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クラス 科目名 担当 教 室

＊1 英語1組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 北原 Ｆ４０６教室 ＊2 定員制 情報フランス語Ⅱ 大久保 ０３０９教室 2～4 就業基礎力養成Ⅱ 鈴木（美） ８５６教室
＊1 英語2組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 小泉 Ｆ４０４教室 １限 ＊2 定員制 スペイン語４－Ⅱ重点 齋藤（康） Ｆ５０３教室 １限

１限 ＊1 英語3組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 塙 Ｆ５０１教室 ＊2 定員制 朝鮮語５－Ⅱ重点 李（英） Ｆ３０５教室
＊1 英語4組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 今井 Ｆ４０７教室 9:30 9:30
＊1 英語5組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 本多（浩） Ｆ５０３教室 2～4 環境経済論Ⅱ 内山 ８４４教室 ～

9:30 ～ 2～4 環境社会論Ⅱ 定松 ８５８教室 11:00
＊1 英語上級 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ（上級） 青山 ８６５教室
＊1 G～L ドイツ語１－Ⅱ 佐藤 （ま） ５５４教室 11:00 ＊2～4 定員制 スペイン語コミュニケーションⅡ 瓜谷 Ｆ４０８教室

～ ＊1 G～L フランス語１－Ⅱ 稲垣 Ｆ５０２教室 ＊2～4 定員制 日本語コミュニケーションⅡ 江村 ０９０１教室
＊1 A～L ロシア語２－Ⅱ 佐藤（裕） ０５０１教室
＊1 GHI 中国語１－Ⅱ 高堂 ８７８Ｂ教室 1～4 宗教論Ⅱ 関口 ５３２教室

11:00 ＊1 JKL 中国語１－Ⅱ 賀 ８７９教室
＊1 G～L スペイン語１－Ⅱ ロメロ Ｆ４０８教室 ＊2～4 定員制 時事ドイツ語Ⅱ 笠原 ０６０８教室 ２限 1～4 西欧近代批判の思想 越部 Ｓ４０６教室
＊1 A～L 朝鮮語１－Ⅱ 内山 ８６８Ｂ教室 ２限 ＊2～4 定員制 中国語コミュニケーションⅡ 孫 ０６０５教室 1 定員制 基礎演習 後藤 ０５０１教室

＊2 留学生 日本語３－Ⅱ 戸村 ０５０１教室 11:10 1 定員制 基礎演習 宮川 １２０４教室
11:10 1 定員制 基礎演習 石神 ０６０８教室

1～4 環境経営と会計 金藤 ５４１教室 1～4 定員制 ネットワークとマルチメディア 松本 情報Ｄ教室 ～ 1 定員制 基礎演習 日原 １００６教室
＊1 英語7組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 北原 Ｆ４０６教室 ～ 1～4 ビジネスヒストリー 長谷川 ５３１教室 1 定員制 基礎演習 岡松 ０５０２教室
＊1 英語8組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 小泉 Ｆ４０４教室 1～4 地球科学史Ⅱ 谷本 ８４４教室 12:40 1 定員制 基礎演習 安岡（宏） ０７０１教室
＊1 英語9組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 塙 Ｆ５０１教室 12:40 2～4 労働環境論Ⅱ 長峰 Ｓ４０６教室 1 定員制 基礎演習 長峰 ０８０１教室
＊1 英語10組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 今井 Ｆ４０７教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 武貞 ０８０５教室

２限 ＊1 英語11組 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 本多 Ｆ５０３教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 國則 ０９０６教室 ◆1～4 定員制 選択日本語Ｂ－Ⅱ 板井 ０８０４教室
2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 石神 ０７０６教室 2～4 再履修者 中国語補講Ⅱ 齋藤（貴） ８６９教室

＊1 英語上級 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ（上級） 青山 ８６５教室 2～4 定員制 研究会A（通年） 永野 １００４教室 ＊2～4 定員制 中国語視聴覚Ⅱ 王 ０５０２教室
＊1 A～F ドイツ語１－Ⅱ 佐藤（ま） ５５４教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 内山 １１０２教室 ３限 ＊2～4 定員制 スペイン語講読Ⅱ 大西（亮） Ｆ３１０教室

