
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2020年度　聴講生用　時間割一覧表

※科目等履修生、学部学生用とは一部記載内容が異なります。

◆（重要）教室について

授業の教室については、必ずi-saints にて確認してください。

◆時間割の記載について

「担当者欄」 複数担当者がいる場合、原則として責任者を記載しています。

「曜限欄」 週２回授業がある場合、この欄に対応先の曜限が記載しています。

両方の曜限で履修が重複しないよう注意してください。

「備考欄」 履修において、条件や注意点がある場合は記載しています。

学部生向けの内容を記載している科目が多いため、

不明な点は教務課窓口にて確認してください。

◆学部・学科名

※持出禁止

i-saints

神学部 神学科

文学部 英文学科

外国語学科英語専攻

外国語学科フランス語専攻

商学部 商学科

経営学科

経済学部 経済学科

国際経済学科

法学部 法律学科

国際関係法学科

人間科学部 児童教育学科

社会福祉学科

心理学科

国際文化学部 国際文化学科
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曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

月1 通年 日本文学(2) 長谷川　薫 1 21期以前のみ。

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 22期以降のみ。

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 1

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 22期以降のみ。

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 日本文化史A 尹　芝惠 2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 日本文化史B 尹　芝惠 2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 1

月3 前期 実践神学概論A 才藤　千津子 2

月3 前期 ヘブライ語I 日原　広志 1 金2

月3 前期 新約原典A 須藤　伊知郎 4

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 実践神学概論B 濱野　道雄 2

月3 後期 ヘブライ語II 日原　広志 1 金2

月3 後期 新約原典B 須藤　伊知郎 4

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 通年 美術史 柳沢　史明 1 21期以前のみ。

月4 前期 ギリシア語I 石橋　誠一 2 月5

月4 前期 古代キリスト教文化論A 田代　英樹 2

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 22期以降のみ。

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 ギリシア語II 石橋　誠一 2 月5

月4 後期 古代キリスト教文化論B 田代　英樹 2

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 22期以降のみ。

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月5 前期 ギリシア語I 石橋　誠一 2 月4

月5 後期 ギリシア語II 石橋　誠一 2 月4

火1 通年 日本史学(5) 赤司　友徳 1 21期以前のみ。

火1 通年 日本文学(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前のみ。

火1 前期 比較文化史A 坂元　一光 2

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 22期以降のみ。

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降のみ。

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原/三浦 1

火1 後期 比較文化史B 坂元　一光 2

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 22期以降のみ。

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降のみ。

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村/望岡 1

火2 通年 論理学 境　有美 1 21期以前のみ。

火2 通年 西洋史学(2) 山本　達夫 1 21期以前のみ。

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 22期以降のみ。

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 22期以降のみ。

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 自然科学概論I 松村/町田 1

火2 後期 論理学B 境　有美 1 22期以降のみ。

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 22期以降のみ。

火2 後期 心理学II(1) 廣瀬　信之 1

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野/町田 1

火3 通年 音楽史 堀　朋平 1 21期以前のみ。

火3 前期 キリスト教神学への招待A 踊　真一郎 1 19期以前は「キリスト教学への招待」

火3 前期 教会史A 金丸　英子 2

火3 前期 教会音楽研究A 福田　のぞみ 2

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 22期以降のみ。
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火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 キリスト教神学への招待B 濱野　道雄ほか 1 20期以降のみ開講

火3 後期 教会音楽研究B 福田　のぞみ 2

火3 後期 ボランティア活動論 田中　康雄 1

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 22期以降のみ。

火3 後期 心理学II(2) 廣瀬　信之 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 哲学(4) 柴田　篤 1 21期以前のみ。

火4 通年 東洋史学(1) 久芳　崇 1 21期以前のみ。

火4 前期 説教学A 濱野　道雄 1

火4 前期 教会音楽研究C 福田　のぞみ 3

火4 前期 表象文化史A 柳沢　史明 2

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 22期以降のみ。

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 22期以降のみ。

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 説教学B 濱野　道雄 1

火4 後期 教会音楽研究D 福田　のぞみ 3

火4 後期 表象文化史B 柳沢　史明 2

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 22期以降のみ。

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 22期以降のみ。

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

火5 前期 フェミニスト神学 濱野　道雄ほか 3

水1 通年 日本史学(2) 朱雀　信城 1 21期以前のみ。

水1 通年 東洋史学(2) 陳　青鳳 1 21期以前のみ。

水1 前期 特殊講義(1) 濱野　道雄ほか 3

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 22期以降のみ。

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 22期以降のみ。

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 22期以降のみ。

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 22期以降のみ。

水2 通年 哲学(1) 円谷　裕二 1 21期以前のみ。

水2 前期 芸術文化史A 松原　知生 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水2 後期 芸術文化史B 松原　知生 2

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水3 通年 哲学(2) 円谷　裕二 1 21期以前のみ。

水3 通年 日本史学(3) 宮崎　克則ほか 1 21期以前のみ。

水3 前期 バプテスト史A 金丸　英子 3

水3 前期 レクリェーション活動論 町田　弘幸 1

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 22期以降のみ。

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則ほか 1 22期以降のみ。

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

水4 前期 美学・芸術学A 円谷　裕二 2

水4 後期 美学・芸術学B 円谷　裕二 2

木1 前期 旧約概論A 日原　広志 1

木1 前期 バプテスト史B 金丸　英子 3

木1 前期 心理学I(1) 馬場　健彦 1

木1 後期 旧約概論B 日原　広志 1

木1 後期 臨床心理学II 小川　邦治 3

木2 通年 倫理学 藤田　公二郎 1 21期以前のみ。

木2 通年 西洋史学(1) 光吉　淑江 1 21期以前のみ。

木2 前期 新約概論A 濱野　道雄 2

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 22期以降のみ。

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 22期以降のみ。

木2 前期 心理学I(2) 馬場　健彦 1

木2 前期 社会学I(1) 高野　和良 1

木2 後期 新約概論B 濱野　道雄 2

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 22期以降のみ。

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 22期以降のみ。

木2 後期 社会学II(1) 高野　和良 1

木3 通年 日本文学(4) 内田　友子 1 21期以前のみ。

木3 前期 旧約原典A 原田　義也 4

木3 前期 教会史B 金丸　英子 2

木3 前期 ヨーロッパ・ケルト文化論A 平島　直一郎 2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 22期以降のみ。

木3 前期 社会学I(2) 森　康司 1

木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 旧約原典B 原田　義也 4

木3 後期 ヨーロッパ・ケルト文化論B 平島　直一郎 2
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木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 22期以降のみ。

木3 後期 社会学II(2) 森　康司 1

木4 通年 西洋史学(3) 丹後　享 1 21期以前のみ。

木4 前期 組織神学概論A 濱野　道雄 2

木4 前期 旧約神学A 原田　義也 3

木4 前期 教義学A 濱野　道雄 2

木4 前期 牧会学A 才藤　千津子 3

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 22期以降のみ。

木4 後期 組織神学概論B 濱野　道雄 2

木4 後期 旧約神学B 原田　義也 3

木4 後期 牧会学B 才藤　千津子 3

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 22期以降のみ。

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 通年 哲学(3) 脇　崇晴 1 21期以前のみ。

金1 通年 日本史学(4) 梶嶋　政司 1 21期以前のみ。

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 22期以降のみ。

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 22期以降のみ。

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 22期以降のみ。

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 22期以降のみ。

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 通年 日本史学(1) 原田　諭 1 21期以前のみ。

金2 前期 ヘブライ語I 日原　広志 1 月3

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 22期以降のみ。

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 ヘブライ語II 日原　広志 1 月3

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 22期以降のみ。

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1 臨時開講科目

金3 通年 日本文学(1) 野松　循子 1 21期以前のみ。

金3 前期 実践神学A 水野　英尚 3

金3 前期 法哲学I 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 22期以降のみ。

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 法哲学II 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 後期 ヨーロッパ・地中海文化史A 内島　美奈子 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 22期以降のみ。

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

金4 通年 中国文学 竹村　則行 1 21期以前のみ。

金4 前期 キリスト教史概論A Ｇ．ロドリゲス 1

金4 前期 総合人間学A 片山　寛 3

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 22期以降のみ。

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1

金4 後期 キリスト教史概論B Ｇ．ロドリゲス 1

金4 後期 総合人間学B 片山　寛 3

金4 後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 山田　順 2

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 22期以降のみ。

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1

金5 前期 キリスト教社会福祉論 滝口　真 3
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月1 通年 日本文学(2) 長谷川　薫 1 21期以前

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 22期以降

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 1

月1 後期 日本文化論A 西村　将洋 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 22期以降

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 フランス映画論I 前田　秀一郎 3

月2 前期 日本文化史A 尹　芝惠 2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 日本文化史B 尹　芝惠 2

月2 後期 日本文学論A 西村　将洋 2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 1

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 フランス文学研究II 眞下　弘子 3

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 通年 美術史 柳沢　史明 1 21期以前

月4 前期 フランス現代社会論 北垣　徹 2

月4 前期 古代キリスト教文化論A 田代　英樹 2

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 22期以降

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 フランス史研究 北垣　徹 2

月4 後期 古代キリスト教文化論B 田代　英樹 2

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 22期以降

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

火1 通年 日本史学(5) 赤司　友徳 1 21期以前

火1 通年 日本文学(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前

火1 前期 比較文化史A 坂元　一光 2

火1 前期 ジャーナリズムC 飯田　和郎　ほか 3

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 22期以降

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原　義博　ほか 1

火1 後期 比較文化史B 坂元　一光 2

火1 後期 ジャーナリズムD 飯田　和郎　ほか 3

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 22期以降

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村　敬治　ほか 1

火2 通年 論理学 境　有美 1 21期以前

火2 通年 西洋史学(2) 山本　達夫 1 21期以前

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 フランス文学研究I 和田　光昌 3

火2 前期 国語学A 蛭沼　芽衣 2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 22期以降

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 22期以降

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 自然科学概論I 松村　敬治　ほか 1

火2 後期 国語学B 蛭沼　芽衣 2

火2 後期 論理学B 境　有美 1 22期以降

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 22期以降

火2 後期 心理学II(1) 廣瀬　信之 1

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野　正明　ほか 1

火3 通年 音楽史 堀　朋平 1 21期以前

火3 前期 中国・アジア文化史A 梅村　卓 2

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 22期以降

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1
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火3 後期 中国・アジア文化史B 梅村　卓 2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 22期以降

火3 後期 心理学II(2) 廣瀬　信之 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 哲学(4) 柴田　篤 1 21期以前

火4 通年 東洋史学(1) 久芳　崇 1 21期以前

火4 前期 中国文学概論A 新谷　秀明 2

火4 前期 表象文化史A 柳沢　史明 2

火4 前期 ジャーナリズムA 繁竹　治顕 3

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 22期以降

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 22期以降

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 中国文学概論B 王　宇南 2

火4 後期 表象文化史B 柳沢　史明 2

火4 後期 ジャーナリズムB 繁竹　治顕 3

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 22期以降

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 22期以降

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 通年 日本史学(2) 朱雀　信城 1 21期以前

水1 通年 東洋史学(2) 陳　青鳳 1 21期以前

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 22期以降

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 22期以降

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 22期以降

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 22期以降

水2 通年 哲学(1) 円谷　裕二 1 21期以前

水2 前期 フランスモード研究 眞下　弘子 3

水2 前期 東アジア古典思想A 荒木　雪葉 2

水2 前期 芸術文化史A 松原　知生 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 22期以降

水2 後期 東アジア古典思想B 荒木　雪葉 2

水2 後期 芸術文化史B 松原　知生 2

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 通年 哲学(2) 円谷　裕二 1 21期以前

水3 通年 日本史学(3) 宮崎　克則　ほか 1 21期以前

水3 前期 日本史概論A 古賀　康士 2

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 22期以降

水3 後期 日本史概論B 八嶋　義之 2

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　ほか 1 22期以降

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 アメリカ・太平洋文化史A 朝立　康太郎 2

木1 前期 文化人類学A(1) 伊東　未来 2

木1 前期 心理学I(1) 馬場　健彦 1

木1 後期 アメリカ・太平洋文化史B 朝立　康太郎 2

木1 後期 日本文化論B 西村　将洋 2

木1 後期 文化人類学B(1) 伊東　未来 2

木2 通年 倫理学 藤田　公二郎 1 21期以前

木2 通年 西洋史学(1) 光吉　淑江 1 21期以前

木2 前期 ヨーロッパ文学論A 二藤　拓人 2

木2 前期 ヨーロッパ史A 河野　雄一 2

木2 前期 世界史概論A 朝立　康太郎 2

木2 前期 言語学A 漆原　朗子 3

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 22期以降

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 22期以降

木2 前期 心理学I(2) 馬場　健彦 1

木2 後期 ヨーロッパ文学論B 二藤　拓人 2

木2 後期 ヨーロッパ史B 河野　雄一 2

木2 後期 世界史概論B 朝立　康太郎 2

木2 後期 言語学B 漆原　朗子 3

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 22期以降

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 22期以降

木3 通年 日本文学(4) 内田　友子 1 21期以前

木3 前期 ヨーロッパ・ケルト文化論A 平島　直一郎 2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 22期以降

木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 ヨーロッパ・ケルト文化論B 平島　直一郎 2

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 22期以降

木4 通年 西洋史学(3) 丹後　享 1 21期以前

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 22期以降
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木4 後期 フランス事情 山本　健 2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 22期以降

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 通年 哲学(3) 脇　崇晴 1 21期以前

金1 通年 日本史学(4) 梶嶋　政司 1 21期以前

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 22期以降

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 22期以降

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 日本文学論B 西村　将洋 2

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 22期以降

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 22期以降

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 通年 日本史学(1) 原田　諭 1 21期以前

金2 前期 フランス映画論II Ｔ．トリュベール 3

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 22期以降

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 フランス食文化研究 武末　祐子 3

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 22期以降

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金3 通年 日本文学(1) 野松　循子 1 21期以前

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 22期以降

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(3)」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 ヨーロッパ・地中海文化史A 内島　美奈子 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 22期以降

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(3)」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

