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経済学部 3 ・ 4年授業時間割

（諸研究所設置時間割表添付）

〔注意事項〕

1．　時間割の変更，訂正はすべて塾生サイトで案内します。

2．　 科目名の後に，括弧で英語科目名が書かれている科目は英語で授業を行います。

3．　授業科目名の前に【春】【秋】とあるものは【春学期】【秋学期】を表します。

4．　 授業科目の前に【春前】【春後】【秋前】【秋後】とあるものは 4学期制科目を表

します。

5．　 担当者名の前に【春】【秋】とあるものは【春学期】【秋学期】を表し，学期ごと

に担当者が変わります。

6．　 三田設置科目は科目名の末尾に a，b がついていてもセット科目とは限りません。

登録番号が同じで授業科目名が「／」をはさんで併記されている科目がセット科

目となります。詳細は該当する科目の講義要綱を参照してください。



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

月 基本科目 48343 【春前】金融論a(MONEY, BANKING AND 48420 【春前】社会思想史a --→ ----→（連続授業）佐藤　祐己 壽里　竜 ----------→

FINANCE A)　※火1とセット 63657 【春後】社会思想史b --→ ----→（連続授業）壽里　竜 ----------→

55820 【秋】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰa(INTERMEDIAT 48252 【春】経済地理a 58427 【春】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰa渡部　真弘 武山　政直 前多　康男

E MICROECONOMICS 1A) 12888 【秋】経済地理b 64290 【秋】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰb武山　政直 前多　康男

06280 【春前】人口論a/【春後】人口論b --→ ----→（連続授業）石井　太 ----------→

49502 【春前】欧米経済史b --→ ----→（連続授業）長谷川　淳一 ----------→

48214 【春前】金融論a　※火2とセット 533佐藤　祐己

48214 【春前】金融論a 533

48798 【春】社会史a松沢　裕作

特殊科目 11198 【秋】演習 08627 【春】演習a/【春】演習b 321 --→ ----→（連続授業） 321 　 　  伊藤　幹夫 中嶋　亮 ----------→

324 324 栗野　盛光 00099 【秋】ﾓﾋﾞﾘﾃｨｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝとﾏ-ｹｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝa 稲葉　寿 05503 【春】数理経済学特論Ⅰa[微分方程式 348井深　陽子

325-B 325-B 髙原　勇 論]/【秋】数理経済学特論Ⅰb[微分方山田　篤裕
赤林　由雄 15084 【秋】演習 314 程式論]直井　道生

14417 【春】経済学:理論と実践(ECONOMIC T 57287 【春】数理経済学Ⅰa 514 徐　一睿 07855 【春】専門外国書講読a(中)/【秋】専  藤原　一平 須田　伸一

HEORY IN PRACTICE) 15888 【秋】数理経済学Ⅰb 514 門外国書講読b(中)武田　真彦 須田　伸一

15740 【春】専門外国書講読a(露)/【春】専ｱ-ﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ,　士郎　
P.

525-C ----------→ --→ ----→（連続授業） 525-C崔　在東

46723 【春】解析学Ⅱa 358 門外国書講読b(露)新井　拓児

62479 【秋】解析学Ⅱb 358 93496 【春】ﾌｨﾝﾃｯｸの理論と実践a(寄附講座 新井　拓児 11213 研究会c/研究会d(4年) 442新井　拓児 嘉治　佐保子

48339 【春】経済政策のﾐｸﾛ分析a ) 新井　拓児 13560 研究会（卒業論文）藤田　康範 中妻　照雄

20625 【秋】経済政策のﾐｸﾛ分析b 池田　幸弘 07233 研究会c/研究会d(4年) 441 池田　幸弘 19032 【春】演習a/【秋】演習b 441藤田　康範 福原　正大

24434 【春】数理経済学Ⅱa 348 池田　幸弘 65262 研究会（卒業論文）  小宮　英敏

15873 【秋】数理経済学Ⅱb 348 千賀　達朗 17283 研究会a/研究会b(3年) 101小宮　英敏
長倉　大輔 08191 研究会a/研究会b(3年) ※火4とセット 311

長倉　大輔 08411 研究会c/研究会d(4年) ※火4とセット 311

長倉　大輔 47218 研究会（卒業論文）
石橋　孝次 05264 研究会a/研究会b(3年) 462 ----------→ --→ ----→（連続授業） 462

石橋　孝次 06863 研究会c/研究会d(4年) 462 ----------→ --→ ----→（連続授業） 462

石橋　孝次 53167 研究会（卒業論文）

14318 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415和田　龍磨

RESEARCH SEMINAR)(3年)

15572 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415和田　龍磨

RESEARCH SEMINAR)(4年)

13114 研究会（卒業論文）和田　龍磨
大垣　昌夫 08010 研究会a/研究会b(3年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443

大垣　昌夫 08024 研究会c/研究会d(4年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443

大垣　昌夫 63700 研究会（卒業論文）
嘉治　佐保子 12588 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( ----------→ --→ ----→（連続授業）

RESEARCH SEMINAR)(3年)
嘉治　佐保子 12592 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( ----------→ --→ ----→（連続授業）

RESEARCH SEMINAR)(4年)
嘉治　佐保子 84237 研究会（卒業論文）
小林　慶一郎 11251 研究会a/研究会b(3年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

小林　慶一郎 11778 研究会c/研究会d(4年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

小林　慶一郎 58704 研究会（卒業論文）
白塚　重典 15496 研究会a/研究会b(3年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白塚　重典 19090 研究会c/研究会d(4年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白塚　重典 23877 研究会（卒業論文）
武山　政直 05211 研究会a/研究会b(3年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

武山　政直 06806 研究会c/研究会d(4年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

武山　政直 52539 研究会（卒業論文）
直井　道生 14978 研究会a/研究会b(3年) 104 ----------→ --→ ----→（連続授業） 104

直井　道生 17465 研究会c/研究会d(4年) 104 ----------→ --→ ----→（連続授業） 104

直井　道生 20332 研究会（卒業論文）
中妻　照雄 05250 研究会a/研究会b(3年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

中妻　照雄 06859 研究会c/研究会d(4年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

中妻　照雄 52452 研究会（卒業論文）
廣瀬　康生 12812 研究会a/研究会b(3年) 523-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 523-A

廣瀬　康生 13398 研究会c/研究会d(4年) 523-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 523-A

廣瀬　康生 94177 研究会（卒業論文）
藤原　一平 12148 研究会a/研究会b(3年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

藤原　一平 12152 研究会c/研究会d(4年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

藤原　一平 16334 研究会（卒業論文）

関連科目 50722 【春】民法Ⅱa白石　友行

65148 【秋】民法Ⅱb白石　友行

59165 【春】経営学a谷口　和弘

14733 【秋】経営学b谷口　和弘

基礎教育科目 赤林　由雄 15099 【秋】情報処理Ⅱ(Excelによる統計ﾃﾞ 321

-ﾀ処理)

外国語科目(選択必修) 佐藤　空 07013 【春】英語ﾘ-ﾃﾞｲﾝｸﾞa/【秋】英語ﾘ-ﾃﾞ 境　一三 07104 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅳa(中級)/【秋】ﾄﾞｲﾂ語

ｲﾝｸﾞb Ⅳb(中級)
中川　真知子 06170 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語 105

Ⅳb(ｾﾐﾅ-)

外国語科目(選択) 05063 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅴa(選択A)/【秋】ﾌﾗﾝｽﾙﾎﾞﾜ,　ｼﾞｪﾛ-ﾑ

語Ⅴb(選択A)

総合教育科目 49120 【春】法学a(憲法を含む)[Ⅱ系] 築地　貴久 49062 【春】歴史a[Ⅱ系] 446松浦　聖子

37574 【秋】法学b(憲法を含む)[Ⅱ系] 築地　貴久 38475 【秋】歴史b[Ⅱ系] 446松浦　聖子
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学部 

月曜の余白 左ページ 

 
※「研究会(4 年)」の申告においては，「研究会 c/d」の他に，必ず「研究会(卒業論文)」を別途登録する必要があります。

Web 履修申告の際に，上記時間割中の登録番号を「登録番号から探す」の欄に入力して申告してください。 
 
※「外国語科目 （選択必修）」は事前抽選があります。当選した者のみが履修できます。 

詳しくは履修案内および経済学部外国語科目履修案内を参照してください。履修を希望する他学部生は「全学部共
通外国語科目履修案内」を参照してください。 

 
※以下の科目は事前抽選があります。当選した経済学部生のみが履修できます。 
 
・高草木君「社会思想 a/b」  
・中西君「日本経済史 a」   
・寺井君「経済政策論 a」   
・土居君「財政論 a/b」     

・河端君「経済地理 a」 
・川俣君「経済学史Ⅰ a/b」 
・佐藤君「金融論 a」 
・三嶋君「工業経済論 a/b」 

・中妻君「フィンテックとソーシャ
ルインフラストラクチュア a/b」 

・藤田君「金融資産市場論 a/b」
・土居君「企業金融論 a/b」    

・藤田君「経済政策のミクロ分析
a/b」 

・山田浩之君「開発経済学 a/b」 
・谷口君「経営学 a/b」 
・坂井君「会計学 a/b」      

 
※文学部，法学部，商学部の三田設置科目を履修する場合は，それぞれ「文学部時間割表［2・3･4 年生］」，「法学部

法律学科 3・4 年授業時間割」，「法学部政治学科 3・4 年授業時間割」，「商学部 3・4 年授業時間割」に記載されてい
る科目を登録してください。 

 
※他学部，諸研究所・センター設置科目の履修に当たっては履修案内 40～43 ページを熟読してください。 

 

 

月曜の余白 右ページ 

 

※4 学期制科目の授業日程について（詳細は履修案内 5～8 ページのカレンダー参照） 
【春前】 4 月 7 日～ 5 月 27 日 【春後】 5 月 21 日～7月 10 日 
【秋前】10 月 1 日～11 月 25 日 【秋後】11 月 12 日～1月 21 日 

 
なお 5 月 21 日～5 月 27 日および 11 月 12 日～11 月 25 日は、前半の第 13 回・後半の第 1 回の授業を行いま
す。学期前半科目の第 13 回は週 2 コマある授業のうち 1 コマ目のみ開講されます。学期後半科目の第 1 回
は週 2 コマある授業のうち 2 コマ目のみ開講されます。曜日をまたがる場合は木曜日を週初めとして数え
てください（例：金 1，水１開講の科目は金曜が 1 コマ目，水曜が 2 コマ目となる）。 

 
※参考資料（全学生必読） 
  履修案内・講義要綱・時間割訂正 
  https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/registration/ 
 
  

 

水曜の右ページ右上 基本科目の空き部分 
  

水曜日 第６時限 (18 : 10 ～ 19 : 40) 開講の授業 

 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 

特殊科目 井深 陽子 

ﾏｯｹﾝｼﾞｰ，ｺﾘﾝ 

95924 【秋】高齢化に伴う諸問題:経済と医学の視点から

(LECTURE SERIES ON LONGEVITY STUDIES)

 

 

単位表、進級・卒業条件ページ上部 
 
 
 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

月 基本科目 48343 【春前】金融論a(MONEY, BANKING AND 48420 【春前】社会思想史a --→ ----→（連続授業）佐藤　祐己 壽里　竜 ----------→

FINANCE A)　※火1とセット 63657 【春後】社会思想史b --→ ----→（連続授業）壽里　竜 ----------→

55820 【秋】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰa(INTERMEDIAT 48252 【春】経済地理a 58427 【春】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰa渡部　真弘 武山　政直 前多　康男

E MICROECONOMICS 1A) 12888 【秋】経済地理b 64290 【秋】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰb武山　政直 前多　康男

06280 【春前】人口論a/【春後】人口論b --→ ----→（連続授業）石井　太 ----------→

49502 【春前】欧米経済史b --→ ----→（連続授業）長谷川　淳一 ----------→

48214 【春前】金融論a　※火2とセット 533佐藤　祐己

48214 【春前】金融論a 533

48798 【春】社会史a松沢　裕作

特殊科目 11198 【秋】演習 08627 【春】演習a/【春】演習b 321 --→ ----→（連続授業） 321 　 　  伊藤　幹夫 中嶋　亮 ----------→

324 324 栗野　盛光 00099 【秋】ﾓﾋﾞﾘﾃｨｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝとﾏ-ｹｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝa 稲葉　寿 05503 【春】数理経済学特論Ⅰa[微分方程式 348井深　陽子

325-B 325-B 髙原　勇 論]/【秋】数理経済学特論Ⅰb[微分方山田　篤裕
赤林　由雄 15084 【秋】演習 314 程式論]直井　道生

14417 【春】経済学:理論と実践(ECONOMIC T 57287 【春】数理経済学Ⅰa 514 徐　一睿 07855 【春】専門外国書講読a(中)/【秋】専  藤原　一平 須田　伸一

HEORY IN PRACTICE) 15888 【秋】数理経済学Ⅰb 514 門外国書講読b(中)武田　真彦 須田　伸一

15740 【春】専門外国書講読a(露)/【春】専ｱ-ﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ,　士郎　
P.

525-C ----------→ --→ ----→（連続授業） 525-C崔　在東

46723 【春】解析学Ⅱa 358 門外国書講読b(露)新井　拓児

62479 【秋】解析学Ⅱb 358 93496 【春】ﾌｨﾝﾃｯｸの理論と実践a(寄附講座 新井　拓児 11213 研究会c/研究会d(4年) 442新井　拓児 嘉治　佐保子

48339 【春】経済政策のﾐｸﾛ分析a ) 新井　拓児 13560 研究会（卒業論文）藤田　康範 中妻　照雄

20625 【秋】経済政策のﾐｸﾛ分析b 池田　幸弘 07233 研究会c/研究会d(4年) 441 池田　幸弘 19032 【春】演習a/【秋】演習b 441藤田　康範 福原　正大

24434 【春】数理経済学Ⅱa 348 池田　幸弘 65262 研究会（卒業論文）  小宮　英敏

15873 【秋】数理経済学Ⅱb 348 千賀　達朗 17283 研究会a/研究会b(3年) 101小宮　英敏
長倉　大輔 08191 研究会a/研究会b(3年) ※火4とセット 311

長倉　大輔 08411 研究会c/研究会d(4年) ※火4とセット 311

長倉　大輔 47218 研究会（卒業論文）
石橋　孝次 05264 研究会a/研究会b(3年) 462 ----------→ --→ ----→（連続授業） 462

石橋　孝次 06863 研究会c/研究会d(4年) 462 ----------→ --→ ----→（連続授業） 462

石橋　孝次 53167 研究会（卒業論文）

14318 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415和田　龍磨

RESEARCH SEMINAR)(3年)

15572 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415和田　龍磨

RESEARCH SEMINAR)(4年)

13114 研究会（卒業論文）和田　龍磨
大垣　昌夫 08010 研究会a/研究会b(3年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443

大垣　昌夫 08024 研究会c/研究会d(4年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443

大垣　昌夫 63700 研究会（卒業論文）
嘉治　佐保子 12588 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( ----------→ --→ ----→（連続授業）

RESEARCH SEMINAR)(3年)
嘉治　佐保子 12592 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( ----------→ --→ ----→（連続授業）

RESEARCH SEMINAR)(4年)
嘉治　佐保子 84237 研究会（卒業論文）
小林　慶一郎 11251 研究会a/研究会b(3年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

小林　慶一郎 11778 研究会c/研究会d(4年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

小林　慶一郎 58704 研究会（卒業論文）
白塚　重典 15496 研究会a/研究会b(3年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白塚　重典 19090 研究会c/研究会d(4年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白塚　重典 23877 研究会（卒業論文）
武山　政直 05211 研究会a/研究会b(3年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

武山　政直 06806 研究会c/研究会d(4年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

武山　政直 52539 研究会（卒業論文）
直井　道生 14978 研究会a/研究会b(3年) 104 ----------→ --→ ----→（連続授業） 104

直井　道生 17465 研究会c/研究会d(4年) 104 ----------→ --→ ----→（連続授業） 104

直井　道生 20332 研究会（卒業論文）
中妻　照雄 05250 研究会a/研究会b(3年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

中妻　照雄 06859 研究会c/研究会d(4年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

中妻　照雄 52452 研究会（卒業論文）
廣瀬　康生 12812 研究会a/研究会b(3年) 523-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 523-A

廣瀬　康生 13398 研究会c/研究会d(4年) 523-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 523-A

廣瀬　康生 94177 研究会（卒業論文）
藤原　一平 12148 研究会a/研究会b(3年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

藤原　一平 12152 研究会c/研究会d(4年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

藤原　一平 16334 研究会（卒業論文）

関連科目 50722 【春】民法Ⅱa白石　友行

65148 【秋】民法Ⅱb白石　友行

59165 【春】経営学a谷口　和弘

14733 【秋】経営学b谷口　和弘

基礎教育科目 赤林　由雄 15099 【秋】情報処理Ⅱ(Excelによる統計ﾃﾞ 321

-ﾀ処理)

外国語科目(選択必修) 佐藤　空 07013 【春】英語ﾘ-ﾃﾞｲﾝｸﾞa/【秋】英語ﾘ-ﾃﾞ 境　一三 07104 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅳa(中級)/【秋】ﾄﾞｲﾂ語

ｲﾝｸﾞb Ⅳb(中級)
中川　真知子 06170 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語 105

Ⅳb(ｾﾐﾅ-)

外国語科目(選択) 05063 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅴa(選択A)/【秋】ﾌﾗﾝｽﾙﾎﾞﾜ,　ｼﾞｪﾛ-ﾑ

語Ⅴb(選択A)

総合教育科目 49120 【春】法学a(憲法を含む)[Ⅱ系] 築地　貴久 49062 【春】歴史a[Ⅱ系] 446松浦　聖子

37574 【秋】法学b(憲法を含む)[Ⅱ系] 築地　貴久 38475 【秋】歴史b[Ⅱ系] 446松浦　聖子

3

学部 

月曜の余白 左ページ 

 
※「研究会(4 年)」の申告においては，「研究会 c/d」の他に，必ず「研究会(卒業論文)」を別途登録する必要があります。

Web 履修申告の際に，上記時間割中の登録番号を「登録番号から探す」の欄に入力して申告してください。 
 
※「外国語科目 （選択必修）」は事前抽選があります。当選した者のみが履修できます。 

詳しくは履修案内および経済学部外国語科目履修案内を参照してください。履修を希望する他学部生は「全学部共
通外国語科目履修案内」を参照してください。 

 
※以下の科目は事前抽選があります。当選した経済学部生のみが履修できます。 
 
・高草木君「社会思想 a/b」  
・中西君「日本経済史 a」   
・寺井君「経済政策論 a」   
・土居君「財政論 a/b」     

・河端君「経済地理 a」 
・川俣君「経済学史Ⅰ a/b」 
・佐藤君「金融論 a」 
・三嶋君「工業経済論 a/b」 

・中妻君「フィンテックとソーシャ
ルインフラストラクチュア a/b」 

・藤田君「金融資産市場論 a/b」
・土居君「企業金融論 a/b」    

・藤田君「経済政策のミクロ分析
a/b」 

・山田浩之君「開発経済学 a/b」 
・谷口君「経営学 a/b」 
・坂井君「会計学 a/b」      

 
※文学部，法学部，商学部の三田設置科目を履修する場合は，それぞれ「文学部時間割表［2・3･4 年生］」，「法学部

法律学科 3・4 年授業時間割」，「法学部政治学科 3・4 年授業時間割」，「商学部 3・4 年授業時間割」に記載されてい
る科目を登録してください。 

 
※他学部，諸研究所・センター設置科目の履修に当たっては履修案内 40～43 ページを熟読してください。 

 

 

月曜の余白 右ページ 

 

※4 学期制科目の授業日程について（詳細は履修案内 5～8 ページのカレンダー参照） 
【春前】 4 月 7 日～ 5 月 27 日 【春後】 5 月 21 日～7月 10 日 
【秋前】10 月 1 日～11 月 25 日 【秋後】11 月 12 日～1月 21 日 

 
なお 5 月 21 日～5 月 27 日および 11 月 12 日～11 月 25 日は、前半の第 13 回・後半の第 1 回の授業を行いま
す。学期前半科目の第 13 回は週 2 コマある授業のうち 1 コマ目のみ開講されます。学期後半科目の第 1 回
は週 2 コマある授業のうち 2 コマ目のみ開講されます。曜日をまたがる場合は木曜日を週初めとして数え
てください（例：金 1，水１開講の科目は金曜が 1 コマ目，水曜が 2 コマ目となる）。 

 
※参考資料（全学生必読） 
  履修案内・講義要綱・時間割訂正 
  https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/registration/ 
 
  

 

水曜の右ページ右上 基本科目の空き部分 
  

水曜日 第６時限 (18 : 10 ～ 19 : 40) 開講の授業 

 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 

特殊科目 井深 陽子 

ﾏｯｹﾝｼﾞｰ，ｺﾘﾝ 

95924 【秋】高齢化に伴う諸問題:経済と医学の視点から

(LECTURE SERIES ON LONGEVITY STUDIES)

 

 

単位表、進級・卒業条件ページ上部 
 
 
 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

火 基本科目 48707 【春】経済学史Ⅱa(HISTORY OF ECONO 41391 【春】経済学史Ⅰa 07836 【春】農業経済論a/【秋】農業経済論 井手　英策 06294 【秋】産業社会学a/【秋】産業社会学 ----------→ --→ ----→（連続授業）池田　幸弘 川俣　雅弘 大平　哲

MIC THOUGHT 2A) 88099 【秋】経済学史Ⅰb b b川俣　雅弘

55318 【秋】経済学史Ⅱb(HISTORY OF ECONO 421 48214 【春前】金融論a　※月2とセット 533 48104 【春】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰa 小林　慶一郎 26289 【秋】日本経済ｼｽﾃﾑ論b 宮内　環 20477 【秋】計量経済学中級a(ECONOMETRICS池田　幸弘 佐藤　祐己 坂井　豊貴

MIC THOUGHT 2B) 81697 【秋】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰa(INTERMEDIAT 524 69143 【春前】経済地理a 321 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321 A)千賀　達朗 河端　瑞貴

46910 【春】環境経済論a E MACROECONOMICS 1A) 322 322大沼　あゆみ

46958 【春】計量経済学中級a 322 46977 【春】計量経済学中級b 322 11327 【春後】経済地理b 321 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321田中　辰雄 田中　辰雄 河端　瑞貴

324 324 322 322

325-B 325-B 88046 【春】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰb(INTERMEDIAT白井　義昌

517 517 E MACROECONOMICS 1B)ﾁｪﾝ,　ﾕ-ﾁﾝ

48176 【春】経済体制論a 48688 【春】確率･統計a(PROBABILITY AND S 50942 【春前】日本経済ｼｽﾃﾑ論a　※土1とセ駒形　哲哉 中妻　照雄 白塚　重典

24031 【秋】経済体制論b TATISTICS A) ット駒形　哲哉

48343 【春前】金融論a(MONEY, BANKING AND 47203 【秋】確率･統計b(PROBABILITY AND S 102 00323 【春】社会史a(SOCIAL HISTORY A)佐藤　祐己 中妻　照雄 長谷川　淳一

FINANCE A)　※月1とセット TATISTICS B) 00319 【秋】社会史b(SOCIAL HISTORY B) 411長谷川　淳一

60552 【春後】金融論b(MONEY, BANKING, AN 49536 【秋】社会史b 131-A 59332 【秋】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰb 527白塚　重典 難波　ちづる 藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子

D FINANCE B)　※土5とセット

48200 【春前】現代日本経済論a(寄附講座, --→ ----→（連続授業）川本　明 ----------→

CONTEMPORARY JAPANESE ECONOMY A

15400 【春後】現代日本経済論b(寄附講座, --→ ----→（連続授業）川本　明 ----------→

CONTEMPORARY JAPANESE ECONOMY B

47567 【春前】欧米経済史a --→ ----→（連続授業）飯田　恭 ----------→

02876 【秋】ｱｼﾞｱ経済史b(ECONOMIC HISTORY 133ﾍｽ,　ｸﾘｽﾁｬﾝ　A.

