
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

Q0005 基礎ゼミⅠ 文：英 ― 小島　尚人 573 English１Ⅰ English１Ⅱ
Q0007 基礎ゼミⅠ 文：英 ― 結城　英雄 869 English２Ⅰ English２Ⅱ
Q0029 基礎ゼミⅠ Q0030 基礎ゼミⅡ 文：心 ― 藤田　哲也 F303 R4013 ドイツ語１Ⅰ R4014 ドイツ語１Ⅱ 文B-E 外山　知子 S403
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 名児耶　厚 情報実習室B(0600) R4017 ドイツ語１Ⅰ R4018 ドイツ語１Ⅱ 文F 坪谷　準治 0606

Q0435 キャリアデザイン入門 ― 徳山　誠 さったホール R4023 ドイツ語１Ⅰ R4024 ドイツ語１Ⅱ 文T-W 高橋　泰雄 F306
Q1125 倫理学Ⅰ Q1126 倫理学Ⅱ 営A-J,法Y 伊藤　直樹 G401 R5011 フランス語１Ⅰ R5012 フランス語１Ⅱ 文M 弓　彰 F305
Q1147 論理学Ⅰ Q1148 論理学Ⅱ 営A-J 鵜澤　和彦 564 R7019 中国語１Ⅰ R7020 中国語１Ⅱ 文L-P 青木　正子 F405
Q2141 社会学Ⅰ Q2142 社会学Ⅱ 営K-U 橋本　みゆき 563 R7021 中国語１Ⅰ R7022 中国語１Ⅱ 文Q 倉持　貴文 F404
Q3055 入門物理学Ａ Q3056 入門物理学Ｂ 法Ｓ-Ｙ 井坂　政裕 867 R7025 中国語１Ⅰ R7026 中国語１Ⅱ 文X 大野　広之 0309CL
Q3089 入門生物学Ａ Q3090 入門生物学Ｂ 営K-U、 宇野　真介 834 R7035 中国語１Ⅰ R7036 中国語１Ⅱ 営L 篠田　幸夫 富士見坂遠隔講義室

English１Ⅰ English１Ⅱ 文B,G,H, R7085 中国語２Ⅰ R7086 中国語２Ⅱ 文B-G 周　重雷 F504
English２Ⅰ English２Ⅱ  I,N,Q,R,V.X R7101 中国語２Ⅰ R7102 中国語２Ⅱ 営E 薬　会 F503

R4101 ドイツ語(１)Ⅰ R4102 ドイツ語(１)Ⅱ 法Y 岡本　雅克 0501 R7113 中国語２Ⅰ R7114 中国語２Ⅱ 営T,U 山下　輝彦 F501
R5019 フランス語１Ⅰ R5020 フランス語１Ⅱ 営L,M-R　 楠本　重行 F406 R7339 中国語３Ⅰ R7340 中国語３Ⅱ ― 営R,S 康　鴻音 F502
R5045 フランス語２Ⅰ R5046 フランス語２Ⅱ 法T ヴァリエンヌ　コリンヌ F403 R8065 スペイン語２Ⅰ R8066 スペイン語２Ⅱ 法M 塩﨑　公靖 F408
R5209 フランス語３Ⅰ R5210 フランス語３Ⅱ ― 文E,F 村松　マリ＝エマニュエル 0609LL R8221 スペイン語３Ⅰ R8222 スペイン語３Ⅱ ― 営G 若林　大我 F406
R7005 中国語１Ⅰ R7006 中国語１Ⅱ 法I,J 野村　英登 F308 掲示 スペイン語補講１Ⅰ 掲示 スペイン語補講１Ⅱ ― 佐々木　直美 F407
R7013 中国語１Ⅰ R7014 中国語１Ⅱ 法V 千野　明日香 F302 Q0437 キャリアデザイン入門 ― 齋藤　典子 S407
R8007 スペイン語１Ⅰ R8008 スペイン語１Ⅱ 法N-V 渡部　哲郎 F405 Q0454 キャリアデザイン応用 平林　正樹 S407
R8023 スペイン語１Ⅰ R8024 スペイン語１Ⅱ 営F,H,J 若林　大我 F504 Q1003 日本古典文学Ａ（かぐや姫の「実像」） Q1004 日本古典文学Ｂ（平安貴族の「優雅な（？）」生活） 園　明美 S306
R8061 スペイン語２Ⅰ R8062 スペイン語２Ⅱ 法I,J 大貫　良史 F503 Q1103 哲学Ⅰ Q1104 哲学Ⅱ 営J-U 大西　正人 S205
R8131 スペイン語(２)Ⅰ R8132 スペイン語(２)Ⅱ 法Y バリエントス　ロドリゲス　ジョン　ダビッ F407 Q2049 経済学Ⅰ Q2050 経済学Ⅱ 文P-X 法文 玉之内　直 F309
Q6329 ＩＴリテラシー Q6330 コンピュータ科学 ― 児玉　靖司 S403 English１Ⅰ English１Ⅱ
Q0009 基礎ゼミⅠ 文：英 ― 山下　敦 869 English２Ⅰ English２Ⅱ
Q0031 基礎ゼミⅠ Q0032 基礎ゼミⅡ 文：心 ― 藤田　哲也 F303 R4005 ドイツ語１Ⅰ R4006 ドイツ語１Ⅱ 法CD 坪谷　準治 0606
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 名児耶　厚 情報実習室B(0600) R4019 ドイツ語１Ⅰ R4020 ドイツ語１Ⅱ 文L 外山　知子 S403