金4 通年 中国文学 竹村　則行 1 21期以前

金4 前期 フランス文化遺産論 和田　光昌 3

金4 前期 アメリカ史A 朝立　康太郎 2

金4 前期 表象文化論A 松原　知生 2

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 22期以降

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(4)」

金4 後期 フランス表象文化論 武末　祐子ほか 2

金4 後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 山田　順 2

金4 後期 アメリカ史B 大原関　一浩 2

金4 後期 表象文化論B 松原　知生 2

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 2

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 22期以降

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(4)」
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月1 通年 日本文学(2) 長谷川　薫 1 21期以前

月1 前期 保険総論 小川　浩昭 3

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 22期以降

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 1

月1 後期 日本文化論A 西村　将洋 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 22期以降

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 日本文化史A 尹　芝惠 2

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 対人コミュニケーション論 宮原　哲 3 木2

月2 後期 日本文化史B 尹　芝惠 2

月2 後期 多国籍企業論 王　忠毅 3

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 1 木3

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 1

月3 前期 英語学概論A 伊藤　彰浩 2

月3 前期 マスコミ論 Ｄ．オルソン 3 水3

月3 前期 国際経営論 藤岡　豊 3

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 英語学概論B 藤本　滋之 2

月3 後期 フランス文学研究II 眞下　弘子 3

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 金3

月3 後期 憲法 横田　守弘 2 木3

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 通年 美術史 柳沢　史明 1 21期以前

月4 前期 古代キリスト教文化論A 田代　英樹 2

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 22期以降

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 古代キリスト教文化論B 田代　英樹 2

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 22期以降

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月5 後期 マーケティング戦略論 方　慧美 3

火1 通年 日本史学(5) 赤司　友徳 1 21期以前

火1 通年 日本文学(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前

火1 前期 ジャーナリズムC 飯田　和郎　ほか 3

火1 前期 比較文化史A 坂元　一光 2

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 22期以降

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原　義博　ほか 1

火1 後期 英語学研究D 伊藤　彰浩 3

火1 後期 ジャーナリズムD 飯田　和郎　ほか 3

火1 後期 比較文化史B 坂元　一光 2

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 22期以降

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降

火1 後期 International Law 高柴　優貴子 2 金1 臨時開講科目

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村　敬治　ほか 1

火2 通年 論理学 境　有美 1 21期以前

火2 通年 西洋史学(2) 山本　達夫 1 21期以前

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 国語学A 蛭沼　芽衣 2

火2 前期 比較文化概論A 坂元　一光 2

火2 前期 フランス文学研究I 和田　光昌 3

火2 前期 マーケティング論 三井　雄一 3

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 金2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 22期以降
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火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 22期以降

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 自然科学概論I 松村　敬治　ほか 1

火2 後期 国語学B 蛭沼　芽衣 2

火2 後期 比較文化概論B 坂元　一光 2

火2 後期 論理学B 境　有美 1 22期以降

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 22期以降

火2 後期 心理学II(1) 廣瀬　信之 1

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野　正明　ほか 1

火3 通年 音楽史 堀　朋平 1 21期以前

火3 前期 英語史A 田中　俊也 3

火3 前期 中国・アジア文化史A 梅村　卓 2

火3 前期 ロジスティクス論 福田　晴仁 3

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 22期以降

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 英語史B 田中　俊也 3

火3 後期 中国・アジア文化史B 梅村　卓 2

火3 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 3 木2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 22期以降

火3 後期 心理学II(2) 廣瀬　信之 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 哲学(4) 柴田　篤 1 21期以前

火4 通年 東洋史学(1) 久芳　崇 1 21期以前

火4 前期 ジャーナリズムA 繁竹　治顕 3

火4 前期 表象文化史A 柳沢　史明 2

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 22期以降

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 22期以降

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 ジャーナリズムB 繁竹　治顕 3

火4 後期 表象文化史B 柳沢　史明 2

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 木1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 22期以降

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 22期以降

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 通年 商法概論 横尾　亘/藤林大地 3

水1 通年 日本史学(2) 朱雀　信城 1 21期以前

水1 通年 東洋史学(2) 陳　青鳳 1 21期以前

水1 前期 グローバル共生社会論A 山元　里美 3 21期以前は臨時開講科目

水1 前期 考古学A 伊藤　慎二 2

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 22期以降

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 22期以降

水1 後期 グローバル共生社会論B 山元　里美 3 21期以前は臨時開講科目

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 22期以降

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 22期以降

水2 通年 哲学(1) 円谷　裕二 1 21期以前

水2 前期 芸術文化史A 松原　知生 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 22期以降

水2 後期 芸術文化史B 松原　知生 2

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 通年 哲学(2) 円谷　裕二 1 21期以前

水3 通年 日本史学(3) 宮崎　克則　ほか 1 21期以前

水3 前期 マスコミ論 Ｄ．オルソン 3 月3

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 22期以降

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　ほか 1 22期以降

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

水4 前期 美学・芸術学A 円谷　裕二 2

水4 後期 美学・芸術学B 円谷　裕二 2

木1 前期 文化人類学A(1) 伊東　未来 2

木1 前期 アメリカ・太平洋文化史A 朝立　康太郎 2

木1 前期 市場調査論 加藤　淳一 3

木1 前期 心理学I(1) 馬場　健彦 1

木1 後期 文化人類学B(1) 伊東　未来 2

木1 後期 アメリカ・太平洋文化史B 朝立　康太郎 2

木1 後期 日本文化論B 西村　将洋 2

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 火4

木2 通年 倫理学 藤田　公二郎 1 21期以前
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木2 通年 西洋史学(1) 光吉　淑江 1 21期以前

木2 前期 言語学A 漆原　朗子 3

木2 前期 ヨーロッパ文学論A 二藤　拓人 2

木2 前期 ヨーロッパ史A 河野　雄一 2

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 22期以降

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 22期以降

木2 前期 心理学I(2) 馬場　健彦 1

木2 後期 対人コミュニケーション論 宮原　哲 3 月2

木2 後期 言語学B 漆原　朗子 3

木2 後期 ヨーロッパ文学論B 二藤　拓人 2

木2 後期 ヨーロッパ史B 河野　雄一 2

木2 後期 キャリア・ディベロップメント論 高野　一郎 3

木2 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 3 火3

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 22期以降

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 22期以降

木3 通年 日本文学(4) 内田　友子 1 21期以前

木3 前期 ことば学入門 藤本　滋之 1

木3 前期 ビジネスコミュニケーション入門 武井　俊詳 2

木3 前期 ヨーロッパ・ケルト文化論A 平島　直一郎 2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 22期以降

木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木4 後期 コミュニケーション学入門 宮原　哲 1

木3 後期 ヨーロッパ・ケルト文化論B 平島　直一郎 2

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 1 月2

木3 後期 憲法 横田　守弘 2 月3

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 22期以降

木4 通年 西洋史学(3) 丹後　享 1 21期以前

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 22期以降

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 22期以降

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 通年 国際ビジネス 中村　芳生 2

金1 通年 哲学(3) 脇　崇晴 1 21期以前

金1 通年 日本史学(4) 梶嶋　政司 1 21期以前

金1 前期 文化社会学A 伊東　未来 2

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 22期以降

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 22期以降

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 文化社会学B 伊東　未来 2

金1 後期 保険史 小川　浩昭 2 臨時開講科目　18期以前

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 22期以降

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 22期以降

金1 後期 International Law 高柴　優貴子 2 火1 臨時開講科目

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 通年 日本史学(1) 原田　諭 1 21期以前

金2 前期 言語文化論A Ｃ．ドーハティ 3

金2 前期 流通システム論 渦原　実男 3

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 火2

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 22期以降

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 言語文化論B Ｃ．ドーハティ 3

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 22期以降

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1 臨時開講科目

金3 通年 日本文学(1) 野松　循子 1 21期以前

金3 前期 日本民俗学A 吉田　扶希子 2

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 22期以降

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(3)」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 ヨーロッパ・地中海文化史A 内島　美奈子 2

金3 後期 日本民俗学B 吉田　扶希子 2

金3 後期 組織行動論 藤村　まこと 3

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 月3

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 22期以降

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(3)」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1
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金4 通年 中国文学 竹村　則行 1 21期以前

金4 前期 アメリカ史A 朝立　康太郎 2

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 22期以降

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(4)」

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 2

金4 後期 アメリカ史B 大原関　一浩 2

金4 後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 山田　順 2

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 22期以降

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(4)」
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月1 通年 日本文学(2) 長谷川　薫 1 21期以前

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 22期以降

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 1

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 22期以降

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 フランス映画論I 前田　秀一郎 2

月2 前期 日本文化史A 尹　芝惠 2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 日本文化史B 尹　芝惠 2

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 木3

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 1

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 フランス文学研究II 眞下　弘子 3

月3 後期 国際関係史 山本　健 2 木3

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 通年 美術史 柳沢　史明 1 21期以前

月4 前期 フランス現代社会論 北垣　徹 2

月4 前期 古代キリスト教文化論A 田代　英樹 2

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 22期以降

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 フランス史研究 北垣　徹 2

月4 後期 古代キリスト教文化論B 田代　英樹 2

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 22期以降

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

火1 通年 日本史学(5) 赤司　友徳 1 21期以前

火1 通年 日本文学(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前

火1 前期 比較文化史A 坂元　一光 2

火1 前期 ジャーナリズムC 飯田　和郎　ほか 3

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 22期以降

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原　義博　ほか 1

火1 後期 比較文化史B 坂元　一光 2

火1 後期 ジャーナリズムD 飯田　和郎　ほか 3

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 22期以降

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村　敬治　ほか 1

火2 通年 論理学 境　有美 1 21期以前

火2 通年 西洋史学(2) 山本　達夫 1 21期以前

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 フランス文学研究I 和田　光昌 3

火2 前期 国語学A 蛭沼　芽衣 2

火2 前期 比較文化概論A 坂元　一光 2

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 金2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 22期以降

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 22期以降

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 自然科学概論I 松村　敬治　ほか 1

火2 後期 国語学B 蛭沼　芽衣 2

火2 後期 比較文化概論B 坂元　一光 2

火2 後期 論理学B 境　有美 1 22期以降

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 22期以降

火2 後期 心理学II(1) 廣瀬　信之 1

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野　正明　ほか 1

火3 通年 音楽史 堀　朋平 1 21期以前
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火3 前期 イタリア・地中海文化論A 山田　順 2

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 22期以降

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 イタリア・地中海文化論B 山田　順 2

火3 後期 ボランティア活動論 田中　康雄 1

火3 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 3 木2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 22期以降

火3 後期 心理学II(2) 廣瀬　信之 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 哲学(4) 柴田　篤 1 21期以前

火4 通年 東洋史学(1) 久芳　崇 1 21期以前

火4 前期 表象文化史A 柳沢　史明 2

火4 前期 ジャーナリズムA 繁竹　治顕 3

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 22期以降

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 22期以降

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 表象文化史B 柳沢　史明 2

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 木1

火4 後期 ジャーナリズムB 繁竹　治顕 3

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 22期以降

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 22期以降

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 通年 商法概論 横尾　亘/藤林　大地 3

水1 通年 日本史学(2) 朱雀　信城 1 21期以前

水1 通年 東洋史学(2) 陳　青鳳 1 21期以前

水1 前期 文化創造論A 栗原　詩子 2

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 22期以降

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 22期以降

水1 後期 文化創造論B 栗原　詩子 2

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 22期以降

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 22期以降

水2 通年 哲学(1) 円谷　裕二 1 21期以前

水2 前期 フランスモード研究 眞下　弘子 2

水2 前期 芸術文化史A 松原　知生 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 22期以降

水2 後期 芸術文化史B 松原　知生 2

水2 後期 国際経済法 小寺　智史 3

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 通年 哲学(2) 円谷　裕二 1 21期以前

水3 通年 日本史学(3) 宮崎　克則　ほか 1 21期以前

水3 前期 国際環境法 佐古田　彰 2

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 22期以降

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 22期以降

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則 ほか 1 22期以降

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

水4 前期 美学・芸術学A 円谷　裕二 2

水4 後期 美学・芸術学B 円谷　裕二 2

木1 前期 文化人類学A(1) 伊東　未来 2

木1 前期 心理学I(1) 馬場　健彦 1

木1 後期 文化人類学B(1) 伊東　未来 2

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 火4

木2 通年 倫理学 藤田　公二郎 1 21期以前

木2 通年 西洋史学(1) 光吉　淑江 1 21期以前

木2 前期 ヨーロッパ文学論A 二藤　拓人 2

木2 前期 ヨーロッパ史A 河野　雄一 2

木2 前期 言語学A 漆原　朗子 3

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 22期以降

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 22期以降

木2 前期 心理学I(2) 馬場　健彦 1

木2 後期 ヨーロッパ文学論B 二藤　拓人 2

木2 後期 ヨーロッパ史B 河野　雄一 2

木2 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 3 火3

木2 後期 国際人権法 根岸　陽太 2

木2 後期 言語学B 漆原　朗子 3

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 22期以降

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 22期以降

木3 通年 日本文学(4) 内田　友子 1 21期以前

木3 前期 ヨーロッパ・ケルト文化論A 平島　直一郎 2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 22期以降
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木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 ヨーロッパ・ケルト文化論B 平島　直一郎 2

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 月2

木3 後期 国際関係史 山本　健 2 月3

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 22期以降

木4 通年 西洋史学(3) 丹後　享 1 21期以前

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 22期以降

木4 後期 フランス事情 山本　健 2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 22期以降

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 通年 国際ビジネス 中村　芳生 2

金1 通年 哲学(3) 脇　崇晴 1 21期以前

金1 通年 日本史学(4) 梶嶋　政司 1 21期以前

金1 前期 文化社会学A 伊東　未来 2

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 22期以降

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 22期以降

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 文化社会学B 伊東　未来 2

金1 後期 保険史 小川　浩昭 2 臨時開講科目　18期以前

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 22期以降

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 22期以降

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 通年 日本史学(1) 原田　諭 1 21期以前

金2 前期 フランス映画論II Ｔ．トリュベール 3

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 火2

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 22期以降

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 フランス食文化研究 武末　祐子 2

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 22期以降

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1 臨時開講科目

金3 通年 日本文学(1) 野松　循子 1 21期以前

金3 前期 アジア大衆文化論A 西谷　郁 2

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 22期以降

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(3)」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 ヨーロッパ・地中海文化史A 内島　美奈子 2

