
授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室
1599 英語Ⅱ 吉村 * S213 5602 ビジネスとＩＣＴ 大町 全 S333 1879 教養科目演習(公安職Ⅱ) 林山 K S207 2525 【教職】教職実践演習(中・高) 金子 他 教職課程 B404
1602 英語Ⅱ 永末 * 124 5527 ミクロ経済学 柏木 ＊ 141 5527 ミクロ経済学 柏木 14Ａ以前 141
1608 英語Ⅱ 久保田 * 112 5528 ミクロ経済学 眞田 ＊ 142 5528 ミクロ経済学 眞田 14Ａ以前 142
1605 英語Ⅱ 山口晋 * 113
1603 英語Ⅱ ソン * S214
1600 英語Ⅱ 前屋敷 * S204

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

1832 初級日本語ⅠＡ（初級１）［月2と対］ 占部 D402
1842 初級日本語ⅡＡ（初級２）［月2と対］ 毛 D401
5515 職業と経済 遠藤 ⑰～㉒ S313
5517 職業と経済 岩本 ⑫～⑯ S421

 9:00
～

10:30

1598 英語Ⅱ ドイル * S403 1774 キャリアデザインⅠ 塩谷 * S208 5657 ゲーム理論 水戸 全 124 1934 総合教養発展ゼミナールⅡ 黄冬 14Ａ以前 S216
1609 英語Ⅱ 久保田 * 112 1776 キャリアデザインⅠ 黒田 * S210 1933 総合科目特殊講義Ａ 中山 14Ａ以前 S422
1606 英語Ⅱ 山口晋 * 113 1777 キャリアデザインⅠ 西尾 * S203 5657 ゲーム理論 水戸 14Ａ以前 124
1604 英語Ⅱ ソン * S214 1779 キャリアデザインⅠ 尾上 * S202 5651 産業組織論 未定 14Ａ以前 141
1610 英語Ⅱ 森竹 * S201 1786 キャリアデザインⅠ 辻 * S207 
1607 英語Ⅱ 作元 * S213 1787 キャリアデザインⅠ 後藤太 * 142 5651 産業組織論 未定 141

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する] 1785 キャリアデザインⅠ 中村 * 122 3703 生涯スポーツと社会体育の経営(ス) 田代利 全 131
1832 初級日本語ⅠＡ（初級２）［月1と対］ 沙 留学生 D402 1780 キャリアデザインⅠ 木村美 * S204
1842 初級日本語ⅡＡ（初級２）［月2と対］ 毛 留学生 D401 1789 キャリアデザインⅠ 小島 * S205
5516 職業と経済 遠藤 ①～⑥ S313   [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

5518 職業と経済 岩本 ⑦～⑪ S421

10:45
～

12:15   ※この時限は教職実践演習が入ることがあります

1562 日本語表現法Ⅰ 二宮 ⑲⑳ S405 1624 英語コミュニケーションⅡ シルバーマン * S403 スキルアップ講座Ｏ 5554 商法総則 森江 14Ａ以前 142
5501 経済学概論 水戸 ①～⑥ S313 1626 英語コミュニケーションⅡ ソン * S214 （能試N1(文法)対策Ⅱ） 5627 国際金融論 前田淳 14Ａ以前 133
5506 経営学概論 國﨑 ⑦～⑪ S421 1627 英語コミュニケーションⅡ 森竹 * S201 5627 国際金融論 前田淳 全 133 5563 財政学 石川 14Ａ以前 141

1629 英語コミュニケーションⅡ 作元 * S213 5581 公共経済学入門 入江 14Ａ以前 S210
  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

5554 商法総則 森江 全 142
5702 研究会Ｇ（スポーツイベント検定） 澤田 全 S204
5563 財政学 石川 全 141
5581 公共経済学入門 入江 全 S210
5503 経済学概論〈再〉 未定 留学生 S401

13:05
～

14:35

1563 日本語表現法Ⅰ 大場 ⑨⑩ S204 1913 英語Ⅳ 川満 15A～18A S203 5672 ビジネス実務演習Ｂ 塩谷 全 S210 1990 英語Ⅳ表現法<再> 川満 14Ａ以前 S203
5502 経済学概論 水戸 ⑫～⑯ S313 1625 英語コミュニケーションⅡ シルバーマン * S403 6501 プログラミング論 末木 14Ａ以前 S364
5507 経営学概論 國﨑 ⑰～㉒ S421 1623 英語コミュニケーションⅡ ドイル * S407 5524 マクロ経済学 入江 14Ａ以前 141

1628 英語コミュニケーションⅡ 森竹 * S201
1630 英語コミュニケーションⅡ 作元 * S213

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

5524 マクロ経済学 入江 全 141

14:50
～

16:20

2528 【教職】教育心理学 清永裕 教職課程 S210 5584 経営史 岡田 全 S421 1884 SPI演習(行政職Ⅱ) 林山 K S313 5584 経営史 岡田 14Ａ以前 S421
1853 中級日本語Ⅱ（初級） 未定 留学生 S202 5560 環境経済学入門 野田 全 S208 集中 行政学･経営学演習 村田 K 遠隔 5560 環境経済学入門 野田 14Ａ以前 S208
1594 英語Ⅰ〈再〉 川満 全 S203

