
時限 クラス等 科　目　名 担当教員 教室

クラス

等

科　目　名 担当教員 教室 時限 クラス等 科　目　名 担当教員 教室 クラス等 科　目　名 担当教員 教室 時限 クラス等 科　目　名 担当教員 教室 クラス等 科　目　名 担当教員 教室

英-a 英語１-Ⅰ 大曲　陽子 S302 英-a 英語１-Ⅱ 大曲　陽子 S302 英-g 英語１-Ⅰ 高橋　優身 876 英-g 英語１-Ⅱ 高橋　優身 876 A-H ドイツ語１-Ⅰ 畠山　勝彦 S603 A-H ドイツ語１-Ⅱ 畠山　勝彦 S603

1 英-b 英語１-Ⅰ 高橋　優身 S403 英-b 英語１-Ⅱ 高橋　優身 S403 1 英-h 英語１-Ⅰ 亀岡　浩一 F302 英-h 英語１-Ⅱ 亀岡　浩一 F302 1 A-H フランス語１-Ⅰ 江澤　健一郎 865 A-H フランス語１-Ⅱ 江澤　健一郎 865

英-c 英語１-Ⅰ 宮本　正和 0805 英-c 英語１-Ⅱ 宮本　正和 0805 英-i 英語１-Ⅰ 光野　昭雄 F303 英-i 英語１-Ⅱ 光野　昭雄 F303 ロシア語１-Ⅰ 木部　敬 F306 ロシア語１-Ⅱ 木部　敬 F306

英-d 英語１-Ⅰ 溝部　敦子 F307 英-d 英語１-Ⅱ 溝部　敦子 F307 英-j 英語１-Ⅰ 戸嶋　まゆみ F308 英-j 英語１-Ⅱ 戸嶋　まゆみ F308 A-D 中国語１-Ⅰ 賀　蘭 F401 A-D 中国語１-Ⅱ 賀　蘭 F401

限 英-e 英語１-Ⅰ 光野　昭雄 F308 英-e 英語１-Ⅱ 光野　昭雄 F308 限 英-k 英語１-Ⅰ 宮本　和恵 F304 英-k 英語１-Ⅱ 宮本　和恵 F304 限 E-H 中国語１-Ⅰ 劉　渇氷 F404 E-H 中国語１-Ⅱ 劉　渇氷 F404

英-f 英語１-Ⅰ 鈴木　博雄 F306 英-f 英語１-Ⅱ 鈴木　博雄 F306 英-l 英語１-Ⅰ 福井　令恵 0805 英-l 英語１-Ⅱ 福井　令恵 0805 A-H スペイン語１-Ⅰ 月野　楓子 F308 A-H スペイン語１-Ⅱ 月野　楓子 F308

キャリアデザイン入門 石関　裕子 855 2～4年 東洋史Ⅱ 齋藤　勝 G403 情報フランス語Ⅰ 大久保　政憲 0309CALL 情報フランス語Ⅱ 大久保　政憲 0309CALL 中国語補講Ⅰ 千野　明日香 868A 中国語補講Ⅱ 千野　明日香 868A

2～4年 東洋史Ⅰ 齋藤　勝 G403 2～4年 法学Ⅱ 水野　圭子 G501 09-11のみ 日本語３-Ⅰ 戸村　佳代 S402 09-11のみ 日本語３-Ⅱ 戸村　佳代 S402 就業基礎力養成Ⅰ 鈴木　美伸 G601 就業基礎力養成Ⅱ 鈴木　美伸 G601

2～4年 法学Ⅰ 水野　圭子 G501 スペイン語補講１・２-Ⅰ 岡本　年正 F301 スペイン語補講１・２-Ⅱ 岡本　年正 F301 文学Ⅰ（古事記から日本神話を読む） 成島　知子 572

文学Ⅱ（神から人間の時代への文学を読

む（古事記を中心に））

成島　知子 572

英-g 英語２-Ⅰ 大曲　陽子 S302 英-g 英語２-Ⅱ 大曲　陽子 S302 2～4年 心理学Ⅰ 黒澤　礼子 さったホール 2～4年 心理学Ⅱ 黒澤　礼子 さったホール

英-h 英語２-Ⅰ 高橋　優身 S403 英-h 英語２-Ⅱ 高橋　優身 S403 2～4年 心理学Ⅰ 小島　弥生 G601 2～4年 心理学Ⅱ 小島　弥生 G601 14以降

Practical English（ビジネス・コミュニ

ケーション）A-Ⅰ

柿原　直美 S404 14以降

Practical English（ビジネス・コミュニ

ケーション）A-Ⅱ

柿原　直美 0706

2 英-i 英語２-Ⅰ 大和久　悌一郎 S503 英-i 英語２-Ⅱ 大和久　悌一郎 S503 社会学Ⅰ 徐　玄九 S406 社会学Ⅱ 徐　玄九 S406 12-13 英文ライティングA-Ⅰ 柿原　直美 S404 12-13 英文ライティングA-Ⅱ 柿原　直美 0706

英-j 英語２-Ⅰ 溝部　敦子 F307 英-j 英語２-Ⅱ 溝部　敦子 F307 2～4年 社会思想Ⅰ 犬塚　元 551 2～4年 社会思想Ⅱ 犬塚　元 551 2 ドイツ語コミュニケーションⅠ
アネッテ　グルーバー

866 ドイツ語コミュニケーションⅡ アネッテ　グルーバー 866

英-k 英語２-Ⅰ 光野　昭雄 F308 英-k 英語２-Ⅱ 光野　昭雄 F308 2～4年 法学Ⅰ 前川　佳夫 G402 2～4年 法学Ⅱ 前川　佳夫 G402 I-P ドイツ語１-Ⅰ 畠山　勝彦 S602 I-P ドイツ語１-Ⅱ 畠山　勝彦 S602

限 英-l 英語２-Ⅰ 宮本　正和 0805 英-l 英語２-Ⅱ 宮本　正和 0805 2～4年 基礎数学Ⅰ 若井　健太郎 877 2～4年 基礎数学Ⅱ 若井　健太郎 877 フランス語視聴覚Ⅲ 中村　美緒 0503 フランス語視聴覚Ⅳ 近江屋　志穂 0503

中国語コミュニケーションⅠ 祝　振媛 F304 中国語コミュニケーションⅡ 祝　振媛 F304 抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示 限 I-P フランス語１-Ⅰ 瀬戸　和子 F405 I-P フランス語１-Ⅱ 瀬戸　和子 F405

朝鮮語講読Ⅰ 高橋　梓 S501 朝鮮語講読Ⅱ 高橋　梓 S501 英-a 英語２-Ⅰ 高橋　優身 876 英-a 英語２-Ⅱ 高橋　優身 876 I-L 中国語１-Ⅰ 賀　蘭 F401 I-L 中国語１-Ⅱ 賀　蘭 F401