11:10 ＊1 A～F フランス語１－Ⅱ 小幡 ８６０教室 ＊2 留学生 日本語４－Ⅱ 増田 ０８０１教室
＊2～4 定員制 中国語コミュニケーションⅡ 祝 遠隔 2～4 定員制 ドイツ語視聴覚Ⅱ シュテットラ ０７０１教室 13:30 ＊2 定員制 中国語４－Ⅱ重点 薬 進 Ｆ４０３教室
＊2～4 定員制 検定中国語Ⅱ 青木 Ｆ３０２教室 2～4 再履修者 中国語補講Ⅱ 周 Ｓ３０２教室 ＊2 定員制 朝鮮語４－Ⅱ重点 梁 ８７９教室

～ ＊1 ABC 中国語１－Ⅱ 高堂 ８７８Ｂ教室 2～4 定員制 中国語視聴覚Ⅱ 王 ０５０８教室 ～ 1～4 文学Ⅱ 佐々木（中） ５７４教室
＊1 DEF 中国語１－Ⅱ 賀 ８７９教室 1～4 天文学Ⅱ 松本 Ｓ４０５教室 1～4 哲学Ⅱ 長谷 ８３３教室
＊1 A～F スペイン語１－Ⅱ ロメロ Ｆ４０８教室 1～4 定員制 自然総合講座B（Ⅱ） 掲示参照 掲示参照 15:00

12:40 ＊2 定員制 ロシア語５－Ⅱ重点 三神 ０８０１教室 2～4 国際法Ⅱ 岡松 Ｓ５０５教室
＊2 定員制 朝鮮語３－Ⅱ重点 富所 ５６３教室 ３限 1～4 環境表象論Ⅱ 梶 Ｓ２０５教室 1～4 ＮＰＯ・ボランティア論 川崎 Ｓ２０５教室

1～4 定員制 環境モデル論Ⅱ 渡邊 情報Ｅ教室 2～4 憲法の基礎 土屋 ５７１教室
2～4 環境経営論Ⅱ 金藤 ８３５教室 13:30 2～4 定員制 ファシリテーション論 三田地 Ｆ３１０教室 ◆1～4 定員制 選択日本語Ｃ－Ⅱ 板井 ０８０４教室
1～4 気候変動論Ⅱ 松本 ８３４教室 1 定員制 基礎演習 小島 ０８０３教室 ＊2～4 定員制 中国語コミュニケーションⅡ 凌 ０３０８教室
2～4 環境法Ⅳ 長井 Ｆ３０６教室 ～ 1 定員制 基礎演習 谷本 ０９０７教室 ＊1 留学生 日本語１－Ⅱ 増田 ０８０１教室

1 定員制 基礎演習 平野井 ０３０９教室 ４限 ＊2 定員制 中国語４－Ⅱ重点 三田村 Ｆ３０８教室
＊2～4 定員制 英検準備Ⅱ 青山 Ｆ４０６教室 15:00 1～4 文学Ⅱ 佐々木（中） ５７４教室
＊2～4 定員制 Computer Assisted English Learning Ⅱ 塩谷 ０３０９教室 1～4 哲学Ⅱ 長谷 ８５７教室
◆1～4 定員制 選択ロシア語Ａ－Ⅱ 佐藤（裕） ０５０１教室 15:10 1～4 経済学Ⅱ 飯塚 Ｓ２０５教室

３限 ＊2～4 定員制 中国語コミュニケーションⅡ 金 Ｆ５０４教室 1～4 地理学Ⅱ 前川 ８４３教室
＊2～4 定員制 時事スペイン語Ⅱ 長谷川（悦） ８７５教室 1～4 文化人類学Ⅱ 長島 ５５４教室

13:30 1～4 法学（日本国憲法） 石川（澄） さったホール ～ 1～4 物質と環境Ⅱ 向井 ５５１教室

～ 2～4 科学技術社会論 詫間 ５３２教室 ＊2～4 定員制 English through Movies and Drama Ⅱ 平野井 ０３０９教室
1～4 自然環境論Ⅱ 杉戸 ８３５教室 ＊2～4 定員制 ドイツ語表現法Ⅱ シュテットラ ０７０１教室 16:40 1～4 定員制 英語Ⅳ（アクティブ） 磯部 ０６０４教室

