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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2018年度 講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

４学期不定期 その他 不定期 0010080006インターンシップ1[後期クラス] 有明 ◎教員未定 ◎-

４学期不定期 その他 不定期 0010080008インターンシップ2[後期クラス] 有明 ◎教員未定 ◎-

２学期 水曜日 １時限 0010080024インターンシップ(事前研究) 有明 ◎土屋　忍 ◎有明３－３０１

前期 木曜日 １時限 6200110009ビジネス英語演習1A 有明 ◎大守　隆 ◎有明１－３０１

後期 木曜日 １時限 6200110010ビジネス英語演習1B 有明 ◎大守　隆 ◎有明１－３０１

前期 金曜日 ２時限 6200110011ビジネス英語演習2A 有明 ◎鶴岡　公幸 ◎有明１－５０４

後期 金曜日 ２時限 6200110012ビジネス英語演習2B 有明 ◎鶴岡　公幸 ◎有明１－５０４

前期 金曜日 １時限 6200110013日中言語文化比較論A 有明 ◎欒　殿武 ◎有明１－５０４

後期 金曜日 １時限 6200110014日中言語文化比較論B 有明 ◎欒　殿武 ◎有明１－５０４

前期 木曜日 ２時限 6200111001ビジネス日本語演習1A(会話)[A] 有明 ◎村野　節子 ◎有明１－３０１

前期 木曜日 ３時限 6200111002ビジネス日本語演習1A(会話)[B] 有明 ◎村野　節子 ◎有明１－３０１

後期 火曜日 ４時限 6200111003ビジネス日本語演習1A(会話)[C] 有明 ◎ケッチャム　千香子 ◎有明１－９０６

後期 木曜日 ２時限 6200111004ビジネス日本語演習1B(口頭表現)[A] 有明 ◎村野　節子 ◎有明１－３０１

後期 木曜日 ３時限 6200111005ビジネス日本語演習1B(口頭表現)[B] 有明 ◎村野　節子 ◎有明１－３０１

前期 火曜日 ４時限 6200111006ビジネス日本語演習1B(口頭表現)[C] 有明 ◎ケッチャム　千香子 ◎有明１－８０５

前期 月曜日 ３時限 6200111007ビジネス日本語演習2A(読解)[A] 有明 ◎池田　聖子 ◎有明１－５０２/有明２－４０５

前期 月曜日 ４時限 6200111008ビジネス日本語演習2A(読解)[B] 有明 ◎池田　聖子 ◎有明１－５０２/有明２－４０５

後期 月曜日 ４時限 6200111009ビジネス日本語演習2A(読解)[C] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－４０４

後期 月曜日 ３時限 6200111010ビジネス日本語演習2B(読解)[A] 有明 ◎池田　聖子 ◎有明１－５０２/有明２－４０５

後期 月曜日 ４時限 6200111011ビジネス日本語演習2B(読解)[B] 有明 ◎池田　聖子 ◎有明１－５０２/有明２－４０５

前期 月曜日 ４時限 6200111012ビジネス日本語演習2B(読解)[C] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－４０４

