実習 8860821 地 内田　晃 ☆2年

現代の国際情勢 基盤 4401041 外 大平　剛・他 1-301 １年 地域創生論1（まちづくりマネジメント） 論 5460011 地 片岡　寛之 1-301 1年 地域創生実践Ⅰ 実習 8860831 地 片岡　寛之 ☆2年

障がい学 基盤 4401051 基 伊野　憲治 C-201 １年 財務会計論Ⅰ 専門 5460021 経 西澤　健次 C-201 2年 地域創生実践Ⅰ 実習 8860841 地 小林　敏樹 ☆2年

基盤演習Ⅰ（防衛セミナー） 基盤 4401061 基 戸蒔　仁司 D-301 ２年 地域創生実践Ⅰ 実習 8860851 基 佐藤　貴之 ☆2年

地域創生スキル3（プロジェクトマネジメント） スキル 4460021 基 佐藤　貴之 D-504 2年 地域創生実践Ⅰ 実習 8860861 基 徳永　政夫 ☆2年

行政法総論 専門 4360351 法 堀澤　明生 C-401 2年（○木３とペア） 地域創生実践Ⅰ 実習 8860871 基 西田　心平 ☆2年

経済地理学 専門 4460121 経 柳井　雅人 1-101 2年 地域創生実践Ⅰ 実習 8860881 基 廣川　祐司 ☆2年

地域創生特講３（伴走型支援の学びとインターンシップ１） 専門 4460391 基 坂本・稲月 D-202 2年 地域創生実践Ⅰ 実習 8860891 地 深谷　裕 ☆2年

地域創生実践Ⅰ 実習 8860901 基 眞鍋　和博 ☆2年

地域創生実践Ⅰ 実習 8860911 地 南　博 ☆2年

＜卒業論文・卒業実践報告＞　

＜集中＞　必ず1学期に履修登録すること

★　集中講義の成績評価は２学期に反映。

Communicative English Ⅰ 基盤 4507511 非 木梨　安子 D-202 １－E・掲示確認 キャリア・デザイン 基盤 5501011 基 眞鍋　和博 A-101 １年 　　 但し、履修登録は必ず1学期にすること。

Communicative English Ⅰ 基盤 4507521 非 相原　信彦 D-404 １－F・掲示確認 朝鮮語Ⅶ 基盤 5504021 非 安　瀞󠄀󠄀󠄀 D-303 ２年

Communicative English Ⅰ 基盤 4507531 基 伊藤　晃 1-202 １－G・掲示確認 Communicative English Ⅴ 基盤 5507511 基 漆原　朗子 D-503 ２Ｃ－Ａ・掲示確認 ライフ・デザイン特講B（海外学習プログラム） 基盤 7801034 法 二宮　正人・他 １年

Communicative English Ⅰ 基盤 4507551 非 酒井　秀子 D-301 １－I・掲示確認 Communicative English Ⅴ 基盤 5507521 非 三宅　啓子 D-302 ２Ｃ－B・掲示確認 基盤演習Ⅱ（防衛セミナー） 基盤 7801024 基 戸蒔　仁司 ２年

Communicative English Ⅲ 基盤 4507561 基 ダニー・ミン 1-402 １－Ａ・掲示確認 Communicative English Ⅴ 基盤 5507531 非 酒井　秀子 D-401 ２Ｃ－C・掲示確認 ファシリテーション 専門 7860214 非 加留部　貴行 2年

Communicative English Ⅲ 基盤 4507571 基 デビット・ニール・マクレーラン D-401 １－B・掲示確認 Communicative English Ⅴ 基盤 5507541 非 十時　康 C-502 ２Ｃ－D・掲示確認

Communicative English Ⅲ 基盤 4507581 非 ホセ・クルーズ D-503 １－C・掲示確認 Communicative English Ⅶ 基盤 5507551 基 デビット・ニール・マクレーラン D-201 ２Ｃ－Ｅ・掲示確認

Communicative English Ⅲ 基盤 4507591 非 シェーン・ドイル D-304 １－D・掲示確認 Communicative English Ⅶ 基盤 5507561 非 クリストファー・オサリバン D-501 ２Ｃ－F・掲示確認

