
2020/7/2

　 は、遠隔授業です。

教室変更は赤字にしています。

講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1001 英語Ⅰ 永末 ＊ 遠隔 【教職】職業指導 5010 人口学 入江 14A以前 遠隔

1002 英語Ⅰ ドローキス ＊ 遠隔  [月２と対]

1003 英語Ⅰ 高瀬 ＊ 遠隔 5010 人口学 入江 全 遠隔

1004 英語Ⅰ 石垣 ＊ 遠隔

1005 英語Ⅰ 山口晋 ＊ 遠隔

1006 英語Ⅰ ソン ＊ 遠隔

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

J101 初級日本語ⅠＡ（初級１）［月2と対］ 巣山 留学生 D402

J102 初級日本語ⅡＡ（初級２）［月2と対］ 毛 留学生 D401

5001 職業人入門 國﨑 ⑫～⑯ 遠隔

5002 職業人入門 遠藤 ⑰～㉒ 遠隔

 9:00
～

10:30

1007 英語Ⅰ ドローキス ＊ 遠隔 【教職】職業指導 1034 総合教養発展ゼミナールⅠ 黄冬 14Ａ以前 S217

1008 英語Ⅰ 高瀬 ＊ 遠隔  [月１と対] 5016 国際経済学 水戸 14A以前 141
1009 英語Ⅰ 山口晋 ＊ 遠隔 2005 【教職】特別支援教育概論 清永裕 教職課程 遠隔 5016 国際経済学 水戸 全 141 6001 貿易論 水戸 14A以前 141
1010 英語Ⅰ 森竹 ＊ 遠隔 5017 民法（親族・相続） 森江 全 遠隔 6002 租税論 石川 14A以前 遠隔

1011 英語Ⅰ 作元 ＊ 遠隔 5018 租税制度 石川 全 遠隔

1012 英語Ⅰ ソン ＊ 遠隔

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

J101 初級日本語ⅠＡ（初級１）［月1と対］ 沙 留学生 D402

J102 初級日本語ⅡＡ（初級２）［月1と対］ 毛 留学生 D401

5003 職業人入門 國﨑 ①～⑥ 遠隔

5004 職業人入門 遠藤 ⑦～⑪ 遠隔

10：45

～
12：15

1048 日本語表現法Ⅰ 大川内 ①② 遠隔 1054 英語コミュニケーションⅠ シルバーマン ＊ 遠隔 スキルアップ講座Ｎ 6003 プログラミング論 三原 14A以前 S364

1049 日本語文章表現法 大川内 14A以前 遠隔 1013 英語コミュニケーションⅠ ソン ＊ 遠隔 （能試N1(文法)対策Ⅰ） 5020 経済政策 仁部 14A以前 S208

5005 経営学概論 石坂 ⑫～⑯ 遠隔 1014 英語コミュニケーションⅠ 森竹 ＊ 遠隔 【教職】商業科教育法 5021 日本経営史 岡田 14A以前 遠隔

5006 経済学概論 末木 ⑰～㉒ 遠隔 1015 英語コミュニケーションⅠ 作元 ＊ 遠隔  [月４と対] 5012 経済学概論 <再> 水戸 14A以前 遠隔
  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する] 5020 経済政策 仁部 全 S208

1016 英語Ⅲコミュニケーション〈再〉 シルバーマン 14Ａ以前 遠隔 5021 日本経営史 岡田 全 遠隔

1017 英語Ⅲコミュニケーション〈再〉 ソン 14Ａ以前 遠隔 5022 スポーツ施設管理 澤田 全 S313 5013 財政学入門 石川 14A以前 遠隔

1018 英語Ⅲコミュニケーション〈再〉 森竹 14Ａ以前 遠隔 5023 マーケティング論 國﨑 全 遠隔 5023 マーケティング論 國﨑 14A以前 遠隔

1019 英語Ⅲコミュニケーション〈再〉 作元 14Ａ以前 遠隔

5012 経済学概論 <再> 水戸 全 遠隔

5013 財政学入門 石川 全 遠隔

13:05
～

14:35

1050 日本語表現法Ⅰ 樫澤 ⑯⑰ 遠隔 1020 英語Ⅲ 川満 18A以前 遠隔 【教職】商業科教育法

1051 日本語文章表現法 樫澤 14Ａ以前 遠隔 1021 英語Ⅲ表現法<再> 川満 14Ａ以前 遠隔  [月３と対]

5007 経営学概論 石坂 ①～⑥ 遠隔 1022 英語コミュニケーションⅠ シルバーマン ＊ 遠隔 5024 ワークショップＣ【ｽﾃ企】 澤田 後期へ S405

5008 経済学概論 末木 ⑦～⑪ 遠隔 1023 英語コミュニケーションⅠ ドローキス ＊ 遠隔

1024 英語コミュニケーションⅠ 森竹 ＊ 遠隔

1025 英語コミュニケーションⅠ 作元 ＊ 遠隔
  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

1026 英語Ⅲコミュ二ケーション<再> 川満 14Ａ以前 S213

1027 英語Ⅲコミュ二ケーション<再> シルバーマン 14Ａ以前 遠隔

1028 英語Ⅲコミュ二ケーション<再> ドローキス 14Ａ以前 遠隔

1029 英語Ⅲコミュ二ケーション<再> 森竹 14Ａ以前 遠隔

14:50 1030 英語Ⅲコミュ二ケーション<再> 作元 14Ａ以前 遠隔
～ 5014 職業人入門 <再> 仁部 全 S208

16:20 5032 統計学入門 久保 全 遠隔

1052 中級日本語Ⅰ（初級） 朱 留学生 S205 5015 商業の歴史 岡田 全 遠隔 1033 キャリアデザインⅡ〈再〉 園田 全 S201 6004 商業史 岡田 14A以前 遠隔