15:00 1～4 日本環境史論Ⅱ 根崎 Ｓ３０７教室 ＊2 定員制 中国語４－Ⅱ重点 余 ８６０教室 1～4 マクロ経済学Ⅱ 大瀧 Ｓ４０６教室
1 定員制 基礎演習 板橋 Ｓ５０４教室 ＊2 定員制 朝鮮語４－Ⅱ重点 神谷 Ｆ４０７教室 2～4 ＮＧＯ活動論 中村（玲） S３０５教室
1 定員制 基礎演習 永野 １００６教室 ４限 1～4 文章論Ⅱ 川鍋 ８６５教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年）（春：月5） 舩戸 １００４教室
1 定員制 基礎演習 長谷川 １００７教室 1～4 社会学Ⅱ 徐 ５１１教室 ＊2 G～L ドイツ語３－Ⅱ 梶谷 Ｆ３１１教室
1 定員制 基礎演習 金藤 １００３教室 1～4 定員制 自然総合講座B（Ⅱ） 掲示参照 掲示参照 ＊2 A～F ドイツ語３－Ⅱ 長倉 Ｆ３１０教室

2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 宮川 ０６０５教室 15:10 ＊2 G～L フランス語３－Ⅱ 杉村 Ｆ５０４教室
2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 田中（勉） ０８０５教室 1～4 日本美術史論 豊田 S４０５教室 ＊2 A～F フランス語３－Ⅱ 佐藤（正） Ｆ４０４教室
＊2 定員制 フランス語３－Ⅱ重点 山口 ８６８Ｂ教室 2～4 定員制 グローバル人材論 長峰 ０９０７教室 ５限 ＊2 A～L ロシア語３－Ⅱ 佐藤（裕） ０６０１教室
＊2 定員制 時事フランス語Ⅱ 田中（成） Ｆ４０２教室 ～ ＊2 GHI 中国語３－Ⅱ 陳 ０６０９教室

＊2～4 再履修者 中国語補講Ⅱ 金 Ｆ５０４教室 ＊2 JKL 中国語３－Ⅱ 王 ０５０９教室
４限 ◆1～4 定員制 選択中国語Ａ－Ⅱ 劉 Ｓ２０２教室 ＊2 ABC 中国語３－Ⅱ 三田村 Ｆ３０８教室

＊1 留学生 日本語２－Ⅱ 小宮 ０６０８教室 16:40 2～4 定員制 研究会B 谷本（小島） ０９０３教室 ＊2 DEF 中国語３－Ⅱ 薬 進 Ｆ４０３教室
15:10 1～4 地理学Ⅱ 高木 ５３１教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 北川 ０５０４教室 ＊2 G～L スペイン語３－Ⅱ 阿波 Ｆ４０８教室

1～4 数学、情報を読むためにⅡ 池田（宏） ８３４教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 長谷川 ０８０６教室 16:50 ＊2 A～F スペイン語３－Ⅱ 長谷川 Ｆ３０２教室
2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 谷本 ０５０２教室 ＊2 A～L 朝鮮語３－Ⅱ 新谷 ８７９教室

～ 1～4 西洋美術史論 板橋 S３０６教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 永野 １００４教室 ＊2 定員制 ロシア語３－Ⅱ重点 長屋 ８７８Ａ教室
2～4 CSR論Ⅱ 長谷川 ５３２教室 2～4 定員制 研究会B（通年） 渡邊 ０５０５教室 1～4 倫理学Ⅱ 杉本 ５６３教室
2～4 地域協力・統合 大中 Ｓ４０６教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 金藤 ０９０５教室 1～4 西洋史Ⅱ 村田 ８３３教室

16:40 ～ 1～4 芸術Ⅱ 難波 ８７７教室
2～4 定員制 研究会Ａ(通年） 根崎 ０５０３教室 1～4 心理学Ⅱ 海部 Ｓ４０５教室
2～4 定員制 研究会Ａ(通年） 宮川 ０８０４教室 1～4 地理学Ⅱ 細田 ５６４教室

◆1～4 定員制 選択ドイツ語Ａ－Ⅱ 佐々木（宗） Ｆ５０３教室 ＊2 定員制 フランス語３－Ⅱ重点 森本（謙） Ｓ２０３教室 1～4 法学Ⅱ 下沢 ８４３教室
◆1～4 定員制 選択中国語Ｃ－Ⅱ 劉 Ｓ２０２教室 1 定員制 キャリアデザイン演習 鈴木（美） 1～4 生命科学Ⅱ 町田 Ｆ３０９教室
◆1～4 定員制 選択スペイン語Ａ－Ⅱ 大西（亮） Ｆ４０７教室 1～4 文学Ⅱ 梶 Ｆ４０２教室 18:20

