
【2020年度学部授業時間表】以下のとおり訂正がありますので、各自で訂正願います。

訂正追加日 種別 対象 期別曜日時限 訂正内容 授業CD 変更箇所　（変更授業科目名称） 変更前 変更後 備考

3月13日 全学共通科目 基礎共通 後金曜4限 担当者変更 A3006100 生命化学(後) 中野修一ほか 甲元一也ほか

3月13日 全学共通科目 基礎共通 前月曜5限 曜日時限変更 A2013100 暮らしと経済(前) 前月曜5限 前火曜4限

3月13日 全学共通科目 基礎共通 前月曜5限 曜日時限変更 A2013100 環境経済学(前) 前月曜5限 前火曜4限

3月14日 全学共通科目 基礎共通 後金曜4限 担当者変更 A3006100 生命化学(後) 甲元一也ほか 臼井健二ほか

3月18日 専門教育科目 経済学部 後金曜4限 時限変更 31004109 基礎ゼミⅡ( 9ｸﾗｽ)(後) 後金曜3限 後金曜4限

3月18日 専門教育科目 経済学部 後金曜4限 時限変更 31004110 基礎ゼミⅡ(10ｸﾗｽ)(後) 後金曜3限 後金曜4限

3月19日 専門教育科目 文学部 後火曜3限 授業名称変更 12009306 セミナーⅠa(杉浦)(後) セミナーⅠa(杉浦)(後) セミナーⅠa(杉浦)( 2ｸﾗｽ)(後)

3月19日 専門教育科目 文学部 後火曜3限 授業名称変更 12011406 セミナーⅡa(杉浦)(後) セミナーⅡa(杉浦)(後) セミナーⅡa(杉浦)( 2ｸﾗｽ)(後)

3月19日 専門教育科目 文学部 前水曜3限・4限 開講科目追加 12009312 セミナーⅠa(杉浦)( 1ｸﾗｽ)(前)

3月19日 専門教育科目 文学部 前水曜3限・4限 開講科目追加 12011412 セミナーⅡa(杉浦)( 1ｸﾗｽ)(後)

3月25日 専門教育科目 経営学部 後水曜1限・2限 曜日時限変更 51024200 国際経営論(後) 後水曜1限・2限 前月曜1限・2限

3月25日 専門教育科目 経営学部 後火曜3限・木曜5限 曜日時限変更 51051309 専門演習Ⅱ(藤田)(2020-2021)(後) 後火曜3限・木曜5限 前火曜3限・木曜5限

3月25日 専門教育科目 経営学部 後木曜3限・木曜4限 曜日時限変更 5105161 専門演習Ⅱ(藤田)(2019-2020)(後) 後木曜3限・木曜4限 前月曜3限・木曜4限