1053 文章理解 前田恵 Ｋ 遠隔 1144 英語Ⅱ <再> 川満 全 遠隔 5025 環境経済学 野田 全 S202 5025 環境経済学 野田 14A以前 S202

2001 【教職】教育原論 柴田 教職課程 遠隔 5026 公共経済学 入江 全 遠隔 5026 公共経済学 入江 14A以前 遠隔

16:35
～

18:05

１
 

時
 

限

３
 

時
 

限

２
 

時
 

限

2011

2011

1031

2012

研究会Ｊ (旅行
業務取扱管理者④)

貝掛 19Aのみ S210

研究会Ｉ(旅行
業務取扱管理者③)

貝掛 19Aのみ S210

5011

S216

渡邊和 教職課程 S216

留学生

S216渡邊和

巣山

梅田

S206

S216

教職課程

                                令和2年度  前 期  7月からの授業時間割

１    年

月            曜            日

２    年 ３    年 ４    年
前
期

九州共立大学　経済学部　経済・経営学科

５
 

時
 

限

梅田2012 教職課程

４
 

時
 

限

文章理解
　　　　【教職のみ】

1047 前田恵 Ｋ 遠隔

5009

森江・菊池 全 S407
経済学特講Ⅱ
(公務員試験対応)

5027

研究会Ｈ (旅行
業務取扱管理者)

貝掛
15Ａ～

18Ａ S2105019

教職課程

         7月以降【経済】2020 前期時間割7.2   (月)



　 は、遠隔授業です。

教室変更は赤字にしています。

講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1101 ことばと日本文化 鈴木喬 全 遠隔 1101 ことばと日本文化 鈴木喬 全 遠隔 【教職】社会科･地理歴史科教育法

1102 歴史と国際情勢 鎌田 全 遠隔 1102 歴史と国際情勢 鎌田 全 遠隔 [火2と対]

1103 心の科学 乗富 全 遠隔 1103 心の科学 乗富 全 遠隔

1104 人間と哲学 野見山 全 遠隔 1104 人間と哲学 野見山 全 遠隔

1105 共生社会を生きる 木村美 全 遠隔 1105 共生社会を生きる 木村美 全 遠隔

J103 初級日本語ⅠＢ（初級１）［火2と対］ 沙 留学生 D402 1125 文学の世界 鈴木喬 18A以前 遠隔

J104 初級日本語ⅡＢ（初級２）［火2と対］ 朱 留学生 D401 1126 政治と国際問題 鎌田 18A以前 遠隔

1107 健康の科学 細井 全 遠隔 1127 芸術の世界 武 18A以前 124
1128 法と生活 塩盛 18A以前 134
1129 生命と環境 田中雄 18A以前 133
1107 健康の科学 細井 全 遠隔

1130 日本語表現法Ⅱ 大川内 ＊ 遠隔
  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

 9:00 1131 芸術を楽しむ 武 14Ａ以前 124
～ 1132 健康科学 細井 14Ａ以前 遠隔

10:30

1108 ことばと日本文化 前田知 全 遠隔 1108 ことばと日本文化 前田知 全 遠隔 【教職】社会科･地理歴史科教育法 5041 労働と法 大谷 14A以前 遠隔

1109 ことばと異文化 永松 全 遠隔 1109 ことばと異文化 永松 全 遠隔 [火１と対] 6005 ビジネスイングリッシュ ドローキス 14A以前 遠隔

1110 歴史と国際情勢 鎌田 全 遠隔 1110 歴史と国際情勢 鎌田 全 遠隔 5040 サービス実務総論 西川 全 遠隔 5042 地域経済論 西山巨 14A以前 S421

1111 現代国家と法（日本国憲法） 塩盛 全 遠隔 1111 現代国家と法（日本国憲法） 塩盛 全 遠隔 5041 労働と法 大谷 全 遠隔

1112 暮らしと経済 甘 全 遠隔 1112 暮らしと経済 甘 全 遠隔 5042 地域経済論 西山巨 全 S421

1113 生命と地球 中山 全 遠隔 1113 生命と地球 中山 全 遠隔

1114 共生社会を生きる 木村美 全 遠隔 1114 共生社会を生きる 木村美 全 遠隔

J103 初級日本語ⅠＢ（初級１）［火1と対］ 沙 留学生 D402 1133 文学の世界 前田知 18A以前 遠隔

J104 初級日本語ⅡＢ（初級２）［火1と対］ 朱 留学生 D401 1134 異文化を考える 永松 18A以前 遠隔

2002 【教職】東洋史 大和 教職課程 遠隔 1135 政治と国際問題 鎌田 18A以前 遠隔

1136 宇宙の科学 中山 18A以前 遠隔

1137 芸術の世界 武 18A以前 124
1138 日本語表現法Ⅱ 鈴木喬 ＊ 遠隔

1139 日本語表現法Ⅱ 古浦 ＊ 遠隔
  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

1140 芸術を楽しむ 武 14Ａ以前 124
1141 地球の科学 中山 14Ａ以前 遠隔

10:45 5033 研究会Ｆ（実践外国語） ドローキス 全 遠隔
～

12:15

1115 日本語表現法Ⅰ 鈴木喬 ⑫⑬ 遠隔 5035 会社法 森江 全 遠隔 5043 行政法(作用法･組織法) 大谷 全 遠隔 6006 行政法 大谷 14A以前 遠隔