＊2 定員制 フランス語４－Ⅱ重点 田中(成) Ｆ４０２教室 1～4 哲学Ⅱ 白根 ８４４教室
５限 ＊2 定員制 スペイン語４－Ⅱ重点 ヨルディー Ｆ４０５教室 1～4 論理学Ⅱ 大西（正） ８３３教室 2～4 公共経済学 小田 ５５２教室

1～4 論理学Ⅱ 佐々木（護） ５６１教室 ５限 1～4 芸術Ⅱ 武田 Ｆ３１１教室 2～4 環境ビジネス論 竹ケ原 ５５３教室
1～4 東洋史Ⅱ 齋藤(勝) Ｓ３０５教室 1～4 地理学Ⅱ 小原 ５５３教室

16:50 1～4 宗教論Ⅱ 若林 Ｆ３０２教室 1～4 政治学Ⅱ 松崎 ８４３教室 ◆1～4 定員制 選択中国語Ｂ－Ⅱ 陳 ０６０９教室
1～4 芸術Ⅱ 福島 ５１１教室 16:50 1～4 社会学Ⅱ 高橋（徹） ５４２教室 ◆1～4 定員制 選択スペイン語Ｂ－Ⅱ 阿波 Ｆ４０８教室

～ 1～4 経済学Ⅱ 飯塚 Ｓ２０５教室 1～4 物質と環境Ⅱ 御代川 ５４１教室 ６限 ◆1～4 定員制 選択スペイン語Ｃ－Ⅱ 長谷川 Ｆ３０２教室
1～4 社会学Ⅱ 徐 ８７７教室

18:20 1～4 法学Ⅱ 内藤 ５７３教室 ～ 1～4 文学Ⅱ 梶 ０７０２教室
1～4 法学（日本国憲法） 石川（澄） さったホール 1～4 伝統芸能論Ⅱ 安藤 ５３１教室 1～4 心理学Ⅱ 海部 Ｓ４０５教室
1～4 原子から宇宙までⅡ 吉灘 ８５５教室 2～4 社会開発論 秋吉 ５６１教室 18:30 1～4 政治学Ⅱ 木村 ０７０５教室
1～4 科学史Ⅱ 大橋 ５７２教室 18:20 2～4 地域経済論 石神 ８３５教室 1～4 法学Ⅱ 下沢 ５５１教室
1～4 定員制 情報処理基礎 本郷 情報Ｂ教室 2～4 環境社会論Ⅲ 傅凱儀 ８６０教室 1～4 生命科学Ⅱ 町田 Ｆ３０９教室
1～4 民事法Ⅱ 花立 Ｓ４０７教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 岡松 １００２教室 ～
1～4 自然災害論 杉戸 Ｓ４０６教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 松本 ０６０６教室 1 定員制 基礎演習 関口 ０６０６教室
2～4 定員制 地域環境ケーススタディⅡ 後藤（純） １２０４教室 2～4 定員制 研究会B（通年） 長谷川 ０８０６教室
2～4 定員制 研究会B（通年） 田中（勉） ０８０５教室 2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 金藤 ０９０５教室 2～4 食と農の環境学Ⅱ 舩戸 S４０６教室
2～4 定員制 研究会B（通年） 根崎 ０５０３教室 4 定員制 研究会Ａ（通年） 原田 ０６０２教室 20:00
2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 朝比奈 ０８０４教室

＊2～4 定員制 TOEIC（Ｒ）Ⅱ（Intermediate） 板橋 ０３０９教室 ＊2～4 定員制 TOEIC（Ｒ）Ⅱ（Intermediate） 平野井 ０３０９教室
◆1～4 定員制 選択ドイツ語Ｂ－Ⅱ 佐々木（宗） Ｆ５０３教室 ◆1～4 定員制 選択ドイツ語Ｃ－Ⅱ 横澤 Ｆ３０３教室 ７限
1～4 倫理学Ⅱ 越部 ８５７教室 ６限 ◆1～4 定員制 選択フランス語Ｂ－Ⅱ 森本（謙） Ｓ２０３教室 20:10

６限 1～4 日本史Ⅱ 谷口 ８５８教室 1～4 文学Ⅱ 表 Ｆ３０２教室 ～
1～4 宗教論Ⅱ 若林 Ｆ３０２教室 1～4 西洋史Ⅱ 中村（純） ５５２教室 21:40

18:30 1～4 経済学Ⅱ 飯塚 Ｓ３０６教室 1～4 社会学Ⅱ 高橋（徹） ５５３教室
1～4 政治学Ⅱ 平良 Ｆ３０３教室 18:30 1～4 物質と環境Ⅱ 御代川 ５４１教室

