
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 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 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 高橋憲子 S603 A-H ドイツ語１-Ⅱ 高橋憲子 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
限 英-ｄ 英語１－Ⅰ 溝部敦子 F307 英-ｄ 英語１－Ⅱ 溝部敦子 F307 限 英-j 英語１－Ⅰ 戸嶋まゆみ F308 英-j 英語１－Ⅱ 戸嶋まゆみ F308 限 A-D 中国語１-Ⅰ 賀蘭 F401 A-D 中国語１-Ⅱ 賀蘭 F401

英-e 英語１－Ⅰ 光野昭雄 F308 英-e 英語１－Ⅱ 光野昭雄 F308 英-k 英語１－Ⅰ 宮本和恵 F304 英-k 英語１－Ⅱ 宮本和恵 F304 E-H 中国語１-Ⅰ 劉渇氷 866 E-H 中国語１-Ⅱ 劉渇氷 866
英-f 英語１－Ⅰ 鈴木博雄 F306 英-f 英語１－Ⅱ 鈴木博雄 F306 英-l(ｴﾙ) 英語１－Ⅰ 福井令恵 0805 英-l(ｴﾙ) 英語１－Ⅱ 福井令恵 0805 中国語補講１Ⅰ 千野明日香 868A 中国語補講１Ⅱ 千野明日香 868A

キャリアデザイン入門 平林正樹 855 2～4年 東洋史Ⅱ 齋藤勝 G403 英-m 英語１－Ⅰ 小堀洋 F401 英-m 英語１－Ⅱ 小堀洋 F401 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
2～4年 東洋史Ⅰ 齋藤勝 G403 日本文学と文化ＬＦ 伊海孝充 834 2～4年 言語学Ａ 板井美佐 G502 2～4年 言語学Ｂ 板井美佐 G502 日本古典文学Ａ（伊勢物語を読む） 成島知子 572 キャリアデザイン応用 徳山誠 G601

日本文学と文化ＬＥ 伊海孝充 834 日本史ＬⅡ（現代日本の政治と社会） 池田真歩 571 東洋史ＬⅠ 岡安勇 857 東洋史ＬⅡ 岡安勇 857 文章論 西元康雅 S401
日本古典文学Ｂ（伊勢物語をその享受から派生し
た作品とともに読む）

成島知子 572

日本史ＬⅠ（近代日本の政治と社会） 池田真歩 571 2～4年 法学Ⅱ 水野圭子 G503 2～4年 心理学Ⅰ 小島弥生 G201 2～4年 心理学Ⅱ 小島弥生 G201 2～4年 哲学Ⅰ 滝口清栄 554 文章論 西元康雅 S401
2～4年 法学Ⅰ 水野圭子 G503 2～4年 社会学Ⅰ 徐玄九 G402 2～4年 社会学Ⅱ 徐玄九 G402 東洋史ＬⅠ（植民地時代の東南アジア） 北川香子 877 2～4年 哲学Ⅱ 滝口清栄 554

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 2～4年 社会思想Ⅰ 犬塚元 S505
東洋史ＬⅡ（民話と歴史：カンボジア王朝年代
記と口承伝承）

北川香子 877

英-g 英語２－Ⅰ 大曲陽子 S302 英-g 英語２－Ⅱ 大曲陽子 S302 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 2～4年 社会思想Ⅱ 犬塚元 S505

2 英-h 英語２－Ⅰ 高橋優身 S403 英-h 英語２－Ⅱ 高橋優身 S403 14以降
Practical English（ビジネス・コミュニケーショ
ン）A－Ⅰ

柿原直美 878B 14以降
Practical English（ビジネス・コミュニケーショ
ン）A－Ⅱ

柿原直美 878B

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 英-a 英語２－Ⅰ 高橋優身 876 英-a 英語２－Ⅱ 高橋優身 876 2 I-P ドイツ語１-Ⅰ 高橋憲子 S602 I-P ドイツ語１-Ⅱ 高橋憲子 S602
限 英-j 英語２－Ⅰ 溝部敦子 F307 英-j 英語２－Ⅱ 溝部敦子 F307 2 英-ｂ 英語２－Ⅰ 亀岡浩一 F302 英-ｂ 英語２－Ⅱ 亀岡浩一 F302 時事ドイツ語Ⅰ 辻英史 0609LL 時事ドイツ語Ⅱ 辻英史 0609LL

英-k 英語２－Ⅰ 光野昭雄 F308 英-k 英語２－Ⅱ 光野昭雄 F308 英-ｃ 英語２－Ⅰ 光野昭雄 F303 英-ｃ 英語２－Ⅱ 光野昭雄 F303 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
英-l(ｴﾙ) 英語２－Ⅰ 宮本正和 0805 英-l(ｴﾙ) 英語２－Ⅱ 宮本正和 0805 限 英-ｄ 英語２－Ⅰ 戸嶋まゆみ F308 英-ｄ 英語２－Ⅱ 戸嶋まゆみ F308 フランス語視聴覚（初・中級）Ⅰ 中村美緒 0503 フランス語視聴覚（初・中級）Ⅱ 中村美緒 0503