OF ASIA B)

47954 【春】社会科学基礎論a宮内　環

15447 【秋】社会科学基礎論b宮内　環

特殊科目 32960 【春】国際経済と行動経済学a 93572 【秋】国際経済と行動経済学a(INTERN 13656 【春】演習a/【秋】演習b 143-A 牧野　邦昭 19286 研究会a/研究会b(3年) 143-A  大垣　昌夫 大垣　昌夫 牧野　邦昭

ATIONAL ECONOMY AND BEHAVIORAL 12516 研究会a/研究会b(3年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463周　梦媛 星野　崇宏

93041 【秋】ﾌｨﾝﾃｯｸの理論と実践b(THEORY A 524 31432 【春】ﾌｧｲﾅﾝｽ入門b 122 12535 研究会c/研究会d(4年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463 小西　祥文 03193 【春】演習 414嘉治　佐保子 新井　拓児 星野　崇宏

ND PRACTICE OF FINTECH B) 54857 【秋】日本史史料講読b 101 81572 研究会（卒業論文） ----------→ --→ ----→（連続授業）中妻　照雄 荒木　裕行 星野　崇宏

11422 【秋】公共私による新しい福祉価値の 07267 研究会a/研究会b(3年) 456 ----------→ --→ ----→（連続授業） 456福原　正大 駒村　康平 山田　篤裕

05484 【春】東欧経済史a/【春】東欧経済史 131-B 創造(寄附講座) 07271 研究会c/研究会d(4年) 456 ----------→ --→ ----→（連続授業） 456崔　在東 山田　篤裕 山田　篤裕

b 05484 【春】東欧経済史a/【春】東欧経済史 131-B 26202 研究会（卒業論文） ----------→ --→ ----→（連続授業）崔　在東 山田　篤裕

15079 【春】ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(GLOBAL HU b 48310 【秋】近代日本と東ｱｼﾞｱb 藤原　一平 19658 【春】定量的ﾏｸﾛ経済学aﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- 加島　潤

MAN RESOURCE MANAGEMENT) 47146 【春】ﾍﾞｲｽﾞ統計学a 25239 【春】専門外国書講読(中) 341-A 千賀　達朗星野　崇宏 加島　潤

50957 【秋】ﾍﾞｲｽﾞ統計学b 121 52558 【春】企業金融論a(寄附講座) 加島　潤 19343 研究会a/研究会b(3年) 324星野　崇宏 土居　丈朗

413佐藤　祐己

64357 【秋】企業金融論b(寄附講座) 坂井　豊貴 06720 研究会a/研究会b(3年) 415土居　丈朗
長倉　大輔 08191 研究会a/研究会b(3年)　※月4とセッ 336佐藤　祐己

12763 【春】専門外国書講読(仏) 511 ト難波　ちづる

00672 【秋】専門外国書講読(仏) 511 長倉　大輔 08411 研究会c/研究会d(4年)　※月4とセッ 336難波　ちづる

53808 【春】日本史史料講読a 102 ト松沢　裕作
長倉　大輔 47218 研究会（卒業論文）
秋山　裕 05169 研究会a/研究会b(3年) 131-A/457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A/457

秋山　裕 06753 研究会c/研究会d(4年) 131-A/457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A/457

秋山　裕 51949 研究会（卒業論文）
飯田　恭 05188 研究会a/研究会b(3年) 454 ----------→ --→ ----→（連続授業） 454

飯田　恭 06787 研究会c/研究会d(4年) 454 ----------→ --→ ----→（連続授業） 454

飯田　恭 53095 研究会（卒業論文）
大沼　あゆみ 13436 研究会a/研究会b(3年) 107 ----------→ --→ ----→（連続授業） 107

大沼　あゆみ 15300 研究会c/研究会d(4年) 107 ----------→ --→ ----→（連続授業） 107

大沼　あゆみ 12452 研究会（卒業論文）
大平　哲 05279 研究会a/研究会b(3年) 106 ----------→ --→ ----→（連続授業） 106

大平　哲 06878 研究会c/研究会d(4年) 106 ----------→ --→ ----→（連続授業） 106

大平　哲 52232 研究会（卒業論文）
川俣　雅弘 08206 研究会a/研究会b(3年) 124 ----------→ --→ ----→（連続授業） 124

川俣　雅弘 08502 研究会c/研究会d(4年) 124 ----------→ --→ ----→（連続授業） 124

川俣　雅弘 70947 研究会（卒業論文）
神田　さやこ 12846 研究会a/研究会b(3年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103

神田　さやこ 13240 研究会c/研究会d(4年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103

神田　さやこ 93261 研究会（卒業論文）
栗野　盛光 13417 研究会a/研究会b(3年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

栗野　盛光 13713 研究会c/研究会d(4年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

栗野　盛光 98392 研究会（卒業論文）
駒形　哲哉 05226 研究会a/研究会b(3年) 348 ----------→ --→ ----→（連続授業） 348

駒形　哲哉 06825 研究会c/研究会d(4年) 348 ----------→ --→ ----→（連続授業） 348

駒形　哲哉 53152 研究会（卒業論文）
佐藤　祐己 12865 研究会a/研究会b(3年) 466 ----------→ --→ ----→（連続授業） 466

佐藤　祐己 13364 研究会c/研究会d(4年) 466 ----------→ --→ ----→（連続授業） 466

佐藤　祐己 93553 研究会（卒業論文）
壽里　竜 12937 研究会a/研究会b(3年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
壽里　竜 13235 研究会c/研究会d(4年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
壽里　竜 93257 研究会（卒業論文）
崔　在東 11228 研究会a/研究会b(3年) 514 ----------→ --→ ----→（連続授業） 514

崔　在東 19047 研究会c/研究会d(4年) 514 ----------→ --→ ----→（連続授業） 514

崔　在東 49168 研究会（卒業論文）
土居　丈朗 05207 研究会a/研究会b(3年) 467 ----------→ --→ ----→（連続授業） 467

土居　丈朗 19119 研究会c/研究会d(4年) 467 ----------→ --→ ----→（連続授業） 467

土居　丈朗 23987 研究会（卒業論文）
難波　ちづる 11232 研究会a/研究会b(3年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

難波　ちづる 15462 研究会c/研究会d(4年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

難波　ちづる 53114 研究会（卒業論文）
長谷川　淳一 05470 研究会a/研究会b(3年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

長谷川　淳一 06935 研究会c/研究会d(4年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

長谷川　淳一 51513 研究会（卒業論文）
松沢　裕作 12167 研究会a/研究会b(3年) 525-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 525-B

松沢　裕作 12171 研究会c/研究会d(4年) 525-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 525-B

松沢　裕作 54240 研究会（卒業論文）

関連科目 17254 【春】労働法a 519内藤　恵

18428 【秋】労働法b 519内藤　恵

外国語科目(選択必修) 06199 【春】中国語Ⅳa(中級)/【秋】中国語 11801 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語吉川　龍生 前島　和也

Ⅳb(中級) Ⅳb(ｾﾐﾅ-)

06237 【春】中国語Ⅳa(ｾﾐﾅ-Ⅱ)/【秋】中国吉川　龍生

語Ⅳb(ｾﾐﾅ-Ⅱ)

総合教育科目 41387 【春】人類学a[Ⅰ系]河野　礼子

38221 【秋】人類学b[Ⅰ系]河野　礼子

4



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

火 基本科目 48707 【春】経済学史Ⅱa(HISTORY OF ECONO 41391 【春】経済学史Ⅰa 07836 【春】農業経済論a/【秋】農業経済論 井手　英策 06294 【秋】産業社会学a/【秋】産業社会学 ----------→ --→ ----→（連続授業）池田　幸弘 川俣　雅弘 大平　哲

MIC THOUGHT 2A) 88099 【秋】経済学史Ⅰb b b川俣　雅弘

55318 【秋】経済学史Ⅱb(HISTORY OF ECONO 421 48214 【春前】金融論a　※月2とセット 533 48104 【春】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰa 小林　慶一郎 26289 【秋】日本経済ｼｽﾃﾑ論b 宮内　環 20477 【秋】計量経済学中級a(ECONOMETRICS池田　幸弘 佐藤　祐己 坂井　豊貴

MIC THOUGHT 2B) 81697 【秋】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰa(INTERMEDIAT 524 69143 【春前】経済地理a 321 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321 A)千賀　達朗 河端　瑞貴

46910 【春】環境経済論a E MACROECONOMICS 1A) 322 322大沼　あゆみ

46958 【春】計量経済学中級a 322 46977 【春】計量経済学中級b 322 11327 【春後】経済地理b 321 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321田中　辰雄 田中　辰雄 河端　瑞貴

324 324 322 322

325-B 325-B 88046 【春】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅰb(INTERMEDIAT白井　義昌

517 517 E MACROECONOMICS 1B)ﾁｪﾝ,　ﾕ-ﾁﾝ

48176 【春】経済体制論a 48688 【春】確率･統計a(PROBABILITY AND S 50942 【春前】日本経済ｼｽﾃﾑ論a　※土1とセ駒形　哲哉 中妻　照雄 白塚　重典

24031 【秋】経済体制論b TATISTICS A) ット駒形　哲哉

48343 【春前】金融論a(MONEY, BANKING AND 47203 【秋】確率･統計b(PROBABILITY AND S 102 00323 【春】社会史a(SOCIAL HISTORY A)佐藤　祐己 中妻　照雄 長谷川　淳一

FINANCE A)　※月1とセット TATISTICS B) 00319 【秋】社会史b(SOCIAL HISTORY B) 411長谷川　淳一

60552 【春後】金融論b(MONEY, BANKING, AN 49536 【秋】社会史b 131-A 59332 【秋】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰb 527白塚　重典 難波　ちづる 藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子

D FINANCE B)　※土5とセット

48200 【春前】現代日本経済論a(寄附講座, --→ ----→（連続授業）川本　明 ----------→

CONTEMPORARY JAPANESE ECONOMY A

15400 【春後】現代日本経済論b(寄附講座, --→ ----→（連続授業）川本　明 ----------→

CONTEMPORARY JAPANESE ECONOMY B

47567 【春前】欧米経済史a --→ ----→（連続授業）飯田　恭 ----------→

02876 【秋】ｱｼﾞｱ経済史b(ECONOMIC HISTORY 133ﾍｽ,　ｸﾘｽﾁｬﾝ　A.

OF ASIA B)

47954 【春】社会科学基礎論a宮内　環

15447 【秋】社会科学基礎論b宮内　環

特殊科目 32960 【春】国際経済と行動経済学a 93572 【秋】国際経済と行動経済学a(INTERN 13656 【春】演習a/【秋】演習b 143-A 牧野　邦昭 19286 研究会a/研究会b(3年) 143-A  大垣　昌夫 大垣　昌夫 牧野　邦昭

ATIONAL ECONOMY AND BEHAVIORAL 12516 研究会a/研究会b(3年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463周　梦媛 星野　崇宏

93041 【秋】ﾌｨﾝﾃｯｸの理論と実践b(THEORY A 524 31432 【春】ﾌｧｲﾅﾝｽ入門b 122 12535 研究会c/研究会d(4年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463 小西　祥文 03193 【春】演習 414嘉治　佐保子 新井　拓児 星野　崇宏

ND PRACTICE OF FINTECH B) 54857 【秋】日本史史料講読b 101 81572 研究会（卒業論文） ----------→ --→ ----→（連続授業）中妻　照雄 荒木　裕行 星野　崇宏

11422 【秋】公共私による新しい福祉価値の 07267 研究会a/研究会b(3年) 456 ----------→ --→ ----→（連続授業） 456福原　正大 駒村　康平 山田　篤裕

05484 【春】東欧経済史a/【春】東欧経済史 131-B 創造(寄附講座) 07271 研究会c/研究会d(4年) 456 ----------→ --→ ----→（連続授業） 456崔　在東 山田　篤裕 山田　篤裕

b 05484 【春】東欧経済史a/【春】東欧経済史 131-B 26202 研究会（卒業論文） ----------→ --→ ----→（連続授業）崔　在東 山田　篤裕

15079 【春】ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(GLOBAL HU b 48310 【秋】近代日本と東ｱｼﾞｱb 藤原　一平 19658 【春】定量的ﾏｸﾛ経済学aﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- 加島　潤

MAN RESOURCE MANAGEMENT) 47146 【春】ﾍﾞｲｽﾞ統計学a 25239 【春】専門外国書講読(中) 341-A 千賀　達朗星野　崇宏 加島　潤

50957 【秋】ﾍﾞｲｽﾞ統計学b 121 52558 【春】企業金融論a(寄附講座) 加島　潤 19343 研究会a/研究会b(3年) 324星野　崇宏 土居　丈朗

413佐藤　祐己

64357 【秋】企業金融論b(寄附講座) 坂井　豊貴 06720 研究会a/研究会b(3年) 415土居　丈朗
長倉　大輔 08191 研究会a/研究会b(3年)　※月4とセッ 336佐藤　祐己

12763 【春】専門外国書講読(仏) 511 ト難波　ちづる

00672 【秋】専門外国書講読(仏) 511 長倉　大輔 08411 研究会c/研究会d(4年)　※月4とセッ 336難波　ちづる

53808 【春】日本史史料講読a 102 ト松沢　裕作
長倉　大輔 47218 研究会（卒業論文）
秋山　裕 05169 研究会a/研究会b(3年) 131-A/457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A/457

秋山　裕 06753 研究会c/研究会d(4年) 131-A/457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A/457

秋山　裕 51949 研究会（卒業論文）
飯田　恭 05188 研究会a/研究会b(3年) 454 ----------→ --→ ----→（連続授業） 454

飯田　恭 06787 研究会c/研究会d(4年) 454 ----------→ --→ ----→（連続授業） 454

飯田　恭 53095 研究会（卒業論文）
大沼　あゆみ 13436 研究会a/研究会b(3年) 107 ----------→ --→ ----→（連続授業） 107

大沼　あゆみ 15300 研究会c/研究会d(4年) 107 ----------→ --→ ----→（連続授業） 107

大沼　あゆみ 12452 研究会（卒業論文）
大平　哲 05279 研究会a/研究会b(3年) 106 ----------→ --→ ----→（連続授業） 106

大平　哲 06878 研究会c/研究会d(4年) 106 ----------→ --→ ----→（連続授業） 106

大平　哲 52232 研究会（卒業論文）
川俣　雅弘 08206 研究会a/研究会b(3年) 124 ----------→ --→ ----→（連続授業） 124

川俣　雅弘 08502 研究会c/研究会d(4年) 124 ----------→ --→ ----→（連続授業） 124

川俣　雅弘 70947 研究会（卒業論文）
神田　さやこ 12846 研究会a/研究会b(3年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103

神田　さやこ 13240 研究会c/研究会d(4年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103

神田　さやこ 93261 研究会（卒業論文）
栗野　盛光 13417 研究会a/研究会b(3年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

栗野　盛光 13713 研究会c/研究会d(4年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

栗野　盛光 98392 研究会（卒業論文）
駒形　哲哉 05226 研究会a/研究会b(3年) 348 ----------→ --→ ----→（連続授業） 348

駒形　哲哉 06825 研究会c/研究会d(4年) 348 ----------→ --→ ----→（連続授業） 348

駒形　哲哉 53152 研究会（卒業論文）
佐藤　祐己 12865 研究会a/研究会b(3年) 466 ----------→ --→ ----→（連続授業） 466

佐藤　祐己 13364 研究会c/研究会d(4年) 466 ----------→ --→ ----→（連続授業） 466

佐藤　祐己 93553 研究会（卒業論文）
壽里　竜 12937 研究会a/研究会b(3年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
壽里　竜 13235 研究会c/研究会d(4年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
壽里　竜 93257 研究会（卒業論文）
崔　在東 11228 研究会a/研究会b(3年) 514 ----------→ --→ ----→（連続授業） 514

崔　在東 19047 研究会c/研究会d(4年) 514 ----------→ --→ ----→（連続授業） 514

崔　在東 49168 研究会（卒業論文）
土居　丈朗 05207 研究会a/研究会b(3年) 467 ----------→ --→ ----→（連続授業） 467

土居　丈朗 19119 研究会c/研究会d(4年) 467 ----------→ --→ ----→（連続授業） 467

土居　丈朗 23987 研究会（卒業論文）
難波　ちづる 11232 研究会a/研究会b(3年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

難波　ちづる 15462 研究会c/研究会d(4年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

難波　ちづる 53114 研究会（卒業論文）
長谷川　淳一 05470 研究会a/研究会b(3年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

長谷川　淳一 06935 研究会c/研究会d(4年) 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422

長谷川　淳一 51513 研究会（卒業論文）
松沢　裕作 12167 研究会a/研究会b(3年) 525-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 525-B

松沢　裕作 12171 研究会c/研究会d(4年) 525-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 525-B

松沢　裕作 54240 研究会（卒業論文）

関連科目 17254 【春】労働法a 519内藤　恵

18428 【秋】労働法b 519内藤　恵

外国語科目(選択必修) 06199 【春】中国語Ⅳa(中級)/【秋】中国語 11801 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語吉川　龍生 前島　和也

Ⅳb(中級) Ⅳb(ｾﾐﾅ-)

06237 【春】中国語Ⅳa(ｾﾐﾅ-Ⅱ)/【秋】中国吉川　龍生

語Ⅳb(ｾﾐﾅ-Ⅱ)

総合教育科目 41387 【春】人類学a[Ⅰ系]河野　礼子

38221 【秋】人類学b[Ⅰ系]河野　礼子

5



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

水 基本科目 48635 【春前】国際貿易論a --→ ----→（連続授業） 84093 【秋】産業組織論b 519 櫻川　昌哉 51896 【秋】国際金融論a 123 宮内　環 23619 【春】計量経済学中級b(ECONOMETRICS木村　福成 ----------→ 石橋　孝次

36578 【秋前】国際貿易論b --→ ----→（連続授業） 65540 【秋】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅱb 櫻川　昌哉 16296 【春】国際金融論b 517 B)木村　福成 ----------→ 伊藤　幹夫

74718 【春前】日本経済史a(ECONOMIC HISTO --→ ----→（連続授業） 47825 【春】独占資本主義論a 南ﾎ-ﾙ 星野　崇宏 81238 【春】計量経済学中級b中林　真幸 ----------→ 大西　広

RY OF JAPAN A) 10832 【秋】独占資本主義論b 南ﾎ-ﾙ大西　広

72529 【春後】日本経済史b(ECONOMIC HISTO --→ ----→（連続授業） 48085 【春】ｱｼﾞｱ経済史b中林　真幸 ----------→ 加島　潤

RY OF JAPAN B) 02656 【春】確率･統計a片山　翔太

45249 【春前】労働経済論a　※金1とセット 524 30709 【春】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅱa 02680 【秋】確率･統計b赤林　英夫 石橋　孝次 片山　翔太

06256 【秋】社会思想a/【秋】社会思想b --→ ----→（連続授業） 48396 【春】経済政策論a高草木　光一 ----------→ 寺井　公子

68811 【春】環境経済論a(寄附講座, ENVIRO 68826 【秋】環境経済論b(寄附講座, ENVIRO 68094 【秋】経済政策論bﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ,　ｱﾝ ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ,　ｱﾝ 寺井　公子

NMENTAL ECONOMICS A) NMENTAL ECONOMICS B) 81223 【春】計量経済学中級a星野　崇宏

63623 【秋】労働経済論b 南ﾎ-ﾙ太田　聰一

48157 【春】現代資本主義論a大平　哲

05101 【春】社会政策論a/【秋】社会政策論 121駒村　康平

b山田　篤裕

12893 【秋】国際貿易論a(INTERNATIONAL TR笹原　彰

ADE A)

25445 【春】国際貿易論b(寄附講座, INTERN笹原　彰

ATIONAL TRADE B)

51585 【春】国際金融論b(INTERNATIONAL FI 411竹森　俊平

NANCE B)

50517 【秋】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅱb 532玉田　康成

48487 【春】産業組織論a 533中嶋　亮

71006 【春】工業経済論a三嶋　恒平

61358 【秋】工業経済論b三嶋　恒平

25718 【秋】経済発展論a(ECONOMIC DEVELOP山田　浩之

MENT A)

特殊科目 75604 【春後】貿易政策a --→ ----→（連続授業） 31600 【春】演習 314 赤林　由雄 34977 【春】演習 314 川本　明 93568 【秋】規制改革の経済学(寄附講座, E大久保　敏弘 ----------→ 赤林　由雄

76031 【秋後】貿易政策b --→ ----→（連続授業） 05537 【春】専門外国書講読a(仏)/【秋】専  CONOMICS OF REGURATORY REFORM)大久保　敏弘 ----------→ 篠原　洋治

67633 【秋前】家族と教育の経済学a(ECONOM 14455 【秋】ﾏﾙｸｽ経済学特論 516 門外国書講読b(仏) 清田　耕造 19248 【春】演習a/【秋】演習b 335 清田　耕造 19066 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 335赤林　英夫 大西　広

ICS OF FAMILY AND EDUCATION A) 11782 【春】世界経済論a/【秋】世界経済論 512 寺井　公子 11247 研究会c/研究会d(4年) 423 RESEARCH SEMINAR)(3年)大平　哲 竹森　俊平

23733 【春】演習 325-A 47863 【春】数理経済学特論Ⅱa[確率論] 132 b 寺井　公子 13646 研究会（卒業論文） 寺井　公子 13502 【秋】演習 423太田　聰一 河備　浩司

23748 【秋】演習 325-A 24706 【秋】数理経済学特論Ⅱb[確率論] 132 00357 【春】演習 中村　慎助 19310 研究会c/研究会d(4年) 511太田　聰一 河備　浩司 長倉　大輔

48669 【春】格差と援助の経済学a 36028 【秋】国際的視点から見た日本経済(T 524 01918 【春】日本経済思想史a 中村　慎助 24634 研究会（卒業論文）大平　哲 竹森　俊平 牧野　邦昭

