
Ⅴ．学部提供全学オープン科目一覧
政治経済学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

独語（初級）α 入門 長谷川 悦朗 他 秋学期
水３時限
月２時限

早稲田 ２ ２年以上

独語（上級）α 01組 生駒 美喜 他 春学期
木４時限
月５時限

早稲田 ２ ３年以上

独語（上級）β 01組 生駒 美喜 他 秋学期
木２時限
月４時限

早稲田 ２ ３年以上

仏語（初級）α 入門 岡本 健 他 秋学期
水５時限
金３時限

早稲田 ２ ２年以上

仏語（準上級）β 01組 沖田 吉穗 他 秋学期
木４時限
火４時限

早稲田 ２ ３年以上

仏語（上級）α 01組 沖田 吉穗 他 春学期
金４時限
木４時限

早稲田 ２ ３年以上

仏語（上級）β 01組 篠原 洋治 他 秋学期
月４時限
木５時限

早稲田 ２ ３年以上

露語（初級）α 入門 木村 英明 他 秋学期
火３時限
水４時限

早稲田 ２ ２年以上

露語（準上級）α 01組 長與 進 他 春学期
月５時限
木４時限

早稲田 ２ ３年以上

露語（準上級）β 01組 長與 進 他 秋学期
月５時限
木４時限

早稲田 ２ ３年以上

中国語（初級）α 入門 大久保 洋子 他 秋学期
水４時限
木５時限

早稲田 ２ ２年以上

中国語（上級）α 01組 齊藤 泰治 他 春学期
月４時限
金４時限

早稲田 ２ ３年以上

中国語（上級）β 01組 齊藤 泰治 他 秋学期
月４時限
金４時限

早稲田 ２ ３年以上

西語（初級）α 入門 藤本 愛 他 秋学期
金５時限
月４時限

早稲田 ２ ２年以上

西語（準上級）α 01組 渕上 英二 他 春学期
火４時限
金４時限

早稲田 ２ ３年以上

西語（準上級）β 01組 渕上 英二 他 秋学期
火４時限
金４時限

早稲田 ２ ３年以上

日本政治論入門 01 吉野 孝 秋学期 月５時限 早稲田 ２ １年以上

政治学原論 01 吉野 孝 春学期
月３時限
木３時限

早稲田 ４ ２年以上

政治理論史 01 佐藤 正志 秋学期
月３時限
木３時限

早稲田 ４ ２年以上

政治コミュニケーション論A 01 谷藤 悦史 春クォーター
月２時限
木２時限

早稲田 ２ ２年以上

政治コミュニケーション論B 01 谷藤 悦史 夏クォーター
月２時限
木２時限

早稲田 ２ ２年以上

憲法 01 川岸 令和 春学期
月１時限
木１時限

早稲田 ４ ２年以上

計量政治学 01 浅野 正彦 春学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

計量政治学 02 浅野 正彦 秋学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

計量政治学 03 浅野 正彦 秋学期 火４時限 早稲田 ２ ２年以上

比較政治学 01 久保 慶一 秋学期
火３時限
木３時限

早稲田 ４ ２年以上

国際開発論 01 坪井 善明 秋学期
月２時限
火１時限

早稲田 ４ ２年以上

日本政治史 01 佐々木 雄一 春学期
火２時限
火３時限

早稲田 ４ ２年以上

西洋政治史 01 仲内 英三 春学期
月３時限
木３時限

早稲田 ４ ２年以上

国際機構論Ⅰ 01 中村 英俊 春学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

国際機構論Ⅱ 01 中村 英俊 秋学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

国際政治学 01 栗崎 周平 春学期
月２時限
月３時限

早稲田 ４ ２年以上

国際社会関係論 01 都丸 潤子 春学期
火２時限
金２時限

早稲田 ４ ２年以上

国際政治史 01 田中 孝彦 春学期
火１時限
火２時限

早稲田 ４ ２年以上

日本外交論 01 コン ヨンソク 秋学期 木５時限 早稲田 ２ ２年以上

行政学 01 縣 公一郎 秋学期
フルオンデマンド
フルオンデマンド

早稲田 ４ ２年以上

公共政策論 01 風間 規男 秋学期
金３時限
金４時限

早稲田 ４ ２年以上

政治過程論 01 荒井 紀一郎 秋学期
金４時限
金５時限

早稲田 ４ ３年以上

現代政治理論 01 谷澤 正嗣 秋学期
火５時限
金５時限

早稲田 ４ ３年以上

日本政治思想史 01 遠藤 正敬 春学期
水３時限
木３時限

早稲田 ４ ３年以上

国際政治思想 01 押村 高 春学期 火２時限 早稲田 ２ ３年以上

地域研究（東アジア史） 01 土田 哲夫 春学期 木１時限 早稲田 ２ ３年以上

地域研究（東アジアと日本政治思想） 01 紀 旭峰 秋学期 火２時限 早稲田 ２ ３年以上

地域研究（東アジア政治） 01 唐 亮 春学期 月４時限 早稲田 ２ ３年以上

地域研究（台湾地域研究論） 01 若林 正丈 春学期 木２時限 早稲田 ２ ３年以上

国際行政学 01 福田 耕治 秋学期
火３時限
木３時限

早稲田 ４ ３年以上

地方自治論 01 小原 隆治 春学期
月２時限
木２時限

早稲田 ４ ３年以上

ミクロ経済学入門 01 荻沼 隆 他 春学期
火１時限
金１時限

早稲田 ２ １年以上

政治経済学部生が優先して登録されます
ミクロ経済学入門 02 荻沼 隆 他 春学期

火１時限
土１時限

早稲田 ２ １年以上

ミクロ経済学入門 03 荻沼 隆 他 春学期
火１時限
土２時限

早稲田 ２ １年以上

ミクロ経済学入門 04 井上 智洋 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

マクロ経済学入門 01 清水 和巳 他 秋学期
火１時限
金１時限

早稲田 ２ １年以上

政治経済学部生が優先して登録されます
マクロ経済学入門 02 清水 和巳 他 秋学期

火１時限
土１時限

早稲田 ２ １年以上

マクロ経済学入門 03 清水 和巳 他 秋学期
火１時限
土２時限

早稲田 ２ １年以上

マクロ経済学入門 04 井上 智洋 春学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

経済史入門Ａ 01 本野 英一 春学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

経済史入門Ａ 02 川崎 亜紀子 春学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

経済史入門Ｂ 01 川口 浩 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