1116 日本語表現法Ⅰ 巣山 ⑭⑮ 遠隔 5036 イベント論 澤田 全 遠隔 5044 環境科学 成富 全 113 6007 環境科学(自然環境系) 成富 14A以前 113
1117 日本語文章表現法 鈴木喬 14Ａ以前 遠隔 5045 流通管理論 國﨑 全 S207 5035 会社法 森江 14A以前 遠隔

1118 日本語文章表現法 巣山 14Ａ以前 遠隔 5046 財務管理論 梅田 全 遠隔 5045 流通管理論 國﨑 14A以前 S207

1119 情報処理演習Ⅰ 田中雄 ⑲～㉒ S424 5047 ビジネス実務演習Ａ 西川 全 遠隔 5036 イベント論 澤田 14A以前 遠隔

1120 情報処理演習Ⅰ 宮崎 ⑯～⑱ S333 5048 西洋経済史 丹後 全 134 5046 財務管理論 梅田 14A以前 遠隔

5028 簿記入門 未定 * 112 5047 ビジネス実務演習Ａ 西川 14A以前 遠隔

5029 簿記入門 正田 * 遠隔 5048 西洋経済史 丹後 14A以前 134
  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

スポーツ運動学
13:05 (運動方法学を含む｡)(ス)

～ 3001 解剖生理学(ス) 梨羽 全 遠隔

14:35

1121 情報処理演習Ⅰ 宮崎 ④～⑥ S333 【教職】法律学概論 6008 ビジネス実務概論Ａ 西川 14A以前 遠隔

5030 簿記入門 未定 * 112 （国際法を含む｡） 5038 会社法 森江 14A以前 遠隔

5031 簿記入門 正田 * 遠隔 5037 ビジネス実務総論Ａ 西川 全 遠隔 5049 ワークショップD 【ステ企】 澤田 後期へ S313
  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する] 5038 会社法 森江 全 遠隔

スポーツ運動学
(運動方法学を含む｡)(ス)

3002 解剖生理学(ス) 梨羽 全 遠隔

14:50
～

16:20

1122 TOEIC入門 永末 全 遠隔 1142 ステップアップ講座Ｂ（英語基礎） 永末 15A～18A 遠隔 2019 【教職】教職総合講義 茂見 教職課程 遠隔

1123 TOEIC入門 木梨 全 遠隔 1143 ステップアップ講座Ｂ（英語基礎） 木梨 15A～18A 遠隔 1146 キャリアデザインⅠ〈再〉 園田 全 S421

2003 【教職】教職論 金子 教職課程 141 1145 上級日本語Ⅰ（初級） 朱 留学生 S205

1124 情報処理演習Ⅰ 宮崎 ⑦～⑨ S333 5039 研究会F(2級工業簿記) 岡部 全 112
後期集中へ

16:35
～

18:05

S4055050

２
 

時
 

限

2006

経済学特講Ⅱ
(住宅の経済学)

3012 八板 全 遠隔

3013 八板 全 遠隔

教職課程 遠隔2013

石川 全

2013

S208大谷 教職課程

前田武

                                令和2年度  前 期  7月からの授業時間割
九州共立大学　経済学部　経済・経営学科

１    年 ２    年 ３    年 ４    年

５
 

時
 

限

火            曜            日
前
期

３
 

時
 

限

４
 

時
 

限

１
 

時
 

限

前田武 教職課程 遠隔

         7月以降【経済】2020 前期時間割7.2   (火)



　 は、遠隔授業です。

教室変更は赤字にしています。

講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1201 日本語表現法Ⅰ 大川内 ③④ 遠隔 5051 会社入門 石坂 全 遠隔 5059 スポーツマネジメント 上村 全 遠隔 5053 スポーツビジネス入門 森部 14A以前 遠隔

1202 日本語表現法Ⅰ 樫澤 ⑤⑥ 遠隔 5052 憲法 大谷 全 遠隔

1203 日本語文章表現法 大川内 14Ａ以前 遠隔 5053 スポーツビジネス入門 森部 全 遠隔

1204 日本語文章表現法 樫澤 14Ａ以前 遠隔 中級簿記
J105 初級日本語ⅠＣ（初級１）［水2と対］ 井料 留学生 D402 [水2と対]

J106 初級日本語ⅡＣ（初級２）［水2と対］ 幤 留学生 D401

 9:00
～

10:30

1205 福原学 遠藤 ① S201 5055 非営利組織論 上村 全 遠隔 5060 近代日本経済史 新鞍 全 遠隔 5060 近代日本経済史 新鞍 14A以前 遠隔

1206 福原学 大川内 ② S403 中級簿記 1245 スキルアップ講座Ｂ（TOEICⅠ） 永末 全 遠隔 5056 民法（総則・物権） 菅尾 14A以前 遠隔

1207 福原学 末木 ③ 114  [水1と対] 1246 スキルアップ講座Ｂ（TOEICⅠ） 高本 全 遠隔 1272 社会教育演習 山田 全 遠隔

1208 福原学 梅田 ④ 134 5056 民法（総則・物権） 菅尾 全 遠隔

1209 福原学 三原 ⑤ S364 5057 ワークショップB【ｽﾃ企】 森部 全 122
1210 福原学 黄冬 ⑥ S207 1245 スキルアップ講座Ｂ（TOEICⅠ） 永末 全 遠隔