3月26日 専門教育科目 文学部 前木曜3限 時限変更 15106200 西洋史研究Ⅰ 前木曜3限 前木曜4限

3月26日 専門教育科目 文学部 通木曜3限 時限変更 15015100 西洋史の諸問題 通木曜3限 前木曜4限・後木曜3限

3月28日 全学共通科目 教職 前月曜6限 曜日時限変更 N1031302 特別活動指導法( 2ｸﾗｽ)(前) 前土曜3限・4限【変則日程】 前月曜6限

4月2日 専門教育科目 文学部人間科学科 前月曜4限 学期変更 14057300 イメージ情報処理(前) 前月曜4限 後月曜4限

4月2日 専門教育科目 文学部人間科学科 前月曜4限 学期変更 14057300 デザイン・ワークショップ入門(前) 前月曜4限 後月曜4限

4月2日 専門教育科目 文学部人間科学科 後月曜4限 休講 14058300 イメージ情報編集(後) 後月曜4限 休講

4月2日 専門教育科目 文学部人間科学科 後月曜4限 休講 14058300 デザイン・ワークショップ実践(後) 後月曜4限 休講

4月3日 専門教育科目 文学部人間科学科 前月曜5限 学期変更 15110100 考古学Ⅰ(前) 前月曜5限 集中

4月3日 専門教育科目 文学部歴史文化学科 通月曜5限 学期変更 15038100 考古学 通月曜5限 後月曜5限・集中

4月3日 専門教育科目 文学部歴史文化学科 前月曜5限 学期変更 15110100 考古学Ⅰ(前) 前月曜5限 集中

4月3日 専門教育科目 法学部 前火曜1限・2限 学期変更 51027301 ベンチャービジネス(A)(前)【火1+火2】 前火曜1限・2限 集中

4月3日 専門教育科目 法学部 前水曜1限・2限 学期変更 51027302 ベンチャービジネス(B)(前)【水1+水2】 前水曜1限・2限 集中

4月3日 専門教育科目 経営学部 前火曜1限・2限 学期変更 51027301 ベンチャービジネス(A)(前)【火1+火2】 前火曜1限・2限 集中

4月3日 専門教育科目 経営学部 前水曜1限・2限 学期変更 51027302 ベンチャービジネス(B)(前)【水1+水2】 前水曜1限・2限 集中

4月3日 専門教育科目 経営学部 前金曜3限・4限 学期変更 51023200 工業経営論(前)【金3+金4】 前金曜3限・4限 後金曜3限・4限

4月3日 専門教育科目 経済学部 前月曜5限 学期変更 51126300 経営実務ｂ(前) 前月曜5限 後月曜5限

4月3日 全学共通科目 基礎共通 前金曜4限 学期曜日時限変更 A2010100 歴史と経済(前) 前金曜4限 後月曜5限

4月3日 全学共通科目 基礎共通 前金曜3限 学期曜日変更 A2012100 世界と経済(前) 前金曜3限 後木曜3限
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【2020年度学部授業時間表】以下のとおり訂正がありますので、各自で訂正願います。

