
時限 期間 科目名 担当者 教室 期間 科目名 担当者 教室 期間 科目名 担当者 教室 期間 科目名 担当者 教室 期間 科目名 担当者 教室

9:10 春 英会話Ⅰ BE-A 木村 523 春 基礎英語Ⅰ BE-D 渡邉 ｻﾛﾝB 春 文学(源氏物語) BEBPE-B 網本 522 春 英会話Ⅰ BE-G 渡邉 ｻﾛﾝB 通年 心理学概論 4P-D

春 基礎英語Ⅰ BE-C 阿部 533 春 中国語Ⅰ BEBPE-D 井上(良) 153 通年 経済学概論 4B-B 春 基礎英語Ⅰ BE-G 髙畑 153 春 心理学 4BPE-D

春 中国語Ⅰ BEBPE-A 井上(良) 141 春 法学Ⅰ(憲法を含む) BEBPE-B 坂入 156 春 経済学Ⅰ BE-B 春 法学Ⅰ(憲法を含む) BEBPE-D 長岐 533 春 心理学Ⅰ BE-D

通年 会計学概論 4B-A 春 文学(現代文学) BEBPE-A 網本 522 春 経済学概論Ⅰ 4PE-B 春 現代思想 4BPE-A 通年 経営学 BE-D

春 会計学Ⅰ BE-A 通年 心理学概論 4P-A 春 マーケティングⅠ BE-A 春 哲学 BE-A 通年 経営学概論 4BPE-D

春 会計学概論Ⅰ 4P-A 春 心理学 4BPE-A 春 マーケティング概論Ⅰ 4BPE-A 春 生命科学 BEBPE-A 古田 142 春 マーケティングⅠ BE-C

春 企業論 BE-A 春 心理学Ⅰ BE-A 春 経営組織論Ⅰ BEBPE-A 渡辺 ﾒﾃﾞｨｱ 通年 心理学概論 4P-C 春 マーケティング概論Ⅰ 4BPE-C

春 企業論Ⅰ 4BPE-A 通年 経営学 BE-C 春 経営情報学 BBP-A 鬼木 141 春 心理学 4BPE-C 通年 経済学概論 4B-D

春 経営管理論 4BE-A 渡辺 156 通年 経営学概論 4BPE-C 通年 イベント学概論 4E-A 春 心理学Ⅰ BE-C 春 経済学Ⅰ BE-D

春 プロフェッショナル・セミナーⅢ BE-三好 通年 会計学概論 4B-B 春 イベント学 4B-A 通年 経営学(留学生対象) R-E 小川 522 春 経済学概論Ⅰ 4PE-D

春 経営心理学特講Ⅰ 4P-三好 春 会計学Ⅰ BE-B 春 イベント学Ⅰ E-A 春 会計学Ⅰ BE-D 春 民法Ⅰ BE-A 隅田 ﾒﾃﾞｨｱ

春 会計学概論Ⅰ 4P-B 春 アミューズメント E-A 春 会計学概論Ⅰ 4P-D 春 キャリア発達心理学 BEP-A 伊波 153

春 消費者行動論Ⅰ BEBPE-A 花尾 ﾒﾃﾞｨｱ 春 レジャー・アミューズメント論 4E-A 春 イベントプロデュース論Ⅰ EE-A 大山 531

春 広告論Ⅰ BEBPE-A 広瀬 532

春 人的資源管理論Ⅰ BEBP-A 高橋(哲) 142

10:40

10:50 春 基礎英語Ⅰ BE-A 木村 523 春 基礎演習Ⅰ E-井上 井上(航) 31 春 基礎演習Ⅰ B-網本 網本 31 春 基礎演習Ⅰ B-小川 小川 31 春 基礎演習Ⅰ(留学生) R-糸川 糸川 702

春 英語Ⅰ BEBPE-A 阿部 533 春 基礎演習Ⅰ E-田島 田島 141 春 基礎演習Ⅰ E-志塚 志塚 153 春 基礎演習Ⅰ B-木村 木村 41 春 基礎演習Ⅰ(留学生) R-小林 小林 703

春 中国語Ⅰ BEBPE-B 井上(良) 141 春 基礎英語Ⅰ(再履修) S-A 春 基礎演習Ⅰ B-清水(太) 清水(太) 702 春 基礎演習Ⅰ B-長岐 長岐 42 春 基礎演習Ⅰ(留学生) R-塩谷 塩谷 701

春 経営数学 4BPE-A 春 総合英語Ⅰ(再履修) 4BPE-A 春 基礎演習Ⅰ B-清水(良) 清水(良) 42 春 基礎演習Ⅰ(再履修) S-浮谷 浮谷 534 春 英会話Ⅰ(再履修)・(留学生) RS-A 木村 522

