
2018年度

登録番号 科目名 登録番号 科目名 1年 2年 登録番号 科目名 登録番号 科目名 1年 2年

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 吉岡　卓 情報実習室B(0600) 抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 小林　良穂 情報実習室B(0600)

Q0033 基礎ゼミⅠ Q0034 基礎ゼミⅡ ― 近江屋　志穂 0508LL Q1081 言語学Ａ Q1082 言語学Ｂ 法 板井　美佐 G502
Q0431 キャリアデザイン入門 ― 平林　正樹 855 Q1421 東洋史ＬⅠ Q1422 東洋史ＬⅡ 岡安　勇 857
Q1167 東洋史Ⅰ Q1168 東洋史Ⅱ 営A-Ｊ 齋藤　勝 G403 Q2081 心理学Ⅰ Q2082 心理学Ⅱ 営A-J 小島　弥生 G201
Q1305 日本文学と文化ＬＥ Q1306 日本文学と文化ＬＦ 伊海　孝充 834 Q2139 社会学Ⅰ Q2140 社会学Ⅱ 営A-J 徐　玄九 G402
Q1447 日本史ＬⅠ（近代日本の政治と社会） Q1448 日本史ＬⅡ（現代日本の政治と社会） 池田　真歩 571 Q3031 基礎数学Ⅰ Q3032 基礎数学Ⅱ 営A-C 若井　健太郎 877
Q2011 法学Ⅰ Q2012 法学Ⅱ 営K-U 水野　圭子 G503 抽選 サイエンス・ラボA 抽選 サイエンス・ラボB 法S-W 各担当者 別途掲示

English１Ⅰ English１Ⅱ 文A,E,F, English１Ⅰ English１Ⅱ
English２Ⅰ English２Ⅱ    L,M,P,T,U,W English２Ⅰ English２Ⅱ

掲示 Academic English Ⅰ 掲示 Academic English Ⅱ 法Ｙ 各担当者 別途掲示 R3601 日本語３Ⅰ R3602 日本語３Ⅱ 法 戸村　佳代 S402
R3603 日本語３Ⅰ R3604 日本語３Ⅱ ― 文 中沢　佐企子 0705 R4021 ドイツ語１Ⅰ R4022 ドイツ語１Ⅱ 文P 高木　葉子 F501
R4029 ドイツ語１Ⅰ R4030 ドイツ語１Ⅱ 営K 佐藤　まり子 554 R4245 ドイツ語４Ⅰ R4246 ドイツ語４Ⅱ ― 遠藤　浩介 F406
R5017 フランス語１Ⅰ R5018 フランス語１Ⅱ 営D-K 小幡　一雄 0605 R5003 フランス語１Ⅰ R5004 フランス語１Ⅱ 法E,F 武田　昭彦 F502
R5203 フランス語３Ⅰ R5204 フランス語３Ⅱ ― 法E,F 山口　雅敏 F403 R7001 中国語１Ⅰ R7002 中国語１Ⅱ 法G 岩田　和子 865
R7341 中国語３Ⅰ R7342 中国語３Ⅱ 営T,U 祝　振媛 F310 R7009 中国語１Ⅰ R7010 中国語１Ⅱ 法L 鷲巣　益美 868B
R8089 スペイン語２Ⅰ R8090 スペイン語２Ⅱ 営O-Q バリエントス　ロドリゲス　ジョン　ダビッ 860 R7017 中国語１Ⅰ R7018 中国語１Ⅱ 文H,I 赤平　恵里 F311
R8205 スペイン語３Ⅰ R8206 スペイン語３Ⅱ 法M ロベルト　コルメナ　ロメロ F408 R7099 中国語２Ⅰ R7100 中国語２Ⅱ 営D 祝　振媛 F306
R9201 朝鮮語３AⅠ R9202 朝鮮語３AⅡ ― 表紙参照 富所　明秀 563 R7315 中国語３Ⅰ R7316 中国語３Ⅱ ― 文B-G 靳　耀勛 F305
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 吉岡　卓 情報実習室B(0600) R7379 中国語４Ⅰ R7380 中国語４Ⅱ ― 周　重雷 F407

