
❀ 火 曜 日 ❀
教　室 科　目　名

週　の
コマ数

時　限
１

時　限
２

担　　　　当
教　員　名

101(30） 化学 火１限 田代豊

102(35） コンピュータ・リテラシー（ス１）（31） 火１限 調整中

104(35） コンピュータ・リテラシー（ス２）（27） 火１限 調整中

106(45） コンピュータ・リテラシー（ス３） 火１限 調整中

107(96） ポルトガル語Ⅰ（12） ２回 火１限 金1限 長尾　直洋

108(132） 情報化社会論（65） 火１限 中里収

110(132） ホスピタリティ概論 火１限 東恩納盛雄

201(48） ﾍﾞｰｼｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ（A）（30） ２回 火１限 金1限 笠村淳子

209（96） ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（Ｃ）（33） ２回 火１限 金1限 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ

211(96） ミクロ経済学（55） 火１限 宮平栄治

302(50） アカデミック英語基礎（国Ｃ）（30） 火１限 ﾀﾝ　ｴﾝﾊｲ

大講義室A(248) 国際社会と日本（111） 火１限 高嶺司

大講義室B(248) 流通論（96） 火１限 林優子

102(35） コンピュータ・リテラシー（国5）（31） 火２限 調整中

104(35） コンピュータ・リテラシー（国6）（30） 火２限 調整中

105(42） システム設計論（23） 火２限 田邊勝義

106(45） コンピュータ・リテラシー（国7）（30） 火２限 調整中

107(96） 準高等ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（A)（41） 火２限 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ

108(132） 人権と平和（46） 火２限 大城渡

109（132） 日本語教授法 火２限 当銘盛之

110(132） 観光交通論（94） 火２限 大谷健太郎

111(96） アジアの歴史（68） 火２限 坪井祐司

201(48） アカデミック英語基礎（国Ａ） 火２限 玉城本生

204(35） コンピュータ・リテラシー（国8） 火２限 調整中

205(48） 経営特別講義Ⅰ（30） 火２限 草野泰宏

206(20） 国際文化専門演習Ⅰ（12） 火２限 ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ

207（30） 中国語 Ｉ（Ｄ） ２回 火２限 金２限 山城智史

210(96） ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ（国1） 火２限 上原　明

211(96） ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ（国2） 火２限 大城渡

212(96） ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ（国3） 火２限 麻生　玲子

301(48) ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ（国4） 火２限 （非）石川　恵吉

302(50） 準高等英語講読（Ａ)（25） 火２限 半嶺まどか

304(50） ディベート（10） 火２限 与那覇恵子

305(48） 中国語Ⅱ（B）　（11） ２回 火２限 金2限 李梦迪 

306(48） 国際コンベンションビジネス（19） 火２限 伊良皆啓

ＭＭ教室 ビジュアルコミュニケーション入門 火２限 調整中



❀ 火 曜 日 ❀
大講義室Ｂ（248） 日本文化概論 （107） 火２限 屋良　健一郎

105(42） スペイン語ⅠＣ（22） ２回 火３限 木3限 （非）上原・ﾊﾋﾞｴﾙ 

106(45） データベース概論（31） 火３限 天願健

107(96） 日本語理解論　 火３限 小番 達

108(132） 経営学（62） 火３限 大城美樹雄

109（132） 人間関係論（74） 火３限 金城亮

110(132） 心理学（B）（71） 火３限 山本健司

111(96） 中国語Ⅰ（Ａ）（35） ２回 火３限 金3限 李梦迪

208(30） 観光産業特別講義Ⅱ 火３限 伊良皆啓

209（96） 韓国語Ⅰ（B）（35） ２回 火３限 金3限 （非）廬稀珍

210(96） 中南米の民俗（47） 火３限 上原なつき

211(96） 論理学（58） 火３限 宮平栄治

212(96） 島嶼環境論（66） 火３限 田代豊

301(48) 外国語特別講義Ⅰ（中国語）　 火３限 山城智史

302(50） 医療管理総論（9） 火３限 上門要

305(48） アメリカ文学（Ａ） 火３限 ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ

306(48） アメリカ文学（Ｂ）　 火３限 （非）ケビン ビバレッジ

107(96） 観光文化論（103） 火４限 許点淑

108(132） 経済学（77） 火４限 宮城敏郎

109（132） 英語学概論（45） 火４限 中村浩一郎

111(96） 韓国語Ⅱ（18） ２回 火４限 金4限 （非）廬稀珍

205(48） 文化人類学（31） 火４限 李鎮榮

209（96） 準高等英語講読（B)（35） 火４限 半嶺まどか

210(96） 中国語Ⅰ（B）　（35） ２回 火４限 金4限 李梦迪

211(96） 観光開発論Ⅱ（47） 火４限 大谷健太郎

301(48) ドイツ語Ⅰ（23） ２回 火４限 金4限 （非）漆谷球美子

大講義室A(248) 国際学入門（194） 火４限 調整中

107(96） 健康と長寿（55） 火５限 柳銀珠

209（96） 環境アセスメント論Ⅰ 火５限 田代豊

大講義室A(248) 地学（139） 火５限 （非）渡邊康志