春 統計学 BE-A 春 基礎英語Ⅰ BE-E 渡邉 ｻﾛﾝB 春 基礎演習Ⅰ B-高橋 高橋(哲) 41 春 英会話Ⅰ BE-H 渡邉 ｻﾛﾝB 春 健康と運動Ⅰ BEBPE-F 井上(航) ｱﾘｰﾅ

春 健康と運動Ⅰ BEBPE-A 田島 ｱﾘｰﾅ 春 韓国語Ⅰ 4BPE-A 黄 151 春 英会話Ⅰ BE-C J.J 522 春 基礎英語Ⅰ BE-H 宍戸 142 通年 経営学(再履修_留学生対象) RS-F

通年 経済学概論 4B-A 春 心理学 4BPE-B 春 基礎英語Ⅰ BE-F 阿部 523 春 基礎英語Ⅰ BE-I 髙畑 153 通年 経営学概論(再履修_留学生対象) 4RS-F

春 経済学Ⅰ BE-A 春 心理学Ⅰ BE-B 春 健康と運動Ⅰ BEBPE-C 西村 ｱﾘｰﾅ 春 文学(古典文学) BEBPE-E 網本 522 通年 経営心理学概論 4P-B

春 経済学概論Ⅰ 4PE-A 春 日本語Ⅰ(留学生対象) R-A 糸川 523 春 マーケティングⅠ BE-B 春 健康と運動Ⅰ BEBPE-D 井上(航) ｱﾘｰﾅ 春 経営心理学 4BE-B

春 入門簿記Ⅰ BEBPE-A 福山 522 春 日本語Ⅰ(留学生対象) R-B 小林 533 春 マーケティング概論Ⅰ 4BPE-B 春 ビジネスコンピューティング 4BPE-A 春 経営心理学Ⅰ B-B

春 商品論 BEBP-A 田口 521 春 日本語Ⅰ(留学生対象) R-C 塩谷 522 春 入門簿記Ⅰ BEBPE-C 光澤 141 春 情報学 BE-A 春 入門簿記Ⅰ BEBPE-F 光澤 141

春 コンテンツビジネス論Ⅰ 4BE-A 山川 142 通年 経営心理学概論 4P-A 春 流通論Ⅰ BEBPE-C 深澤 532 春 入門簿記Ⅰ BEBPE-Ｄ 北井 532 春 企業論 BE-C

春 経営心理学 4BE-A 春 租税概論Ⅰ BB-A 三関 531 春 広告論Ⅰ BEBPE-C 荒井 156 春 企業論Ⅰ 4BPE-C

春 経営心理学Ⅰ B-A 春 ユニバーサルイベント EE-A 奥 521 春 所得税 BB-A 我妻 141 春 管理会計Ⅰ 4B-A

春 入門簿記Ⅰ BEBPE-B 土井 153 春 経済法 BEB-A 隅田 ﾒﾃﾞｨｱ 春 管理会計論Ⅰ BE-A

春 広告論Ⅰ BEBPE-B 広瀬 531 通年 サービス産業概論 4E-A 通年 専門演習Ⅲ 4B-隅田 隅田 41

春 経営分析 4B-A 春 サービス産業論 4BP-A

春 経営分析論 B-A 春 サービス産業論Ⅰ E-A

春 セールスプロモーションイベント EE-A 清水(一) 156

春 イベント企画・演出 E-A 大山 ﾒﾃﾞｨｱ

12:20

13:10 春 英語Ⅰ BEBPE-B 阿部 523 春 フランス語Ⅰ BEBPE-A 野口 156 春 英会話Ⅰ BE-D J.J 522 春 ビジネス英語Ⅰ BEBPE-A 宍戸 142 春 フランス語Ⅰ BEBPE-C 三冨 153

春 法学Ⅰ(憲法を含む) BEBPE-A 長岐 531 春 国際関係論 BEBPE-A 黒澤 531 春 英語Ⅰ BEBPE-C 阿部 533 春 コンピュータ・サイエンス BE-C 萩野 501 春 コンピュータ・サイエンス BE-E 萩野 501

春 健康と運動Ⅲ BEBPE-A 田島 ｱﾘｰﾅ 春 社会学 BE-A 春 コンピュータ・サイエンス BE-A 萩野 501 春 健康と運動Ⅰ BEBPE-E 田島 ｱﾘｰﾅ 春 健康と運動Ⅰ BEBPE-G 井上(航) ｱﾘｰﾅ

通年 経営学 BE-A 春 社会学Ⅰ 4BPE-A 春 文学(歌舞伎) BEBPE-D 網本 523 春 入門簿記Ⅰ BEBPE-E 北井 532 通年 会計学概論 4B-C

