
❀ 火 曜 日 ❀
教　室 科　目　名

週　の
コマ数

時　限
１

時　限
２

担　　　　当
教　員　名

211(96） ミクロ経済学 １回 火曜１限 宮平栄治

108(132） 流通論 １回 火曜１限 林優子

201(48） ﾍﾞｰｼｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ（A） ２回 火曜１限 金曜１限 笠村淳子

110(132） 国際社会と日本 １回 火曜１限 高嶺司

209（96） 情報化社会論 １回 火曜１限 中里収

102(35） コンピュータ・リテラシー（SＡ） １回 火曜１限 （非）仲程基経

104(35） コンピュータ・リテラシー（SB） １回 火曜１限 （非）渡慶次憲人

106(45） コンピュータ・リテラシー（SC） １回 火曜１限 （非）伊野波和美

204(35） コンピュータ・リテラシー（SD） １回 火曜１限 （非）宮城武志

302(50） アカデミック英語基礎（国Ｃ） １回 火曜１限 玉城本生

301(48) ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(C) ２回 火曜１限 金曜１限 (非)クリス　ウィルソン

107(96） ポルトガル語Ⅰ ２回 火曜１限 金曜１限 住江淳司

105(42） システム設計論 １回 火曜２限 田邊勝義

110(132） 観光交通論 １回 火曜２限 大谷健太郎

ＭＭ教室 ビジュアルコミュニケーション入門 １回 火曜２限 シャイヤステ　ファロック

111(96） ディベート １回 火曜２限 与那覇恵子

大講義室Ａ（248） 発育発達学 １回 火曜２限 高瀬幸一

205(48） 韓国語Ⅱ ２回 火曜２限 金曜２限 未定

109（132） 人権と平和　　 １回 火曜２限 大城渡

大講義室Ｂ（248） 日本文化概論 １回 火曜２限 屋良健一郎

102(35） コンピュータ・リテラシー（国2） １回 火曜２限 （非）仲程基経

104(35） コンピュータ・リテラシー（国3） １回 火曜２限 （非）渡慶次憲人

106(45） コンピュータ・リテラシー（国6） １回 火曜２限 （非）伊野波和美

204(35） コンピュータ・リテラシー（国7） １回 火曜２限 （非）宮城武志

201(48） アカデミック英語基礎（国Ａ） １回 火曜２限 玉城本生

304(50） 中国語Ⅱ（Ａ） ２回 火曜２限 金曜２限 上江洲基

108(132） 経営組織論 １回 火曜２限 大城美樹雄

107(96） 国際コンベンションビジネス １回 火曜２限 伊良皆啓

306(48） 準高等ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（A) １回 火曜２限 ノーマン　フィーウェル

106(45） データベース概論 １回 火曜３限 天願健

102(35） 比較映像文化論 １回 火曜３限 シャイヤステ　ファロック

209（96） アメリカ文学 １回 火曜３限 メーガン　クックルマン

201(48） 中南米の民俗 １回 火曜３限 上原なつき

111(96） 衛生学・公衆衛生学 １回 火曜３限 小川寿美子

211(96） 論理学 １回 火曜３限 宮平栄治

105(42） スペイン語Ⅰ(C) ２回 火曜３限 木曜３限 （非）ハビエル　デエステバン



❀ 火 曜 日 ❀
108(132） 経営学 １回 火曜３限 大城美樹雄

110(132） 心理学（B） １回 火曜３限 山本健司

212(96） 島嶼環境論 １回 火曜３限 田代豊

107(96） 日本語理解論　※2014年度以降入学生 １回 火曜３限 小番達

210(96） 人間関係論 １回 火曜３限 金城亮

304(50） 韓国語Ⅰ（Ａ） ２回 火曜３限 金曜３限 未定

205(48） 韓国語Ⅰ（B） ２回 火曜３限 金曜３限 （非）岸本孝根

305(48） タイ語Ⅰ ２回 火曜３限 木曜３限 （非）赤瀬健太郎

109（132） 哲学 １回 火曜３限 上江洲基

306(48） 準高等英語講読（B) １回 火曜３限 中村浩一郎

107(96） 観光関連法規　　 １回 火曜４限 伊良皆啓

211(96） 観光開発論Ⅱ １回 火曜４限 大谷健太郎

102(35） 比較芸術論 １回 火曜４限 シャイヤステ　ファロック

212(96） 英語学概論 １回 火曜４限 中村浩一郎

301(48) ドイツ語Ⅰ ２回 火曜４限 金曜４限 （非）漆谷球美子

109（132） 中国語Ⅰ（Ａ） ２回 火曜４限 金曜４限 上江洲基

302(50） ビジネス英語Ⅱ １回 火曜４限 タン　エンハイ

大講義室A(248) 国際学入門 １回 火曜４限 菅野敦志

209（96） 数学（B） 1回 火曜４限 高安美智子

108(132） 経済学 1回 火曜４限 宮城敏郎

205(48） 文化人類学 1回 火曜４限 李鎮榮

305(48） 中国語Ⅰ（B）　 ２回 火曜４限 金曜４限 山城智史

209（96） 環境アセスメント論Ⅰ １回 火曜５限 田代豊