63437 【秋】格差と援助の経済学b HE JAPANESE ECONOMY FROM AN INTERN 14350 【秋】日本経済思想史b 三嶋　恒平 19214 研究会a/研究会b(3年) 462 三嶋　恒平 24338 【春】演習 462大平　哲 牧野　邦昭

ATIONAL PERSPECTIVE) 84791 【春】開発経済学a 三嶋　恒平 23810 【秋】演習 462山田　浩之

23475 【春】ﾃﾞ-ﾀ駆動型ﾌｧｲﾅﾝｽ入門 84806 【秋】開発経済学b中妻　照雄 山田　浩之

02508 【秋】日本経済史各論(TOPICS IN ECO 14303 研究会a/研究会b(3年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103中林　真幸 石井　太

NOMIC HISTORY OF JAPAN) 15644 研究会c/研究会d(4年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103石井　太

76596 【秋】戦争と社会 12266 研究会（卒業論文）難波　ちづる 石井　太

08445 研究会a/研究会b(3年) 321/322 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321/322河端　瑞貴

11285 研究会c/研究会d(4年) 321/322 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321/322河端　瑞貴

53698 研究会（卒業論文）河端　瑞貴
赤林　英夫 05302 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415

RESEARCH SEMINAR)(3年)
赤林　英夫 06901 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415

RESEARCH SEMINAR)(4年)
赤林　英夫 51661 研究会（卒業論文）
井手　英策 11759 研究会a/研究会b(3年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

井手　英策 11763 研究会c/研究会d(4年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

井手　英策 36640 研究会（卒業論文）
大久保　敏弘 08187 研究会a/研究会b(3年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

大久保　敏弘 08555 研究会c/研究会d(4年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

大久保　敏弘 62225 研究会（卒業論文）
太田　聰一 05283 研究会a/研究会b(3年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

太田　聰一 06882 研究会c/研究会d(4年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

太田　聰一 52581 研究会（卒業論文）
大西　広 08521 研究会a/研究会b(3年) 516 ----------→ --→ ----→（連続授業） 516

大西　広 11118 研究会c/研究会d(4年) 516 ----------→ --→ ----→（連続授業） 516

大西　広 15180 研究会（卒業論文）
片山　翔太 14375 研究会a/研究会b(3年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
片山　翔太 15549 研究会c/研究会d(4年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
片山　翔太 13004 研究会（卒業論文）
河井　啓希 05173 研究会a/研究会b(3年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

河井　啓希 06768 研究会c/研究会d(4年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

河井　啓希 53038 研究会（卒業論文）
木村　福成 07726 研究会a/研究会b(3年) 131-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A

木村　福成 07745 研究会c/研究会d(4年) 131-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A

木村　福成 25828 研究会（卒業論文）
小西　祥文 11209 研究会a/研究会b(3年) 424 ----------→ --→ ----→（連続授業） 424

小西　祥文 19176 研究会c/研究会d(4年) 424 ----------→ --→ ----→（連続授業） 424

小西　祥文 13335 研究会（卒業論文）
駒村　康平 05317 研究会a/研究会b(3年) 134 ----------→ --→ ----→（連続授業） 134

駒村　康平 06916 研究会c/研究会d(4年) 134 ----------→ --→ ----→（連続授業） 134

駒村　康平 51733 研究会（卒業論文）
笹原　彰 19229 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( ----------→ --→ ----→（連続授業）

RESEARCH SEMINAR)(3年)
白井　義昌 05245 研究会a/研究会b(3年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白井　義昌 06844 研究会c/研究会d(4年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白井　義昌 52319 研究会（卒業論文）
須田　伸一 07248 研究会a/研究会b(3年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

須田　伸一 07252 研究会c/研究会d(4年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

須田　伸一 38700 研究会（卒業論文）
田中　辰雄 05140 研究会a/研究会b(3年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463

田中　辰雄 06734 研究会c/研究会d(4年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463

田中　辰雄 52290 研究会（卒業論文）
玉田　康成 05192 研究会a/研究会b(3年) 515 ----------→ --→ ----→（連続授業） 515

玉田　康成 06791 研究会c/研究会d(4年) 515 ----------→ --→ ----→（連続授業） 515

玉田　康成 53100 研究会（卒業論文）
津曲　正俊 12827 研究会a/研究会b(3年) 455 ----------→ --→ ----→（連続授業） 455

津曲　正俊 13383 研究会c/研究会d(4年) 455 ----------→ --→ ----→（連続授業） 455

津曲　正俊 94143 研究会（卒業論文）
中嶋　亮 13254 研究会a/研究会b(3年) 109 ----------→ --→ ----→（連続授業） 109

中嶋　亮 13728 研究会c/研究会d(4年) 109 ----------→ --→ ----→（連続授業） 109

中嶋　亮 98517 研究会（卒業論文）
橋口　勝利 14982 研究会a/研究会b(3年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

橋口　勝利 19051 研究会c/研究会d(4年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

橋口　勝利 52122 研究会（卒業論文）
藤田　康範 05154 研究会a/研究会b(3年) 532 ----------→ --→ ----→（連続授業） 532

藤田　康範 06749 研究会c/研究会d(4年) 532 ----------→ --→ ----→（連続授業） 532

藤田　康範 52304 研究会（卒業論文）
藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子 13379 研究会a/研究会b(3年) 342 ----------→ --→ ----→（連続授業） 342

藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子 14231 研究会c/研究会d(4年) 342 ----------→ --→ ----→（連続授業） 342

藤原グレーヴァ　香
子 00137 研究会（卒業論文）
穂刈　享 07673 研究会a/研究会b(3年) 513 ----------→ --→ ----→（連続授業） 513

穂刈　享 07688 研究会c/研究会d(4年) 513 ----------→ --→ ----→（連続授業） 513

穂刈　享 25722 研究会（卒業論文）
前多　康男 15003 研究会a/研究会b(3年) 353-D ----------→ --→ ----→（連続授業） 353-D

前多　康男 17757 研究会c/研究会d(4年) 353-D ----------→ --→ ----→（連続授業） 353-D

前多　康男 20791 研究会（卒業論文）
松浦　寿幸 14428 研究会a/研究会b(3年) 325-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 325-B

松浦　寿幸 15190 研究会c/研究会d(4年) 325-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 325-B

松浦　寿幸 12175 研究会（卒業論文）
ﾏｯｹﾝｼﾞ-,　ｺﾘﾝ 19009 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 358 ----------→ --→ ----→（連続授業） 358

RESEARCH SEMINAR)(3年)
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

水 基本科目 48635 【春前】国際貿易論a --→ ----→（連続授業） 84093 【秋】産業組織論b 519 櫻川　昌哉 51896 【秋】国際金融論a 123 宮内　環 23619 【春】計量経済学中級b(ECONOMETRICS木村　福成 ----------→ 石橋　孝次

36578 【秋前】国際貿易論b --→ ----→（連続授業） 65540 【秋】ﾏｸﾛ経済学中級Ⅱb 櫻川　昌哉 16296 【春】国際金融論b 517 B)木村　福成 ----------→ 伊藤　幹夫

74718 【春前】日本経済史a(ECONOMIC HISTO --→ ----→（連続授業） 47825 【春】独占資本主義論a 南ﾎ-ﾙ 星野　崇宏 81238 【春】計量経済学中級b中林　真幸 ----------→ 大西　広

RY OF JAPAN A) 10832 【秋】独占資本主義論b 南ﾎ-ﾙ大西　広

72529 【春後】日本経済史b(ECONOMIC HISTO --→ ----→（連続授業） 48085 【春】ｱｼﾞｱ経済史b中林　真幸 ----------→ 加島　潤

RY OF JAPAN B) 02656 【春】確率･統計a片山　翔太

45249 【春前】労働経済論a　※金1とセット 524 30709 【春】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅱa 02680 【秋】確率･統計b赤林　英夫 石橋　孝次 片山　翔太

06256 【秋】社会思想a/【秋】社会思想b --→ ----→（連続授業） 48396 【春】経済政策論a高草木　光一 ----------→ 寺井　公子

68811 【春】環境経済論a(寄附講座, ENVIRO 68826 【秋】環境経済論b(寄附講座, ENVIRO 68094 【秋】経済政策論bﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ,　ｱﾝ ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ,　ｱﾝ 寺井　公子

NMENTAL ECONOMICS A) NMENTAL ECONOMICS B) 81223 【春】計量経済学中級a星野　崇宏

63623 【秋】労働経済論b 南ﾎ-ﾙ太田　聰一

48157 【春】現代資本主義論a大平　哲

05101 【春】社会政策論a/【秋】社会政策論 121駒村　康平

b山田　篤裕

12893 【秋】国際貿易論a(INTERNATIONAL TR笹原　彰

ADE A)

25445 【春】国際貿易論b(寄附講座, INTERN笹原　彰

ATIONAL TRADE B)

51585 【春】国際金融論b(INTERNATIONAL FI 411竹森　俊平

NANCE B)

50517 【秋】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅱb 532玉田　康成

48487 【春】産業組織論a 533中嶋　亮

71006 【春】工業経済論a三嶋　恒平

61358 【秋】工業経済論b三嶋　恒平

25718 【秋】経済発展論a(ECONOMIC DEVELOP山田　浩之

MENT A)

特殊科目 75604 【春後】貿易政策a --→ ----→（連続授業） 31600 【春】演習 314 赤林　由雄 34977 【春】演習 314 川本　明 93568 【秋】規制改革の経済学(寄附講座, E大久保　敏弘 ----------→ 赤林　由雄

76031 【秋後】貿易政策b --→ ----→（連続授業） 05537 【春】専門外国書講読a(仏)/【秋】専  CONOMICS OF REGURATORY REFORM)大久保　敏弘 ----------→ 篠原　洋治

67633 【秋前】家族と教育の経済学a(ECONOM 14455 【秋】ﾏﾙｸｽ経済学特論 516 門外国書講読b(仏) 清田　耕造 19248 【春】演習a/【秋】演習b 335 清田　耕造 19066 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 335赤林　英夫 大西　広

ICS OF FAMILY AND EDUCATION A) 11782 【春】世界経済論a/【秋】世界経済論 512 寺井　公子 11247 研究会c/研究会d(4年) 423 RESEARCH SEMINAR)(3年)大平　哲 竹森　俊平

23733 【春】演習 325-A 47863 【春】数理経済学特論Ⅱa[確率論] 132 b 寺井　公子 13646 研究会（卒業論文） 寺井　公子 13502 【秋】演習 423太田　聰一 河備　浩司

23748 【秋】演習 325-A 24706 【秋】数理経済学特論Ⅱb[確率論] 132 00357 【春】演習 中村　慎助 19310 研究会c/研究会d(4年) 511太田　聰一 河備　浩司 長倉　大輔

48669 【春】格差と援助の経済学a 36028 【秋】国際的視点から見た日本経済(T 524 01918 【春】日本経済思想史a 中村　慎助 24634 研究会（卒業論文）大平　哲 竹森　俊平 牧野　邦昭

63437 【秋】格差と援助の経済学b HE JAPANESE ECONOMY FROM AN INTERN 14350 【秋】日本経済思想史b 三嶋　恒平 19214 研究会a/研究会b(3年) 462 三嶋　恒平 24338 【春】演習 462大平　哲 牧野　邦昭

ATIONAL PERSPECTIVE) 84791 【春】開発経済学a 三嶋　恒平 23810 【秋】演習 462山田　浩之

23475 【春】ﾃﾞ-ﾀ駆動型ﾌｧｲﾅﾝｽ入門 84806 【秋】開発経済学b中妻　照雄 山田　浩之

02508 【秋】日本経済史各論(TOPICS IN ECO 14303 研究会a/研究会b(3年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103中林　真幸 石井　太

NOMIC HISTORY OF JAPAN) 15644 研究会c/研究会d(4年) 103 ----------→ --→ ----→（連続授業） 103石井　太

76596 【秋】戦争と社会 12266 研究会（卒業論文）難波　ちづる 石井　太

08445 研究会a/研究会b(3年) 321/322 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321/322河端　瑞貴

11285 研究会c/研究会d(4年) 321/322 ----------→ --→ ----→（連続授業） 321/322河端　瑞貴

53698 研究会（卒業論文）河端　瑞貴
赤林　英夫 05302 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415

RESEARCH SEMINAR)(3年)
赤林　英夫 06901 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( 415 ----------→ --→ ----→（連続授業） 415

RESEARCH SEMINAR)(4年)
赤林　英夫 51661 研究会（卒業論文）
井手　英策 11759 研究会a/研究会b(3年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

井手　英策 11763 研究会c/研究会d(4年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

井手　英策 36640 研究会（卒業論文）
大久保　敏弘 08187 研究会a/研究会b(3年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

大久保　敏弘 08555 研究会c/研究会d(4年) 457 ----------→ --→ ----→（連続授業） 457

大久保　敏弘 62225 研究会（卒業論文）
太田　聰一 05283 研究会a/研究会b(3年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

太田　聰一 06882 研究会c/研究会d(4年) 101 ----------→ --→ ----→（連続授業） 101

太田　聰一 52581 研究会（卒業論文）
大西　広 08521 研究会a/研究会b(3年) 516 ----------→ --→ ----→（連続授業） 516

大西　広 11118 研究会c/研究会d(4年) 516 ----------→ --→ ----→（連続授業） 516

大西　広 15180 研究会（卒業論文）
片山　翔太 14375 研究会a/研究会b(3年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
片山　翔太 15549 研究会c/研究会d(4年) ----------→ --→ ----→（連続授業）
片山　翔太 13004 研究会（卒業論文）
河井　啓希 05173 研究会a/研究会b(3年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

河井　啓希 06768 研究会c/研究会d(4年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524

河井　啓希 53038 研究会（卒業論文）
木村　福成 07726 研究会a/研究会b(3年) 131-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A

木村　福成 07745 研究会c/研究会d(4年) 131-A ----------→ --→ ----→（連続授業） 131-A

木村　福成 25828 研究会（卒業論文）
小西　祥文 11209 研究会a/研究会b(3年) 424 ----------→ --→ ----→（連続授業） 424

小西　祥文 19176 研究会c/研究会d(4年) 424 ----------→ --→ ----→（連続授業） 424

小西　祥文 13335 研究会（卒業論文）
駒村　康平 05317 研究会a/研究会b(3年) 134 ----------→ --→ ----→（連続授業） 134

駒村　康平 06916 研究会c/研究会d(4年) 134 ----------→ --→ ----→（連続授業） 134

駒村　康平 51733 研究会（卒業論文）
笹原　彰 19229 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( ----------→ --→ ----→（連続授業）

RESEARCH SEMINAR)(3年)
白井　義昌 05245 研究会a/研究会b(3年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白井　義昌 06844 研究会c/研究会d(4年) 461 ----------→ --→ ----→（連続授業） 461

白井　義昌 52319 研究会（卒業論文）
須田　伸一 07248 研究会a/研究会b(3年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

須田　伸一 07252 研究会c/研究会d(4年) 435 ----------→ --→ ----→（連続授業） 435

須田　伸一 38700 研究会（卒業論文）
田中　辰雄 05140 研究会a/研究会b(3年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463

田中　辰雄 06734 研究会c/研究会d(4年) 463 ----------→ --→ ----→（連続授業） 463

田中　辰雄 52290 研究会（卒業論文）
玉田　康成 05192 研究会a/研究会b(3年) 515 ----------→ --→ ----→（連続授業） 515

玉田　康成 06791 研究会c/研究会d(4年) 515 ----------→ --→ ----→（連続授業） 515

玉田　康成 53100 研究会（卒業論文）
津曲　正俊 12827 研究会a/研究会b(3年) 455 ----------→ --→ ----→（連続授業） 455

津曲　正俊 13383 研究会c/研究会d(4年) 455 ----------→ --→ ----→（連続授業） 455

津曲　正俊 94143 研究会（卒業論文）
中嶋　亮 13254 研究会a/研究会b(3年) 109 ----------→ --→ ----→（連続授業） 109

中嶋　亮 13728 研究会c/研究会d(4年) 109 ----------→ --→ ----→（連続授業） 109

中嶋　亮 98517 研究会（卒業論文）
橋口　勝利 14982 研究会a/研究会b(3年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

橋口　勝利 19051 研究会c/研究会d(4年) 110 ----------→ --→ ----→（連続授業） 110

橋口　勝利 52122 研究会（卒業論文）
藤田　康範 05154 研究会a/研究会b(3年) 532 ----------→ --→ ----→（連続授業） 532

藤田　康範 06749 研究会c/研究会d(4年) 532 ----------→ --→ ----→（連続授業） 532

藤田　康範 52304 研究会（卒業論文）
藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子 13379 研究会a/研究会b(3年) 342 ----------→ --→ ----→（連続授業） 342

藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子 14231 研究会c/研究会d(4年) 342 ----------→ --→ ----→（連続授業） 342

藤原グレーヴァ　香
子 00137 研究会（卒業論文）
穂刈　享 07673 研究会a/研究会b(3年) 513 ----------→ --→ ----→（連続授業） 513

穂刈　享 07688 研究会c/研究会d(4年) 513 ----------→ --→ ----→（連続授業） 513

穂刈　享 25722 研究会（卒業論文）
前多　康男 15003 研究会a/研究会b(3年) 353-D ----------→ --→ ----→（連続授業） 353-D

前多　康男 17757 研究会c/研究会d(4年) 353-D ----------→ --→ ----→（連続授業） 353-D

前多　康男 20791 研究会（卒業論文）
松浦　寿幸 14428 研究会a/研究会b(3年) 325-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 325-B

松浦　寿幸 15190 研究会c/研究会d(4年) 325-B ----------→ --→ ----→（連続授業） 325-B

松浦　寿幸 12175 研究会（卒業論文）
ﾏｯｹﾝｼﾞ-,　ｺﾘﾝ 19009 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 358 ----------→ --→ ----→（連続授業） 358

RESEARCH SEMINAR)(3年)
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学部 

月曜の余白 左ページ 

 
※「研究会(4 年)」の申告においては，「研究会 c/d」の他に，必ず「研究会(卒業論文)」を別途登録する必要があります。

Web 履修申告の際に，上記時間割中の登録番号を「登録番号から探す」の欄に入力して申告してください。 
 
※「外国語科目 （選択必修）」は事前抽選があります。当選した者のみが履修できます。 

詳しくは履修案内および経済学部外国語科目履修案内を参照してください。履修を希望する他学部生は「全学部共
通外国語科目履修案内」を参照してください。 

 
※以下の科目は事前抽選があります。当選した経済学部生のみが履修できます。 
 
・高草木君「社会思想 a/b」  
・中西君「日本経済史 a」   
・寺井君「経済政策論 a」   
・土居君「財政論 a/b」     

・河端君「経済地理 a」 
・川俣君「経済学史Ⅰ a/b」 
・佐藤君「金融論 a」 
・三嶋君「工業経済論 a/b」 

・中妻君「フィンテックとソーシャ
ルインフラストラクチュア a/b」 

・藤田君「金融資産市場論 a/b」
・土居君「企業金融論 a/b」    

・藤田君「経済政策のミクロ分析
a/b」 

・山田浩之君「開発経済学 a/b」 
・谷口君「経営学 a/b」 
・坂井君「会計学 a/b」      

 
※文学部，法学部，商学部の三田設置科目を履修する場合は，それぞれ「文学部時間割表［2・3･4 年生］」，「法学部

法律学科 3・4 年授業時間割」，「法学部政治学科 3・4 年授業時間割」，「商学部 3・4 年授業時間割」に記載されてい
る科目を登録してください。 

 
※他学部，諸研究所・センター設置科目の履修に当たっては履修案内 40～43 ページを熟読してください。 

 

 

月曜の余白 右ページ 

 

※4 学期制科目の授業日程について（詳細は履修案内 5～8 ページのカレンダー参照） 
【春前】 4 月 7 日～ 5 月 27 日 【春後】 5 月 21 日～7月 10 日 
【秋前】10 月 1 日～11 月 25 日 【秋後】11 月 12 日～1月 21 日 

 
なお 5 月 21 日～5 月 27 日および 11 月 12 日～11 月 25 日は、前半の第 13 回・後半の第 1 回の授業を行いま
す。学期前半科目の第 13 回は週 2 コマある授業のうち 1 コマ目のみ開講されます。学期後半科目の第 1 回
は週 2 コマある授業のうち 2 コマ目のみ開講されます。曜日をまたがる場合は木曜日を週初めとして数え
てください（例：金 1，水１開講の科目は金曜が 1 コマ目，水曜が 2 コマ目となる）。 

 
※参考資料（全学生必読） 
  履修案内・講義要綱・時間割訂正 
  https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/registration/ 
 
  

 

水曜の右ページ右上 基本科目の空き部分 
  

水曜日 第６時限 (18 : 10 ～ 19 : 40) 開講の授業 

 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 

特殊科目 井深 陽子 

ﾏｯｹﾝｼﾞｰ，ｺﾘﾝ 

95924 【秋】高齢化に伴う諸問題:経済と医学の視点から

(LECTURE SERIES ON LONGEVITY STUDIES)

 

 

単位表、進級・卒業条件ページ上部 
 
 
 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

水 特殊科目 山田　浩之 12611 研究会a/研究会b(3年) 452 ----------→ --→ ----→（連続授業） 452

山田　浩之 12607 研究会c/研究会d(4年) 452 ----------→ --→ ----→（連続授業） 452

山田　浩之 83738 研究会（卒業論文）

関連科目 24267 【春】租税法a 重田　麻紀子 40759 【春】商法Ⅱa吉村　典久

59060 【秋】租税法b 重田　麻紀子 40778 【秋】商法Ⅱb吉村　典久

外国語科目(選択必修) 06404 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅳa(中級)/【秋】ｽﾍﾟｲﾝ 414 七字　眞明 06146 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾄﾞｲﾂ語 ｳｴﾁ,　ﾅﾝｼ- 06366 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ｽﾍﾟｲﾝ山本　昭代

語Ⅳb(中級) Ⅳb(ｾﾐﾅ-) 語Ⅳb(ｾﾐﾅ-)

林田　愛 12569 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語 143-D

Ⅳb(ｾﾐﾅ-) 143-A

外国語科目(選択) 05078 【春】ﾛｼｱ語a(選択A)/【秋】ﾛｼｱ語b( 山本　昭代 08153 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅴa(選択A)/【秋】ｽﾍﾟｲ 414 七字　眞明 07009 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅴa(選択A)/【秋】ﾄﾞｲﾂ佐野　洋子

選択A) ﾝ語Ⅴb(選択A) 語Ⅴb(選択A)

総合教育科目 37699 【秋】美術b[Ⅱ系]金山　弘昌

49957 【春】美術a[Ⅱ系]細野　喜代

水曜日前頁のつづき

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

木 基本科目 48119 【春】財政論a 47916 【春】計量経済学上級a土居　丈朗 河井　啓希

24248 【秋】財政論b 71044 【春】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰb(INTERMEDIAT土居　丈朗 栗野　盛光

E MICROECONOMICS 1B)