Q0432 キャリアデザイン入門 ― 平林　正樹 855 R8021 スペイン語１Ⅰ R8022 スペイン語１Ⅱ 営G 岡本　年正 F301
Q1019 外国文学Ａ Q1020 外国文学Ｂ 近江屋　志穂 878A R8121 スペイン語(１)Ⅰ R8122 スペイン語(１)Ⅱ 法Y 大貫　良史 564
Q1121 倫理学Ⅰ Q1122 倫理学Ⅱ 法A-H 越部　良一 553 R9203 朝鮮語３AⅠ R9204 朝鮮語３AⅡ ― 表紙参照 富所　明秀 866
Q2193 文化人類学 Q2388 文化人類学Ｌ 法Ｉ-Ｎ 梅村　絢美 562 R9251 朝鮮語(３)Ⅰ R9252 朝鮮語(３)Ⅱ 法Ｙ 李　英美 S504
Q2363 社会学ＬＣ（宗教（宗教的なもの）と社会の関係） Q2364 社会学ＬＤ（近代社会に内在する合理化の両義性） 徐　玄九 G403 掲示 スポーツ総合演習 文：英LMN 各担当者 市ヶ谷体育
Q3263 教養化学ＬＢ（環境化学） Q3262 教養化学ＬＡ（エネルギーの科学） 中島　弘一 868A 掲示 スポーツ総合演習 文：哲AB,日E 各担当者 市ヶ谷体育

English１Ⅰ English１Ⅱ 文B,G,H, ― Q6113 芸術と人間A Q6114 芸術と人間B ― 岡村　民夫 868A
English２Ⅰ English２Ⅱ  I,N,Q,R,V.X ― Q6309 集合論Ａ Q6310 集合論Ｂ ― 安東　祐希 0706

掲示 Academic English Ⅰ 掲示 Academic English Ⅱ 法Y 各担当者 別途掲示 抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 小林　良穂 情報実習室B(0600)

R2411 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ（社会と文化の諸相を知る） R2412 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ（社会と文化の諸相を知る） 衣笠　正晃 0705 Q1013 日本文学Ａ Q1014 日本文学Ｂ 島田　雅彦 （春）G403/（秋）G402

R4007 ドイツ語１Ⅰ R4008 ドイツ語１Ⅱ 法E,S 渡辺　広佐 868B Q1017 外国文学Ａ（ヨーロッパ文学と旅） Q1018 外国文学Ｂ（ヨーロッパ文学と「変身」） Ｄ　ハイデンライヒ 563
R4215 ドイツ語３Ⅰ R4216 ドイツ語３Ⅱ ― 文F 佐藤　まり子 554 Q1153 論理学Ⅰ Q1154 論理学Ⅱ ― 菅沢　龍文 （春）G402/（秋）S407

R4297 ドイツの文化と社会LA R4298 ドイツの文化と社会LB ― 内田　俊一 0509CL Q1362 音声学Ｌ（一般音声学入門） 江村　裕文 S402
R5043 フランス語２Ⅰ R5044 フランス語２Ⅱ 法E,F 小幡　一雄 0605 Q2017 法学Ⅰ Q2018 法学Ⅱ ― 前川　佳夫 （春）G502/（秋）G201

R5215 フランス語３Ⅰ R5216 フランス語３Ⅱ ― 営A-C 山口　雅敏 F403 Q2075 心理学Ⅰ Q2076 心理学Ⅱ 法Ｓ-Ｙ 小島　弥生 G503
R5221 フランス語３Ⅰ R5222 フランス語３Ⅱ ― 営S 稲垣　正久 F502 Q2195 文化人類学 法Ｓ-Ｙ 岩原　紘伊 572
掲示 ロシア語補講１Ⅰ 掲示 ロシア語補講１Ⅱ ― 佐藤　裕子 0507 Q2386 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

R6215 ロシア語５Ⅰ R6216 ロシア語５Ⅱ ― 三神　エレーナ 0801 Q3015 教養数学Ａ Q3016 教養数学Ｂ ― 佐藤　洋祐 878B
R7007 中国語１Ⅰ R7008 中国語１Ⅱ 法K 福木　滋久 F401 Q3037 基礎数学Ⅰ Q3038 基礎数学Ⅱ 営K-M 若井　健太郎 877
R7075 中国語２Ⅰ R7076 中国語２Ⅱ 法I,J 祝　振媛 F310 Q3041 基礎数学Ⅰ Q3042 基礎数学Ⅱ 営R-U 倉田　俊彦 （春）G201/（秋）S205

