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自然地理学 小倉 オンライン 2102 大学基礎論Ⅱ A 上田 対面 2102 国際文化ビジネス・観光学入門（再） Z 代　北 オンライン 3204 観光文化論 T1 前田 オンライン 3206 大学基礎論Ⅱ I 服部 オンライン
宇宙と地球 小門 オンライン 3204 大学基礎論Ⅱ F 遠藤雅 対面 2101 現代法 藤倉 オンライン 2202 プロゼミⅡ H 遠藤竜 対面 2310 大学基礎論Ⅱ J 齋藤 オンライン
留学英語Ⅱ C スネリング オンライン 2309 大学基礎論Ⅱ N 北 対面 2202 オフィス英語Ⅱ A 甲斐 オンライン 2309 プロゼミⅡ P 藤倉 対面 2203 大学基礎論Ⅱ K 坂本 対面 2201
留学英語Ⅱ E 甲斐 オンライン 2305 大学基礎論Ⅱ R2 毛 オンライン オフィス英語Ⅱ E 田村 オンライン 3206 プロゼミⅡ S 三宅 オンライン 大学基礎論Ⅱ L 中村智 対面 2202
生涯スポーツⅡ D 中井 対面 体育館 英語B（再） Z3 魚住 オンライン 専門日本語B A 瀬古 オンライン 3323 生命倫理 浅野 オンライン 2103 大学基礎論Ⅱ M 山本克 対面 2302
情報リテラシ論Ⅱ E 林坂 オンライン 2311 英語D（再） Z3 魚住 オンライン 都市環境・観光学入門（再） Z 代　北 オンライン 3204 国際法B 宮脇 オンライン 3204 大学基礎論Ⅱ E1 滝本 対面 2203
暮らしと経済 山下 オンライン 2202 マクロ経済学演習Ⅰ（英語） EA 辻 オンライン 2104 英語スタディースキルⅡ E1 バナ オンライン 3201 マクロ経済学入門 A 中村浩 オンライン 3204
専門日本語B C 島本 オンライン 3401 ゼミナールⅡ B4 藤倉 対面 2203 ビジネス情報処理論Ⅱ B 仲 オンライン 2311 日本語応用B E1 藤沢 オンライン 3423

日本語上級B B 藤澤 オンライン 3401 国際経済学 林 オンライン 2203
オフィス英語Ⅱ C 有村 オンライン 2305 観光英語Ⅱ E シャネン オンライン 2303
ビジネス日本語B B 瀬古 オンライン 3208 デザインプロデュース実習 伊熊 オンライン 2302
ゼミナールⅣ A2 辻 対面 2201