通年 経営学概論 4BPE-A 春 日本語Ⅲ(留学生対象) R-A 糸川 523 春 多文化理解Ⅰ(留学生対象) R-A 難波 534 春 経営戦略論Ⅰ BEBPE-A 小川 521 春 会計学Ⅰ BE-C

春 流通論Ⅰ BEBPE-A 深澤 521 春 日本語Ⅲ(留学生対象) R-B 小林 533 通年 経済学概論 4B-C 春 新事業創造論 BB-B 片山 141 春 会計学概論Ⅰ 4P-C

春 マーケティングプランニングⅠ 4B-A 山川 153 春 イベントキャリア E-A 春 経済学Ⅰ BE-C 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-伊波 伊波 41 春 入門簿記Ⅰ BEBPE-G 村上 522

春 税務会計Ⅰ 4B-A 春 イベントキャリア基礎 4E-A 春 経済学概論Ⅰ 4PE-C 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-高橋 高橋(哲) 151 春 マーケティングⅠ BE-D

春 税務会計論Ⅰ B-A 春 プロフェッショナル・セミナーⅢ BE-石渡 春 社会心理学Ⅰ BEP-A 佐藤(惠) 521 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-土井 土井 155 春 マーケティング概論Ⅰ 4BPE-D

春 産業臨床心理学 4P-A 伊波 156 春 経営学特講Ⅰ 4B-石渡 春 消費者行動論Ⅰ BEBPE-B 中嶋 142 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-花尾 花尾 42 春 経営戦略論Ⅰ BEBPE-B 小川 533

通年 専門演習Ⅲ 4E-岡星 岡星 154 春 販売管理論Ⅰ 4BP-A 深澤 153 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-藤森 藤森 701 春 経営組織論Ⅰ BEBPE-Ｂ 山口 142

通年 専門演習Ⅲ 4E-志塚 志塚 ｻﾛﾝB 春 ブランドマーケティング論 4BP-A 山川 156 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-山川 山川 31 春 社会心理学Ⅰ BEP-B 佐藤(惠) ﾒﾃﾞｨｱ

春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-清水 清水(良) 151 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-石塚 石塚 41 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-渡辺 渡辺 154 春 財務会計Ⅰ 4B-A

春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-日野 日野 41 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-円城寺 円城寺 151 春 財務会計論Ⅰ B-A

春 プロフェッショナル・セミナーⅠ E-大山 大山 31 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-光澤 光澤 152 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-鬼木 鬼木 502

春 プロフェッショナル・セミナーⅠ E-奥 奥 42 春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-木村 木村 701

春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-広瀬 広瀬 154

春 プロフェッショナル・セミナーⅠ B-深澤 深澤 41

春 プロフェッショナル・セミナーⅢ BE-原

春 経営学特講Ⅱ 4B-原

14:40

14:50 春 中国語Ⅰ BEBPE-C 井上(良) 141 春 英会話Ⅰ BE-B B.F 533 春 英会話Ⅰ BE-F B.F 533 春 TOEICⅠ BEBPE-A 宍戸 142 春 基礎英語Ⅰ BE-B 木村 523

春 健康と運動Ⅰ BEBPE-B 田島 ｱﾘｰﾅ 春 フランス語Ⅰ BEBPE-B 野口 156 春 英会話Ⅰ BE-E J.J 522 春 健康と運動Ⅲ BEBPE-B 井上(航) ｱﾘｰﾅ 春 コンピュータ・サイエンス BE-F 萩野 501

通年 経営学 BE-B 春 社会学 BE-B 春 英語Ⅲ BEBPE-A 阿部 ｻﾛﾝB 春 コンピュータ・サイエンス BE-D 萩野 501 春 日本語Ⅲ(留学生対象) R-C 塩谷 533

通年 経営学概論 4BPE-B 春 社会学Ⅰ 4BPE-B 春 コンピュータ・サイエンス BE-B 萩野 501 春 文学(能・狂言) BEBPE-F 網本 523 春 健康と運動Ⅲ BEBPE-C 井上(航) ｱﾘｰﾅ

春 流通論Ⅰ BEBPE-B 深澤 533 春 労働法 BEBP-A 黒岩 141 春 法学Ⅰ(憲法を含む) BEBPE-C 長岐 521 春 企業論 BE-B 春 消費者行動論Ⅰ BEBPE-C 花尾 ﾒﾃﾞｨｱ

春 経済政策 4B-A 清水(太) 154 春 プロフェッショナル・セミナーⅢ BE-岡崎 春 多文化理解Ⅳ(留学生対象) R-A 難波 534 春 企業論Ⅰ 4BPE-B 春 中小企業論 4BP-B