英-m 英語２－Ⅰ 福島昇 0907 英-m 英語２－Ⅱ 福島昇 0907 英-e 英語２－Ⅰ 宮本和恵 F304 英-e 英語２－Ⅱ 宮本和恵 F304 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１Ⅰ 佐藤裕子 0507 ロシア語補講１Ⅱ 佐藤裕子 0507 英-f 英語２－Ⅰ 福井令恵 0805 英-f 英語２－Ⅱ 福井令恵 0805 M-P 中国語１-Ⅰ 劉渇氷 866 M-P 中国語１-Ⅱ 劉渇氷 866
キャリアデザイン入門 平林正樹 855 外国文学Ｂ 近江屋志穂 878A 日本文学Ａ 島田雅彦 G403 日本文学Ｂ 島田雅彦 G402 中国語補講２Ⅰ 余瀾 F504 中国語補講２Ⅱ 余瀾 F504
外国文学Ａ 近江屋志穂 878A 2～4年 倫理学Ⅱ 越部良一 553 外国文学Ａ（ヨーロッパ文学と旅） Ｄハイデンライヒ 563 外国文学Ｂ（ヨーロッパ文学と「変身」） Ｄハイデンライヒ 563 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 倫理学Ⅰ 越部良一 553
社会学ＬＤ（近代社会に内在する合理化の両
義性）

徐玄九 G403 2～4年 論理学Ⅰ 菅沢龍文 G402 2～4年 論理学Ⅱ 菅沢龍文 S407 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

2～4年 文化人類学 梅村絢美 562 文化人類学Ｌ 梅村絢美 562 2～4年 法学Ⅰ 前川佳夫 G502 音声学Ｌ（一般音声学入門） 江村裕文 S402 朝鮮語１-Ⅰ 高橋梓 876 朝鮮語１-Ⅱ 高橋梓 876

社会学ＬＣ（宗教（宗教的なもの）と社会の関
係）

徐玄九 G403 教養化学ＬＡ（エネルギーの科学） 中島弘一 868A 2～4年 心理学Ⅰ 小島弥生 G503 2～4年 法学Ⅱ 前川佳夫 G201 朝鮮語3CⅠ（コミュニケーション） 梁禮先 F404 朝鮮語3CⅡ（コミュニケーション） 梁禮先 F404

教養化学ＬＢ（環境化学） 中島弘一 868A ドイツの文化と社会LB 内田俊一 0509CL 2～4年 文化人類学 岩原紘伊 572 2～4年 心理学Ⅱ 小島弥生 G503 日本古典文学Ａ（伊勢物語を読む） 成島知子 G601
日本古典文学Ｂ（伊勢物語をその享受から派生し
た作品とともに読む）

成島知子 G602

ドイツの文化と社会LA 内田俊一 0509CL 2～4年 教養数学Ａ 佐藤洋祐 878B
文化人類学Ｌ（文化人類学を通して考える現
在の地球）

岩原紘伊 572 2～4年 論理学Ⅰ 滝口清栄 G501 文章論 西元康雅 S401

2～4年 基礎数学Ⅰ 若井健太郎 877 2～4年 教養数学Ｂ 佐藤洋祐 878B 倫理学LⅠ 田島樹里奈 879 2～4年 論理学Ⅱ 滝口清栄 G501

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 2～4年 基礎数学Ⅰ 倉田俊彦 G201 2～4年 基礎数学Ⅱ 若井健太郎 877 フランス生活文化論LA 徳井淑子 S402 倫理学LⅡ 田島樹里奈 879

3 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 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 倉田俊彦 S205 中国の文化と社会ＬＣ 鈴木直子 870 フランス生活文化論LB 徳井淑子 1005

中国語補講２Ⅰ 劉光赤 0609LL 中国語補講２Ⅱ 劉光赤 0609LL ドイツ語表現法Ⅰ シュミットウテ 0506 抽選 サイエンス・ラボＢ 各担当者　 別途掲示 中国の文化と社会ＬＤ 鈴木直子 870

限 2～4年 倫理学Ⅰ 佐藤英明 G502 IOP スポーツ総合演習 掲示発表 ドイツ語表現法Ⅱ シュミットウテ 0506 A 基礎ゼミ 上西充子 0801 ドイツ語補講２Ⅱ 高橋憲子 F502

2～4年 宗教論Ⅰ 若林明彦 G602 2～4年 倫理学Ⅱ 佐藤英明 G201 3 C 基礎ゼミ 坂本旬
BT14階工

作室
スペイン語補講２Ⅱ 田澤耕 F302

日本史ＬⅠ（史料で読み解く日本の中世Ⅰ） 貫井裕恵 S406 2～4年 宗教論Ⅱ 若林明彦 G402
日本近・現代文学Ａ（日本近・現代文学の問
題作を読む）

川鍋義一 860
日本近・現代文学Ｂ（日本近・現代文学の問
題作を読む）

川鍋義一 860 D 基礎ゼミ 神野潔 S403 外国文学Ｂ（日中比較） 吉井涼子 860

2～4年 法学Ⅰ 山本圭子 S407 日本史ＬⅡ（史料で読み解く日本の中世Ⅱ） 貫井裕恵 S406 3 日本文学と文化LG（現代日本文学と映像表
現）

榎本正樹
さった
ホール

日本文学と文化LH（新海誠の文学世界） 榎本正樹
さった
ホール

限 G 基礎ゼミ 松尾知明 S401 外国文学Ｂ（日韓文化交流と理解） 梁禮先 G403

2～4年 心理学Ⅰ 櫻井登世子 G601 2～4年 法学Ⅱ 山本圭子 S407 2～4年 地理学Ⅰ 長沢利明 G501 2～4年 地理学Ⅱ 長沢利明 G401 H 基礎ゼミ 仲修平 0602 2～4年 言語学Ｂ 江村裕文 G601