16:35
～

18:05 1884 SPI演習(行政職Ⅱ) 林山 K S313
集中 社会学･社会事情演習 村田 K 遠隔

6時限　　　18:20～19:50

石川 全

５
 

時
 

限

月            曜            日
後
期

１
 

時
 

限

２
 

時
 

限

  ※この時限は主に教職の事前事後指導が行われます

  ※この時限は主に教職の事前事後指導が行われます

S206留学生巣山

４
 

時
 

限

1861

３
 

時
 

限

経済学特講Ⅰ
（地方公共団体の財政健全化）

経済学特講Ⅰ
（公務員試験対応）

令和３年度  後 期  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

森江 S407

141

全5539

5537



授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室
1505 ことばと日本文化 前田知 全 S210 1505 ことばと日本文化 前田知 全 S210 1879 教養科目演習(公安職Ⅱ) 田上 K S208 1925 芸術を楽しむ 武 14Ａ以前 S204
1502 ことばと日本文化 大場 全 124 1502 ことばと日本文化 大場 全 124 1931 地球の科学 未定 14Ａ以前 141
1549 生命と地球 未定 全 141 1549 生命と地球 未定 全 141 1976 健康科学 後藤太 14Ａ以前 T401
1515 ことばと異文化 森田 全 S421 1515 ことばと異文化 森田 全 S421 1977 健康科学 青山優 14Ａ以前 S101
1543 人間と哲学 脇 全 T402 1543 人間と哲学 脇 全 T402
1520 情報文化論 若林 全 142 1520 情報文化論 若林 全 142
1510 スポーツの文化 辻 全 S313 1510 スポーツの文化 辻 全 S313
1529 現代国家と法（日本国憲法） 城下 全 125 1529 現代国家と法（日本国憲法） 城下 全 125
1714 健康の科学 後藤太 全 T401 1714 健康の科学 後藤太 全 T401
1713 健康の科学 青山優 全 S101 1713 健康の科学 青山優 全 S101
1834 初級日本語ⅠＢ（初級１）［火2と対］ 沙 留学生 D402 1897 文学の世界 前田知 18A以前 S210
1844 初級日本語ⅡＢ（初級２）［火2と対］ 未定 留学生 D401 1894 文学の世界 大場 18A以前 124
5511 初級簿記［火2と対］ 岡部 全 113 1911 宇宙の科学 未定 18A以前 141
5512 初級簿記［火2と対］ 正田 全 134 1918 異文化を考える 森田 18A以前 S421

1901 日本人論 辻 18A以前 S313
1899 芸術の世界 武 18A以前 S204

 9:00 1579 日本語表現法Ⅱ 大川内 ＊ S202
～   [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

10:30 5606 ビジネスのデザイン 毛利 全 141

1506 ことばと日本文化 前田知 全 S210 1506 ことばと日本文化 前田知 全 S210 5630 人的資源管理論 高松 全 131 1929 地球の科学 中山 14Ａ以前 141
1542 人間と哲学 野見山 全 112 1542 人間と哲学 野見山 全 112 5660 会計監査論 梅田 全 S205 1926 人権・同和と社会 大和 14Ａ以前 133
1544 人間と哲学 脇 全 T402 1544 人間と哲学 脇 全 T402 5675 サービス実務演習 西川 全 多目的ホール 5660 会計監査論 梅田 14Ａ以前 S205
1519 情報文化論 若林 全 142 1519 情報文化論 若林 全 142 6502 ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ドイル 14Ａ以前 S211
1538 人権・同和教育 大和 全 133 1538 人権・同和教育 大和 全 133 5630 人的資源管理論 髙松 14Ａ以前 131
1516 ことばと異文化 森田 全 S421 1516 ことばと異文化 森田 全 S421
1548 生命と地球 中山 全 141 1548 生命と地球 中山 全 141
1509 スポーツの文化 後藤太 全 T401 1509 スポーツの文化 後藤太 全 T401
1834 初級日本語ⅠＢ（初級１）［火1と対］ 沙 留学生 D402 1898 文学の世界 前田知 18A以前 S210
1844 初級日本語ⅡＢ（初級２）［火1と対］ 未定 留学生 D401 1919 異文化を考える 森田 18A以前 S421
2501 【教職】日本史 加藤 教職課程 S208 1900 日本人論 後藤太 18A以前 T401
5511 初級簿記［火1と対］ 岡部 113 1909 宇宙の科学 中山 18A以前 141
5512 初級簿記［火1と対］ 正田 134 1903 法と生活 城下 18A以前 125

1581 日本語表現法Ⅱ 二宮 * S213
10:45   [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

～ 5603 ビジネスとＩＣＴ 大町 全 S424
12:15 5709 研究会Ｈ(実践外国語) ドイル 全 S211

1549 生命と地球 小山内 全 S101 1549 生命と地球 小山内 全 S101
1911 宇宙の科学 小山内 18A以前 S101

1566 日本語表現法Ⅰ 幤 ⑦⑧ S207 5703 研究会G (旅行業務取扱管理者) 貝掛 全 S214 5639 税務会計論 梅田 全 S205 5639 税務会計論 梅田 14Ａ以前 S205
1693 情報処理演習Ⅱ 堀尾 ④⑤⑥ S333 5593 販売管理論 高松 全 141 5672 ビジネス実務演習Ｂ 塩谷 全 多目的ホール

1679 情報処理演習Ⅱ 大町 ⑯⑰⑱ S424 5598 ビジネスとＩＣＴ 的野 全 123 5534 経済とデータ分析 石川 全 S432
3507 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ(ｽ) 長谷川 全 A301 5700 研究会G (経営学検定) 石坂 全 S401 5624 ビジネス法務 國﨑 全 142
3513 スポーツ社会学(ス) 田代利 全 T401 5557 経済政策入門 岩本 全 S101
3519 スポーツ心理学(ス) 伊藤 全 Ａ401