R8219 スペイン語３Ⅰ R8220 スペイン語３Ⅱ ― 営D-F バリエントス　ロドリゲス　ジョン　ダビッ 860 抽選 サイエンス・ラボA 抽選 サイエンス・ラボB 文L-R 各担当者 別途掲示
R8225 スペイン語３Ⅰ R8226 スペイン語３Ⅱ ― 営K ロベルト　コルメナ　ロメロ F408 English１Ⅰ English１Ⅱ
R8271 スペイン語(３)Ⅰ R8272 スペイン語(３)Ⅱ ― 法Y ヴィラ　ヴィニャス　ラケル F402 English２Ⅰ English２Ⅱ
R9001 朝鮮語１Ⅰ R9002 朝鮮語１Ⅱ 法A-U 富所　明秀 563 R2413 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ（マスメディアで読む世界情勢） R2414 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ（マスメディアで読む世界情勢） 遠藤　郁子 F405
R9227 朝鮮語３BⅠ R9228 朝鮮語３BⅡ ― 営A-J 黒澤　朋子 F301 R4031 ドイツ語１Ⅰ R4032 ドイツ語１Ⅱ 営Q,R 高木　葉子 F501
掲示 スポーツ総合演習 ― 再履修（文営） 各担当者 市ヶ谷体育 R4283 ドイツ語表現法Ⅰ R4284 ドイツ語表現法Ⅱ ― シュミット　ウテ 0506

掲示 スポーツ総合演習 ― 再履修（文営） 各担当者 市ヶ谷体育 R5217 フランス語３Ⅰ R5218 フランス語３Ⅱ ― 営D-K 武田　昭彦 F502
Q6121 中国の民族と文化A Q6122 中国の民族と文化B ― 齋藤　勝 富士見坂遠隔講義室 R7047 中国語１Ⅰ R7048 中国語１Ⅱ 法F 赤平　恵里 F311
Q6307 確率の世界Ａ Q6308 確率の世界Ｂ ― 池田　宏一郎 S407 R7083 中国語２Ⅰ R7084 中国語２Ⅱ 法V 孫　琦 0609LL
Q6323 イオンの科学Ａ Q6324 イオンの科学Ｂ ― 向井　知大 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学（1000） R7141 中国語(１)Ⅰ R7142 中国語(１)Ⅱ 法Y 鷲巣　益美 868B
Q6501 スポーツ科学A Q6502 スポーツ科学B ― 西村　一帆 市ヶ谷体育 R7307 中国語３Ⅰ R7308 中国語３Ⅱ ― 法K 靳　耀勛 F305
Q6509 スポーツ科学A Q6510 スポーツ科学B ― 朝比奈　茂 市ヶ谷体育 R7329 中国語３Ⅰ R7330 中国語３Ⅱ ― 営E 周　重雷 F407
Q6515 スポーツ科学A Q6516 スポーツ科学B ― 小谷　究 市ヶ谷体育 R8027 スペイン語１Ⅰ R8028 スペイン語１Ⅱ 営M,N 岡本　年正 F301
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 吉岡　卓 情報実習室B(0600) R8261 スペイン語４Ⅰ R8262 スペイン語４Ⅱ ― オスノ　イジャネス　デ　ササクボ　エルマヘネス F504

Q1123 倫理学Ⅰ Q1124 倫理学Ⅱ 法I-N 佐藤　英明 （春）G502/（秋）G201 R9041 朝鮮語(１)Ⅰ R9042 朝鮮語(１)Ⅱ 法Y 富所　明秀 866
Q1221 宗教論Ⅰ Q1222 宗教論Ⅱ 営 若林　明彦 （春）G602/（秋）G402 R9229 朝鮮語３BⅠ R9230 朝鮮語３BⅡ ― 営K-U 李　英美 S504
Q1445 日本史ＬⅠ（史料で読み解く日本の中世Ⅰ） Q1446 日本史ＬⅡ（史料で読み解く日本の中世Ⅱ） 貫井　裕恵 S406 掲示 スポーツ総合演習 文：地TUV 各担当者 市ヶ谷体育
Q2001 法学Ⅰ Q2002 法学Ⅱ 法A-H 山本　圭子 S407 掲示 スポーツ総合演習 文：日FGH 各担当者 市ヶ谷体育
Q2063 マクロ経済学Ⅰ Q2064 マクロ経済学Ⅱ 営K-U 営 福田　慎 さったホール Q6107 日本芸能論Ａ Q6108 日本芸能論Ｂ ― 阿部　真弓 0605
Q2073 心理学Ⅰ Q2074 心理学Ⅱ 法I-N 櫻井　登世子 G601 Ｑ6909 教養ゼミⅠ（スペイン語圏の文化と社会を読み解く） Ｑ6910 教養ゼミⅡ（スペイン語圏の文化と社会を読み解く） ― 大西　亮 F403
Q2131 社会学Ⅰ Q2132 社会学Ⅱ 法A-N 菅野　摂子 富士見坂遠隔講義室 抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 河内谷　幸子 情報実習室B(0600)