1211 福原学 水戸 ⑦ 125 1246 スキルアップ講座Ｂ（TOEICⅠ） 高本 全 遠隔

1212 福原学 木村栞 ⑧ S401

1213 福原学 森江 ⑨ S208
1214 福原学 石川 ⑩ S213
1215 福原学 入江 ⑪ S203

1216 福原学 正田 ⑫ S410

1217 福原学 辻 ⑬ A301

1218 福原学 仁部 ⑭ B305

1219 福原学 岡田 ⑮ S407

1220 福原学 石坂 ⑯ 112
1221 福原学 澤田 ⑰ B302

1222 福原学 大谷 ⑱ S313

1223 福原学 國﨑 ⑲ A401

1224 福原学 中山 ⑳ 141
1225 福原学 園田 ㉑ S202

1226 福原学 山本洋 ㉒ 133

10:45 J105 初級日本語ⅠＣ（初級１）［水1と対］ 井料 留学生 D402

～ J106 初級日本語ⅡＣ（初級２）［水1と対］ 幤 留学生 D401

12:15

1227 スポーツＡ（卓球） 市丸 ＊ 記念館 1247 スポーツＣ（卓球） 市丸 １４Ａ以前 記念館 1263 スポーツＥ（卓球） 市丸 １４Ａ以前 記念館 5058 経済史 新鞍 14A以前 遠隔

1228 スポーツＡ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 藤谷 ＊ 記念館 1248 スポーツＣ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 藤谷 １４Ａ以前 記念館 1264 スポーツＥ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 藤谷 １４Ａ以前 記念館

1229 スポーツＡ（ｻｯｶｰ） 後藤太 ＊ 記念館 1249 スポーツＣ（ｻｯｶｰ） 後藤太 １４Ａ以前 記念館 1265 スポーツＥ（ｻｯｶｰ） 後藤太 １４Ａ以前 記念館

1230 スポーツＡ（ﾃﾆｽ） 辻 ＊ 記念館 1250 スポーツＣ（ﾃﾆｽ） 辻 １４Ａ以前 記念館 1266 スポーツＥ（ﾃﾆｽ） 辻 １４Ａ以前 記念館

1231 中級日本語Ⅰ 朱 留学生 S205 1251 ミクロ経済学演習 柏木 Ｋ S313

1232 中級日本語Ⅰ 井料 留学生 S202 5058 経済史 新鞍 全 遠隔

1233 中級日本語Ⅰ 山内美 留学生 S207 2007 【教職】道徳教育指導法 舩原 教職課程 遠隔

13:05
～

14:35

1234 スポーツＡ（卓球） 市丸 ＊ 記念館 1252 スポーツＣ（卓球） 市丸 １４Ａ以前 記念館 1267 スポーツＥ（卓球） 市丸 １４Ａ以前 記念館 6009 ビジネスコーチング論 本山 14A以前 遠隔

1235 スポーツＡ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 藤谷 ＊ 記念館 1253 スポーツＣ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 藤谷 １４Ａ以前 記念館 1268 スポーツＥ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 藤谷 １４Ａ以前 記念館

1236 スポーツＡ（ｻｯｶｰ） 後藤太 ＊ 記念館 1254 スポーツＣ（ｻｯｶｰ） 後藤太 １４Ａ以前 記念館 1269 スポーツＥ（ｻｯｶｰ） 後藤太 １４Ａ以前 記念館

1237 スポーツＡ（ﾃﾆｽ） 辻 ＊ 記念館 1255 スポーツＣ（ﾃﾆｽ） 辻 １４Ａ以前 記念館 1270 スポーツＥ（ﾃﾆｽ） 辻 １４Ａ以前 記念館

1238 数的処理Ⅰ 松ケ下 Ｋ 遠隔 1256 上級日本語Ⅰ 朱 留学生 S205

1257 上級日本語Ⅰ 井料 留学生 S202

1258 上級日本語Ⅰ 山内美 留学生 S207 5061 ビジネスコーチング 本山 全 遠隔

1259 情報処理演習Ⅲ 太田 全 S424

14:50 1260 情報リテラシーＣ<再> 太田 14Ａ以前 S424
～ 2008 【教職】自然地理学概論 黒田圭 教職課程 112

16:20 1261 憲法演習 河野 Ｋ S313

1239 数的処理Ⅰ 松ケ下 Ｋ 遠隔 2014 【教職】地誌学 黒田圭 教職課程 112 1273 キャリアデザインⅢ〈再〉 園田 14A以前 S405

1240 情報処理演習Ⅰ 水井 ⑩～⑫ S333

1241 情報処理演習Ⅰ 太田 留学生 S424

1242 情報リテラシーA〈再〉 太田 留学生 S424

1243 情報処理演習Ⅰ <再> 太田 全 S424

1244 情報リテラシーA〈再〉 太田 14A以前 S424

16:35
～

18:05

岩﨑1271

[＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う]

[＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う] [＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う] [＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う]

全 S210
スキルアップ講座Ｇ
（公務員養成Ⅰ）

[＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う] [＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う]

教職教養
（教育原理・教育心理）

131

Ｋ

５
時
限

３
 

時
 

限

5054 谷 全

山内絵

４
 

時
 

限

  [＊統括教員は中山・辻]