13:05
～

14:35

1694 情報処理演習Ⅱ 堀尾 ⑲～㉒ S333 2513 【教職】教育課程論 木村栞 教職課程 Ｓ401 5636 社会保障論 宮本 全 131 5636 社会保障論 宮本 14Ａ以前 131
1737 職業とコミュニケーション 入江・森江 留学生 S213 5599 ビジネスとＩＣＴ 的野 全 123 5640 経営管理論 國﨑 全 142 6503 ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務概論B 西川 14Ａ以前 多目的ホール

3508 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ(ｽ) 長谷川 全 A301 5618 ビジネス実務総論Ｂ 西川 全 多目的ホール 5640 経営管理論 國﨑 14Ａ以前 142
3514 スポーツ社会学(ス) 田代利 全 T401 1737 職業とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ〈再〉 入江・森江 留学生 S213
3520 スポーツ心理学(ス) 伊藤 全 Ａ401

14:50
～

16:20

1642 TOEIC入門 前屋敷 全 S202 1892 ステップアップ講座B（英語基礎） 前屋敷 15A～18A S202 1240 キャリアデザインⅠ〈再〉 藤山 全 S201 5633 都市経済学 久保 14A以前 S313
1641 TOEIC入門 永松 全 134 1891 ステップアップ講座B（英語基礎） 永松 15A～18A 134 5633 都市経済学 久保 全 S313
1695 情報処理演習Ⅱ 堀尾 ⑦⑧⑨ S333 1857 上級日本語Ⅱ 未定 留学生 S205
1863 文章理解 馬渕 K Ｓ208 1869 教養基礎答練Ⅱ 林山 K S210

5587 北九州の自然と環境 成富 全 S421
5548 日本経済論 岩本 全 S101

16:35
～

18:05 集中 （Ｋ-ＣＩＰ）刑法演習 三角 K 遠隔
6時限　　　18:20～19:50

５
 

時
 

限

３
 

時
 

限

１
 

時
 

限

２
 

時
 

限

Ｓ101経済学特講Ⅰ
（地域産業政策）

岩本 全
４
 

時
 

限

1818
スキルアップ講座Ａ
（ＩＴパスポート） 大町 全 S424

5538

令和３年度  後 期  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
後
期

火　　　　　曜　　　　　日

         Ｒ3〔後期経済・経営〕授業時間割.xlsx   (火)



授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室
1561 日本語表現法Ⅰ 大川内 ⑪⑱ S208 5609 スポーツビジネス 森部 全 112 1829 スキルアップ講座S(TOEIC Ⅳ) 前屋敷 全 113 6504 ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ論 森部 14Ａ以前 112
1564 日本語表現法Ⅰ 二宮 ㉑㉒ S207 5566 民法(債権) 菅尾 全 141 5619 スポーツマネジメント 上村 全 T401 5566 民法(債権) 菅尾 14Ａ以前 141
1836 初級日本語ⅠＣ（初級１）［水2と対］ 井料 留学生 D403 5600 ビジネスとＩＣＴ 中村 S424 5572 産業組織論入門 未定 14Ａ以前 S313
1846 初級日本語ⅡＣ（初級２）［水2と対］ 幤 留学生 D401 5572 産業組織論入門 未定 全 S313
1680 情報処理演習Ⅱ 大町 ⑬⑭⑮ S424

 9:00
～

10:30

1717 職業とコミュニケーション 遠藤 ① S201 1822 スキルアップ講座Ｃ（TOEICⅡ） 前屋敷 全 113 1822 スキルアップ講座Ｃ（TOEICⅡ） 前屋敷 全 113
1718 職業とコミュニケーション 末木 ② S410 1821 スキルアップ講座Ｃ（TOEICⅡ） 永末 全 S202 1821 スキルアップ講座Ｃ（TOEICⅡ） 永末 全 S202
1719 職業とコミュニケーション 梅田 ③ S211 5546 非営利組織論 上村 全 T401 2016 職業指導 高山 教職課程 126
1720 職業とコミュニケーション 大川内 ④ S208 5708 研究会Ｈ（２級商業簿記） 谷 全 T402 5666 行政法（救済法） 後藤浩 全 多目的ホール

1723 職業とコミュニケーション 入江 ⑤ S403 5601 ビジネスとＩＣＴ 中村 S424
1724 職業とコミュニケーション 正田 ⑥ 133 2507 【教職】人文地理学概論 川浪 教職課程 114
1725 職業とコミュニケーション 水戸 ⑦ S405
1726 職業とコミュニケーション 黄冬 ⑧ S206
1727 職業とコミュニケーション 森江 ⑨ S205
1728 職業とコミュニケーション 塩谷 ⑩ S213
1729 職業とコミュニケーション 金子 ⑪ S204
1730 職業とコミュニケーション 岩本 ⑫ S217
1731 職業とコミュニケーション 澤田 ⑬ S422
1732 職業とコミュニケーション 國﨑 ⑭ S216
1733 職業とコミュニケーション 岡田 ⑮ S203
1734 職業とコミュニケーション 石坂 ⑯ S407
1735 職業とコミュニケーション 木村栞 ⑰ B202
1736 職業とコミュニケーション 岡部 ⑱ S214
1738 職業とコミュニケーション 森部 ⑲ 142
1739 職業とコミュニケーション 中山 ⑳ 141
1741 職業とコミュニケーション 後藤太 ㉑ S101

10:45 1742 職業とコミュニケーション 山本洋 ㉒ 131
～   [＊統括教員は中山・辻]