Q2201 文化人類学 Q2392 文化人類学Ｌ 営A-J 梅村　絢美 551 Q0001 基礎ゼミⅠ 文：哲 ― 安孫子　信 F404
Q2219 社会思想Ⅰ Q2220 社会思想Ⅱ 営A-J 熊沢　敏之 G403 Q0004 基礎ゼミⅡ 文：哲 ― 菅沢　龍文 F402
Q2325 経済学ＬＡ（東アジア経済発展論） Q2326 経済学ＬＢ（中国経済発展論） 陳　文挙 552 Q0003 基礎ゼミⅠ Q0002 基礎ゼミⅡ 文：哲 ― 星野　勉 （春）F402/（秋）F404

Q2357 地理学ＬＡ Q2358 地理学ＬＢ 長沢　利明 858 Q1009 日本近・現代文学Ａ（日本近・現代文学の問題作を読む） Q1010 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
Q2361 社会学ＬＡ（「平成」の社会を考える） Q2362 社会学ＬＢ 片上　平二郎 868A Q1307 日本文学と文化LG（現代日本文学と映像表現） Q1308 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
Q2401 社会思想ＬＡ Q2402 社会思想ＬＢ 洪　貴義 573 Q2117 地理学Ⅰ Q2118 地理学Ⅱ 営A-J 長沢　利明 （春）G501/（秋）G401

Q3053 入門物理学Ａ Q3054 入門物理学Ｂ 法Ｈ-Ｎ 吉灘　好 877 Q2205 文化人類学 営Q-U 岩原　紘伊 F309
Q3093 入門生物学Ａ Q3232 教養生物学ＬＡ 水澤　博 S505 Q2396 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
Q3113 入門化学Ａ Q3114 入門化学Ｂ 法I-N 小林　令子 572 Q2221 社会思想Ⅰ Q2222 社会思想Ⅱ 営K-U 福田　名津子 858
Q5501 スポーツ総合演習Ｓ Q5502 スポーツ総合演習Ｓ 國井　和彦 市ヶ谷体育 Q3003 教養数学Ａ Q3004 教養数学Ｂ 法H-N 平田　康史 564
掲示 English３Ⅰ 掲示 English３Ⅱ ― 別途掲示 各担当者 別途掲示 Q3173 天文学Ａ Q3174 天文学Ｂ 営 下井倉　ともみ S405

R2445 English PresentationⅠ R2446 English PresentationⅡ コートランド　デイビッド　スミス S404 抽選 サイエンス・ラボA 抽選 サイエンス・ラボB 法I-N 各担当者 別途掲示
R3613 日本語４Ⅰ R3614 日本語４Ⅱ ― 文F 新谷　あゆり 866 R2381 English Reading and VocabularyⅠ R2382 English Reading and VocabularyⅡ ウォルター　カズマー S201
R3623 日本の文化と社会LA R3624 日本の文化と社会LB ― 小宮　修太郎 0901 R2401 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ（マスメディアで読む世界情勢） R2402 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ（マスメディアで読む世界情勢） 田中　邦佳 0604
R4075 ドイツ語２Ⅰ R4076 ドイツ語２Ⅱ 営C-J,L 渡辺　広佐 0507 R2443 English PresentationⅠ R2444 English PresentationⅡ ジョン　ライリー 0608
R4281 ドイツ語コミュニケーションⅠ R4282 ドイツ語コミュニケーションⅡ ― アネッテ　グルーバー 0605 R3505 日本語１Ⅰ R3506 日本語１Ⅱ 営 板井　美佐 S204
R4291 入門ドイツ語(SSI)Ⅰ R4292 入門ドイツ語(SSI)Ⅱ ※SSI生のみ ※SSI生のみ 浦田　智 F304 R3621 日本語の世界LA R3622 日本語の世界LB ― 小宮　修太郎 S401
R5007 フランス語１Ⅰ R5008 フランス語１Ⅱ 文A,B 野村　訓子 F301 R4207 ドイツ語３Ⅰ R4208 ドイツ語３Ⅱ ― 法D,E 小野間　亮子 S404
R5053 フランス語２Ⅰ R5054 フランス語２Ⅱ 文R,T,U-W 山口　雅敏 878A R7045 中国語１Ⅰ R7046 中国語１Ⅱ 営G-K 鷲巣　益美 865
R5207 フランス語３Ⅰ R5208 フランス語３Ⅱ ― 文A,B 稲垣　正久 F502 R7097 中国語２Ⅰ R7098 中国語２Ⅱ 営B,C 靳　耀勛 876
R6015 ロシア語２Ⅰ R6016 ロシア語２Ⅱ 営 土岐　康子 F408 R7109 中国語２Ⅰ R7110 中国語２Ⅱ 営O,Q 孫　琦 0609LL
R7043 中国語１Ⅰ R7044 中国語１Ⅱ 営T,U 福木　滋久 F305 R7331 中国語３Ⅰ R7332 中国語３Ⅱ ― 営F,G 周　重雷 F407
掲示 中国語補講２Ⅰ 掲示 中国語補講２Ⅱ ― 劉　光赤 0609LL R8019 スペイン語１Ⅰ R8020 スペイン語１Ⅱ 営D,E 保﨑　典子 F403