前期 木曜日 ３時限 6200111013ビジネス日本語演習3A(文書作成)[A] 有明 ◎松島　調 ◎有明１－３０２

前期 木曜日 ２時限 6200111014ビジネス日本語演習3A(文書作成)[B] 有明 ◎松島　調 ◎有明１－３０２

後期 木曜日 ４時限 6200111015ビジネス日本語演習3A(文書作成)[C] 有明 ◎松島　調 ◎有明１－３０２

後期 木曜日 ３時限 6200111016ビジネス日本語演習3B(文書作成)[A] 有明 ◎藤浦　五月 ◎有明１－３０２

後期 木曜日 ２時限 6200111017ビジネス日本語演習3B(文書作成)[B] 有明 ◎藤浦　五月 ◎有明１－３０２

前期 木曜日 ４時限 6200111018ビジネス日本語演習3B(文書作成)[C] 有明 ◎松島　調 ◎有明１－３０２

前期 火曜日 ２時限 6200111019ビジネス日本語演習3C(ビジネス文書作成)[2A] 有明 ◎松島　調 ◎有明２－４０２

前期 火曜日 ２時限 6200111020ビジネス日本語演習3C(ビジネス文書作成)[2B] 有明 ◎村野　節子 ◎有明２－４０５

後期 火曜日 ２時限 6200111021ビジネス日本語演習3C(ビジネス文書作成)[2C] 有明 ◎ケッチャム　千香子 ◎有明２－４０４

後期 火曜日 ２時限 6200111022ビジネス日本語演習3D(ビジネス文書作成)[2A] 有明 ◎松島　調 ◎有明２－４０２

後期 火曜日 ２時限 6200111023ビジネス日本語演習3D(ビジネス文書作成)[2B] 有明 ◎村野　節子 ◎有明２－４０７

前期 火曜日 ２時限 6200111024ビジネス日本語演習3D(ビジネス文書作成)[2C] 有明 ◎ケッチャム　千香子 ◎有明２－４０７

前期 月曜日 ５時限 6200111025ビジネス日本語演習4A(総合)[A] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

前期 月曜日 ５時限 6200111026ビジネス日本語演習4A(総合)[B] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－８０７

後期 月曜日 ５時限 6200111027ビジネス日本語演習4A(総合)[C] 有明 ◎池田　聖子 ◎有明１－５０２

後期 月曜日 ５時限 6200111028ビジネス日本語演習4B(総合)[A] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

後期 月曜日 ５時限 6200111029ビジネス日本語演習4B(総合)[B] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－８０７

前期 月曜日 ５時限 6200111030ビジネス日本語演習4B(総合)[C] 有明 ◎池田　聖子 ◎有明１－５０２
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前期 火曜日 ３時限 6200111031ビジネス日本語演習4C(総合)[2A] 有明 ◎松島　調 ◎有明１－４０３

前期 火曜日 ３時限 6200111032ビジネス日本語演習4C(総合)[2B] 有明 ◎村野　節子 ◎有明４－４１０

後期 火曜日 ３時限 6200111033ビジネス日本語演習4C(総合)[2C] 有明 ◎ケッチャム　千香子 ◎有明１－９０６

後期 火曜日 ３時限 6200111034ビジネス日本語演習4D(総合)[2A] 有明 ◎松島　調 ◎有明１－４０３

後期 火曜日 ３時限 6200111035ビジネス日本語演習4D(総合)[2B] 有明 ◎村野　節子 ◎有明４－４１０

前期 火曜日 ３時限 6200111036ビジネス日本語演習4D(総合)[2C] 有明 ◎ケッチャム　千香子 ◎有明１－８０５

前期 木曜日 ４時限 6200111037ビジネス日本語情報処理A[A・B] 有明 ◎磯　太恵子 ◎有明２－４０１

後期 木曜日 ３時限 6200111038ビジネス日本語情報処理A[C] 有明 ◎磯　太恵子 ◎有明２－４０１

後期 木曜日 ４時限 6200111039ビジネス日本語情報処理B[A・B] 有明 ◎磯　太恵子 ◎有明２－４０１

前期 木曜日 ３時限 6200111040ビジネス日本語情報処理B[C] 有明 ◎磯　太恵子 ◎有明２－４０１

後期 月曜日 １時限 6200111041日本ビジネス特別講義 有明 ◎間瀬　陽子 ◎有明１－５０７

前期 月曜日 ２時限 6200111042日本企業概説 有明 ◎間瀬　陽子 ◎有明１－３０８

前期 水曜日 ３時限 6200111044ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

後期 水曜日 ３時限 6200111044ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

前期 水曜日 ３時限 6200111045ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

後期 水曜日 ３時限 6200111045ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

前期 水曜日 ３時限 6200111046ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

後期 水曜日 ３時限 6200111046ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

前期 水曜日 ３時限 6200111047ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８

後期 水曜日 ３時限 6200111047ビジネス日本語ゼミ[2018春入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８