ロシア語補講１-Ⅰ 佐藤　裕子 0503 ロシア語補講１-Ⅱ 佐藤　裕子 0503 英-b 英語２-Ⅰ 亀岡　浩一 F302 英-b 英語２-Ⅱ 亀岡　浩一 F302 M-P 中国語１-Ⅰ 劉　渇氷 F404 M-P 中国語１-Ⅱ 劉　渇氷 F404

キャリアデザイン入門 石関　裕子 855 文学Ⅱ（中国古典に親しむ） 吉井　涼子 554 2 英-c 英語２-Ⅰ 光野　昭雄 F303 英-c 英語２-Ⅱ 光野　昭雄 F303 スペイン語コミュニケーションⅠ 瓜谷　アウロラ F408 スペイン語コミュニケーションⅡ 瓜谷　アウロラ F408

文学Ⅰ（中国古典入門） 吉井　涼子 554 2～4年 社会学Ⅱ 徐　玄九 G403 英-d 英語２-Ⅰ 戸嶋　まゆみ F308 英-d 英語２-Ⅱ 戸嶋　まゆみ F308 I-P スペイン語１-Ⅰ ガルシア　ルイス F403 I-P スペイン語１-Ⅱ ガルシア　ルイス F403

2～4年 社会学Ⅰ 徐　玄九 G403 文化人類学Ⅱ ベル　裕紀 868A 英-e 英語２-Ⅰ 宮本　和恵 F304 英-e 英語２-Ⅱ 宮本　和恵 F304 朝鮮語１-Ⅰ 内山　政春 876 朝鮮語１-Ⅱ 内山　政春 876

2～4年 文化人類学Ⅰ ベル　裕紀 868A 物質と環境Ⅰ 中島　弘一 878A 限 英-f 英語２-Ⅰ 福井　令恵 0805 英-f 英語２-Ⅱ 福井　令恵 0805 日本語コミュニケーションⅠ 江村　裕文 F506 日本語コミュニケーションⅡ 江村　裕文 F506

物質と環境Ⅱ 中島　弘一 878A ドイツ語表現法Ⅰ シュミット　ウテ 0506 ドイツ語表現法Ⅱ シュミット　ウテ 0506 中国語補講Ⅰ 余　瀾 F504 中国語補講Ⅱ 余　瀾 F504

14以降

Practical English（オーラル・コミュニ

ケーション）A‐Ⅰ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 14以降

Practical English（オーラル・コミュニ

ケーション）A-Ⅱ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 中国語コミュニケーションⅠ 周　重雷 F407 中国語コミュニケーションⅡ 周　重雷 F407 就業基礎力養成Ⅰ 鈴木　美伸 G601

文学Ⅱ（神から人間の時代への文学を

読む（古事記を中心に））

成島　知子 G602

3 12-13

英語オーラル・コミュニケーションA‐

Ⅰ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 12-13

英語オーラル・コミュニケーションA-

Ⅱ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 中国語コミュニケーションⅠ 孫　琦 1204 中国語コミュニケーションⅡ 孫　琦 1204 文学Ⅰ（古事記から日本神話を読む） 成島　知子 867 宗教論Ⅱ 酒井　健 G501

14以降

Practical English（英語検定試験対

策）A-Ⅰ

大和久　悌一郎 0701 14以降

Practical English（英語検定試験対

策）A-Ⅱ

大和久　悌一郎 0701 スペイン語講読Ⅰ 大西　亮 F507 スペイン語講読Ⅱ 大西　亮 F507 宗教論Ⅰ 酒井　健 G501

12-13 英語ライティングＢ-Ⅰ 大和久　悌一郎 0701 12-13 英語ライティングＢ-Ⅱ 大和久　悌一郎 0701 文学Ⅰ（日本文学史） 島田　雅彦 G403 文学Ⅱ（世界文学史） 島田　雅彦 G403

限 時事スペイン語Ⅰ 長谷川　悦夫 866 時事スペイン語Ⅱ 長谷川　悦夫 866 文学Ⅰ（イタリア・オペラに親しむ（１）） 大﨑　さやの 572 文学Ⅱ（イタリア・オペラに親しむ（２）） 大﨑　さやの 572 SSI スポーツ・フランス語Ⅰ 畑中　敏夫 F403 SSI スポーツ・フランス語Ⅱ 畑中　敏夫 F403

09-11のみ 日本語４-Ⅰ 新谷　あゆり F508 09-11のみ 日本語４-Ⅱ 新谷　あゆり F508 2～4年 論理学Ⅰ 菅沢　龍文 G402 2～4年 論理学Ⅱ 菅沢　龍文 S407 3 スペイン語補講１・２-Ⅰ 長谷川　悦夫 573 スペイン語補講１・２-Ⅱ 長谷川　悦夫 573

中国語補講Ⅰ 劉　光赤 F408 中国語補講Ⅱ 劉　光赤 F408 2～4年 心理学Ⅰ 小島　弥生 G503 2～4年 心理学Ⅱ 小島　弥生 G503 A 基礎ゼミ 上西　充子 S501 文学Ⅱ（日韓の交流と理解のために） 梁　禮先 G503

文学Ⅰ（西洋文学と音楽） 鈴木　正道 G502 文学Ⅱ（西洋文学と音楽） 鈴木　正道 G502 2～4年 心理学Ⅰ 黒澤　礼子 さったホール 2～4年 心理学Ⅱ 黒澤　礼子 さったホール Ｃ 基礎ゼミ 坂本　旬 BT14階工作 2～4年 哲学Ⅱ 谷口　力 571

2～4年 倫理学Ⅰ 佐藤　英明 G201 2～4年 倫理学Ⅱ 佐藤　英明 G201 2～4年 文化人類学Ⅰ 岩原　紘伊 860 文化人類学Ⅱ 岩原　紘伊 F309 限 Ｄ 基礎ゼミ 遠藤　野ゆり S403 2～4年 倫理学Ⅱ 杉本　隆久 S505

2～4年 地理学Ⅰ 長沢　利明 858 2～4年 地理学Ⅱ 長沢　利明 858 2～4年 法学Ⅰ 前川　佳夫 G201 2～4年 法学Ⅱ 前川　佳夫 G201 Ｇ 基礎ゼミ 松尾　知明 S401 2～4年 経済学Ⅱ 飯塚　務 G403

2～4年 文化人類学Ⅰ ベル　裕紀 552 文化人類学Ⅱ ベル　裕紀 552 2～4年 基礎数学Ⅰ 若井　健太郎 877 2～4年 基礎数学Ⅱ 若井　健太郎 877 Ｈ 基礎ゼミ 筒井　美紀 0801 経済学Ⅱ 水野　和夫 561