特殊科目 25277 【春前】AI産業論(寄附講座) --→ ----→（連続授業） 75733 【春】金融資産市場論a(寄附講座) 小澤　太郎 47830 【春】公共経済学a 林　秀毅 41937 【秋】EUと日本の経済関係(EU-JAPAN 133赤林　英夫 ----------→ 小林　慶一郎
小澤　太郎 48229 【秋】公共経済学b ECONOMIC RELATIONS)星野　崇宏 藤田　康範

49919 【春】時系列分析a 15452 【秋】金融資産市場論b(寄附講座) 出口　雄大 78383 【春】日本社会史a 531長倉　大輔 小林　慶一郎

02493 【秋】長寿と金融(寄附講座) 出口　雄大 40065 【秋】日本社会史b 121中村　慎助 藤田　康範

49904 【春】時系列分析b駒村　康平 長倉　大輔

47901 【春】代数学a森藤　孝之

48305 【秋】代数学b森藤　孝之

33435 【春】経済史(ECONOMIC HISTORY)柳生　智子

14402 【秋】都市と地域のﾓﾋﾞﾘﾃｨ-産業論(寄直井　道生

附講座)武山　政直

河端　瑞貴

関連科目 32094 【春】商法Ⅰa 50756 【春】民法Ⅰa藤田　祥子 花房　博文

55303 【秋】商法Ⅰb 64304 【秋】民法Ⅰb藤田　祥子 花房　博文

外国語科目(選択必修) 14341 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語 415 06218 【春】中国語Ⅳa(ｾﾐﾅ-Ⅰ)/【秋】中国ｶﾞﾎﾞﾘｵ,　ﾏﾘ 胡　婉如

Ⅳb(ｾﾐﾅ-) 語Ⅳb(ｾﾐﾅ-Ⅰ)

05355 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅳa(中級)/【秋】ｽﾍﾟｲﾝ佐藤　正樹

語Ⅳb(中級)

外国語科目(選択) 胡　婉如 45636 【春】中国語Ⅴ(選択A)
胡　婉如 46188 【秋】中国語Ⅴ(選択A)

総合教育科目 石田　京子 74847 【春】人の尊厳(社会と人権)[Ⅲ系]

岡原　正幸

木下　衆

松浦　良充

金 基本科目 45249 【春前】労働経済論a 524 70469 【秋】現代日本経済論b 15136 【秋】環境経済論a(ENVIRONMENTAL EC 106 小西　祥文 15160 【秋】環境経済論b(ENVIRONMENTAL EC 106赤林　英夫 植田　浩史 小西　祥文

06275 【春】日本資本主義発達史a/【春】日 --→ ----→（連続授業） ONOMICS A) ONOMICS B)植田　浩史 ----------→

本資本主義発達史b 48233 【春】経済発展論a 長倉　大輔 61965 【秋】計量経済学上級b(ADVANCED ECO 322秋山　裕

96017 【春】ｱｼﾞｱ経済史a 121 44960 【秋】経済発展論b NOMETRICS B)小川　道大 秋山　裕

15705 【春】経済統計a 48286 【春】都市経済論a野村　浩二 直井　道生

15710 【秋】経済統計b 10828 【秋】都市経済論b 123野村　浩二 直井　道生

52361 【春】日本経済史a中西　聡

52926 【秋】日本経済史b橋口　勝利

48123 【春】現代日本経済論a藤田　実

33105 【秋】現代資本主義論b森本　壮亮

特殊科目 67633 【秋前】家族と教育の経済学a(ECONOM 15557 【春】専門外国書講読(日) 95651 【春】ﾒｶﾆｽﾞﾑﾃﾞｻﾞｲﾝa 423 池田　薫 49172 【春】解析学Ⅰa  赤林　英夫 池田　幸弘 坂井　豊貴

ICS OF FAMILY AND EDUCATION A) 93587 【秋】国際経済と行動経済学b(INTERN 13645 【春】現代日本経済史a 524 池田　薫 48161 【秋】解析学Ⅰb 435大垣　昌夫 橋口　勝利

55322 【春】国際経済と行動経済学b ATIONAL ECONOMY AND BEHAVIORAL ECO 12626 研究会a/研究会b(3年) 446 ----------→ --→ ----→（連続授業） 446大垣　昌夫 井深　陽子

NOMICS B) 12755 研究会c/研究会d(4年) 446 ----------→ --→ ----→（連続授業） 446周　梦媛 井深　陽子

85233 【春前】医療経済学 05135 【春】簿記a/【秋】簿記b 12544 研究会（卒業論文） ----------→ --→ ----→（連続授業）井深　陽子 坂井　恵 井深　陽子

11236 【春後】医療経済学(HEALTH ECONOMIC 85233 【春前】医療経済学 植田　浩史 05298 研究会a/研究会b(3年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524井深　陽子 井深　陽子

S) 11236 【春後】医療経済学(HEALTH ECONOMIC 植田　浩史 06897 研究会c/研究会d(4年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524井深　陽子

S) 植田　浩史 52209 研究会（卒業論文）

46905 【春】NPO経済論a 南ﾎ-ﾙ 櫻川　昌哉 11266 研究会a/研究会b(3年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443塩澤　修平
櫻川　昌哉 11797 研究会c/研究会d(4年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443長町　理恵子

48711 【秋】NPO経済論b 517 櫻川　昌哉 66751 研究会（卒業論文）塩澤　修平
福原　正大 14466 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422長町　理恵子

47036 【春】ﾌｨﾝﾃｯｸとｿ-ｼｬﾙ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｭｱa( RESEARCH SEMINAR)(3年)中村　慎助

寄附講座) 福原　正大 15534 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422中妻　照雄

49631 【秋】ﾌｨﾝﾃｯｸとｿ-ｼｬﾙ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｭｱb( RESEARCH SEMINAR)(4年)中妻　照雄

寄附講座) 福原　正大 14489 研究会（卒業論文）

96036 【春】人工知能入門a(INTRODUCTION T 132 中西　聡 11744 研究会c/研究会d(4年) 441ﾌｨｯﾂ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ

O ARTIFICIAL 中西　聡 14896 研究会（卒業論文）

23494 【秋】人工知能入門b(INTRODUCTION T 132ﾌｨｯﾂ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ

O ARTIFICIAL INTELLIGENCE

46704 【春】ｹﾞ-ﾑの理論a 519藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子

59351 【秋】ｹﾞ-ﾑの理論b 411穂刈　享

25885 【春】社会福祉論渡辺　久里子

関連科目 24860 【春】会計学a坂井　恵

53717 【秋】会計学b坂井　恵

基礎教育科目 15103 【春】情報処理Ⅱ(Java言語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸ神林　靖

ﾞⅠ)

00730 【秋】情報処理Ⅲ(Java言語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸ 324神林　靖

ﾞⅡ) 325-B

外国語科目(選択必修) 11304 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾄﾞｲﾂ語 佐藤　空 12870 【春】英語ﾘ-ﾃﾞｲﾝｸﾞa/【秋】英語ﾘ-ﾃﾞ 422米山　かおる

Ⅳb(ｾﾐﾅ-) ｲﾝｸﾞb

総合教育科目 26623 【春】情報処理(経済学･社会学のため 321相場　裕子

のﾃﾞ-ﾀ分析)[I系] 322

49115 【春】近代思想史a[Ⅱ系]富村　圭

38164 【秋】近代思想史b[Ⅱ系]富村　圭

土 基本科目 50942 【春前】日本経済ｼｽﾃﾑ論a　※火3とセ 白塚　重典 60552 【春後】金融論b(MONEY, BANKING, AN白塚　重典

ット D FINANCE B)　※火1とセット

85559 【春】ｱｼﾞｱ経済史a(ECONOMIC HISTORYﾘﾑ　ﾀｲｳｪｲ

OF ASIA A)
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

水 特殊科目 山田　浩之 12611 研究会a/研究会b(3年) 452 ----------→ --→ ----→（連続授業） 452

山田　浩之 12607 研究会c/研究会d(4年) 452 ----------→ --→ ----→（連続授業） 452

山田　浩之 83738 研究会（卒業論文）

関連科目 24267 【春】租税法a 重田　麻紀子 40759 【春】商法Ⅱa吉村　典久

59060 【秋】租税法b 重田　麻紀子 40778 【秋】商法Ⅱb吉村　典久

外国語科目(選択必修) 06404 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅳa(中級)/【秋】ｽﾍﾟｲﾝ 414 七字　眞明 06146 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾄﾞｲﾂ語 ｳｴﾁ,　ﾅﾝｼ- 06366 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ｽﾍﾟｲﾝ山本　昭代

語Ⅳb(中級) Ⅳb(ｾﾐﾅ-) 語Ⅳb(ｾﾐﾅ-)

林田　愛 12569 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語 143-D

Ⅳb(ｾﾐﾅ-) 143-A

外国語科目(選択) 05078 【春】ﾛｼｱ語a(選択A)/【秋】ﾛｼｱ語b( 山本　昭代 08153 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅴa(選択A)/【秋】ｽﾍﾟｲ 414 七字　眞明 07009 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅴa(選択A)/【秋】ﾄﾞｲﾂ佐野　洋子

選択A) ﾝ語Ⅴb(選択A) 語Ⅴb(選択A)

総合教育科目 37699 【秋】美術b[Ⅱ系]金山　弘昌

49957 【春】美術a[Ⅱ系]細野　喜代

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第３時限 １３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限 １４：４５　～　１６：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限 １６：３０　～　１８：００
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

木 基本科目 48119 【春】財政論a 47916 【春】計量経済学上級a土居　丈朗 河井　啓希

24248 【秋】財政論b 71044 【春】ﾐｸﾛ経済学中級Ⅰb(INTERMEDIAT土居　丈朗 栗野　盛光

E MICROECONOMICS 1B)

特殊科目 25277 【春前】AI産業論(寄附講座) --→ ----→（連続授業） 75733 【春】金融資産市場論a(寄附講座) 小澤　太郎 47830 【春】公共経済学a 林　秀毅 41937 【秋】EUと日本の経済関係(EU-JAPAN 133赤林　英夫 ----------→ 小林　慶一郎
小澤　太郎 48229 【秋】公共経済学b ECONOMIC RELATIONS)星野　崇宏 藤田　康範

49919 【春】時系列分析a 15452 【秋】金融資産市場論b(寄附講座) 出口　雄大 78383 【春】日本社会史a 531長倉　大輔 小林　慶一郎

02493 【秋】長寿と金融(寄附講座) 出口　雄大 40065 【秋】日本社会史b 121中村　慎助 藤田　康範

49904 【春】時系列分析b駒村　康平 長倉　大輔

47901 【春】代数学a森藤　孝之

48305 【秋】代数学b森藤　孝之

33435 【春】経済史(ECONOMIC HISTORY)柳生　智子

14402 【秋】都市と地域のﾓﾋﾞﾘﾃｨ-産業論(寄直井　道生

附講座)武山　政直

河端　瑞貴

関連科目 32094 【春】商法Ⅰa 50756 【春】民法Ⅰa藤田　祥子 花房　博文

55303 【秋】商法Ⅰb 64304 【秋】民法Ⅰb藤田　祥子 花房　博文

外国語科目(選択必修) 14341 【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾌﾗﾝｽ語 415 06218 【春】中国語Ⅳa(ｾﾐﾅ-Ⅰ)/【秋】中国ｶﾞﾎﾞﾘｵ,　ﾏﾘ 胡　婉如

Ⅳb(ｾﾐﾅ-) 語Ⅳb(ｾﾐﾅ-Ⅰ)

05355 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅳa(中級)/【秋】ｽﾍﾟｲﾝ佐藤　正樹

語Ⅳb(中級)

外国語科目(選択) 胡　婉如 45636 【春】中国語Ⅴ(選択A)
胡　婉如 46188 【秋】中国語Ⅴ(選択A)

総合教育科目 石田　京子 74847 【春】人の尊厳(社会と人権)[Ⅲ系]

岡原　正幸

木下　衆

松浦　良充

金 基本科目 45249 【春前】労働経済論a 524 70469 【秋】現代日本経済論b 15136 【秋】環境経済論a(ENVIRONMENTAL EC 106 小西　祥文 15160 【秋】環境経済論b(ENVIRONMENTAL EC 106赤林　英夫 植田　浩史 小西　祥文

06275 【春】日本資本主義発達史a/【春】日 --→ ----→（連続授業） ONOMICS A) ONOMICS B)植田　浩史 ----------→

本資本主義発達史b 48233 【春】経済発展論a 長倉　大輔 61965 【秋】計量経済学上級b(ADVANCED ECO 322秋山　裕

96017 【春】ｱｼﾞｱ経済史a 121 44960 【秋】経済発展論b NOMETRICS B)小川　道大 秋山　裕

15705 【春】経済統計a 48286 【春】都市経済論a野村　浩二 直井　道生

15710 【秋】経済統計b 10828 【秋】都市経済論b 123野村　浩二 直井　道生

52361 【春】日本経済史a中西　聡

52926 【秋】日本経済史b橋口　勝利

48123 【春】現代日本経済論a藤田　実

33105 【秋】現代資本主義論b森本　壮亮

特殊科目 67633 【秋前】家族と教育の経済学a(ECONOM 15557 【春】専門外国書講読(日) 95651 【春】ﾒｶﾆｽﾞﾑﾃﾞｻﾞｲﾝa 423 池田　薫 49172 【春】解析学Ⅰa  赤林　英夫 池田　幸弘 坂井　豊貴

ICS OF FAMILY AND EDUCATION A) 93587 【秋】国際経済と行動経済学b(INTERN 13645 【春】現代日本経済史a 524 池田　薫 48161 【秋】解析学Ⅰb 435大垣　昌夫 橋口　勝利

55322 【春】国際経済と行動経済学b ATIONAL ECONOMY AND BEHAVIORAL ECO 12626 研究会a/研究会b(3年) 446 ----------→ --→ ----→（連続授業） 446大垣　昌夫 井深　陽子

NOMICS B) 12755 研究会c/研究会d(4年) 446 ----------→ --→ ----→（連続授業） 446周　梦媛 井深　陽子

85233 【春前】医療経済学 05135 【春】簿記a/【秋】簿記b 12544 研究会（卒業論文） ----------→ --→ ----→（連続授業）井深　陽子 坂井　恵 井深　陽子

11236 【春後】医療経済学(HEALTH ECONOMIC 85233 【春前】医療経済学 植田　浩史 05298 研究会a/研究会b(3年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524井深　陽子 井深　陽子

S) 11236 【春後】医療経済学(HEALTH ECONOMIC 植田　浩史 06897 研究会c/研究会d(4年) 524 ----------→ --→ ----→（連続授業） 524井深　陽子

S) 植田　浩史 52209 研究会（卒業論文）

46905 【春】NPO経済論a 南ﾎ-ﾙ 櫻川　昌哉 11266 研究会a/研究会b(3年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443塩澤　修平
櫻川　昌哉 11797 研究会c/研究会d(4年) 443 ----------→ --→ ----→（連続授業） 443長町　理恵子

48711 【秋】NPO経済論b 517 櫻川　昌哉 66751 研究会（卒業論文）塩澤　修平
福原　正大 14466 研究会a(RESEARCH SEMINAR)/研究会b( 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422長町　理恵子

47036 【春】ﾌｨﾝﾃｯｸとｿ-ｼｬﾙ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｭｱa( RESEARCH SEMINAR)(3年)中村　慎助

寄附講座) 福原　正大 15534 研究会c(RESEARCH SEMINAR)/研究会d( 422 ----------→ --→ ----→（連続授業） 422中妻　照雄

49631 【秋】ﾌｨﾝﾃｯｸとｿ-ｼｬﾙ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｭｱb( RESEARCH SEMINAR)(4年)中妻　照雄

寄附講座) 福原　正大 14489 研究会（卒業論文）

96036 【春】人工知能入門a(INTRODUCTION T 132 中西　聡 11744 研究会c/研究会d(4年) 441ﾌｨｯﾂ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ

O ARTIFICIAL 中西　聡 14896 研究会（卒業論文）

23494 【秋】人工知能入門b(INTRODUCTION T 132ﾌｨｯﾂ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ

O ARTIFICIAL INTELLIGENCE

46704 【春】ｹﾞ-ﾑの理論a 519藤原ｸﾞﾚ-ｳﾞｧ　香子

59351 【秋】ｹﾞ-ﾑの理論b 411穂刈　享

25885 【春】社会福祉論渡辺　久里子

関連科目 24860 【春】会計学a坂井　恵

53717 【秋】会計学b坂井　恵

基礎教育科目 15103 【春】情報処理Ⅱ(Java言語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸ神林　靖

ﾞⅠ)

00730 【秋】情報処理Ⅲ(Java言語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸ 324神林　靖

ﾞⅡ) 325-B

外国語科目(選択必修) 11304 【春】ﾄﾞｲﾂ語Ⅳa(ｾﾐﾅ-)/【秋】ﾄﾞｲﾂ語 佐藤　空 12870 【春】英語ﾘ-ﾃﾞｲﾝｸﾞa/【秋】英語ﾘ-ﾃﾞ 422米山　かおる

Ⅳb(ｾﾐﾅ-) ｲﾝｸﾞb

総合教育科目 26623 【春】情報処理(経済学･社会学のため 321相場　裕子

のﾃﾞ-ﾀ分析)[I系] 322

49115 【春】近代思想史a[Ⅱ系]富村　圭

38164 【秋】近代思想史b[Ⅱ系]富村　圭

土 基本科目 50942 【春前】日本経済ｼｽﾃﾑ論a　※火3とセ 白塚　重典 60552 【春後】金融論b(MONEY, BANKING, AN白塚　重典

ット D FINANCE B)　※火1とセット

85559 【春】ｱｼﾞｱ経済史a(ECONOMIC HISTORYﾘﾑ　ﾀｲｳｪｲ

OF ASIA A)
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2021年度　経済学部　集中講義一覧

開講学期 分野 担当者名 登録番号 科目名

大久保　敏弘 77095
フィナンシャルマネージメントとコーポレートガバナンス
（FINANCIAL MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE)

田村　明久　他 00991 生命保険数学特論（OLIS生命保険寄附講座）

秋学期 特殊科目 山下　直輝 18743
グローバリゼーションの経済学
(ECONOMICS OF GLOBALISATION)

※各授業の日程・時限・教室は、講義要綱の記載を確認してください。
    keio.jp → 「教育支援システム」 → 「講義要綱・シラバス・時間割の検索」

春学期 特殊科目
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科目名に「＊」の付いている科目はPCPに登録している学生のみ履修可

PCP（Professional Career Programme）科目

曜日 分野 時限 担当者名 登録番号 学期 科目名 教室※2

1,2 川本　明 48200 春前半
現代日本経済論ａ
(CONTEMPORARY JAPANESE ECONOMY A)

-

1,2 川本　明 15400 春後半
現代日本経済論ｂ
(CONTEMPORARY JAPANESE ECONOMY B)

-

2 新井　拓児 38528 秋
ファイナンス概論
(INTRODUCTION TO FINANCE)

-

3 鞠　重鎬 65004 春
財政論
(PUBLIC FINANCE)

-

4 嘉治　佐保子 51183 春
金融・政策と世界経済＊
(FINANCE, POLICY AND THE GLOBAL ECONOMY)＊

-

4 タギザーデ　ヘサーリ，　ファルハード 18891 春
資源経済・環境と政策
(ENERGY ECONOMICS, ENVIRONMENT AND POLICY)

-

4 チョイ，　イーケエヨン 26547 秋
環境経済学（理論）
(ENVIRONMENTAL ECONOMIC THEORY)

-

5 嘉治　佐保子 33579 春
個別研究＊
(INDEPENDENT STUDY)＊

-

2 山田　浩之 25718 秋
経済発展論ａ
(ECONOMIC DEVELOPMENT A)

-

2 笹原　彰 12893 秋
国際貿易論ａ
(INTERNATIONAL TRADE A)

-

1 マクドナルド，　アン 22776 秋
環境経済学（政策）
(ENVIRONMENTAL ECONOMIC POLICY)

-

2 山田　浩之 18872 春
開発援助論
(AID AND DEVELOPMENT)

-

6 井深　陽子 95924 秋
高齢化に伴う諸問題：経済と医学の視点から
(LECTURE SERIES ON LONGEVITY STUDIES)

-

木 特殊科目 3 中津川　みゆき 21784 春
論文執筆の手法＊
(ACADEMIC WRITING)＊

-

土 特殊科目 2 植松　俊一郎 77698 春
ファイナンス特論
(ADVANCED FINANCE)

-

火１
土５

基本科目 1,5 白塚　重典 60552 春後半
金融論ｂ
(MONEY, BANKING, AND FINANCE B)

-

- 山下　直輝 18743 秋集中
グローバリゼーションの経済学
(ECONOMICS OF GLOBALISATION)

-

- 大久保　敏弘 77095 春集中
フィナンシャルマネージメントとコーポレートガバナンス
(FINANCIAL MANAGEMENT AND CORPORATE
GOVERNANCE)

-

※1

※2

PCP（Professional Career Programme）科目は事前選考に合格した学生のみが履修できます。

集中講義の日程・時限・教室は、講義要項の記載を確認してください。
keio.jp → 「教育支援システム」→「講義要項・シラバス・時間割の検索」

すべてオンラインで開講予定です。授業形態に変更がある場合は、keio.jpおよび塾生サイトにてお知らせします。
履修申告前に必ず確認してください。

火

水

集中
講義
※1

基本科目

特殊科目

基本科目

特殊科目

特殊科目

11
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1　卒業所要総単位　　※学士入学者の卒業必要単位数等については別途指示します。

 6 単位表

履修すべき
学年 種

類 （詳細） 分野 科目名（単位） 最低必要
単位

卒業必要
単位

（種類毎）
卒業単位
認定科目１ 2 3 4

総
合
教
育
科
目（
Ｐ
30
）

Ⅰ系 10-21-01 ［自然・数理系］（2または 4）
6

20

16

10-21-02 ［自然・数理系（生物学Ⅰ・Ⅱ，物理学Ⅰ・Ⅱ，化学Ⅰ・Ⅱ）］（3）
Ⅱ系 10-22-01 ［人文・社会系］（2または 4） 10

Ⅲ系

10-23-01 ［総合・関連系］（2または 4）

10-23-02 ［総合・関連系（自由研究セミナー a/b，自由研究セミナー）］
（2または4）

10-23-91 教養研究センター設置科目

基
礎
教
育
科
目
（
Ｐ
30
）

履修
タイプA

必修

20-10-01 統計学Ⅰ（2） 2

88

20-10-02 統計学Ⅱ（2） 2
20-11-01 微分積分（2） 2
20-11-02 線形代数（2） 2

選択
20-30-11 微分積分入門（2）線形代数続論（2）
20-31-01 日本経済概論（2）歴史的経済分析の視点（2）
20-35-01 情報処理Ⅰ（2）			情報処理Ⅱ（2）			情報処理Ⅲ（2）