2～4年 社会学Ⅰ 菅野摂子 F101(遠隔) 2～4年 心理学Ⅱ 櫻井登世子 G601 限 2～4年 文化人類学 岩原紘伊 F309 社会思想Ⅱ 福田名津子 858 I 基礎ゼミ 木村琢磨 0605 2～4年 哲学Ⅱ 谷口力 571

2～4年 文化人類学 梅村絢美 551 2～4年 社会学Ⅱ 菅野摂子 F101(遠隔) 社会思想Ⅰ 福田名津子 858
文化人類学Ｌ（文化人類学を通して考える現
在の地球）

岩原紘伊 F309 J 基礎ゼミ 安田節之 0503 2～4年 倫理学Ⅱ 田島樹里奈 868B

2～4年 社会思想Ⅰ 熊沢敏之 G403 2～4年 社会思想Ⅱ 熊沢敏之 G403 2～4年 教養数学Ａ 平田康史 564 2～4年 教養数学Ｂ 平田康史 564 K 基礎ゼミ 木下慎 S501 2～4年 論理学Ⅱ 計良隆世 G503
経済学ＬＡ（東アジア経済発展論） 陳文挙 552 経済学ＬＢ（中国経済発展論） 陳文挙 552 天文学Ａ 下井倉ともみ S405 天文学Ｂ 下井倉ともみ S405 M 基礎ゼミ 荒川裕子 0701 文学と社会ＬＦ（文学表現の政治性・社会性） 中澤忠之 561
地理学ＬＡ 長沢利明 858 地理学ＬＢ 長沢利明 858 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 O 基礎ゼミ 熊谷智博 F308 倫理学ＬⅡ（「他者」の倫理学） 杉本隆久 S505
社会学ＬＡ（「平成」の社会を考える） 片上平二郎 868A 社会学ＬＢ 片上平二郎 868A 日本語の世界LA 小宮修太郎 S401 日本語の世界LB 小宮修太郎 S401 ドイツ語補講２Ⅰ 高橋憲子 F502 西洋史ＬＢ 宮﨑亮 572
社会思想ＬＡ 洪貴義 573 文化人類学Ｌ 梅村絢美 551 朝鮮の文化と社会LA 李英美 870 朝鮮の文化と社会LB 李英美 870 スペイン語補講２Ⅰ 大西亮 F302 2～4年 社会思想Ⅱ 洪貴義 553

2～4年 入門物理学Ａ 吉灘好 877 社会思想ＬＢ 洪貴義 573 外国文学Ａ（日中比較） 吉井涼子 860 2～4年 社会思想Ⅱ 網谷壮介 573

入門生物学Ａ 水澤博 S505 2～4年 入門物理学Ｂ 吉灘好 877 スペイン語補講２Ⅰ 長谷川悦夫 F311 スペイン語補講２Ⅱ 長谷川悦夫 F311 外国文学Ａ（日韓文化交流と理解） 梁禮先 G403
地理学ＬＤ（地域社会の課題をどのように解
決すべきか）

前川明彦 G201

2～4年 入門化学Ａ 小林令子 572 2～4年 入門化学Ｂ 小林令子 572 4 キャリアデザイン入門 斉藤貴久 S505 日本古典文学Ｂ（中世文学を読み解く） 表きよし 856 2～4年 言語学Ａ 板井美佐 G601 教養数学Ｂ 江口直日 F101(遠隔)

日本の文化と社会LA 小宮修太郎 0901 教養生物学ＬＡ 水澤博 S505 日本古典文学Ａ（中世文学を読み解く） 表きよし 868A 文章論 川鍋義一 866 2～4年 哲学Ⅰ 谷口力 857 2～4年 入門生物学Ｂ 木原章 G401

ドイツ語コミュニケーションⅠ アネッテグルーバー 0605 日本の文化と社会LB 小宮修太郎 0901 限 文章論 川鍋義一 866 2～4年 論理学Ⅱ 大西正人 G403 2～4年 倫理学Ⅰ 田島樹里奈 868B 2～4年 入門化学Ｂ 向井知大 834

ドイツ語コミュニケーションⅡ アネッテグルーバー 0605 2～4年 論理学Ⅰ 大西正人 G403 2～4年 西洋史Ⅱ 中村純 G503 2～4年 論理学Ⅰ 計良隆世 G503

2～4年 西洋史Ⅰ 中村純 G503 2～4年 芸術Ｂ 武田昭彦 574
文学と社会ＬＥ（日本近代現代文学－小説を
読む技術）

中澤忠之 561

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 芸術Ａ 武田昭彦 574 日本史ＬⅡ 浜田久美子 564 倫理学ＬⅠ（「他者」の倫理学） 杉本隆久 867

4 日本語２-Ⅰ 小宮修太郎 0601 日本語２-Ⅱ 小宮修太郎 0601 日本史ＬⅠ 浜田久美子 564 2～4年 法学Ⅱ 前川佳夫 G201 西洋史ＬＡ 宮﨑亮 572

定員制 情報処理演習 菅原真悟
情報実
習室A

定員制 情報処理演習 菅原真悟
情報実
習室A

2～4年 法学Ⅰ 前川佳夫 S306 心理学Ⅱ 櫻井登世子 G501 2～4年 社会思想Ⅰ 洪貴義 553

限 外国文学Ａ（中国古典に親しむ） 吉井涼子 571 外国文学Ｂ（中国古典に親しむ） 吉井涼子 857 心理学Ⅰ 櫻井登世子 G601 2～4年 地理学Ⅱ 米家志乃布 G402 2～4年 社会思想Ⅰ 網谷壮介 573