経済史入門Ｂ 02 鎮目 雅人 秋学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

ゲーム理論入門 01 小西 秀樹 秋学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

政治経済学部生が優先して登録されますゲーム理論入門 02 荒木 一法 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

ゲーム理論入門 03 和光 純 春学期 土２時限 早稲田 ２ １年以上

統計学 01 西郷 浩 春学期 火１時限 早稲田 ２ １年以上

統計学 02 野口 和也 秋学期 月１時限 早稲田 ２ １年以上

ミクロ経済学Ａ 01 永田 良 春学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

政治経済学部生が優先して登録されます
ミクロ経済学Ａ 02 笠松 学 春学期 火２時限 早稲田 ２ ２年以上

ミクロ経済学Ａ 03 荒木 一法 春学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

ミクロ経済学Ａ 04 荻沼 隆 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

マクロ経済学Ａ 02 笠松 学 春学期 金３時限 早稲田 ２ ２年以上

政治経済学部生が優先して登録されますマクロ経済学Ａ 03 笹倉 和幸 春学期 火２時限 早稲田 ２ ２年以上

マクロ経済学Ａ 04 笹倉 和幸 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

ゲーム理論 01 船木 由喜彦 秋学期
月２時限
木２時限

早稲田 ４ ２年以上

経済統計 01 野口 和也 春学期
月１時限
木１時限

早稲田 ４ ２年以上

日本経済史 01 川口 浩 春学期
木２時限
金２時限

早稲田 ４ ２年以上

西洋経済史 02 内田 日出海 秋学期
月２時限
月３時限

早稲田 ４ ２年以上

経済学史 01 高見 典和 春学期 火２時限 早稲田 ２ ２年以上

財政学 01 馬場 義久 秋学期
火４時限
金４時限

早稲田 ４ ２年以上

社会政策 01 白木 三秀 春学期
月２時限
木２時限

早稲田 ４ ２年以上

社会政策 02 白木 三秀 秋学期
月２時限
木２時限

早稲田 ４ ２年以上

公共経済学 01 安達 剛 春学期
月３時限
月４時限

早稲田 ４ ３年以上

医療経済学 01 野口 晴子 春学期 火４時限 早稲田 ２ ３年以上

環境経済学 01 功刀 祐之 春学期
月２時限
水１時限

早稲田 ４ ３年以上

労働経済学 01 村上 由紀子 春学期
火２時限
金２時限

早稲田 ４ ３年以上

産業組織論 01 堀内 俊洋 春学期
火３時限
金３時限

早稲田 ４ ３年以上

政治理論入門 01 谷澤 正嗣 春学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

政治経済学部生が優先して登録されます政治理論入門 02 佐藤 正志 春学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

政治理論入門 03 齋藤 純一 秋学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

国際関係論入門 01 多湖 淳 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上 政治経済学部生が優先して登録されます

地域文化研究（東アジア） 01 平林 宣和 他 春学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上 オムニバス科目

地域研究（中国政治） 01 唐 亮 秋学期 月４時限 早稲田 ２ ３年以上

言語学 01 室井 禎之 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

ジャーナリズム論 01 瀬川 至朗 秋学期 月３時限 早稲田 ２ ２年以上

メディアの世界 瀬川 至朗 春学期 火５時限 早稲田 ２ ３年以上 オムニバス科目

株式会社みずほフィナンシャルグループ寄附講座 総合金融グ
ループのビジネスと戦略

西郷 浩 秋学期 火４時限 早稲田 ２ ３年以上 オムニバス科目

メディア産業論 01 瀬川 至朗 秋学期 火５時限 早稲田 ２ ３年以上

政治学研究 春学期（中央省庁における政策過程−情報通信政策
の実務を題材に−）

縣 公一郎 他 春学期 水５時限 早稲田 ２ ３年以上 オムニバス科目

国際政治経済研究 秋学期（若林正丈） 若林 正丈 秋学期 木２時限 早稲田 ２ ３年以上

Statistics（Intermediate Statistics） 01 西郷 浩 春学期
月２時限
水１時限

早稲田 ４ １年以上

World Literature 01 八木 斉子 春学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

Gender in Global Politics 01
ホ ブ ソ ン ク リ ス ト
ファー エドワード

春学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

数理統計学 01 井上 淳 秋学期
火４時限

フルオンデマンド
早稲田 ４ １年以上

ハイブリッド科目（週１回教場、週１回オ
ンデマンド）

文学論 01 川崎 賢子 春学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

経済メディアの世界 01 土屋 礼子 秋学期 火３時限 早稲田 ２ １年以上 オムニバス科目

映像文化論 01 谷川 建司 春学期 金５時限 早稲田 ２ ２年以上

政治分析入門 01 河野 勝 春学期
月１時限
木１時限

早稲田 ４ １年以上

政治経済学部生が優先して登録されます

政治分析入門 02 河野 勝 秋学期
月１時限
木１時限

早稲田 ４ １年以上

アカデミックリテラシー演習Ｂ Ⅰ 01 生駒 美喜 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

アカデミックリテラシー演習Ｄ Ⅰ 02 斉藤 寿雄 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

アカデミックリテラシー演習Ｅ Ⅰ 08 岩井 方男 秋学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