2～4年 社会思想Ⅰ 熊沢　敏之 S406 2～4年 社会思想Ⅱ 熊沢　敏之 G402 2～4年 基礎数学Ⅰ 倉田　俊彦 G502 2～4年 基礎数学Ⅱ 倉田　俊彦 S205 Ⅰ 基礎ゼミ 木村　琢磨 0605 2～4年 地理学Ⅱ 前川　明彦 G201

社会思想Ⅰ 洪　貴義 564 社会思想Ⅱ 洪　貴義 564 抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示 Ｊ 基礎ゼミ 安田　節之 0503 文化人類学Ⅱ 中島　成久 G601

2～4年 法学Ⅰ 山本　圭子 S407 2～4年 法学Ⅱ 山本　圭子 S407 中国語視聴覚Ⅰ 王　翠莉 0508LL 中国語視聴覚Ⅱ 王　翠莉 0508LL Ｋ 基礎ゼミ 松浦　民恵 0702 法学Ⅱ 権　敬殷 572

2～4年 原子から宇宙までⅠ 小池　康郎 S505 2～4年 原子から宇宙までⅡ 小池　康郎 S505 3 中国語補講Ⅰ 岩田　和子 S302 中国語補講Ⅱ 岩田　和子 S302 Ｍ 基礎ゼミ 荒川　裕子 0701 2～4年 物質と環境Ⅱ 向井　知大 834

生命科学Ⅰ 水澤　博 877 生命科学Ⅱ 水澤　博 877

文学Ⅰ（日本近・現代文学の問題作

を読む）

川鍋　義一 F407

文学Ⅱ（日本近・現代文学の問題作を

読む）

川鍋　義一 F407 文学Ⅰ（日韓の交流と理解のために） 梁　禮先 S505 2～4年 発展数学Ⅱ 池田　宏一郎 551

2～4年 物質と環境Ⅰ 山本　裕右 572 2～4年 物質と環境Ⅱ 山本　裕右 572 文学Ⅰ（新海誠の文学世界） 榎本　正樹 G502 文学Ⅱ（映像表現と現代日本文学） 榎本　正樹 G403 2～4年 哲学Ⅰ 谷口　力 857

限 地理学Ⅰ 長沢　利明 G501 地理学Ⅱ 長沢　利明 G401 2～4年 倫理学Ⅰ 杉本　隆久 867

14以降

Practical English（オーラル・コミュニ

ケーション）B-Ⅰ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 14以降

Practical English（オーラル・コミュニ

ケーション）B-Ⅱ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 2～4年 文化人類学Ⅰ 岩原　紘伊 F309 文化人類学Ⅱ 岩原　紘伊 860 2～4年 経済学Ⅰ 飯塚　務 G403

12-13

英語オーラル・コミュニケーションB-

Ⅰ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 12-13

英語オーラル・コミュニケーションB-

Ⅱ

マーティン　ジヨン

ブラツドシヨー

1204 社会思想Ⅰ 福田　名津子 858 社会思想Ⅱ 福田　名津子 858 経済学Ⅰ 水野　和夫 561

4 検定ドイツ語Ⅰ 佐々木　宗夫 F503 検定ドイツ語Ⅱ 佐々木　宗夫 F503 天文学Ⅰ 松本　倫明 S405 天文学Ⅱ 松本　倫明 S405 2～4年 地理学Ⅰ 前川　明彦 S205

SSI スポーツ・フランス語Ⅰ 瀬戸　和子 F502 SSI スポーツ・フランス語Ⅱ 瀬戸　和子 F502 2～4年 教養数学A 平田　康史 870 2～4年 教養数学B 平田　康史 870 文化人類学Ⅰ 中島　成久 G601

日本語２Ⅰ 小宮　修太郎 F505 日本語２Ⅱ 小宮　修太郎 F505 抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示 法学Ⅰ 権　敬殷 572

限 事前抽選 情報処理演習 菅原　真悟

情報実

習室A

事前抽選 情報処理演習 菅原　真悟

情報実習

室A

SSI スポーツ・ドイツ語Ⅰ 浦田　智 F407 SSI スポーツ・ドイツ語Ⅱ 浦田　智 F407 2～4年 物質と環境Ⅰ 向井　知大 834

文学Ⅰ（日本近・現代文学の問題作

を読む）

川鍋　義一 F402

文学Ⅱ（日本近・現代文学の問題作

を読む）

川鍋　義一 F402 4 キャリアデザイン入門 鈴木　美伸 S505 文学Ⅱ（ヨーロッパ文学と「旅」） Ｄ　ハイデンライヒ 572 2～4年 発展数学Ⅰ 池田　宏一郎 551

2～4年 哲学Ⅰ 白根　裕里枝 G601 2～4年 哲学Ⅱ 白根　裕里枝 G601 文学Ⅰ（ヨーロッパ文学と「変身」） Ｄ　ハイデンライヒ 572 哲学Ⅱ 大西　正人 G403

倫理学Ⅰ 佐藤　英明 834 倫理学Ⅱ 佐藤　英明 834 哲学Ⅰ 大西　正人 G403 論理学Ⅱ 鵜澤　和彦 G502 中国語視聴覚Ⅰ 王　翠莉 0508LL 中国語視聴覚Ⅱ 王　翠莉 0508LL

宗教論Ⅰ 若林　明彦 561 宗教論Ⅱ 若林　明彦 561 限 論理学Ⅰ 鵜澤　和彦 G502 2～4年 西洋史Ⅱ 中村　純 S405 4 2～4年 論理学Ⅰ 滝口　清栄 G501 2～4年 論理学Ⅱ 滝口　清栄 G602

経済学Ⅰ 飯塚　務 G502 経済学Ⅱ 飯塚　務 G502 2～4年 西洋史Ⅰ 中村　純 S405 2～4年 日本史Ⅱ 黒須　友里江 564 2～4年 西洋史Ⅰ 宮﨑　亮 571 2～4年 西洋史Ⅱ 宮﨑　亮 571

地理学Ⅰ 高木　正 856 地理学Ⅱ 高木　正 856 2～4年 日本史Ⅰ 黒須　友里江 564 2～4年 文章論Ⅰ 川鍋　義一 866 芸術Ⅰ 小澤　慶介 F101(遠隔) 芸術Ⅱ 小澤　慶介 F101(遠隔)

2～4年 社会思想Ⅰ 洪　貴義 G401 2～4年 社会思想Ⅱ 洪　貴義 G401 2～4年 文章論Ⅰ 川鍋　義一 866 心理学Ⅱ 櫻井　登世子 G501 限 文学Ⅰ（江戸の文学） 白戸　満喜子 S203 文学Ⅱ（江戸の文学） 白戸　満喜子 S203