R7381 中国語４Ⅰ R7382 中国語４Ⅱ ― 祝　振媛 F403 R8063 スペイン語２Ⅰ R8064 スペイン語２Ⅱ 法K,L オスノ　イジャネス　デ　ササクボ　エルマヘネス F408
R8015 スペイン語１Ⅰ R8016 スペイン語１Ⅱ 文R-T 長谷川　悦夫 564 R8073 スペイン語２Ⅰ R8074 スペイン語２Ⅱ 文M,N 大貫　良史 F501
R8069 スペイン語２Ⅰ R8070 スペイン語２Ⅱ 法W ヴィラ　ヴィニャス　ラケル S301 R9289 朝鮮の文化と社会LA R9290 朝鮮の文化と社会LB ― 李　英美 870
R8211 スペイン語３Ⅰ R8212 スペイン語３Ⅱ ― 文B-I ロベルト　コルメナ　ロメロ F311 掲示 スポーツ総合演習 文：史PQR 各担当者 市ヶ谷体育
R9007 朝鮮語１Ⅰ R9008 朝鮮語１Ⅱ 営Ａ-H、Q-U 富所　明秀 F406 掲示 掲示 スポーツ総合演習 文：日I,心WX 各担当者 市ヶ谷体育
R9223 朝鮮語３BⅠ R9224 朝鮮語３BⅡ ― 文A-N 黒澤　朋子 F404 Q6109 身体表現論A Q6110 身体表現論B ― 深谷　公宣 S302
Q6209 人文地理学セミナーA Q6210 人文地理学セミナーB ― 高木　正 574 Q6135 教養ゼミⅠ（アラブの言語と文化A） Q6136 教養ゼミⅡ（アラブの言語と文化B） ― 江村　裕文 S403
Q6305 計算と言語のしくみ Q6306 コンピュータと数理の活用 ― 倉田　俊彦 情報実習室A(0700) Q6205 教養ゼミⅠ（グローバル経済の課題と展望Ａ） Q6206 教養ゼミⅡ（グローバル経済の課題と展望Ｂ） ― 水野　和夫 S203
Q6335 人間と地球環境 Q6336 Human Impact on the Global Environment ― 宇野　真介 868B Ｑ6401 教養ゼミⅠ（Issues in Modern Japanese Society） Ｑ6402 教養ゼミⅡ（Issues in Modern Japanese Society） ― ジェームス　ラセガード 1102
Q6523 教養ゼミⅠ（コンディショニングの理論と実践（基礎）） Q6524 教養ゼミⅡ（コンディショニングの理論と実践（応用）） ― 伊藤　マモル 市ヶ谷体育 Q6429 ドイツ語圏の文学A Q6430 ドイツ語圏の文学B ― 遠藤　浩介 F502
Ｑ6703 第三外国語としてのロシア語中級A Ｑ6704 第三外国語としてのロシア語中級B ― 三神　エレーナ 0801 Q6519 スポーツ科学A Q6520 スポーツ科学B ― 笠井　淳 市ヶ谷体育
Ｑ6819 資格中国語中級A Ｑ6820 資格中国語中級B ― 渡辺　昭太 0308LL Ｑ6611 フランス語表現法A Ｑ6612 フランス語表現法B ― 廣松　勲 F401
Ｑ6823 教養ゼミⅠ（中国の生活文化） Ｑ6824 教養ゼミⅡ（中国の生活文化） ― 岩田　和子 0504 Q0433 キャリアデザイン入門 ― 斉藤　貴久 S505
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 吉岡　卓 情報実習室B(0600) Q1001 日本古典文学Ａ（中世文学を読み解く） Q1002 日本古典文学Ｂ（中世文学を読み解く） 表　きよし （春）868A/（秋）856