２
 

時
 

限

S3131262

谷 131全

                                令和2年度  前 期  7月からの授業時間割
九州共立大学　経済学部　経済・経営学科

１    年 ２    年 ３    年 ４    年

水            曜            日
前
期

5054

１
 

時
 

限

         7月以降【経済】2020 前期時間割7.2   (水)



　 は、遠隔授業です。

教室変更は赤字にしています。

講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1301 ことばと日本文化 古浦 全 遠隔 1301 ことばと日本文化 古浦 全 遠隔 2020 【教職】教育史 草野 教職課程 遠隔 6010 会計学入門 正田 14A以前 141
1302 スポーツの文化 内田 全 遠隔 1302 スポーツの文化 内田 全 遠隔 5072 ミクロ経済学入門 眞田 14A以前 遠隔

1303 暮らしと経済 渡部 全 遠隔 1303 暮らしと経済 渡部 全 遠隔

1304 人権・同和教育 大和 全 遠隔 1304 人権・同和教育 大和 全 遠隔

1305 心の科学 乗富 全 遠隔 1305 心の科学 乗富 全 遠隔

J107 初級日本語ⅠＤ（初級１）［木2と対］ 沈 留学生 D402 1318 科学を考える（物理） 田中雄 18A以前 B404

J108 初級日本語ⅡＤ（初級２）［木2と対］ 毛 留学生 D401 1319 文学の世界 古浦 18A以前 遠隔

1306 健康の科学 青山優 全 遠隔 1320 日本人論 内田 18A以前 遠隔

1321 科学を考える（物理） 田中雄 18A以前 B404

1322 人権・同和と社会 大和 14Ａ以前 遠隔

1323 科学を楽しむ（物理） 田中雄 14Ａ以前 B404

1306 健康の科学 青山優 全 遠隔

1324 健康科学 青山優 14Ａ以前 遠隔

1325 日本語表現法Ⅱ 大川内 ＊ 遠隔

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

 9:00 5070 会社入門 石坂 全 遠隔
～ 5071 会計入門 正田 全 141

10:30 5072 ミクロ経済学入門 眞田 全 遠隔

1307 ことばと日本文化 吉田宰 全 遠隔 1307 ことばと日本文化 吉田宰 全 遠隔 スキルアップ講座Ｐ 5089 金融論 末木 14A以前 遠隔

1308 人権・同和教育 大和 全 遠隔 1308 人権・同和教育 大和 全 遠隔 （ビジネス日本語講座Ⅰ） 5090 経営戦略論 石坂 14A以前 遠隔

1309 スポーツの文化 内田 全 遠隔 1309 スポーツの文化 内田 全 遠隔 5089 金融論 末木 全 遠隔 6011 環境産業マネジメント入門 中山 14A以前 遠隔

1310 ことばと異文化 森田 全 遠隔 1310 ことばと異文化 森田 全 遠隔 5090 経営戦略論 石坂 全 遠隔 5095 経済学特講Ⅱ
(市場と政府) 仁部 全 S207

1311 暮らしと経済 渡部 全 遠隔 1311 暮らしと経済 渡部 全 遠隔 5075 ミクロ経済学入門 眞田 14A以前 遠隔

1312 心の科学 乗富 全 遠隔 1312 心の科学 乗富 全 遠隔 経営学特講Ⅱ

J107 初級日本語ⅠＤ（初級１）［木1と対］ 沈 留学生 D402 1326 文学の世界 吉田宰 18A以前 遠隔 (ビジネスとプレゼンテーション)

J108 初級日本語ⅡＤ（初級２）［木1対］ 毛 留学生 D401 1327 日本人論 内田 18A以前 遠隔 6012 会計学入門 正田 14A以前 141
1313 社会科学〔基礎〕 村田 Ｋ 遠隔 1328 異文化を考える 森田 18A以前 遠隔

1329 歴史を考える 松尾 18A以前 S407

1330 人権・同和と社会 大和 14Ａ以前 遠隔

1331 日本語表現法Ⅱ 大川内 ＊ 遠隔

1332 日本語表現法Ⅱ 鈴木喬 ＊ 遠隔

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

2009 【教職】教育相談 清永裕 教職課程 112
10:45 5073 環境のビジネス 中山 全 遠隔
～ 5074 会計入門 正田 全 141

12:15 5075 ミクロ経済学入門 眞田 全 遠隔

5062 研究会Ａ（公務員試験）* 大谷 全 遠隔 スキルアップ講座Ｎ 5082 日本経済論入門 仁部 14A以前 遠隔
（能試N1(聴解)対策Ⅰ）

スキルアップ講座Ｍ

（ビジネス中国語検定試験） 5080 マクロ経済学入門 入江 14A以前 遠隔

2015 【教職】教育方法論 金子 教職課程 112 6013 財務会計論 岡部 14A以前 113
5091 経済とデータ分析 三原 全 S333 後期集中へ

5066 研究会Ａ（簿記３級①）* 正田 全 遠隔

5080 マクロ経済学入門 入江 全 遠隔

5068 研究会Ｂ（簿記３級②）* 正田 全 遠隔 5081 金融と会計 岡部 全 113
5082 日本経済論入門 仁部 全 遠隔

13:05
～ スポーツ運動学

14:35 (運動方法学を含む｡)(ス)