Q0436 キャリアデザイン入門 ― 徳山　誠 さったホール R4027 ドイツ語１Ⅰ R4028 ドイツ語１Ⅱ 営C-J,L 高橋　泰雄 F306
Q1061 文章論（簡潔な文章を書く） 営 浅沼　博 865 R4079 ドイツ語２Ⅰ R4080 ドイツ語２Ⅱ 営Q,R 畠山　勝彦 F311
Q1133 倫理学Ⅰ Q1134 倫理学Ⅱ 営K-U 越部　良一 878A R5251 フランス語(３)Ⅰ R5252 フランス語(３)Ⅱ ― 法Y 弓　彰 F305
Q1313 外国文学と文化ＬＥ Q1314 外国文学と文化ＬＦ 大﨑　さやの （春）564/（秋）554 R7023 中国語１Ⅰ R7024 中国語１Ⅱ 文U,V 篠田　幸夫 富士見坂遠隔講義室
Q1397 倫理学LⅠ Q1398 倫理学LⅡ 伊藤　直樹 G403 R7027 中国語１Ⅰ R7028 中国語１Ⅱ 営B,C 千野　明日香 F402
Q2061 マクロ経済学Ⅰ Q2062 マクロ経済学Ⅱ 営A-J 営 平田　英明 834 R7029 中国語１Ⅰ R7030 中国語１Ⅱ 営D 大野　広之 0309CL
Q2173 政治学Ⅰ Q2174 政治学Ⅱ 営K-O 岡﨑　加奈子 （春）857/（秋）S407 R7033 中国語１Ⅰ R7034 中国語１Ⅱ 営F 倉持　貴文 F404
Q3017 教養数学Ａ Q3018 教養数学Ｂ ― 佐藤　洋祐 868A R7037 中国語１Ⅰ R7038 中国語１Ⅱ 営M,N 青木　正子 F405
Q3063 入門物理学Ａ Q3064 入門物理学Ｂ 営Ｋ-Ｏ 井坂　政裕 （春）574 R7115 中国語２Ⅰ R7116 中国語２Ⅱ 営G-K 山下　輝彦 F501

(秋)富士見坂遠隔講義室 R7117 中国語２Ⅰ R7118 中国語２Ⅱ 法F 薬　会 F503
Q3087 入門生物学Ａ Q3088 入門生物学Ｂ 営A-J 宇野　真介 S307 R7151 中国語(２)Ⅰ R7152 中国語(２)Ⅱ 法Y 康　鴻音 F502
Q3221 教養物理学LA 石川　壮一 867 R7153 中国語(２)Ⅰ R7154 中国語(２)Ⅱ 法Y 周　重雷 F504
R0805 入門英語(SSI)Ⅰ R0806 入門英語(SSI)Ⅱ ※SSI生のみ ※SSI生のみ 須藤　祐二 F301 R8025 スペイン語１Ⅰ R8026 スペイン語１Ⅱ 営K 若林　大我 F406

English１Ⅰ English１Ⅱ 文A,E,F, R8091 スペイン語２Ⅰ R8092 スペイン語２Ⅱ 営T,U 塩﨑　公靖 F408
English２Ⅰ English２Ⅱ  L,M,P,T,U,W R8123 スペイン語(１)Ⅰ R8124 スペイン語(１)Ⅱ 法Y 保﨑　典子 F302