～ 1～4 社会思想Ⅱ 洪 ０７０６教室 2～4 実践キャリア論 長峰 ８５７教室
1～4 原子から宇宙までⅡ 吉灘 ８５５教室 ～ 2～4 社会統計論 藤本 情報F教室

20:00 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 安藤 ０６０５教室
1～4 定員制 情報処理基礎 本郷 情報Ｂ教室 20:00 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 渡邊 ０５０５教室
2～4 定員制 研究会B（通年） 田中（勉） ０８０５教室

1～4 社会思想Ⅱ 洪 ０７０６教室 ７限
７限 20:10

20:10 ～
～ 21:40

21:40

水月 火
秋学期 秋学期 秋学期
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履修
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クラス 科目名 担当 教 室 履修
年次

クラス 科目名 担当 教 室
履修
年次

クラス 科目名 担当 教 室

＊1 英語7組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 余田 Ｆ５０４教室 ＊2 定員制 中国語４－Ⅱ重点 薄 Ｆ４０３教室 ＊2～4 定員制 Oral Communication Ⅱ（Intermediate） ジェイムズ Ｆ３１０教室
＊1 英語8組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 磯部 Ｆ３０２教室 １限 １限

＊1 英語9組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 大曲 Ｆ５０２教室 1 DE スポーツ総合演習 掲示参照 掲示参照 9:30

１限 ＊1 英語10組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 吉川 Ｓ４０１教室 9:30 ～ 1～4 廃棄物・リサイクル論 鏑木 S３０６教室
＊1 英語11組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 高橋（佳） Ｆ４０５教室 1～4 現代社会論Ⅰ 田中（勉） Ｓ５０５教室 11:00

＊1 英語上級 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ（上級） マーク　バーンズ Ｆ３０８教室 ～ 1～4 定員制 フィールド調査論 安岡（宏） ０６０２教室
9:30 ＊1 A～F ドイツ語２－Ⅱ 辻 ０６０９教室 2～4 自然環境政策論Ⅱ 高田 ８４４教室 2～4 再履修者 中国語補講Ⅱ 千野 Ｆ４０２教室

＊1 A～F フランス語２－Ⅱ 野村 Ｆ４０３教室 11:00 ２限

～ ＊1 ABC 中国語２－Ⅱ 賀 Ｆ３０１教室 11:10 2～4 環境科学Ⅱ Ｓ３０７教室
＊1 DEF 中国語２－Ⅱ 日原 ８６８Ｂ教室 ～

11:00 ＊1 A～F スペイン語２－Ⅱ 鳥塚 ８６５教室 ＊1 定員制 フランス語視聴覚Ⅱ 村松 ０５０８ＬＬ教室 12:40 1～4 定員制 テーマ別英語４ ジェイムズ Ｆ３１０教室
＊2～4 定員制 検定中国語Ⅱ 鈴木（直） ８７９教室 ＊2 定員制 フランス語視聴覚Ⅳ 中村（美） ０７０６教室

1 定員制 キャリアデザイン演習 有田 ５４１教室 ２限 ＊2～4定員制 朝鮮語講読Ⅱ 安岡（明） Ｆ３０１教室 ＊2 定員制 ドイツ語５－Ⅱ重点 外山 Ｓ４０３教室
1～4 自然環境科学の基礎（生物学） 宮川 ８３５教室 ＊2 定員制 ドイツ語４－Ⅱ重点 日中 Ｆ４０６教室 ３限

2～4 環境人類学Ⅱ 安岡（宏） ５３１教室 13:30 1～4 人間環境セミナーⅡ 学部教員 S３０６教室
＊1 英語1組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 余田（亜） Ｆ５０４教室 11:10 1 FKL スポーツ総合演習 掲示参照 掲示参照 ～

＊1 英語2組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 磯部 Ｆ３０２教室 15:00

＊1 英語3組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 大曲 Ｆ５０２教室 1～4 途上国経済論Ⅱ 武貞 ８３３教室
＊1 英語4組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 吉川 Ｓ４０１教室 ～ 2～4 国際環境政策Ⅱ 國則 ５５１教室 ４限

＊1 英語5組 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 高橋（佳） Ｆ４０５教室 15:10

＊1 英語上級 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ（上級） マーク　バーンズ Ｆ３０８教室 ～

２限 ＊2～4 定員制 Oral Communication Ⅱ（Intermediate） 板橋 ０５０９教室 12:40 2～4 環境法Ⅱ 永野 ８５８教室 16:40