3003 解剖生理学(ス) 梨羽 全 遠隔

5062 研究会Ａ（公務員試験）* 大谷 全 遠隔 1342 ことばの世界 山本洋 留学生 132 6014 情報科学 三原 14A以前 S333

5092 経済とデータ分析 三原 全 S333 5093 東洋経済史 瀬戸林 14A以前 遠隔

5093 東洋経済史 瀬戸林 全 遠隔 6015 経営学入門 李只 14A以前 遠隔

5084 マクロ経済学入門 入江 14A以前 遠隔

5066 研究会Ａ（簿記３級①）* 正田 全 遠隔

5084 マクロ経済学入門 入江 全 遠隔

5068 研究会Ｂ（簿記３級②）* 正田 全 遠隔 5085 企業経営入門 李只 全 遠隔

14:50
～

16:20
スポーツ運動学
(運動方法学を含む｡)(ス)

3004 解剖生理学(ス) 梨羽 全 遠隔

2004 【教職】西洋史 高津 教職課程 遠隔 2010 【教職】哲学概論 野見山 教職課程 S205 2021 【教職】教職発展ゼミナール 重枝 教職課程 S217 6016 金融特講Ｃ 内山 14A以前 S403

1314 福原学 三原 留学生 ゼミ室2 1333 英語Ⅱ <再> 永松 全 遠隔 5094 交通論 寺町 全 133 6017 経営学入門 李只 14A以前 遠隔

1334 フランス語Ⅰ〈再〉 渡辺 18A以前 遠隔 5094 交通論 寺町 14A以前 133

5088 企業経営入門 李只 全 遠隔

16:35 1335 社会科学〔応用Ⅰ〕 前田恵 Ｋ 遠隔
～

18:05
1336 民法（総則・物権）演習 前田恵 Ｋ 遠隔

１
 

時
 

限

５
時
限

3015 八板 全 遠隔

生涯学習･社会教育
の指導者（自選）

研究会Ｂ
（FP技能検定３級②）*

内山

森部 全

全

研究会Ｂ
（スポーツビジネス）*

遠隔

遠隔

5087

*研究会Fは第9～15回に開講／木3と対

研究会Ｆ
（旅行業務管理者） 貝掛 全

４
 

時
 

限

5065

5067

5069

5064

全 S2031343

山本洋 全 S364

S213全岡田

5096

黄冬

S206留学生

S217全1341

1339

遠隔

西川 全 遠隔

*研究会Eは第1～8回に開講／木3と対

全

5083

田代利

全 遠隔

*研究会Aは第1～8回に開講／木3と対
141

S403研究会Ｅ
（ＦＰ技能検定２級①）

内山 全

*研究会Ｂは第9～15回に開講／木3と対

研究会Ａ
（スポーツビジネス）*

研究会Ａ
（FP技能検定３級①）*

内山

瀬筒 全

遠隔

貝掛

遠隔

遠隔

研究会Ｂ
（FP技能検定３級②）*

内山 全

6時限　　　18:20～19:50

5077

全 遠隔

5076
研究会Ｅ
（スポーツビジネス）*

瀬筒 全 遠隔

5078
研究会Ｆ
（スポーツビジネス）*

森部 全 遠隔

研究会Ｆ
（社会人基礎講座）*

S210

研究会Ｅ
（サービス接遇検定）*

全

5078

澤田 全 141

*研究会Fは第9～15回に開講／木4と対

研究会Ｅ
（旅行業務管理者）

研究会Ｂ
（スポーツビジネス）*

森部 全

5063

5063

*研究会Ｂは第9～15回に開講／木4と対

3014 八板

5069

5064

5065

研究会Ａ
（社会人基礎講座）* 辻

*研究会Aは第1～8回に開講／木4と対

研究会Ａ
（FP技能検定３級①）*

全

5067

全内山

留学生

5079

全

                                令和2年度  前 期  7月からの授業時間割
九州共立大学　経済学部　経済・経営学科

１    年 ２    年 ３    年 ４    年

木            曜            日
前
期

立花 遠隔1337

山内美

２
 

時
 

限

研究会Ａ
（スポーツビジネス）*

5097
経営学特講Ⅱ
（社会人基礎講座）

瀬筒 全

研究会Ａ
（社会人基礎講座）* 辻

３
 

時
 

限

←後期集中へ

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔全

研究会Ｅ
（スポーツビジネス）*

瀬筒

S210

5077

5079

5086

研究会Ｆ
（社会人基礎講座）* 澤田 全

遠隔

研究会Ｆ
（スポーツビジネス）*

森部

研究会Ｅ
（サービス接遇検定）*

西川 全 遠隔

*研究会Eは第1～8回に開講／木4と対

5076

         7月以降【経済】2020 前期時間割7.2   (木)



　 は、遠隔授業です。

教室変更は赤字にしています。

講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1401 暮らしと経済 渡部 全 遠隔 1401 暮らしと経済 渡部 全 遠隔 1423 キャリアデザインⅡ 堀口 *
1402 ことばと異文化 森田 全 遠隔 1402 ことばと異文化 森田 全 遠隔 1424 キャリアデザインⅡ 尾上 *
1403 ドイツ語Ⅰ 林 全 遠隔 1415 異文化を考える 森田 18A以前 遠隔 1425 キャリアデザインⅡ 辻 *
1404 ドイツ語Ⅰ 島浦 全 遠隔 1426 キャリアデザインⅡ 堂野崎 *
1405 中国語Ⅰ 張 全 遠隔 1427 キャリアデザインⅡ 西尾 *
1406 韓国語Ⅰ 洪 全 遠隔 1443 キャリアデザインⅡ 林山 *
1407 韓国語Ⅰ 桂 全 遠隔 1444 キャリアデザインⅡ 水井 *