R2395 English Academic WritingⅠ R2396 English Academic WritingⅡ アラン　ニコルス　マイケル 0802 R4243 ドイツ語４Ⅰ R4244 ドイツ語４Ⅱ ― 外山　知子 S403
R2407 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ（マスメディアで読む世界情勢） R2408 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ（マスメディアで読む世界情勢） 余田　剛 0506 掲示 English１Ⅰ（補講） 掲示 English１Ⅱ（補講） ― 別途掲示 各担当者 別途掲示
R2485 英語検定試験対策Ⅰ R2486 英語検定試験対策Ⅱ 野崎　将俊 S502 掲示 English２Ⅰ（補講） 掲示 English２Ⅱ（補講） ― 別途掲示 各担当者 別途掲示
R4053 ドイツ語２Ⅰ R4054 ドイツ語２Ⅱ 法B 渡辺　国彦 F501
R4073 ドイツ語２Ⅰ R4074 ドイツ語２Ⅱ 営A,B 岡本　雅克 0501
R5243 フランス語４Ⅰ R5244 フランス語４Ⅱ ― ヴァリエンヌ　コリンヌ F403 掲示 English１Ⅰ（補講） 掲示 English１Ⅱ（補講） ― 別途掲示 各担当者 別途掲示
R5275 フランス語視聴覚（入門）Ⅰ R5276 フランス語視聴覚（入門）Ⅱ ― 村松　マリ＝エマニュエル 0508LL 掲示 English２Ⅰ（補講） 掲示 English２Ⅱ（補講） ― 別途掲示 各担当者 別途掲示
R7039 中国語１Ⅰ R7040 中国語１Ⅱ 営O,Q 野村　英登 0505
掲示 中国語補講１Ⅰ 掲示 中国語補講１Ⅱ ― 千野　明日香 F302

R7311 中国語３Ⅰ R7312 中国語３Ⅱ ― 法U 廣野　行雄 876
R7323 中国語３Ⅰ R7324 中国語３Ⅱ ― 文U,V 馬　挺 F406
R7445 中国語の世界ＬＡ R7446 中国語の世界ＬＢ 渡辺　大 0706
R8009 スペイン語１Ⅰ R8010 スペイン語１Ⅱ 法W 若林　大我 F504
R8029 スペイン語１Ⅰ R8030 スペイン語１Ⅱ 営O-Q 渡部　哲郎 F405
R8081 スペイン語２Ⅰ R8082 スペイン語２Ⅱ 営G バリエントス　ロドリゲス　ジョン　ダビッ F407
R8209 スペイン語３Ⅰ R8210 スペイン語３Ⅱ ― 法W オスノ　イジャネス　デ　ササクボ　エルマヘネス F305
R8273 スペイン語(３)Ⅰ R8274 スペイン語(３)Ⅱ ― 法Y 大貫　良史 F503
R8303 時事スペイン語Ⅰ R8304 時事スペイン語Ⅱ ― 佐々木　直美 F507
Q6129 教養ゼミⅠ（在日朝鮮人の歴史Ａ） Q6130 教養ゼミⅡ（在日朝鮮人の歴史Ｂ） ― 神谷　丹路 F505
Q6301 自然環境のしくみとその変貌Ａ Q6302 自然環境のしくみとその変貌Ｂ ― 加藤　美雄 0805
Q6521 スポーツ科学A Q6522 スポーツ科学B ― 笠井　淳 市ヶ谷体育
Q0011 基礎ゼミⅠ 文：英 ― 山下　敦 875
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 名児耶　厚 情報実習室B(0600)

Q1062 文章論 法 西元　康雅 0805
Q1131 倫理学Ⅰ Q1132 倫理学Ⅱ 法S-W 森村　修 562
Q1209 日本史Ⅰ Q1210 日本史Ⅱ 営K-U 小口　雅史 （春）857/（秋）S305
Q1303 日本文学と文化ＬＣ（日本仏教と能楽） Q1304 日本文学と文化ＬＤ（日本仏教と能楽） 今泉　隆裕 （春）573/（秋）574
Q1309 外国文学と文化ＬＡ（西洋の芸術家小説（絵画篇）） Q1310 外国文学と文化ＬＢ（西洋の芸術家小説（文学篇）） 篠原　学 856
Q1315 文学と社会ＬＡ（日本文学と民俗） Q1316 文学と社会ＬＢ（日本文学と民俗） 梶　裕史 855
Q2009 法学Ⅰ Q2010 法学Ⅱ 営E-J 石川　澄雄 S407
Q2171 政治学Ⅰ Q2172 政治学Ⅱ 営A-J 面　一也 571
Q2321 経済学ＬＡ（ミクロ(マイクロ)経済学とマクロ経済学の基礎） Q2322 経済学ＬＢ（観光経済学） 中平　千彦 878B
Q3117 入門化学Ａ Q3118 入門化学Ｂ 営K-U 中田　和秀 S405
抽選 サイエンス・ラボA 抽選 サイエンス・ラボB 営A-J 各担当者 別途掲示
掲示 English３Ⅰ 掲示 English３Ⅱ ― 別途掲示 各担当者 別途掲示