履修
タイプB

必修

20-10-01 統計学Ⅰ（2） 2
20-10-02 統計学Ⅱ（2） 2
20-12-01 日本経済概論（2） 2
20-12-02 歴史的経済分析の視点（2） 2

選択
20-30-11 微分積分入門（2）線形代数続論（2）
20-32-01 数学概論Ⅰ（2）数学概論Ⅱ（2）			微分積分（2）線形代数（2）
20-35-01 情報処理Ⅰ（2）情報処理Ⅱ（2）			情報処理Ⅲ（2）

外
国
語
科
目
（
Ｐ
31
）

必修

外国語Ⅰ 30-10-01 英語 Study Skills（2） 2

14

外国語Ⅱ

30-10-02 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）

6
30-10-03 フランス語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）
30-10-04 中国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）
30-10-05 スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）
30-10-31 日本語（2）（外国人留学生対象）

選択必修

外国語Ⅰ 30-20-01 英語セミナー（2）英語リーディング a（1）/b（1） 2
左記に
加えて

2★外国語Ⅱ

30-20-02 ドイツ語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）

2★
30-20-03 フランス語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）
30-20-04 中国語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）
30-20-05 スペイン語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）
30-20-31 日本語（2）（外国人留学生対象）

外国語Ⅲ
※語種変更者

30-21-02 ドイツ語Ⅰ, Ⅱa（1）/b（1）　	＊B欄「07」で履修

（4）
語種変更した
場合，★の
代わりに必要

30-21-03 フランス語Ⅰ, Ⅱa（1）/b（1）＊B欄「08」で履修
30-21-04 中国語Ⅰ, Ⅱa（1）/b（1）　　	＊B欄「09」で履修
30-21-05 スペイン語	a（1）/b（1）　　		＊B欄「10」で履修
30-21-06 ロシア語	a（1）/b（1）
30-21-07 韓国朝鮮語	a（1）/b（1）
30-21-08 イタリア語	a（1）/b（1）

選択 選択A 30-30-01
ドイツ語　フランス語　中国語　スペイン語
ロシア語　朝鮮語　ラテン語　ギリシャ語　ポルトガル語
アラビア語　イタリア語　トルコ語　ペルシャ語

30-30-31 日本語（外国人留学生対象）		＊B欄「44」で履修

専
門
教
育
科
目
（
Ｐ
33
）

基礎科目
  （P33）

必修

履
修
タ
イ
プ
A

40-11-03 マクロ経済学初級Ⅰ（2） 2

68

40-11-04 マクロ経済学初級Ⅱ（2） 2
40-12-01 ミクロ経済学初級Ⅰ（2） 2
40-12-02 ミクロ経済学初級Ⅱ（2） 2
40-12-03 経済史入門Ⅰ（2）　　　　　	＊代わりに「経済史概論Ⅰ」を履修可（要申請p.	26参照） 2
40-12-04 経済史入門Ⅱ（2）　　　　　	＊代わりに「経済史概論Ⅱ」を履修可（要申請p.	26参照） 2

履
修
タ
イ
プ
B

40-11-03 マクロ経済学初級Ⅰ（2） 2
40-11-04 マクロ経済学初級Ⅱ（2） 2
40-13-01 ミクロ経済学入門Ⅰ（2）　　	 ＊代わりに「ミクロ経済学初級Ⅰ」を履修可（要申請p.	26参照） 2
40-13-02 ミクロ経済学入門Ⅱ（2）　　	 ＊代わりに「ミクロ経済学初級Ⅱ」を履修可（要申請p.	26参照） 2
40-13-03 経済史概論Ⅰ（2） 2
40-13-04 経済史概論Ⅱ（2） 2

選択必修 40-20-01
経済と環境（2）計量経済学概論（2）
経済思想の歴史Ⅰ（2）経済思想の歴史Ⅱ（2）
マルクス経済学Ⅰ（2）マルクス経済学Ⅱ（2）
経済数学Ⅰ（2）経済数学Ⅱ（2）経済数学Ⅲ（2）

4

40-21-01 社会問題Ⅰ（2）社会問題Ⅱ（2）フィールドワーク論（2）

基本科目
  （P33）

A  経済理論 40-22-01
ミクロ経済学中級Ⅰa🄴🄴（2）/bE（2）　ミクロ経済学中級Ⅱa（2）/b（2）
マクロ経済学中級ⅠaE（2）/bE（2）　マクロ経済学中級Ⅱa（2）/b（2）
独占資本主義論 a（2）/b（2）

12（
１
分
野
4
単
位
以
上
×
3
分
野
）

B  計量・統計 40-22-02
計量経済学中級 a🄴🄴（2）/b🄴🄴（2）　計量経済学上級 a（2）/b🄴🄴（2）
経済統計 a（2）/b（2）　確率・統計 aE（2）/bE（2）
社会科学基礎論 a（2）/b（2）

C  学史･思想史 40-22-03 経済学史Ⅰa（2）/b（2）　経済学史Ⅱa🄴🄴（2）/b🄴🄴（2）
社会思想 a（2）/b（2）　社会思想史 a🄴🄴（2）/b🄴🄴（2）

D  経済史 40-22-04 日本経済史 aE（2）/bE（2）　欧米経済史 a（2）/b（2）
アジア経済史 aE（2）/bE（2）

E  産業・労働 40-22-05 工業経済論 a（2）/b（2）　農業経済論 a（2）/b（2）　産業組織論 a（2）/b（2）
労働経済論 aE（2）/b（2）　社会政策論 a（2）/b（2）

E：日本語および英語で開講される科目。🄴🄴：英語のみで開講される科目。時間割上では英語開講科目は英語科目名がカッコで併記されます。
：履修上限単位に含まれないもの

下線の付いている科目：セット履修科目
１
６
学
則

三田経済学部履修案内2021.indb   48 2021/03/02   9:00

則
学
６
１

則
学
６
１

12

学部 

月曜の余白 左ページ 

 
※「研究会(4 年)」の申告においては，「研究会 c/d」の他に，必ず「研究会(卒業論文)」を別途登録する必要があります。

Web 履修申告の際に，上記時間割中の登録番号を「登録番号から探す」の欄に入力して申告してください。 
 
※「外国語科目 （選択必修）」は事前抽選があります。当選した者のみが履修できます。 

詳しくは履修案内および経済学部外国語科目履修案内を参照してください。履修を希望する他学部生は「全学部共
通外国語科目履修案内」を参照してください。 

 
※以下の科目は事前抽選があります。当選した経済学部生のみが履修できます。 
 
・高草木君「社会思想 a/b」  
・中西君「日本経済史 a」   
・寺井君「経済政策論 a」   
・土居君「財政論 a/b」     

・河端君「経済地理 a」 
・川俣君「経済学史Ⅰ a/b」 
・佐藤君「金融論 a」 
・三嶋君「工業経済論 a/b」 

・中妻君「フィンテックとソーシャ
ルインフラストラクチュア a/b」 

・藤田君「金融資産市場論 a/b」
・土居君「企業金融論 a/b」    

・藤田君「経済政策のミクロ分析
a/b」 

・山田浩之君「開発経済学 a/b」 
・谷口君「経営学 a/b」 
・坂井君「会計学 a/b」      

 
※文学部，法学部，商学部の三田設置科目を履修する場合は，それぞれ「文学部時間割表［2・3･4 年生］」，「法学部

法律学科 3・4 年授業時間割」，「法学部政治学科 3・4 年授業時間割」，「商学部 3・4 年授業時間割」に記載されてい
る科目を登録してください。 

 
※他学部，諸研究所・センター設置科目の履修に当たっては履修案内 40～43 ページを熟読してください。 

 

 

月曜の余白 右ページ 

 

※4 学期制科目の授業日程について（詳細は履修案内 5～8 ページのカレンダー参照） 
【春前】 4 月 7 日～ 5 月 27 日 【春後】 5 月 21 日～7月 10 日 
【秋前】10 月 1 日～11 月 25 日 【秋後】11 月 12 日～1月 21 日 

 
なお 5 月 21 日～5 月 27 日および 11 月 12 日～11 月 25 日は、前半の第 13 回・後半の第 1 回の授業を行いま
す。学期前半科目の第 13 回は週 2 コマある授業のうち 1 コマ目のみ開講されます。学期後半科目の第 1 回
は週 2 コマある授業のうち 2 コマ目のみ開講されます。曜日をまたがる場合は木曜日を週初めとして数え
てください（例：金 1，水１開講の科目は金曜が 1 コマ目，水曜が 2 コマ目となる）。 

 
※参考資料（全学生必読） 
  履修案内・講義要綱・時間割訂正 
  https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/registration/ 
 
  

 

水曜の右ページ右上 基本科目の空き部分 
  

水曜日 第６時限 (18 : 10 ～ 19 : 40) 開講の授業 

 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 

特殊科目 井深 陽子 

ﾏｯｹﾝｼﾞｰ，ｺﾘﾝ 

95924 【秋】高齢化に伴う諸問題:経済と医学の視点から

(LECTURE SERIES ON LONGEVITY STUDIES)

 

 

単位表、進級・卒業条件ページ上部 
 
 
 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 
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１
６
学
則

履修すべき
学年 種

類 （詳細） 分野 科目名（単位） 最低必要
単位

卒業必要
単位

（種類毎）
卒業単位
認定科目１ 2 3 4

専
門
教
育
科
目
（
Ｐ
33
）

基本科目
（P33）

F  制度・政策 40-22-06
経済政策論 a（2）/b（2）　財政論 a（2）/b（2）　
金融論 aE（2）/b🄴🄴（2）　日本経済システム論 a（2）/b（2）
規制改革の経済学🄴🄴（2）

12（
１
分
野
4
単
位
以
上
×
3
分
野
）

68 16

G  現代経済 40-22-07 現代日本経済論 aE（2）/bE（2）　日本資本主義発達史 a（2）/b（2）
現代資本主義論 a（2）/b（2）　経済体制論 a（2）/b（2）

H  国際経済 40-22-08 国際貿易論 aE（2）/bE（2）　国際金融論 a（2）/bE（2）
経済発展論 aE（2）/bE（2）

I   環境関連 40-22-09 経済地理 a（2）/b（2）　環境経済論 aE（2）/b🄴🄴（2）　
都市経済論 a（2）/b（2）　経済と環境法🄴🄴（2）

J  社会関連 40-22-10 人口論 a（2）/b（2）　産業社会学 a（2）/b（2）　社会史 aE（2）/bE（2）

特殊科目
（P33）

（日吉）

40-30-01

簿記 a（2）/b（2）  解析学入門Ⅰ（2）解析学入門Ⅱ（2）
確率論入門Ⅰ（2）　確率論入門Ⅱ（2）　金融リテラシー（2）　

（三田）

ゲームの理論 a（2）/b（2）　解析学Ⅰa（2）/b（2）　解析学Ⅱa（2）/b（2）
公共経済学 a（2）/b（2）　数理経済学Ⅰa（2）/b（2）
数理経済学Ⅱa（2）/b（2）　数理経済学特論Ⅰ［微分方程式論］a（2）/b（2）
数理経済学特論［確率論］Ⅱa（2）/b（2）　代数学 a（2）/b（2）　
定量的マクロ経済学 a（2）　メカニズムデザイン a（2）
モビリティイノベーションとマーケットデザイン a（2）　
経済学：理論と実践（2）🄴🄴🄴マルクス経済学特論（2）
時系列分析a（2）/b（2）　ベイズ統計学 a（2）/b（2）
人工知能入門a🄴🄴（2）/b🄴🄴（2）　データ駆動型ファイナンス入門（2）
日本経済思想史a（2）/b（2）　近代日本と東アジア b（2）　
東欧経済史 a（2）/b（2）　経済史🄴🄴（2）
日本経済史各論🄴🄴（2）　現代日本経済史 a（2）　
家族と教育の経済学 a🄴🄴（2）　社会福祉論（2） 医療経済学E（2）　
長寿と金融（2）　高齢化に伴う諸問題：経済と医学の視点から🄴🄴（2）
公共私による新しい福祉価値の創造（2）　AI産業論（2）
経済政策のミクロ分析 a（2）/b（2）　ファイナンス入門 b（2）　
NPO経済論 a（2）/b（2）
フィンテックの理論と実践 a（2）/b🄴🄴（2）
フィンテックとソーシャル・インフラストラクチュア a（2）/b（2）
格差と援助の経済学 a（2）/b（2）　世界経済論 a（2）/b（2）
開発経済学 a（2）/b（2）　EUと日本の経済関係🄴🄴（2）
国際経済と行動経済学 aE（2）/bE（2）　貿易政策 a（2）/b（2）
国際的視点から見た日本経済🄴🄴（2）　戦争と社会（2）
日本社会史 a（2）/b（2）　日本史史料講読 a（2）/b（2）
簿記a（2）/b（2）　金融資産市場論a（2）/b（2）　企業金融論 a（2）/b（2）　
グローバル人材マネジメント（2）🄴🄴🄴自由研究特修Ⅰ（2）/Ⅱ（2）　
研究会特修Ⅰ（2）/Ⅱ（2）

40-31-01 専門外国書講読（2）　専門外国書講読 a（2）/b（2）※1

40-32-01 演習🄴🄴（1）　演習 a（1）/b（1）※2

研究プロジェクト 40-33-02 研究プロジェクト a（2）/b（2）
40-33-03 研究プロジェクトC（2）

研究会

40-34-01 研究会 a（2）（3年）
40-34-02 研究会 b（2）（3年）
40-34-03 研究会 c（2）（4年）
40-34-04 研究会 d（2）（4年）
40-34-05 研究会（卒業論文）（4）（4年）

PCP
＊全て🄴🄴
＊	日本語科目名は
p.	38参照

40-35-21 INTRODUCTION TO FINANCE（2）　ADVANCED FINANCE（2）　
APPLIED FINANCE（2）

40-35-31 PUBLIC FINANCE（2）
40-35-41 AID AND DEVELOPMENT（2）

40-35-51 ENVIRONMENTAL ECONOMIC THEORY（2）
ENVIRONMENTAL ECONOMIC POLICY（2）

40-35-61
ECONOMICS OF GLOBALISATION（2）
FINANCIAL MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE（2）
ENERGY ECONOMICS, ENVIRONMENT AND POLICY（2）

40-35-91 FINANCE, POLICY AND THE GLOBAL ECONOMY（2）※3
INDEPENDENT STUDY（2）※3　ACADEMIC WRITING（2）※3

関連科目※4
（P35）

40-39-01

民法Ⅰa（2）/b（2）民法Ⅱa（2）/b（2）商法Ⅰ a（2）/b（2）
商法Ⅱa（2）/b（2）労働法 a（2）/b（2）
租税法 a（2）/b（2）会計学	a（2）/b（2）	経営学 a（2）/b（2）

B欄「51」で履修 他学部設置の専門教育科目
B欄「52」で履修 40-39-02 他学部研究会（商学部研究会 3年）
B欄「53」で履修 40-39-03 他学部研究会（商・理工学部研究会 4年）
B欄「54」で履修 40-39-04 他学部研究会（文･法･総合政策･環境情報学部研究会 3年）
B欄「55」で履修 40-39-05 他学部研究会（文･法･総合政策･環境情報学部研究会 4年）

40-39-06 東京工業大学設置科目
40-39-91 福澤研究センター，グローバルリサーチインスティテュート設置科目

自
主
選
択
科
目

（
Ｐ
35
）

　　　 選択

50-30-01 体育学講義Ⅰ（2）　体育学講義Ⅱ（2）
左記総合計
6単位まで

50-31-01 体育学演習（1）
50-32-01 体育実技 A（1）
50-32-02 体育実技 B（1）
50-50-01 一部の諸研究所設置科目（内訳は p.	43参照）

合計 　 　 　 126
※1：最大 8 単位まで専門教育科目としてカウント。超過分は卒業単位認定科目としてカウント。
※2：最大 4 単位まで専門教育科目としてカウント。超過分は卒業単位認定科目としてカウント。
※3：PCP に登録している学生のみ履修可。
※4：最大 12 単位まで専門教育科目としてカウント。超過分は卒業単位認定科目としてカウント。 （自由科目については次ページ参照）
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1　卒業所要総単位　　※学士入学者の卒業必要単位数等については別途指示します。

 6 単位表

履修すべき
学年 種

類 （詳細） 分野 科目名（単位） 最低必要
単位

卒業必要
単位

（種類毎）
卒業単位
認定科目１ 2 3 4

総
合
教
育
科
目（
Ｐ
30
）

Ⅰ系 10-21-01 ［自然・数理系］（2または 4）
6

20

16

10-21-02 ［自然・数理系（生物学Ⅰ・Ⅱ，物理学Ⅰ・Ⅱ，化学Ⅰ・Ⅱ）］（3）
Ⅱ系 10-22-01 ［人文・社会系］（2または 4） 10

Ⅲ系

10-23-01 ［総合・関連系］（2または 4）

10-23-02 ［総合・関連系（自由研究セミナー a/b，自由研究セミナー）］
（2または4）

10-23-91 教養研究センター設置科目

基
礎
教
育
科
目
（
Ｐ
30
）

履修
タイプA

必修

20-10-01 統計学Ⅰ（2） 2

88

20-10-02 統計学Ⅱ（2） 2
20-11-01 微分積分（2） 2
20-11-02 線形代数（2） 2

選択
20-30-11 微分積分入門（2）線形代数続論（2）
20-31-01 日本経済概論（2）歴史的経済分析の視点（2）
20-35-01 情報処理Ⅰ（2）			情報処理Ⅱ（2）			情報処理Ⅲ（2）

履修
タイプB

必修

20-10-01 統計学Ⅰ（2） 2
20-10-02 統計学Ⅱ（2） 2
20-12-01 日本経済概論（2） 2
20-12-02 歴史的経済分析の視点（2） 2

選択
20-30-11 微分積分入門（2）線形代数続論（2）
20-32-01 数学概論Ⅰ（2）数学概論Ⅱ（2）			微分積分（2）線形代数（2）
20-35-01 情報処理Ⅰ（2）情報処理Ⅱ（2）			情報処理Ⅲ（2）

外
国
語
科
目
（
Ｐ
31
）

必修

外国語Ⅰ 30-10-01 英語 Study Skills（2） 2

14

外国語Ⅱ

30-10-02 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）

6
30-10-03 フランス語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）
30-10-04 中国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）
30-10-05 スペイン語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ，Ⅶ a（1）/b（1）
30-10-31 日本語（2）（外国人留学生対象）

選択必修

外国語Ⅰ 30-20-01 英語セミナー（2）英語リーディング a（1）/b（1） 2
左記に
加えて

2★外国語Ⅱ

30-20-02 ドイツ語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）

2★
30-20-03 フランス語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）
30-20-04 中国語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）
30-20-05 スペイン語Ⅳ，ⅩⅠa（1）/b（1）
30-20-31 日本語（2）（外国人留学生対象）

外国語Ⅲ
※語種変更者

30-21-02 ドイツ語Ⅰ, Ⅱa（1）/b（1）　	＊B欄「07」で履修

（4）
語種変更した
場合，★の
代わりに必要

30-21-03 フランス語Ⅰ, Ⅱa（1）/b（1）＊B欄「08」で履修
30-21-04 中国語Ⅰ, Ⅱa（1）/b（1）　　	＊B欄「09」で履修
30-21-05 スペイン語	a（1）/b（1）　　		＊B欄「10」で履修
30-21-06 ロシア語	a（1）/b（1）
30-21-07 韓国朝鮮語	a（1）/b（1）
30-21-08 イタリア語	a（1）/b（1）

選択 選択A 30-30-01
ドイツ語　フランス語　中国語　スペイン語
ロシア語　朝鮮語　ラテン語　ギリシャ語　ポルトガル語
アラビア語　イタリア語　トルコ語　ペルシャ語

30-30-31 日本語（外国人留学生対象）		＊B欄「44」で履修

専
門
教
育
科
目
（
Ｐ
33
）

基礎科目
  （P33）

必修

履
修
タ
イ
プ
A

40-11-03 マクロ経済学初級Ⅰ（2） 2

68

40-11-04 マクロ経済学初級Ⅱ（2） 2
40-12-01 ミクロ経済学初級Ⅰ（2） 2
40-12-02 ミクロ経済学初級Ⅱ（2） 2
40-12-03 経済史入門Ⅰ（2）　　　　　	＊代わりに「経済史概論Ⅰ」を履修可（要申請p.	26参照） 2
40-12-04 経済史入門Ⅱ（2）　　　　　	＊代わりに「経済史概論Ⅱ」を履修可（要申請p.	26参照） 2

履
修
タ
イ
プ
B

40-11-03 マクロ経済学初級Ⅰ（2） 2
40-11-04 マクロ経済学初級Ⅱ（2） 2
40-13-01 ミクロ経済学入門Ⅰ（2）　　	 ＊代わりに「ミクロ経済学初級Ⅰ」を履修可（要申請p.	26参照） 2
40-13-02 ミクロ経済学入門Ⅱ（2）　　	 ＊代わりに「ミクロ経済学初級Ⅱ」を履修可（要申請p.	26参照） 2
40-13-03 経済史概論Ⅰ（2） 2
40-13-04 経済史概論Ⅱ（2） 2

選択必修 40-20-01
経済と環境（2）計量経済学概論（2）
経済思想の歴史Ⅰ（2）経済思想の歴史Ⅱ（2）
マルクス経済学Ⅰ（2）マルクス経済学Ⅱ（2）
経済数学Ⅰ（2）経済数学Ⅱ（2）経済数学Ⅲ（2）

4

40-21-01 社会問題Ⅰ（2）社会問題Ⅱ（2）フィールドワーク論（2）

基本科目
  （P33）

A  経済理論 40-22-01
ミクロ経済学中級Ⅰa🄴🄴（2）/bE（2）　ミクロ経済学中級Ⅱa（2）/b（2）
マクロ経済学中級ⅠaE（2）/bE（2）　マクロ経済学中級Ⅱa（2）/b（2）
独占資本主義論 a（2）/b（2）

12（
１
分
野
4
単
位
以
上
×
3
分
野
）

B  計量・統計 40-22-02
計量経済学中級 a🄴🄴（2）/b🄴🄴（2）　計量経済学上級 a（2）/b🄴🄴（2）
経済統計 a（2）/b（2）　確率・統計 aE（2）/bE（2）
社会科学基礎論 a（2）/b（2）

C  学史･思想史 40-22-03 経済学史Ⅰa（2）/b（2）　経済学史Ⅱa🄴🄴（2）/b🄴🄴（2）
社会思想 a（2）/b（2）　社会思想史 a🄴🄴（2）/b🄴🄴（2）

D  経済史 40-22-04 日本経済史 aE（2）/bE（2）　欧米経済史 a（2）/b（2）
アジア経済史 aE（2）/bE（2）

E  産業・労働 40-22-05 工業経済論 a（2）/b（2）　農業経済論 a（2）/b（2）　産業組織論 a（2）/b（2）
労働経済論 aE（2）/b（2）　社会政策論 a（2）/b（2）