Q1021 外国文学Ａ（中国古典に親しむ） Q1022 外国文学Ｂ（中国古典に親しむ） 吉井　涼子 （春）571/（秋）857 Q1065 文章論（通常クラス） Q1066 文章論（通常クラス） 法 川鍋　義一 866
Q1225 宗教論Ⅰ Q1226 宗教論Ⅱ 法 若林　明彦 G401 Q1141 論理学Ⅰ Q1142 論理学Ⅱ 法A-N 大西　正人 G403
Q1393 倫理学ＬⅠ（生命誕生に関する倫理学） Q1394 倫理学ＬⅡ（人の死の倫理学） 佐藤　英明 834 Q1185 西洋史Ⅰ Q1186 西洋史Ⅱ 法A-Y 中村　純 G503
Q2015 法学Ⅰ Q2016 法学Ⅱ 営A-D 内藤　淳 G403 Q1231 芸術Ａ Q1232 芸術Ｂ 法 武田　昭彦 574
Q2041 経済学Ⅰ Q2042 経済学Ⅱ 法A-I 法文 玉之内　直 856 Q1443 日本史ＬⅠ Q1444 日本史ＬⅡ 浜田　久美子 564
Q2355 地理学ＬＣ Q2356 地理学ＬＤ 高木　正 552 Q2005 法学Ⅰ Q2006 法学Ⅱ 法S-Y 前川　佳夫 （春）S306/（秋）G201

Q2403 社会思想ＬＡ Q2404 社会思想ＬＢ 洪　貴義 562 Q2085 心理学Ⅰ Q2086 心理学Ⅱ ― 櫻井　登世子 （春）G601/（秋）G501

Q3011 教養数学Ａ Q3012 教養数学Ｂ ― 池田　宏一郎 G601 Q2115 地理学Ⅰ Q2116 地理学Ⅱ 文P-X 米家　志乃布 G402
Q3065 入門物理学Ａ Q3066 入門物理学Ｂ 営Q-U 鈴木　裕武 561 Q2143 社会学Ⅰ Q2144 社会学Ⅱ ― 徐　玄九 （春）G602/（秋）857

Q3067 入門物理学Ａ Q3068 入門物理学Ｂ ― 吉灘　好 877 Q2203 文化人類学 営K-O 阿部　朋恒 562
Q3095 入門生物学Ａ Q3234 教養生物学ＬＡ 水澤　博 S307 Q2394 文化人類学Ｌ（今日の文化人類学） 阿部　朋恒 562
Q3121 入門化学Ａ Q3122 入門化学Ｂ 営A-J 小林　令子 572 Q2213 社会思想Ⅰ Q2214 社会思想Ⅱ 法I-Y 福田　名津子 551
掲示 English３Ⅰ 掲示 English３Ⅱ ― 別途掲示 各担当者 別途掲示 Q3001 教養数学Ａ Q3002 教養数学Ｂ 法A-G 平田　康史 （春）877/（秋）858

