
昼間コース

開講学期 曜日 時限 時間割コード 科目名 担当教員名 備考

後期 月曜日 2 322260 流通システム論Ａ 渡邉　孝一郎

後期 月曜日 2 332452 外国語演習Ⅰ（中国語） 髙橋　明郎

後期 月曜日 3 322200 マーケティング論Ｂ 藤村　和宏

後期 月曜日 3 333673 （特）北アメリカ地誌 高橋　昂輝

後期 月曜日 4 323548 プロゼミナール 宮脇　秀貴

通年 月曜日 4 313708 演習 姚  峰

通年 月曜日 4 313712 演習 星野　良明

通年 月曜日 4 313720 演習 藤原　敦志

通年 月曜日 4 313724 演習 持田　めぐみ

通年 月曜日 4 323736 演習 藤村　和宏

通年 月曜日 4 323740 演習 松岡　久美

通年 月曜日 4 323761 演習 趙  命来

通年 月曜日 4 323762 演習 張　暁紅

通年 月曜日 4 323764 演習 青木　宏之

後期 月曜日 5 312112 計量経済学Ⅱ 久松　博之

後期 月曜日 5 332454 外国語演習Ⅰ（フランス語） 園部　裕子

通年 月曜日 5 324133 個別演習 安井　敏晃 卒業論文個別指導のみ対面予定

通年 月曜日 5 324136 個別演習 藤村　和宏

通年 月曜日 5 324158 個別演習 青木　宏之

通年 月曜日 5 324161 個別演習 趙  命来

通年 月曜日 5 334193 個別演習 金澤　忠信

後期 火曜日 1 331025 観光産業論 二ツ山　達朗

後期 火曜日 2 310130 経済数学 ラナデ

通年 火曜日 4 314110 個別演習 横山　佳充

通年 火曜日 4 314120 個別演習 藤原　敦志

通年 火曜日 4 314122 個別演習 加藤　美穂子

通年 火曜日 4 324165 個別演習 渡邉　孝一郎

後期 火曜日 5 313523 プロゼミナール 天谷　研一

後期 火曜日 5 323551 プロゼミナール 繁本　知宏

後期 火曜日 5 323555 プロゼミナール 古川　尚幸

後期 火曜日 5 323569 プロゼミナール 森貞　誠

後期 火曜日 5 333492 プロゼミナール 西成　典久

後期 火曜日 5 333495 プロゼミナール 二ツ山　達朗

後期 火曜日 5 333497 プロゼミナール 高橋　昂輝

通年 火曜日 5 314106 個別演習 ラナデ

通年 火曜日 5 313711 演習 沖　公祐

通年 火曜日 5 313722 演習 加藤　美穂子

通年 火曜日 5 323748 演習 宮脇　秀貴

通年 火曜日 5 323757 演習 朴　恩芝

通年 火曜日 5 323766 演習 渡邉　孝一郎

通年 火曜日 5 333785 演習 水野　康一

後期 水曜日 1 310122 経済数学入門ロ ラナデ

後期 水曜日 2 331076 エコツーリズム論 原　直行 フィールドワーク2回実施予定（その他はオンライン）

後期 水曜日 2 332072 国際社会学 園部　裕子

通年 水曜日 3 314125 個別演習 持田, 宮﨑

後期 水曜日 3 303820 商業授業研究 穴吹　忠義

後期 水曜日 5 312432 上級マクロ経済学 宮﨑　浩一

通年 木曜日 2 314124 個別演習 持田　めぐみ

通年 木曜日 3 314107 個別演習 久松　博之 卒業論文個別指導のみ対面予定

後期 木曜日 4 332451 外国語演習Ⅰ（英語） 篠原　範子

通年 木曜日 4 314121 個別演習 岡田　徹太郎

通年 木曜日 4 314123 個別演習 天谷　研一

通年 木曜日 4 324151 個別演習 繁本　知宏

通年 木曜日 4 324155 個別演習 古川　尚幸

通年 木曜日 4 334192 個別演習 西成　典久

通年 木曜日 4 334194 個別演習 山本, 宮島

後期 木曜日 5 313522 プロゼミナール 加藤　美穂子

経済学部では、以下の一覧表の科目において対面授業を検討しています。

【講義科目について】

・履修者登録数が講義室の収容人数内の場合、対面での実施を検討しています。収容人数を超えた場合は、オンラインのみで実施します。

　決定は履修登録期間後に連絡します。

　※講義室の収容人数は、密集を避けるため、以下の人数を指します。

　　第11講義室・第21講義室：71名、　第31講義室：79名、　第22講義室：25名、　第32講義室：45名

・一覧表に記載されている科目でも、毎週対面授業をするとは限りません。

・対面授業の場合でも、オンラインでの受講を希望することはできます。その際に学生の不利益は生じません。

【ゼミについて（プロゼミナール、演習、個別演習等）】

・月１回程度、対面での実施を検討しています。実施回数はゼミ毎に異なりますので、担当教員の指示に従ってください。

・ゼミでも講義科目と同様に、オンラインでの受講を希望することはできます。その際に学生の不利益は生じません。
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後期 木曜日 5 313653 （特）中級統計学 久松　博之

通年 木曜日 5 314112 個別演習 星野　良明

通年 木曜日 5 313706 演習 ラナデ

通年 木曜日 5 313721 演習 岡田　徹太郎

通年 木曜日 5 313723 演習 天谷　研一

通年 木曜日 5 323751 演習 繁本　知宏

通年 木曜日 5 323755 演習 古川　尚幸

通年 木曜日 5 333780 演習 原　直行

通年 木曜日 5 333792 演習 西成　典久

通年 木曜日 5 333976 演習 山崎　隆之

通年 木曜日 5 333978 演習 二ツ山　達朗

通年 木曜日 5 333790 演習 宮島  美花

後期 木曜日 5 333981 演習 髙橋　明郎

通年 金曜日 1 324164 個別演習 塩谷　剛

通年 金曜日 2 324157 個別演習 朴　恩芝

後期 金曜日 3 312152 金融論Ⅱ 藤原　敦志

後期 金曜日 3 332069 アメリカ経済論 岡田　徹太郎

通年 金曜日 3 334179 個別演習 髙橋　明郎

通年 金曜日 5 324148 個別演習 宮脇　秀貴

後期 土曜日 2 333220 地域活性化プロジェクトⅠ 原　直行

後期 土曜日 2 3332201 地域活性化プロジェクトⅠ 古川　尚幸

後期 土曜日 2 3332202 地域活性化プロジェクトⅠ 西成　典久

後期 土曜日 3 333221 地域活性化プロジェクトⅡ 原　直行

後期 土曜日 3 3332211 地域活性化プロジェクトⅡ 古川　尚幸

後期 土曜日 3 3332212 地域活性化プロジェクトⅡ 西成　典久

後期 土曜日 4 3036231 （特）瀬戸内地域活性化プロジェクトⅣ 原　直行

後期 土曜日 4 3036232 （特）瀬戸内地域活性化プロジェクトⅣ 古川　尚幸

後期 土曜日 4 3036233 （特）瀬戸内地域活性化プロジェクトⅣ 西成　典久

開講学期 曜日 時限 時間割コード 科目名 担当教員名 備考

通年 月曜日 6 367149 演習Ⅰ 朴　恩芝

後期前半 火曜日 6・7 351099 統計学 久松　博之

後期前半 金曜日 6・7 350012 経済学入門Ｂ 藤井　宏史

以上

夜間主コース