2～4年 法学Ⅰ 内藤　淳 G602 2～4年 法学Ⅱ 内藤　淳 S306 心理学Ⅰ 櫻井　登世子 G602 2～4年 地理学Ⅱ 米家　志乃布 G402

文学Ⅰ（日本近代現代文学―小説を

読む技術）

中澤　忠之 857 文学Ⅱ（文学表現の政治性・社会性） 中澤　忠之 857

2～4年 原子から宇宙までⅠ 吉灘　好 573 2～4年 原子から宇宙までⅡ 吉灘　好 551 2～4年 地理学Ⅰ 米家　志乃布 G402 2～4年 政治学Ⅱ 明田川　融 554 2～4年 経済学Ⅰ 飯塚　務 G402 2～4年 経済学Ⅱ 飯塚　務 G402

2～4年 原子から宇宙までⅠ 鈴木　裕武 571 2～4年 原子から宇宙までⅡ 鈴木　裕武 857 2～4年 政治学Ⅰ 明田川　融 554 2～4年 社会学Ⅱ 徐　玄九 さったホール 2～4年 地理学Ⅰ 前畑　明美 856 2～4年 地理学Ⅱ 前畑　明美 S406

生命科学Ⅰ 水澤　博 877 生命科学Ⅱ 水澤　博 877 2～4年 社会学Ⅰ 徐　玄九 さったホール 2～4年 社会学Ⅱ 高橋　徹 562 2～4年 地理学Ⅰ 前川　明彦 S205 2～4年 地理学Ⅱ 前川　明彦 G201

物質と環境Ⅰ 山本　裕右 572 物質と環境Ⅱ 山本　裕右 572 2～4年 社会学Ⅰ 高橋　徹 562 2～4年 社会思想Ⅱ 福田　名津子 867 2～4年 政治学Ⅰ 崔　先鎬 S405 2～4年 政治学Ⅱ 崔　先鎬 S405

教養数学A 池田　宏一郎 S307 教養数学B 池田　宏一郎 S307 2～4年 社会思想Ⅰ 福田　名津子 867 原子から宇宙までⅡ 吉田　智 551 政治学Ⅰ 高橋　和則 S407 政治学Ⅱ 高橋　和則 S407

2～4年 教養数学A 佐藤　洋祐 552 2～4年 教養数学B 佐藤　洋祐 552 原子から宇宙までⅠ 吉田　智 551 2～4年 生命科学Ⅱ 木原　章 G503 政治学Ⅰ 木村　正俊 875 政治学Ⅱ 木村　正俊 875

2～4年 生命科学Ⅰ 木原　章 G503 2～4年 教養数学B 平田　康史 858 2～4年 社会学Ⅰ 山本　卓 551 2～4年 社会学Ⅱ 山本　卓 551

文学Ⅰ（アジアの中の日本文学） 中沢　けい S307 文学Ⅱ（アジアの中の日本文学） 中沢　けい S307 2～4年 教養数学A 平田　康史 877 2～4年 教養数学B 若井　健太郎 S306 2～4年 原子から宇宙までⅠ 小池　康郎 S307 2～4年 原子から宇宙までⅡ 小池　康郎 S307

5 文学Ⅰ（フランス文学） 竹本　研史 858 文学Ⅱ（フランス文学） 竹本　研史 858 2～4年 教養数学A 若井　健太郎 G201 2～4年 発展数学Ⅱ 倉田　俊彦 878B 生命科学Ⅰ 本川　達雄 G503 生命科学Ⅱ 本川　達雄 S205

哲学Ⅰ 白根　裕里枝 G601 哲学Ⅱ 白根　裕里枝 G601 2～4年 発展数学Ⅰ 倉田　俊彦 878B 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示 物質と環境Ⅰ 向井　知大 563

論理学Ⅰ 佐々木　護 553 論理学Ⅱ 佐々木　護 553 抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示

限 2～4年 東洋史Ⅰ 齋藤　勝 G402 2～4年 東洋史Ⅱ 齋藤　勝 G402 14以降 English for Study Abroad Ⅰ 柿原　直美 F305 朝鮮語コミュニケーションⅡ 梁　禮先 S203 2～4年 哲学Ⅰ 大貫　義久 S205 2～4年 哲学Ⅱ 大貫　義久 S205

宗教論Ⅰ 若林　明彦 561 宗教論Ⅱ 若林　明彦 561 5 12-13 英語オーラル・コミュニケーションC-Ⅰ 柿原　直美 F305 キャリアデザイン演習 鈴木　美伸 S505 5 哲学Ⅰ 滝口　清栄 G401 哲学Ⅱ 滝口　清栄 G401

2～4年 文章論Ⅰ 川鍋　義一 F402 2～4年 文章論Ⅰ 川鍋　義一 F402 朝鮮語コミュニケーションⅠ 梁　禮先 S203 文学Ⅱ（中世文学を読み解く） 表　きよし 562 倫理学Ⅰ 杉本　隆久 563 倫理学Ⅱ 杉本　隆久 563

2～4年 経済学Ⅰ 飯塚　務 S205 2～4年 経済学Ⅱ 飯塚　務 S205 キャリアデザイン入門 鈴木　美伸 S505 2～4年 哲学Ⅱ 鵜澤　和彦 879 東洋史Ⅰ 岡安　勇 G502 東洋史Ⅱ 岡安　勇 G502

2～4年 地理学Ⅰ 高木　正 834 2～4年 地理学Ⅱ 高木　正 834 限 法政学の探究Ｂ 古俣　達郎 S301 2～4年 論理学Ⅱ 大西　正人 857 限 西洋史Ⅰ 宮﨑　亮 564 西洋史Ⅱ 宮﨑　亮 564

社会学Ⅰ 徐　玄九 877 社会学Ⅱ 徐　玄九 877 文学Ⅰ（中世文学を読み解く） 表　きよし 562 2～4年 西洋史Ⅱ 中村　純 S407 日本史Ⅰ 真辺　美佐 855 日本史Ⅱ 真辺　美佐 855

2～4年 文化人類学Ⅰ 長沢　利明 S505 文化人類学Ⅱ 長沢　利明 S505 2～4年 哲学Ⅰ 鵜澤　和彦 879 2～4年 日本史Ⅱ 仁平　義孝 858 日本史Ⅰ 國分　航士 879 日本史Ⅱ 樋口　真魚 879

2～4年 文化人類学Ⅰ 小河　久志 G401 文化人類学Ⅱ 小河　久志 G401 2～4年 論理学Ⅰ 大西　正人 G601 日本史Ⅱ 横濵　文孝 878A 経済学Ⅰ 飯塚　務 G402 経済学Ⅱ 飯塚　務 G402