金3 後期 アジア大衆文化論B 西谷　郁 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 22期以降

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(3)」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

金4 通年 中国文学 竹村　則行 1 21期以前

金4 前期 フランス文化遺産論 和田　光昌 2

金4 前期 表象文化論A 松原　知生 2

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 22期以降

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(4)」

金4 後期 フランス表象文化論 武末　祐子　ほか 2

金4 後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 山田　順 2

金4 後期 表象文化論B 松原　知生 2

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 2

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 22期以降

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前は通年科目「社会学(4)」
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月1 前期 保険総論 小川　浩昭 2

月1 前期 管理会計論I 森光　高大 2

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期以前は通年「日本文学(2)」

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 1

月1 後期 保険各論 小川　浩昭 2

月1 後期 管理会計論II 森光　高大 2

月1 後期 生産管理論 王　暁華 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期以前は通年「日本文学(2)」

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 金融システム論 西田　顕生 2

月2 前期 経営分析論I 原口　健太郎 2

月2 前期 情報ネットワーク論 吉武　春光 2

月2 前期 日本経済論 小野　浩 3 木3

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2 21期以前は「国際政治論」

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 多国籍企業論 王　忠毅 2

月2 後期 経営分析論II 原口　健太郎 2

月2 後期 知識情報処理論 吉武　春光 2

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 木3

月2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 1

月3 前期 外国為替論 前田　淳 2

月3 前期 簿記原理III(1) 福浦　幾巳 2

月3 前期 国際経営論 藤岡　豊 2

月3 前期 金融論 相模　裕一 3 水1

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 簿記原理IV(1) 福浦　幾巳 2

月3 後期 国際経営史 藤岡　豊 2

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 3 金3

月3 後期 憲法 横田　守弘 2 木3

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期以前は通年「美術史」

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 現代企業論 真木　圭亮 2

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期以前は通年「美術史」

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月5 後期 マーケティング戦略論 方　慧美 2

火1 前期 会計学入門(1) 森光　高大　ほか 1

火1 前期 消費者政策論 笹川　洋平 2

火1 前期 経営史 小野寺　香月 2

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学(5)」

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前は通年「日本文学(3)」

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原/三浦 2

火1 後期 商学入門(1) 福田　晴仁　ほか 1

火1 後期 日本経営史 小野寺　香月 2

火1 後期 経済政策 三宅　伸治 2 金2

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学(5)」

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前は通年「日本文学(3)」

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村/望岡 2

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 2

火2 前期 原価計算論I 小川　哲彦 2 23期以前は臨時開講科目

火2 前期 マーケティング論 三井　雄一 2

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 金2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期以前は通年「西洋史学(2)」
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火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 自然科学概論I 松村/町田 2

火2 後期 原価計算論II 小川　哲彦 2 23期以前は臨時開講科目

火2 後期 労働法 有田　謙司 3 金2

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期以前は通年「西洋史学(2)」

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野/町田 2

火3 前期 ロジスティクス論 福田　晴仁 2

火3 前期 工業簿記論I(1) 小川　哲彦 2

火3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 金3

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 21期以前は通年「音楽史」

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 国際ビジネス論II 王　忠毅 2

火3 後期 工業簿記論II(1) 小川　哲彦 2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 21期以前は通年「音楽史」

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 経済法 岩本　諭 3

火4 前期 交通論 福田　晴仁 2

火4 前期 財政学総論 近藤　春生 3 金2

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学(4)」

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学(1)」

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 観光ビジネス論 福田　晴仁 2

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 木1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学(4)」

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学(1)」

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 海外ビジネス事情I 藤川　昇悟 2

水1 前期 銀行論 西田　顕生 2

水1 前期 租税法論I 福浦　幾巳 2

水1 前期 労務管理論 平木　真朗 2

水1 前期 金融論 相模　裕一 3 月3

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学(2)」

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学(2)」

水1 後期 金融政策論 西田　顕生 2

水1 後期 租税法論II 福浦　幾巳 2

水1 後期 報償管理論 平木　真朗 2

水1 後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学(2)」

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学(2)」

水2 前期 会計監査論I 伊藤　龍峰 2

水2 前期 財務管理論I 鄭　義哲 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(1)」

水2 後期 会計監査論II 伊藤　龍峰 2

水2 後期 財務管理論II 鄭　義哲 2

水2 後期 計量経済学 瀧井　貞行 3 木4

水2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月2

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(1)」

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(2)」

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期以前は通年「日本史学(3)」

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(2)」

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　ほか 1 21期以前は通年「日本史学(3)」

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 経営学入門(2) 藤岡　豊　ほか 1

木1 前期 市場調査論 加藤　淳一 2

木1 前期 工業簿記論I(2) 森光　高大 2

木1 後期 経営情報学入門(2) 田中　謙一郎　ほか 1

木1 後期 工業簿記論II(2) 森光　高大 2

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 火4

木2 前期 証券市場論 高山　浩二 2

木2 前期 簿記原理III(2) 高橋　聡 2

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2 21期以前は「国際政治論」

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期以前は通年「西洋史学(1)」

木2 前期 社会学I(1) 高野　和良 1 18期以前は通年「社会学(1)」

木2 後期 証券論 高山　浩二 2

木2 後期 簿記原理IV(2) 高橋　聡 2

木2 後期 キャリア・ディベロップメント論 高野　一郎 2
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木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期以前は通年「西洋史学(1)」

木2 後期 社会学II(1) 高野　和良 1 18期以前は通年「社会学(1)」

木3 前期 ビジネス・スタディ特殊講義 竹田　賢司 3

木3 前期 日本経済論 小野　浩 3 月2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期以前は通年「日本文学(4)」

木3 前期 社会学I(2) 森　康司 1 18期以前は通年「社会学(2)」

木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 月2

木3 後期 憲法 横田　守弘 2 月3

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期以前は通年「日本文学(4)」

木3 後期 社会学II(2) 森　康司 1 18期以前は通年「社会学(2)」

木4 前期 商業史総論 宮地　英敏 1

木4 前期 財務諸表論I 高橋　聡 2

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期以前は通年「西洋史学(3)」

木4 後期 金融史 高山　浩二 2

木4 後期 財務諸表論II 高橋　聡 2

木4 後期 計量経済学 瀧井　貞行 3 水2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期以前は通年「西洋史学(3)」

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 前期 国際ビジネス論I 藤川　昇悟 2

金1 前期 国際会計論I 佐藤　信彦 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学(3)」

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学(4)」

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 保険史 小川　浩昭 2 18期以前は臨時開講科目

金1 後期 国際会計論II 佐藤　信彦 2

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学(3)」

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学(4)」

金1 後期 心理学II(3) 馬場　健彦 1

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 流通システム論 渦原　実男 2

金2 前期 工業簿記実習 森光　高大 2

金2 前期 経営戦略論 工藤　秀雄 2

金2 前期 情報システム論 史　一華 2

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 火2

金2 前期 財政学総論 近藤　春生 3 火4

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学(1)」

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 流通総論 渦原　実男 1

金2 後期 簿記会計史 工藤　栄一郎 2

金2 後期 商業簿記実習 伊藤　龍峰 2

金2 後期 経済政策 三宅　伸治 2 火1

金2 後期 労働法 有田　謙司 3 火2

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学(1)」

金2 後期 心理学II(4) 馬場　健彦 1

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金3 前期 会計学原理I 工藤　栄一郎 2

金3 前期 情報処理概論 吉武　春光 1

金3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 火3

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期以前は通年「日本文学(1)」

金3 前期 心理学I(3) 馬場　健彦 1

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(3)」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 商業政策論 渦原　実男 2

金3 後期 会計学原理II 工藤　栄一郎 2

金3 後期 組織行動論 藤村　まこと 2

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 3 月3

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期以前は通年「日本文学(1)」

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(3)」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 21期以前は通年「中国文学」

金4 前期 心理学I(4) 馬場　健彦 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(4)」

金4 後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 21期以前は通年「中国文学」

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(4)」
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月1 前期 保険総論 小川　浩昭 2

月1 前期 管理会計論I 森光　高大 2

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期以前は通年「日本文学(2)」

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 1

月1 後期 生産管理論 王　暁華 2

月1 後期 保険各論 小川　浩昭 2

月1 後期 管理会計論II 森光　高大 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期以前は通年「日本文学(2)」

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 情報ネットワーク論 吉武　春光 2

月2 前期 金融システム論 西田　顕生 2

月2 前期 経営分析論I 原口　健太郎 2

月2 前期 日本経済論 小野　浩 3 木3

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2 21期以前は「国際政治論」

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 知識情報処理論 吉武　春光 2

月2 後期 多国籍企業論 王　忠毅 2

月2 後期 経営分析論II 原口　健太郎 2

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 木3

月2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 1

月3 前期 国際経営論 藤岡　豊 2

月3 前期 外国為替論 前田　淳 2

月3 前期 簿記原理III(1) 福浦　幾巳 2

月3 前期 金融論 相模　裕一 3 水1

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 国際経営史 藤岡　豊 2

月3 後期 簿記原理IV(1) 福浦　幾巳 2

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 3 金3

月3 後期 憲法 横田　守弘 2 木3

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期以前は通年「美術史」

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 現代企業論 真木　圭亮 2

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期以前は通年「美術史」

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月5 後期 マーケティング戦略論 方　慧美 2

火1 前期 会計学入門(2) 原口　健太郎　ほか 1

火1 前期 経営史 小野寺　香月 2

火1 前期 消費者政策論 笹川　洋平 2

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学(5)」

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前は通年「日本文学(3)」

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原/三浦 2

火1 後期 商学入門(2) 西田　顕生　ほか 1

火1 後期 日本経営史 小野寺　香月 2

火1 後期 経済政策 三宅　伸治 2 金2

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学(5)」

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前は通年「日本文学(3)」

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村/望岡 2

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 2

火2 前期 マーケティング論 三井　雄一 2

火2 前期 原価計算論I 小川　哲彦 2 23期以前は臨時開講科目

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 金2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期以前は通年「西洋史学(2)」
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火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 自然科学概論I 松村/町田 2

火2 後期 原価計算論II 小川　哲彦 2 23期以前は臨時開講科目

火2 後期 労働法 有田　謙司 3 金2

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期以前は通年「西洋史学(2)」

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野/町田 2

火3 前期 ロジスティクス論 福田　晴仁 2

火3 前期 工業簿記論I(1) 小川　哲彦 2

火3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 金3

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 21期以前は通年「音楽史」

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 国際ビジネス論II 王　忠毅 2

火3 後期 工業簿記論II(1) 小川　哲彦 2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 21期以前は通年「音楽史」

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 経済法 岩本　諭 3

火4 前期 交通論 福田　晴仁 2

火4 前期 財政学総論 近藤　春生 3 金2

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学(4)」

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学(1)」

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 観光ビジネス論 福田　晴仁 2

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 木1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学(4)」

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学(1)」

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 労務管理論 平木　真朗 2

水1 前期 海外ビジネス事情I 藤川　昇悟 2

水1 前期 銀行論 西田　顕生 2

水1 前期 租税法論I 福浦　幾巳 2

水1 前期 金融論 相模　裕一 3 月3

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学(2)」

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学(2)」

水1 後期 報償管理論 平木　真朗 2

水1 後期 金融政策論 西田　顕生 2

水1 後期 租税法論II 福浦　幾巳 2

水1 後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学(2)」

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学(2)」

水2 前期 財務管理論I 鄭　義哲 2

水2 前期 会計監査論I 伊藤　龍峰 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(1)」

水2 後期 財務管理論II 鄭　義哲 2

水2 後期 会計監査論II 伊藤　龍峰 2

水2 後期 計量経済学 瀧井　貞行 3 木4

水2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月2

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(1)」

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(2)」

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期以前は通年「日本史学(3)」

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(2)」

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　ほか 1 21期以前は通年「日本史学(3)」

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 経営学入門(1) 平木　真朗　ほか 1

木1 前期 市場調査論 加藤　淳一 2

木1 前期 工業簿記論I(2) 森光　高大 2

木1 後期 経営情報学入門(1) 小島　平夫　ほか 1

木1 後期 工業簿記論II(2) 森光　高大 2

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 火4

木2 前期 証券市場論 高山　浩二 2

木2 前期 簿記原理III(2) 高橋　聡 2

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2 21期以前は「国際政治論」

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期以前は通年「西洋史学(1)」

木2 前期 社会学I(1) 高野　和良 1 18期以前は通年「社会学(1)」

木2 後期 キャリア・ディベロップメント論 高野　一郎 2

木2 後期 証券論 高山　浩二 2

木2 後期 簿記原理IV(2) 高橋　聡 2
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木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期以前は通年「西洋史学(1)」

木2 後期 社会学II(1) 高野　和良 1 18期以前は通年「社会学(1)」

木3 前期 ビジネス・スタディ特殊講義 竹田　賢司 3

木3 前期 日本経済論 小野　浩 3 月2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期以前は通年「日本文学(4)」

木3 前期 社会学I(2) 森　康司 1 18期以前は通年「社会学(2)」

木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 月2

木3 後期 憲法 横田　守弘 2 月3

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期以前は通年「日本文学(4)」

木3 後期 社会学II(2) 森　康司 1 18期以前は通年「社会学(2)」

木4 前期 商業史総論 宮地　英敏 1

木4 前期 財務諸表論I 高橋　聡 2

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期以前は通年「西洋史学(3)」

木4 後期 金融史 高山　浩二 2

木4 後期 財務諸表論II 高橋　聡 2

木4 後期 計量経済学 瀧井　貞行 3 水2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期以前は通年「西洋史学(3)」