後期 水曜日 ３時限 6200111049ビジネス日本語ゼミ[2018秋入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

後期 水曜日 ３時限 6200111050ビジネス日本語ゼミ[2018秋入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

後期 水曜日 ３時限 6200111051ビジネス日本語ゼミ[2018秋入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

後期 水曜日 ３時限 6200111052ビジネス日本語ゼミ[2018秋入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８

前期 水曜日 ３時限 6200111054ビジネス日本語ゼミ[2017秋入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

前期 水曜日 ３時限 6200111055ビジネス日本語ゼミ[2017秋入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

前期 水曜日 ３時限 6200111056ビジネス日本語ゼミ[2017秋入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

前期 水曜日 ３時限 6200111057ビジネス日本語ゼミ[2017秋入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８

後期 月曜日 ２時限 6200111058企業文化研究 有明 ◎間瀬　陽子 ◎有明１－５０７

前期 水曜日 ４時限 6200111059特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎向山　陽子 ◎有明１－９０６

後期 水曜日 ４時限 6200111059特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎向山　陽子 ◎有明１－９０６

前期 水曜日 ４時限 6200111060特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

後期 水曜日 ４時限 6200111060特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

前期 水曜日 ４時限 6200111061特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

後期 水曜日 ４時限 6200111061特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

前期 水曜日 ４時限 6200111062特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

後期 水曜日 ４時限 6200111062特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

前期 水曜日 ４時限 6200111063特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８

後期 水曜日 ４時限 6200111063特定課題研究演習[2017春入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８
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前期 水曜日 ４時限 6200111064特定課題研究演習[2016秋入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８

前期 水曜日 ４時限 6200111065特定課題研究演習[2016秋入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

前期 水曜日 ４時限 6200111066特定課題研究演習[2016秋入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

前期 水曜日 ４時限 6200111067特定課題研究演習[2016秋入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

前期 水曜日 ４時限 6200111068特定課題研究演習[2016秋入学生] 有明 ◎向山　陽子 ◎有明１－９０６

後期 水曜日 ４時限 6200111069特定課題研究演習[2017秋入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎有明１－９０８

後期 水曜日 ４時限 6200111070特定課題研究演習[2017秋入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎有明１－９０４

後期 水曜日 ４時限 6200111071特定課題研究演習[2017秋入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎有明１－５０３

後期 水曜日 ４時限 6200111072特定課題研究演習[2017秋入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎有明１－９０７

後期 水曜日 ４時限 6200111073特定課題研究演習[2017秋入学生] 有明 ◎向山　陽子 ◎有明１－９０６

通年不定期 その他 不定期 6200111074特定課題研究成果[2017春入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎-

通年不定期 その他 不定期 6200111075特定課題研究成果[2017春入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎-

通年不定期 その他 不定期 6200111076特定課題研究成果[2017春入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎-

通年不定期 その他 不定期 6200111077特定課題研究成果[2017春入学生] 有明 ◎向山　陽子 ◎-

通年不定期 その他 不定期 6200111078特定課題研究成果[2017春入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6200111079特定課題研究成果[2016秋入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6200111080特定課題研究成果[2016秋入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6200111081特定課題研究成果[2016秋入学生] 有明 ◎向山　陽子 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6200111082特定課題研究成果[2016秋入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎-

前期不定期 その他 不定期 6200111083特定課題研究成果[2016秋入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6200111084特定課題研究成果[2017秋入学生] 有明 ◎島田　徳子 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6200111085特定課題研究成果[2017秋入学生] 有明 ◎村澤　慶昭 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6200111086特定課題研究成果[2017秋入学生] 有明 ◎向山　陽子 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6200111087特定課題研究成果[2017秋入学生] 有明 ◎堀井　惠子 ◎-

後期不定期 その他 不定期 6200111088特定課題研究成果[2017秋入学生] 有明 ◎神吉　宇一 ◎-
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