
❀ 月 曜 日 ❀
教　室 科　目　名

週　の
コマ数

時　限
１

時　限
２

担　　　　当
教　員　名

人401(54) ベーシック・イングリッシュ（SＡ） ２回 月曜１限 木曜１限 （非）マレー　アダム

201(48） ベーシック・イングリッシュ（SB） ２回 月曜１限 木曜１限 （非）シルヴィア　ドブコウスカ

304(50） ベーシック・イングリッシュ（SC） ２回 月曜１限 木曜１限 （非）名城義久

人403（54） ベーシック・イングリッシュ（SD） ２回 月曜１限 木曜１限 （非）宇座徳祐

302(50） アカデミック英語基礎（ＳＢ） １回 月曜１限 玉城本生

105(42） アカデミック英語基礎（ＳＤ） １回 月曜１限 タン　エンハイ

107(96） イングリッシュ・コミュニケーション(B) ２回 月曜１限 木曜１限 （非）クリス　ウィルソン

205(48) フランス語Ⅰ ２回 月曜１限 木曜１限 （非）金城豪

211(96） 観光地理学 1回 月曜２限 卯田卓矢

108(132） 交通産業論 1回 月曜２限 角谷尚久

110(132） 英米文化概論Ⅰ（A) 1回 月曜２限 ノーマン　フィーエル

212(96） 沖縄の社会　 1回 月曜２限 照屋理

301(48) ベーシック・イングリッシュ（G） ２回 月曜２限 木曜２限 （非）名城義久

302(50） ベーシック・イングリッシュ（I） ２回 月曜２限 木曜２限 玉城本生

107(96） イングリッシュ・コミュニケーション（F） ２回 月曜２限 木曜２限 （非）クリス　ウィルソン

304(50） イングリッシュ・コミュニケーション(J) ２回 月曜２限 木曜２限 (非)宇座徳祐

209（96） 国際経済論 １回 月曜２限 宮平栄治

大講義室B(248) 国際コミュニケーション論 1回 月曜２限 （非）吉川秀樹

大講義室A(248) 情報科学と社会（Ａ） 1回 月曜２限 佐久本功達

106 or 210 経営情報論 1回 月曜２限 田邊勝義

305(48） ベーシック・イングリッシュ（B） ２回 月曜２限 木曜２限 （非）武村明子

105(42） ベーシック・イングリッシュ（R） ２回 月曜２限 水曜１限 (非)宇座祐一

306(48） イングリッシュ・コミュニケーション(A) ２回 月曜２限 木曜２限 タン　エンハイ

201(48） 中国語Ⅱ（B） ２回 月曜２限 木曜２限 賀南

111(96） 日本近代文学史　 1回 月曜２限 小嶋洋輔

204(35） 国際ネットワーク論 1回 月曜３限 アリ　ファテヘルアリム

211(96） 簿記原理 ２回 月曜３限 木曜３限 仲尾次洋子

109（132） 地域経済学 １回 月曜３限 宮城敏郎

304(50） ベーシック・イングリッシュ（E） 1回 月曜３限 木曜３限 (非)名城義久

人404（120） スポーツ健康学総論 1回 月曜３限 スポ健教員

110(132） レジャー・レクリエーション論 1回 月曜３限 柳銀珠

301(48) スペイン語Ⅰ(A) ２回 月曜３限 木曜３限 上原なつき

201(48） スペイン語Ⅰ(B) ２回 月曜３限 木曜３限 （非）上間篤

205(48） 中国語Ⅰ（C） ２回 月曜３限 木曜３限 山城智史

209（96） 中国語Ⅰ（D） ２回 月曜３限 木曜３限 賀南

208(30） 国際コミュニケーション論（英語） 1回 月曜３限 （非）吉川秀樹



❀ 月 曜 日 ❀
大講義室A(248) 情報科学と社会（Ｂ） 1回 月曜３限 （非）仲程基経

大講義室B(248) 人文地理学　 1回 月曜３限 卯田卓矢

111(96） 歴史学 1回 月曜３限 （非）前田舟子

305(48） イングリッシュ・コミュニケーション(Ｄ) ２回 月曜３限 木曜３限 タン　エンハイ

107(96） イングリッシュ・コミュニケーション(H) ２回 月曜３限 木曜３限 （非）クリス　ウィルソン

302(50） 異文化コミュニケーション論 1回 月曜３限 （非）シルヴィア　ドブコウスカ

306(48） 準高等英語講読（Ａ) 1回 月曜３限 中村浩一郎

104(35） コンピュータ・グラフィックス 1回 月曜４限 アラスーン　ピーター

204(35） ネットワーク技術Ⅰ 1回 月曜４限 アリ　ファテヘルアリム

109（132） 西欧経済史 1回 月曜４限 宮城敏郎

108(132） 経営戦略論 1回 月曜４限 林優子

201(48） 観光実用英語Ⅰ ２回 月曜４限 木曜４限 （非）上間篤

大ホール 大学と人生 1回 月曜４限 山里勝己、真喜屋美樹

大講義室A(248) 心理学（Ａ) 1回 月曜４限 金城亮

110(132） 言語学概論Ⅰ 1回 月曜４限 中村浩一郎

302(50） 準高等オーラルコミュニケーション（B) 1回 月曜４限 ノーマン　フィーエル

211(96） 自然地理学概論 1回 月曜５限 （非）渡久地健