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 前期 国際ビジネス論I 藤川　昇悟 2

金1 前期 国際会計論I 佐藤　信彦 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学(3)」

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学(4)」

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 保険史 小川　浩昭 2 18期以前は臨時開講科目

金1 後期 国際会計論II 佐藤　信彦 2

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学(3)」

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学(4)」

金1 後期 心理学II(3) 馬場　健彦 1

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 経営戦略論 工藤　秀雄 2

金2 前期 情報システム論 史　一華 2

金2 前期 流通システム論 渦原　実男 2

金2 前期 工業簿記実習 森光　高大 2

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 火2

金2 前期 財政学総論 近藤　春生 3 火4

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学(1)」

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 流通総論 渦原　実男 1

金2 後期 簿記会計史 工藤　栄一郎 2

金2 後期 商業簿記実習 伊藤　龍峰 2

金2 後期 経済政策 三宅　伸治 2 火1

金2 後期 労働法 有田　謙司 3 火2

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学(1)」

金2 後期 心理学II(4) 馬場　健彦 1

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金3 前期 情報処理概論 吉武　春光 1

金3 前期 会計学原理I 工藤　栄一郎 2

金3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 火3

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期以前は通年「日本文学(1)」

金3 前期 心理学I(3) 馬場　健彦 1

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(3)」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 組織行動論 藤村　まこと 2

金3 後期 商業政策論 渦原　実男 2

金3 後期 会計学原理II 工藤　栄一郎 2

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 3 月3

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期以前は通年「日本文学(1)」

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(3)」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 21期以前は通年「中国文学」

金4 前期 心理学I(4) 馬場　健彦 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(4)」

金4 後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 21期以前は通年「中国文学」

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(4)」
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月1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 木1

月1 前期 保険総論 小川　浩昭 3

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 後期 保険各論 小川　浩昭 3

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 日本経済論 小野　浩 3 木3

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(3) 藤永　豪 1

月3 前期 金融論 相模　裕一 3 水1

月3 前期 簿記原理III(1) 福浦　幾巳 2

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 金3

月3 後期 簿記原理IV(1) 福浦　幾巳 2

月3 後期 憲法 横田　守弘 3 木3

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期生以前は通年4単位「美術史」

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期生以前は通年4単位「美術史」

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

月5 後期 マーケティング戦略論 方　慧美 3

火1 前期 環境政策 小出　秀雄 3 金4

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原/三浦 2

火1 後期 経済政策I 三宅　伸治 2 金2

火1 後期 比較経済体制論 上垣　彰 3 金3

火1 後期 日本経営史 小野寺　香月 2

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村/望岡 2

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 2

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 金2

火2 前期 経済思想史 江里口　拓 2 金1

火2 前期 マーケティング論 三井　雄一 3

火2 前期 原価計算論I 小川　哲彦 2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期生以前は通年4単位「論理学」

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 環境地理I(3) 藤永　豪 1

火2 前期 自然科学概論I 松村/町田 1

火2 後期 国際経済政策 本間　正義 3 木3

火2 後期 原価計算論II 小川　哲彦 2

火2 後期 労働法 有田　謙司 3 金2

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期生以前は通年4単位「論理学」

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野/町田 1

火3 前期 経済数学II 市東　亘 2 金4

火3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 金3

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 21期生以前は通年4単位「音楽史」

火3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1
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火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 1 木2

火3 後期 ボランティア活動論 田中　康雄 1

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 21期生以前は通年4単位「音楽史」

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 経済法 岩本　諭 3

火4 前期 財政学総論 近藤　春生 3 金2

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 木1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 金融論 相模　裕一 3 月3

水1 前期 銀行論 西田　顕生 3

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

水1 後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

水1 後期 金融政策論 西田　顕生 3

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

水2 前期 会計監査論I 伊藤　龍峰 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水2 後期 計量経済学I 瀧井　貞行 2 木4

水2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月2

水2 後期 会計監査論II 伊藤　龍峰 2

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則、他 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 月1

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 火4

木2 前期 証券市場論 高山　浩二 3

木2 前期 簿記原理III(2) 高橋　聡 2

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期生以前は通年4単位「倫理学」

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木2 前期 社会学I(1) 高野　和良 2 18期生以前は通年4単位「社会学」

木2 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 1 火3

木2 後期 証券論 高山　浩二 3

木2 後期 簿記原理IV(2) 高橋　聡 2

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期生以前は通年4単位「倫理学」

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木2 後期 社会学II(1) 高野　和良 2 18期生以前は通年4単位「社会学」

木3 前期 日本経済論 小野　浩 3 月2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

木3 前期 社会学I(2) 森　康司 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 国際経済政策 本間　正義 3 火2

木3 後期 憲法 横田　守弘 3 月3

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

木3 後期 社会学II(2) 森　康司 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木4 後期 計量経済学I 瀧井　貞行 2 水2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 前期 経済思想史 江里口　拓 2 火2

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」
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金1 後期 心理学II(3) 馬場　健彦 1

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 火2

金2 前期 財政学総論 近藤　春生 3 火4

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 経済政策I 三宅　伸治 2 火1

金2 後期 労働法 有田　謙司 3 火2

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

金2 後期 心理学II(4) 馬場　健彦 1

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 火3

金3 前期 会計学原理I 工藤　栄一郎 2

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

金3 前期 心理学I(3) 馬場　健彦 1

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 月3

金3 後期 比較経済体制論 上垣　彰 3 火1

金3 後期 会計学原理II 工藤　栄一郎 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

金4 前期 経済数学II 市東　亘 2 火3

金4 前期 環境政策 小出　秀雄 3 火1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 21期生以前は通年4単位「中国文学」

金4 前期 心理学I(4) 馬場　健彦 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

金4 後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 3

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 21期生以前は通年4単位「中国文学」

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」
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月1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 木1

月1 前期 保険総論 小川　浩昭 3

月1 前期 国際私法I（総論・家族法） 釜谷　真史 3 木1

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 後期 保険各論 小川　浩昭 3

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 日本経済論 小野　浩 3 木3

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 生命科学I(1) 山根　明弘 1

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 1 木3

月2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(3) 藤永　豪 1

月3 前期 金融論 相模　裕一 3 水1

月3 前期 簿記原理III(1) 福浦　幾巳 2

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

月3 後期 経済数学I(2) 相模　裕一 1 水3

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 金3

月3 後期 簿記原理IV(1) 福浦　幾巳 2

月3 後期 憲法 横田　守弘 3 木3

月3 後期 国際関係史 山本　健 2 木3

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 生命科学II(2) 山根　明弘 1

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期生以前は通年4単位「美術史」

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期生以前は通年4単位「美術史」

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月5 後期 マーケティング戦略論 方　慧美 3

火1 前期 環境政策 小出　秀雄 3 金4

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

火1 前期 地球科学I(4) 坂井　卓 1

火1 前期 環境の科学I 桑原/三浦 2

火1 後期 経済政策I 三宅　伸治 2 金2

火1 後期 比較経済体制論 上垣　彰 3 金3

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

火1 後期 地球科学II(4) 坂井　卓 1

火1 後期 環境の科学II 松村/望岡 2

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 2

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 金2

火2 前期 経済思想史 江里口　拓 2 金1

火2 前期 マーケティング論 三井　雄一 3

火2 前期 原価計算論I 小川　哲彦 2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期生以前は通年4単位「論理学」

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 地球科学I(5) 坂井　卓 1

火2 前期 環境地理I(3) 藤永　豪 1

火2 前期 自然科学概論I 松村/町田 1

火2 後期 国際経済政策 本間　正義 3 木3

火2 後期 原価計算論II 小川　哲彦 2

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期生以前は通年4単位「論理学」

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

火2 後期 地球科学II(5) 坂井　卓 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野/町田 1

火3 前期 経済数学II 市東　亘 2 金4

火3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 金3
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火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 21期生以前は通年4単位「音楽史」

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 1 木2

火3 後期 ボランティア活動論 田中　康雄 1

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 21期生以前は通年4単位「音楽史」

火3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 経済法 岩本　諭 3

火4 前期 財政学総論 近藤　春生 3 金2

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 木1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

火4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 金融論 相模　裕一 3 月3

水1 前期 海外ビジネス事情I 藤川　昇悟 3

水1 前期 銀行論 西田　顕生 3

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

水1 後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

水1 後期 金融政策論 西田　顕生 3

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期生以前は通年4単位「東洋史学」

水2 前期 会計監査論I 伊藤　龍峰 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水2 後期 計量経済学I 瀧井　貞行 2 木4

水2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月2

水2 後期 会計監査論II 伊藤　龍峰 2

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水3 後期 経済数学I(2) 相模　裕一 1 月3

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則、他 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 月1

木1 前期 国際私法I（総論・家族法） 釜谷　真史 3 月1

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 1 火4

木2 前期 証券市場論 高山　浩二 3

木2 前期 簿記原理III(2) 高橋　聡 2

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期生以前は通年4単位「倫理学」

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木2 前期 社会学I(1) 高野　和良 2 18期生以前は通年4単位「社会学」

木2 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 1 火3

木2 後期 証券論 高山　浩二 3

木2 後期 簿記原理IV(2) 高橋　聡 2

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期生以前は通年4単位「倫理学」

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木2 後期 社会学II(1) 高野　和良 2 18期生以前は通年4単位「社会学」

木3 前期 日本経済論 小野　浩 3 月2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

木3 前期 社会学I(2) 森　康司 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

木3 前期 生命科学I(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 1 月2

木3 後期 国際経済政策 本間　正義 3 火2

木3 後期 憲法 横田　守弘 3 月3

木3 後期 国際関係史 山本　健 2 月3

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

木3 後期 社会学II(2) 森　康司 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木4 後期 計量経済学I 瀧井　貞行 2 水2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期生以前は通年4単位「西洋史学」

木4 後期 生命科学II(6) 小田切　顕一 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1



経済学部　国際経済学科

26/47

曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

金1 前期 経済思想史 江里口　拓 2 火2

金1 前期 国際ビジネス論I 藤川　昇悟 3

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期生以前は通年4単位「哲学」

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

金1 後期 心理学II(3) 馬場　健彦 1

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 1 火2

金2 前期 財政学総論 近藤　春生 3 火4

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 生命科学I(7) 芋川　浩 1

金2 後期 経済政策I 三宅　伸治 2 火1

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期生以前は通年4単位「日本史学」

金2 後期 心理学II(4) 馬場　健彦 1

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金3 前期 産業組織論 加藤　浩 3 火3

金3 前期 会計学原理I 工藤　栄一郎 2

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

金3 前期 心理学I(3) 馬場　健彦 1

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 月3

金3 後期 比較経済体制論 上垣　彰 3 火1

金3 後期 会計学原理II 工藤　栄一郎 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期生以前は通年4単位「日本文学」

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金3 後期 生命科学II(8) 芋川　浩 1

金4 前期 経済数学II 市東　亘 2 火3

金4 前期 環境政策 小出　秀雄 3 火1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 21期生以前は通年4単位「中国文学」

金4 前期 心理学I(4) 馬場　健彦 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」

金4 後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 3

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 21期生以前は通年4単位「中国文学」

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期生以前は通年4単位「社会学」



法学部　法律学科

27/47

曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

月1 前期 国際私法I（総論・家族法） 釜谷　真史 2 木1 18期以前「国際私法」

月1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 木1

月1 前期 保険総論 小川　浩昭 2

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期以前「日本文学B(2)」と併せて「日本文学(2)」（4単位）

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 2

月1 後期 刑事手続法（刑事訴訟法） 小山　雅亀 2 木1

月1 後期 保険各論 小川　浩昭 2

月1 後期 日本文化論A 西村　将洋 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期以前「日本文学A(2)」と併せて「日本文学(2)」（4単位）

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 2

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 地域共同体法 Ｊ．Ｓ．ブロイゼ 3

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2

月2 前期 日本経済論 小野　浩 3 木3

月2 前期 日本文化史A 尹　芝惠 2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 2

月2 後期 民法（物権） 田中　英司 2 木2

月2 後期 法社会学 山田　恵子 3 木2 シラバス記載の受講条件を要確認。

月2 後期 政治思想史 鵜飼　健史 3 木2

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 木3

月2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水2

月2 後期 多国籍企業論 王　忠毅 2

月2 後期 日本文化史B 尹　芝惠 2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 2

月2 後期 生命科学II(1) 山根　明弘 1

月3 前期 憲法II(基本的人権)(日本国憲法２単位を含む。) 赤坂　幸一 2 木3

月3 前期 地方自治法 小林　博志 3 木3

月3 前期 簿記原理III(1) 福浦　幾巳 2

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 前期 生命科学I(2) 山根　明弘 1

月3 後期 憲法I(総論・統治機構)(日本国憲法２単位を含む。) 横田　守弘 1 木3

月3 後期 法制史 中野　万葉子 3 木3

月3 後期 国際関係史 山本　健 2 木3 18期以前「外交史」

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 金3

月3 後期 簿記原理IV(1) 福浦　幾巳 2

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 環境地理II(4) 藤永　豪 2

月3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

月4 前期 行政救済法 勢一　智子 3 水3

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期以前「美術史B」と併せて「美術史」（4単位）

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 民法（親族・相続） 宮崎　幹朗 2 木4

月4 後期 比較政治学 鵜飼　健史 2 木4

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期以前「美術史A」と併せて「美術史」（4単位）

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

火1 前期 民事手続法I（判決手続） 奥　博司 2 金1

火1 前期 ジャーナリズムC 飯田　和郎 ほか 3

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期以前「日本史学B(5)」と併せて「日本史学(5)」（4単位）

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前「日本文学B(3)」と併せて「日本文学(3)」（4単位）

火1 前期 環境地理I(4) 藤永　豪 2

火1 前期 環境の科学I 桑原　義博/三浦　好典 1

火1 後期 民事手続法III（倒産処理法） 奥　博司 3 金1

火1 後期 ジャーナリズムD 飯田　和郎　ほか 3

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期以前「日本史学A(5)」と併せて「日本史学(5)」（4単位）

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前「日本文学A(3)」と併せて「日本文学(3)」（4単位）

火1 後期 環境の科学II 松村　敬治/望岡　典隆 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 国際法I(2) 小寺　智史 2 金2

火2 前期 団体的労使関係法 有田　謙司 3 金2

火2 前期 国際民事手続法 多田　望 3
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火2 前期 地域研究II（アメリカ） Ｓ．Ａ．ウエストン 2

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 金2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期以前「論理学B」と併せて「論理学」（4単位）

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期以前「西洋史学B(2)」と併せて「西洋史学(2)」（4単位）