訂正追加日 種別 対象 期別曜日時限 訂正内容 授業CD 変更箇所　（変更授業科目名称） 変更前 変更後 備考

4月3日 全学共通科目 基礎共通 前金曜3限 学期曜日変更 A2012100 国際経済(前) 前金曜3限 後木曜3限

4月3日 全学共通科目 基礎共通 前月曜5限 学期曜日時限変更 A2013100 暮らしと経済(前) 前月曜5限 後金曜3限

4月3日 全学共通科目 基礎共通 前月曜5限 学期曜日時限変更 A2013100 環境経済学(前) 前月曜5限 後金曜3限

4月3日 全学共通科目 基礎共通 前月曜1限 学期曜日変更 A3004100 生物学(前) 前月曜1限 後火曜1限

4月3日 全学共通科目 教職 前土曜1限・2限 学期変更 R1018200 情報メディアの活用(前)【土1+土2】【変則日程】 前土曜1限・2限 集中

4月3日 全学共通科目 図書館司書 前土曜1限・2限 学期変更 R1018200 情報メディアの活用(前)【土1+土2】【変則日程】 前土曜1限・2限 集中

4月3日 全学共通科目 基礎共通 前金曜4限 学期変更 A4008100 癒しの諸相(前) 前金曜4限 後金曜4限

4月3日 専門教育科目 法学部 前火曜5限 休講 41042300 比較憲法(前) 前火曜5限 休講

4月3日 専門教育科目 法学部 前火曜4限 学期変更 41007100 西洋法史Ⅰ(前) 前火曜4限 集中

4月4日 全学共通科目 キャリア創生共通 前火曜5限 学期変更 U1101111 ベーシック・キャリアデザイン(文)(後) 前火曜5限 後火曜5限

4月4日 専門教育科目 文学部共通 前火曜5限 学期変更 U1101111 ベーシック・キャリアデザイン(文)(後) 前火曜5限 後火曜5限

4月9日 専門教育科目 文学部歴史文化学科 前水曜4限 学期変更 15047200 地理と情報Ⅱ(前) 前水曜4限 集中

4月9日 専門教育科目 文学部日本語日本文学科 通木曜4限 学期変更 11093200 書道 通木曜4限 後木曜4限・集中

4月10日 専門教育科目 法学部 前月曜4限 学期変更 41015300 法哲学Ⅰ 前月曜4限 後月曜4限

4月10日 専門教育科目 法学部 前月曜5限 学期変更 41016300 法哲学Ⅱ 前月曜5限 後月曜5限

4月10日 専門教育科目 法学部 前金曜5限 学期曜日時限変更 41099203 選択演習Ⅲ（3クラス） 前金曜5限 後木曜5限

4月10日 専門教育科目 法学部 前木曜5限 学期変更 41100201 選択演習Ⅳ（1クラス） 前木曜5限 後木曜5限

4月10日 専門教育科目 法学部 前木曜4限 学期変更 41100202 選択演習Ⅳ（2クラス） 前木曜4限 後木曜4限

4月10日 専門教育科目 法学部 前木曜1限 学期曜日時限変更 41102202 選択演習Ⅵ（2クラス） 前木曜1限 後水曜3限

4月10日 専門教育科目 法学部 前火曜1限 学期変更 41104200 選択演習Ⅷ 前火曜1限 後火曜1限

4月10日 専門教育科目 経営学部 前木曜3限・4限 担当者変更 51013302 経営管理論（A）2ｸﾗｽ 松山一紀 狩俣正雄

4月10日 専門教育科目 法学部 前木曜3限・4限
学期変更

担当者変更
51013303 経営管理論（B）

前木曜3限・4限
狩俣正雄

集中
松山一紀

4月10日 専門教育科目 経営学部 前木曜3限・4限
学期変更

担当者変更
51013303 経営管理論（B）

前木曜3限・4限
狩俣正雄

集中
松山一紀

4月10日 専門教育科目 文学部日本語日本文学科 前期水曜2限 学期時限変更 15056300 古文書学Ⅱ 前期水曜2限 後期水曜1限

4月10日 専門教育科目 文学部歴史文化学科 前期水曜2限 学期時限変更 15056300 古文書学Ⅱ 前期水曜2限 後期水曜1限

4月22日 全学共通科目 公認心理師 前期木曜4限 学期時限変更 B2002200 心理学的支援法(前) 前期木曜4限 集中

4月22日 専門教育科目 理工学部物理学科 前期月曜2限 学期時限変更 21049400 製図学(前) 前期月曜2限 通期・集中

4月22日 専門教育科目 理工学部生物学科
前期火曜～金曜

3限～5限
学期時限変更 22027300 生物学専門実験及び演習Ⅰ　(4月～5月)(前)

前期火曜～金曜
3限～5限

通期・集中

4月22日 専門教育科目 理工学部生物学科
前期火曜～金曜

3限～5限
学期時限変更 22028300 生物学専門実験及び演習Ⅱ　(6月～7月)

前期火曜～金曜
3限～5限

通期・集中

2 / 4 ページ
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訂正追加日 種別 対象 期別曜日時限 訂正内容 授業CD 変更箇所　（変更授業科目名称） 変更前 変更後 備考