＊1 G～L ドイツ語２－Ⅱ 辻 ０６０９教室 3～4 スポーツビジネス論Ⅱ 千田 Ｓ４０５教室
＊1 G～L フランス語２－Ⅱ 瀬戸 Ｆ３０６教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 安岡（宏） ０６０２教室
＊1 A～L ロシア語１－Ⅱ 佐藤（裕） ０５０３教室

11:10 ＊1 GHI 中国語２－Ⅱ 賀 Ｆ３０１教室 ＊2～4 定員制 中国語コミュニケーションⅡ 馬 Ｆ４０３教室
＊1 JKL 中国語２－Ⅱ 日原 ８６８Ｂ教室 ＊2～4 定員制 朝鮮語コミュニケーションⅡ 菊地 ８７８Ｂ教室

～ ＊1 G～L スペイン語２－Ⅱ 鳥塚 ８６５教室 ◆1～4 定員制 選択ロシア語Ｂ－Ⅱ 佐藤（裕） ０６０１教室
＊1 A～L 朝鮮語２－Ⅱ 新谷 Ｓ２０２教室 ３限 1～4 倫理学Ⅱ 森村 ８５５教室

12:40 ＊2 定員制 フランス語視聴覚Ⅳ 富田 ０３０８教室 1～4 日本史Ⅱ 小口 Ｓ４０７教室
＊1～4 定員制 観光フランス語Ⅱ ヴァリエンヌ Ｆ５０１教室 1～4 社会思想Ⅱ 中村（勝） ５７３教室

＊2 定員制 ドイツ語４－Ⅱ重点 坪谷 Ｆ３０５教室 13:30

1～4 文学Ⅱ 菊地 ８６８Ａ教室 1～4 ヨーロッパ環境史論Ⅱ 辻 Ｓ３０６教室
1～4 科学史Ⅱ 谷本(勉) ５７２教室 1 定員制 基礎演習 渡邊 ０５０６教室
2～4 行政学（秋集中：木2・3連続） 山口 ８５６教室 ～ 1 定員制 基礎演習 田中（勉） ０６０５教室
2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 安岡（宏） １００１教室 1 定員制 基礎演習 梶 ０９０２教室
2～4 簿記入門Ⅰ・Ⅱ（通年） 大下 ８３４教室 1 定員制 基礎演習 武貞 ０５０７教室
2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 長峰 ０６０２教室 15:00

2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 杉戸 ０９０４教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 高田 ０７０６教室
2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 石神 ０８０５教室 2～4 定員制 研究会B 日原 ０９０７教室
＊2 定員制 朝鮮語３－Ⅱ重点 新谷 Ｆ５０２教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 後藤 １００１教室

＊2～4 定員制 Business  CommunicationⅡ 今井 ０５０９教室 2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 小島 ０８０６教室
＊2～4 定員制 検定ドイツ語Ⅱ 日中 Ｓ２０３教室 2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 吉田 Ｓ４０１教室
＊2～4 定員制 検定フランス語Ⅱ 富田 ０３０８教室
◆1～4 定員制 選択ロシア語Ｃ－Ⅱ 佐藤（裕） ０５０２教室 2～4 再履修者 中国語補講Ⅱ 篠田 Ｆ４０２教室

３限 2～4 再履修者 中国語補講Ⅱ 池田（麻） Ｆ３０１教室 ＊2～4 定員制 中国語コミュニケーションⅡ 凌 ０６０９教室
＊2～4 定員制 検定中国語Ⅱ 沈 Ｆ３０３教室 ＊2～4 定員制 中国語表現法Ⅱ 康 Ｆ４０５教室

13:30 2 定員制 ロシア語４－Ⅱ重点 土岐 ０９０４教室 ４限 ＊2～4 定員制 検定中国語Ⅱ 沈 Ｆ３０６教室
＊2 定員制 スペイン語５－Ⅱ重点 敦賀 Ｆ３１１教室 1～4 日本史Ⅱ 安田 ５５３教室

～ 1～4 西洋史Ⅱ 渡辺（知） ８５８教室 1～4 定員制 自然総合講座A 掲示参照 掲示参照
1～4 文学Ⅱ 呉 Ｆ３０９教室 15:10 1～4 定員制 自然総合講座B（Ⅱ） 掲示参照 掲示参照