障がい学 基盤 4501021 基 伊野　憲治 C-201 １年 Communicative English Ⅶ 基盤 5507571 非 クリスティン・マイスター D-203 ２Ｃ－G・掲示確認

基盤演習Ⅰ 基盤 4501031 基 小林　道彦 B-302 ２年 地域創生論２（スポーツ指導論） 論 5560011 基 徳永　政夫 C-302 1年    履修登録する際は、必ず「履修ガイド」・「シラバス」・「時間割表」
身体適応論 専門 4560031 文 高西　敏正 C-203 2年 北九州経済分析 専門 5560031 マ 城戸　宏史 C-201 2年    をよく読んで確認すること。
教育社会学 専門 4560321 文 恒吉　紀寿 D-502 2年    ◆授業時間   ◆教室について

　　　１時限 　９：００～１０：３０ 󠄀󠄀     （例）

　　　２時限 １０：４０～１２：１０ 󠄀󠄀     　 C-201＝本館Ｃ棟２階２０１教室

　　　３時限 １３：００～１４：３０ 󠄀󠄀      　1-101＝１号館１階１０１教室

　　　４時限 １４：４０～１６：１０ 󠄀󠄀     　  ※　Ａ～Ｅは本館Ａ棟～Ｅ棟を表す。

　　　５時限 １６：２０～１７：５０      　 ※　１～４は１号館～４号館を表す。

　　　６時限 １８：００～１９：３０ 󠄀󠄀      　 ※　ひびきの・・・ひびきのキャンパスで開講

　　　７時限 １９：４０～２１：１０ 󠄀󠄀

グローバル化する経済 基盤 4601011 経 魏　芳・他 D-203 １年 公共政策論 専門 5660111 法 楢原　真二 D-202 2年

ビジネス英語Ⅰ 基盤 4660511 非 シェーン・ドイル D-304 １年 高齢者に対する支援と介護保険制度１ 専門 5660141 非 石塚　優 D-201 2年 　◆備考欄について

地域創生スキル4（クリエイティブシンキング） スキル 4660281 地 見舘　好隆 図書館 2年 ミクロ経済学Ⅱ 専門 5660171 経 朱　乙文 C-301 2年    　１年・・・１年生以上が履修できる科目（配当年次）

都市環境論 専門 4660121 法 三宅　博之 D-302 1年    　１－１・・・１－１クラスが履修できる科目

社会保障論１ 専門 4660021 非 安川　渉寛 D-202 2年   　 ○水２とペア・・・1学期水曜日2時限目の同一科目と併せて履修する科目

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 専門 4660031 非 高崎　陽子 B-205 2年    　△水２とペア・・・２学期水曜日2時限目の同一科目と併せて履修する科目

教育社会学 専門 4660321 文 恒吉　紀寿 D-502 2年    　掲示確認・・・受講希望者はクラス分けがあるので必ず履修登録前に掲示板を

財務会計論Ⅰ 専門 4660391 経 西澤　健次 D-301 2年 　　　　　　　　　　　確認すること。

教育相談 専門 4660641 文 山下　智也 D-303 2年 　　　☆１年・・・通常枠１年生以上のみ受講可能な科目

　◆集中講義について

　　　日程及び時限等については、掲示板を確認すること。

相談援助演習Ⅰ 演習 4760091 基 坂本　毅啓 B-202 2年 社会調査の基礎 スキル 5760021 基 稲月　正 D-602 2年 　【必読！！】↓↓

地域創生論6（ボランティア活動論） 論 5760081 基 西田　心平 1-204 1年 　　● 必修科目は枠・コースによって異なるため、自身でしっかり履修ガイド
　　　　を確認し、履修登録すること。
　　　
　　● 教室変更・時間割変更・その他授業に関する連絡事項は
　　　　全て掲示板でお知らせするので、必ず掲示板を確認すること。
　　　　しっかり履修ガイド・シラバス・時間割等を確認し、履修登録すること。

教室変更・時間割変更・その他授業に関する連絡事項は全て掲示板でお知らせするので、必ず掲示板を確認すること。
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