2～4年 法学Ⅰ 内藤　淳 S405 2～4年 法学Ⅱ 内藤　淳 S405 2～4年 西洋史Ⅰ 中村　純 S407 文章論Ⅰ 川鍋　義一 F406 心理学Ⅰ 海部　紀行 S405 心理学Ⅱ 海部　紀行 S405

法学Ⅰ 山本　圭子 S305 法学Ⅱ 山本　圭子 S305 2～4年 日本史Ⅰ 仁平　義孝 858 芸術Ⅱ 武田　昭彦 563 政治学Ⅰ 崔　先鎬 S305 政治学Ⅱ 崔　先鎬 S305

原子から宇宙までⅠ 吉灘　好 573 原子から宇宙までⅡ 吉灘　好 573 日本史Ⅰ 横濵　文孝 878A 心理学Ⅱ 櫻井　登世子 573 2～4年 政治学Ⅰ 高橋　和則 S407 2～4年 政治学Ⅱ 高橋　和則 S407

科学史Ⅰ 大橋　由紀夫 572 科学史Ⅱ 大橋　由紀夫 572 文章論Ⅰ 川鍋　義一 F406 2～4年 社会学Ⅱ 片上　平二郎 856 2～4年 生命科学Ⅰ 町田　郁子 G503 2～4年 生命科学Ⅱ 町田　郁子 G503

芸術Ⅰ 武田　昭彦 563 2～4年 社会学Ⅱ 高橋　徹 S306 生命科学Ⅰ 本川　達雄 G601 生命科学Ⅱ 本川　達雄 G601

ドイツ語補講１-Ⅰ 佐々木　宗夫 F503 ドイツ語補講１-Ⅱ 佐々木　宗夫 F503 心理学Ⅰ 櫻井　登世子 573 社会思想Ⅱ 洪　貴義 553

6 倫理学Ⅰ 越部　良一

F101(遠

隔)

倫理学Ⅱ 越部　良一

F101(遠

隔)

2～4年 社会学Ⅰ 片上　平二郎 856 2～4年 生命科学Ⅱ 木原　章 G601 東洋史Ⅰ 岡安　勇 S602 東洋史Ⅱ 岡安　勇 S602

限 文化人類学Ⅰ 小河　久志 S306 文化人類学Ⅱ 小河　久志 S306 2～4年 社会学Ⅰ 高橋　徹 S306 2～4年 物質と環境Ⅱ 御代川　貴久夫 S405 6 心理学Ⅰ 海部　紀行 S405 心理学Ⅱ 海部　紀行 S405

社会思想Ⅰ 洪　貴義 553 限 生命科学Ⅰ 町田　郁子 F309 生命科学Ⅱ 町田　郁子 F309

2～4年 生命科学Ⅰ 木原　章 G602

2～4年 物質と環境Ⅰ 御代川　貴久夫 S405

6 ドイツ語補講２-Ⅰ 横澤　義夫 F303 ドイツ語補講２-Ⅱ 横澤　義夫 F303

限 物質と環境Ⅰ 御代川　貴久夫 F304 物質と環境Ⅱ 御代川　貴久夫 F304 ★裏面の注意事項を良く確認してください★

水　曜　日　　　(市ヶ谷基礎科目）

春　学　期 秋　学　期

月　曜　日　　(市ヶ谷基礎科目）

春　学　期 秋　学　期

火　曜　日　　　(市ヶ谷基礎科目）

春　学　期 秋　学　期

キャリアデザイン学部 2017年度時間割（市ヶ谷基礎科目）
2016年度以前入学者用

2017年4月版



時限 クラス等 科目名 担当教員 教室 クラス等 科目名 担当教員 教室 時限 クラス等 科目名 担当教員 教室 クラス等 科目名 担当教員 教室 時限 クラス等 科目名 担当教員 教室 クラス等 科目名 担当教員 教室

14以降

Practical English（ビジネス・コミュニ

ケーション）B-Ⅰ

クレッグ　ジョンス

トン

0606 14以降

Practical English（ビジネス・コミュニ

ケーション）B-Ⅱ

クレッグ　ジョンス

トン

0606 キャリアデザイン入門 有田　五郎 S205 2～4年 社会思想Ⅱ 中村　勝己 G401 1 掲示参照 補講英語１・２-Ⅰ 宮本　正和 0504 掲示参照 補講英語１・２-Ⅱ 宮本　正和 0504

1 12-13 英語リーディングA-Ⅰ

クレッグ　ジョンス

トン

0606 12-13 英語リーディングA-Ⅱ

クレッグ　ジョンス

トン

0606 1 2～4年 社会思想Ⅰ 中村　勝己 G401 2～4年 原子から宇宙までⅡ 石川　壮一 867 限

14以降 English for Study Abroad Ⅱ 松澤　圭子 F408 キャリアデザイン演習 有田　五郎 G502 2～4年 原子から宇宙までⅠ 石川　壮一 867 生命科学Ⅱ 宇野　真介 834

12-13 英語オーラル・コミュニケーションC-Ⅱ 松澤　圭子 F408 東洋史Ⅱ 齋藤　勝 G403 限 生命科学Ⅰ 宇野　真介 834 掲示参照 補講英語１・２-Ⅰ 宮本　正和 0504 掲示参照 補講英語１・２-Ⅱ 宮本　正和 0504

限 東洋史Ⅰ 齋藤　勝 G403 西洋史Ⅱ 中村　純 564 スペイン語補講１・２-Ⅰ 塩﨑　公靖 F309 スペイン語補講１・２-Ⅱ 塩﨑　公靖 F309

西洋史Ⅰ 中村　純 564 地理学Ⅱ 米家　志乃布 G601 時事ドイツ語Ⅰ 日中　鎮朗 0501 時事ドイツ語Ⅱ 日中　鎮朗 0501 2 文学Ⅰ（平安時代の青少年） 園　明美 S306 文学Ⅱ（平安時代の青少年） 園　明美 S306

地理学Ⅰ 米家　志乃布 G601 2～4年 政治学Ⅱ 平良　好利 552 フランス語視聴覚Ⅰ

村松　マリ=エ

マニュエル

0508LL フランス語視聴覚Ⅱ

村松　マリ=エ

マニュエル

0508LL 限 2～4年 哲学Ⅰ 大西　正人 857 2～4年 哲学Ⅱ 大西　正人 857

2～4年 政治学Ⅰ 平良　好利 552 文化人類学Ⅱ 阿部　朋恒 G201 2 フランス語視聴覚Ⅲ

ヴァリエンヌ　コ

リーヌ

F403 フランス語視聴覚Ⅳ

ヴァリエンヌ　コ

リーヌ

F403

文化人類学Ⅰ 阿部　朋恒 G401 2～4年 基礎数学Ⅱ 松田　直祐 562 中国語補講Ⅰ 千野　明日香 F302 中国語補講Ⅱ 千野　明日香 F302

2～4年 基礎数学Ⅰ 松田　直祐 562 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示 キャリアデザイン入門 有田　五郎 さったホール 法学（日本国憲法） 石川　澄雄 G403

抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 限 法学（日本国憲法） 石川　澄雄 G403 2～4年 原子から宇宙までⅡ 石川　壮一 867

2～4年 原子から宇宙までⅠ 石川　壮一 867 2～4年 生命科学Ⅱ 宇野　真介 834

SSI スポーツ・ドイツ語Ⅰ 横澤　義夫 F506 SSI スポーツ・ドイツ語Ⅱ 横澤　義夫 F506 2～4年 生命科学Ⅰ 宇野　真介 834 教養数学B 佐藤　洋祐 S407

時事フランス語Ⅰ 富田　正二 0308LL 時事フランス語Ⅱ 富田　正二 0308LL 教養数学A 佐藤　洋祐 S407

2 2～4年 西洋史Ⅰ 渡辺　知 G602 2～4年 西洋史Ⅱ 渡辺　知 G602

2～4年 政治学Ⅰ 岡﨑　加奈子 G201 2～4年 政治学Ⅱ 岡﨑　加奈子 G501 SSI 入門英語Ⅰ 光野　昭雄 0601 SSI 入門英語Ⅱ 光野　昭雄 0601

2～4年 文化人類学Ⅰ 阿部　朋恒 F101(遠隔) 文化人類学Ⅱ 阿部　朋恒 F101(遠隔) 3 朝鮮語表現法Ⅰ 神谷　丹路 0903 朝鮮語表現法Ⅱ 神谷　丹路 0903

限 2～4年 原子から宇宙までⅠ 福川　賢治 553 2～4年 原子から宇宙までⅡ 福川　賢治 553 スペイン語補講１・２-Ⅰ 若林　大我 F307 スペイン語補講１・２-Ⅱ 若林　大我 F307

科学史Ⅰ 谷本　勉 572 物質と環境Ⅱ 西村　直美 554 日本語の世界Ⅰ 小宮　修太郎 F507 日本語の世界Ⅱ 小宮　修太郎 F507

2～4年 基礎数学Ⅰ 松田　直祐 877 科学史Ⅱ 谷本　勉 572 限 文学Ⅰ（日本文学と民俗） 梶　裕史 0805 文学Ⅱ（日本文学と民俗） 梶　裕史 0805

2～4年 基礎数学Ⅰ 池田　宏一郎 G503 2～4年 基礎数学Ⅱ 松田　直祐 877 2～4年 倫理学Ⅰ 伊藤　直樹 S305 2～4年 倫理学Ⅱ 伊藤　直樹 S305

抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 2～4年 基礎数学Ⅱ 池田　宏一郎 G503 倫理学Ⅰ 森村　修 562 倫理学Ⅱ 森村　修 562

抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示 2～4年 日本史Ⅰ 小口　雅史 S407 2～4年 日本史Ⅱ 小口　雅史 S407

2～4年 法学Ⅰ 石川　澄雄 G502 2～4年 法学Ⅱ 石川　澄雄 G403

検定フランス語Ⅰ 富田　正二 0308LL 検定フランス語Ⅱ 富田　正二 0308LL 抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示

3 中国語コミュニケーションⅠ 陳　洲挙 0507 中国語コミュニケーションⅡ 陳　洲挙 0507

日本語１Ⅰ 板井　美佐 0806 日本語１Ⅱ 板井　美佐 0806 14以降

Practical English（英語検定試験対

策）B-Ⅰ

光野　昭雄 0701 14以降

Practical English（英語検定試験対

策）B-Ⅱ

光野　昭雄 0701 ◆抽選について

ロシア語補講２-Ⅰ 佐藤　裕子 0502 ロシア語補講２-Ⅱ 佐藤　裕子 0502 12-13 英語リーディングＢ-Ⅰ 光野　昭雄 0701 12-13 英語リーディングＢ-Ⅱ 光野　昭雄 0701

限 中国語補講Ⅰ 池田　麻希子 F301 中国語補講Ⅱ 池田　麻希子 F301 4 A-H ドイツ語２-Ⅰ 長倉　誠一 F311 A-H ドイツ語２-Ⅱ 長倉　誠一 F311 ・情報処理演習は授業開始前に抽選を行います。詳細はキャリアデザイン学部掲示板を確認してください。

Ｂ 基礎ゼミ 神野　潔 0903 文学Ⅱ（日中比較文学） 呉　念聖 S406 観光フランス語Ⅰ

ジョルディ　フィ

リップ

0308LL 観光フランス語Ⅱ

ジョルディ　フィ

リップ

0308LL

Ｅ 基礎ゼミ 坂爪　洋美 0503 2～4年 哲学Ⅱ 近堂　秀 553 A-H フランス語２-Ⅰ 楠本　重行 F407 A-H フランス語２-Ⅱ 楠本　重行 F407

Ｆ 基礎ゼミ 中野　貴之 S502 2～4年 論理学Ⅱ 白根　裕里枝 G403 限 ロシア語２-Ⅰ 佐藤　裕子 868A ロシア語２-Ⅱ 佐藤　裕子 868A

Ｌ 基礎ゼミ 福井　令恵 0608 2～4年 倫理学Ⅱ 鶴岡　健 G501 中国語表現法Ⅰ 康　鴻音 F405 中国語表現法Ⅱ 康　鴻音 F405 ◆時間割や教室の変更、休講など

Ｎ 基礎ゼミ 酒井　理 1005 西洋史Ⅱ 渡辺　知 865 検定中国語Ⅰ 沈　小南 F306 検定中国語Ⅱ 沈　小南 F306

Ｏ 基礎ゼミ 佐藤　恵 F508 2～4年 日本史Ⅱ 根崎　光男 G402 A-D 中国語２-Ⅰ 後藤　淳一 866 A-D 中国語２-Ⅱ 後藤　淳一 866 ⇒市ヶ谷リベラルアーツセンター（ILAC)掲示板で確認してください。

Ｐ 基礎ゼミ 荒川　裕子 S501 宗教論Ⅱ 渡名喜　庸哲 564 E-H 中国語２-Ⅰ 篠田　幸夫 563 E-H 中国語２-Ⅱ 篠田　幸夫 563

文学Ⅰ（日中比較文学） 呉　念聖 S406 経済学Ⅱ 水野　和夫 0605 A-H スペイン語２-Ⅰ 若林　大我 F307 A-H スペイン語２-Ⅱ 若林　大我 F307 ◆英語の充当①（※2014～2016年度入学者）・市ヶ谷基礎科目（4群選択）