15:00 1～4 心理学Ⅱ 浅川 さったホール 2～4 環境哲学基礎論 関口 ５３２教室
1～4 原子から宇宙までⅡ 石川（壮） ５５３教室 1～4 定員制 情報処理基礎 小林（信） 情報Ｆ教室
1～4 生命科学Ⅱ 水澤 ５１１教室 ～ 1～4 定員制 テーマ別英語２ 武貞 ０６０１教室
1～4 科学史Ⅱ 谷本(勉) ５７４教室 1～4 行政法の基礎 後藤 Ｓ４０７教室
2～4 行政学（秋集中：木2・3連続） 山口 ８５６教室 2～4 アメリカ環境法 永野 Ｓ４０５教室
1～4 国際環境法 岡松 ８６７教室 16:40 1～4 ミクロ経済学Ⅱ 田村 ５４２教室
1～4 国際経済協力論ＩＩ 武貞 ８４４教室 2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 高田 ０７０６教室
1～4 定員制 比較演劇論Ⅱ 平野井 ０３０９教室 2～4 定員制 研究会B（通年） 梶 ０９０１教室
2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 後藤 ０９０２教室 ・専門科目（講義） → 学部掲示板

2～4 定員制 研究会A（通年） 板橋 情報Ｆ教室
＊2～4 定員制 English through Movies and Drama Ⅱ 有元 ０５０９教室 ＊2 定員制 フランス語３－Ⅱ重点 森本（文） Ｆ５０１教室 ・専門科目（研究会・ＦＳ） → ＢＴ２４階・教員掲示板

＊2～4 定員制 中国語コミュニケーションⅡ ショウ Ｆ４０８教室 ◆1～4 留学生 選択日本語Ａ－Ⅱ 長谷川 Ｓ６０２教室
＊2 定員制 フランス語５－Ⅱ重点 安藤 ０５０６教室 ＊2～4 定員制 ドイツ語コミュニケーションⅡ ハイデンライヒ ５６１教室 ・他学部主催の専門科目 → 科目主催学部の掲示板

４限 ＊2 定員制 中国語４－Ⅱ重点 薬 会 ５６３教室 ５限 ＊1～4 定員制 選択朝鮮語Ａ－Ⅱ 李（昌） Ｓ５０３教室
1～4 論理学Ⅱ 計良 ５３２教室 　（他学部主催科目一覧は、学部掲示板参照のこと）

1～4 政治学Ⅱ 明田川 ８６７教室 1～4 文学Ⅱ 日原 ５７１教室
15:10 1～4 法学Ⅱ 内藤 ５４１教室 16:50 1～4 哲学Ⅱ 越部 ５５１教室 ・基礎科目０～４群 → 市ヶ谷基礎科目掲示板

1～4 数学、情報を読むためにⅡ 倉田 Ｓ３０５教室 1～4 西洋史Ⅱ 中村（純） Ｓ４０５教室
1～4 科学史Ⅱ 谷本(勉) ５７２教室 1～4 文化人類学Ⅱ 三冨 ５４２教室 ・基礎科目５群（保健体育） → 保健体育掲示板・体育館入口掲示

1～4 定員制 自然総合講座A 掲示参照 掲示参照 ～ 1～4 数学、情報を読むためにⅡ 印牧 ８５７教室
1～4 定員制 自然総合講座B（Ⅱ） 掲示参照 掲示参照 1～4 天文学Ⅱ 吉村　 Ｓ３０７教室 ・学部事務からのお知らせ → 学部掲示板

～ 2～4 人間環境特論（観光と地域振興） 沓掛 ５３１教室
1～4 環境倫理学 鶴岡 ５４２教室 18:20 1～4 現代社会論Ⅲ 田中（勉） Ｓ５０５教室
2～4 自治体環境政策論Ⅱ 小島 Ｓ４０６教室

16:40 2～4 比較環境法 後藤 ８５７教室 2～4 定員制 研究会A(通年） 梶 ０８０６教室
2～4 衛生・公衆衛生学Ⅱ 宮川 ８３５教室 2～4 定員制 研究会A（通年） 小島 ０６０５教室
1～4 定員制 英語Ⅱ（アクティブ） 磯部 Ｆ３０４教室 2～4 定員制 研究会A(通年） 辻 ０８０４教室

1 定員制 基礎演習 杉戸 ０９０５教室
1 定員制 基礎演習 高田 １１０２教室 ◆1～4 定員制 選択フランス語Ｃ－Ⅱ 森本 Ｆ５０１教室
1 定員制 基礎演習 根崎 ０８０１教室 ◆1～4 定員制 選択朝鮮語Ｂ－Ⅱ 李（昌） Ｓ５０３教室