春 中小企業論 4BP-A 春 経営学特講Ⅳ 4B-岡崎 春 人的資源管理論Ⅰ BEBP-B 高橋(哲) ﾒﾃﾞｨｱ 春 イベント実施・運営論 4E-A 春 中小企業論Ⅰ BE-B

春 中小企業論Ⅰ BE-A 春 プロフェッショナル・セミナーⅤ BE-緒方 春 銀行論 4B-A 清水(太) 523 春 イベント実施運営 E-A 春 新事業創造論 BB-A 金 153

春 工業簿記Ⅰ BB-A 福山 523 春 経営心理学特講Ⅲ 4P-緒方 春 アパレル経営 4P-A 中嶋 153 通年 専門演習Ⅰ B-伊波 伊波 41 春 ミクロ経済学 B-A

通年 専門演習Ⅰ B-清水 清水(良) 151 通年 専門演習Ⅰ B-石塚 石塚 41 通年 専門演習Ⅰ B-高橋 高橋(哲) 151 春 近代経済学 4B-A

通年 専門演習Ⅰ B-日野 日野 41 通年 専門演習Ⅰ B-円城寺 円城寺 151 通年 専門演習Ⅰ B-土井 土井 155 春 財務諸表論 BB-A 光澤 156

通年 専門演習Ⅰ E-大山 大山 31 通年 専門演習Ⅰ B-小川 小川 42 通年 専門演習Ⅰ B-花尾 花尾 42 春 商業簿記Ⅰ BB-A 村上 522

通年 専門演習Ⅰ E-奥 奥 42 通年 専門演習Ⅰ B-佐藤 佐藤(惠) 31 通年 専門演習Ⅰ B-藤森 藤森 701 通年 専門演習Ⅰ B-鬼木 鬼木 502

春 プロフェッショナル・セミナーⅠ E-志塚 志塚 156 通年 専門演習Ⅰ B-光澤 光澤 152 通年 専門演習Ⅰ B-松田 松田(岳) 152 通年 専門演習Ⅰ B-広瀬 広瀬 154

通年 専門演習Ⅰ B-山川 山川 31 通年 専門演習Ⅰ B-深澤 深澤 41

通年 専門演習Ⅰ B-渡辺 渡辺 154 通年 専門演習Ⅰ B-山口 山口 155

16:20

16:30 通年 専門演習Ⅰ E-志塚 志塚 ｻﾛﾝB 通年 専門演習(Ⅱ)・Ⅲ 4P-佐藤 佐藤(惠) 31 春 プロフェッショナル・セミナーⅦ(就職) BE-野沢 野沢 142 通年 専門演習Ⅲ 4B-鬼木 鬼木 502

通年 専門演習(Ⅱ)･Ⅲ 4E-大山 大山 31 通年 専門演習Ⅲ 4B-小川 小川 42 春 プロフェッショナル・セミナーⅦ(就職) BE-宮地 宮地 141 通年 専門演習Ⅲ 4B-広瀬 広瀬 154

通年 専門演習(Ⅱ)･Ⅲ 4B-日野 日野 41 通年 専門演習Ⅲ 4B-石塚 石塚 41 通年 専門演習Ⅲ 4P-伊波 伊波 41 通年 専門演習Ⅲ 4P-深澤 深澤 41

通年 専門演習Ⅲ 4P-高橋 高橋(哲) 151 通年 専門演習Ⅲ 4P-山口 山口 155

通年 専門演習(Ⅱ)･Ⅲ 4B-土井 土井 155

通年 専門演習Ⅲ 4P-花尾 花尾 42

通年 専門演習Ⅲ 4B-藤森 藤森 701

通年 専門演習(Ⅱ)･Ⅲ 4B-松田 松田(岳) 152

通年 専門演習Ⅲ 4B-山川 山川 31

通年 専門演習(Ⅱ)･Ⅲ 4B-渡辺 渡辺 154

18:00

5

155 山岡 142

青山 521 大山 141

緒方 522

清水(良)

156

4

石川 142 宋 521

円城寺 521

岡崎

534

3

藤森 ﾒﾃﾞｨｱ

石塚 531

石渡 153

小森 532

光澤 521

松田(岳) 531
北原 141

宋 521

2

532 花尾

原

佐藤(惠) 532
円城寺 142

福山 531

小川 533

日野 521
坂入 142

清水(良) 531
松田(美) 521

佐藤(惠) 521
日野 ﾒﾃﾞｨｱ

志塚 142

阿部 534

松本 532

鬼木 501

531

奥 531
三好 142

土井 141
福山 141

清水(太) 522
浮谷 532

山口 5211

清水(良) 532

石塚 521
隅田 ﾒﾃﾞｨｱ 円城寺

2019年度_時間割表_学部_春学期
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

142

浮谷 531
日野 521

広瀬 521

浮谷 141

松田(岳)

東京富士大学