4月22日 専門教育科目 理工学部機能分子化学科 前期月曜1限 学期時限変更 23037400 化学コンピュータ演習　(前) 前期月曜1限 通期・集中

4月22日 専門教育科目 知能情報学部 前期水曜1限 学期時限変更 71033100 情報社会と情報倫理　(前) 前期水曜1限 通期・集中

4月22日 専門教育科目 知能情報学部 通期火曜3～4限 学期時限変更 71011415 卒業研究及び演習　(新田) 通期火曜3～4限 通期・集中

4月22日 専門教育科目 経営学部 後期火曜2限 学期時限変更 51113103 簿記演習 (B)(後) 後期火曜2限 後期火曜2・3限

4月22日 専門教育科目 経営学部 前期火曜1～2限 学期時限変更 51012304 マーケティング総論 (B)(集中) 前期火曜1～2限 集中

4月22日 専門教育科目 法学部 前期火曜2限 休講 41096112 基礎演習（岡森）（前） 前期火曜2限 休講

4月22日 専門教育科目 法学部 前期木曜2限 休講 41001101 公法入門（1クラス）（前） 前期木曜2限
休講

公法入門(1ｸﾗｽ)と(2ｸﾗｽ)が合併

4月22日 専門教育科目 法学部 前期水曜1限 担当者変更 41043202 行政法総論Ⅰ（B）（前） 岡森　識晃 小舟　賢 

4月22日 専門教育科目 法学部 通期木曜4限 学期時限変更 41105314 専門演習（岡森） 通期木曜4限 後期木曜4～5限

4月30日 全学共通科目 外国語 集中 休講 T5110101 海外語学講座Ⅰ　(リーズ大学)(2020年8・9月実施) 集中 休講

4月30日 全学共通科目 外国語 集中 休講 T5110102 海外語学講座Ⅰ　(ビクトリア大学)(2020年8・9月実施) 集中 休講

4月30日 全学共通科目 外国語 集中 休講 T5110103 海外語学講座Ⅰ　(ﾄﾞﾐﾆｶﾝ大学ELS-LC)(2020年8・9月実施) 集中 休講

4月30日 全学共通科目 外国語 集中 休講 T5210101 海外語学講座Ⅱ　(ライプツィヒ大学)(2020年8・9月実施) 集中 休講

4月30日 全学共通科目 外国語 集中 休講 T5220102 海外語学講座Ⅱ　(トゥール大学)(2020年8・9月実施) 集中 休講

4月30日 全学共通科目 外国語 集中 休講 T5230103 海外語学講座Ⅱ　(北京郵電大学)(2020年8・9月実施) 集中 休講

4月30日 全学共通科目 外国語 集中 休講 T5240104 海外語学講座Ⅱ　(漢陽大学)(2020年8・9月実施) 集中 休講

4月30日 全学共通科目 College　English 前期火曜4限 担当者変更 J1205112 College English Listening（基礎英語Ⅱ（Ａ））　(営)(MS 8ｸﾗｽ)(前) 町島文子 竹中美奈子、町島文子

4月30日 全学共通科目 College　English 前期水曜1限 担当者変更 J1201103 College English Listening（基礎英語Ⅱ（Ａ））　(文)(TS 3ｸﾗｽ)(前) 町島文子 小橋　薫、町島文子

5月1日 全学共通科目 基礎共通 前期月曜5限 授業名称変更 共通基礎演習　(月 1～9ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(月 1～9ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(月 1～9ｸﾗｽ)(前)

5月1日 全学共通科目 基礎共通 前期火曜5限 授業名称変更 共通基礎演習　(火 1～6ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(火 1～6ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(火 1～6ｸﾗｽ)(前)

5月1日 全学共通科目 基礎共通 前期水曜5限 授業名称変更 共通基礎演習　(水 1～8ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(水 1～8ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(水 1～8ｸﾗｽ)(前)

5月1日 全学共通科目 基礎共通 前期金曜4限 授業名称変更 共通基礎演習　(金 1～6ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(金 1～6ｸﾗｽ)(前)【変則日程】 共通基礎演習　(金 1～6ｸﾗｽ)(前)

5月12日 全学共通科目 College　English 通期火曜1限 担当者変更 J1104101 College English Reading and Writing（基礎英語Ⅰ） (法)(TS 1ｸﾗｽ) 町島文子 町島文子、津田信男

5月12日 全学共通科目 College　English 通期火曜2限 担当者変更 J1101110 College English Reading and Writing（基礎英語Ⅰ） (文)(MS 6ｸﾗｽ) 町島文子 町島文子、井貫富美子

5月12日 全学共通科目 College　English 通期火曜3限 担当者変更 J1106102 College English Reading and Writing（基礎英語Ⅰ） (理・知)(TS 2ｸﾗｽ) 町島文子 町島文子、山田孝子

5月12日 全学共通科目 外国語 通期金曜1限 担当者変更 L1006212 中級英語ＴＯＥＩＣ (12ｸﾗｽ)MS 町島文子 町島文子、山田孝子

5月12日 全学共通科目 外国語 通期金曜2限 担当者変更 L1006213 中級英語ＴＯＥＩＣ (13ｸﾗｽ)MS 町島文子 町島文子、山田孝子

5月12日 全学共通科目 College　English 前期火曜4限 担当者変更 J1305115 College English Speaking（基礎英語Ⅱ（Ｂ）） (営)(PS 3ｸﾗｽ)(前) HOVEY HAMILTON、HOVEY