宗教論Ⅰ 若林明彦 G401 宗教論Ⅱ 若林明彦 G401 2～4年 地理学Ⅰ 米家志乃布 G402 2～4年 社会学Ⅱ 徐玄九 857
地理学ＬＣ（グローバリゼーション社会の地理
学）

前川明彦 G201

倫理学ＬⅠ（生命誕生に関する倫理学） 佐藤英明 834 倫理学ＬⅡ（人の死の倫理学） 佐藤英明 834 2～4年 社会学Ⅰ 徐玄九 G602 2～4年 社会思想Ⅱ 福田名津子 551 教養数学Ａ 江口直日 F101(遠隔)

2～4年 法学Ⅰ 内藤淳 G403 2～4年 法学Ⅱ 内藤淳 G403 2～4年 文化人類学 阿部朋恒 562 文化人類学Ｌ（今日の文化人類学） 阿部朋恒 562 2～4年 入門生物学Ａ 木原章 G602
2～4年 経済学Ⅰ 玉之内直 856 2～4年 経済学Ⅱ 玉之内直 856 2～4年 社会思想Ⅰ 福田名津子 551 2～4年 教養数学Ｂ 平田康史 858 2～4年 入門化学Ａ 向井知大 834

地理学ＬＣ 高木正 552 地理学ＬＤ 高木正 552 2～4年 教養数学Ａ 平田康史 877 2～4年 入門生物学Ｂ 木原章 S405
社会思想ＬＡ 洪貴義 562 社会思想ＬＢ 洪貴義 562 2～4年 入門生物学Ａ 木原章 S405 2～4年 発展数学ＬⅡ 倉田俊彦 878B 哲学Ⅰ 白根裕里枝 G402 哲学Ⅱ 白根裕里枝 G402
教養数学Ａ 池田宏一郎 G601 教養数学Ｂ 池田宏一郎 G601 2～4年 発展数学ＬⅠ 倉田俊彦 878B 教養物理学LA 石川壮一 561 4 論理学Ⅰ 計良隆世 S205 論理学Ⅱ 計良隆世 S205

2～4年 入門物理学Ａ 鈴木裕武 561 2～4年 入門物理学Ｂ 鈴木裕武 561 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 文学と社会ＬＣ（江戸の文学と出版） 白戸満喜子 S203 文学と社会ＬＤ（江戸の見立絵本を読む） 白戸満喜子 S203
2～4年 入門物理学Ａ 吉灘好 877 2～4年 入門物理学Ｂ 吉灘好 877 限 西洋史ＬＡ 宮﨑亮 572 西洋史ＬＢ 宮﨑亮 572

入門生物学Ａ 水澤博 S307 入門化学Ｂ 小林令子 572 14以降 English for Study AbroadⅠ 柿原直美 F305 キャリアデザイン応用 平林正樹 S505 2～4年 法学Ⅰ 権敬殷 856 2～4年 法学Ⅱ 権敬殷 856
入門化学Ａ 小林令子 572 教養生物学ＬＡ 水澤博 S307 5 キャリアデザイン入門 斉藤貴久 S505 2～4年 文章論（留学生を主な対象とするクラス） 川鍋義一 F308 心理学Ⅰ 海部紀行 S407 心理学Ⅱ 海部紀行 S407
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 法政学の探究ＬＢ 古俣達郎 S201 2～4年 西洋史Ⅱ 中村純 S305 2～4年 地理学Ⅰ 前川明彦 G503 2～4年 地理学Ⅱ 前川明彦 G403
検定フランス語（初級）Ⅰ 瀬戸和子 F404 検定フランス語（初級）Ⅱ 瀬戸和子 F404 限 2～4年 文章論（留学生を主な対象とするクラス） 川鍋義一 F308 哲学ＬⅡ 大西正人 G502 2～4年 政治学Ⅰ 崔先鎬 S405 2～4年 政治学Ⅱ 崔先鎬 S405

2～4年 西洋史Ⅰ 中村純 G602 日本史ＬⅡ（近世の庶民文化） 横濵文孝 878A 2～4年 政治学Ⅰ 高橋和則 857 2～4年 政治学Ⅱ 高橋和則 857

掲示参照 補講英語１・２－Ⅰ 舟橋美香 0610 掲示参照 補講英語１・２－Ⅱ 舟橋美香 0610 哲学ＬⅠ 大西正人 G502 宗教論ＬⅡ（宗教の哲学の歴史） 須藤孝也 573 2～4年 文化人類学 ベル裕紀 867 政治学ＬＢ 木村正俊 877

5 東洋史Ⅰ 齋藤勝 G403 東洋史Ⅱ 齋藤勝 G403 日本史ＬⅠ（近世社会の成立と確立） 横濵文孝 878A 2～4年 社会学Ⅱ 塚田修一 858
政治学ＬＡ（「黄金の時代」の政治とボブ・ディ
ラン）

木村正俊 877 文化人類学Ｌ（政治人類学） ベル裕紀 S406

論理学ＬⅠ（論理的読解のトレーニング） 佐々木護 553 論理学ＬⅡ（批判的思考のトレーニング） 佐々木護 553 宗教論ＬⅠ（宗教学と世俗化論） 須藤孝也 573 文化人類学Ｌ（今日の文化人類学） 阿部朋恒 562 2～4年 教養数学Ａ 江口直日 F101(遠隔) 2～4年 教養数学Ｂ 江口直日 F101(遠隔)
限 2～4年 法学Ⅰ 内藤淳 877 2～4年 法学Ⅱ 内藤淳 877 2～4年 社会学Ⅰ 塚田修一 858 2～4年 入門生物学Ｂ 木原章 S405 2～4年 入門物理学Ａ 石川壮一 S505 2～4年 入門物理学Ｂ 石川壮一 S505