12:15 1836 初級日本語ⅠＣ（初級１）［水1と対］ 井料 留学生 D403
1846 初級日本語ⅡＣ（初級２）［水1と対］ 幤 留学生 D401

1707 スポーツＢ（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 山本敬 ＊ 記念館 5521 日本経済史 新鞍 全 142 5642 地域とスポーツ 瀬筒 全 Ｓ208 1960 スポーツＤ（バドミントン） 山本敬 14Ａ以前 記念館

1709 スポーツＢ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 久岡 ＊ 記念館 5694 研究会E（公務員試験） 後藤浩 全 S210 5651 産業組織論 眞田 全 141 1964 スポーツＤ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 久岡 14Ａ以前 記念館

1705 スポーツＢ（ｻｯｶｰ） 武藤 ＊ 記念館 1983 上級日本語Ⅱ<海外遠隔> 山内美 留学生 遠隔 1962 スポーツＤ（ｻｯｶｰ） 武藤 14Ａ以前 記念館

1703 スポーツＢ（ﾃﾆｽ） 後藤太 ＊ 記念館 1958 スポーツＤ（ﾃﾆｽ） 後藤太 14Ａ以前 記念館

1701 スポーツＢ（ソフトボール） 辻 ＊ 記念館 1956 スポーツＤ（ソフトボール） 辻 14Ａ以前 記念館

[＊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]

1852 中級日本語Ⅱ 未定 留学生 S205 1970 スポーツＦ（バドミントン） 山本敬 14Ａ以前 記念館

1854 中級日本語Ⅱ 井料 留学生 S204 1974 スポーツＦ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 久岡 14Ａ以前 記念館

1855 中級日本語Ⅱ 山内美 留学生 S201 1972 スポーツＦ（ｻｯｶｰ） 武藤 14Ａ以前 記念館

1968 スポーツＦ（ﾃﾆｽ） 後藤太 14Ａ以前 記念館

13:05 1966 スポーツF（ソフトボール） 辻 14Ａ以前 記念館

～ 5521 日本経済史 新鞍 14Ａ以前 142
14:35 5651 産業組織論 眞田 14Ａ以前 141

1708 スポーツＢ（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 山本敬 ＊ 記念館 1856 上級日本語Ⅱ 未定 留学生 S205 1825 スキルアップ講座Ｈ（公務員養成Ⅱ） 岩﨑 全 Ｓ202 1961 スポーツＤ（バドミントン） 山本敬 14Ａ以前 記念館

1710 スポーツＢ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 久岡 ＊ 記念館 1858 上級日本語Ⅱ 井料 留学生 S206 5663 医療・福祉マネジメント 中野 全 S207 1965 スポーツＤ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 久岡 14Ａ以前 記念館

1706 スポーツＢ（ｻｯｶｰ） 武藤 ＊ 記念館 1859 上級日本語Ⅱ 山内美 留学生 S201 1963 スポーツＤ（ｻｯｶｰ） 武藤 14Ａ以前 記念館

1704 スポーツＢ（ﾃﾆｽ） 後藤太 ＊ 記念館 1698 情報処理演習Ⅳ 太田 全 S424 1959 スポーツＤ（ﾃﾆｽ） 後藤太 14Ａ以前 記念館

1702 スポーツＢ（ソフトボール） 辻 ＊ 記念館 1954 情報リテラシーＤ〈再〉 太田 全 S424 1957 スポーツＤ（ソフトボール） 辻 14Ａ以前 記念館

[＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う] 1872 マクロ経済学演習 柏木 K S421 [＊第１回目の合同授業でｸﾗｽ割りを行う]

1866 数的処理Ⅱ 松ｹ下 Ｋ Ｔ401 5572 産業組織論入門 眞田 全 141 1971 スポーツＦ（バドミントン） 山本敬 14Ａ以前 記念館

1680 情報処理演習Ⅱ 大町 ⑬⑭⑮ S333 1975 スポーツＦ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 久岡 14Ａ以前 記念館

1982 中級日本語Ⅱ<海外遠隔> 井料 留学生 遠隔 1973 スポーツＦ（ｻｯｶｰ） 武藤 14Ａ以前 記念館

1969 スポーツＦ（ﾃﾆｽ） 後藤太 14Ａ以前 記念館

14:50 1967 スポーツF（ソフトボール） 辻 14Ａ以前 記念館

～ 6505 福祉・医療マネジメント 中野 14Ａ以前 S207
16:20 1954 情報リテラシーＤ〈再〉 太田 14A以前 S424

5572 産業組織論入門 眞田 14Ａ以前 141
1867 数的処理Ⅱ 松ｹ下 Ｋ Ｔ401 2519 【教職】生徒・進路指導論 重枝 教職課程 S421 1979 社会教育計画の立案（自選） 永渕 全 S214
1690 情報処理演習Ⅱ 田中雄 ⑩～⑫ S424 5590 公共マネジメント論 安枝 全 Ｓ207 2561 【教職】教職総合講義 佐藤 教職課程 S401
1685 情報処理演習Ⅱ 太田 留学生 S424 1795 キャリアデザインⅢ〈再〉 辻 全 S204
1686 情報処理演習Ⅱ <再> 大町 全 S333
1984 情報処理演習Ⅱ 大町 留学生 S333