2～4年 哲学Ⅰ 近堂　秀 553 2～4年 心理学Ⅱ 浅川　希洋志 S305 朝鮮語２-Ⅰ 神谷　丹路 F503 朝鮮語２-Ⅱ 神谷　丹路 F503

2～4年 論理学Ⅰ 白根　裕里枝 G403 2～4年 原子から宇宙までⅡ 福川　賢治 876 文学Ⅰ（中世日本文学：謡曲） 今泉　隆裕 877 文学Ⅱ（中世日本文学：謡曲） 今泉　隆裕 877

2～4年 倫理学Ⅰ 鶴岡　健 G501 生命科学Ⅱ 本川　達雄 877 2～4年 哲学Ⅰ 山口　誠一 S406 2～4年 哲学Ⅱ 山口　誠一 S406

西洋史Ⅰ 渡辺　知 865 2～4年 物質と環境Ⅱ 中田　和秀 S407 2～4年 倫理学Ⅰ 伊藤　直樹 S205 2～4年 倫理学Ⅱ 伊藤　直樹 S205

2～4年 日本史Ⅰ 根崎　光男 867 科学史Ⅱ 谷本　勉 572 倫理学Ⅰ 森村　修 562 倫理学Ⅱ 森村　修 562

宗教論Ⅰ 渡名喜　庸哲 855 2～4年 教養数学B 小木曽　岳義 571 東洋史Ⅰ 芦沢　知絵 S405 東洋史Ⅱ 芦沢　知絵 G601

経済学Ⅰ 水野　和夫 0605 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示 2～4年 日本史Ⅰ 小口　雅史 G501 2～4年 日本史Ⅱ 小口　雅史 G501

2～4年 心理学Ⅰ 浅川　希洋志 S305 2～4年 経済学Ⅰ 中平　千彦 553 2～4年 経済学Ⅱ 中平　千彦 553

2～4年 原子から宇宙までⅠ 福川　賢治 876 2～4年 社会学Ⅰ 山本　卓 571 2～4年 社会学Ⅱ 山本　卓 571

生命科学Ⅰ 本川　達雄 877 法学（日本国憲法） 石川　澄雄 G403 法学（日本国憲法） 石川　澄雄 G403

2～4年 物質と環境Ⅰ 中田　和秀 S407 天文学Ⅰ 福島　登志夫 856 天文学Ⅱ 福島　登志夫 856

科学史Ⅰ 谷本　勉 572 教養数学A 江口　直日 855 教養数学B 江口　直日 855

2～4年 教養数学A 小木曽　岳義 868B 抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示

抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示

ドイツ語視聴覚Ⅰ Ｄ　ハイデンライヒ 561 ドイツ語視聴覚Ⅱ Ｄ　ハイデンライヒ 561

中国語コミュニケーションⅠ ショウ　イクテイ F408 中国語コミュニケーションⅡ ショウ　イクテイ F408 5 I-P ドイツ語２-Ⅰ 長倉　誠一 F311 I-P ドイツ語２-Ⅱ 長倉　誠一 F311

検定中国語Ⅰ 鈴木　直子 865 検定中国語Ⅱ 鈴木　直子 869 I-P フランス語２-Ⅰ 楠本　重行 F407 I-P フランス語２-Ⅱ 楠本　重行 F407

4 中国語コミュニケーションⅠ 薄　宏 S602 中国語コミュニケーションⅡ 薄　宏 S602 I-L 中国語２-Ⅰ 後藤　淳一 866 I-L 中国語２-Ⅱ 後藤　淳一 866

朝鮮語視聴覚Ⅰ 新谷　あゆり S401 朝鮮語視聴覚Ⅱ 新谷　あゆり S401 限 M-P 中国語２-Ⅰ 篠田　幸夫 563 M-P 中国語２-Ⅱ 篠田　幸夫 563

中国語補講Ⅰ 陳　洲挙 0604 中国語補講Ⅱ 陳　洲挙 0604 I-P スペイン語２-Ⅰ 大貫　良史 F305 I-P スペイン語２-Ⅱ 大貫　良史 F305

限 事前抽選 情報処理演習 寺澤　信雄 情報実習室C 事前抽選 情報処理演習 寺澤　信雄 情報実習室C 事前抽選 情報処理演習 御園生　純 情報実習室B 事前抽選 情報処理演習 御園生　純 情報実習室B

文学Ⅰ（絵画化された『源氏物

語』）

阿部　真弓 554 文学Ⅱ（説話のメディア展開） 阿部　真弓 554 法政学への招待

髙栁　俊男、小

林　ふみ子

S305 法政学の探究A 古俣　達郎 0503

文学Ⅰ（怪異の物語を読む（幽霊

編））

伊海　孝充 868A

文学Ⅱ（怪異の物語を読む（鬼

編））

伊海　孝充 868A 文学Ⅰ（漢詩を作る） 日原　傳 571 文学Ⅱ（漢詩を作る） 日原　傳 571

2～4年 哲学Ⅰ 伊藤　功 G401 2～4年 哲学Ⅱ 伊藤　功 877 2～4年 哲学Ⅰ 越部　良一 551 2～4年 哲学Ⅱ 越部　良一 551

2～4年 論理学Ⅰ 白根　裕里枝 G403 2～4年 論理学Ⅱ 白根　裕里枝 G403 2～4年 東洋史Ⅰ 芦沢　知絵 G403 2～4年 東洋史Ⅱ 芦沢　知絵 G403

2～4年 日本史Ⅰ 小口　雅史 S505 2～4年 日本史Ⅱ 小口　雅史 S505 2～4年 西洋史Ⅰ 中村　純 S405 2～4年 西洋史Ⅱ 中村　純 S405

2～4年 心理学Ⅰ 浅川　希洋志 さったホール 2～4年 心理学Ⅱ 浅川　希洋志 さったホール 天文学Ⅰ 福島　登志夫 856 天文学Ⅱ 福島　登志夫 856

地理学Ⅰ 片岡　義晴 G501 地理学Ⅱ 片岡　義晴 G501 教養数学A 江口　直日 S407 教養数学B 江口　直日 S407

2～4年 物質と環境Ⅰ 中田　和秀 834 2～4年 物質と環境Ⅱ 中田　和秀 834

科学史Ⅰ 谷本　勉 572 科学史Ⅱ 谷本　勉 572 掲示参照 補講英語１・２-Ⅰ 風間　則比古 F308 掲示参照 補講英語１・２-Ⅱ 風間　則比古 F308