地理学Ⅰ 高木正 S307 地理学Ⅱ 高木正 S307 文化人類学 阿部朋恒 562 2～4年 入門化学Ｂ 御代川貴久夫 S407 教養生物学ＬＢ 本川達雄 S307 教養生物学ＬＣ 本川達雄 S307
社会学Ⅰ 徐玄九 S405 社会学Ⅱ 徐玄九 S405 2～4年 入門生物学Ａ 木原章 S405 教養化学ＬＡ（エネルギーの科学） 向井知大 S406 資格中国語初級Ⅱ 青木正子 F310
文化人類学 長沢利明 S505 文化人類学Ｌ 長沢利明 S505 2～4年 入門化学Ａ 御代川貴久夫 S407 資格中国語初級Ⅰ 青木正子 F310

2～4年 入門物理学Ａ 鈴木裕武 561 2～4年 入門物理学Ｂ 鈴木裕武 561
2～4年 科学史Ａ 大橋由紀夫 572 2～4年 科学史Ｂ 大橋由紀夫 572 6 入門化学Ａ 御代川貴久夫 F304 入門化学Ｂ 御代川貴久夫 F304 倫理学Ⅰ 杉本隆久 563 倫理学Ⅱ 杉本隆久 563

健康の科学ＬＡ 清野諭 G601 健康の科学ＬＢ 清野諭 G601 限 5 日本史Ⅰ 真辺美佐 855 日本史Ⅱ 真辺美佐 855

2～4年 宗教論Ⅰ 酒井健 G601 2～4年 宗教論Ⅱ 酒井健 G601

6 ドイツ語補講１Ⅰ 佐々木宗夫 F503 ドイツ語補講１Ⅱ 佐々木宗夫 F503 限 2～4年 芸術Ａ 小澤慶介 857 2～4年 芸術Ｂ 小澤慶介 857

限 哲学ＬⅠ（哲学の源流を辿って） 白根裕里枝 G402 哲学ＬⅡ（哲学から考える宗教と人間の幸福） 白根裕里枝 G402
経済学Ⅰ 水野和夫 G401 経済学Ⅱ 水野和夫 G401

2～4年 地理学Ⅰ 前畑明美 G502 2～4年 地理学Ⅱ 前畑明美 G502
政治学Ⅰ 崔先鎬 S305 政治学Ⅱ 崔先鎬 S305

2～4年 政治学Ⅰ 高橋和則 S407 2～4年 政治学Ⅱ 高橋和則 S407
2～4年 文化人類学 ベル裕紀 858 心理学ＬＢ（他者と自己による対人関係） 海部紀行 S405

心理学ＬＡ（行動や出来事の原因を探る） 海部紀行 S405 文化人類学Ｌ（政治人類学） ベル裕紀 858
2～4年 入門生物学Ａ 水澤博 S505 2～4年 入門生物学Ｂ 町田郁子 S505

教養生物学ＬＢ 本川達雄 S306 教養生物学ＬＣ 本川達雄 S306

6 2～4年 経済学Ⅰ 西崎文平 F309 2～4年 経済学Ⅱ 西崎文平 F309
限

春　学　期 秋　学　期

水　曜　日　（　I　L　A　C　科　目）

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

火　曜　日　（　I　L　A　C　科　目）月　曜　日　（　I　L　A　C　科　目）

キャリアデザイン学部 2018年度時間割（ＩＬＡＣ科目） 2017年度以降入学者用
2018年4月版



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 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 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 English for Study AbroadⅡ 松澤圭子 F408 キャリアデザイン応用 徳山誠 G502 キャリアデザイン入門 徳山誠 さったホール Ｆ スポーツ総合演習 掲示発表 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 2～4年 東洋史Ⅰ 齋藤勝 G402 2～4年 東洋史Ⅱ 齋藤勝 G402 1 2～4年 倫理学Ⅰ 伊藤直樹 G401 2～4年 倫理学Ⅱ 伊藤直樹 G401 限 スペイン語補講１Ⅰ 佐々木直美 F407 スペイン語補講１Ⅱ 佐々木直美 F407
西洋史Ⅰ 中村純 834 西洋史Ⅱ 中村純 834 2～4年 論理学Ⅰ 鵜澤和彦 564 2～4年 論理学Ⅱ 鵜澤和彦 564

限 西洋史ＬＡ 渡辺知 573 西洋史ＬＢ 渡辺知 573 限 2～4年 社会学Ⅰ 橋本みゆき 563 2～4年 社会学Ⅱ 橋本みゆき 563 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

法学Ⅰ 金子匡良 G501 法学Ⅱ 金子匡良 G501 2～4年 入門物理学Ａ 井坂政裕 867 2～4年 入門物理学Ｂ 井坂政裕 867 2 キャリアデザイン入門 齋藤典子 S407 キャリアデザイン応用 平林正樹 S407

2～4年 社会学Ⅰ 高橋徹 856 2～4年 社会学Ⅱ 高橋徹 574 入門生物学Ａ 宇野真介 834 入門生物学Ｂ 宇野真介 834
日本古典文学Ａ（かぐや姫の
「実像」）