 9:00 1408 情報処理演習Ⅰ 田中雄 ⑬～⑮ S333 1445 キャリアデザインⅡ 後藤太 *
～ 1446 キャリアデザインⅡ 大和 * S213

10:30   [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

1409 ドイツ語Ⅰ 林 全 遠隔 1416 中国語Ⅰ <再> 顧 全 遠隔 5119 ゼミナールⅡ 石川 S405 5140 ゼミナールⅡ<再> 仁部 ゼミ室11

1410 中国語Ⅰ 張 全 遠隔 1417 韓国語Ⅰ <再> 桂 全 遠隔 5120 ゼミナールⅡ 李只 S407

1411 中国語Ⅰ 黄冬 全 遠隔 1418 ドイツ語Ⅰ<再> 島浦 全 遠隔 5121 ゼミナールⅡ 山本洋 131
1412 韓国語Ⅰ 洪 全 遠隔 1419 伝わる文章力 鈴木喬 全 遠隔 5122 ゼミナールⅡ 水戸 ゼミ室3

1413 韓国語Ⅰ 朴 全 遠隔 5123 ゼミナールⅡ 西山巨 S403

J109 初級日本語ⅠＥ（初級１）［金3と対］ 甘 留学生 D402 5124 ゼミナールⅡ 梅田 S210

J110 初級日本語ⅡＥ（初級２）［金3と対］ 平田 留学生 D401 5125 ゼミナールⅡ 國﨑 S207

1414 情報処理演習Ⅰ 太田 ①～③ S424 5126 ゼミナールⅡ 末木 S205

5127 ゼミナールⅡ 西川 S204

5128 ゼミナールⅡ 岡田 S202

5129 ゼミナールⅡ 石坂 S214

5130 ゼミナールⅡ 中山 S313

5131 ゼミナールⅡ 森江 S421

5132 ゼミナールⅡ 森部 122
5133 ゼミナールⅡ 大谷 S203

5134 ゼミナールⅡ 澤田 S217

5135 ゼミナールⅡ 入江 113
10:45 5136 ゼミナールⅡ 堂野崎 S201
～ 5137 ゼミナールⅡ 未定 S401

12:15 5138 ゼミナールⅡ 遠藤 133

J109 初級日本語ⅠＥ（初級１）［金2と対］ 甘 留学生 D402 5099 ゼミナール入門 遠藤 133 5141 ゼミナールⅣ(編入) 黄冬 S203

J110 初級日本語ⅡＥ（初級２）［金2と対］ 平田 留学生 D401 5100 ゼミナール入門 石川 114 5142 ゼミナールⅣ 堂野崎 S410

5101 ゼミナール入門 李只 S407 5143 ゼミナール入門 <再> 仁部 17A以前 ゼミ室11

5102 ゼミナール入門 山本洋 131
5103 ゼミナール入門 水戸 S204

5104 ゼミナール入門 梅田 S210

5105 ゼミナール入門 國﨑 S207

5106 ゼミナール入門 末木 S205

5107 ゼミナール入門 岡部 S421

5108 ゼミナール入門 正田 134
5109 ゼミナール入門 岡田 S202

5110 ゼミナール入門 石坂 124
5111 ゼミナール入門 中山 112
5112 ゼミナール入門 森江 S421

5113 ゼミナール入門 森部 122
13:05 5114 ゼミナール入門 大谷 S208
～ 5115 ゼミナール入門 澤田 S313

14:35 5116 ゼミナール入門 入江 113
5117 ゼミナール入門 未定

5139 ゼミナールⅡ(編入) 黄冬 S203 5144 ゼミナールⅣ 石川 114
3110 地域スポーツ論(ス) 内田 全 遠隔 5145 ゼミナールⅣ 李只 S407

5146 ゼミナールⅣ 山本洋 131
5147 ゼミナールⅣ 水戸 ゼミ室3

5148 ゼミナールⅣ 三原 ゼミ室2

5149 ゼミナールⅣ 成富 S213

5150 ゼミナールⅣ 梅田 S210

5151 ゼミナールⅣ 國﨑 S207

5152 ゼミナールⅣ 末木 S205

5153 ゼミナールⅣ 西川 S204

5154 ゼミナールⅣ 仁部 ゼミ室11

5155 ゼミナールⅣ 岡田 S202

5156 ゼミナールⅣ 石坂 124
5157 ゼミナールⅣ 中山 112
5158 ゼミナールⅣ 森江 S421

5159 ゼミナールⅣ 森部 122
5160 ゼミナールⅣ 大谷 S208

5161 ゼミナールⅣ 澤田 S313

14:50 5162 ゼミナールⅣ 入江 113
～ 5163 ゼミナールⅣ 未定 S401

16:20 5164 ゼミナールⅣ 遠藤 133

5098 職業人入門 辻
留学生

遠隔授 S207 1420 福原学 <再> 水戸 経 S405 1428 キャリアデザインⅠ<再> 園田 14A以前 S422

1421 教養基礎答錬Ⅰ 松ケ下 Ｋ 遠隔 6018 経営管理特講Ａ 李只 14A以前 S213

5118 研究会Ｅ(大学院) 李只 全 S213 6019 経営管理特講Ｃ 李只 14A以前 S213

16:35 5186 研究会F(大学院) 李只 全 S213
～ 5187 職業人入門<再> 辻 遠隔授業 Ｓ207

18:05
1422 数的処理Ⅲ 松ケ下 Ｋ 遠隔
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　 は、遠隔授業です。
教室変更は赤字にしています。