大学基礎論Ⅰ X 山本克典 対面 2302 大学基礎論Ⅱ C 藤倉 対面 2203 英語B I 甲斐 オンライン 英語B C 島田 オンライン 2101 大学基礎論Ⅱ B 西畑 対面 2202 観光文化論 A 前田 オンライン 3204
プロゼミⅠ 山本克典 対面 2302 大学基礎論Ⅱ D 仲 オンライン 英語B L 有村 オンライン 倫理学 浅野 オンライン 2202 大学基礎論Ⅱ G 浅野 対面 2104 現代娯楽産業論 須佐 オンライン 2102
英語D Ｉ シャネン オンライン 大学基礎論Ⅱ E 滋野 対面 2101 英語D（初級） R3 スネリング オンライン 留学英語Ⅱ F 田村 オンライン 3209 大学基礎論Ⅱ H 中嶋 対面 2305
マクロ経済学入門 S1 平田 オンライン 3203 大学基礎論Ⅱ R1 毛 オンライン マクロ経済学入門 R2 坂本 オンライン 2104 留学英語Ⅱ E1 バナ オンライン 3201 大学基礎論Ⅱ S1 松本 対面 2311
異文化コミュニケーションⅡ B アドラー オンライン 3208 大学基礎論Ⅱ R3 三宅 オンライン 情報リテラシ論Ⅰ G 中島 オンライン 2311 ビジネス情報処理論Ⅰ E1 仲 オンライン 2311 現代経済入門（再） Z 坂本 オンライン 2202
異文化コミュニケーションⅡ E 甲斐 オンライン 2305 大学基礎論Ⅱ T1 遠藤竜 対面 2310 青年心理学 三宅 オンライン 2401 マーケティング論 滋野 オンライン 2403 英語B（中級） R2 岩崎 オンライン
異文化コミュニケーションⅡ H 佐藤 オンライン 3201 異文化コミュニケーションⅡ Ｉ カー オンライン 3207 インターンシップⅠ 松本 オンライン 3204 プロゼミⅡ A 居神 対面 2104 マクロ経済学入門 B 中村浩 オンライン 3204
ミクロ経済学B 中村浩 オンライン 2403 ビジネス情報処理論Ⅰ G 珂月 オンライン 2311 留学英語Ⅱ A 魚住 オンライン 3202 プロゼミⅡ Q 坂本 対面 2201 日本社会文化論B（日本語） A 毛 オンライン 2102
生涯スポーツⅠ H 中井 対面 体育館 日本語中級B E 小野 オンライン 3205 異文化コミュニケーションⅡ A 田村 オンライン 3206 トレーニング方法研究 D 中井 対面 体育館 日本史B 原 オンライン 2101
中国語Ⅱ A 朱 オンライン 2201 観光英語Ⅱ B 魚住 オンライン 3202 異文化コミュニケーションⅡ G カー オンライン 3207 オフィス英語Ⅱ D グリーサマー オンライン 2303 プロゼミⅡ I 服部 対面 2102
日本語応用D B 島本 オンライン 3401 日本語上級D A 戎 オンライン 3209 ビジネス情報処理論Ⅰ F 内田 オンライン 2302 英語スタディースキルⅡ B 有村 オンライン 2305 プロゼミⅡ M 齋藤 オンライン
パフォーマンス英語Ⅱ 福西ローラ オンライン 3207 マーケティング・コミュニケーション論 山本ひ オンライン 2403 日本語応用D D 小野 オンライン 3205 プログラミング論Ⅱ 小門 オンライン 2302 生涯学習論 山本克 オンライン 2403
オフィス英語Ⅱ F スネリング オンライン 2309 国際文化産業論 E1 バナ オンライン 3201 プロゼミⅡ E 上田 対面 2102 経済数学Ⅱ S1 中村浩 オンライン 2204 北米社会文化論（英語） B 福西和 オンライン 2201
コンピュータ・システム論 林坂 オンライン 2101 観光・リゾート開発論 北 オンライン 2203 プロゼミⅡ T 山本克 対面 2302 デザイン演習 白砂 オンライン 2310 観光英語Ⅱ A 角谷 オンライン 3207
都市観光論 小笹 オンライン 2401 公民科教育法A 向田 オンライン 健康科学論B 中井 オンライン 2203 観光経済学 北 オンライン 3204 オフィス英語Ⅱ B 佐藤 オンライン 3201
国際ビジネス 羽渕 オンライン 2202 ゼミナールⅡ A5 上田 対面 2102 英語スタディースキルⅡ A 梅田 オンライン 3201 ゼミナールⅡ A7 羽渕 対面 2202 特別支援教育概論 栢木 1月のみ対面 2103
財務会計論 中嶋 オンライン 2103 英書講読Ⅱ E1 下村 オンライン 2305 外書講読A A 岡田 オンライン 3301 ゼミナールⅡ B2 齋藤 オンライン ビジネス英語Ⅱ A シャネン オンライン 2303
アジア経済論 辻 オンライン 3204 西洋経済史 日高 オンライン 2102 商法B 藤倉 オンライン 2403 観光セキュリティ論 遠藤雅 オンライン 2203 英書講読Ⅱ A 滝本 オンライン 3209
日本語チュートリアルF 石井 3412 人事労務管理論 羽渕 オンライン 2201 観光マーケティング論 北 オンライン 2202 スポーツ・健康産業論 西畑 オンライン 2102 国際金融論 下田 オンライン 2203

日本語基礎・文法B 水町 3412 専門日本語B D 瀬古 オンライン 3323 ゼミナールⅣ B4 藤倉 対面 2203 中小商業論 中村智 オンライン 2104
日本語中級・文法B A 水町 3412 デザイン・ビジネス論 白砂 オンライン 2310 ゼミナールⅣ C2 服部 対面 2102 デザインプロデュース実習 伊熊 オンライン 2302