5月12日 全学共通科目 外国語 通期火曜5限 担当者変更 L1007208 中級英語Writing（中級英語ライティング） ( 8ｸﾗｽ)PS HOVEY HAMILTON、HOVEY

5月12日 全学共通科目 College　English 後期火曜4限 担当者変更 J1305112 College English Speaking（基礎英語Ⅱ（Ｂ）） (営)(MS 8ｸﾗｽ)(後) HOVEY HAMILTON

5月12日 全学共通科目 College　English 前期水曜1限 担当者変更 J1301110 College English Speaking（基礎英語Ⅱ（Ｂ）） (文)(MS 6ｸﾗｽ)(前) HOVEY KING、HOVEY
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5月12日 全学共通科目 College　English 後期水曜1限 担当者変更 J1301105 College English Speaking（基礎英語Ⅱ（Ｂ）） (文)(MS 1ｸﾗｽ)(後) HOVEY KING

5月12日 全学共通科目 College　English 前期水曜2限 担当者変更 J1303116 College English Speaking（基礎英語Ⅱ（Ｂ）） (経)(PS 4ｸﾗｽ)(前) HOVEY KING、HOVEY

5月12日 全学共通科目 College　English 後期水曜2限 担当者変更 J1303111 College English Speaking（基礎英語Ⅱ（Ｂ）） (経)(MS 7ｸﾗｽ)(後) HOVEY KING

5月12日 全学共通科目 外国語 通期水曜3限 担当者変更 L1001215 中級英語Speaking（中級英語オーラル・コミュ） (15ｸﾗｽ)TS HOVEY KING、HOVEY

5月12日 全学共通科目 外国語 通期水曜4限 担当者変更 L1001216 中級英語Speaking（中級英語オーラル・コミュ） (16ｸﾗｽ)PS HOVEY KING、HOVEY

5月12日 全学共通科目 基礎共通 前期木曜2限 担当者変更 A4002100 食品科学 (前) 齊藤惠逸 湊　健一郎、齊藤惠逸

7月14日 全学共通科目 キャリア創生共通 集中 休講 U1503101 エリアスタディーズⅠ　( 1ｸﾗｽ)(2020年8・9月実施) 集中 休講

7月14日 全学共通科目 キャリア創生共通 集中 休講 U1503102 エリアスタディーズⅠ　( 2ｸﾗｽ)(2020年8・9月実施) 集中 休講

7月14日 全学共通科目 キャリア創生共通 集中 休講 U1503103 エリアスタディーズⅠ　( 3ｸﾗｽ)(2020年8・9月実施) 集中 休講

7月14日 全学共通科目 キャリア創生共通 集中 休講 U1505100 エリアスタディーズⅢ　(2020年8・9月実施) 集中 休講

7月14日 全学共通科目 キャリア創生共通 集中 休講 U1507100 エリアスタディーズⅤ　(2020年8・9月実施) 集中 休講

7月14日 専門教育科目 知能情報学部 後期金曜3～5限 休講 71055207 プロジェクト演習　( 7ｸﾗｽ)(後) 後期金曜3～5限 休講

7月16日 専門教育科目 理工学部物理学科 前期火3限・後期木3限 学期時限変更 21020200 実験工房ワークショップ　 前期火3限・後期木3限 前期火3限・後期木3限・集中

7月25日 専門教育科目 経済学部 後月曜4～5限
曜日時限変更
担当者変更

31033424 ゼミⅢ (山根)(後)
後月曜4～5限

山根承子
後火曜4限
黒川博文

8月31日 全学共通科目 College　English 後期月曜5限
曜日時限変更
担当者変更

J1210102 College English Listening（基礎英語Ⅱ（Ａ））　(再履修)( 2ｸﾗｽ)(後)
後期月曜5限
市川郁子

後期火曜6限
津田信男

9月1日 全学共通科目 保健体育 後期月曜3限 休講 F5015200 生涯スポーツ・健康柔道Ⅰ（後） 後期月曜3限 休講

9月1日 全学共通科目 保健体育 後期金曜3限 休講 F5019200 生涯スポーツ・バレーボールⅠ（後） 後期金曜3限 休講
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