R3511 日本語２Ⅰ R3512 日本語２Ⅱ 法 小宮　修太郎 0601 Q3081 入門生物学Ａ Q3082 入門生物学Ｂ 法A-N 木原　章 S405
R4217 ドイツ語３Ⅰ R4218 ドイツ語３Ⅱ ― 文L 渡辺　広佐 868B 抽選 サイエンス・ラボA 抽選 サイエンス・ラボB 営K-O 各担当者 別途掲示
R4289 検定ドイツ語Ⅰ R4290 検定ドイツ語Ⅱ ― 佐々木　宗夫 F503 Q3213 発展数学ＬⅠ Q3214 発展数学ＬⅡ ― 倉田　俊彦 878B
R5281 検定フランス語（初級）Ⅰ R5282 検定フランス語（初級）Ⅱ ― 瀬戸　和子 F404 Q3222 教養物理学LA 石川　壮一 561
R6011 ロシア語２Ⅰ R6012 ロシア語２Ⅱ 法 土岐　康子 F407 R2351 ビジネス・イングリッシュⅠ R2352 ビジネス・イングリッシュⅡ ジョン　ライリー 0603
R7073 中国語２Ⅰ R7074 中国語２Ⅱ 法H ショウ　イクテイ F310 R3515 日本語２Ⅰ R3516 日本語２Ⅱ 営 山本　そのこ 868B
R7105 中国語２Ⅰ R7106 中国語２Ⅱ 営L 劉　光赤 0609LL R4223 ドイツ語３Ⅰ R4224 ドイツ語３Ⅱ ― 営A,B 小野間　亮子 860
R8003 スペイン語１Ⅰ R8004 スペイン語１Ⅱ 法K,L 敦賀　公子 573 R7103 中国語２Ⅰ R7104 中国語２Ⅱ 営F 孫　琦 0609LL
R8005 スペイン語１Ⅰ R8006 スペイン語１Ⅱ 法M 仮屋　浩子 F504 R7143 中国語(１)Ⅰ R7144 中国語(１)Ⅱ 法Y 岩田　和子 F407
R8229 スペイン語３Ⅰ R8230 スペイン語３Ⅱ ― 営O-Q ロベルト　コルメナ　ロメロ F311 R7301 中国語３Ⅰ R7302 中国語３Ⅱ ― 法G 王　翠莉 F302
R8265 スペイン語４Ⅰ R8266 スペイン語４Ⅱ ― 長谷川　悦夫 564 R7377 中国語４Ⅰ R7378 中国語４Ⅱ ― 余　瀾 F504
Q6137 異文化コミュニケーション論A Q6138 異文化コミュニケーション論B ― 山本　そのこ F305 R8011 スペイン語１Ⅰ R8012 スペイン語１Ⅱ 文B-I 保﨑　典子 F305

Q6208 福祉社会論Ｂ ― 菅野　摂子 S502 R8075 スペイン語２Ⅰ R8076 スペイン語２Ⅱ 文R-T オスノ　イジャネス　デ　ササクボ　エルマヘネス F408
Q6325 光と色の科学Ａ Q6326 光と色の科学Ｂ ― 中島　弘一 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学（1000） 掲示 スペイン語補講２Ⅰ 掲示 スペイン語補講２Ⅱ ― 長谷川　悦夫 F311
Q6421 第三外国語としてのドイツ語A Q6422 第三外国語としてのドイツ語B ― 笠原　賢介 870 R9005 朝鮮語１Ⅰ R9006 朝鮮語１Ⅱ 文P-X、営J-O 富所　明秀 876
Q1161 東洋史Ⅰ Q1162 東洋史Ⅱ 法Ａ-Ｎ 齋藤　勝 G403 抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 岡嶋　裕史 情報実習室B(0600)

Q1411 論理学ＬⅠ（論理的読解のトレーニング） Q1412 論理学ＬⅡ（批判的思考のトレーニング） 佐々木　護 553 Q6001 第三外国語としての朝鮮語A Q6002 第三外国語としての朝鮮語B ― 神谷　丹路 F503
Q2003 法学Ⅰ Q2004 法学Ⅱ 法I-N 内藤　淳 877 Q6221 グローバル社会の地域研究A Q6222 グローバル社会の地域研究B ― 片岡　義晴 875
Q2111 地理学Ⅰ Q2112 地理学Ⅱ 法 高木　正 S307 Q6423 ドイツ語コミュニケーション中級A Q6424 ドイツ語コミュニケーション中級B ― シュミット　ウテ S501
Q2145 社会学Ⅰ Q2146 社会学Ⅱ 徐　玄九 S405 Q0434 キャリアデザイン入門 ― 斉藤　貴久 S505
Q2197 文化人類学 文A-N 長沢　利明 S505 Q0451 キャリアデザイン応用 平林　正樹 S505

Q2384 文化人類学Ｌ 長沢　利明 S505 Q0503 法政学の探究ＬＢ 古俣　達郎 S201
Q3057 入門物理学Ａ Q3058 入門物理学Ｂ 文Ａ-Ｎ 鈴木　裕武 561 Q1063 文章論 Q1064 文章論 ※主に留学生 ※主に留学生 川鍋　義一 F308
Q3183 科学史Ａ Q3184 科学史Ｂ 文 大橋　由紀夫 572 Q1181 西洋史Ⅰ Q1182 西洋史Ⅱ 文P-X 中村　純 （春）G602/（秋）S305