アカデミックリテラシー演習Ｂ Ⅱ 01 縣 公一郎 他 春学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

アカデミックリテラシー演習Ｂ Ⅲ 03 縣 公一郎 他 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

法学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

導入講義（選択）―法曹の仕事を知る― 白石 大 春学期 火５時限 早稲田 ２ １年以上

English: Intensive Theme １（春） ローリー ゲイ 春学期
火５時限
木５時限

早稲田 ２ ２年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

English: Intensive Theme １（秋） 鈴木 理恵子 秋学期
火４時限
木２時限

早稲田 ２ ２年以上

English: Advanced ３（春） 澤田 敬司 春学期 月３時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ４（春） ローリー ゲイ 春学期 木２時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ５（春） 原田 康也 春学期 火２時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ６（春） 鈴木 理恵子 春学期 火３時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ７（春） ストックウェル グレン 春学期 木４時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ２（秋） 下田 啓 秋学期 水２時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ３（秋） 澤田 敬司 秋学期 月３時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ４（秋） ローリー ゲイ 秋学期 木２時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ５（秋） 原田 康也 秋学期 火２時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ６（秋） 鈴木 理恵子 秋学期 火３時限 早稲田 １ ３年以上

English: Advanced ７（秋） ストックウェル グレン 秋学期 木４時限 早稲田 １ ３年以上

独語上級（総合）１（春） グユルベルク ニールス 春学期 火３時限 早稲田 １ ２年以上

独語上級（総合）２（春） ニッケル フランク 春学期 木３時限 早稲田 １ ２年以上

独語上級（総合）１（秋） グユルベルク ニールス 秋学期 火３時限 早稲田 １ ２年以上

独語上級（総合）２（秋） ニッケル フランク 秋学期 木３時限 早稲田 １ ２年以上

独語上級（留学準備）１（春） 岡山 具隆 春学期 水１時限 早稲田 １ ２年以上

独語上級（留学準備）１（秋） 高岡 佑介 秋学期 火１時限 早稲田 １ ２年以上

仏語上級 １（春） 立花 英裕 春学期 木４時限 早稲田 １ ２年以上

仏語上級 ２（春） 塚原 史 春学期 月３時限 早稲田 １ ２年以上

仏語上級 １（秋） 立花 英裕 秋学期 木４時限 早稲田 １ ２年以上

仏語上級 ２（秋） 塚原 史 秋学期 月３時限 早稲田 １ ２年以上

中国語上級Ⅰ（チュートリアル）１（春） 潘 藝梅 春学期 水３時限 早稲田 １ ２年以上

中国語上級Ⅰ（チュートリアル）２（春） 王 傑 春学期 木２時限 早稲田 １ ２年以上

中国語上級Ⅰ（チュートリアル）１（秋） 潘 藝梅 秋学期 水３時限 早稲田 １ ２年以上

中国語上級Ⅰ（チュートリアル）２（秋） 王 傑 秋学期 木２時限 早稲田 １ ２年以上

人類学 Ⅰ Ａ（岩淵） 岩淵 聡文 春学期 水５時限 早稲田 ２ １年以上

人類学 Ⅰ Ｂ（楠本） 楠本 彩乃 秋学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

人類学 Ⅱ （岩淵） 岩淵 聡文 秋学期 水５時限 早稲田 ２ １年以上

宗教学 Ⅰ （鎌田） 鎌田 東二 春学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

宗教学 Ⅱ （鎌田） 鎌田 東二 秋学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

政治学 Ⅰ Ａ（的射場） 的射場 敬一 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

政治学 Ⅰ Ｂ（谷澤） 谷澤 正嗣 秋学期 金１時限 早稲田 ２ １年以上

社会学 Ⅰ Ｂ（井関） 井関 正久 秋学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

環境論 Ⅰ Ａ（小島・藤岡） 小島 恵 他 春学期 月５時限 早稲田 ２ １年以上

現代企業論 Ⅰ （平川） 平川 克美 秋学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

物理学Ⅰ （長谷川・松永） 松永 康 他 春学期 金３時限 早稲田 ２ １年以上

生物学 Ⅰ （新海） 新海 正 春学期 火１時限 早稲田 ２ １年以上

生物学 Ⅱ （新海） 新海 正 秋学期 火１時限 早稲田 ２ １年以上

心理学Ⅰ Ａ（石川） 石川 利江 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

心理学Ⅱ Ａ（近藤） 近藤 育代 秋学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

国際協力論 萬歳 寛之 他 春学期 土２時限 早稲田 ２ １年以上

哲学 Ⅰ （関口） 関口 浩 春学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

哲学 Ⅱ （関口） 関口 浩 秋学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

哲学・思想 Ⅰ Ａ（立花） 立花 英裕 春学期 月４時限 早稲田 ２ １年以上

倫理学 Ⅰ （合田） 合田 正人 春学期 木５時限 早稲田 ２ １年以上

倫理学 Ⅱ （野尻） 野尻 英一 秋学期 月３時限 早稲田 ２ １年以上

ジェンダー論 Ⅰ Ａ（田崎） 田崎 英明 秋学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

ジェンダー論 Ⅰ Ｂ（横山） 横山 道史 春学期 水３時限 早稲田 ２ １年以上

西洋史 Ⅰ Ａ（水林） 水林 章 春学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

西洋史 Ⅰ Ｂ（弓削） 弓削 尚子 秋学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

東洋史 Ⅰ （張） 張 士陽 秋学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上

日本史 Ⅰ Ａ（瀧音） 瀧音 能之 春学期 火５時限 早稲田 ２ １年以上

日本史 Ⅰ Ｄ（上田） 上田 美和 秋学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

現代史 Ⅰ （大森） 大森 北文 秋学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

