
講義番号 授業科目 日程 曜 時 予定 試験教室

前期 月曜 ９時限 919229 ドイツ語初級I(読本) 宮川　栄司 8月7日 月曜 ９時限 試験 文22 90分

前期 月曜 ９時限 919230 ドイツ語中級 由比　俊行 8月7日 月曜 ９時限 休講

前期 月曜 ９時限 919235 フランス語初級I(文法) 野呂　康 8月7日 月曜 ９時限 試験 文3-5 60分 全て持ち込み可．但し通信機器を除く．

前期 月曜 ９時限 919237 フランス語中級 上田　和弘 8月7日 月曜 ９時限 授業

前期 月曜 ９時限 919241 中国語初級I(読本) 加治　敏之 8月7日 月曜 ９時限 授業

前期 月曜 ９時限 919243 中国語中級 王　安 8月7日 月曜 ９時限 休講

前期 月曜 ９時限 919250 経済基礎英語II 919252:経済基礎英語
919253:経済実用英語

廣田　陽子 8月7日 月曜 ９時限 授業 全て持ち込み不可
試験は7月31日に行います

前期 火曜 ９時限 919208 日本の古美術 佐々木　守俊 8月1日 火曜 ９時限 授業

前期後
半

火曜 ９時限 919213 職業選択と自己実現－予測し、行動する－ 町田　尚史 8月1日 火曜 ９時限 授業

前期 火曜 １０時
限

919248 現代社会と政治 河原　祐馬 8月1日 火曜 １０時
限

試験 60分 すべて持ち込み可

前期 水曜 ９時限 919209 IT英語入門 村上　昌己 8月2日 水曜 ９時限 休講

前期 水曜 ９時限 919212 情報処理入門(情報機器の操作を含む) 國米　充之 8月2日 水曜 ９時限 授業

前期後
半

木曜 ９時限 919204 企業活動と会計情報 和田　淳三 8月3日 木曜 ９時限 休講

前期 木曜 ９時限 919215 プレ上級英語 919254:上級英語 伊野家伸一 8月3日 木曜 ９時限 試験 文2-9 60分

前期 木曜 ９時限 919216 基礎英語 荻野　勝 8月3日 木曜 ９時限 授業

前期 木曜 ９時限 919231 ドイツ語初級I(文法) 中村　道一 8月3日 木曜 ９時限 試験 文23 60分 持ち込み不可

前期 木曜 ９時限 919239 フランス語初級I(読本) 上田　和弘 8月3日 木曜 ９時限 試験 文1-4 60分

前期 木曜 ９時限 919242 中国語初級I(文法) 遊佐　徹 8月3日 木曜 ９時限 試験 文15 50分

前期 木曜 ９時限 919247 憲法I 山田　哲史 8月3日 木曜 ９時限 休講 7月27日に法学部専門科目としての試験と
同時に行うので、全て法学部の掲示等に
従うこと。

前期 金曜 ９時限 919217 英語(ネイティブ) ロビンソン　デイ
ヴィッド

8月4日 金曜 ９時限 試験 法学部演習室 90分 ★試験日は，教室を変更します。

前期 金曜 ９時限 919249 修学の方法 919251:修学の方法Ｉ 兼田　克幸 8月4日 金曜 ９時限 休講

前期 金曜 １０時
限

919218 英語(オラコン) 平松　進 8月4日 金曜 １０時
限

休講

前期 金曜 １０時
限

919219 英語(読解) 今林　修 8月4日 金曜 １０時
限

休講 7月28日(金）に期末試験を行い、6月30日
(金）に補講を行う。
なお、7月28日（金）の試験について、試験
時間は50分で、通常教室「文14」にて実施
する。

前期 金曜 １０時
限

919220 英語(作文・文法) コンカノン　ピー
ター

8月4日 金曜 １０時
限

試験 法学部演習室 60分 ★試験日は，教室を変更します。

前期 金曜 １０時
限

919221 英語(検定) 伊野家伸一 8月4日 金曜 １０時
限

休講 7月28日(金）に期末試験を行い、8月9日
(水）に補講を行う。
なお、7月28日（金）の試験について、試験
時間は90分で、通常教室「文23」にて実施
する。
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