講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 講義ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1453 海外研修 田中雅 全
5165 ワークショップA【ｽﾃ企】 森部 全 後期へ

5166 ワークショップＢ【ｽﾃ教】 前田武 教職課程 スキルアップ講座Ｆ 2016 【教職】教育実習Ⅰ 前田武 他 教職課程

5167 ワークショップＢ【ｽﾃ公】 森江･入江 全 （マナー・プロトコール検定） 2017 【教職】教育実習Ⅱ 前田武 他 教職課程

5168 ワークショップＢ【ｾﾊﾟ】 末木 全 5169 ワークショップＣ【ｽﾃ教】 前田武 教職課程 2018 【教職】事前事後指導 清永裕 他 教職課程

4027 職業研修A(地) 西山・林山 19Aのみ 5170 ワークショップＣ【ｽﾃ公】 森江・入江 全 5901 卒業研究 遠藤
5171 ワークショップＣ【ｾﾊﾟ】 末木 全 5902 卒業研究 石川

5903 卒業研究 李只

1675 暮らしと経済<遠隔授業> 遠藤･入江 留学生 5904 卒業研究 水戸
1676 法と生活<遠隔授業> 森江･大谷 留学生 5173 ゼミナールⅡ(編入) 遠藤 5905 卒業研究 三原
5057 ワークショップB【ｽﾃ企】 森部 全 5174 ゼミナールⅡ(編入) 末木 5906 卒業研究 成富

5175 ゼミナールⅡ(編入) 石坂 5907 卒業研究 黄冬

5176 ゼミナールⅡ(編入) 石川 5908 卒業研究 梅田
5177 ゼミナールⅡ(編入) 李只 5909 卒業研究 末木
5178 ゼミナールⅡ(編入) 山本洋 5910 卒業研究 西川
5179 ゼミナールⅡ(編入) 黄冬 5911 卒業研究 仁部
5191 マーケティング論 國﨑 教職課程 5912 卒業研究 國﨑
5192 流通管理論 國﨑 教職課程 5913 卒業研究 岡田

5914 卒業研究 石坂
5915 卒業研究 中山
5916 卒業研究 森江
5917 卒業研究 森部
5918 卒業研究 澤田
5919 卒業研究 入江
5920 卒業研究 堂野崎

5921 卒業研究 未定
5922 卒業研究 山本洋

5923 卒業研究 大谷
5924 卒業研究 岡部
6901 卒業論文 遠藤 14A以前

6902 卒業論文 三原 14A以前

5960 卒業研究（秋季生） 石坂
5961 卒業研究（秋季生） 遠藤
5180 ワークショップＤ【ｽﾃ教】 前田武 教職課程

5181 ワークショップＤ【ｽﾃ公】 森江・菊池 全
5182 ワークショップＤ【ｾﾊﾟ】 澤田 全 後期へ

5183 ゼミナールⅣ(編入) 遠藤
5184 ゼミナールⅣ(編入) 末木
5185 ゼミナールⅣ(編入) 石坂
6020 国際・地域特講Ａ 遠藤 14Ａ以前

5189 ゼミナールⅤ 李
5190 ゼミナールⅤ 西川

※下記の科目については、別途登録手続き等を指示します。(掲示等で確認して下さい)

・大学コンソーシアム関門開講科目

・短期海外研修単位認定「海外研修」（田中雅）

※クラス割りについてはコース指定、または教員の指示によるものなどがあるので注意して下さい。

※教養教育科目については、登録者多数の場合(上限160名)は抽選となります。

※情報処理科目については、教室サイズ等により抽選となる場合があります。

※英語Ⅲ・Ⅳと英語コミュニケーションⅠ・Ⅱについては希望調査を実施し、英語の成績によりクラス分けを行います。

※その他、事前の希望調査票提出が必要な科目や、個別説明会への参加が必要な科目もあるので注意して下さい。

※クラス欄に表示している〔Ｋ〕はＫ-ＣＩＰ履修者のみ履修可能です。

※【教職】事前事後指導は3年後期より開始しますが、履修登録は4年で登録して下さい。詳細は掲示等に注意して下さい。

※時間割については、開講曜日時限の変更や教室の変更をする場合があるので、掲示や大学ホームページに注意して下さい。

※太字の科目は、必修科目です。

※(自選)は自由選択科目です。(ス)はスポーツ学部推奨科目、(地)は地域創造学科推奨科目の自由選択科目です。

テニス

サッカー

5188
研究会Ｅ(ことばの世界)

<遠隔授業> 山本 留学生

                                令和2年度  前 期  7月からの授業時間割
九州共立大学　経済学部　経済・経営学科

集    中    講    義
前
期

インターンシップ
　（企業研修）

全尾上 他1455
インターンシップ
　（企業研修）

尾上 他 全

４    年

※
日
程
･
日
時
等
は
別
途
掲
示
等
で
指
示
す
る

２    年 ３    年１    年

※スポーツＡ　雨天時教室

柔道場

第二体育館

1455

※クラス欄に表示している〔教職課程〕は教職課程履修者のみ履修可能です。

1456 未定 全

1455
インターンシップ
　（企業研修）

尾上 他 全

スポーツビジネス
　　インターンシップ

森部
下田

全5172
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