
観光学部・観光学研究科 2020/9/4
2020年度通年・秋学期科目　対面授業実施科目一覧

・国外・地方在住である、既往症等により感染リスクが高い等、個別の事情により対面授業に参加できない場合は、オンラインでの参加ができるよう配慮します。
　履修登録後、各自、科目担当者に事情を申し出て、指示に従ってください。
・対面実施科目でも全ての授業回が対面になるとは限りません。注意事項などが特記事項欄に掲載されますので、併せて確認してください。
・対面実施科目でも新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、学期途中でオンライン実施となる可能性があります。
・科目の曜日時限はシラバスや時間割PDFで、配当年次や履修登録方法は科目表で確認してください。
・この表は、9月4日（金）時点での内容です。

全学共通科目はこちら

科目
コード

期間
コード

科目名 担当者 特記事項

HA394 3:秋 旅行産業演習１（Ｂ） 野澤　肇 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA396 3:秋 宿泊産業演習１（Ｂ） 井門　隆 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA398 3:秋 旅行産業演習２（Ｂ） 野澤　肇 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA400 3:秋 宿泊産業演習２（Ｂ） 近藤　寛 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA402 3:秋 観光地研究演習１（Ｂ 梅川　智 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA404 3:秋 観光地研究演習２（Ｂ 梅川　智 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA416 3:秋 観インターンシップＢ 東　徹　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA418 1:通年 経団連インターン　　 斎藤　明 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA612 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 小野　良 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA614 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 羽生　冬 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA616 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 東　徹　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA618 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 庄司　貴 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA622 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 杜　国慶 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA624 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 橋本　俊 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA626 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 松山　将 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA628 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 韓　志昊 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA630 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 毛谷村　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA634 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 西川　亮 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA636 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 澁谷　和 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA644 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 松山　将 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA646 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 東　徹　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA648 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 庄司　貴 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA650 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 麻生　憲 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA652 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 杜　国慶 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA654 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 橋本　俊 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA656 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 小野　良 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA658 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 韓　志昊 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA660 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 毛谷村　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
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HA662 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 羽生　冬 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA664 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 西川　亮 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA666 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 澁谷　和 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA674 3:秋 演習（４年）Ｂ　　　 羽生　冬 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA702 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 松山　将 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA704 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 東　徹　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA706 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 庄司　貴 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA708 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 小野　良 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA710 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 杜　国慶 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA712 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 橋本　俊 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA714 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 麻生　憲 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA716 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 韓　志昊 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA718 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 毛谷村　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA720 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 羽生　冬 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA722 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 加藤　秀 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA724 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 西川　亮 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA726 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 澁谷　和 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA903 3:秋 観ビジプロジェクトＢ 那須　一 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HA982 3:秋 観光ビジプラ演習１　 那須　一 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB612 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 松村　公 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB614 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 小西　公 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB616 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 葛野　浩 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB620 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 千住　一 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB622 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 大橋　健 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB624 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 市川　康 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB626 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 高岡　文 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB628 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 舛谷　鋭 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB630 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 ハサン　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB632 3:秋 演習（２年）Ｂ　　　 石橋　正 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB642 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 松村　公 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB644 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 土井　清 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB646 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 葛野　浩 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB650 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 高岡　文 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB652 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 大橋　健 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB654 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 市川　康 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB658 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 羽生　　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB660 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 李　崗　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB662 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 千住　一 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
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HB664 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 石橋　正 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB666 3:秋 演習（３年）Ｂ　　　 ハサン　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB702 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 松村　公 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB704 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 岡本　圭 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB706 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 葛野　浩 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB710 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 大橋　健 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB712 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 板垣　武 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB714 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 福島　康 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB716 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 李　崗　 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB718 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 千住　一 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB720 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 高岡　文 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
HB722 3:秋 卒業研究指導Ｂ　　　 石橋　正 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
UA043 3:秋 観光研究演習Ａ　　　 西川　亮 対面授業の実施については、科目担当者より別途指示があるので確認してください。
UA563 7:秋他 観光地経営研究　　　 東　徹　 詳細は　https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/it/specialist.html　を確認してください。

WA563 7:秋他 観光地経営研究　　　 東　徹　 詳細は　https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/it/specialist.html　を確認してください。

＜対面授業からオンライン授業に変更となった科目＞
科目
コード

期間
コード

科目名 担当者 特記事項

HA306 3:秋 情報処理演習　　　　 清原　　
全ての授業をオンラインで実施に変更。
PCを使用する可能性あり。

9/4更新

HA358 3:秋 政策評価論　　　　　 長谷川　
全ての授業をオンラインで実施に変更。
PC（標準的なスペックのもの）を使用する。

9/4更新

HA607 3:秋 ＧＩＳ演習　　　　　 杜　国慶

全ての授業をオンラインで実施に変更。
PCを使用する。以下の条件を確認すること。
1．OS：WindowsまたはMacOS X
2．CPU：標準的なPCに搭載されているようなスペック
3．RAM（メモリ）：4GB以上
4．ストレージ：インストールで使用する容量は2GBであるものの、GISデータは容量が大きくなり
がちなので余裕があるほうが望ましい。

9/4更新

HB412 3:秋 データ情報処理　　　 五十嵐　 全ての授業をオンラインで実施に変更。 9/4更新
HB413 3:秋 データ情報処理　　　 五十嵐　 全ての授業をオンラインで実施に変更。 9/4更新
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