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 自然科学概論I 松村　敬治/町田　真美 1

火2 後期 個別的労使関係法 有田　謙司 2 金2

火2 後期 国際法II 佐古田　彰 1 金2 22期以前は2年次配当

火2 後期 国際開発論 野田　順康 2 18期以前は臨時開講科目

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期以前「論理学A」と併せて「論理学」（4単位）

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期以前「西洋史学A(2)」と併せて「西洋史学(2)」（4単位）

火2 後期 自然科学概論II 塩野　正明/町田　真美 1

火3 前期 知的財産法（概論） 山田　憲一 2

火3 前期 中国・アジア文化史A 梅村　卓 2

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 21期以前「音楽史B」と併せて「音楽史」（4単位）

火3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 国際ビジネス論II 王　忠毅 2

火3 後期 中国・アジア文化史B 梅村　卓 2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 21期以前「音楽史A」と併せて「音楽史」（4単位）

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 経済法 岩本　諭 2

火4 前期 地域研究III（ヨーロッパ） 山本　健 2

火4 前期 財政学総論 近藤　春生 3 金2 23期生以前

火4 前期 表象文化史A 柳沢　史明 2

火4 前期 ジャーナリズムA 繁竹　治顕 3

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期以前「哲学B(4)」と併せて「哲学(4)」（4単位）

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期以前「東洋史学B(1)」と併せて「東洋史学(1)」（4単位）

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 木1

火4 後期 表象文化史B 柳沢　史明 2

火4 後期 ジャーナリズムB 繁竹　治顕 3

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期以前「哲学A(4)」と併せて「哲学(4)」（4単位）

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期以前「東洋史学A(1)」と併せて「東洋史学(1)」（4単位）

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 企業取引法I（商法総則） 横尾　亘 2

水1 前期 地域研究I（アジア太平洋） Ｃ．Ｇ．ウィンクラー 2

水1 前期 銀行論 西田　顕生 2

水1 前期 海外ビジネス事情I 藤川　昇悟 2

水1 前期 労務管理論 平木　真朗 2

水1 前期 考古学A 伊藤　慎二 2

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期以前「日本史学B(2)」と併せて「日本史学(2)」（4単位）

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期以前「東洋史学B(2)」と併せて「東洋史学(2)」（4単位）

水1 後期 刑事政策 平井　佐和子 3

水1 後期 企業取引法II（商取引法） 藤林　大地 2

水1 後期 国際私法II（財産法） 釜谷　真史 3 18期以前は臨時開講科目

水1 後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

水1 後期 金融政策論 西田　顕生 2

水1 後期 報償管理論 平木　真朗 2

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期以前「日本史学A(2)」と併せて「日本史学(2)」（4単位）

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期以前「東洋史学A(2)」と併せて「東洋史学(2)」（4単位）

水2 前期 国際知的財産法 山田　憲一 3

水2 前期 国際協力論 野田　順康 2 18期以前は臨時開講科目

水2 前期 芸術文化史A 松原　知生 2 18期以降

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学B(1)」と併せて「哲学(1)」（4単位）

水2 後期 金融法II（金融商品取引法） 藤林　大地 3 18期以前「金融法II」

水2 後期 国際経済法 小寺　智史 3

水2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月2

水2 後期 芸術文化史B 松原　知生 2 18期以降

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学A(1)」と併せて「哲学(1)」（4単位）

水3 前期 国際関係法入門 多田　望 ほか 1 19期以降

水3 前期 行政救済法 勢一　智子 3 月4

水3 前期 国際環境法 佐古田　彰 2

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学B(2)」と併せて「哲学(2)」（4単位）

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期以前「日本史学B(3)」と併せて「日本史学(3)」（4単位）

水3 後期 国際関係私法概論 多田　望 1 22期以前は2年次配当

水3 後期 海洋法 佐古田　彰 2

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学A(2)」と併せて「哲学(2)」（4単位）

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　ほか 1 21期以前「日本史学A(3)」と併せて「日本史学(3)」（4単位）
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水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 国際私法I（総論・家族法） 釜谷　真史 2 月1 18期以前「国際私法」

木1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 月1

木1 前期 アメリカ・太平洋文化史A 朝立　康太郎 2

木1 後期 刑事手続法（刑事訴訟法） 小山　雅亀 2 月1

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 火4

木1 後期 アメリカ・太平洋文化史B 朝立　康太郎 2

木1 後期 日本文化論B 西村　将洋 2

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2

木2 前期 簿記原理III(2) 高橋　聡 2

木2 前期 ヨーロッパ史A 河野　雄一 2

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期以前「倫理学B」と併せて「倫理学」（4単位）

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期以前「西洋史学B(1)」と併せて「西洋史学(1)」（4単位）

木2 後期 民法（物権） 田中　英司 2 月2

木2 後期 法社会学 山田　恵子 3 月2 シラバス記載の受講条件を要確認。

木2 後期 社会保障法 山下　慎一 3 木3

木2 後期 国際人権法 根岸　陽太 2

木2 後期 政治思想史 鵜飼　健史 3 月2

木2 後期 簿記原理IV(2) 高橋　聡 2

木2 後期 ヨーロッパ史B 河野　雄一 2

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期以前「倫理学A」と併せて「倫理学」（4単位）

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期以前「西洋史学A(1)」と併せて「西洋史学(1)」（4単位）

木3 前期 憲法II(基本的人権)(日本国憲法２単位を含む。) 赤坂　幸一 2 月3

木3 前期 地方自治法 小林　博志 3 月3

木3 前期 国際組織法 佐古田　彰 3

木3 前期 日本経済論 小野　浩 3 月2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期以前「日本文学B(4)」と併せて「日本文学(4)」（4単位）

木3 後期 憲法I(総論・統治機構)(日本国憲法２単位を含む。) 横田　守弘 1 月3

木3 後期 法制史 中野　万葉子 3 月3

木3 後期 社会保障法 山下　慎一 3 木2

木3 後期 国際関係史 山本　健 2 月3 18期以前「外交史」

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 月2

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期以前「日本文学A(4)」と併せて「日本文学(4)」（4単位）

木3 後期 生命科学II(5) 小田切　顕一 1

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 地方自治論 田村　元彦 3

木4 前期 財務諸表論I 高橋　聡 2

木4 前期 古文書学A 宮崎　克則 2

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期以前「西洋史学B(3)」と併せて「西洋史学(3)」（4単位）

木4 前期 生命科学I(6) 小田切　顕一 1

木4 後期 民法（親族・相続） 宮崎　幹朗 2 月4

木4 後期 比較政治学 鵜飼　健史 2 月4

木4 後期 行政学 田村　元彦 3

木4 後期 財務諸表論II 高橋　聡 2

木4 後期 古文書学B 宮崎　克則 2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期以前「西洋史学A(3)」と併せて「西洋史学(3)」（4単位）

木5 前期 社会科学総合講座 田村　元彦/前田　秀一郎 2

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 日本政治論 田村　元彦 2

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 前期 民事手続法I（判決手続） 奥　博司 2 火1

金1 前期 国際紛争解決法 高柴　優貴子 3

金1 前期 国際ビジネス論I 藤川　昇悟 2

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期以前「哲学B(3)」と併せて「哲学(3)」（4単位）

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期以前「日本史学B(4)」と併せて「日本史学(4)」（4単位）

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 民事手続法III（倒産処理法） 奥　博司 3 火1

金1 後期 保険史 小川　浩昭 2 19期以降

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期以前「哲学A(3)」と併せて「哲学(3)」（4単位）

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期以前「日本史学A(4)」と併せて「日本史学(4)」（4単位）

金1 後期 心理学II(3) 馬場　健彦 1

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 国際法I(2) 小寺　智史 2 火2

金2 前期 団体的労使関係法 有田　謙司 3 火2

金2 前期 金融法I（企業決済法） 横尾　亘 3 18期以前「金融法I」

金2 前期 国際取引法 多田　望 2

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 火2

金2 前期 財政学総論 近藤　春生 3 火4 23期生以前

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期以前「日本史学B(1)」と併せて「日本史学(1)」（4単位）

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 地球科学I(1) 上原　誠一郎 1
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金2 後期 個別的労使関係法 有田　謙司 2 火2

金2 後期 民事手続法II（民事執行・保全法） 奥　博司 2

金2 後期 国際法II 佐古田　彰 1 火2 22期以前は2年次配当

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期以前「日本史学A(1)」と併せて「日本史学(1)」（4単位）

金2 後期 心理学II(4) 馬場　健彦 1

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 地球科学II(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 生命科学II(7) 芋川　浩 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1

金3 前期 法哲学I 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 前期 会計学原理I 工藤　栄一郎 2

金3 前期 日本民俗学A 吉田　扶希子 2

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期以前「日本文学B(1)」と併せて「日本文学(1)」（4単位）

金3 前期 心理学I(3) 馬場　健彦 1

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前「社会学II(3)」と併せて「社会学(3)」（4単位）

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 前期 生命科学I(8) 芋川　浩 1

金3 後期 法哲学II 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 月3

金3 後期 会計学原理II 工藤　栄一郎 2

金3 後期 ヨーロッパ・地中海文化史A 内島　美奈子 2

金3 後期 日本民俗学B 吉田　扶希子 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期以前「日本文学A(1)」と併せて「日本文学(1)」（4単位）

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前「社会学I(3)」と併せて「社会学(3)」（4単位）

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 21期以前「中国文学B」と併せて「中国文学」（4単位）

金4 前期 心理学I(4) 馬場　健彦 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前「社会学II(4)」と併せて「社会学(4)」（4単位）

金4 後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

金4 後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 山田　順 2

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 2

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 21期以前「中国文学A」と併せて「中国文学」（4単位）

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前「社会学I(4)」と併せて「社会学(4)」（4単位）



法学部　国際関係法学科

31/47

曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

月1 前期 国際私法I（総論・家族法） 釜谷　真史 2 木1 18期以前「国際私法」

月1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 木1

月1 前期 保険総論 小川　浩昭 2

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期以前「日本文学B(2)」と併せて「日本文学(2)」（4単位）

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 前期 環境地理I(1) 黒田　圭介 2

月1 後期 刑事手続法（刑事訴訟法） 小山　雅亀 2 木1

月1 後期 保険各論 小川　浩昭 2

月1 後期 日本文化論A 西村　将洋 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期以前「日本文学A(2)」と併せて「日本文学(2)」（4単位）

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月1 後期 環境地理II(1) 黒田　圭介 2

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 通年 ドイツ語初級I(6) 野口　達人 1

月2 通年 ドイツ語上級 Ｍ．マンケ 3

月2 通年 中国語初級I(21) 栗山　雅央 1 ＪＡ/Ｊａ

月2 通年 中国語初級I(22) 陳　青鳳 1 ＪＢ/Ｊｂ

月2 通年 中国語初級I(23) 王　貞月 1 ＪＣ/Ｊｃ

月2 通年 中国語初級I(24) 矢羽田　朋子 1 ＪＤ/Ｊｄ

月2 通年 中国語初級I(25) 単　艾テイ 1 ＪＥ/Ｊｅ

月2 通年 中国語初級I(26) 有働　彰子 1 ＪＦ/Ｊｆ

月2 通年 韓国語初級I(8) 崔　秀蓮 1

月2 通年 韓国語初級I(9) 李　昭知 1

月2 通年 韓国語初級I(10) 黄　慶旭 1

月2 通年 韓国語中級(2) 金　恩愛 2

月2 前期 地域共同体法 Ｊ．Ｓ．ブロイゼ 3

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2

月2 前期 日本経済論 小野　浩 3 木3

月2 前期 日本文化史A 尹　芝惠 2

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 前期 環境地理I(2) 黒田　圭介 2

月2 後期 民法（物権） 田中　英司 2 木2

月2 後期 法社会学 山田　恵子 3 木2 シラバス記載の受講条件を要確認。

月2 後期 政治思想史 鵜飼　健史 3 木2

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 木3

月2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水2

月2 後期 多国籍企業論 王　忠毅 2

月2 後期 日本文化史B 尹　芝惠 2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(2) 黒田　圭介 2

月2 後期 生命科学II(1) 山根　明弘 1

月3 前期 憲法II(基本的人権)(日本国憲法２単位を含む。) 赤坂　幸一 2 木3

月3 前期 国際法I(1) 根岸　陽太 1 木3 22期以前は2年次配当

月3 前期 地方自治法 小林　博志 3 木3

月3 前期 簿記原理III(1) 福浦　幾巳 2

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 人権問題論(1) 谷口　研二 2

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 前期 生命科学I(2) 山根　明弘 1

月3 前期 イタリア語初級A(1) 平島　直一郎 1

月3 後期 憲法I(総論・統治機構)(日本国憲法２単位を含む。) 横田　守弘 1 木3

月3 後期 法制史 中野　万葉子 3 木3

月3 後期 国際関係史 山本　健 2 木3 18期以前「外交史」

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 金3

月3 後期 簿記原理IV(1) 福浦　幾巳 2

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 同和問題論(1) 谷口　研二/本田　健吉 2

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 環境地理II(4) 藤永　豪 2

月3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

月3 後期 イタリア語初級B(1) 井手　郁子 1

月4 通年 ラテン語初級II 大月　栄子 1

月4 前期 行政救済法 勢一　智子 3 水3

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期以前「美術史B」と併せて「美術史」（4単位）

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 前期 イタリア語初級A(2) 平島　直一郎 1

月4 後期 民法（親族・相続） 宮崎　幹朗 2 木4

月4 後期 比較政治学 鵜飼　健史 2 木4

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期以前「美術史A」と併せて「美術史」（4単位）
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月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

月4 後期 イタリア語初級B(2) 井手　郁子 1

火1 前期 民事手続法I（判決手続） 奥　博司 2 金1

火1 前期 ジャーナリズムC 飯田　和郎 ほか 3

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期以前「日本史学B(5)」と併せて「日本史学(5)」（4単位）

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前「日本文学B(3)」と併せて「日本文学(3)」（4単位）

火1 前期 環境地理I(4) 藤永　豪 2

火1 前期 環境の科学I 桑原　義博/三浦　好典 1

火1 後期 民事手続法III（倒産処理法） 奥　博司 3 金1

火1 後期 ジャーナリズムD 飯田　和郎　ほか 3

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期以前「日本史学A(5)」と併せて「日本史学(5)」（4単位）