E：日本語および英語で開講される科目。🄴🄴：英語のみで開講される科目。時間割上では英語開講科目は英語科目名がカッコで併記されます。
：履修上限単位に含まれないもの

下線の付いている科目：セット履修科目
１
６
学
則
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則
学
６
１

則
学
６
１
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2　履修上限単位

第 3・第 4 学年で履修できる単位数の上限は各年度48単位です。
「研究会」を履修する場合 3 年生では（a，b）合わせて 4 単位，4 年生では（c，d，卒業論文）合わせて 8 単位が含まれます。

（1）履修上限に含まれないもの

・  前ページの「1　卒業所要総単位」の中で， 　  の枠にある必修科目。
・ メディア・コミュニケーション研究所研究生として同研究所設置科目を履修上限外扱いで履修する場合。
・ 教職課程に登録し，教員免許取得のために授業科目を履修上限外扱いで履修する場合。
・ 第 4 学年在籍時に，大学院設置科目を先取り履修する場合（p. 45参照）。

（2）その他注意
・ 自由科目でも履修上限内（分野番号【60−30−01】）は，履修上限に含まれます。
・不合格となった科目も履修上限に含まれます。
・留年者については，同一学年で年度毎に 48 単位まで新たに履修申告することができます。
・商学部研究会については，各学年での研究会の単位数がそれぞれの学年の履修上限単位に含まれます。

種類   （詳細） 分野 内　容

自
由
科
目
（
卒
業
必
要
単
位
に
は
含
ま
れ
な
い
）

（P36）

履
修
上
限
内
（
第
3
学
年
に
お
け
る
28
単
位
・

第
4
学
年
に
お
け
る
12
単
位

に
は
含
め
る
こ
と
が
可
能

）

60-30-01

＜B欄「91」で履修申告するもの＞
・前年度までに取得した科目を再度履修する場合
・ 今年度同一科目を複数履修申告する場合 
（卒業単位に含めないものを B欄「91」で申告する）
・他学部設置の総合教育科目

＜A欄で履修申告するもの（B 欄指定不要）＞
・教職課程センター設置科目※
・ 外国語教育研究センター設置講座のうち，経済学部で自由科目として認定しているもの
・学生総合センター設置科目
・アート・センター設置科目
・ミュージアム・コモンズ（KeMCo）設置科目

履
修
上
限
外

メディアコム研究生のみ 60-39-01
＜B欄「95」で履修申告するもの＞
メディア・コミュニケーション研究所研究生が，上限外で履修する同研究所 
設置科目※

教職課程登録者のみ 60-39-02
＜B欄「96」で履修申告するもの＞
 教職課程登録者が上限外で履修する以下の科目※ 
・教職課程センター設置科目　　　・教職免許取得のための他学部設置科目

大学院設置科目の
　　　　　　先取り履修 60-39-03

慶應義塾大学大学院経済学研究科・法学研究科・社会学研究科 ･商学研究科の
修士課程または法務研究科専門職学位課程への進学を予定している者が上限外
で履修する大学院設置科目

※ メディア・コミュニケーション研究所研究生，教職課程登録生の履修については，p. 43「研究所・センター設置科目の履修について」
を参照してください。

１
６
学
則
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学部 

月曜の余白 左ページ 

 
※「研究会(4 年)」の申告においては，「研究会 c/d」の他に，必ず「研究会(卒業論文)」を別途登録する必要があります。

Web 履修申告の際に，上記時間割中の登録番号を「登録番号から探す」の欄に入力して申告してください。 
 
※「外国語科目 （選択必修）」は事前抽選があります。当選した者のみが履修できます。 

詳しくは履修案内および経済学部外国語科目履修案内を参照してください。履修を希望する他学部生は「全学部共
通外国語科目履修案内」を参照してください。 

 
※以下の科目は事前抽選があります。当選した経済学部生のみが履修できます。 
 
・高草木君「社会思想 a/b」  
・中西君「日本経済史 a」   
・寺井君「経済政策論 a」   
・土居君「財政論 a/b」     

・河端君「経済地理 a」 
・川俣君「経済学史Ⅰ a/b」 
・佐藤君「金融論 a」 
・三嶋君「工業経済論 a/b」 

・中妻君「フィンテックとソーシャ
ルインフラストラクチュア a/b」 

・藤田君「金融資産市場論 a/b」
・土居君「企業金融論 a/b」    

・藤田君「経済政策のミクロ分析
a/b」 

・山田浩之君「開発経済学 a/b」 
・谷口君「経営学 a/b」 
・坂井君「会計学 a/b」      

 
※文学部，法学部，商学部の三田設置科目を履修する場合は，それぞれ「文学部時間割表［2・3･4 年生］」，「法学部

法律学科 3・4 年授業時間割」，「法学部政治学科 3・4 年授業時間割」，「商学部 3・4 年授業時間割」に記載されてい
る科目を登録してください。 

 
※他学部，諸研究所・センター設置科目の履修に当たっては履修案内 40～43 ページを熟読してください。 

 

 

月曜の余白 右ページ 

 

※4 学期制科目の授業日程について（詳細は履修案内 5～8 ページのカレンダー参照） 
【春前】 4 月 7 日～ 5 月 27 日 【春後】 5 月 21 日～7月 10 日 
【秋前】10 月 1 日～11 月 25 日 【秋後】11 月 12 日～1月 21 日 

 
なお 5 月 21 日～5 月 27 日および 11 月 12 日～11 月 25 日は、前半の第 13 回・後半の第 1 回の授業を行いま
す。学期前半科目の第 13 回は週 2 コマある授業のうち 1 コマ目のみ開講されます。学期後半科目の第 1 回
は週 2 コマある授業のうち 2 コマ目のみ開講されます。曜日をまたがる場合は木曜日を週初めとして数え
てください（例：金 1，水１開講の科目は金曜が 1 コマ目，水曜が 2 コマ目となる）。 

 
※参考資料（全学生必読） 
  履修案内・講義要綱・時間割訂正 
  https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/registration/ 
 
  

 

水曜の右ページ右上 基本科目の空き部分 
  

水曜日 第６時限 (18 : 10 ～ 19 : 40) 開講の授業 

 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 

特殊科目 井深 陽子 

ﾏｯｹﾝｼﾞｰ，ｺﾘﾝ 

95924 【秋】高齢化に伴う諸問題:経済と医学の視点から

(LECTURE SERIES ON LONGEVITY STUDIES)

 

 

単位表、進級・卒業条件ページ上部 
 
 
 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

 

参照ページは 

履修案内を確認の事 

参照ページは 

履修案内を確認の事 
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3　第３学年における進級必要単位　　※学士入学者の必要単位は別途指示します。

以下の（1）および（2）の両方の条件を満たさない限り，第 4 学年への進級はできません。

（1）  基礎教育科目 8 単位，専門基礎科目 16 単位の取得

（1）− ① 基礎教育科目 8 単位（内訳は定めない※）

※内訳の定めはありませんので，基礎教育科目の単位を合計して 8 単位に達していれば要件を満たします。
（必修科目のいずれかが未取得でも，選択科目を取得することによって，充足する場合があります。）
（例 1） （タイプ A）「微分積分」を未取得だが，「線形代数」「統計学Ⅰ」「統計学Ⅱ」「歴史的経済分析の視点」を取得している。
（例 2） （タイプ B）「統計学Ⅰ」  「統計学Ⅱ」を未取得だが，「日本経済概論」「歴史的経済分析の視点」「微分積分入門」「情報処理Ⅰ」

を取得している。

（1）− ② 専門教育科目の基礎科目 16 単位（内訳は定めない※）

※内訳の定めはありませんので，専門教育科目の基礎科目の単位を合計して 16 単位に達していれば要件を満たします。
（必修科目のいずれかが未取得でも，選択必修科目を 4 単位を超えて取得することによって，充足する場合があります。）
（例） タイプ A の学生が「ミクロ経済学初級Ⅰ」を未取得だが，他の必修科目 10 単位（「マクロ経済学初級Ⅰ／Ⅱ」「ミクロ経済学初

級Ⅱ」「経済史入門Ⅰ／Ⅱ」）を取得している上，選択必修科目を 6 単位（「経済と環境」「計量経済学概論」「社会問題Ⅰ」）取
得している。

（2）第 3 学年において，履修上限の範囲内で履修した科目のうち 28 単位の取得

※次の科目も 28単位に含まれます。
　・総合教育科目や外国語科目の卒業必要単位不足分　　　　・履修上限内の自由科目（分野番号【60─30─01】）
　・留学先科目の認定単位　　　　　　　　　　　　　　　　・（留年者の場合）前年度までに取得した第 3 学年の単位
■ 28 単位に含まれない科目
　・ 履修上限外で履修した科目（必修の基礎教育科目，必修の専門教育科目基礎科目，履修上限外の自由科目）
　　　例）未取得だった「統計学Ⅰ」を 3年次に再び履修して単位を取得できても，28単位には含まれません。
　・ 他学部設置の研究会で第 3 学年と第 4 学年の研究会の両方の履修を義務づけ，かつ研究会の単位が第 4 学年末に 3，4 年分まと

めて取得できる研究会の履修をする場合は，第 3 学年分の研究会の単位は 28 単位に含まれません（商学部研究会など）。
　・ （留年者のみ）相殺制度を利用して，既に第 3 学年で取得した評価 A・B・C の科目を再度履修した場合，相殺された科目は無効

となり，28 単位に含まれません（p. 39「相殺制度」参照）。

4　第４学年における卒業必要単位　　※学士入学者の必要単位は別途指示します。
以下の（1）および（2）の両方の条件を満たさない限り，卒業はできません。

（1）卒業所要単位 126 単位の取得

（2）第 4 学年において，履修上限の範囲内で履修した科目のうち 12 単位の取得

※次の科目も 12単位に含まれます。
　・総合教育科目や外国語科目の卒業必要単位不足分　　　　・履修上限内の自由科目（分野番号【60─30─01】）
　・留学先科目の認定単位　　　　　　　　　　　　　　　　・（留年者の場合）前年度までに取得した第 4 学年の単位
　・ 他学部設置の研究会で第 3 学年と第 4 学年の研究会の両方の履修を義務づけ，かつ研究会の単位が第 4 学年末に 3，4 年分まと

めて取得できる研究会の履修をする場合は，第 3 学年・第 4 学年両方の研究会の単位が 12 単位に含まれます（商学部研究会な
ど）

■ 12 単位に含まれない科目
　・ 履修上限外で履修した科目（必修の基礎教育科目，必修の専門教育科目基礎科目，履修上限外の自由科目）
　　　例）未取得だった「統計学Ⅰ」を 4 年次に再び履修して単位を取得できても，12 単位には含まれません。
　・ （留年者のみ）相殺制度を利用して，既に第 4 学年で取得した評価 A・B・C の科目を再履修した場合，相殺された科目は無効と

なり，12 単位に含まれません（p. 39「相殺制度」参照）。
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 言研 47768 46374 47294【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅰ 47533嶋尾　稔【春】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅰ １４２－Ａ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅰ ４２３山城　貢司 野元　晋 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅰ １４１－Ａ嶋尾　稔

47772 47610 47309【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅱ 47280嶋尾　稔【秋】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅱ １４２－Ａ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅱ ４２３山城　貢司 野元　晋 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅱ １４１－Ａ嶋尾　稔

47170 46719【春】ﾄﾙｺ語中級Ⅰ石丸　由美【春】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅰ榮谷　温子

47184 47753【秋】ﾄﾙｺ語中級Ⅱ石丸　由美【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅱ榮谷　温子

47442【春】ﾄﾙｺ語初級Ⅰ石丸　由美

47457【秋】ﾄﾙｺ語初級Ⅱ石丸　由美

47787【春】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅰ １４２－Ａ山城　貢司

46408【秋】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅱ １４２－Ａ山城　貢司

46393【春】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅰ １４２－Ｃ杉山　隆一

46412【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅱ １４２－Ｃ杉山　隆一

メコ 10369 22814【春】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅰ

10373

山腰　修三【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅠ安部　由紀子

福島　慎太郎
33000【秋】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅱ

18762
山腰　修三

５２３－Ｂ小川　葉子

35624【秋】情報行動論Ⅰ ５２７

18963
川端　美樹

【春】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅰ

【秋】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅱ

【秋】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅡ

５２３－Ｂ小川　葉子

斯道 38403【秋】書物文化史研究Ⅱ ４５１矢島　明希子

体研 69765 20386 ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

70105 21841
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

福セ 43466【秋】近代日本研究Ⅲ米山　光儀

国セ 14460

14952

00046 15064梅若　猶彦【春】日本のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅ-ｼｯﾌﾟと中ﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- --→

ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

太田　昭子 60074

----------→

12836梅若　猶彦小企業開発（連続授業）

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85692

14971

92394

--→

奥川　育子

--→

ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-

----------→

----------→14967

--→
ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

----------→

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85821 ----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

15121ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ-

【春】中国､日本､韓国の比較経

営（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱ太平洋地域における

人的資源管理（連続授業）

【秋】近代日本の対外交流史

--→

56960

--→

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

----------→

----------→

----------→（連続授業）

【春】教育社会学ｱｼﾞｱの教育制

度（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱの社会変革のための

開発政策とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）17130ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

--→----------→

【春】古典芸能の内面性

【秋】古典芸能の内面性

----------→（連続授業）

【春】日中関係概論（連続授

業）

【春】日本仏教と現代社会（連

続授業）

【春】仏教と現代ｱｼﾞｱの社会変

化（連続授業）

【秋】社会文化的文脈における

日本語学

保セ 34541 【春】現代社会と医学Ⅰ(健康と森　正明

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

康井　洋介
和井内　由充子

外研 35825 35806 35184【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅰ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ４４２ ４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【春】中国語表現技法6(Ⅰ)蒋　文明 84313 １４２－Ａ

35830 35844 35863【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅱ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅱ) ４４２

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅱ)

４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【秋】中国語表現技法6(Ⅱ)蒋　文明 25042 １４２－Ａ

ＫＧ --→田村　次朗 84677 １２１ ----------→ ----→（連続授業） １２１【春】ﾘ-ﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ基礎（連続授

業 ）

火 言研 47571 99001【春】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅰ ４２４ 47332伊藤　早苗【春】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅰ ４２４伊藤　早苗 【春】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅰ 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅰ三上　直光 嶋尾　稔 47313
47586 99016【秋】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅱ ４２４ 47347伊藤　早苗【秋】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅱ ４２４伊藤　早苗 【秋】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅱ ３５５－Ａ 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅱ三上　直光 嶋尾　稔 47328
47351 47404【春】ﾀｲ語初級Ⅰ 46867ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅰ入山　淳子 【春】ﾀｲ語中級Ⅰﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

48090 47419【秋】ﾀｲ語初級Ⅱ 47438ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅱ入山　淳子 【秋】ﾀｲ語中級Ⅱﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

メコ 【春】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 14585
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅰ林田　晃雄

【秋】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 13411
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅱ林田　晃雄

斯道 39266 39247【春】書物と文化Ⅰ高橋　悠介【春】書物文化史研究Ⅰ一戸　渉

39251【秋】書物と文化Ⅱ高橋　悠介

福セ 51858 【春】近代日本研究特殊演習Ⅰ( ３４１－Ａ西澤　直子

注)

国セ 85434
13392

92409

97931

奥川　育子

【秋】日本法への入門ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

--→

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 鈴木　理恵 ﾉｯﾀ-,　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ　M. 13832

----------→

柏崎　千佳子 85616

----------→（連続授業）18064

25425ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ
95962

【春】日本近代怪奇幻想小説通

史

【秋】日本仏教と現代社会

【秋】異文化ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝと日本文

化

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.
ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ 50976

99991 ４６１ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ

95905 １２１ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ

64065【春】日本の人間工学

【秋】高齢化社会日本のための

革新的技術

【春】日本史入門:前近代日本史

概観

【秋】日本史入門:前近代日本史

概観

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ
【春】大正文化と日本の近代

【秋】比較の視点からみた日本

の移民政策

【春】異文化比較を通じての日

本理解（連続授業）

【春】質的調査から見る日本文

化と社会

【秋】日本文化への適応､世界へ

の適応

保セ 58317 【秋】現代社会と医学Ⅰ(健康と和井内　由充子

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

森　正明,康井　洋介

外研 31758 23422【春】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅰ)中堀　正洋【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A. 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅰ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 83939 ３４３－Ｂ

40084【秋】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅱ)中堀　正洋とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅱ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 85066 ３４３－Ｄ

31504【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A.

とｾｯﾄ)

ＫＧ 18355【春】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00090 ５１６ 山本　龍彦 【春】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会1

18360【秋】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00104 ５１６ 山本　龍彦 【秋】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会2

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ
36157
35055

１０４

１０４

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 言研 47768 46374 47294【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅰ 47533嶋尾　稔【春】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅰ １４２－Ａ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅰ ４２３山城　貢司 野元　晋 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅰ １４１－Ａ嶋尾　稔

47772 47610 47309【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅱ 47280嶋尾　稔【秋】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅱ １４２－Ａ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅱ ４２３山城　貢司 野元　晋 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅱ １４１－Ａ嶋尾　稔

47170 46719【春】ﾄﾙｺ語中級Ⅰ石丸　由美【春】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅰ榮谷　温子

47184 47753【秋】ﾄﾙｺ語中級Ⅱ石丸　由美【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅱ榮谷　温子

47442【春】ﾄﾙｺ語初級Ⅰ石丸　由美

47457【秋】ﾄﾙｺ語初級Ⅱ石丸　由美

47787【春】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅰ １４２－Ａ山城　貢司

46408【秋】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅱ １４２－Ａ山城　貢司

46393【春】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅰ １４２－Ｃ杉山　隆一

46412【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅱ １４２－Ｃ杉山　隆一

メコ 10369 22814【春】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅰ

10373

山腰　修三【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅠ安部　由紀子

福島　慎太郎
33000【秋】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅱ

18762
山腰　修三

５２３－Ｂ小川　葉子

35624【秋】情報行動論Ⅰ ５２７

18963
川端　美樹

【春】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅰ

【秋】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅱ

【秋】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅡ

５２３－Ｂ小川　葉子

斯道 38403【秋】書物文化史研究Ⅱ ４５１矢島　明希子

体研 69765 20386 ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

70105 21841
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

福セ 43466【秋】近代日本研究Ⅲ米山　光儀

国セ 14460

14952

00046 15064梅若　猶彦【春】日本のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅ-ｼｯﾌﾟと中ﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- --→

ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

太田　昭子 60074

----------→

12836梅若　猶彦小企業開発（連続授業）

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85692

14971

92394

--→

奥川　育子

--→

ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-

----------→

----------→14967

--→
ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

----------→

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85821 ----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

15121ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ-

【春】中国､日本､韓国の比較経

営（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱ太平洋地域における

人的資源管理（連続授業）

【秋】近代日本の対外交流史

--→

56960

--→

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

----------→

----------→

----------→（連続授業）

【春】教育社会学ｱｼﾞｱの教育制

度（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱの社会変革のための

開発政策とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）17130ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

--→----------→

【春】古典芸能の内面性

【秋】古典芸能の内面性

----------→（連続授業）

【春】日中関係概論（連続授

業）

【春】日本仏教と現代社会（連

続授業）

【春】仏教と現代ｱｼﾞｱの社会変

化（連続授業）

【秋】社会文化的文脈における

日本語学

保セ 34541 【春】現代社会と医学Ⅰ(健康と森　正明

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

康井　洋介
和井内　由充子

外研 35825 35806 35184【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅰ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ４４２ ４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【春】中国語表現技法6(Ⅰ)蒋　文明 84313 １４２－Ａ

35830 35844 35863【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅱ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅱ) ４４２

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅱ)

４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【秋】中国語表現技法6(Ⅱ)蒋　文明 25042 １４２－Ａ

ＫＧ --→田村　次朗 84677 １２１ ----------→ ----→（連続授業） １２１【春】ﾘ-ﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ基礎（連続授

業 ）

火 言研 47571 99001【春】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅰ ４２４ 47332伊藤　早苗【春】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅰ ４２４伊藤　早苗 【春】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅰ 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅰ三上　直光 嶋尾　稔 47313
47586 99016【秋】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅱ ４２４ 47347伊藤　早苗【秋】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅱ ４２４伊藤　早苗 【秋】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅱ ３５５－Ａ 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅱ三上　直光 嶋尾　稔 47328
47351 47404【春】ﾀｲ語初級Ⅰ 46867ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅰ入山　淳子 【春】ﾀｲ語中級Ⅰﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

48090 47419【秋】ﾀｲ語初級Ⅱ 47438ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅱ入山　淳子 【秋】ﾀｲ語中級Ⅱﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

メコ 【春】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 14585
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅰ林田　晃雄

【秋】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 13411
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅱ林田　晃雄

斯道 39266 39247【春】書物と文化Ⅰ高橋　悠介【春】書物文化史研究Ⅰ一戸　渉

39251【秋】書物と文化Ⅱ高橋　悠介

福セ 51858 【春】近代日本研究特殊演習Ⅰ( ３４１－Ａ西澤　直子

注)

国セ 85434
13392

92409

97931

奥川　育子

【秋】日本法への入門ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

--→

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 鈴木　理恵 ﾉｯﾀ-,　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ　M. 13832

----------→

柏崎　千佳子 85616

----------→（連続授業）18064

25425ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ
95962

【春】日本近代怪奇幻想小説通

史

【秋】日本仏教と現代社会

【秋】異文化ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝと日本文

化

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.
ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ 50976

99991 ４６１ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ

95905 １２１ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ

64065【春】日本の人間工学

【秋】高齢化社会日本のための

革新的技術

【春】日本史入門:前近代日本史

概観

【秋】日本史入門:前近代日本史

概観

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ
【春】大正文化と日本の近代

【秋】比較の視点からみた日本

の移民政策

【春】異文化比較を通じての日

本理解（連続授業）

【春】質的調査から見る日本文

化と社会

【秋】日本文化への適応､世界へ

の適応

保セ 58317 【秋】現代社会と医学Ⅰ(健康と和井内　由充子

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

森　正明,康井　洋介

外研 31758 23422【春】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅰ)中堀　正洋【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A. 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅰ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 83939 ３４３－Ｂ

40084【秋】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅱ)中堀　正洋とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅱ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 85066 ３４３－Ｄ

31504【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A.