園明美 S306
日本古典文学Ｂ（平安貴族の
「優雅な（？）」生活）

園明美 S306

2～4年 政治学Ⅰ 平良好利 S306 2～4年 政治学Ⅱ 平良好利 S306 限 2～4年 哲学Ⅰ 大西正人 S205 2～4年 哲学Ⅱ 大西正人 S205

地理学ＬＡ（世界の風景と地域） 米家志乃布 G601 地理学ＬＢ（日本の風景と地域） 米家志乃布 G601 Ｇ スポーツ総合演習 掲示発表 Ｈ スポーツ総合演習 掲示発表 2～4年 経済学Ⅰ 玉之内直 F309 2～4年 経済学Ⅱ 玉之内直 F309

2～4年 基礎数学Ⅰ 松田直祐 877 2～4年 基礎数学Ⅱ 松田直祐 877 2 フランス語視聴覚（入門）Ⅰ
村松マリ=エマ
ニュエル

0508LL フランス語視聴覚（入門）Ⅱ
村松マリ=エマ
ニュエル

0508LL

2～4年 数学特講LA 安東祐希 F101(遠隔) 2～4年 数学特講LB 安東祐希 F101(遠隔) 中国語補講１Ⅰ 千野明日香 F302 中国語補講１Ⅱ 千野明日香 F302
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 中国語の世界ＬＡ 渡辺大 0706 中国語の世界ＬＢ 渡辺大 0706

時事スペイン語Ⅰ 佐々木直美 F507 時事スペイン語Ⅱ 佐々木直美 F507

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 徳山誠 さったホール 2～4年 倫理学Ⅱ 越部良一 878A

2 日本文学Ａ（〈コトバ〉と文学） 村山龍 858 日本文学Ｂ（日本近代文学） 村山龍 554 2～4年 文章論（簡潔な文章を書く） 浅沼博 865 外国文学と文化ＬＦ 大﨑さやの 554

西洋史ＬＡ 渡辺知 G602 西洋史ＬＢ 渡辺知 G602 2～4年 倫理学Ⅰ 越部良一 878A 倫理学LⅡ 伊藤直樹 G403
限 法学（日本国憲法） 金子匡良 867 法学（日本国憲法） 金子匡良 867 外国文学と文化ＬＥ 大﨑さやの 564 2～4年 政治学Ⅱ 岡﨑加奈子 S407

2～4年 基礎数学Ⅰ 松田直祐 877 2～4年 基礎数学Ⅱ 松田直祐 877 倫理学LⅠ 伊藤直樹 G403 教養数学Ｂ 佐藤洋祐 868A
2～4年 基礎数学Ⅰ 池田宏一郎 G503 2～4年 基礎数学Ⅱ 池田宏一郎 G503 2～4年 政治学Ⅰ 岡﨑加奈子 857 2～4年 入門物理学Ｂ 井坂政裕 F101(遠隔)

入門物理学Ａ 石川壮一 553 入門物理学Ｂ 石川壮一 553 教養数学Ａ 佐藤洋祐 868A 入門生物学Ｂ 宇野真介 S307
科学史Ａ 谷本勉 572 科学史Ｂ 谷本勉 572 2～4年 入門物理学Ａ 井坂政裕 574

抽選 サイエンス・ラボＡ 各担当者 別途掲示
教養化学ＬＢ（環境問題を考え
るための化学）

西村直美 573 入門生物学Ａ 宇野真介 S307

時事フランス語Ⅰ 近江屋志穂 S403 抽選 サイエンス・ラボＢ 各担当者 別途掲示 教養物理学LA 石川壮一 867
中国の文化と社会ＬＡ 山本律 879 時事フランス語Ⅱ 近江屋志穂 S403
スペイン語の世界ＬＡ 塩﨑公靖 F101(遠隔) 中国の文化と社会ＬＢ 山本律 879 J～N スポーツ総合演習 掲示発表 A～E スポーツ総合演習 掲示発表

スペイン語の世界ＬＢ 塩﨑公靖 F101(遠隔) 3 SSI 入門英語(SSI)Ⅰ 光野昭雄 868B SSI 入門英語(SSI)Ⅱ 光野昭雄 868B

B 基礎ゼミ 木下慎 F508
フランス語コミュニケーション(初級)
Ⅱ

ニコラガイヤール F305 スペイン語補講１Ⅰ 若林大我 F303 スペイン語補講１Ⅱ 若林大我 F303

3 E 基礎ゼミ 棚井仁 0503 ロシア語補講２Ⅱ 佐藤裕子 0604 限 2～4年 倫理学Ⅰ 森村修 562 2～4年 倫理学Ⅱ 森村修 562

F 基礎ゼミ 栗島智明 1005 中国語補講１Ⅱ 池田麻希子 F301 2～4年 日本史Ⅰ 小口雅史 857 2～4年 日本史Ⅱ 小口雅史 S305

限 L 基礎ゼミ 福井令恵 0608 中国語コミュニケーション初級Ⅱ 陳洲挙 0507
日本文学と文化ＬＣ（日本仏教と能
楽）

今泉隆裕 573
日本文学と文化ＬＤ（日本仏教と能
楽）

今泉隆裕 574

N 基礎ゼミ 酒井理 S502 朝鮮語４BⅡ（視聴覚） 新谷あゆり S401
外国文学と文化ＬＡ（西洋の芸術
家小説（絵画篇））

篠原学 856
外国文学と文化ＬＢ（西洋の芸術
家小説（文学篇））

篠原学 856

P 基礎ゼミ 荒川裕子 0702 日本語１-Ⅱ 板井美佐 0905 文学と社会ＬＡ（日本文学と民俗） 梶裕史 855 文学と社会ＬＢ（日本文学と民俗） 梶裕史 855
フランス語コミュニケーション(初
級)Ⅰ