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前「日本文学A(3)」と併せて「日本文学(3)」（4単位）

火1 後期 環境の科学II 松村　敬治/望岡　典隆 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 団体的労使関係法 有田　謙司 3 金2

火2 前期 国際民事手続法 多田　望 3

火2 前期 地域研究II（アメリカ） Ｓ．Ａ．ウエストン 2

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 金2

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期以前「論理学B」と併せて「論理学」（4単位）

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期以前「西洋史学B(2)」と併せて「西洋史学(2)」（4単位）

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 自然科学概論I 松村　敬治/町田　真美 1

火2 後期 個別的労使関係法 有田　謙司 2 金2

火2 後期 国際法II 佐古田　彰 1 金2 22期以前は2年次配当

火2 後期 国際開発論 野田　順康 2 18期以前は臨時開講科目

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期以前「論理学A」と併せて「論理学」（4単位）

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期以前「西洋史学A(2)」と併せて「西洋史学(2)」（4単位）

火2 後期 自然科学概論II 塩野　正明/町田　真美 1

火3 通年 ロシア語初級I 佐藤　正則 1

火3 前期 知的財産法（概論） 山田　憲一 2

火3 前期 中国・アジア文化史A 梅村　卓 2

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 21期以前「音楽史B」と併せて「音楽史」（4単位）

火3 前期 経済学(1) 萩原　駿史 1 金3

火3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 国際ビジネス論II 王　忠毅 2

火3 後期 中国・アジア文化史B 梅村　卓 2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 21期以前「音楽史A」と併せて「音楽史」（4単位）

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 経済法 岩本　諭 2

火4 通年 ラテン語中級 堺　正憲 2

火4 前期 地域研究III（ヨーロッパ） 山本　健 2

火4 前期 財政学総論 近藤　春生 3 金2 23期生以前

火4 前期 表象文化史A 柳沢　史明 2

火4 前期 ジャーナリズムA 繁竹　治顕 3

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期以前「哲学B(4)」と併せて「哲学(4)」（4単位）

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期以前「東洋史学B(1)」と併せて「東洋史学(1)」（4単位）

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 前期 タイ語A 冨松　寛考 1 23期以前は臨時開講科目。

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 木1

火4 後期 表象文化史B 柳沢　史明 2

火4 後期 ジャーナリズムB 繁竹　治顕 3

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期以前「哲学A(4)」と併せて「哲学(4)」（4単位）

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期以前「東洋史学A(1)」と併せて「東洋史学(1)」（4単位）

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 タイ語B 冨松　寛考 1 23期以前は臨時開講科目。

水1 前期 企業取引法I（商法総則） 横尾　亘 2

水1 前期 地域研究I（アジア太平洋） Ｃ．Ｇ．ウィンクラー 2

水1 前期 銀行論 西田　顕生 2

水1 前期 海外ビジネス事情I 藤川　昇悟 2

水1 前期 労務管理論 平木　真朗 2

水1 前期 考古学A 伊藤　慎二 2

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期以前「日本史学B(2)」と併せて「日本史学(2)」（4単位）

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期以前「東洋史学B(2)」と併せて「東洋史学(2)」（4単位）

水1 後期 刑事政策 平井　佐和子 3

水1 後期 企業取引法II（商取引法） 藤林　大地 2
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水1 後期 国際私法II（財産法） 釜谷　真史 3 18期以前は臨時開講科目

水1 後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

水1 後期 金融政策論 西田　顕生 2

水1 後期 報償管理論 平木　真朗 2

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期以前「日本史学A(2)」と併せて「日本史学(2)」（4単位）

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期以前「東洋史学A(2)」と併せて「東洋史学(2)」（4単位）

水2 通年 ドイツ語中級(1) 赤尾　美秀 2

水2 前期 国際知的財産法 山田　憲一 3

水2 前期 国際協力論 野田　順康 2 18期以前は臨時開講科目

水2 前期 芸術文化史A 松原　知生 2 18期以降

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学B(1)」と併せて「哲学(1)」（4単位）

水2 後期 金融法II（金融商品取引法） 藤林　大地 3 18期以前「金融法II」

水2 後期 国際経済法 小寺　智史 3

水2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月2

水2 後期 芸術文化史B 松原　知生 2 18期以降

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学A(1)」と併せて「哲学(1)」（4単位）

水3 通年 中国語上級 単　艾テイ 3

水3 前期 国際関係法入門 多田　望 ほか 1 19期以降

水3 前期 行政救済法 勢一　智子 3 月4

水3 前期 国際環境法 佐古田　彰 2

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学B(2)」と併せて「哲学(2)」（4単位）

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期以前「日本史学B(3)」と併せて「日本史学(3)」（4単位）

水3 前期 イタリア語初級A(4) Ｓ．メディチ 1

水3 後期 国際関係私法概論 多田　望 1 22期以前は2年次配当

水3 後期 海洋法 佐古田　彰 2

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期以前「哲学A(2)」と併せて「哲学(2)」（4単位）

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　ほか 1 21期以前「日本史学A(3)」と併せて「日本史学(3)」（4単位）

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

水3 後期 イタリア語初級B(4) Ｓ．メディチ 1

木1 前期 国際私法I（総論・家族法） 釜谷　真史 2 月1 18期以前「国際私法」

木1 前期 マクロ経済学II 三宅　伸治 2 月1

木1 前期 アメリカ・太平洋文化史A 朝立　康太郎 2

木1 後期 刑事手続法（刑事訴訟法） 小山　雅亀 2 月1

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 火4

木1 後期 アメリカ・太平洋文化史B 朝立　康太郎 2

木1 後期 日本文化論B 西村　将洋 2

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2

木2 前期 簿記原理III(2) 高橋　聡 2

木2 前期 ヨーロッパ史A 河野　雄一 2

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期以前「倫理学B」と併せて「倫理学」（4単位）

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期以前「西洋史学B(1)」と併せて「西洋史学(1)」（4単位）

木2 前期 イタリア語初級A(5) Ｓ．メディチ 1

木2 後期 民法（物権） 田中　英司 2 月2

木2 後期 法社会学 山田　恵子 3 月2 シラバス記載の受講条件を要確認。

木2 後期 社会保障法 山下　慎一 3 木3

木2 後期 国際人権法 根岸　陽太 2

木2 後期 政治思想史 鵜飼　健史 3 月2

木2 後期 簿記原理IV(2) 高橋　聡 2

木2 後期 ヨーロッパ史B 河野　雄一 2

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期以前「倫理学A」と併せて「倫理学」（4単位）

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期以前「西洋史学A(1)」と併せて「西洋史学(1)」（4単位）

木2 後期 イタリア語初級B(5) Ｓ．メディチ 1

木3 通年 中国語中級(2) 宋　宥佳 2

木3 通年 スペイン語初級II フジヨシ　ミヨコ 1

木3 前期 憲法II(基本的人権)(日本国憲法２単位を含む。) 赤坂　幸一 2 月3

木3 前期 国際法I(1) 根岸　陽太 1 月3 22期以前は2年次配当

木3 前期 地方自治法 小林　博志 3 月3

木3 前期 国際組織法 佐古田　彰 3

木3 前期 日本経済論 小野　浩 3 月2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期以前「日本文学B(4)」と併せて「日本文学(4)」（4単位）

木3 前期 イタリア語中級A(1) Ｓ．メディチ 2

木3 後期 憲法I(総論・統治機構)(日本国憲法２単位を含む。) 横田　守弘 1 月3

木3 後期 法制史 中野　万葉子 3 月3

木3 後期 社会保障法 山下　慎一 3 木2

木3 後期 国際関係史 山本　健 2 月3 18期以前「外交史」

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 月2

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期以前「日本文学A(4)」と併せて「日本文学(4)」（4単位）

木3 後期 生命科学II(5) 小田切　顕一 1

木3 後期 イタリア語中級B(1) Ｓ．メディチ 2

木4 通年 ドイツ語中級(2) 平島　直一郎 2

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 地方自治論 田村　元彦 3

木4 前期 財務諸表論I 高橋　聡 2



法学部　国際関係法学科

34/47

曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

木4 前期 古文書学A 宮崎　克則 2

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期以前「西洋史学B(3)」と併せて「西洋史学(3)」（4単位）

木4 前期 生命科学I(6) 小田切　顕一 1

木4 前期 イタリア語中級A(2) Ｓ．メディチ 2

木4 後期 民法（親族・相続） 宮崎　幹朗 2 月4

木4 後期 比較政治学 鵜飼　健史 2 月4

木4 後期 行政学 田村　元彦 3

木4 後期 財務諸表論II 高橋　聡 2

木4 後期 古文書学B 宮崎　克則 2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期以前「西洋史学A(3)」と併せて「西洋史学(3)」（4単位）

木4 後期 イタリア語中級B(2) Ｓ．メディチ 2

木5 前期 社会科学総合講座 田村　元彦/前田　秀一郎 2

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 前期 イタリア語初級A(3) 佐藤　友梨 1

木5 後期 日本政治論 田村　元彦 2

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 イタリア語初級B(3) 平島　直一郎 1

金1 前期 民事手続法I（判決手続） 奥　博司 2 火1

金1 前期 国際紛争解決法 高柴　優貴子 3

金1 前期 国際ビジネス論I 藤川　昇悟 2

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期以前「哲学B(3)」と併せて「哲学(3)」（4単位）

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期以前「日本史学B(4)」と併せて「日本史学(4)」（4単位）

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 民事手続法III（倒産処理法） 奥　博司 3 火1

金1 後期 保険史 小川　浩昭 2 19期以降

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期以前「哲学A(3)」と併せて「哲学(3)」（4単位）

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期以前「日本史学A(4)」と併せて「日本史学(4)」（4単位）

金1 後期 心理学II(3) 馬場　健彦 1

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 通年 韓国語上級 金　銀英 3

金2 通年 スペイン語初級I 辻　博子 1

金2 前期 団体的労使関係法 有田　謙司 3 火2

金2 前期 金融法I（企業決済法） 横尾　亘 3 18期以前「金融法I」

金2 前期 国際取引法 多田　望 2

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 火2

金2 前期 財政学総論 近藤　春生 3 火4 23期生以前

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期以前「日本史学B(1)」と併せて「日本史学(1)」（4単位）

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 地球科学I(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 個別的労使関係法 有田　謙司 2 火2

金2 後期 民事手続法II（民事執行・保全法） 奥　博司 2

金2 後期 国際法II 佐古田　彰 1 火2 22期以前は2年次配当

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期以前「日本史学A(1)」と併せて「日本史学(1)」（4単位）

金2 後期 心理学II(4) 馬場　健彦 1

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 地球科学II(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 生命科学II(7) 芋川　浩 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1

金3 通年 ドイツ語初級II(6) Ｍ．マンケ 1

金3 通年 中国語初級II(21) 単　艾テイ 1 ＪＡ/Ｊａ

金3 通年 中国語初級II(22) 栗山　雅央 1 ＪＢ/Ｊｂ

金3 通年 中国語初級II(23) くずめ　よし 1 ＪＣ/Ｊｃ

金3 通年 中国語初級II(24) 有働　彰子 1 ＪＤ/Ｊｄ

金3 通年 中国語初級II(25) 矢羽田　朋子 1 ＪＥ/Ｊｅ

金3 通年 中国語初級II(26) アイネル　バラティ 1 ＪＦ/Ｊｆ

金3 通年 韓国語初級II(8) 金　銀英 1

金3 通年 韓国語初級II(9) 崔　秀蓮 1

金3 通年 韓国語初級II(10) 曺　銀敬 1

金3 前期 法哲学I 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 前期 会計学原理I 工藤　栄一郎 2

金3 前期 日本民俗学A 吉田　扶希子 2

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期以前「日本文学B(1)」と併せて「日本文学(1)」（4単位）

金3 前期 心理学I(3) 馬場　健彦 1

金3 前期 経済学(1) 萩原　駿史 1 火3

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前「社会学II(3)」と併せて「社会学(3)」（4単位）

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 前期 生命科学I(8) 芋川　浩 1

金3 後期 法哲学II 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 月3

金3 後期 会計学原理II 工藤　栄一郎 2

金3 後期 ヨーロッパ・地中海文化史A 内島　美奈子 2
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金3 後期 日本民俗学B 吉田　扶希子 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期以前「日本文学A(1)」と併せて「日本文学(1)」（4単位）

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前「社会学I(3)」と併せて「社会学(3)」（4単位）

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金4 通年 ラテン語初級I 下園　知弥 1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 21期以前「中国文学B」と併せて「中国文学」（4単位）

金4 前期 心理学I(4) 馬場　健彦 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前「社会学II(4)」と併せて「社会学(4)」（4単位）

金4 後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

金4 後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 山田　順 2

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 2

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 21期以前「中国文学A」と併せて「中国文学」（4単位）

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前「社会学I(4)」と併せて「社会学(4)」（4単位）
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月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 21期以前は通年「日本文学（2）」

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 21期以前は通年「日本文学（2）」

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(3) 藤永　豪 1

月2 後期 生命科学II(1) 山根　明弘 1

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 前期 生命科学I(2) 山根　明弘 1

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 環境地理II(4) 藤永　豪 1

月3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 21期以前は通年「美術史」

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 21期以前は通年「美術史」

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学（5）」

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前は通年「日本文学（3）」

火1 前期 環境地理I(4) 藤永　豪 1

火1 前期 環境の科学I 桑原　義博／三浦　好典 1

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学（5）」

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前は通年「日本文学（3）」

火1 後期 環境の科学II 松村　敬治／望岡　典隆 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 21期以前は通年「西洋史学（2）」

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 環境地理I(3) 藤永　豪 1

火2 前期 自然科学概論I 松村　敬治／町田　真美 1

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 21期以前は通年「西洋史学（2）」

火2 後期 心理学II(1) 廣瀬　信之 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野　正明／町田　真美 1

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 21期以前は通年「音楽史」

火3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 21期以前は通年「音楽史」

火3 後期 心理学II(2) 廣瀬　信之 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学（4）」

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学（1）」

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学（4）」

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学（1）」

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学（2）」

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学（2）」

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学（2）」

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学（2）」

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学（1）」

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学（1）」

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学（2）」

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期以前は通年「日本史学（3）」

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学（2）」

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　他 1 21期以前は通年「日本史学（3）」

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 心理学I(1) 馬場　健彦 1

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 21期以前は通年「西洋史学（1）」
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木2 前期 心理学I(2) 馬場　健彦 1