ブライダル実践論 福永 オンライン ゼミナールⅣ D1 遠藤竜 オンライン 日本社会文化論B（日本語） C 毛 オンライン 2102
ゼミナールⅣ A4 仲 オンライン 日本語チュートリアルG 杉本 3412 日本語上級・文法B 藤澤 3412
日本語基礎・語彙B 水町 3412 日本語中級・文法B B 藤澤 3412
日本語中級・語彙B 水町 3412

英語B T1 佐藤 オンライン 英語B A 滝本 対面 2101 英語B J 田村 オンライン 英語B N 田村 オンライン 大学基礎論Ⅱ R5 山本克 対面 2310 アドベンチャー・ツーリズム論 前田 オンライン 3204
英語D J アドラー オンライン 英語B H 岩崎 オンライン 英語B K 梅田 オンライン 英語D A バナ オンライン 大学基礎論Ⅱ（再） Z 小門 対面 2203
英語D S1 シャネン オンライン 英語D G 福西ローラ 対面 2201 英語B（初級） R3 有村 オンライン 英語D F クープランド オンライン 英語B F 下村 オンライン
現代経済入門（再） Y 平田 オンライン 2103 英語D E1 バナ オンライン 英語D L カー 対面 2101 英語D K グリーサマー 対面 2103 英語B（初級） R1 ムートン 対面 2103
情報リテラシ論Ⅰ F 黒田 オンライン 2311 情報リテラシ論Ⅰ H 早味 オンライン 2310 英語D M スネリング オンライン 3208 キャリア・プランニング（再） Z 松本 オンライン 2103 英語D H シャネン 対面 2201
中国語Ⅱ B 朱 オンライン 2201 日本語応用D C 珂月 オンライン 3401 英語D N 福西ローラ 対面 2103 マクロ経済学入門 R1 坂本 オンライン 2101 平和学 遠藤雅 オンライン 2403
ハングルⅡ A 佐伯 オンライン 2202 自己探求入門 浅野 オンライン 2403 統計と社会 A 仲 オンライン 3204 統計と社会 S1 小門 対面 2104 資格英語Ⅱ A 佐藤 オンライン 3201
プロゼミⅡ F 滋野 対面 2102 プロゼミⅡ C 下田 対面 2202 生涯スポーツⅠ E 西畑 対面 体育館 留学英語Ⅱ D 島田 オンライン 2309 資格英語Ⅱ B 岩崎 オンライン 3202
プロゼミⅡ S1 中嶋 対面 2305 プロゼミⅡ G 羽渕 対面 2203 留学英語Ⅱ B 西尾 オンライン 3201 プロゼミⅡ O 中村浩 対面 2202 ミクロ経済学演習 S1 言美 オンライン 2104
ゼミナールⅡ A1 居神 対面 2104 資格英語Ⅳ E1 黒川 オンライン 3201 日本語応用B B 小野 オンライン 3205 プロゼミⅡ V 瀬古 オンライン 仕事の経済 居神 オンライン 2203
ゼミナールⅡ A2 辻 対面 2201 生涯スポーツⅡ F 中井 対面 体育館 トレーニング方法研究 E1 西畑 対面 体育館 ファッション生活論 山本ひ オンライン 2202
ビジネス日本語B A 川添 オンライン 3323 情報リテラシ論Ⅱ D 仲 オンライン 2311 プロゼミⅡ K 白砂 対面 2302 観光英語Ⅱ D 魚住 オンライン 2305 プロゼミⅡ D 仲 オンライン
ゼミナールⅣ A5 上田 対面 2302 日本語上級B A 瀬古 オンライン 3207 プロゼミⅡ L 山本ひ 対面 2304 日本語上級D B 岡部 オンライン 3206 プロゼミⅡ R 浅野 対面 2104
ゼミナールⅣ A7 羽渕 対面 2204 日本語上級B C 小野 オンライン 3205 プロゼミⅡ U 瀬古 オンライン 経済統計 辻稔 オンライン 2310 プロゼミⅡ T1 前田 対面 2101
ゼミナールⅣ B3 中村浩 対面 2202 日本語上級B D 戎 オンライン 3209 アジアの歴史と文化B（日本語） A 毛 オンライン 2201 年金と保険 居神 オンライン 2102 トレーニング方法研究 F 西畑 対面 体育館
日本語チュートリアルF 石井 3412 関西経済論 中村智 オンライン 2203 キャリア英語基礎Ⅱ 角谷 オンライン 3202 流通論 滋野 オンライン 2202 観光英語Ⅱ C 角谷 オンライン 3207