16:35
～

18:05 集中 専門科目記述式演習 前田他 K 遠隔
6時限　　　18:20～19:50

５
 

時
 

限

１
 

時
 

限

３
 

時
 

限

４
 

時
 

限

２
 

時
 

限

3700
生涯スポーツと社会
体育の計画・立案(ｽ) 永渕 全 Ｓ208

令和３年度  後 期  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
後
期

水　　　　　曜　　　　　日

         Ｒ3〔後期経済・経営〕授業時間割.xlsx   (水)



2021/10/12

授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室
1513 ことばと異文化 黄冬 全 S407 1513 ことばと異文化 黄冬 全 S407 【教職】社会科・公民科教育法 1930 地球の科学 中山 14Ａ以前 142
1523 歴史と国際情勢 鎌田 全 S421 1523 歴史と国際情勢 鎌田 全 S421  [木２と対] 1928 科学を楽しむ（生物） 西尾 14Ａ以前 S205
1547 生命と地球 中山 全 142 1547 生命と地球 中山 全 142 3706 ボランティア活動と生涯スポーツ(ｽ) 山田 全 134 6510 ビジネス情報処理 赤松 14Ａ以前 Ｓ333
1557 共生社会を生きる 木村美 全 S210 1557 共生社会を生きる 木村美 全 S210 6506 ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁﾝｸﾞ論 上村 14Ａ以前 T401
1534 暮らしと経済 甘 全 S313 1534 暮らしと経済 甘 全 S313
1553 心の科学 仁木 全 B404 1553 心の科学 仁木 全 B404
1840 初級日本語ⅠＥ（初級１）［木2と対］ 沈 留学生 D402 1916 異文化を考える 黄冬 18A以前 S407
1848 初級日本語ⅡＤ（初級２）［木2と対］ 毛 留学生 D401 1904 政治と国際問題 鎌田 18A以前 S421

1910 宇宙の科学 中山 18A以前 142
1908 科学を考える（生物） 西尾 18A以前 S205
1580 日本語表現法Ⅱ 大川内 ＊ S403
1574 日本語表現法Ⅱ 古浦 ＊ S203

 9:00   [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

～ 5596 ビジネスとＩＣＴ 赤松 全 S333
10:30 5612 スポーツコーチング 上村 全 T401

1501 ことばと日本文化 大川内 全 133 1501 ことばと日本文化 大川内 全 133 【教職】社会科・公民科教育法 1927 人権・同和と社会 大和 14A以前 131
1514 ことばと異文化 山本洋 全 134 1514 ことばと異文化 山本洋 全 134  [木１と対] 1932 地球の科学 小山内 14A以前 S101
1524 歴史と国際情勢 鎌田 全 S421 1524 歴史と国際情勢 鎌田 全 S421 5669 生産管理論 中山 全 142 5669 生産管理論 中山 14Ａ以前 142
1535 暮らしと経済 渡部 全 S313 1535 暮らしと経済 渡部 全 S313 5622 経営組織論 石坂 全 S401 5622 経営組織論 石坂 14Ａ以前 S401
1539 人権・同和教育 大和 全 131 1539 人権・同和教育 大和 全 131 5666 行政法（救済 後藤浩 全 S208 5575 経済統計 水戸 14Ａ以前 T402
1558 共生社会を生きる 木村美 全 S210 1558 共生社会を生きる 木村美 全 S210 5645 スポーツと法 上村 全 Ｔ401 5578 経済学史 遠藤 14Ａ以前 多目的ホール

1550 生命と地球 小山内 全 S101 1550 生命と地球 小山内 全 S101
1554 心の科学 仁木 全 B404 1554 心の科学 仁木 全 B404
1840 初級日本語ⅠＥ（初級１）［木1と対］ 沈 留学生 D402 1893 文学の世界 大川内 18A以前 133
1848 初級日本語ⅡＤ（初級２）［木1と対］ 毛 留学生 D401 1917 異文化を考える 山本洋 18A以前 134
1865 人文・自然科学〔基礎〕 松ヶ下･田上 Ｋ 141 1905 政治と国際問題 鎌田 18A以前 S421

1902 歴史を考える 松尾 18A以前 S204
1912 宇宙の科学 小山内 18A以前 S101
1583 日本語表現法Ⅱ 二宮 ＊ S203

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

10:45 5575 経済統計 水戸 全 T402
～ 5597 ビジネスとＩＣＴ 赤松 全 S333

12:15 5578 経済学史 遠藤 全 多目的ホール

5615 スポーツビジネス実践 森部 全 S208
5683 研究会Ｃ（公務員試験）* 三浦 全 133 1588 伝わる文章力 大川内 全 126 スキルアップ講座Ｏ 5531 統計学 水戸 14Ａ以前 112
5684 研究会Ｃ（簿記３級③）* 貝掛・正田 全 S421 1589 伝わる文章力 大場 全 122 （能試N1(聴解)対策Ⅱ） 5551 金融論入門 末木 14Ａ以前 141

5690 研究会Ｄ（簿記３級④）* 貝掛・正田 全 S421
5551 金融論入門 末木 全 141
5531 統計学 水戸 全 112

上級簿記
3509 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ(ｽ) 長谷川 全 B404  [木4と対]

13:05 3515 スポーツ社会学(ス) 内田 全 T401
～ 3521 スポーツ心理学(ス) 伊藤 全 T402

14:35

5683 研究会Ｃ（公務員試験）* 三浦 全 133 スキルアップ講座Ｑ

5684 研究会Ｃ（簿記３級③）* 貝掛・正田 全 S421 （ビジネス日本語講座Ⅱ）

5648 企業と社会 李只 全 141
経営学特講Ⅰ
(ビジネスとプレゼンテーション)

上級簿記
5690 研究会Ｄ（簿記３級④）* 貝掛・正田 全 S421  [木3と対]

