
2010年度授業時間表に以下のとおり訂正がありますので、各自で訂正願います。 
授業時間表（全学部共通科目） 

頁 区分 曜日・時限 訂正内容 
授 業 

コード 
授業科目名 担当者 教室 備考 

15 中級・上級外国語 金曜・5限 授業追加 L7213 ♪中級中国語Ⅱ⑬ 桂 小蘭  3-32 

21 基礎英語 火曜・4限 担当者変更 J1516 基礎英語Ⅱ(A)(経営)⑯ 吉田佳代→ 3-35 芦田利恵子  

9 中級・上級外国語 火曜・3限 担当者変更 L1515 ♪中級英語 TOEIC⑮IM 吉田佳代→ 3-35 芦田利恵子(7/1～)  

22 基礎英語 
水曜・1限 担当者変更 J0112 基礎英語Ⅰ(文)⑫ 吉田佳代→ 3-35 要 素子(7/1～)  

水曜・2限 担当者変更 J0305  基礎英語Ⅰ(経済)⑤ 吉田佳代→ 3-35 要 素子(7/1～)  

13 中級・上級外国語 
木曜・4限 担当者変更 L1113 ♪中級英語スピーチ・コミュニケーション⑬ 吉田佳代→ 6-24 山田孝子(7/1～)  

木曜・5限 担当者変更 L1535 ♪中級英語TOEIC○35 吉田佳代→IM 3-21 山本路恵(7/1～)  

20 基礎英語 火曜・1限 担当者変更 J1414  基礎英語Ⅱ(A)(法)⑭ 石田久美子→ 6-25 豊島庸二  

25 
基礎第 2外国語 

火曜・4限 担当者変更 K6605  基礎中国語Ⅱ(理工)⑤ 邱 瑞艶→ 3-54 呉 映妍(6/21～前期末) 後期は邱先生が担当 

26 金曜・1限 担当者変更 K6504  基礎中国語Ⅱ(経営)④ 邱 瑞艶→ 3-32 呉 映妍(6/18～前期末) 後期は邱先生が担当 

17 
広域副専攻・国際

言語文化 
土曜・3～4限 備考変更 A6360  環境教育の実践Ⅱ (後) 

谷口文章、髙阪 薫、西 欣也、茶山健

二、鳴海邦匡、浅野能昭、大久保規子、

小島夏彦、中野友博、中井達郎 

5-23 
(初回講義は 9月 25 日)

→(初回講義は10月 2日) 

11 
広域副専攻・国際

言語文化 
水曜・4限 担当者変更 A3110  現代社会論 (後) 永井純一→ 1-41 高木昌要 

 

24 基礎第 2外国語 月曜・2限 担当者変更 K4303  基礎フランス語Ⅱ(経済)③ 
[前 ]ボワトー[後]小田中章浩

→
3-51 

[後]大嶋 優 

 

22 基礎英語 木曜・1限 担当者変更 J2601  基礎英語Ⅱ（Ｂ）(理工･知能)①(後) ベイリー→ 3-52 オーエン  

7 

中級・上級外国語 

月曜・5限 
担当者変更 L1171 

★中級英語スピーチ・コミュニケーション 

(留 P文経)①(後) 
ベイリー→

3-52 
J.ブルックス 

 

10 水曜・1限 3-52  

10 水曜・2限 担当者変更 L1017 
♪中級英語オーラル・コミュニケーション 

⑰AV 
ベイリー→ 3-52 J.ブルックス(後期～) 

 

12 木曜・2限 
担当者変更 M1181 

★上級英語スピーチ・コミュニケーション 

(留 P法営)(後) 
ベイリー→

3-52 
カラガタ 

 

16 土曜・1限 3-52  

8 火曜・2限 
担当者変更 L1172 

★中級英語スピーチ・コミュニケーション 

(留 P文経)②(後) 

ベイリー→ 3-52 ダマッコ  

13 木曜・3限 ベイリー→ 3-52 シルバー  

13 木曜・4限 担当者変更 M1401 ♪上級英語リーディング① ベイリー→ 3-52 シルバー(後期～)  
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8 

中級・上級外国語 

火曜・1限 担当者変更 L1010 
♪中級英語オーラル・コミュニケーション 

⑩IM 
ベイリー→ 3-52 ダマッコ(後期～) 

 

9 火曜・3限 担当者変更 L1012 
♪中級英語オーラル・コミュニケーション 

⑫AV 
ベイリー→ 3-52 ダマッコ(後期～) 

 

9 火曜・4限 担当者変更 M1003 ♪上級英語オーラル・コミュニケーション③ ベイリー→ 3-52 ダマッコ(後期～)  

20 

基礎英語 

火曜・1限 担当者変更 J2412  基礎英語Ⅱ（Ｂ）(法)⑫(後) ストーリー→ 3-53 ガムリン  

20 火曜・2限 担当者変更 J2109  基礎英語Ⅱ（Ｂ）(文)⑨(後) ストーリー→ 3-53 ガムリン  

21 火曜・3限 担当者変更 J2610  基礎英語Ⅱ（Ｂ）(理工･知能)⑩(後) ストーリー→ 3-53 ガムリン  

21 火曜・4限 担当者変更 J2509  基礎英語Ⅱ（Ｂ）(経営)⑨(後) ストーリー→ 3-53 ガムリン  

22 水曜・1限 担当者変更 J2104  基礎英語Ⅱ（Ｂ）(文)④(後) ストーリー→ 3-53 カラガタ  

22 水曜・2限 担当者変更 J2311  基礎英語Ⅱ（Ｂ）(経済)⑪(後) ストーリー→ 3-53 カラガタ  

11 
中級・上級外国語 

水曜・3限 担当者変更 L1019 
♪中級英語オーラル・コミュニケーション⑪

IM 
ストーリー→ 3-53 マリンズ(後期～) 