消費者行動論 滋野 オンライン 3204 財政学B 斎藤 オンライン 2202 外書講読B A 前田 オンライン 3205 住居計画学 伊熊 オンライン 2102
社会科教育法A 向田 オンライン 金融論B 下田 オンライン 2203 教育相談の理論と方法 三宅 オンライン 2201 生活環境文化論 遠藤竜 オンライン 2103
ゼミナールⅡ D1 遠藤竜 対面 2310 企業倫理 中嶋 オンライン 2104 景観論 白砂 オンライン 2311 ホテル産業論 服部 オンライン 2204
観光ビジネス英語Ⅱ シンシリピーニ オンライン 3206 地域観光実習 上田 オンライン 2101 ホテルオペレーションB 服部 オンライン 2201 ゼミナールⅡ A3 下田 対面 2204
ビジネス英語Ⅱ E1 クープランド オンライン 2305 ゼミナールⅡ B5 平田 オンライン 教育相談の研究 三宅 オンライン 2201 ゼミナールⅡ B3 中村浩 対面 2202
環境経営学 井上 オンライン 2101 ゼミナールⅡ B6 松本 オンライン 教職実践演習 谷口 対面 2102 ゼミナールⅡ C4 白砂 対面 2302
ブランド戦略論 小野原 オンライン 2102 ゼミナールⅡ C2 服部 対面 2102 日本語チュートリアルH 杉本 3412 ゼミナールⅡ D2 毛 オンライン
ゼミナールⅣ C5 山本ひ 対面 2303 ゼミナールⅡ E1 バナ オンライン ゼミナールⅡ S1 齋藤 オンライン ゼミナールⅣ S1 平田 オンライン
日本語基礎・読解B 水町 3412 コーポレート・ファイナンス 坂本 オンライン 2102 欧米経済論 福西和 オンライン 2201
日本語中級・読解B A 水町 3412 ゼミナールⅣ K2 三宅 オンライン 日本語上級・読解B 藤澤 3412