教養数学A 小木曽　岳義 564 教養数学B 小木曽　岳義 564 6 フランス語補講２-Ⅰ 森本　文彦 F501 フランス語補講２-Ⅱ 森本　文彦 F501

2～4年 教養数学A 倉田　俊彦 S305 2～4年 教養数学B 倉田　俊彦 S305 限 倫理学Ⅰ 越部　良一 F310 倫理学Ⅱ 越部　良一 F310

抽選 サイエンス・ラボA 各担当者 別途掲示 抽選 サイエンス・ラボB 各担当者 別途掲示

検定中国語Ⅰ 沈　小南 F303 検定中国語Ⅱ 沈　小南 F303

5 事前抽選 情報処理演習 寺澤　信雄 情報実習室C 事前抽選 情報処理演習 寺澤　信雄 情報実習室C

論理学Ⅰ 大貫　義久 553 論理学Ⅱ 大貫　義久 553

2～4年 倫理学Ⅰ 鶴岡　健 877 2～4年 倫理学Ⅱ 鶴岡　健 877

限 日本史Ⅰ 根崎　光男 564 日本史Ⅱ 根崎　光男 564

2～4年 文章論Ⅰ 浅沼　博 S203 2～4年 文章論Ⅰ 浅沼　博 S203

芸術Ⅰ 福島　由美 G403 芸術Ⅱ 福島　由美 G403

2～4年 政治学Ⅰ 平良　好利 856 2～4年 政治学Ⅱ 平良　好利 856

2～4年 物質と環境Ⅰ 中田　和秀 834 2～4年 物質と環境Ⅱ 中田　和秀 834

フランス語コミュニケーションⅠ ニコラ　ガイヤール F405 フランス語コミュニケーションⅡ ニコラ　ガイヤール F405

6 フランス語補講１-Ⅰ 森本　謙子 F402 フランス語補講１-Ⅱ 森本　謙子 F402

限 論理学Ⅰ 大貫　義久 F308 論理学Ⅱ 大貫　義久 F308

文章論Ⅰ 浅沼　博 S203 文章論Ⅰ 浅沼　博 S203

土　曜　日　　(市ヶ谷基礎科目）木　曜　日　　(市ヶ谷基礎科目）

春　学　期 秋　学　期 春　学　期

金　曜　日　　(市ヶ谷基礎科目）

秋　学　期

Practical English等の市ヶ谷基礎科目・4群選択の一部は、同科目・4群必修英語の代替として履修登録できます。詳細は「履修の手引き」を

参照してください。

なお、システム上はあらかじめ「必修英語」扱いとしています。【選択英語として登録を希望】する場合は、履修登録期間が終了するまでに、【選択英語として登録を希望】する場合は、履修登録期間が終了するまでに、【選択英語として登録を希望】する場合は、履修登録期間が終了するまでに、【選択英語として登録を希望】する場合は、履修登録期間が終了するまでに、

必ず学部窓口に申し出てください。必ず学部窓口に申し出てください。必ず学部窓口に申し出てください。必ず学部窓口に申し出てください。

・サイエンス・ラボA/Bは4月の春学期授業1回めに抽選を行います。詳細はリベラルアーツセンタ－（ILAC）掲示板を確認してくだ

さい。

春　学　期 秋　学　期

2016年度以前入学者用

■クラス等指定

アルファベット 指定のクラスのみ履修可能

英-アルファベット

TOEFLスコアに基づいて決められた英語クラス。学部掲示板で発表。

なお、春学期第1回目（4/7～4/13）の授業は休講。

SSI SSIコースの学生のみ履修可能

2～4年　等

本来の履修年次に関わらず、学年が指定されているもの。

なお各科目の履修年次は、「履修の手引き」を参照のこと。

12-13、14以降等 それぞれ入学年度を意味する。例：「12-13」は2012-2013年度の入学者を指す

◆市ヶ谷基礎科目4群（語学）の再履修方法

・語学の再履修は言語により履修方法が異なります。　詳細は「履修の手引き」で確認のこと。

※再履修する科目により番号が異なります。良く注意してください。

科目名科目名科目名科目名 曜日曜日曜日曜日 時限時限時限時限 担当者担当者担当者担当者

履修可能履修可能履修可能履修可能

年次年次年次年次

登録したい科登録したい科登録したい科登録したい科

目名目名目名目名

春学期(Ⅰ)春学期(Ⅰ)春学期(Ⅰ)春学期(Ⅰ) 秋学期(Ⅱ)秋学期(Ⅱ)秋学期(Ⅱ)秋学期(Ⅱ)

中国語１－ F5329 F5330

中国語２－ F5331 F5332

中国語１－ F5337 F5338

中国語２－ F5339 F5340

中国語１－ F5341 F5342

中国語２－ F5343 F5344

中国語１－ F5361 F5362

中国語２－ F5363 F5364

中国語１－ F5349 F5350

中国語２－ F5351 F5352

中国語１－ F5357 F5358

中国語２－ F5359 F5360

中国語１－ F5345 F5346

中国語２－ F5347 F5348

スペイン語１－ F6185 F6186

スペイン語２－ F6187 F6188

スペイン語１－ F6181 F6182

スペイン語２－ F6183 F6184

スペイン語１－ F6193 F6194

スペイン語２－ F6195 F6196

スペイン語１－ F6189 F6190

スペイン語２－ F6191 F6192

1

・「〇〇語1/2-Ⅱ（秋学期科目）のみ再履修Ⅱ（秋学期科目）のみ再履修Ⅱ（秋学期科目）のみ再履修Ⅱ（秋学期科目）のみ再履修する場合は、それに対応する〇〇語1/2-Ⅰ（春学期科目）の初回授業Ⅰ（春学期科目）の初回授業Ⅰ（春学期科目）の初回授業Ⅰ（春学期科目）の初回授業

に出席し、受講許可を得てください。ただしに出席し、受講許可を得てください。ただしに出席し、受講許可を得てください。ただしに出席し、受講許可を得てください。ただし履修登録は秋学期に行ってください。

中国語補講Ⅰ／Ⅱ

スペイン語補講１・２

－Ⅰ／Ⅱ

2 余（瀾）

木 4 陳(洲)

◆中国語・スペイン語補講の登録番号◆中国語・スペイン語補講の登録番号◆中国語・スペイン語補講の登録番号◆中国語・スペイン語補講の登録番号

登録番号登録番号登録番号登録番号

月 3 劉（光） 2～3年

火 3 岩田（和） 2～3年

水 1 千野(明) 2～3年

水 2～3年

木 3 池田（麻） 2～3年

2～3年

金 2 千野(明) 2～3年

岡本（年） 2～3年

水 3 長谷川(悦) 2～3年

金 3 若林（大） 2～3年

土 2 塩崎（公） 2～3年

火


