
2020年11月17日(火)

対面授業（追加）　2020年11月23日(月)～　※ただし、授業によっては対面授業日等を指定している場合があります。必ず備考欄を確認してください。

＜外国語学部＞

曜日 講時 教室

日本近代文学Ⅱ 日本語学科/専門科目（必修） 月曜日 4講時 長濵　拓磨 171

総合ロシア語Ⅱ ロシア語学科/専攻語科目（必修） 土曜日 2講時 菱川　邦俊 141

ポルトガル語学演習Ⅱ グローバル・スタディ科目群/エリアA 木曜日 3講時 彌永　史郎 753

ポルトガル語学ゼミⅡ グローバル・スタディ科目群/エリアA 水曜日 5講時 モイゼス・カルヴァーリョ 753

ポルトガル語学ゼミⅣ グローバル・スタディ科目群/エリアA 水曜日 5講時 モイゼス・カルヴァーリョ 753

スペイン語圏芸術ゼミⅡ グローバル・スタディ科目群/エリアＡ 水曜日 5講時 立岩　礼子 758

スペイン語圏芸術ゼミⅣ グローバル・スタディ科目群/エリアＡ 水曜日 5講時 立岩　礼子 758

国際教養ゼミⅡ グローバル・スタディ科目群/エリアB 水曜日 5講時 國安　俊彦 843

国際教養ゼミⅣ グローバル・スタディ科目群/エリアB 水曜日 5講時 國安　俊彦 843

国際教養ゼミⅣ グローバル・スタディ科目群/エリアB 水曜日 5講時 河上　幸子 751

サービス・ホスピタリティ研究ゼミⅡ キャリア・スタディ科目群 水曜日 5講時 岸岡　洋介 854

サービス・ホスピタリティ研究ゼミⅣ キャリア・スタディ科目群 水曜日 5講時 岸岡　洋介 854

サービス・ホスピタリティ研究ゼミⅣ キャリア・スタディ科目群 水曜日 5講時 原　一樹 755

ミュージアムマネジメント（PBL) キャリア・スタディ科目群 火曜日 2講時 南　博史 171

公共政策研究ゼミⅡ キャリア・スタディ科目群 水曜日 5講時 南　博史 151

公共政策研究ゼミⅣ キャリア・スタディ科目群 水曜日 5講時 南　博史 151

月曜日 3講時 岸岡　洋介 サッカー

月曜日 3講時 青戸　公一 バレーボール

月曜日 3講時 平野　嘉彦 バスケットボール

火曜日 4講時 青戸　公一 テニス

火曜日 4講時 村山　義彰 フットサル

火曜日 4講時 中嶋　大輔 バレーボール

水曜日 3講時 樫　智子 テニス

水曜日 3講時 岸岡　洋介 サッカー

水曜日 3講時 平野　嘉彦 バドミントン

水曜日 4講時 樫　智子 テニス

水曜日 4講時 岸岡　洋介 サッカー

水曜日 4講時 平野　嘉彦 バスケットボール

金曜日 4講時 加藤　大門 テニス

金曜日 4講時 空閑　佐智子 バドミントン

金曜日 4講時 平野　嘉彦 バスケットボール

＜国際貢献学部＞

曜日 講時 教室

Introduction to Economics GS/コア科目 木曜日 3講時 黒住　淳人 221

Community Engagement Workshop Ⅰ GS/コア科目 金曜日 2講時 グスタボ・タナカ 752

Community Engagement Workshop Ⅰ GS/コア科目 金曜日 2講時 宮口　貴彰 171

Corporate Finance GS/グローバルビジネスコース科目 金曜日 1講時 グスタボ・タナカ 751

Public Economics GS/コース共通科目 木曜日 4講時 藤本　茂 171

Global Engagement and Peace (T) GT/コア科目 水曜日 2講時 原　一樹 221

サービスイノベーション論 GT/観光ビジネスコース科目 水曜日 3講時 野﨑　俊一 171

観光調査・研究法 GT/コース共通科目 木曜日 4講時 蝦名　大助 741

スピリチュアルツーリズム GT/コース共通科目 金曜日 2講時 原　一樹 831

ユニバーサルツーリズム GT/コース共通科目 火曜日 1講時 室﨑　千重 843

観光まちづくり実践Ⅱ（PBL） GT/コース共通科目 月曜日 3講時 751

観光の思想 GT/コース共通科目 金曜日 4講時 原　一樹 832

観光とリスクマネジメント GT/コース共通科目 木沢　誠名 758

日本語Ⅱ－３ 日本語演習科目 火曜日 3講時 山田　勇人 831

日本語Ⅳ－２ 日本語演習科目 金曜日 5講時 由井　紀久子 753

ミュージアムマネジメント（PBL) 教養科目/地域・文化領域科目 火曜日 2講時 南　博史 171

＜短期大学＞

曜日 講時 教室

ツーリズムの理論と実践 専門展開科目 金曜日 4講時 木沢　誠名 162

科目名 科目区分 担当者 備考

健康科学の実践と理論 自由選択
第２分館

の各施設

各授業での対面授業は１回のみ

です。

対面授業日および使用施設につ

いては、各授業担当者の指示に

したがってください。

科目名 科目区分 担当者 備考

水曜日の授業は遠隔のみで行います。

12月3日(木）から対面授業を開始します。

木曜日 3・4講時 1月14日(木)のみ対面授業を行います。

科目名 科目区分 担当者 備考