科学史 Ⅰ （矢島） 矢島 道子 春学期 水１時限 早稲田 ２ １年以上

総合講座「歴史・思想研究入門」 守中 高明 他 春学期 木６時限 早稲田 ２ １年以上

総合講座『法批判への招待』 弓削 尚子 他 秋学期 木６時限 早稲田 ２ １年以上

文学 Ⅰ Ａ（門田） 門田 康宏 秋学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

文学 Ⅰ Ｂ（江口） 江口 大輔 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

文学 Ⅰ Ｃ（鈴木） 鈴木 理恵子 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

文学 Ⅰ Ｄ（藤井） 藤井 省三 春学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

文学 Ⅰ Ｅ（吉田） 吉田 裕 秋学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

芸術論 Ⅰ Ａ（渡邊） 渡邊 未帆 春学期 木５時限 早稲田 ２ １年以上

芸術論 Ⅰ Ｂ（塚原） 塚原 史 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

芸術論 Ⅰ Ｃ（守中） 守中 高明 春学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

芸術論 Ⅰ Ｄ（陸） 陸 偉栄 春学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

芸術論 Ⅱ（塚原） 塚原 史 秋学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

映像論 Ⅰ （谷） 谷 昌親 春学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

演劇論 Ⅰ （澤田） 澤田 敬司 春学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

地域文化 Ⅰ Ａ（岡山） 岡山 具隆 春学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

地域文化 Ⅰ Ｂ（奥村） 奥村 優子 秋学期 月３時限 早稲田 ２ １年以上

地域文化 Ⅰ Ｃ（澤田） 澤田 敬司 春学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上

地域文化 Ⅰ Ｄ（立花） 立花 英裕 秋学期 月４時限 早稲田 ２ １年以上

地域文化 Ⅰ Ｇ（濱田） 濱田 英作 秋学期 火５時限 早稲田 ２ １年以上

地域文化 Ⅰ Ｆ（水林） 水林 章 春学期 火３時限 早稲田 ２ １年以上

言語学 Ⅰ Ａ（首藤） 首藤 佐智子 春学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

言語学 Ⅰ Ｃ（ストックウェル） ストックウェル グレン 春学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

言語学 Ⅰ Ｄ（乙黒） 乙黒 亮 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

総合講座「ドイツ語圏を知る」 星井 牧子 他 春学期 月６時限 早稲田 ２ １年以上

総合講座「フランス語圏を知る」 吉田 裕 他 春学期 水５時限 早稲田 ２ １年以上

総合講座「中国語圏を知る」 門田 康宏 他 春学期 金６時限 早稲田 ２ １年以上

総合講座「スペイン語圏を知る」 石田 智恵 他 春学期 木６時限 早稲田 ２ １年以上

総合講座「表象文化研究入門」 谷 昌親 他 春学期 土３時限 早稲田 ２ １年以上

憲法 Ⅰ Ａ 長谷部 恭男 春学期 月５時限 早稲田 ２ １年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法 Ⅰ Ｂ 中島 徹 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法 Ⅰ Ｃ 水島 朝穂 春学期 金５時限 早稲田 ２ １年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法 Ⅱ Ａ 長谷部 恭男 秋学期 月５時限 早稲田 ２ １年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法 Ⅱ Ｂ 中島 徹 秋学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法 Ⅱ Ｃ 水島 朝穂 秋学期 金５時限 早稲田 ２ １年以上 法学部生が優先して登録されます

雇用関係法 Ⅰ 島田 陽一 春学期 木２時限 早稲田 ２ ３年以上 法学部生が優先して登録されます

雇用関係法 Ⅱ 島田 陽一 秋学期 木２時限 早稲田 ２ ３年以上 法学部生が優先して登録されます

外国法総論（英米法Ⅱ） Ａ 中村 民雄 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上 法学部生が優先して登録されます

外国法総論（ドイツ法 Ⅱ） 田村 達久 秋学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

日本法史 Ⅱ（近代） 和仁 かや 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

教育法 Ⅰ 廣澤 明 春学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上 法学部生が優先して登録されます

教育法 Ⅱ 廣澤 明 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法特論 Ⅰ（総論・統治） 中島 徹 春学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法特論 Ⅱ（人権Ａ） 金澤 孝 春学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上 法学部生が優先して登録されます

憲法特論 Ⅲ（人権Ｂ） 金澤 孝 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上 法学部生が優先して登録されます

情報法 田島 泰彦 春学期 月３時限 早稲田 ２ ２年以上 法学部生が優先して登録されます

International Business Law ラーデマッハ クリストフ 秋学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

Intellectual Property Law ラーデマッハ クリストフ 春学期 水２時限 早稲田 ２ ３年以上

医事刑法 甲斐 克則 秋学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

ＥＵ法 Ⅰ 須網 隆夫 春学期 金３時限 早稲田 ２ ３年以上

ＥＵ法 Ⅱ 須網 隆夫 秋学期 金３時限 早稲田 ２ ３年以上

地域研究（アフリカ） 永岡 宏昌 春学期 火２時限 早稲田 ２ ３年以上

地域研究（韓国） 木宮 正史 春学期 月５時限 早稲田 ２ ３年以上

International Law 河野 真理子 秋学期 月３時限 早稲田 ２ ３年以上

International Business Operations and International Law 末冨 純子 春学期 月４時限 早稲田 ２ ３年以上