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 21期以前は通年「西洋史学（1）」

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 21期以前は通年「日本文学（4）」

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 21期以前は通年「日本文学（4）」

木3 後期 生命科学II(5) 小田切　顕一 1

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 21期以前は通年「西洋史学（3）」

木4 前期 生命科学I(6) 小田切　顕一 1

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 21期以前は通年「西洋史学（3）」

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学（3）」

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学（4）」

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学（3）」

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学（4）」

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学（1）」

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 地球科学I(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1 臨時開講科目

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学（1）」

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 地球科学II(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 生命科学II(7) 芋川　浩 1

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 21期以前は通年「日本文学（1）」

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 前期 生命科学I(8) 芋川　浩 1

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 21期以前は通年「日本文学（1）」

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1
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月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 後期 福祉工学II 井手・後藤 3 【オムニバス科目】

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 身体動作学 田原　亮二 1 22期以前は臨時開講科目

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(3) 藤永　豪 1

月2 後期 生命科学II(1) 山根　明弘 1

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 前期 生命科学I(2) 山根　明弘 1

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 環境地理II(4) 藤永　豪 1

月3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3 ※週2回科目

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学(5)」

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1

火1 前期 環境地理I(4) 藤永　豪 1

火1 前期 環境の科学I 桑原　義博 1

火1 前期 環境の科学I 三浦　好典 1

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 21期以前は通年「日本史学(5)」

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1

火1 後期 環境の科学II 松村　敬治 1

火1 後期 環境の科学II 望岡　典隆 1

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 論理学A 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 環境地理I(3) 藤永　豪 1

火2 前期 自然科学概論I 松村・町田 1

火2 後期 論理学B 境　有美 1 21期以前は通年「論理学」

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1

火2 後期 心理学II(1) 廣瀬　信之 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野・町田 1

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1

火3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 ボランティア活動論 田中　康雄 1

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1

火3 後期 心理学II(2) 廣瀬　信之 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 前期 福祉工学I 井手・後藤 3 【オムニバス科目】

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学(4)」

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学(1）」

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 21期以前は通年「哲学(4)」

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 21期以前は通年「東洋史学(1）」

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学(2)」

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学(2）」

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 21期以前は通年「日本史学(2)」

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 21期以前は通年「東洋史学(2）」

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(1)」

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(1)」

水3 前期 レクリェーション活動論 町田　弘幸 1
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水3 前期 社会政策論 河谷　はるみ 1 22期以前は「社会政策Ⅰ」

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(2)」

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 21期以前は通年「日本史学(3)」

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 21期以前は通年「哲学(2)」

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎・松浦・川畑 1 【オムニバス】21期以前は通年「日本史学(3)」

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4 ※週2回科目

木1 前期 心理学I(1) 馬場　健彦 1

木1 後期 臨床心理学II 小川　邦治 3

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1

木2 前期 心理学I(2) 馬場　健彦 1

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 21期以前は通年「倫理学」

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1

木3 後期 生命科学II(5) 小田切　顕一 1

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1

木4 前期 生命科学I(6) 小田切　顕一 1

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学(3)」

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学(4)」

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 21期以前は通年「哲学(3)」

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 21期以前は通年「日本史学(4)」

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学(1)」

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 地球科学I(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1 22期以前は臨時開講科目

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 21期以前は通年「日本史学(1)」

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 地球科学II(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 生命科学II(7) 芋川　浩 1

金3 前期 福祉情報ネットワーク論 井手　順子 3

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学（3）」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 前期 生命科学I(8) 芋川　浩 1

金3 後期 老年学 小早川　晶 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学（3）」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学（4）」

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学（4）」

金5 前期 キリスト教社会福祉論 滝口　真 1



人間科学部　心理学科

40/47

曜限1 学期 授業科目名 担当者 年次 曜限2 クラス 備考

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 後期 臨床カウンセリング心理学 花田　利郎 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 後期 産業・組織心理学II 小川　邦治 3

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(3) 藤永　豪 1

月2 後期 生命科学II(1) 山根　明弘 1

月3 前期 産業・組織心理学I 田原　直美 3

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 前期 生命科学I(2) 山根　明弘 1

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 環境地理II(4) 藤永　豪 1

月3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

火1 前期 対人関係心理学 柳澤　さおり 3

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1

火1 前期 環境地理I(4) 藤永　豪 1

火1 前期 環境の科学I 桑原/三浦 1

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1

火1 後期 環境の科学II 松村/望岡 1

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 感情・人格心理学 中村　奈良江 3

火2 前期 社会・集団・家族心理学II 田原　直美 2

火2 前期 マーケティング論 三井　雄一 3

火2 前期 論理学A 境　有美 1

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 環境地理I(3) 藤永　豪 1

火2 前期 自然科学概論I 町田/松村 1

火2 後期 関係行政論 高橋　幸市 3

火2 後期 論理学B 境　有美 1

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野/町田 1

火3 前期 知覚・認知心理学I 中村　奈良江 2

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1

火3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 社会・集団・家族心理学III 高橋　幸市 2

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 教育心理学 田中　孝志 2

火4 後期 実験心理学 安藤　花恵 3

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 前期 心理学概論I 安藤　花恵 1

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1
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水1 後期 司法・犯罪心理学 中園　武彦 3

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1

水2 前期 心理学研究法各論I 安藤　花恵 2

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1

水2 後期 文化心理学 續木　智彦　ほか 1

水2 後期 学習・言語心理学 田中　孝志　ほか 3

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1

水3 後期 老年心理学 池田　恭子 2

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則　ほか 1

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

木1 前期 臨床心理学概論 小川　邦治 2

木1 前期 教育・学校心理学 本田　由布子 3

木1 後期 消費者行動心理学 分部　利紘 2

木1 後期 健康・医療心理学 小川　邦治 2

木2 前期 心理学概論II 小川　邦治 1

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1

木2 後期 発達心理学II(3) 井上　久美子 2

木2 後期 精神疾患とその治療 浦田　英範 3

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1

木3 前期 研究情報収集法 井上　久美子 2

木3 前期 心理学的支援法 進藤　啓子 3

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1

木3 後期 発達心理学I(3) 井上　久美子 1

木3 後期 福祉心理学 進藤　啓子 3

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1

木3 後期 生命科学II(5) 小田切　顕一 1

木4 前期 人体の構造と機能及び疾病 井上　俊孝 2

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1

木4 前期 生命科学I(6) 小田切　顕一 1

木4 後期 心理的アセスメント 浦田　英範 2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 知覚・認知心理学II 安藤　花恵 2

金1 後期 日本人の心理 中村　奈良江 3

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 前期 心理学史 田中　孝志 3

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 地球科学I(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 心理学研究法各論II 田中　孝志 2

金2 後期 社会・集団・家族心理学I 柳澤　さおり 1

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 地球科学II(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 生命科学II(7) 芋川　浩 1

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1

金3 前期 コミュニケーション心理学 田中　孝志 2

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 前期 生命科学I(8) 芋川　浩 1

金3 後期 心理学研究法 田中　孝志 1

金3 後期 神経・生理心理学 廣永　成人 2

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金4 前期 環境心理学 中村　奈良江 3

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1
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金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1
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月1 通年 日本文学(2) 長谷川　薫 1 21期以前のみ。

月1 前期 文化のダイナミズムA 金縄　初美ほか 1 24期以降のみ。

月1 前期 文化のダイナミズムIVA 金縄　初美ほか 1 23期以前のみ。

月1 前期 日本文学A(2) 長谷川　薫 1 22期以降のみ。

月1 前期 物理学入門I(1) 小隈　龍一郎 1

月1 後期 文化のダイナミズムB 片山　隆裕ほか 1 24期以降のみ。

月1 後期 文化のダイナミズムIIA 片山　隆裕ほか 1 23期以前のみ。

月1 後期 日本文化論A 西村　将洋 2

月1 後期 日本文学B(2) 長谷川　薫 1 22期以降のみ。

月1 後期 物理学入門II(1) 塩野　正明 1

月2 通年 地理学概論 山下　潤 1

月2 前期 日本文化史A 尹　芝惠 2

月2 前期 国際政治学 山本　健 2 木2 22期以降のみ。

月2 前期 国際政治論 山本　健 2 木2 21期以前のみ。

月2 前期 物理学入門I(2) 小隈　龍一郎 1

月2 後期 日本文化史B 尹　芝惠 2

月2 後期 日本文学論A 西村　将洋 2

月2 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 木3

月2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 水2

月2 後期 政治思想史 鵜飼　健史 2 木2

月2 後期 物理学入門II(2) 塩野　正明 1

月2 後期 環境地理II(3) 藤永　豪 1

月2 後期 生命科学II(1) 山根　明弘 1

月3 前期 キリスト教人間学B(1) 田代　英樹 3

月3 前期 数学入門I(1) 野間口　謙太郎 1

月3 前期 情報数学I(1) 城戸　浩章 1

月3 前期 生命科学I(2) 山根　明弘 1

月3 後期 フランス文学研究II 眞下　弘子 3

月3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 金3

月3 後期 憲法 横田　守弘 3 木3

月3 後期 法制史 中野　万葉子 3 木3

月3 後期 国際関係史 山本　健 2 木3 18期以前は「外交史」

月3 後期 キリスト教人間学B(2) 田代　英樹 3

月3 後期 数学入門II(1) 城戸　浩章 1

月3 後期 情報数学II(1) 野間口　謙太郎 1

月3 後期 環境地理II(4) 藤永　豪 1

月3 後期 環境地理II(6) 五十嵐　勉 1

月4 通年 美術史 柳沢　史明 1 21期以前のみ。

月4 前期 古代キリスト教文化論A 田代　英樹 2 17期以前は臨時開講科目

月4 前期 フランス現代社会論 北垣　徹 2

月4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 木4

月4 前期 美術史A 柳沢　史明 1 22期以降のみ。

月4 前期 数学入門I(2) 野間口　謙太郎 1

月4 前期 情報数学I(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 古代キリスト教文化論B 田代　英樹 2 17期以前は臨時開講科目

月4 後期 美術史B 柳沢　史明 1 22期以降のみ。

月4 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 水3

月4 後期 数学入門II(2) 城戸　浩章 1

月4 後期 情報数学II(2) 野間口　謙太郎 1

月4 後期 環境地理II(5) 五十嵐　勉 1

月5 前期 文化基礎論a 宮崎　克則ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論g」との同時履修不可。

月5 前期 文化コース基礎論a(1) 宮崎　克則ほか 1 24期以降のみ。日本文化コースオムニバス科目。

月5 前期 文化基礎論b 新谷　秀明ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論h」との同時履修不可。

月5 前期 文化コース基礎論b(1) 新谷　秀明ほか 1 24期以降のみ。中国・アジア文化コースオムニバス科目。

月5 前期 文化基礎論c 大原関　一浩ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論i」との同時履修不可。

月5 前期 文化コース基礎論c(1) 大原関　一浩ほか 1 24期以降のみ。アメリカ・太平洋文化コースオムニバス科目。

月5 後期 文化コース基礎論a(2) 宮崎　克則ほか 1 24期以降のみ。日本文化コースオムニバス科目。

月5 後期 文化コース基礎論b(2) 韓　景旭ほか 1 24期以降のみ。中国・アジア文化コースオムニバス科目。

月5 後期 文化コース基礎論c(2) 朝立　康太郎ほか 1 24期以降のみ。アメリカ・太平洋文化コースオムニバス科目。

月5 後期 文化基礎論g 宮崎　克則ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論a」との同時履修不可。

月5 後期 文化基礎論h 韓　景旭ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論b」との同時履修不可。

月5 後期 文化基礎論i 朝立　康太郎ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論c」との同時履修不可。

火1 通年 日本史学(5) 赤司　友徳 1 21期以前のみ。

火1 通年 日本文学(3) 蛭沼　芽衣 1 21期以前のみ。

火1 前期 比較文化史A 坂元　一光 2

火1 前期 環境政策 小出　秀雄 3 金4

火1 前期 日本史学A(5) 赤司　友徳 1 22期以降のみ。

火1 前期 日本文学A(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降のみ。

火1 前期 環境地理I(4) 藤永　豪 1

火1 前期 環境の科学I 桑原/三浦 2

火1 後期 比較文化史B 坂元　一光 2

火1 後期 日本史学B(5) 赤司　友徳 1 22期以降のみ。

火1 後期 日本文学B(3) 蛭沼　芽衣 1 22期以降のみ。
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火1 後期 環境の科学II 松村/望岡 2