Q5451 健康の科学ＬＡ Q5452 健康の科学ＬＢ 清野　諭 G601 Q1381 哲学ＬⅠ Q1382 哲学ＬⅡ 大西　正人 G502
掲示 English３Ⅰ 掲示 English３Ⅱ ― 別途掲示 各担当者 別途掲示 Q1441 日本史ＬⅠ（（近世社会の成立と確立）） Q1442 日本史ＬⅡ（（近世の庶民文化）） 横濵　文孝 878A

R4051 ドイツ語２Ⅰ R4052 ドイツ語２Ⅱ 法A 佐々木　宗夫 F503 Q1451 宗教論ＬⅠ（宗教学と世俗化論） Q1452 宗教論ＬⅡ（宗教の哲学の歴史） 須藤　孝也 573
R5001 フランス語１Ⅰ R5002 フランス語１Ⅱ 法D 瀬戸　和子 F404 Q2137 社会学Ⅰ Q2138 社会学Ⅱ 文P-X 塚田　修一 858
R6205 ロシア語３Ⅰ R6206 ロシア語３Ⅱ ― 営 土岐　康子 F407 Q2209 文化人類学 ― 阿部　朋恒 562
R7041 中国語１Ⅰ R7042 中国語１Ⅱ 営R,S 大野　広之 0509CL Q2400 文化人類学Ｌ（今日の文化人類学） 阿部　朋恒 562
R7095 中国語２Ⅰ R7096 中国語２Ⅱ 文X 劉　光赤 S202 Q3083 入門生物学Ａ Q3084 入門生物学Ｂ 法S-Y 木原　章 S405
R8031 スペイン語１Ⅰ R8032 スペイン語１Ⅱ 営T,U 長谷川　悦夫 564 Q3119 入門化学Ａ Q3120 入門化学Ｂ 文P-X 御代川　貴久夫 S407
R8231 スペイン語３Ⅰ R8232 スペイン語３Ⅱ ― 営T,U 仮屋　浩子 F302 R4065 ドイツ語２Ⅰ R4066 ドイツ語２Ⅱ 文F Ｄ　ハイデンライヒ 572
R9003 朝鮮語１Ⅰ R9004 朝鮮語１Ⅱ 文A-N 高橋　梓 879 R5021 フランス語１Ⅰ R5022 フランス語１Ⅱ 営B,C 武田　昭彦 879
掲示 ドイツ語補講１Ⅰ 掲示 ドイツ語補講１Ⅱ ― 佐々木　宗夫 F503 R7327 中国語３Ⅰ R7328 中国語３Ⅱ ― 営D 王　翠莉 F302
掲示 スポーツ総合演習 掲示 スポーツ総合演習 ― 再履修（文営） （春）朝比奈　茂/（秋）竹内　洋輔 市ヶ谷体育 R7337 中国語３Ⅰ R7338 中国語３Ⅱ ― 営O,Q 余　瀾 F503

R8203 スペイン語３Ⅰ R8204 スペイン語３Ⅱ ― 法K,L 長谷川　悦夫 F311
R8217 スペイン語３Ⅰ R8218 スペイン語３Ⅱ ― 文U-X 大貫　良史 F407
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 岡嶋　裕史 情報実習室B(0600)

Q6133 キリスト教思想史A Q6134 キリスト教思想史B ― 酒井　健 0609LL
Q3125 入門化学Ａ Q3126 入門化学Ｂ 御代川　貴久夫 F304

別途掲示

時限 担当者 教室
指定学部学年クラス 指定学部学年クラス

担当者 教室 時限
春学期

各担当者―
1時限

9:00
|

10:40
1時限

9:00
|

10:40

別途掲示

掲示

別途掲示

6時限
18:35

|
20:15

掲示 掲示 営A-J2時限

10:50
|

12:30

3時限

13:10
|

14:50

各担当者

4時限

15:00
|

16:40

5時限

16:50
|

18:30

ＩＬＡＣ科目・総合科目時間割表     法・文・経営学部
    2017年度以降入学者用

秋学期 春学期 秋学期

月 火

6時限
18:35

|
20:15

営K-U ―掲示 掲示掲示 各担当者 別途掲示

4時限

15:00
|

16:40

5時限

16:50
|

18:30

掲示 掲示 各担当者

2時限

10:50
|

12:30

3時限

13:10
|

14:50
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