2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 岡松 ０７０２教室 1～4 倫理学Ⅱ 越部 ５５１教室
2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 平野井 ０３０９教室 ６限 1～4 文章論Ⅱ 山田 Ｆ３０３教室
2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 日原 ０６０２教室 1～4 文化人類学Ⅱ 三冨 ５５４教室
2～4 定員制 研究会Ｂ（通年）（春：月2） ﾏｺﾅｷｰ・ﾄﾛｲ １１０３教室 1～4 数学、情報を読むためにⅡ 印牧 ８５７教室
＊2 定員制 フランス語４－Ⅱ重点 森本（謙） ８６５教室 18:30

1～4 文学Ⅱ 安藤 ０８０４教室 1～4 公害防止管理論Ⅱ 大野 ８５８教室
1～4 哲学Ⅱ 計良 ５５３教室
1～4 倫理学Ⅱ 鶴岡 ８７７教室 ～ 2～4 定員制 研究会A（通年） 関口（和） ０８０５教室

５限 1～4 東洋史Ⅱ 岡安 ８５６教室
1～4 日本史Ⅱ 根崎 ５６４教室
1～4 宗教論Ⅱ 関口 ５５４教室 20:00

16:50 1～4 天文学Ⅱ 吉村 ８５８教室
2～4 日本公害史と法 後藤 ０５０４教室

～ 1～4 環境健康論Ⅱ 朝比奈 ８４３教室
2～4 都市環境論Ⅱ 石神 S３０５教室

18:20 2～4 自然環境論Ⅳ 高田 Ｓ４０５教室
2～4 定員制 研究会Ａ（通年）（春：木3） ﾏｺﾅｷｰ・ﾄﾛｲ １１０３教室 ７限

2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 杉戸 Ｆ３１１教室
2～4 定員制 研究会Ａ（通年） 長峰 １００４教室
2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 武貞 ０８０３教室 20:10

＊2～4 定員制 フランス語コミュニケーションⅡ ガイヤール Ｆ４０５教室
６限 ◆1～4 定員制 選択フランス語Ａ－Ⅱ 安藤 ０８０４教室 ～

1～4 論理学Ⅱ 大貫 Ｆ３０８教室
18:30 1～4 東洋史Ⅱ 岡安 ８５６教室 21:40

～ 1～4 日本史Ⅱ 堀口 Ｆ３０１教室
20:00 1～4 文章論Ⅱ 浅沼 Ｆ４０２教室

1～4 環境経営実践論Ⅱ 花田 Ｆ３０３教室
2～4 定員制 研究会Ｂ（通年） 関口 ０５０７教室

→５８年館　●階

→外濠校舎　●階

Ｆ●△□教室

情報Ｆ教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　４階０４０５教室

教室の見方

Ｓ●△□教室

→富士見坂校舎　●階

●●△□教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　●●階

木 金

・クラス
　クラス指定のある科目を示しています。指定されたクラス
以外の学生は履修登録ができません。

 「定員制」の科目…受講可能な学生数に限りがあります。
初回授業で受講者選抜をすることがあるので、受講希望者
はシラバスを確認し、必ず初回授業に出席してください。基
礎科目4群の諸外国語選択科目および中国語補講を受講
希望者は、開講セメスターに関わらず、春学期の初回授業
に出席して、担当教員から受講許可を得てください。詳細
は、掲示を確認してください。

・履修年次
　履修可能な学年および入学年度を示しています。
　履修年次に印がないもの…入学年度に制限なし。
※ただし、基礎科目４群・語学の再履修者に対しては、履
修年次と入学年度が時間割表の通りでない科目がありま
す。４群再履修者は、履修の手引きを確認してください。

時間割表の見方

秋学期

情報Ｅ教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　４階０４０９教室

秋学期 秋学期

情報Ｄ教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　４階０４００教室

５●△教室 →５５年館　●階

８●△教室

掲示板

→ボアソナードタワー（ＢＴ)　４階０４０１教室

富士見坂遠隔講義室　→富士見坂校舎　１階

マルチメディアホール 　→田町校舎　５階

情報Ａ教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　７階０７００教室

情報Ｂ教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　６階０６００教室

情報Ｃ教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　５階０５００教室

さったホール　            →外濠校舎　６階

情報Ｇ教室

情報Ｈ教室 →ボアソナードタワー（ＢＴ)　４階０４０２教室