Law and Practice of International Business TransactionⅠ 小田 博 春学期 木３時限 早稲田 ２ ３年以上

Law and Practice of International Business TransactionⅡ 小田 博 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ３年以上

ジェンダーと法 Ⅰ 浅倉 むつ子 春学期 木５時限 早稲田 ２ ３年以上 法学部生が優先して登録されます

ジェンダーと法 Ⅱ 谷田川 知恵 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ３年以上 法学部生が優先して登録されます

社会保障法Ⅰ 菊池 馨実 春学期 木４時限 早稲田 ２ ３年以上 法学部生が優先して登録されます

社会保障法Ⅱ 菊池 馨実 秋学期 木４時限 早稲田 ２ ３年以上 法学部生が優先して登録されます

Introduction to Labor and Employment Law in Japan 竹内 寿 春学期 月５時限 早稲田 ２ ３年以上

Business and Law in Japanese Society Ⅰ 渡辺 宏之 春学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

Business and Law in Japanese Society Ⅱ 渡辺 宏之 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

Business Organisations and Law in Japan 渡辺 宏之 秋学期 水５時限 早稲田 ２ ３年以上

教育学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

中国の文化（漢字と権力） 内山 精也 春学期 木５時限 早稲田 ２ １年以上

中国の文人論（現代中国知識人のモデル） 佐藤 浩一 秋学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

ヨーロッパの文化（近代システム誕生の地） 高橋 順一 春学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上

ラテンアメリカの文化（民族･言語･宗教･社会･風俗） 浜 邦彦 秋学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上

ジェンダー・スタディーズＩ（身近なことを視座にして） 金井 景子 春学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

ジェンダー・スタディーズⅡ（文学を視座にして） 金井 景子 秋学期 木４時限 早稲田 ２ １年以上

史学Ⅰ（日本史における国家と社会） 加藤 貴 春学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

史学Ⅱ（日本史における生活と文化） 加藤 貴 秋学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

史学Ⅲ（イスラムと民族） 小松 香織 春学期 火１時限 早稲田 ２ １年以上

史学Ⅳ（イスラムと帝国） 小松 香織 秋学期 火１時限 早稲田 ２ １年以上

地理学Ⅰ（グローバル化と地域） 小林 正夫 春学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

地理学Ⅱ（地域研究最前線） 小林 正夫 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

地理学Ⅲ（自然環境と風土） 藁谷 哲也 春学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

地理学Ⅳ（風景の科学） 藁谷 哲也 秋学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

哲学Ⅰ（現代思想の地平） 新田 章 春学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上

西欧社会と宗教（宗教史マップ・現代宗教構図） 松澤 裕樹 春学期 金３時限 早稲田 ２ １年以上

経済学Ⅰ（教育の経済学） 荒木 勝啓 春学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

社会学Ⅰ（日常性の誕生） 石井 幸夫 春学期 金５時限 早稲田 ２ １年以上

社会学Ⅱ（セクシャリティと近代） 石井 幸夫 秋学期 金５時限 早稲田 ２ １年以上

政治学Ⅲ（日本政治と市民） 白鳥 浩 春学期 水１時限 早稲田 ２ １年以上

政治学Ⅳ（欧州統合と市民） 白鳥 浩 秋学期 水１時限 早稲田 ２ １年以上

地球生命史 川辺 文久 春学期 土２時限 早稲田 ２ １年以上

化石の科学 川辺 文久 秋学期 土２時限 早稲田 ２ １年以上

動物の機能Ⅰ（神経系、循環系） 黒川 信 春学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

動物の機能Ⅱ（ホルモンによる調節） 筒井 和義 秋学期 水３時限 早稲田 ２ １年以上

環境の生物学 友常 満利 秋学期 月３時限 早稲田 ２ １年以上

細胞機能の生物学 刀祢 重信 春学期 月５時限 早稲田 ２ １年以上

宇宙の物理学 喜古 正士 春学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

生活の化学 井出 裕介 秋学期 月５時限 早稲田 ２ １年以上

自然人類学Ⅰ Ａ 樋泉 岳二 春学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

自然人類学Ⅰ Ｂ 松浦 秀治 春学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

自然人類学Ⅱ Ａ 樋泉 岳二 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

自然人類学Ⅱ Ｂ 松浦 秀治 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

鉱物の世界−地球からの贈り物への誘い− 林 政彦 春学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

英語でまなぶ自然科学 ハント ジェームス Ｒ． 秋学期 月６時限 早稲田 ２ １年以上

宇宙と惑星の起源と地球のテクトニクス 高木 秀雄 他 春学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

線型代数入門（数理の窓から眺める線形構造と変換の世界） 神藏 正 春学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

微積分入門（数理の窓から眺める現象のモデリングの世界） 神藏 正 秋学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