3510 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ(ｽ) 長谷川 全 Ｂ404
3516 スポーツ社会学(ス) 内田 全 T401
3522 スポーツ心理学(ス) 伊藤 全 T402

14:50
～

16:20

1592 英語Ⅰ〈再〉 永松 全 133 2510 【教職】倫理学概論 野見山 教職課程 S202 2567 【教職】学校体験活動 毛利 教職課程 S214 2564 【教職】教職発展ゼミナール 毛利 教職課程 S214
1915 フランス語Ⅱ<再> 渡辺 18A以前 S216 1980 社会教育施設の経営（自選） 山田 18A以前 S201 6507 金融特講Ｄ 内山 14Ａ以前 113
1868 社会科学〔応用Ⅱ〕 前田恵 Ｋ S210 1879 教養科目演習(公安職Ⅱ) 松ヶ下 K S207 6508 経営管理特講Ｂ 李只 14Ａ以前 S313

6509 経営管理特講Ｄ 李只 14Ａ以前 S313

5508 経営学概論<再> 岡田 留学生 S405

5699 研究会Ｇ（大学院） 李只 全 S313
5707 研究会Ｈ（大学院） 李只 全 S313

16:35
～ 1870 民法（債権・親族・相続）演習 前田恵 Ｋ S210 集中 （Ｋ-ＣＩＰ）労働法演習 高取 Ｋ 遠隔

18:05

１
 

時
 

限

３
 

時
 

限

４
 

時
 

限

研究会H
(金融リテラシー講座)

末木

研究会G
(秘書検定)*
＊研究会Gは第1～8回に開講／木3と対

研究会Ｈ
（社会人基礎講座）*

菊樂 全

＊研究会Hは第9～15回に開講／木3と対

142

5706

113

142

塩谷

全

113

5687

5686

5686

5691

5691 研究会Ｄ
（FP技能検定３級④）*

S202教職課程前田武2522

S202教職課程前田武2522

山本洋 全

経営学特講Ⅰ
（社会人基礎講座）

岡田 全

S364

S203留学生

S203立花 留学生

Ｓ2055542

山内美

5545

令和３年度  後 期  授業時間割

１    年 ２    年 ３    年 ４    年
後
期

木            曜            日

九州共立大学　経済学部　経済・経営学科

塩谷 全

113

＊研究会Ｄは第9～15回に開講／木3と対

研究会Ｈ
（社会人基礎講座）*

S202

岡部 全 S204

＊研究会Cは第1～8回に開講／木4と対

＊研究会Ｃは第1～8回に開講／木3と対

全

研究会Ｄ
（FP技能検定３級④）*

内山 全

＊研究会Dは第9～15回に開講／木4と対

113

内山 全

５
 

時
 

限

２
 

時
 

限

5687

6時限　　　18:20～19:50

1860

1862

研究会Ｃ
（社会人基礎講座）*

菊樂 全

研究会Ｃ
（FP技能検定３級③）*

内山 全

研究会Ｇ
(FP技能検定２級②)

内山 全

研究会Ｃ
（社会人基礎講座）*

菊樂 全

研究会Ｃ
（FP技能検定３級③）*

＊研究会Gは第1～8回に開講／木4と対

研究会G
(秘書検定)*

内山

5696

5569

6時限　　　18:20～19:50

S2135710

菊樂 全 1425706

岡部 全 S2045569

＊研究会Hは第9～15回に開講／木4と対

142

113

5696 S202全

5698

         Ｒ3〔後期経済・経営〕授業時間割.xlsx   (木)



授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1646 ドイツ語Ⅱ 林 全 126 2516 【教職】特別活動指導法 木村栞 教職課程 Ｓ401 1804 キャリアデザインⅢ 堀口・尾上 * S210

1648 ドイツ語Ⅱ 島浦 全 134 1796 キャリアデザインⅢ 辻 * S205

1655 中国語Ⅱ 張 全 122 1806 キャリアデザインⅢ 堂野崎 * S407

1662 韓国語Ⅱ 桂 全 112 1797 キャリアデザインⅢ 西尾 * S207

1664 韓国語Ⅱ 洪 全 113 1808 キャリアデザインⅢ 塩谷 * Ｓ101

1838 初級日本語ⅠＤ（初級１）［金2と対］ 占部 留学生 D402 1799 キャリアデザインⅢ 黒田 * Ｓ208

 9:00 1850 初級日本語ⅡＥ（初級２）［金2と対］ 平田 留学生 D401 1809 キャリアデザインⅢ 後藤太 * S204
～ 1690 情報処理演習Ⅱ 田中雄 ⑩～⑫ S333 1802 キャリアデザインⅢ 大和 * S213