R2409 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ（マスメディアで読む世界情勢） R2410 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ（マスメディアで読む世界情勢） 高根　広大 0610
R4011 ドイツ語１Ⅰ R4012 ドイツ語１Ⅱ 文A 渡辺　国彦 F501
R4209 ドイツ語３Ⅰ R4210 ドイツ語３Ⅱ ― 法S 天沼　春樹 F408
R7081 中国語２Ⅰ R7082 中国語２Ⅱ 法U 馬　挺 F403
R8017 スペイン語１Ⅰ R8018 スペイン語１Ⅱ 文U-X 佐藤　麻里乃 870
R8071 スペイン語２Ⅰ R8072 スペイン語２Ⅱ 文B-I 大貫　良史 F305
R8263 スペイン語４Ⅰ R8264 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 F307
掲示 スペイン語補講１Ⅰ 掲示 スペイン語補講１Ⅱ ― 若林　大我 F303

Q6125 古代日本･中国の法と社会A Q6126 古代日本･中国の法と社会B ― 岡野　浩二 868A
Q6213 政治思想Ａ Q6214 政治思想Ｂ ― 福田　名津子 0601
Q6517 スポーツ科学A Q6518 スポーツ科学B ― 中澤　史 市ヶ谷体育
Ｑ6615 検定フランス語（中・上級）A Ｑ6616 検定フランス語（中・上級）B ― 杉村　裕史 S204
Ｑ6801 第三外国語としての中国語A Ｑ6802 第三外国語としての中国語B ― 廣野　行雄 876
Ｑ6821 資格中国語上級A Ｑ6822 資格中国語上級B ― 康　鴻音 F405
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 名児耶　厚 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 星　善光 情報実習室D(0400)

Q1070 文章論 西元　康雅 0905
Q1097 哲学Ⅰ Q1098 哲学Ⅱ 文A-I 山口　誠一 S406
Q1169 東洋史Ⅰ Q1170 東洋史Ⅱ 営Ｋ-U 芦沢　知絵 （春）S405/（秋）G601
Q1203 日本史Ⅰ Q1204 日本史Ⅱ 営A-J 小口　雅史 856
Q1391 倫理学ＬⅠ Q1392 倫理学ＬⅡ 森村　修 562

（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） （法と感情の倫理――ケアのグローバル倫理）

Q2033 法学（日本国憲法） Q2034 法学（日本国憲法） 石川　澄雄 さったホール
Q3175 天文学Ａ Q3176 天文学Ｂ 文 福島　登志夫 G501
抽選 サイエンス・ラボA 抽選 サイエンス・ラボB 文T-X 各担当者 別途掲示
掲示 English３Ⅰ 掲示 English３Ⅱ ― 別途掲示 各担当者 別途掲示

R2451 英語アカデミック・リーディングⅠ R2452 英語アカデミック・リーディングⅡ 岩崎　博 S204
R4213 ドイツ語３Ⅰ R4214 ドイツ語３Ⅱ ― 文B-E 天沼　春樹 868B
R4219 ドイツ語３Ⅰ R4220 ドイツ語３Ⅱ ― 文P 長倉　誠一 F311
R4295 ドイツ語の世界ＬＡ R4296 ドイツ語の世界ＬＢ Ｄ　ハイデンライヒ 561
R5211 フランス語３Ⅰ R5212 フランス語３Ⅱ ― 文M,N 杉村　裕史 S401
R5241 フランス語４Ⅰ R5242 フランス語４Ⅱ ― 森本　文彦 F501
R5291 フランスの文化と社会LA R5292 フランスの文化と社会LB ― 篠原　学 877
R6243 ロシアの文化と社会LA R6244 ロシアの文化と社会LB ― （春）佐藤　千登勢/（秋）小西　昌隆 G401
R7317 中国語３Ⅰ R7318 中国語３Ⅱ ― 文H,I 馬　挺 F403
R7319 中国語３Ⅰ R7320 中国語３Ⅱ ― 文L-P 沈　小南 F306
R7431 中国語作文初級Ⅰ R7432 中国語作文初級Ⅱ ― 康　鴻音 F405
R8079 スペイン語２Ⅰ R8080 スペイン語２Ⅱ 営D,E 大貫　良史 F305
R8087 スペイン語２Ⅰ R8088 スペイン語２Ⅱ 営M,N 佐藤　麻里乃 876
G0011 朝鮮語２Ⅰ G0012 朝鮮語２Ⅱ 法V-W 神谷　丹路 F504
Q6103 教養ゼミⅠ（文芸創作の実践A） Q6104 教養ゼミⅡ（文芸創作の実践B） ― 藤村　耕治 0701
Q6115 仏教思想論A Q6116 仏教思想論B ― 計良　隆世 857
Q6123 ギリシヤの文化と社会A Q6124 ギリシヤの文化と社会B ― 中村　純 858
Q6219 沖縄を考えるA Q6220 沖縄を考えるB ― 中俣　均 Ｇ503
Q6317 教養ゼミⅠ（自然史） Q6318 教養ゼミⅡ（自然史） ― 島野　智之 0705
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅱ 星　善光 情報実習室D(0400)