確率入門（偶然に潜む数理の世界） 中村 好宏 春学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

統計入門（データが語る数理の世界） 中村 好宏 秋学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

舞台芸術入門Ⅰ 渡邉 芳敬 他 春学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上

舞台芸術入門Ⅱ 渡邉 芳敬 他 秋学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上

オリンピックの社会科学的・人文科学的検討 熊谷 善彰 他 秋学期 木５時限 早稲田 ２ １年以上

ロシア語の基礎 Ａ 鴻野 わか菜 他 通年
木２時限
月１時限

早稲田 ４ １年以上

ロシア語の基礎 Ｂ 鴻野 わか菜 他 通年
火１時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上

ロシア語のコミュニケーションの基礎 Ａ 古田 リュドミーラ 通年 金１時限 早稲田 ２ １年以上

ロシア語のコミュニケーションの基礎 Ｂ ヴァレリー・グレチュコ 通年 金５時限 早稲田 ２ １年以上

教育政策・教育計画論 杉浦 久弘 春学期 土４時限 早稲田 ２ ２年以上

教育行財政研究 白川 優治 春学期 木５時限 早稲田 ２ ２年以上

比較・国際教育研究Ⅰ 日暮 トモ子 秋学期 木５時限 早稲田 ２ ２年以上

古典語（ギリシャ） 兼利 琢也 通年 金４時限 早稲田 ４ １年以上

古典語（ラテン） 兼利 琢也 通年 火４時限 早稲田 ４ １年以上

宗教研究Ⅱ Ｂ 阿部 善彦 秋学期 金３時限 早稲田 ２ １年以上

教育福祉論 小野寺 みさき 春学期 土３時限 早稲田 ２ １年以上

環境教育論 秦 範子 春学期 月４時限 早稲田 ２ １年以上

女性教育論 矢口 徹也 秋学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

ＮＰＯ・ＮＧＯ論とボランティア 平山 雄大 春学期 木５時限 早稲田 ２ １年以上

福祉心理学 梅永 雄二 春学期 水４時限 早稲田 ４ １年以上

障害者教育原論（障害者・障害児心理学） 梅永 雄二 春学期 水３時限 早稲田 ２ １年以上

公認心理師の職責 梅永 雄二 他 春学期 火６時限 早稲田 ２ １年以上

公認心理師関係行政論 五十嵐 実保子 他 冬クォーター 土３−５ 早稲田 ２ ２年以上

人体の構造と機能および疾病 岩崎 信明 他 秋学期 土３−５ 早稲田 ２ ２年以上

病弱者教育 池田 敬史 春学期 土２時限 早稲田 ２ １年以上

重複障害・ＬＤ等教育総論 齊藤 宇開 秋学期 火６時限 早稲田 ２ １年以上

特別支援教育総論Ⅰ 梅永 雄二 秋学期 水３時限 早稲田 ２ １年以上

教育リテラシー 梅永 雄二 他 秋学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

指導者養成講座Ⅰ（心理学的支援法） 本田 恵子 他 夏クォーター 土３−５ 早稲田 ２ １年以上

家族理解と福祉工学 金森 克浩 他 秋クォーター 土３−５ 早稲田 ２ ２年以上

インクルーシブ教育における学級経営 河村 茂雄 他 夏季集中 無その他 早稲田 ２ ３年以上

脳科学を活かしたインクルーシブ教育 荒川 信行 他 秋学期 金４時限 早稲田 ２ ３年以上

私学における特別支援教育 高橋 あつ子 他 冬季集中 無その他 早稲田 ２ ３年以上

特別支援教育におけるＩＴ実践演習 三尾 忠男 他 夏季集中 無その他 早稲田 １ ３年以上

指導者養成講座Ⅱ 本田 恵子 他 夏季集中 無その他 早稲田 ２ ３年以上

近代文学Ⅰ Ａ 石原 千秋 春学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

授業に活かす朗読講座 宗我部 義則 他 春学期 金６時限 早稲田 ２ １年以上

届く声を育てるワークショップ 桐谷 夏子 冬季集中 無その他 早稲田 ２ １年以上

児童文学Ⅰ（なりたち） 久米 依子 春学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

児童文学Ⅱ（展開） 久米 依子 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

文学理論Ⅱ（近代） 石原 千秋 秋学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

東アジアの思想と文化Ⅱ（近世） 阿部 光麿 秋学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

授業に活かすマルチメディア 奥泉 香 春学期 金４時限 早稲田 ２ ２年以上

編集の理論と実践 円満字 二郎 春学期 火５時限 早稲田 ２ ２年以上

聖書入門Ⅰ 直原 典子 春学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

聖書入門Ⅱ 直原 典子 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

英米詩研究Ⅰ 及川 和夫 春学期 木２時限 早稲田 ２ ２年以上

英米詩研究Ⅱ 及川 和夫 秋学期 木２時限 早稲田 ２ ２年以上

英米演劇研究Ⅰ 及川 和夫 春学期 火２時限 早稲田 ２ ２年以上

自然地理学研究１ 山崎 晴雄 春学期 月３時限 早稲田 ２ ２年以上

自然地理学研究２ 山崎 晴雄 秋学期 月３時限 早稲田 ２ ２年以上

自然地理学研究３ 高橋 日出男 春学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

自然地理学研究４ 高橋 日出男 秋学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

地図情報学 政春 尋志 秋学期 月１時限 早稲田 ２ ２年以上

都市地理学 佐藤 英人 春学期 月１時限 早稲田 ２ ２年以上

地図学 政春 尋志 春学期 月１時限 早稲田 ２ ２年以上

日本史研究（中世）Ⅰ 西尾 知己 春学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

日本史研究（中世）Ⅱ 西尾 知己 秋学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

マスコミュニケーション概論Ⅰ 野中 章弘 春学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

マスコミュニケーション概論Ⅱ 野中 章弘 秋学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

広報関係論Ⅱ 伊藤 守 秋学期 水４時限 早稲田 ２ ２年以上

社会学研究Ⅰ−１ 北澤 裕 春学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

社会学研究Ⅰ−２ 北澤 裕 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

社会学研究Ⅱ−２ 秋元 健太郎 秋学期 金４時限 早稲田 ２ ２年以上

社会政策Ⅰ 羅 仁淑 春学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

社会政策Ⅱ 羅 仁淑 秋学期 月２時限 早稲田 ２ ２年以上

政治学研究Ⅰ−１ 大田 貴昭 春学期 土３時限 早稲田 ２ ２年以上

政治学研究Ⅰ−２ 大田 貴昭 秋学期 土３時限 早稲田 ２ ２年以上

法学研究Ⅰ 渡辺 隆司 春学期 金４時限 早稲田 ２ ２年以上

法学研究Ⅱ 渡辺 隆司 秋学期 金４時限 早稲田 ２ ２年以上

国際関係論Ⅰ 坪内 淳 春学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

国際関係論Ⅱ 坪内 淳 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

現代社会研究３ 坪沼 妙子 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

現代社会研究６ 若林 幹夫 他 秋学期 月５時限 早稲田 ２ ２年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