10:30

1647 ドイツ語Ⅱ 林 全 126 1658 中国語Ⅱ <再> 顧 全 S201 5743 ゼミナールⅢ 石川 S407

1653 中国語Ⅱ 黄冬 全 S405 1663 韓国語Ⅱ <再> 桂 全 112 5752 ゼミナールⅢ 石坂 S216

1656 中国語Ⅱ 張 全 122 1649 ドイツ語Ⅱ<再> 島浦 全 134 5758 ゼミナールⅢ 入江 T401

1665 韓国語Ⅱ 洪 全 113 3578 コーチングシステム論(ｽ) 内田 全 多目的ホール 5748 ゼミナールⅢ 梅田 S214

1667 韓国語Ⅱ 朴 全 124 5742 ゼミナールⅢ 遠藤 133

1838 初級日本語ⅠＤ（初級１）［金1と対］ 占部 留学生 D402 5756 ゼミナールⅢ 後藤浩 S401

1850 初級日本語ⅡＥ（初級２）［金1と対］ 平田 留学生 D401 5751 ゼミナールⅢ 岡田 S422

1689 情報処理演習Ⅱ 太田 ①②③ S424 5747 ゼミナールⅢ 岡部 S217

5749 ゼミナールⅢ 國﨑 S211

5757 ゼミナールⅢ 澤田 S313

5750 ゼミナールⅢ 末木 125

5753 ゼミナールⅢ 中山 S213

5759 ゼミナールⅢ 正田 S205

5746 ゼミナールⅢ 水戸 S410

5754 ゼミナールⅢ 森江 S206

10:45 5755 ゼミナールⅢ 森部 141
～ 5745 ゼミナールⅢ 山本洋 131

12:15 5744 ゼミナールⅢ 李只 S403

5761 ゼミナールⅢ 未定 S401

5716 ゼミナールⅠ 石川 S407

5725 ゼミナールⅠ 石坂 S216

5731 ゼミナールⅠ 入江 T401 5787 ゼミナールⅤ 堂野崎 113

5721 ゼミナールⅠ 梅田 S214

5715 ゼミナールⅠ 遠藤 133

5729 ゼミナールⅠ 後藤浩 134

5724 ゼミナールⅠ 岡田 S422

5720 ゼミナールⅠ 岡部 S205

5722 ゼミナールⅠ 國﨑 S211

5734 ゼミナールⅠ 後藤太 S401

5730 ゼミナールⅠ 澤田 S313

5723 ゼミナールⅠ 末木 125

5733 ゼミナールⅠ 辻 S421

5726 ゼミナールⅠ 中山 S213

5732 ゼミナールⅠ 正田 S203

5719 ゼミナールⅠ 水戸 S410

5727 ゼミナールⅠ 森江 S206

5728 ゼミナールⅠ 森部 141

13:05 5718 ゼミナールⅠ 山本洋 131
～ 5717 ゼミナールⅠ 李只 S403

14:35 5736 ゼミナールⅠ 岩本 126

5737 ゼミナールⅠ 塩谷 122

5738 ゼミナールⅠ 未定 B202

5771 ゼミナールⅤ 石川 S407

5781 ゼミナールⅤ 石坂 S216

5788 ゼミナールⅤ 入江 T401

5776 ゼミナールⅤ 梅田 S214

5770 ゼミナールⅤ 遠藤 133

5785 ゼミナールⅤ 後藤浩 134

5780 ゼミナールⅤ 岡田 S422

5777 ゼミナールⅤ 國﨑 S211

5786 ゼミナールⅤ 澤田 S313

5778 ゼミナールⅤ 末木 125

5782 ゼミナールⅤ 中山 S213

5779 ゼミナールⅤ 西川 Ｓ204

5791 ゼミナールⅤ 正田 S203

5774 ゼミナールⅤ 水戸 S410

5783 ゼミナールⅤ 森江 S206

5784 ゼミナールⅤ 森部 141

14:50 5773 ゼミナールⅤ 山本洋 131
～ 5772 ゼミナールⅤ 李只 S403

16:20 5790 ゼミナールⅤ 未定 B202

5789 ゼミナールⅤ 岩本 126

2531 【教職】教育制度論 柴田 教職課程 S204 1740 職業とコミュニケーション〈再〉 水戸 全 S422 1978 生涯学習と社会教育 山田 18A以前 Ｔ402

1871 行政法演習 善長 Ｋ S210 5540 経済学特講Ⅰ（大学院） 李只 全 S403

1873 社会科Ⅰ 前田武 Ｋ S313 1879 教養科目演習(公安職Ⅱ) 前田恵 Ｋ S207

3697 生涯学習と社会体育(ス) 山田 全 Ｔ402

16:35

～

18:05 集中 会計学演習 未定 K 遠隔

１
 

時
 

限

４
 

時
 

限

  [＊ｸﾗｽ所属方法は別途指示する]

３
 

時
 

限

6時限　　　18:20～19:50

２
 

時
 

限

５
時
限

5760
ゼミナールⅢ
　〈春編留/秋編留〉

黄冬 S405

令和３年度  後 期  授業時間割
九州共立大学　経済学部　経済・経営学科

４    年
後
期 １    年 ２    年 ３    年

金            曜            日

5796 ゼミナールⅤ
〈春編留/秋編留〉

黄冬 編入留学生 S405

         Ｒ3〔後期経済・経営〕授業時間割.xlsx   (金)



授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室 授業ｺｰﾄﾞ 科 目 名 担当者 ｸﾗｽ 教室

1676 海外研修 田中雅 全 1815 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（企業研修） 尾上 他 全 1815 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（企業研修） 尾上 他 全 1815 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（企業研修） 尾上 他 全
1673 イングリッシュワークショップ 黒木他 全 1874 （K-CIP）教職基礎演習 高橋 K 遠隔 【教職】事前事後指導 清永裕 他 教職課程 2095 【教職】事前事後指導 清永裕 他 教職課程

研究会Ｄ（スポーツビジネス） 研究会Ｇ（スポーツビジネス） 1981 社会教育実習（自選） 山田 18A以前 1981 社会教育実習（自選） 山田 全
【前期に詳細を掲示する】 【前期に詳細を掲示する】 1889 （K-CIP）教職専門演習 高橋 K 遠隔 1944 海外英語研修〈再〉 田中雅