ニコラガイ
ヤール

F305 定員制 情報処理演習 寺澤信雄 情報実習室Ｄ 2～4年 法学Ⅰ 石川澄雄 S407 2～4年 法学Ⅱ 石川澄雄 S407

ロシア語補講２Ⅰ 佐藤裕子 0604
日本近・現代文学Ｂ（日本近・現
代文学の問題作を読む）

川鍋義一 878B 2～4年 政治学Ⅰ 面一也 571 2～4年 政治学Ⅱ 面一也 571

中国語補講１Ⅰ 池田麻希子 F301 2～4年 哲学Ⅱ 計良隆世 856
経済学ＬＡ（ミクロ(マイクロ)経済学
とマクロ経済学の基礎）

中平千彦 878B 経済学ＬＢ（観光経済学） 中平千彦 878B

中国語コミュニケーション初級Ⅰ 陳洲挙 0507 2～4年 哲学Ⅱ 近堂秀 553 2～4年 入門化学Ａ 中田和秀 S405 2～4年 入門化学Ｂ 中田和秀 S405
朝鮮語４BⅠ（視聴覚） 新谷あゆり S401 2～4年 日本史Ⅱ 根崎光男 S406 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
日本語１-Ⅰ 板井美佐 0905 2～4年 経済学Ⅱ 梅溪健児 F101(遠隔)

定員制 情報処理演習 寺澤信雄 情報実習室Ｄ 2～4年 心理学Ⅱ 浅川希洋志 G503 14以降
Practical English（英語検定試験対
策）B－Ⅰ

光野昭雄 564 14以降
Practical English（英語検定試験対
策）B－Ⅱ

光野昭雄 564

日本近・現代文学Ａ（日本近・現
代文学の問題作を読む）

川鍋義一 878B 2～4年 社会学Ⅱ 高橋徹 564 4 A-H ドイツ語２-Ⅰ 畠山勝彦 F301 A-H ドイツ語２-Ⅱ 畠山勝彦 F301

2～4年 哲学Ⅰ 計良隆世 856
経済学ＬＢ（経済学の根底にあ
る倫理）

水野和夫 G402 ドイツ語の世界ＬＡ Ｄハイデンライヒ 561 ドイツ語の世界ＬＢ Ｄハイデンライヒ 561

2～4年 哲学Ⅰ 近堂秀 553 文化人類学Ｌ 中島成久 S205 限 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
2～4年 日本史Ⅰ 永田一 867 2～4年 教養数学Ｂ 小木曽岳義 855 フランスの文化と社会LA 篠原学 877 フランスの文化と社会LB 篠原学 877
2～4年 経済学Ⅰ 梅溪健児 F101(遠隔) 2～4年 入門物理学Ｂ 井坂政裕 876 ロシア語２-Ⅰ 佐藤裕子 868A ロシア語２-Ⅱ 佐藤裕子 868A
2～4年 心理学Ⅰ 浅川希洋志 G503 2～4年 入門化学Ｂ 中田和秀 G502 ロシアの文化と社会LA 佐藤千登勢 G401 ロシアの文化と社会LB 小西昌隆 G401
2～4年 社会学Ⅰ 高橋徹 552 2～4年 科学史Ｂ 谷本勉 572 A-D 中国語２-Ⅰ 後藤淳一 866 A-D 中国語２-Ⅱ 後藤淳一 866
2～4年 文化人類学 中島成久 S205 教養生物学ＬＣ 本川達雄 877 E-H 中国語２-Ⅰ 篠田幸夫 855 E-H 中国語２-Ⅱ 篠田幸夫 867

経済学ＬＡ（経済学の考え方の
根底にあるもの）

水野和夫 S305 抽選 サイエンス・ラボＢ 各担当者 別途掲示 中国語作文初級Ⅰ 康鴻音 F405 中国語作文初級Ⅱ 康鴻音 F405

2～4年 教養数学Ａ 小木曽岳義 855 フランス語の世界ＬＢ 竹本研史 865 A-H スペイン語２-Ⅰ
オスノイジャネス
デササクボエルマ
ヘネス

F307 A-H スペイン語２-Ⅱ
オスノイジャネス
デササクボエルマ
ヘネス

F307

2～4年 入門物理学Ａ 井坂政裕 876 朝鮮語２-Ⅰ 神谷丹路 F504 朝鮮語２-Ⅱ 神谷丹路 F504
2～4年 入門化学Ａ 中田和秀 G502 2～4年 哲学Ⅰ 山口誠一 S406 2～4年 哲学Ⅱ 山口誠一 S406
2～4年 科学史Ａ 谷本勉 572 東洋史Ⅰ 芦沢知絵 S405 東洋史Ⅱ 芦沢知絵 G601

教養生物学ＬＢ 本川達雄 877 2～4年 日本史Ⅰ 小口雅史 856 2～4年 日本史Ⅱ 小口雅史 856

抽選 サイエンス・ラボＡ 各担当者 別途掲示
倫理学ＬⅠ（正義とケアのグローバル
倫理――障碍者・動物という境界を越
えて）

森村修 562
倫理学ＬⅡ（法と感情の倫理――ケア
のグローバル倫理）

森村修 562

フランス語の世界ＬＡ 竹本研史 865 法学（日本国憲法） 石川澄雄 さったホール 法学（日本国憲法） 石川澄雄 さったホール
2～4年 天文学Ａ 福島登志夫 G501 2～4年 天文学Ｂ 福島登志夫 G501