とｾｯﾄ)

ＫＧ 18355【春】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00090 ５１６ 山本　龍彦 【春】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会1

18360【秋】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00104 ５１６ 山本　龍彦 【秋】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会2

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ
36157
35055

１０４

１０４

言語文化研究所，メディア・コミュニケーション研究所，斯道文庫，体育研究所， 福澤研究センター，国際センター，保健管理センター，アート・センター
外国語教育研究センター，学生総合センター，グローバルリサーチインスティ テュート，ミュージアム・コモンズ　時間割表

《凡例》
言研：言語文化研究所
メコ：メディア・コミュニケーション研究所
斯道：斯道文庫
体研：体育研究所
福セ：福澤研究センター
国セ：国際センター
保セ：保健管理センター
アセ：アート・センター
外研：外国語教育研究センター
ＫＧ：グローバルリサーチインスティテュート
ミコ：ミュージアム・コモンズ

（注）：学部生履修不可

【学生総合センター講義科目】

曜日時限 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

― 千田　憲孝 85563 【春前半】大学生活における責任と危機管理 ―

― 千田　憲孝 85578 【春後半】大学生活における責任と危機管理 ―

― 千田　憲孝 85860 【秋前半】大学生活における責任と危機管理 ―

― 千田　憲孝 85874 【秋後半】大学生活における責任と危機管理 ―

※学生総合センター講義科目は，自由科目での履修となります。
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 言研 47768 46374 47294【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅰ 47533嶋尾　稔【春】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅰ １４２－Ａ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅰ ４２３山城　貢司 野元　晋 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅰ １４１－Ａ嶋尾　稔

47772 47610 47309【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅱ 47280嶋尾　稔【秋】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅱ １４２－Ａ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅱ ４２３山城　貢司 野元　晋 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅱ １４１－Ａ嶋尾　稔

47170 46719【春】ﾄﾙｺ語中級Ⅰ石丸　由美【春】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅰ榮谷　温子

47184 47753【秋】ﾄﾙｺ語中級Ⅱ石丸　由美【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅱ榮谷　温子

47442【春】ﾄﾙｺ語初級Ⅰ石丸　由美

47457【秋】ﾄﾙｺ語初級Ⅱ石丸　由美

47787【春】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅰ １４２－Ａ山城　貢司

46408【秋】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅱ １４２－Ａ山城　貢司

46393【春】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅰ １４２－Ｃ杉山　隆一

46412【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅱ １４２－Ｃ杉山　隆一

メコ 10369 22814【春】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅰ

10373

山腰　修三【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅠ安部　由紀子

福島　慎太郎
33000【秋】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅱ

18762
山腰　修三

５２３－Ｂ小川　葉子

35624【秋】情報行動論Ⅰ ５２７

18963
川端　美樹

【春】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅰ

【秋】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅱ

【秋】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅡ

５２３－Ｂ小川　葉子

斯道 38403【秋】書物文化史研究Ⅱ ４５１矢島　明希子

体研 69765 20386 ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

70105 21841
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

福セ 43466【秋】近代日本研究Ⅲ米山　光儀

国セ 14460

14952

00046 15064梅若　猶彦【春】日本のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅ-ｼｯﾌﾟと中ﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- --→

ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

太田　昭子 60074

----------→

12836梅若　猶彦小企業開発（連続授業）

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85692

14971

92394

--→

奥川　育子

--→

ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-

----------→

----------→14967

--→
ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

----------→

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85821 ----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

15121ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ-

【春】中国､日本､韓国の比較経

営（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱ太平洋地域における

人的資源管理（連続授業）

【秋】近代日本の対外交流史

--→

56960

--→

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

----------→

----------→

----------→（連続授業）

【春】教育社会学ｱｼﾞｱの教育制

度（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱの社会変革のための

開発政策とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）17130ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

--→----------→

【春】古典芸能の内面性

【秋】古典芸能の内面性

----------→（連続授業）

【春】日中関係概論（連続授

業）

【春】日本仏教と現代社会（連

続授業）

【春】仏教と現代ｱｼﾞｱの社会変

化（連続授業）

【秋】社会文化的文脈における

日本語学

保セ 34541 【春】現代社会と医学Ⅰ(健康と森　正明

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

康井　洋介
和井内　由充子

外研 35825 35806 35184【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅰ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ４４２ ４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【春】中国語表現技法6(Ⅰ)蒋　文明 84313 １４２－Ａ

35830 35844 35863【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅱ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅱ) ４４２

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅱ)

４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【秋】中国語表現技法6(Ⅱ)蒋　文明 25042 １４２－Ａ

ＫＧ --→田村　次朗 84677 １２１ ----------→ ----→（連続授業） １２１【春】ﾘ-ﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ基礎（連続授

業 ）

火 言研 47571 99001【春】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅰ ４２４ 47332伊藤　早苗【春】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅰ ４２４伊藤　早苗 【春】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅰ 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅰ三上　直光 嶋尾　稔 47313
47586 99016【秋】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅱ ４２４ 47347伊藤　早苗【秋】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅱ ４２４伊藤　早苗 【秋】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅱ ３５５－Ａ 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅱ三上　直光 嶋尾　稔 47328
47351 47404【春】ﾀｲ語初級Ⅰ 46867ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅰ入山　淳子 【春】ﾀｲ語中級Ⅰﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

48090 47419【秋】ﾀｲ語初級Ⅱ 47438ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅱ入山　淳子 【秋】ﾀｲ語中級Ⅱﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

メコ 【春】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 14585
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅰ林田　晃雄

【秋】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 13411
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅱ林田　晃雄

斯道 39266 39247【春】書物と文化Ⅰ高橋　悠介【春】書物文化史研究Ⅰ一戸　渉

39251【秋】書物と文化Ⅱ高橋　悠介

福セ 51858 【春】近代日本研究特殊演習Ⅰ( ３４１－Ａ西澤　直子

注)

国セ 85434
13392

92409

97931

奥川　育子

【秋】日本法への入門ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

--→

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 鈴木　理恵 ﾉｯﾀ-,　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ　M. 13832

----------→

柏崎　千佳子 85616

----------→（連続授業）18064

25425ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ
95962

【春】日本近代怪奇幻想小説通

史

【秋】日本仏教と現代社会

【秋】異文化ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝと日本文

化

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.
ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ 50976

99991 ４６１ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ

95905 １２１ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ

64065【春】日本の人間工学

【秋】高齢化社会日本のための

革新的技術

【春】日本史入門:前近代日本史

概観

【秋】日本史入門:前近代日本史

概観

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ
【春】大正文化と日本の近代

【秋】比較の視点からみた日本

の移民政策

【春】異文化比較を通じての日

本理解（連続授業）

【春】質的調査から見る日本文

化と社会

【秋】日本文化への適応､世界へ

の適応

保セ 58317 【秋】現代社会と医学Ⅰ(健康と和井内　由充子

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

森　正明,康井　洋介

外研 31758 23422【春】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅰ)中堀　正洋【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A. 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅰ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 83939 ３４３－Ｂ

40084【秋】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅱ)中堀　正洋とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅱ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 85066 ３４３－Ｄ

31504【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A.

とｾｯﾄ)

ＫＧ 18355【春】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00090 ５１６ 山本　龍彦 【春】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会1

18360【秋】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00104 ５１６ 山本　龍彦 【秋】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会2

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ
36157
35055

１０４

１０４

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 言研 47768 46374 47294【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅰ 47533嶋尾　稔【春】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅰ １４２－Ａ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅰ ４２３山城　貢司 野元　晋 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅰ １４１－Ａ嶋尾　稔

47772 47610 47309【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅱ 47280嶋尾　稔【秋】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅱ １４２－Ａ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅱ ４２３山城　貢司 野元　晋 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅱ １４１－Ａ嶋尾　稔

47170 46719【春】ﾄﾙｺ語中級Ⅰ石丸　由美【春】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅰ榮谷　温子

47184 47753【秋】ﾄﾙｺ語中級Ⅱ石丸　由美【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅱ榮谷　温子

47442【春】ﾄﾙｺ語初級Ⅰ石丸　由美

47457【秋】ﾄﾙｺ語初級Ⅱ石丸　由美

47787【春】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅰ １４２－Ａ山城　貢司

46408【秋】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅱ １４２－Ａ山城　貢司

46393【春】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅰ １４２－Ｃ杉山　隆一

46412【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅱ １４２－Ｃ杉山　隆一

メコ 10369 22814【春】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅰ

10373

山腰　修三【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅠ安部　由紀子

福島　慎太郎
33000【秋】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅱ

18762
山腰　修三

５２３－Ｂ小川　葉子

35624【秋】情報行動論Ⅰ ５２７

18963
川端　美樹

【春】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅰ

【秋】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅱ

【秋】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅡ

５２３－Ｂ小川　葉子

斯道 38403【秋】書物文化史研究Ⅱ ４５１矢島　明希子

体研 69765 20386 ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

70105 21841
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ
【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

福セ 43466【秋】近代日本研究Ⅲ米山　光儀

国セ 14460

14952

00046 15064梅若　猶彦【春】日本のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅ-ｼｯﾌﾟと中ﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- --→

ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

太田　昭子 60074

----------→

12836梅若　猶彦小企業開発（連続授業）

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85692

14971

92394

--→

奥川　育子

--→

ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-

----------→

----------→14967

--→
ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

----------→

ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ

85821 ----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

15121ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ-

【春】中国､日本､韓国の比較経

営（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱ太平洋地域における

人的資源管理（連続授業）

【秋】近代日本の対外交流史

--→

56960

--→

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

----------→

----------→

----------→（連続授業）

【春】教育社会学ｱｼﾞｱの教育制

度（連続授業）

【秋】ｱｼﾞｱの社会変革のための

開発政策とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）17130ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.

--→----------→

【春】古典芸能の内面性

【秋】古典芸能の内面性

----------→（連続授業）

【春】日中関係概論（連続授

業）

【春】日本仏教と現代社会（連

続授業）

【春】仏教と現代ｱｼﾞｱの社会変

化（連続授業）

【秋】社会文化的文脈における

日本語学

保セ 34541 【春】現代社会と医学Ⅰ(健康と森　正明

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

康井　洋介
和井内　由充子

外研 35825 35806 35184【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅰ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ４４２ ４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【春】中国語表現技法6(Ⅰ)蒋　文明 84313 １４２－Ａ

35830 35844 35863【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅱ)ﾍﾟﾘｾﾛ,ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅱ) ４４２

【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅰ)

【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅱ)

４４２ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【秋】中国語表現技法6(Ⅱ)蒋　文明 25042 １４２－Ａ

ＫＧ --→田村　次朗 84677 １２１ ----------→ ----→（連続授業） １２１【春】ﾘ-ﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ基礎（連続授

業 ）

火 言研 47571 99001【春】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅰ ４２４ 47332伊藤　早苗【春】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅰ ４２４伊藤　早苗 【春】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅰ 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅰ三上　直光 嶋尾　稔 47313
47586 99016【秋】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅱ ４２４ 47347伊藤　早苗【秋】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅱ ４２４伊藤　早苗 【秋】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅱ ３５５－Ａ 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅱ三上　直光 嶋尾　稔 47328
47351 47404【春】ﾀｲ語初級Ⅰ 46867ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅰ入山　淳子 【春】ﾀｲ語中級Ⅰﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

48090 47419【秋】ﾀｲ語初級Ⅱ 47438ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅱ入山　淳子 【秋】ﾀｲ語中級Ⅱﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ

メコ 【春】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 14585
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅰ林田　晃雄

【秋】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 13411
-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅱ林田　晃雄

斯道 39266 39247【春】書物と文化Ⅰ高橋　悠介【春】書物文化史研究Ⅰ一戸　渉

39251【秋】書物と文化Ⅱ高橋　悠介

福セ 51858 【春】近代日本研究特殊演習Ⅰ( ３４１－Ａ西澤　直子

注)

国セ 85434
13392

92409

97931

奥川　育子

【秋】日本法への入門ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

--→

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 鈴木　理恵 ﾉｯﾀ-,　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ　M. 13832

----------→

柏崎　千佳子 85616

----------→（連続授業）18064

25425ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ
95962

【春】日本近代怪奇幻想小説通

史

【秋】日本仏教と現代社会

【秋】異文化ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝと日本文

化

ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S.
ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ 50976

99991 ４６１ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ

95905 １２１ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ

64065【春】日本の人間工学

【秋】高齢化社会日本のための

革新的技術

【春】日本史入門:前近代日本史

概観

【秋】日本史入門:前近代日本史

概観

浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ
【春】大正文化と日本の近代

【秋】比較の視点からみた日本

の移民政策

【春】異文化比較を通じての日

本理解（連続授業）

【春】質的調査から見る日本文

化と社会

【秋】日本文化への適応､世界へ

の適応

保セ 58317 【秋】現代社会と医学Ⅰ(健康と和井内　由充子

安全の医学)畔上　達彦,内田　敬子

片山　奈理子

後藤　伸子,徳村　光昭

西村　由貴,広瀬　寛

牧野　伸司,三戸　麻子

森　正明,康井　洋介

外研 31758 23422【春】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅰ)中堀　正洋【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A. 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅰ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 83939 ３４３－Ｂ

40084【秋】ﾛｼｱ語表現技法1(Ⅱ)中堀　正洋とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅱ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 85066 ３４３－Ｄ

31504【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(木1ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾅ,　ｴﾘｶ　A.

とｾｯﾄ)

ＫＧ 18355【春】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00090 ５１６ 山本　龍彦 【春】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会1

18360【秋】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 00104 ５１６ 山本　龍彦 【秋】ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑ経済と持続可能 ４６５

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J. 社会2

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ

ｻﾘｽ,　ﾌｧﾘｴｰﾛ
36157
35055

１０４

１０４

言語文化研究所，メディア・コミュニケーション研究所，斯道文庫，体育研究所， 福澤研究センター，国際センター，保健管理センター，アート・センター
外国語教育研究センター，学生総合センター，グローバルリサーチインスティ テュート，ミュージアム・コモンズ　時間割表

《注意事項》
1．履修申告について
　研究所講座の単位を進級・卒業の必要単位あるいは自由科目等の単位とする場合には，分野番号に注意の上，必ず履修申告を行ってください。

2．授業科目名の前に【春】【秋】【春前】【春後】【秋前】【秋後】とあるものは【春学期】【秋学期】【春学期前半】【春学期後半】【秋学期前半】【秋学期後半】
を表します。

　　体育研究所三田設置科目は，体育実技 A（ウィークリー・スポーツ）です。
3．学生総合センター科目の授業は web 上で e-learning 形式で開講しますので，受講者は keio.jp にログインし，オンデマンドで履修します。教室で
の講義は行われません。

　　授業の詳細についてはシラバスを確認してください。検索の際，キャンパスを「三田」，科目設置学部を「諸研究所－学生総合センター」と指定
してください。
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

水 言研 72280 47199 47624【春】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅰ ４３２太田　絵里奈【春】日本手話初級Ⅰ ４４１ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅰ數見　陽子 野元　晋

72882 47529 47639【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅱ ４３２太田　絵里奈【秋】日本手話初級Ⅱ ４４１ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅱ數見　陽子 野元　晋

89937【春】日本手話中級Ⅰ小林　京子

89941【秋】日本手話中級Ⅱ小林　京子

メコ 22800 【春】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅰ 【春】情報通信政策Ⅰ鈴木　秀美 中田　響 14604 １１１

30785 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅱ 【秋】情報通信政策Ⅱ鈴木　秀美 中田　響 14619 １１１

体研 34628 34647 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34632 34651 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34594 34742 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

34613 43117 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

02474 13664 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

02489 13679 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

福セ 37957【秋】近代日本研究Ⅱ都倉　武之

43451【春】近代日本研究Ⅳ ４３５都倉　武之

国セ

02197

25425

90664

ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-
ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

鈴木　理恵

４１１

【春】日本と世界のｽﾎﾟ-ﾂ･健康･

茂垣　昌宏

木村　真規 84863

25444

85310

長寿の文化

茂垣　昌宏98593 90406

--→

林　晃紀

鈴木　理恵

----------→----------→（連続授業）

【春】社会言語学的諸問題と

現代日本語

【秋】社会言語学的諸問題と

現代日本語

--→----------→

84882

林　晃紀

----------→（連続授業）

【春】日本の政治

【秋】日本の公共政策(ｾﾐﾅ-)

----------→（連続授業）

92762ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

96366大島　明･ﾏ-ｸ 【春】伝統演劇と美術に見える

日本文化のﾙ-ﾂ（連続授業）

【春】最高裁判所-構造､機能､判

例（連続授業）

【春】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【秋】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【春】日本近代怪奇幻想小説通史

【秋】日本近代怪奇幻想小説通史

アセ 74756【春】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義(注)渡部　葉子

久保　仁志

森山　緑

74775【秋】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義演習(渡部　葉子

注)久保　仁志

森山　緑

外研 36601【春】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅰ)

24950【秋】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅱ)

ミコ 【春】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅠ本間　友 18374 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

【秋】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅡ本間　友 18389 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

木 言研 89918【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅰ 47476加藤　昌彦 【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅰ加藤　昌彦

89922【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅱ 89903加藤　昌彦 【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅱ加藤　昌彦

86866【春】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅰ ５２３－Ｂ井上　貴恵

47495【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅱ ５２３－Ｂ井上　貴恵

メコ 16353 47241【春】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫 【春】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅰ李　津娥

47256報･PR論Ⅰ 【秋】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅱ李　津娥

16148【秋】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫

報･PR論Ⅱ

体研 33401【春】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

34757【秋】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

国セ

98574鈴木　理恵

林　秀毅 92337
ｼｪｲ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄ 95704 ４４１

92380奥川　育子

40725

41262

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P. ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

97396

40744

奥川　育子

４５６

25463

02182

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P.

ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M. 25262 ４５６

32458

47605

白原　由起子

【春】ｱｼﾞｱと日本の経済関係

【秋】教育を通して日本文化､社

会の構造､価値観を考える

【秋】短編小説を通して日本の

戦後を考える

ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

【春】日本の生産管理ｼｽﾃﾑ（連

続授業）

【春】日本美術史入門（連続授

業 ）

【春】日本映画入門1

【秋】日本語応用言語学

【春】社会文化的文脈におけ

る日本語学

【秋】質的調査から見る日本

文化と社会

42823松尾　弘

--→----------→

--→----------→

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

【春】日本とｲﾝﾄﾞのﾊﾟ-ﾄﾅ-ｼｯﾌﾟを構
築する
【春】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける文
化的前提
【秋】東ｱｼﾞｱの開発と法

【秋】日米関係史

【秋】日本映画入門2

アセ 【春】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!A面粂川　麻里生 10593 １２１

中川　ﾖｳ

【秋】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!B面粂川　麻里生 10608 １２１

中川　ﾖｳ

外研 31758 84280 73836【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(火2 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅰ)ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【春】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

90004 ４２４

84294 79265とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅱ)ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【秋】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅱ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

25129 ４２４

31504 23403【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(火2ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ 【春】英語翻訳(Ⅰ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35548

35404とｾｯﾄ) 【秋】英語翻訳(Ⅱ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35552
84309

【春】英語留学準備(Ⅰ)

【秋】英語留学準備(Ⅱ)

【春】中国語表現技法5(Ⅰ)

【秋】中国語表現技法5(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅱ)

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

耿　函

耿　函

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

25004

金 言研 46427【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅰ ４２２ 46446田澤　恵子 【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅰ ４１４ 【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅰ田澤　恵子 入山　淳子 47385
46431【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅱ ４２２ 46465田澤　恵子 【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅱ ４１４ 【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅱ田澤　恵子 入山　淳子 47390

メコ 35677 ５１４小川　葉子

32333

【春】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅰ 

【秋】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅱ ５１４小川　葉子

体研 13698 13721 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

13702 13736 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

福セ 38551 61817【春】近代日本研究Ⅰ 【秋】近代日本研究特殊演習Ⅱ( １４３－Ａ西澤　直子 井奥　成彦

注)

国セ 18098
１３３

97931

梅津　光弘

【春】日本の対外政策 --→昇　亜美子

鈴木　理恵

杉浦　一徳 ----------→ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-
ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

90353

15064

--→

昇　亜美子 【秋】入門 日本の歴史と文化 

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

84878  

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

14971【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

22211【秋】日本の企業と社会

ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ
96419 １０９ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

96074

４３３

98589

鈴木　理恵

杉浦　一徳

96093【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに 

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【秋】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【春】質的調査から見る日本文化

と社会

【秋】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける

文化的前提

飯野　文 14986

【春】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係（連続授業）

【秋】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係

【春】日本の通商関連法･政策

（連続授業）

【春】東･東南ｱｼﾞｱにおける植

民地主義を読む 

【秋】東･東南ｱｼﾞｱにおける女

性の商品化

外研 35605 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅰ) １１０ 【春】ﾛｼｱ語聴解(Ⅰ)安藤　万奈 山田　徹也 35567
35610 【秋】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅱ) １１０ 【秋】ﾛｼｱ語聴解(Ⅱ)安藤　万奈 山田　徹也 35571

35419ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

35753
【春】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅰ)

【秋】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅱ) ３２２ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

----------→

鈴木　理恵

17785

--→----------→【春】日本におけるｻﾌﾟﾗｲ･ﾁｪ-ﾝ･ 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（連続授業）
25459

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

水 言研 72280 47199 47624【春】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅰ ４３２太田　絵里奈【春】日本手話初級Ⅰ ４４１ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅰ數見　陽子 野元　晋

72882 47529 47639【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅱ ４３２太田　絵里奈【秋】日本手話初級Ⅱ ４４１ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅱ數見　陽子 野元　晋

89937【春】日本手話中級Ⅰ小林　京子

89941【秋】日本手話中級Ⅱ小林　京子

メコ 22800 【春】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅰ 【春】情報通信政策Ⅰ鈴木　秀美 中田　響 14604 １１１

30785 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅱ 【秋】情報通信政策Ⅱ鈴木　秀美 中田　響 14619 １１１

体研 34628 34647 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34632 34651 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34594 34742 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

34613 43117 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

02474 13664 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

02489 13679 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

福セ 37957【秋】近代日本研究Ⅱ都倉　武之

43451【春】近代日本研究Ⅳ ４３５都倉　武之

国セ

02197

25425

90664

ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-
ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

鈴木　理恵

４１１

【春】日本と世界のｽﾎﾟ-ﾂ･健康･

茂垣　昌宏

木村　真規 84863

25444

85310

長寿の文化

茂垣　昌宏98593 90406

--→

林　晃紀

鈴木　理恵

----------→----------→（連続授業）

【春】社会言語学的諸問題と

現代日本語

【秋】社会言語学的諸問題と

現代日本語

--→----------→

84882

林　晃紀

----------→（連続授業）

【春】日本の政治

【秋】日本の公共政策(ｾﾐﾅ-)

----------→（連続授業）

92762ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

96366大島　明･ﾏ-ｸ 【春】伝統演劇と美術に見える

日本文化のﾙ-ﾂ（連続授業）

【春】最高裁判所-構造､機能､判

例（連続授業）

【春】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【秋】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【春】日本近代怪奇幻想小説通史

【秋】日本近代怪奇幻想小説通史

アセ 74756【春】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義(注)渡部　葉子

久保　仁志

森山　緑

74775【秋】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義演習(渡部　葉子

注)久保　仁志

森山　緑

外研 36601【春】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅰ)

24950【秋】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅱ)

ミコ 【春】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅠ本間　友 18374 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

【秋】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅡ本間　友 18389 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

木 言研 89918【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅰ 47476加藤　昌彦 【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅰ加藤　昌彦

89922【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅱ 89903加藤　昌彦 【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅱ加藤　昌彦

86866【春】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅰ ５２３－Ｂ井上　貴恵

47495【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅱ ５２３－Ｂ井上　貴恵

メコ 16353 47241【春】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫 【春】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅰ李　津娥

47256報･PR論Ⅰ 【秋】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅱ李　津娥

16148【秋】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫

報･PR論Ⅱ

体研 33401【春】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

34757【秋】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

国セ

98574鈴木　理恵

林　秀毅 92337
ｼｪｲ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄ 95704 ４４１

92380奥川　育子

40725

41262

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P. ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

97396

40744

奥川　育子

４５６

25463

02182

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P.

ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M. 25262 ４５６

32458

47605

白原　由起子

【春】ｱｼﾞｱと日本の経済関係

【秋】教育を通して日本文化､社

会の構造､価値観を考える

【秋】短編小説を通して日本の

戦後を考える

ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

【春】日本の生産管理ｼｽﾃﾑ（連

続授業）

【春】日本美術史入門（連続授

業 ）

【春】日本映画入門1

【秋】日本語応用言語学

【春】社会文化的文脈におけ

る日本語学

【秋】質的調査から見る日本

文化と社会

42823松尾　弘

--→----------→

--→----------→

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

【春】日本とｲﾝﾄﾞのﾊﾟ-ﾄﾅ-ｼｯﾌﾟを構
築する
【春】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける文
化的前提
【秋】東ｱｼﾞｱの開発と法

【秋】日米関係史

【秋】日本映画入門2

アセ 【春】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!A面粂川　麻里生 10593 １２１

中川　ﾖｳ

【秋】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!B面粂川　麻里生 10608 １２１

中川　ﾖｳ

外研 31758 84280 73836【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(火2 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅰ)ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【春】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

90004 ４２４

84294 79265とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅱ)ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【秋】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅱ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

25129 ４２４

31504 23403【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(火2ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ 【春】英語翻訳(Ⅰ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35548

35404とｾｯﾄ) 【秋】英語翻訳(Ⅱ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35552
84309

【春】英語留学準備(Ⅰ)

【秋】英語留学準備(Ⅱ)

【春】中国語表現技法5(Ⅰ)

【秋】中国語表現技法5(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅱ)

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

耿　函

耿　函

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

25004

金 言研 46427【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅰ ４２２ 46446田澤　恵子 【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅰ ４１４ 【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅰ田澤　恵子 入山　淳子 47385
46431【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅱ ４２２ 46465田澤　恵子 【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅱ ４１４ 【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅱ田澤　恵子 入山　淳子 47390

メコ 35677 ５１４小川　葉子

32333

【春】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅰ 

【秋】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅱ ５１４小川　葉子

体研 13698 13721 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

13702 13736 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

福セ 38551 61817【春】近代日本研究Ⅰ 【秋】近代日本研究特殊演習Ⅱ( １４３－Ａ西澤　直子 井奥　成彦

注)

国セ 18098
１３３

97931

梅津　光弘

【春】日本の対外政策 --→昇　亜美子

鈴木　理恵

杉浦　一徳 ----------→ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-
ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

90353

15064

--→

昇　亜美子 【秋】入門 日本の歴史と文化 

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

84878  

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

14971【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

22211【秋】日本の企業と社会

ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ
96419 １０９ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

96074

４３３

98589

鈴木　理恵

杉浦　一徳

96093【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに 

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【秋】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【春】質的調査から見る日本文化

と社会

【秋】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける

文化的前提

飯野　文 14986

【春】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係（連続授業）

【秋】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係

【春】日本の通商関連法･政策

（連続授業）

【春】東･東南ｱｼﾞｱにおける植

民地主義を読む 

【秋】東･東南ｱｼﾞｱにおける女

性の商品化

外研 35605 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅰ) １１０ 【春】ﾛｼｱ語聴解(Ⅰ)安藤　万奈 山田　徹也 35567
35610 【秋】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅱ) １１０ 【秋】ﾛｼｱ語聴解(Ⅱ)安藤　万奈 山田　徹也 35571

35419ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

35753
【春】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅰ)

【秋】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅱ) ３２２ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

----------→

鈴木　理恵

17785

--→----------→【春】日本におけるｻﾌﾟﾗｲ･ﾁｪ-ﾝ･ 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（連続授業）
25459

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

土 メコ 99236【春】世論Ⅰ平井　智尚

99255【秋】世論Ⅱ平井　智尚

国セ 85640

40596【秋】日本における芸術と文化/ｱ
-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ

３１３ --→菱山　裕子【秋】日本の競争政策山田　弘 【春】日本における芸術と文化/ｱ ３１３----------→
-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ（連続授業）

90650

３１３菱山　裕子

----------→（連続授業）

18



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

水 言研 72280 47199 47624【春】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅰ ４３２太田　絵里奈【春】日本手話初級Ⅰ ４４１ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅰ數見　陽子 野元　晋

72882 47529 47639【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅱ ４３２太田　絵里奈【秋】日本手話初級Ⅱ ４４１ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅱ數見　陽子 野元　晋

89937【春】日本手話中級Ⅰ小林　京子

89941【秋】日本手話中級Ⅱ小林　京子

メコ 22800 【春】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅰ 【春】情報通信政策Ⅰ鈴木　秀美 中田　響 14604 １１１

30785 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅱ 【秋】情報通信政策Ⅱ鈴木　秀美 中田　響 14619 １１１

体研 34628 34647 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34632 34651 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34594 34742 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

34613 43117 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

02474 13664 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

02489 13679 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

福セ 37957【秋】近代日本研究Ⅱ都倉　武之

43451【春】近代日本研究Ⅳ ４３５都倉　武之

国セ

02197

25425

90664

ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-
ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

鈴木　理恵

４１１

【春】日本と世界のｽﾎﾟ-ﾂ･健康･

茂垣　昌宏

木村　真規 84863

25444

85310

長寿の文化

茂垣　昌宏98593 90406

--→

林　晃紀

鈴木　理恵

----------→----------→（連続授業）

【春】社会言語学的諸問題と

現代日本語

【秋】社会言語学的諸問題と

現代日本語

--→----------→

84882

林　晃紀

----------→（連続授業）

【春】日本の政治

【秋】日本の公共政策(ｾﾐﾅ-)

----------→（連続授業）

92762ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

96366大島　明･ﾏ-ｸ 【春】伝統演劇と美術に見える

日本文化のﾙ-ﾂ（連続授業）

【春】最高裁判所-構造､機能､判

例（連続授業）

【春】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【秋】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【春】日本近代怪奇幻想小説通史

【秋】日本近代怪奇幻想小説通史

アセ 74756【春】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義(注)渡部　葉子

久保　仁志

森山　緑

74775【秋】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義演習(渡部　葉子

注)久保　仁志

森山　緑

外研 36601【春】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅰ)

24950【秋】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅱ)

ミコ 【春】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅠ本間　友 18374 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

【秋】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅡ本間　友 18389 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

木 言研 89918【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅰ 47476加藤　昌彦 【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅰ加藤　昌彦

89922【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅱ 89903加藤　昌彦 【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅱ加藤　昌彦

86866【春】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅰ ５２３－Ｂ井上　貴恵

47495【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅱ ５２３－Ｂ井上　貴恵

メコ 16353 47241【春】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫 【春】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅰ李　津娥

47256報･PR論Ⅰ 【秋】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅱ李　津娥

16148【秋】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫

報･PR論Ⅱ

体研 33401【春】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

34757【秋】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

国セ

98574鈴木　理恵

林　秀毅 92337
ｼｪｲ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄ 95704 ４４１

92380奥川　育子

40725

41262

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P. ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

97396

40744

奥川　育子

４５６

25463

02182

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P.

ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M. 25262 ４５６

32458

47605

白原　由起子

【春】ｱｼﾞｱと日本の経済関係

【秋】教育を通して日本文化､社

会の構造､価値観を考える

【秋】短編小説を通して日本の

戦後を考える

ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

【春】日本の生産管理ｼｽﾃﾑ（連

続授業）

【春】日本美術史入門（連続授

業 ）

【春】日本映画入門1

【秋】日本語応用言語学

【春】社会文化的文脈におけ

る日本語学

【秋】質的調査から見る日本

文化と社会

42823松尾　弘

--→----------→

--→----------→

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

【春】日本とｲﾝﾄﾞのﾊﾟ-ﾄﾅ-ｼｯﾌﾟを構
築する
【春】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける文
化的前提
【秋】東ｱｼﾞｱの開発と法

【秋】日米関係史

【秋】日本映画入門2

アセ 【春】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!A面粂川　麻里生 10593 １２１

中川　ﾖｳ

【秋】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!B面粂川　麻里生 10608 １２１

中川　ﾖｳ

外研 31758 84280 73836【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(火2 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅰ)ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【春】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

90004 ４２４

84294 79265とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅱ)ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【秋】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅱ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

25129 ４２４

31504 23403【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(火2ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ 【春】英語翻訳(Ⅰ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35548

35404とｾｯﾄ) 【秋】英語翻訳(Ⅱ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35552
84309

【春】英語留学準備(Ⅰ)

【秋】英語留学準備(Ⅱ)

【春】中国語表現技法5(Ⅰ)

【秋】中国語表現技法5(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅱ)

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

耿　函

耿　函

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

25004

金 言研 46427【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅰ ４２２ 46446田澤　恵子 【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅰ ４１４ 【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅰ田澤　恵子 入山　淳子 47385
46431【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅱ ４２２ 46465田澤　恵子 【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅱ ４１４ 【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅱ田澤　恵子 入山　淳子 47390

メコ 35677 ５１４小川　葉子

32333

【春】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅰ 

【秋】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅱ ５１４小川　葉子

体研 13698 13721 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

13702 13736 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

福セ 38551 61817【春】近代日本研究Ⅰ 【秋】近代日本研究特殊演習Ⅱ( １４３－Ａ西澤　直子 井奥　成彦

注)

国セ 18098
１３３

97931

梅津　光弘

【春】日本の対外政策 --→昇　亜美子

鈴木　理恵

杉浦　一徳 ----------→ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-
ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

90353

15064

--→

昇　亜美子 【秋】入門 日本の歴史と文化 

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

84878  

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

14971【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

22211【秋】日本の企業と社会

ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ
96419 １０９ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

96074

４３３

98589

鈴木　理恵

杉浦　一徳

96093【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに 

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【秋】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【春】質的調査から見る日本文化

と社会

【秋】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける

文化的前提

飯野　文 14986

【春】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係（連続授業）

【秋】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係

【春】日本の通商関連法･政策

（連続授業）

【春】東･東南ｱｼﾞｱにおける植

民地主義を読む 

【秋】東･東南ｱｼﾞｱにおける女

性の商品化

外研 35605 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅰ) １１０ 【春】ﾛｼｱ語聴解(Ⅰ)安藤　万奈 山田　徹也 35567
35610 【秋】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅱ) １１０ 【秋】ﾛｼｱ語聴解(Ⅱ)安藤　万奈 山田　徹也 35571

35419ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

35753
【春】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅰ)

【秋】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅱ) ３２２ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

----------→

鈴木　理恵

17785

--→----------→【春】日本におけるｻﾌﾟﾗｲ･ﾁｪ-ﾝ･ 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（連続授業）
25459

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

水 言研 72280 47199 47624【春】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅰ ４３２太田　絵里奈【春】日本手話初級Ⅰ ４４１ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅰ數見　陽子 野元　晋

72882 47529 47639【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅱ ４３２太田　絵里奈【秋】日本手話初級Ⅱ ４４１ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅱ數見　陽子 野元　晋

89937【春】日本手話中級Ⅰ小林　京子

89941【秋】日本手話中級Ⅱ小林　京子

メコ 22800 【春】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅰ 【春】情報通信政策Ⅰ鈴木　秀美 中田　響 14604 １１１

30785 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅱ 【秋】情報通信政策Ⅱ鈴木　秀美 中田　響 14619 １１１

体研 34628 34647 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34632 34651 綱町武道館吉田　泰将綱町武道館吉田　泰将

34594 34742 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

34613 43117 ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

02474 13664 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

02489 13679 綱町武道館板垣　悦子綱町武道館板垣　悦子

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(初級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【春】体育実技A(剣道)10

【秋】体育実技A(剣道)10

【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)10(中級)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

福セ 37957【秋】近代日本研究Ⅱ都倉　武之

43451【春】近代日本研究Ⅳ ４３５都倉　武之

国セ

02197

25425

90664

ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-
ﾊﾞﾅ-ﾄﾞ,　ﾋﾟ-ﾀ-

鈴木　理恵

４１１

【春】日本と世界のｽﾎﾟ-ﾂ･健康･

茂垣　昌宏

木村　真規 84863

25444

85310

長寿の文化

茂垣　昌宏98593 90406

--→

林　晃紀

鈴木　理恵

----------→----------→（連続授業）

【春】社会言語学的諸問題と

現代日本語

【秋】社会言語学的諸問題と

現代日本語

--→----------→

84882

林　晃紀

----------→（連続授業）

【春】日本の政治

【秋】日本の公共政策(ｾﾐﾅ-)

----------→（連続授業）

92762ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

96366大島　明･ﾏ-ｸ 【春】伝統演劇と美術に見える

日本文化のﾙ-ﾂ（連続授業）

【春】最高裁判所-構造､機能､判

例（連続授業）

【春】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【秋】人間の理想像に関する哲

学的探究:日本と西洋との対話を

通じて

【春】日本近代怪奇幻想小説通史

【秋】日本近代怪奇幻想小説通史

アセ 74756【春】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義(注)渡部　葉子

久保　仁志

森山　緑

74775【秋】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義演習(渡部　葉子

注)久保　仁志

森山　緑

外研 36601【春】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅰ)

24950【秋】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英語(ｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

Ⅱ)

ミコ 【春】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅠ本間　友 18374 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

【秋】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞⅡ本間　友 18389 １０３

長谷川　紫穂

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

木 言研 89918【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅰ 47476加藤　昌彦 【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅰ加藤　昌彦

89922【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅱ 89903加藤　昌彦 【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅱ加藤　昌彦

86866【春】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅰ ５２３－Ｂ井上　貴恵

47495【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅱ ５２３－Ｂ井上　貴恵

メコ 16353 47241【春】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫 【春】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅰ李　津娥

47256報･PR論Ⅰ 【秋】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅱ李　津娥

16148【秋】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫

報･PR論Ⅱ

体研 33401【春】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

34757【秋】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

国セ

98574鈴木　理恵

林　秀毅 92337
ｼｪｲ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄ 95704 ４４１

92380奥川　育子

40725

41262

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P. ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

97396

40744

奥川　育子

４５６

25463

02182

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ﾒｽ,　ﾄ-ﾏｽ　P.

ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M. 25262 ４５６

32458

47605

白原　由起子

【春】ｱｼﾞｱと日本の経済関係

【秋】教育を通して日本文化､社

会の構造､価値観を考える

【秋】短編小説を通して日本の

戦後を考える

ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ

【春】日本の生産管理ｼｽﾃﾑ（連

続授業）

【春】日本美術史入門（連続授

業 ）

【春】日本映画入門1

【秋】日本語応用言語学

【春】社会文化的文脈におけ

る日本語学

【秋】質的調査から見る日本

文化と社会

42823松尾　弘

--→----------→

--→----------→

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

【春】日本とｲﾝﾄﾞのﾊﾟ-ﾄﾅ-ｼｯﾌﾟを構
築する
【春】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける文
化的前提
【秋】東ｱｼﾞｱの開発と法

【秋】日米関係史

【秋】日本映画入門2

アセ 【春】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!A面粂川　麻里生 10593 １２１

中川　ﾖｳ

【秋】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!B面粂川　麻里生 10608 １２１

中川　ﾖｳ

外研 31758 84280 73836【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(火2 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅰ)ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【春】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

90004 ４２４

84294 79265とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅱ)ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【秋】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅱ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

25129 ４２４

31504 23403【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(火2ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ 【春】英語翻訳(Ⅰ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35548

35404とｾｯﾄ) 【秋】英語翻訳(Ⅱ) ４５４ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

35552
84309

【春】英語留学準備(Ⅰ)

【秋】英語留学準備(Ⅱ)

【春】中国語表現技法5(Ⅰ)

【秋】中国語表現技法5(Ⅱ)

【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅰ)

【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅱ)

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ

耿　函

耿　函

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ

25004

金 言研 46427【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅰ ４２２ 46446田澤　恵子 【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅰ ４１４ 【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅰ田澤　恵子 入山　淳子 47385
46431【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅱ ４２２ 46465田澤　恵子 【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅱ ４１４ 【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅱ田澤　恵子 入山　淳子 47390

メコ 35677 ５１４小川　葉子

32333

【春】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅰ 

【秋】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅱ ５１４小川　葉子

体研 13698 13721 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

13702 13736 綱町武道館奥山　靜代綱町武道館奥山　靜代

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝ ｸﾞ)15(ﾖｶﾞ)

福セ 38551 61817【春】近代日本研究Ⅰ 【秋】近代日本研究特殊演習Ⅱ( １４３－Ａ西澤　直子 井奥　成彦

注)

国セ 18098
１３３

97931

梅津　光弘

【春】日本の対外政策 --→昇　亜美子

鈴木　理恵

杉浦　一徳 ----------→ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ-
ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ

90353

15064

--→

昇　亜美子 【秋】入門 日本の歴史と文化 

ﾎｼﾞｬｽﾃ,　ﾔｺﾌﾞ

ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

84878  

----------→（連続授業）

----------→（連続授業）

14971【春】東ｱｼﾞｱ社会の教育

22211【秋】日本の企業と社会

ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ
96419 １０９ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ

96074

４３３

98589

鈴木　理恵

杉浦　一徳

96093【春】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに 

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【秋】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

【春】質的調査から見る日本文化

と社会

【秋】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける

文化的前提

飯野　文 14986

【春】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係（連続授業）

【秋】日本のｵﾀｸ文化と多国籍

的関係

【春】日本の通商関連法･政策

（連続授業）

【春】東･東南ｱｼﾞｱにおける植

民地主義を読む 

【秋】東･東南ｱｼﾞｱにおける女

性の商品化

外研 35605 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅰ) １１０ 【春】ﾛｼｱ語聴解(Ⅰ)安藤　万奈 山田　徹也 35567
35610 【秋】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅱ) １１０ 【秋】ﾛｼｱ語聴解(Ⅱ)安藤　万奈 山田　徹也 35571

35419ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

35753
【春】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅰ)

【秋】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅱ) ３２２ｽｽﾞｷ,　ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ･ﾀﾛ-

----------→

鈴木　理恵

17785

--→----------→【春】日本におけるｻﾌﾟﾗｲ･ﾁｪ-ﾝ･ 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（連続授業）
25459

曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

土 メコ 99236【春】世論Ⅰ平井　智尚

99255【秋】世論Ⅱ平井　智尚

国セ 85640

40596【秋】日本における芸術と文化/ｱ
-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ

３１３ --→菱山　裕子【秋】日本の競争政策山田　弘 【春】日本における芸術と文化/ｱ ３１３----------→
-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ（連続授業）

90650

３１３菱山　裕子

----------→（連続授業）
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（1）PC・プリンタ・ネットワークの利用
・ITCアカウント（ユーザー名／パスワード）について　＊ユーザー名の例：ub123456
　 三田・日吉・信濃町・矢上・芝共立の 5キャンパスで，ITC設置パソコン・プリンタ・ネットワークの利用
時には ITCアカウントが必要です。
　 ITCアカウント未取得の方，ユーザー名やパスワードを忘れた方は，三田 ITC（大学院校舎地下 1階）に学
生証を持ってお越しください。
※ 印刷時に別途プリント料金がかかります。料金精算には Suica，PASMOなどの交通系 ICカード（モバイル

Suica/PASMO，PiTaPaを除く）が必要です。
※キャンパス内の無線 LAN（Wi-Fi）は，ITCアカウントまたは keio.jpアカウントで利用可能です。
・設置場所と利用時間（授業期間中）

設置場所 利用時間
月〜金 土曜 日曜・祝日

・ システム整備のため，パソコン室を
緊急閉室する場合があります
※授業使用時は利用不可

 

大学院校舎
地下 1階 共用パソコン室

8:45 〜 21:00 利用不可 利用不可1・2・3階 311/314/321/322/333/ 
335/336の各教室※

南校舎 1・2階 ＰＣラウンジ 8:45 〜 21:00

※ 授業期間外は三田 ITCのWebページで確認してください。
　https://www.mita.itc.keio.ac.jp/

（2）証明書自動発行機（第 3 – 7 証明書（成績証明書・学割証等）参照）
証明書自動発行機は南校舎１階に設置されています。稼働期間・時間などは，塾生サイト（「塾生サイト」
→「各種手続き」→「証明書」→「証明書の発行」）で確認してください。

（3）コピー
コピー機は生協購買部，生協食堂等にあります。

（4）遺失物
届出のあった遺失物は，三田学生部総合窓口にて保管しています。

（5）食堂
南校舎に「ザ・カフェテリア」，西校舎に「山食（やましょく）」と「生協食堂」の 3 つの食堂があります。

三田キャンパスマップ（2021 年 4 月現在）

その他

塾 監 局

女
子
高
等
学
校

南
別
館

西 校 舎

（Ａ） 中 1 階 山食
地下 1階 生協食堂

1 階 511～ 517
2 階 521～ 526
3 階 531

第 1 校 舎

外国語教育研究センター
1階 101～ 111
2階 121～ 124
3階 131（Ａ～Ｂ）～ 135

～ 1474階 141（Ａ～Ｃ）

（Ｂ）
2 階 527

地下 3階 学生団体ルーム

3 階 532
4 階 541，542，544，545

3　　階
2　　階

1　　階

地下 1階

大会議室
基金室，塾員センター
社会・地域連携室
北館ホール
保健管理センター
ファカルティクラブ
通信教育部，管財部（工務担当・施設担当）
入学センター

3　　階
2　　階
地下 1階

中文演習室
史学共同研究室
学術研究支援部三田担当

（Ｃ）

地下 2階 501

1 階 519
2 階 528
3 階 533～ 535

三田文学
体育会事務室
体育会本部 北 館

西館

北 門

東 門
西
門

研 究 室 棟
生協購買部 東 館

西 校 舎
（Ａ）

塾
監
局

第 1 校 舎

（Ｂ）

（Ｃ）
中

等

部

大学院
校舎 図 書 館

人事部，
，

，経理部 管財部，
総務部 広報室ほか

警備室

三田演説館

三田インフォメーションプラ
ザ 正 門

大 学 院 校 舎

南 校 舎

8階 　　産業研究所，法学研究所
 　　東アジア研究所
7階 　　374，375（A・B）
 　　メディア・コミュニケーション
 　　研究所，会計研究室
6階 　　大学院生研究室
5階 　　351（A・B）～ 358
4階 　　341（A・B）～ 348
3階 　　333～ 336，ITC本部
2階 　　321～ 325（A・B）
1階　　 311～ 314
地下 1階 三田 ITC

2階　協生環境推進室
　　　管財部（レジデンシャル担当）
1階　グッズショップ

南　　　館

2階～11階    会議室，研究個室ほか
1階　　　学生部（法務研究科）
   教員室・教室管理室
地下 1階 2 B 11～2 B 15

教職課程センター
地下 2階 2 B 21～2 B 25
地下 3階 2 B 31～2 B 35

地下 4階 2 B 41，2 B 42
   模

南館図書室

擬法廷教室
   ディスタンス
   ラーニング室

1階･2階
地下 1階 西校舎ホール

メディアセンター 図書館研修室  ほか

南　館

交　番

学術研究支援部
アート・センター
言語文化研究所

7階 471～477 グループ学習室・テラス
6階 461～467
5階 451～457 南校舎ホール
4階 441～447 ザ・カフェテリア
3階 431～437 社中交歡 萬來舍
2階 421～425 PCラウンジ
1階 411～415 学生ラウンジ
  PCラウンジ
  グローバルラウンジ
  就職資料室
  証明書自動発行機
地下 1階 学生部，学生相談室

学生部入口（地下 1階）

南校舎

図
書
館
旧
館

地下 2階 学生団体ルーム

玄
関
ホ

ル

掲

　示

　板

掲
示
板

，

4　　階
2　　階
1 階

福澤諭吉記念慶應義塾史展示館
福澤研究センター，カフェ

斯道文庫

東
別
館

4階 ミュージアム・コモンズ
 事務室

8階 東館ホール
6階 G-Lab 
4階 グローバルリサーチ
 インスティテュート  ほか

三田経済学部履修案内2021.indb   4 2021/03/02   9:00
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