日本語基礎・会話B 水町 3412 日本語中級・読解B 藤澤 3412
日本語中級・会話B 水町 3412

英語D C アドラー オンライン 英語B D 岩崎 オンライン 英語B B 西尾 オンライン・対面併用 2104 英語D グリーサマー 対面 2103 英語B E 下村 オンライン
英語D（中級） R2 シャネン オンライン 英語B M 黒川 オンライン 英語B G 梅田 オンライン 異文化コミュニケーションⅡ クープランド オンライン 3202 英語B E1 角谷 オンライン 2103
ハングルⅡ B 佐伯 オンライン 2202 英語D B クープランド オンライン 英語B S1 滝本 対面 2201 日本語応用B 戎 オンライン 3209 キャリア・プランニング R1 居神 オンライン 2103
自然科学と社会 奥村 オンライン 2401 生涯スポーツⅠ G 中井 対面 体育館 英語D D スネリング オンライン 日本語応用B 岡部 オンライン 3206 キャリア・プランニング R2 松本 オンライン 2101
日本語応用B A 川添 オンライン 3323 教育行政学 溝口 オンライン 英語D E カー 対面 2204 英語B（再） 島田 オンライン 社会学 遠藤竜 オンライン 2403
マクロ経済学演習Ⅱ S1 平田 オンライン 3203 異文化コミュニケーションⅡ C シンシリピーニ オンライン 3206 英語D（上級） R1 福西ローラ 対面 2103 英語D（再） 島田 オンライン ミクロ経済学演習Ⅰ S1 言美 オンライン 2104
化粧文化論 平松 オンライン 2103 異文化コミュニケーションⅡ E1 福西ローラ オンライン 2309 生涯スポーツⅠ F 西畑 対面 体育館 教職実践演習 人見 対面 2102
プロゼミⅡ B 辻 対面 2201 日本語中級B A 瀬古 オンライン 3207 外国史B 藤井 オンライン 2202 生涯スポーツⅡ E 西畑 対面 体育館
中国語会話Ⅱ 朱 オンライン 2201 日本語中級B B 戎 オンライン 3209 日本語応用D A 小野 オンライン 3205 アジアの歴史と文化B（英語） E1 遠藤雅 オンライン 3210
情報リテラシ論Ⅱ F 黒田 オンライン 2311 日本語中級B C 小野 オンライン 3205 簿記システム論 中嶋 オンライン 2203 アジア文化論演習 小野 オンライン 2204
日本経済論B 高砂 オンライン 2102 日本語中級B D 珂月 オンライン 3401 プロゼミⅡ N 毛 オンライン 資格英語Ⅳ A 佐藤 オンライン 3201
ゼミナールⅡ B1 中村智 対面 2202 企業と社会 羽渕 オンライン 2203 プロゼミⅡ（英語） E1 魚住 オンライン 資格英語Ⅳ B 岩崎 オンライン 3202
経営戦略論 上田 オンライン 2403 観光政策・関係法 遠藤竜 オンライン 2310 財政学演習 S1 斎藤 オンライン 2204 生活文化論 中川 オンライン 2102
ゼミナールⅣ A1 居神 対面 2104 宗教文化論 浅野 オンライン 2202 経済政策論 岡田 オンライン 2102 ゼミナールⅡ A4 仲 オンライン
ゼミナールⅣ A6 滋野 対面 2101 国際関係論（英語） B 遠藤雅 オンライン 2201 環境と生活演習 岩木 3206 ゼミナールⅡ T1 前田 対面 2101
ゼミナールⅣ C3 下村 対面 2302 ファッション・ビジネス論 山本ひ オンライン 2311 地域観光実習 上田 オンライン 2101 国際経営論（英語） ムートン オンライン 3204

ゼミナールⅡ A6 滋野 対面 2101 葬祭セレモニー実践論 柿本 2103 エスニック・ツーリズム論 砂野 2201
ゼミナールⅡ C1 北 対面 2202 道徳教育論 向田 オンライン 総合演習 八木 対面 2202
ゼミナールⅡ C3 下村 対面 2302 ゼミナールⅡ B7 坂本 対面 2102 ゼミナールⅣ C4 白砂 対面 2302
ゼミナールⅡ K1 三宅 オンライン ゼミナールⅡ C5 山本ひ 対面 2304 ゼミナールⅣ D2 毛 オンライン
専門日本語B B 岡部 オンライン 3210 キャリア英語中級Ⅱ 角谷 オンライン 3202 ゼミナールⅣ S1 平田 オンライン
地域振興論 中村智 オンライン 2303 ホスピタリティ・ビジネス論 服部 オンライン 3204 プロゼミⅡ（再） Z 小門 対面 2203
環境ビジネス論 井上 オンライン 2101 ゼミナールⅣ A3 下田 対面 2203
阪神文化論 小西 オンライン 2102 ゼミナールⅣ B5 平田 オンライン
ゼミナールⅣ K1 滝本 対面 2102 ゼミナールⅣ B6 松本 オンライン

ゼミナールⅣ C1 北 対面 2202
プロゼミⅡ J 滝本 対面 2101

被服と化粧心理 平松 オンライン 2103 大学基礎論Ⅱ（基礎学力クラス） B 宮崎 オンライン サービスラーニング 未定 2104 大学基礎論（基礎学力クラス） A 平田 オンライン 2311
ゼミナールⅣ B1 中村智 対面 2202 大学基礎論Ⅱ（基礎学力クラス） C 片尾 オンライン 海外研修A B 未定 2102 大学基礎論（基礎学力クラス） E 宮崎 オンライン 2101