火2 通年 論理学 境　有美 1 21期以前のみ。

火2 通年 西洋史学(2) 山本　達夫 1 21期以前のみ。

火2 通年 法学（日本国憲法２単位を含む。）(3) 山崎　淳司 1

火2 通年 国際関係論 山本　健 1

火2 前期 東アジア文化論A 韓　景旭 2

火2 前期 国語学A 蛭沼　芽衣 2

火2 前期 比較文化概論A 坂元　一光 2 18期以降のみ開講。

火2 前期 フランス文学研究I 和田　光昌 3

火2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 金2

火2 前期 経済思想史 江里口　拓 2 金1

火2 前期 論理学A 境　有美 1 22期以降のみ。

火2 前期 西洋史学A(2) 山本　達夫 1 22期以降のみ。

火2 前期 西洋文学A(1) 武末　祐子 1

火2 前期 環境地理I(3) 藤永　豪 1

火2 前期 自然科学概論I 松村/町田 1

火2 後期 東アジア文化論B 韓　景旭 2

火2 後期 国語学B 蛭沼　芽衣 2

火2 後期 比較文化概論B 坂元　一光 2 18期以降のみ開講。

火2 後期 論理学B 境　有美 1 22期以降のみ。

火2 後期 西洋史学B(2) 山本　達夫 1 22期以降のみ。

火2 後期 心理学II(1) 廣瀬　信之 1

火2 後期 自然科学概論II 塩野/町田 1

火3 通年 音楽史 堀　朋平 1 21期以前のみ。

火3 前期 中国・アジア文化史A 梅村　卓 2

火3 前期 アメリカ宗教文化論A 山口　勇人 2

火3 前期 ドイツ文化論A 平島　直一郎 2

火3 前期 イタリア・地中海文化論A 山田　順 2

火3 前期 表象メディア論A 栗原　詩子 2

火3 前期 音楽史A 堀　朋平 1 22期以降のみ。

火3 前期 環境地理I(6) 五十嵐　勉 1

火3 前期 生命科学I(3) 小早川　みどり 1

火3 後期 中国・アジア文化史B 梅村　卓 2

火3 後期 アメリカ宗教文化論B 山口　勇人 2

火3 後期 ドイツ文化論B 平島　直一郎 2

火3 後期 イタリア・地中海文化論B 山田　順 2

火3 後期 表象メディア論B 栗原　詩子 2

火3 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 1 木2

火3 後期 ボランティア活動論 田中　康雄 1

火3 後期 西洋文学B(2) 藤野　功一 1

火3 後期 音楽史B 堀　朋平 1 22期以降のみ。

火3 後期 心理学II(2) 廣瀬　信之 1

火3 後期 生命科学II(3) 小早川　みどり 1

火4 通年 哲学(4) 柴田　篤 1 21期以前のみ。

火4 通年 東洋史学(1) 久芳　崇 1 21期以前のみ。

火4 前期 文化のダイナミズムIB 朝立　康太郎ほか 1 23期以前のみ開講。

火4 前期 中国文学概論A 新谷　秀明 2 17期以前は「中国20世紀文学A」

火4 前期 表象文化史A 柳沢　史明 2

火4 前期 哲学A(4) 柴田　篤 1 22期以降のみ。

火4 前期 東洋史学A(1) 久芳　崇 1 22期以降のみ。

火4 前期 西洋文学A(2) 濱　奈々恵 1

火4 前期 環境地理I(5) 五十嵐　勉 1

火4 前期 生命科学I(4) 小早川　みどり 1

火4 後期 文化のダイナミズムIIIB 宮崎　克則ほか 1 23期以前のみ開講。

火4 後期 中国文学概論B 王　宇南 2 17期以前は「中国20世紀文学B」

火4 後期 表象文化史B 柳沢　史明 2

火4 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 木1

火4 後期 哲学B(4) 柴田　篤 1 22期以降のみ。

火4 後期 東洋史学B(1) 久芳　崇 1 22期以降のみ。

火4 後期 生命科学II(4) 小早川　みどり 1

水1 通年 日本史学(2) 朱雀　信城 1 21期以前のみ。

水1 通年 東洋史学(2) 陳　青鳳 1 21期以前のみ。

水1 前期 比較言語文化論A Ｍ．マンケ 2 23期以前は臨時開講科目

水1 前期 文化創造論A 栗原　詩子 2

水1 前期 考古学A 伊藤　慎二 2

水1 前期 キリスト教人間学A(1) 宮平　望 3

水1 前期 日本史学A(2) 朱雀　信城 1 22期以降のみ。

水1 前期 東洋史学A(2) 陳　青鳳 1 22期以降のみ。

水1 後期 比較言語文化論B Ｍ．マンケ 2 23期以前は臨時開講科目

水1 後期 文化創造論B 栗原　詩子 2

水1 後期 日本経済史 小野　浩 3 金4

水1 後期 日本史学B(2) 朱雀　信城 1 22期以降のみ。

水1 後期 東洋史学B(2) 陳　青鳳 1 22期以降のみ。
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水2 通年 哲学(1) 円谷　裕二 1 21期以前のみ。

水2 前期 日本社会論A 宮崎　克則 2 17期以前は「日本近代社会論A」

水2 前期 東アジア古典思想A 荒木　雪葉 2

水2 前期 比較社会文化論A 片山　隆裕 2

水2 前期 芸術文化史A 松原　知生 2 18期以降のみ開講。

水2 前期 哲学A(1) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水2 後期 日本社会論B 宮崎　克則 2 17期以前は「日本近代社会論B」

水2 後期 東アジア古典思想B 荒木　雪葉 2

水2 後期 比較社会文化論B 片山　隆裕 2

水2 後期 芸術文化史B 松原　知生 2 18期以降のみ開講。

水2 後期 西洋経済史 花田　洋一郎 3 月2

水2 後期 国際経済法 小寺　智史 3

水2 後期 哲学B(1) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水3 通年 哲学(2) 円谷　裕二 1 21期以前のみ。

水3 通年 日本史学(3) 宮崎　克則ほか 1 21期以前のみ。

水3 前期 日本史概論A 古賀　康士 2

水3 前期 国際環境法 佐古田　彰 2

水3 前期 哲学A(2) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水3 前期 日本史学A(3) 八嶋　義之 1 22期以降のみ。

水3 後期 日本史概論B 八嶋　義之 2

水3 後期 哲学B(2) 円谷　裕二 1 22期以降のみ。

水3 後期 日本史学B(3) 宮崎　克則ほか 1 22期以降のみ。

水3 後期 政治学 朝倉　拓郎 2 月4

水4 前期 美学・芸術学A 円谷　裕二 2

水4 後期 美学・芸術学B 円谷　裕二 2

木1 前期 中国民族文化論A 金縄　初美 2

木1 前期 アメリカ・太平洋文化史A 朝立　康太郎 2

木1 前期 文化人類学A(1) 伊東　未来 2

木1 前期 市場調査論 加藤　淳一 2 18期以降のみ開講。

木1 前期 心理学I(1) 馬場　健彦 1

木1 後期 日本文化論B 西村　将洋 2

木1 後期 中国民族文化論B 金縄　初美 2

木1 後期 アメリカ・太平洋文化史B 朝立　康太郎 2

木1 後期 文化人類学B(1) 伊東　未来 2

木1 後期 マクロ経済学I(2) 市東　亘 2 火4

木2 通年 倫理学 藤田　公二郎 1 21期以前のみ。

木2 通年 西洋史学(1) 光吉　淑江 1 21期以前のみ。

木2 前期 ヨーロッパ文学論A 二藤　拓人 2

木2 前期 世界史概論A 朝立　康太郎 2

木2 前期 ヨーロッパ史A 河野　雄一 2

木2 前期 社会調査法 伊東　未来 1 18期以降のみ開講。

木2 前期 国際政治学 山本　健 2 月2 22期以降のみ。

木2 前期 国際政治論 山本　健 2 月2 21期以前のみ。

木2 前期 倫理学A 藤田　公二郎 1 22期以降のみ。

木2 前期 西洋史学A(1) 光吉　淑江 1 22期以降のみ。

木2 前期 心理学I(2) 馬場　健彦 1

木2 前期 社会学I(1) 高野　和良 1 18期以前は通年「社会学(1)」

木2 後期 ヨーロッパ文学論B 二藤　拓人 2

木2 後期 世界史概論B 朝立　康太郎 2

木2 後期 ヨーロッパ史B 河野　雄一 2

木2 後期 質的データ分析論 平川　知佳 1 18期以降のみ開講。

木2 後期 世界と日本の経済 上垣　彰 1 火3

木2 後期 国際人権法 根岸　陽太 2

木2 後期 政治思想史 鵜飼　健史 2 月2

木2 後期 倫理学B 藤田　公二郎 1 22期以降のみ。

木2 後期 西洋史学B(1) 光吉　淑江 1 22期以降のみ。

木2 後期 社会学II(1) 高野　和良 1 18期以前は通年「社会学(1)」

木3 通年 日本文学(4) 内田　友子 1 21期以前のみ。

木3 前期 ヨーロッパ・ケルト文化論A 平島　直一郎 2

木3 前期 日本文学A(4) 内田　友子 1 22期以降のみ。

木3 前期 社会学I(2) 森　康司 1 18期以前は通年「社会学(2)」

木3 後期 ヨーロッパ・ケルト文化論B 平島　直一郎 2

木3 後期 ミクロ経済学I(3) 亀井　慶太 2 月2

木3 後期 憲法 横田　守弘 3 月3

木3 後期 法制史 中野　万葉子 3 月3

木3 後期 国際関係史 山本　健 2 月3 18期以前は「外交史」

木3 後期 日本文学B(4) 内田　友子 1 22期以降のみ。

木3 後期 社会学II(2) 森　康司 1 18期以前は通年「社会学(2)」

木3 後期 生命科学II(5) 小田切　顕一 1

木4 通年 西洋史学(3) 丹後　享 1 21期以前のみ。

木4 前期 古文書学A 宮崎　克則 2

木4 前期 政治学原論 鵜飼　健史 2 月4

木4 前期 西洋史学A(3) 丹後　享 1 22期以降のみ。
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木4 前期 生命科学I(6) 小田切　顕一 1

木4 後期 古文書学B 宮崎　克則 2

木4 後期 フランス事情 山本　健 2

木4 後期 西洋史学B(3) 丹後　享 1 22期以降のみ。

木5 前期 西洋文学A(3) 赤尾　美秀 1

木5 後期 日本政治論 田村　元彦 2

木5 後期 西洋文学B(3) 赤尾　美秀 1

金1 通年 哲学(3) 脇　崇晴 1 21期以前のみ。

金1 通年 日本史学(4) 梶嶋　政司 1 21期以前のみ。

金1 前期 アメリカ社会文化論A 大原関　一浩 2

金1 前期 文化社会学A 伊東　未来 2

金1 前期 ジェンダー論A 長谷川　伸子 2

金1 前期 経済思想史 江里口　拓 2 火2

金1 前期 哲学A(3) 脇　崇晴 1 22期以降のみ。

金1 前期 日本史学A(4) 梶嶋　政司 1 22期以降のみ。

金1 前期 地球科学I(3) 上原　誠一郎 1

金1 後期 日本文学論B 西村　将洋 2

金1 後期 アメリカ社会文化論B 大原関　一浩 2

金1 後期 文化社会学B 伊東　未来 2

金1 後期 哲学B(3) 脇　崇晴 1 22期以降のみ。

金1 後期 日本史学B(4) 梶嶋　政司 1 22期以降のみ。

金1 後期 地球科学II(3) 上原　誠一郎 1

金2 通年 日本史学(1) 原田　諭 1 21期以前のみ。

金2 前期 東アジア文化交流論A 尹　芝惠 2

金2 前期 マクロ経済学I(1) 市東　亘 2 火2

金2 前期 キリスト教人間学A(2) 塩野　和夫 3

金2 前期 日本史学A(1) 原田　諭 1 22期以降のみ。

金2 前期 生活の化学I(1) 松村　敬治 1

金2 前期 地球科学I(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 比較思想論B 藤田　公二郎 2 17期以前は「比較文明論B」

金2 後期 スポーツ衛生学 山崎　先也 1 臨時開講科目

金2 後期 日本史学B(1) 原田　諭 1 22期以降のみ。

金2 後期 生活の化学II(1) 松村　敬治 1

金2 後期 地球科学II(1) 上原　誠一郎 1

金2 後期 生命科学II(7) 芋川　浩 1

金3 通年 日本文学(1) 野松　循子 1 21期以前のみ。

金3 前期 アジア大衆文化論A 西谷　郁 2

金3 前期 日本民俗学A 吉田　扶希子 2

金3 前期 法哲学I 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 前期 日本文学A(1) 野松　循子 1 22期以降のみ。

金3 前期 社会学I(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(3)」

金3 前期 生活の化学I(2) 松村　敬治 1

金3 前期 生命科学I(8) 芋川　浩 1

金3 後期 ヨーロッパ・地中海文化史A 内島　美奈子 2

金3 後期 アジア大衆文化論B 西谷　郁 2

金3 後期 日本民俗学B 吉田　扶希子 2

金3 後期 国際経済学 亀井　慶太 2 月3

金3 後期 法哲学II 毛利　康俊 3 18期以前は臨時開講科目

金3 後期 日本文学B(1) 野松　循子 1 22期以降のみ。

金3 後期 社会学II(3) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(3)」

金3 後期 生活の化学II(2) 松村　敬治 1

金4 通年 中国文学 竹村　則行 1 21期以前のみ。

金4 前期 比較思想論A 藤田　公二郎 2 17期以前は「比較文明論A」

金4 前期 表象文化論A 松原　知生 2

金4 前期 アメリカ史A 朝立　康太郎 2

金4 前期 環境政策 小出　秀雄 3 火1

金4 前期 中国文学A 竹村　則行 1 22期以降のみ。

金4 前期 社会学I(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(4)」

金4 後期 ヨーロッパ・地中海文化史B 山田　順 2

金4 後期 表象文化論B 松原　知生 2

金4 後期 アメリカ史B 大原関　一浩 2

金4 後期 ジェンダー論B 成末　繁郎 2

金4 後期 日本経済史 小野　浩 3 水1

金4 後期 中国文学B 竹村　則行 1 22期以降のみ。

金4 後期 社会学II(4) 加来　和典 1 18期以前は通年「社会学(4)」

金5 前期 文化コース基礎論d(2) 山田　順ほか 1 24期以降のみ。ヨーロッパ・地中海文化コースオムニバス科目。

金5 前期 文化コース基礎論e(2) 片山　隆裕ほか 1 24期以降のみ。比較文化コースオムニバス科目。

金5 前期 文化コース基礎論f(2) 松原　知生ほか 1 24期以降のみ。表象文化コースオムニバス科目。

金5 前期 文化基礎論j 山田　順ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論d」との同時履修不可。

金5 前期 文化基礎論k 片山　隆裕ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論e」との同時履修不可。

金5 前期 文化基礎論l 松原　知生ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論f」との同時履修不可。

金5 後期 文化基礎論d 山田　順ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論j」との同時履修不可。

金5 後期 文化コース基礎論d(1) 山田　順ほか 1 24期以降のみ。ヨーロッパ・地中海文化コースオムニバス科目。
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金5 後期 文化基礎論e 藤田　公二郎ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論k」との同時履修不可。

金5 後期 文化コース基礎論e(1) 藤田　公二郎ほか 1 24期以降のみ。比較文化コースオムニバス科目。

金5 後期 文化基礎論f 松原　知生ほか 1 23期以前のみ。「文化基礎論l」との同時履修不可。

金5 後期 文化コース基礎論f(1) 松原　知生ほか 1 24期以降のみ。表象文化コースオムニバス科目。
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