 

11 水曜・4限 担当者変更 L1609 ♪中級英語ライティング⑨ ストーリー→ 3-53 マリンズ(後期～)  

23 基礎英語 
木曜・3限 担当者変更 J2403  基礎英語Ⅱ（Ｂ） (法 3 ｸﾗｽ)(後) アルタス→ 3-64 ホークス  

木曜・4限 担当者変更 J2302  基礎英語Ⅱ（Ｂ） (経済 2 ｸﾗｽ)(後) アルタス→ 3-64 ホークス  

13 中級・上級外国語 木曜・5限 担当者変更 L1613 ♪中級英語ライティング (13 ｸﾗｽ) 
アルタス→[前]アルタス[後]

3-64 
クー

パー 

 

 



 

2010/09/24 

授業時間表（専門教育科目） 
頁 学 部 曜日・時限 訂正内容 

授 業 

コード 
授業科目名 

配当 

年次 
担当者 教室 備考 

16 文学部人間科学科 月曜・3限 担当者追加 14004 イメージ・トレーニング 1 

川田都樹子、北川 恵、 

福井義一、大西彩子、 

西嶋 淳、山崎俊輔、 

伊東浩司、上村くにこ、 

10-12 

高岡智子 

 

6 文学部英語英米文学科 火曜・3限 担当者変更 

12R12 ボキャブラリー・ビルディングⅠ②(前) 1 入学直哉→ 10-14 鈴木淑美 別表 1 

12R22 ボキャブラリー・ビルディングⅡ②(後) 1 入学直哉→ 10-14 鈴木淑美 別表 1 

28 理工学部 月曜・3・4・5 限 授業追加 
22C11 2 基礎生物学実験（A）(前)    

22C12 2 基礎生物学実験（B）(後)    

5 文学部日本語日本文学科 火曜・2限 担当者変更 
13042 現代文化論(後) 2 永井純一→ 10-21 太田健二  

13042 現代文化論Ⅰ(後) 2 永井純一→ 10-21 太田健二  

17 

文学部社会学科 
(2009 年度以降入学生) 

火曜・2限 担当者変更 13042 現代文化論(後) 2 永井純一→ 10-21 太田健二  

文学部社会学科 
(2008 年度以前入学生) 

火曜・2限 担当者変更 13042 現代文化論Ⅰ(後) 2 永井純一→ 10-21 太田健二  

文学部歴史文化学科 
(2009 年度以降入学生) 

火曜・2限 担当者変更 13042 現代文化論(後) 2 永井純一→ 10-21 太田健二  

文学部歴史文化学科 
 (2008 年度以前入学生) 

火曜・2限 担当者変更 13042 現代文化論Ⅰ(後) 2 永井純一→ 10-21 太田健二  

64 
経営学部 

月曜・4限 
担当者変更 51041 ★♪会計学特論ａ（簿記初級）(後) 1 

鶴目敏生 10-21 
沼 智博 

 8-22 

69 木曜・1限 
鶴目敏生 10-21 
沼 智博 

 
8-22 
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授業時間表（専門教育科目）【別表 1】 
頁 訂正内容 学 部 

授 業 

コード 
授業科目名 曜日－時限 指定学部 

77 指定変更 理工学部 

21F11 微分積分学Ⅰ 

(2008 年度以降入学生用) 

① (前)金－２ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が偶数 ２年次以上は、いずれの
クラスを履修してもよい 

21F12 ② (前)金－２ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が奇数 

21F21 微分積分学Ⅱ 

(2008 年度以降入学生用) 

① (後)金－２ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が偶数 ２年次以上は、いずれの
クラスを履修してもよい 

21F22 ② (後)金－２ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が奇数 

21J11 線形代数学Ⅰ 

(2008 年度以降入学生用) 

① (前)木－４ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が偶数 ２年次以上は、いずれの
クラスを履修してもよい 

21J12 ② (前)木－４ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が奇数 

21J21 線形代数学Ⅱ 

(2008 年度以降入学生用) 

① (後)木－４ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が偶数 ２年次以上は、いずれの
クラスを履修してもよい 

21J22 ② (後)木－４ 物理学科１年次、学籍番号下一桁が奇数 

82 日程訂正 理工学部 22C11 基礎生物学実験  (前)月-3～5 
予備登録は初回講義で行うので、4 月 5 日(月)に必ず出席すること。 

→4 月 12 日(月) 

77 指定変更 文学部 
12T21～

24 
ワークショップ ①～④ (後)火－１ 

9月 5日(月)3号館1階教務部掲示板に掲示されるクラスを履修することすること 
→9 月 17 日(月) 

 
 
授業時間表（専門教育科目）【別表 3】 
頁 訂正内容 学 部 

授 業 

コード 
授業科目名 曜日－時限 注意事項 

80 
授業コード 

変更 
文学部 
社会学科 

13K01～08 

→
ゼミナールⅣ 

13K01～10 

シラバスを 
確認すること 

決定されたクラスが登録されているので、必ず確認すること 

 
 
授業時間表（専門教育科目）【別表 4】 
頁 訂正内容 学 部 

授 業 

コード 
授業科目名 曜日－時限 定員 登録方法 登録期間・注意事項 

83 定員変更 経営学部 51052 ビジネス英語Ⅱ (後)火－３ 
20※ 先着順 
→35※ ＜My KONAN＞ 

9 月 24 日(金)12:30～9 月 30 日(木)24:00 
※定員は、「GB ビジネス英会話Ⅱ」の履修者確定後、
決定する。 

 