化学Ⅱ 中野 善夫 通年 月４時限 早稲田 ４ １年以上

岩石学 小笠原 義秀 春学期 水４時限 早稲田 ２ ２年以上

アメリカ西部地質巡検 小笠原 義秀 他 春季集中 無その他 ２ １年以上

環境化学 田中 伸幸 秋学期 水５時限 早稲田 ２ １年以上

物理学Ⅲ（量子力学入門） 笹川 幸則 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

物理学Ⅱ（電磁気学） 喜古 正士 春学期 水５時限 早稲田 ２ ２年以上

天体物理学Ⅰ 坪野 公夫 春学期 月３時限 早稲田 ２ ３年以上

地球物質科学 小笠原 義秀 春学期 水１時限 早稲田 ２ ３年以上

海洋科学 道田 豊 春学期 木１時限 早稲田 ２ ３年以上

海洋底ダイナミックス 芦 寿一郎 他 秋学期 木１時限 早稲田 ２ ３年以上

物理学Ⅰ−１ 伊藤 悦朗 春学期 火１時限 早稲田 ２ １年以上

物理学Ⅰ−２ 喜古 正士 秋学期 水５時限 早稲田 ２ １年以上

ツールとしてのロシア語Ⅰ 古田 リュドミーラ 春学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

ツールとしてのロシア語Ⅱ 守屋 愛 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

ロシア語演習Ⅲ（文化の諸相） 奈倉 有里 春学期 木１時限 早稲田 ２ ３年以上

ロシア語演習Ⅳ（文学テクストを読む） 奈倉 有里 秋学期 木１時限 早稲田 ２ ３年以上

複合文化学の建築物Ⅰ 高橋 順一 他 春学期 月３時限 早稲田 ２ １年以上

複合文化学の建築物Ⅱ 渡邉 芳敬 他 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

複合文化学の建築物Ⅲ 後藤 雄介 他 秋学期 月３時限 早稲田 ２ １年以上

複合文化学の建築物Ⅳ 神尾 達之 他 秋学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

複合文化学特論３ 氷野 善寛 春学期 金５時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論５ 後藤 雄介 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論９ 大寺 眞輔 春学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論11 原 克 春学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論13 藤本 愛 春学期 火５時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論15 福田 育弘 他 秋学期 金５時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論16 北山 雅昭 春学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論17 神尾 達之 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論19 福田 育弘 秋学期 金３時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論21 渡邉 芳敬 春学期 水４時限 早稲田 ２ ２年以上

複合文化学特論22 高橋 順一 秋学期 水４時限 早稲田 ２ ２年以上

ドイツ語圏の社会と文化 原 克 秋学期 火２時限 早稲田 ２ ２年以上

ドイツ語圏の文学 高橋 順一 春学期 金３時限 早稲田 ２ ２年以上

ドイツ語研究
ク ラ ウ ス マ ヌ エ ル
フィリップ

秋学期 火６時限 早稲田 ２ ２年以上

フランス語圏の社会と文化 福田 育弘 秋学期 金４時限 早稲田 ２ ２年以上

フランス語圏の文学 尾立 要子 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

フランス語研究 山根 祐佳 秋学期 火６時限 早稲田 ２ ２年以上

中国語圏の社会と文化 村上 公一 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

中国語研究 石井 友美 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

スペイン語圏の社会と文化 後藤 雄介 春学期 月３時限 早稲田 ２ ２年以上

スペイン語圏の文学 久野 量一 秋学期 月５時限 早稲田 ２ ２年以上

スペイン語研究 佐藤 麻里乃 秋学期 水１時限 早稲田 ２ ２年以上

情報技術の応用と職業 楠元 範明 春学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

情報社会・情報倫理 楠元 範明 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

ツールとしてのロシア語Ⅲ 守屋 愛 春学期 金２時限 早稲田 ２ ３年以上

ツールとしてのロシア語Ⅳ 古田 リュドミーラ 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ３年以上

ツールとしてのドイツ語Ⅴ 神尾 達之 春学期 木２時限 早稲田 ２ ４年以上

ツールとしてのフランス語Ⅴ 伊東 イザベル 春学期 水２時限 早稲田 ２ ４年以上

ツールとしての中国語Ⅴ 孫 暁英 春学期 月２時限 早稲田 ２ ４年以上

ツールとしてのロシア語Ⅴ 鴻野 わか菜 春学期 火３時限 早稲田 ２ ４年以上

ツールとしてのスペイン語Ⅴ Ｒ・ルイス 春学期 月３時限 早稲田 ２ ４年以上

商学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

国際ビジネス特論（企業の国際戦略） １ 横田 一彦 秋学期 月２時限 早稲田 ２ ３年以上

起業家養成講座Ⅰ １ 鵜飼 信一 他 春学期 金５時限 早稲田 ２ １年以上

総合商社ビジネス論 １ 中村 信男 他 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

ビジネスアイデア・デザイン（BID） １ 井上 達彦 他 春クォーター
金４時限
金５時限

早稲田 ２ ２年以上

起業の技術（12 Essentials） １ 井上 達彦 他 夏クォーター
金４時限
金５時限

早稲田 ２ ２年以上

実践・起業インターン（REAL）Ⅰ １ 井上 達彦 他 秋学期 金４時限 早稲田 ２ ２年以上

本科目はWeb履修申請を行うことができ
ません。
「起業の技術（12Essentials）」を単位修
得し、選考に合格した者のみ自動登録され
ます。
詳細はWebシラバスを確認してください。

