
❀ 火 曜 日 ❀
教　室 科　目　名

週　の
コマ数

時　限
１

時　限
２

担　　　　当
教　員　名

MM教室 ウェブグラフィックス １回 火曜１限 シャイヤステ　ファロック

204(35) 上級プログラミング ２回 火曜１限 月曜３限 アリ　ファテヘルアリム

111(96) ホテル計画論 ２回 火曜１限 火曜２限 （非）宮里捷

大講義室A(248)安全管理論及び方法 １回 火曜１限 遠矢英憲

211(96) 論理学 １回 火曜１限 宮平栄治

107(96) ポルトガル語Ⅱ ２回 火曜１限 金曜１限 住江淳司

110(132) 国際社会と日本 １回 火曜１限 高嶺司

104(35) コンピュータ･グラフィクス １回 火曜２限 アラスーン　ピーター　M

108(132) イベント事業論 １回 火曜２限 伊良皆啓

111(96) ホテル計画論 ２回 火曜２限 火曜１限 （非）宮里捷

210(96) 英米文化概論Ⅱ(A) １回 火曜２限 ノーマン　フィーウェル

109(132) 沖縄の文学　 １回 火曜２限 小嶋洋輔

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

302(50) 通訳技法 １回 火曜２限 与那覇恵子

208(30) イングリッシュ･コミュニケーション（R） ２回 火曜２限 金曜２限 （非）名城義久

212(96) 中国語Ⅰ（B） ２回 火曜２限 金曜２限 上江洲基

304(50) 韓国語Ⅱ（A） ２回 火曜２限 金曜２限 許点淑

105(30) 韓国語Ⅱ（Ｂ） ２回 火曜２限 金曜２限 （非）盧稀珍

301(48) ビジネス英語Ⅰ １回 火曜２限 玉城本生

110(132) 人権と平和　　 １回 火曜２限 大城渡

305(48) 化学 １回 火曜２限 田代豊

107(96) 政治学 １回 火曜２限 （非）我部政男

211(96) 情報と職業 １回 火曜２限 田邊勝義

大講義室A(248)日本文化概論 １回 火曜２限 屋良健一郎

102(35) データベース実践 １回 火曜３限 天願健

109(132) 観光経済学 １回 火曜３限 宮城敏郎

306(48) 日本古典文学論　 １回 火曜３限 小番達

201(48) 中南米の社会 １回 火曜３限 住江淳司

304(50) ベーシック･イングリッシュ(J) ２回 火曜３限 金曜３限 笠村淳子

105(30) タイ語Ⅱ ２回 火曜３限 木曜３限 （非）赤瀬健太郎

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

人301(120) コーチ学 １回 火曜３限 平野貴也

211(96) 観光事業論 １回 火曜３限 大谷健太郎

301(48) イギリス文学（A) １回 火曜３限 メーガン　クックルマン

205(48) スペイン語Ⅱ(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 ❀
302(50) 中国語Ⅰ（A） ２回 火曜３限 金曜３限 山城智史

107(96) 韓国語Ⅰ ２回 火曜３限 金曜３限 （非）盧稀珍

大講義室A(248)哲学 １回 火曜３限 上江洲基

210(96) 経営統計学 １回 火曜３限 宮平栄治

212(96) 地域研究方法論 １回 火曜３限 上原なつき

209(96) 人間関係論 １回 火曜３限 金城亮

108(132) 観光開発論Ⅰ １回 火曜４限 大谷健太郎

110(132) 英文法（A) １回 火曜４限 中村浩一郎

大講義室Ｂ異文化接触論 １回 火曜４限 李鎮榮

人404(120) スポーツ栄養学 １回 火曜４限 奥本正

107(96) 余暇社会学 １回 火曜４限 柳銀珠

212(96) アジアの歴史 １回 火曜４限 坪井祐司

302(50) ドイツ語Ⅱ ２回 火曜４限 金曜４限 （非）漆谷球美子

201(48) 中国語Ⅱ（A） ２回 火曜４限 金曜４限 賀南

301(48) 中国語Ⅱ（Ｃ） ２回 火曜４限 金曜４限 上江洲基

109(132) 経済学 １回 火曜４限 宮城敏郎

302(50) 英文法（B) １回 火曜５限 中村浩一郎

108(132) 観光学総論 １回 火曜５限 大谷健太郎，伊良皆啓

210(96) アジアの言語 １回 火曜５限 坪井祐司

110(132) 日本史入門　 １回 火曜５限 （非）下郡剛