5679 ワークショップＡ【ｾﾊﾟ】 梅田 全 5694 研究会E（公務員試験） 未定 全 1883 専門科目演習（行政職） 前田他 K 5621 経営者論 岡田 他 14Ａ以前

5678 ワークショップＡ 【ｽテ公】 森江・入江 全 4591 職業研修A(地) 黒田 全 1876 行政学･経営学演習 村田 K 遠隔 5912 卒業研究 石川
5680 ワークショップＡ 【ｽテ教】 前田武 教職課程 4594 職業研修B(地) 尾上 全 1877 社会学･社会事情演習 村田 K 遠隔 5907 卒業研究 石坂

4607 海外地域学研修(地) 田中雅 全 1887 刑法演習 三角 K 遠隔 5909 卒業研究 入江
5503 経済学概論〈再〉 入江 留学生 海外遠隔 1875 労働法演習 高取 K 遠隔 5904 卒業研究 梅田

5901 卒業研究 遠藤
5906 卒業研究 岡田
5915 卒業研究 國﨑
5914 卒業研究 黄冬

5922 卒業研究 澤田
5905 卒業研究 末木

1878 会計学演習 河野 K 遠隔 5921 卒業研究 堂野崎

5621 経営者論 岡田 他 全 5918 卒業研究 中山
経営学特講Ⅰ（ISO9001） 5916 卒業研究 西川
  【*詳細は別途指示】 5903 卒業研究 水戸

5768 ゼミナールⅢ〈春編留/秋編留〉 遠藤 編入留学生 5908 卒業研究 森江
5764 ゼミナールⅢ〈春編留/秋編留〉 末木 編入留学生 5919 卒業研究 森部
5765 ゼミナールⅢ〈春編留/秋編留〉 山本洋 編入留学生 5910 卒業研究 山本洋

2016 職業指導 高山 教職課程 5902 卒業研究 李只

4591 職業研修A(地) 黒田 全 5913 卒業研究 岩本
4594 職業研修B(地) 尾上 全 5923 卒業研究 正田
4607 海外地域学研修(地) 田中雅 全 5920 卒業研究 未定
5799 研究会E(日本文化研修) 黒木 留学生 海外遠隔 5792 ゼミナールⅤ〈春編留〉 遠藤 編入留学生

5797 ゼミナールⅤ〈春編留〉 末木 編入留学生

5798 ゼミナールⅤ〈春編留〉 石坂 編入留学生

5795 ゼミナールⅤ〈春編留〉 山本洋 編入留学生

5794 ゼミナールⅤ〈春編留〉 李只 編入留学生

5793 ゼミナールⅤ〈春編留〉 石川 編入留学生

5767 ゼミナールⅢ〈春編留〉 石坂 編入留学生

5763 ゼミナールⅢ〈春編留〉 石川 編入留学生

6901 卒業論文 遠藤 14Ａ以前

5927 卒業研究 末木 留学生 海外遠隔

5928 卒業研究 石坂 留学生 海外遠隔

1989 日本文化研修<再> 黒木 留学生 海外遠隔

1987 中級日本語Ⅰ ｼﾝﾊﾞﾔﾙ 留学生 海外遠隔

1988 上級日本語Ⅰ ｼﾝﾊﾞﾔﾙ 留学生 海外遠隔

5800 ゼミナールⅡ 石坂 留学生 17Aのみ

1986 情報処理演習Ⅰ<再> 田中雄 留学生 17Aのみ

1985 キャリアデザインⅡ<再> 尾上 18A以前

5801 地域経済論 遠藤 教職対応 18Aのみ

※下記の科目については、別途登録手続き等を指示しますので、学内掲示板（教務課連絡事項）で確認してください。

・「イングリッシュ・ワークショップ」（黒木、未定、永松）

・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履修要領一覧で確認してください。

※受講者が教室定員を上回る科目や、実技による受講可能数を上回る科目については、抽選を実施します。

※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りますのでガイダンス資料の履修要領一覧で確認

　してください。

※クラス欄に〔K〕と表示している科目は、Ｋ-ＣＩＰプログラム履修者のみ履修可能です。

　　K-CIP科目には、遠隔（オンデマンド）で実施される科目があります。対象科目には、教室欄に「遠隔」と表示しています。

　　これらの科目は、オンデマンドで実施しますので詳細は学生ポータルサイト（UNIPA）で確認してください。

　　すでに、教材提示の曜日時限が決定している科目は、各曜日の5.6時限目の授業コードの欄に「集中」と表示しています。

※【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年次で行います。詳細は教職ガイダンス等でお知らせします。

※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、学内掲示板（教務課連絡事項）を確認してください。

※太字の科目は、必修科目です。

※網掛けの科目は自由選択科目で(ス)はスポーツ学部推奨科目、（地）は地域創造学科推奨科目です。

テニス

サッカー・ソフトボール

5697 全

※
日
程
･
日
時
等
は
別
途
掲
示
等
で
指
示
す
る

森部森部 全5693

令和３年度  後 期  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
後
期

集    中    講    義

４    年

1880

1881

1886

※スポーツＢ　雨天時教室

柔道場

第二体育館

遠隔

※クラス欄に〔教職課程〕と表示している科目は、教職課程履修者のみ履修可能です。

K

遠隔

遠隔

専門科目記述式演
習（行政職）【民法】

専門科目記述式演
習（行政職）【憲法】

専門科目記述式演
習（行政職）【経済】

前田恵

柏木

5543 立川 全

善長

K

K

         Ｒ3〔後期経済・経営〕授業時間割.xlsx   (集)