中国語補講２Ⅰ 陳洲挙 0504 中国語補講２Ⅱ 陳洲挙 0504 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
4 中国語コミュニケーション基礎Ⅰ 薄宏 F305 中国語コミュニケーション基礎Ⅱ 薄宏 F305

中国語コミュニケーション初級Ⅰ ショウイクテイ F404 中国語コミュニケーション初級Ⅱ ショウイクテイ F404 I-P ドイツ語２-Ⅰ 畠山勝彦 F304 I-P ドイツ語２-Ⅱ 畠山勝彦 F304
限 定員制 情報処理演習 寺澤信雄 情報実習室Ｄ 定員制 情報処理演習 寺澤信雄 情報実習室Ｄ 5 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

2～4年 文章論 川鍋義一 868A 2～4年 文章論 川鍋義一 868A 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
言語学Ａ 板井美佐 562 言語学Ｂ 板井美佐 562 限 I-L 中国語２-Ⅰ 後藤淳一 866 I-L 中国語２-Ⅱ 後藤淳一 866

2～4年 哲学Ⅰ 計良隆世 552 2～4年 哲学Ⅱ 計良隆世 552 M-P 中国語２-Ⅰ 篠田幸夫 867 M-P 中国語２-Ⅱ 篠田幸夫 867
2～4年 哲学Ⅰ 伊藤功 S505 2～4年 哲学Ⅱ 伊藤功 S505 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
2～4年 論理学Ⅰ 白根裕里枝 S205 2～4年 論理学Ⅱ 白根裕里枝 S205 定員制 情報処理演習 御園生純 情報実習室Ｆ 定員制 情報処理演習 御園生純 情報実習室Ｆ

2～4年 日本史Ⅰ 小口雅史 G601 2～4年 日本史Ⅱ 小口雅史 G601 法政学への招待
髙栁俊男／小
林ふみ子

S305 法政学の探究ＬＡ
髙栁俊男／古
俣達郎

F406

日本文学と文化ＬＡ（絵画化され
た『源氏物語』）

阿部真弓 554
日本文学と文化ＬＢ（説話のメ
ディア展開）

阿部真弓 554 2～4年 哲学Ⅰ 越部良一 877 2～4年 哲学Ⅱ 越部良一 877

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 2～4年 東洋史Ⅰ 芦沢知絵 G503 2～4年 東洋史Ⅱ 芦沢知絵 G503
2～4年 心理学Ⅰ 海部紀行 G602 2～4年 心理学Ⅱ 海部紀行 G501 2～4年 西洋史Ⅰ 中村純 S405 2～4年 西洋史Ⅱ 中村純 S405

地理学ＬＣ 片岡義晴 G501 地理学ＬＤ 片岡義晴 877 芸術Ａ 福島由美 G403 芸術Ｂ 福島由美 G403

教養数学Ａ 小木曽岳義 564 教養数学Ｂ 小木曽岳義 564 外国文学と文化ＬＣ（漢詩を作る） 日原傳 856 外国文学と文化ＬＤ（漢詩を作る） 日原傳 856

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 2～4年 天文学Ａ 福島登志夫 G601 2～4年 天文学Ｂ 福島登志夫 G601
2～4年 入門化学Ａ 中田和秀 834 2～4年 入門化学Ｂ 中田和秀 834 健康の科学ＬＡ 谷本都栄 G501 健康の科学ＬＢ 谷本都栄 G501
2～4年 科学史Ａ 谷本勉 572 2～4年 科学史Ｂ 谷本勉 572
2～4年 発展数学ＬⅠ 池田宏一郎 F501 2～4年 発展数学ＬⅡ 池田宏一郎 F501 6 フランス語補講２Ⅰ 森本文彦 F501 フランス語補講２Ⅱ 森本文彦 F501
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

中国語視聴覚初級Ⅰ 劉渇氷 563 中国語視聴覚初級Ⅱ 劉渇氷 563
5 2～4年 論理学Ⅰ 大貫義久 877 2～4年 論理学Ⅱ 大貫義久 877

日本史Ⅰ 永田一 564 日本史Ⅱ 根崎光男 564

限 2～4年 政治学Ⅰ 平良好利 S407 2～4年 政治学Ⅱ 平良好利 S407
心理学ＬＡ（行動や出来事の原
因を探る）

海部紀行 G503
心理学ＬＢ（他者と自己による対
人関係）

海部紀行 G503

6 フランス語補講１Ⅰ 森本謙子 F402 フランス語補講１Ⅱ 森本謙子 F402
限

春　学　期 秋　学　期

土　曜　日　（　I　L　A　C　科　目）

春　学　期 秋　学　期

木　曜　日　（　I　L　A　C　科　目）

春　学　期 秋　学　期

金　曜　日　（　I　L　A　C　科　目）

2017年度以降入学者用2018年度時間割（ILAC科目）

◆英語の充当①・ILAC科目（4群選択）

Practical English等のILAC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、必ず学部窓口に申し出てください。

■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（4/7～4/11）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。

12-13、16以前　等 それぞれ入学年度を意味する。例：「16以前」は2016年度以前の入学者を指す

定員制 定員があるため、選抜の可能性あり。必ず初回授業に出席のこと。

※時間割　　2018年度より変更になりました

1限 9:00～10:40
2限 10:50～12:30

昼休み 12:30～13:10
3限 13:10～14:50
4限 15:00～16:40
5限 16:50～18:30
6限 18:35～20:15
7限 20:20～22:00