Q0501 法政学への招待 髙栁　俊男・小林ふみ子 S305
Q0504 法政学の探究ＬＡ 髙栁　俊男・古俣　達郎 F406

Q1069 文章論 西元　康雅 0903
Q1107 哲学Ⅰ Q1108 哲学Ⅱ 文Ｌ-Ｎ 越部　良一 877
Q1165 東洋史Ⅰ Q1166 東洋史Ⅱ 文P-X 芦沢　知絵 G503
Q1187 西洋史Ⅰ Q1188 西洋史Ⅱ 営A-U 中村　純 S405
Q1235 芸術Ａ Q1236 芸術Ｂ 営 福島　由美 0300（ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｽﾀｼﾞｵ）

Q1311 外国文学と文化ＬＣ（漢詩を作る） Q1312 外国文学と文化ＬＤ（漢詩を作る） 日原　傳 856
Q3171 天文学Ａ Q3172 天文学Ｂ 法 福島　登志夫 G601
Q5453 健康の科学ＬＡ Q5454 健康の科学ＬＢ 谷本　都栄 G501
掲示 English３Ⅰ 掲示 English３Ⅱ ― 別途掲示 各担当者 別途掲示

R4205 ドイツ語３Ⅰ R4206 ドイツ語３Ⅱ ― 法C 長倉　誠一 F311
R4285 ドイツ語視聴覚Ⅰ R4286 ドイツ語視聴覚Ⅱ ― Ｄ　ハイデンライヒ 561
R5047 フランス語２Ⅰ R5048 フランス語２Ⅱ 文A,B 森本　文彦 F501
R5057 フランス語２Ⅰ R5058 フランス語２Ⅱ 営D-K 杉村　裕史 S401
R6013 ロシア語２Ⅰ R6014 ロシア語２Ⅱ 文 土岐　康子 F301
R6203 ロシア語３Ⅰ R6204 ロシア語３Ⅱ ― 文 佐藤　裕子 868A
R7309 中国語３Ⅰ R7310 中国語３Ⅱ ― 法L 馬　挺 F403
R9025 朝鮮語２Ⅰ R9026 朝鮮語２Ⅱ 文P-X、営J-O 神谷　丹路 F504
R9241 朝鮮語４AⅠ R9242 朝鮮語４AⅡ ― 表紙参照 梁　禮先 S303
掲示 フランス語補講２Ⅰ 掲示 フランス語補講２Ⅱ ― 森本　文彦 F501

6時限
18:35

|
20:15

1時限

9:00
|

10:40

2時限

10:50
|

12:30

1時限

9:00
|

10:40

5時限

16:50
|

18:30

3時限

13:10
|

14:50

4時限

15:00
|

16:40

― 各担当者 別途掲示

教室

金 土

時限
春学期 秋学期

担当者担当者
秋学期春学期

時限

    2017年度以降入学者用
ＩＬＡＣ科目・総合科目時間割表

教室

    法・文・経営学部

指定学部学年クラス 指定学部学年クラス

別途掲示

2時限

10:50
|

12:30

4時限
15:00

|
16:40

3時限
13:10

|
14:50

掲示 掲示 法A-I ― 各担当者

各担当者 別途掲示―掲示掲示

掲示 掲示

掲示 別途掲示各担当者―法J-N,S-W掲示
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