大学基礎論Ⅱ（基礎学力クラス） D 北中 オンライン 海外研修E 学部長 2103 大学基礎論（基礎学力クラス） F 片尾 オンライン 2103
大学基礎論Ⅱ（基礎学力クラス） I 杉本 オンライン 留学セミナー（研修基礎） 学部長 2103 大学基礎論（基礎学力クラス） G 北中 オンライン 2102
大学基礎論Ⅱ（基礎学力クラス） J 岡部 オンライン 実践企業論 代　山本ひ オンライン 2201 大学基礎論（基礎学力クラス） H 小門 オンライン 2104
英語B（再） Z2 黒川 オンライン 国際文化産業特殊講義B（神戸学） 代　松本 オンライン 2101 大学基礎論（基礎学力クラス） K 杉本 オンライン 2202
英語D（再） Z2 黒川 オンライン 地理歴史科教育法A 津田 対面 2102 大学基礎論（基礎学力クラス） L 岡部 オンライン 2203
オフィス英語Ⅱ E1 シンシリピーニ オンライン 日本社会文化論（英語） B 代　バナ オンライン 3204
教育課程・特別活動論 溝口 オンライン 2103 国際文化産業特殊講義E 代　山本ひ オンライン 2310
教育課程論 溝口 オンライン 2103 ゼミナールⅣ T1 前田 対面 2101

日本社会文化論（英語） D 代　バナ オンライン 3204

Ⅲ
13:20
～
14:50

Ⅳ
15:00
～
16:30

Ⅴ
16:40
～
18:10

Ⅴ
16:40
～
18:10

Ⅴ
16:40
～
18:10

Ⅴ
16:40
～
18:10

Ⅴ
16:40
～
18:10

Ⅲ
13:20
～
14:50

Ⅳ
15:00
～
16:30

Ⅲ
13:20
～
14:50

Ⅳ
15:00
～
16:30

Ⅲ
13:20
～
14:50

Ⅳ
15:00
～
16:30

Ⅲ
13:20
～
14:50

Ⅳ
15:00
～
16:30

Ⅱ
11:00
～
12:30

Ⅱ
11:00
～
12:30

Ⅱ
11:00
～
12:30

Ⅱ
11:00
～
12:30

2020年11月23日（月）より　　＜経済学部＞2020年　後期　時間割表（対面授業・オンライン授業）

Ⅱ
11:00
～
12:30

金曜 土曜

Ⅰ
9:20
～
10:50

Ⅰ
9:20
～
10:50

Ⅴ
16:40
～
18:10

Ⅱ
11:00
～
12:30

Ⅲ
13:20
～
14:50

Ⅳ
15:00
～
16:30

木曜

Ⅰ
9:20
～
10:50

Ⅰ
9:20
～
10:50

Ⅰ
9:20
～
10:50

月曜 火曜 水曜

Ⅰ
9:20
～
10:50

・水色科目は英語Ｂ英語Ｄ、体育科目、教

職科目です。11/23より対面拡大対象科目

ですが、科目により引き続きオンライン授

業で行われるものありますので、ご注意く

ださい。

・対面で行われる授業は教室内では座席は

１席分を開けて着席し、適切にソーシャル

ディスタンスを確保してください。また、

自分の座席付近は教卓にある消毒液で消毒

してください。

・対面授業中は必ずマスクを着用してくだ

さい。

・自習スペースとして、「PC自習室」「図

書館」「アクアホール」「食堂」を開放し

ます。

感染症対策を行ったうえでご利用くださ

い。※食堂では無線ＬＡＮの利用はできま

せん。

・食堂売店の営業はありません。

①水色科目は英語Ｂ英語Ｄ、体育科目、教

職科目のうち11/23より対面拡大対象科目

です。

引き続きオンライン授業で行われるもの

（灰色）もありますので、ご注意ください。

②黄色科目はゼミ系科目で引き続き対面で

行われます。

③対面で行われる授業は教室内では座席は

１席分を開けて着席し、適切にソーシャル

ディスタンスを確保してください。また、

自分の座席付近は教卓にある消毒液で消毒

してください。

④対面授業中は必ずマスクを着用してくだ

さい。

またこまめに手指の消毒を行ってくださ

い。

⑤自習スペースとして、「PC自習室」「図

書館」「アクアホール」「食堂」を開放し

ます。感染症対策を行ったうえでご利用く

ださい。※食堂では無線ＬＡＮの利用はで

きません。

⑥空き教室の使用は禁止します。

⑦食堂売店の営業はありません。