ツーリズム産業論 １ 長谷川 惠一 春学期 木５時限 早稲田 ２ ２年以上

新時代の保険事業 １ 李 洪茂 春学期 木４時限 早稲田 ２ ２年以上

変化に対応する日本企業 １ 片岡 孝夫 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

起業家養成講座Ⅱ １ 清水 康 他 秋学期 金５時限 早稲田 ２ １年以上

株式会社カインズ寄附講座 マーケティング戦略の実務的課題
１

恩藏 直人 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

PwC Japanグループ寄附講座 世界のCEOの視点と日本企業の
進むべき道 １

奥村 雅史 春学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

株式会社ダイフク寄附講座 「社会課題を解決する物流システム」
−加速するスマートロジスティクス １

恩藏 直人 春学期 木２時限 早稲田 ２ ２年以上

財務行政最前線 １ 藤原 洋二 春学期 月５時限 早稲田 ２ ２年以上

ビジネスモデル・デザイン １ 井上 達彦 秋学期 金５時限 早稲田 ２ ３年以上

文化人類学Ｂ １ 加原 奈穂子 秋学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

現代の社会構造 １ 石崎 裕子 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

日本の文化と社会 １ 石崎 裕子 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

中国の社会と経済Ａ 宇野 和夫 春学期 月４時限 早稲田 ２ １年以上

本科目（プロゼミ）は春秋通じた履修を原
則とするため、プロゼミAを登録後に秋学
期配当の同プロゼミBを自動配当します
ので、時間割重複の無いよう十分注意して
ください。なお春学期単位未修得者につ
いては、秋学期の登録を取り消します。

中国の社会と経済Ｂ 宇野 和夫 秋学期 月４時限 早稲田 ２ １年以上

本科目（プロゼミ）は春秋通じた履修を原
則とするため、プロゼミAを登録後に秋学
期配当の同プロゼミBを自動配当します
ので、時間割重複の無いよう十分注意して
ください。なお春学期単位未修得者につ
いては、秋学期の登録を取り消します。

時事ドイツ語Ａ １ 荒井 訓 春学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

時事ドイツ語Ｂ １ 荒井 訓 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

ドイツ語読解法Ａ １ 原口 厚 春学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

ドイツ語読解法Ｂ １ 原口 厚 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

時事スペイン語 １ 北田 よ志子 春学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

総合スペイン語 １ 北田 よ志子 秋学期 火３時限 早稲田 ２ ２年以上

総合中国語Ａ １ 関根 謙 春学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

総合中国語Ｂ １ 関根 謙 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ２年以上

ビジネス中国語 １ 尹 景春 秋学期 木５時限 早稲田 ２ ２年以上

時事中国語Ａ（中国社会・文化） １ 関根 謙 春学期 金３時限 早稲田 ２ ２年以上

時事中国語Ｂ（中国社会・文化） １ 関根 謙 秋学期 金３時限 早稲田 ２ ２年以上

社会科学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

Mechanism Design 笠島 洋一 秋学期 木１時限 早稲田 ２ ３年以上

地域計画システム論 Ⅰ 落合 基継 春学期 月４時限 早稲田 ２ １年以上

地域計画システム論 Ⅱ 落合 基継 秋学期 月４時限 早稲田 ２ １年以上

農と地域社会（総合講座） 早田 宰 他 春学期 月３時限 早稲田 ２ １年以上

農からの地方創生（実習）Ⅰ 早田 宰 他 春学期 水５時限 早稲田 ２ ２年以上 実験実習料：20000円

JA共済寄附講座 農からの地方創生（実習）Ⅱ 早田 宰 他 秋学期 水５時限 早稲田 ２ ２年以上 実験実習料：20000円

社会科学総合研究（ロシア東欧現代経済）２ 弦間 正彦 他 秋学期 水４時限 早稲田 ２ ３年以上

法制文明論 １ 島 善高 春学期 水３時限 早稲田 ２ ３年以上

法制文明論 ２ 島 善高 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ３年以上

比較福祉論 １ 久塚 純一 春学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

比較福祉論 ２ 久塚 純一 秋学期 火４時限 早稲田 ２ １年以上

居住環境論 早田 宰 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ３年以上

地球環境論 赤尾 健一 秋学期
月３時限
水５時限

早稲田 ４ ３年以上

バイオエシックス 横野 恵 秋学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

現代家族論 １ 小島 宏 春学期 火３時限 早稲田 ２ １年以上

現代家族論 ２ 小島 宏 秋学期 火３時限 早稲田 ２ １年以上

ＥＵ地域研究 １ 鈴木 規子 春学期 水５時限 早稲田 ２ １年以上

ＥＵ地域研究 ２ 鈴木 規子 秋学期 水５時限 早稲田 ２ １年以上

メディア論 ３ 有馬 哲夫 春学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

メディア論 ４ 有馬 哲夫 秋学期 金２時限 早稲田 ２ １年以上

歴史学（日本史）１ 島 善高 春学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

歴史学（日本史）２ 島 善高 秋学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

歴史学（日中関係史）１ 劉 傑 春学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上

漢字文化圏論 １ 笹原 宏之 春学期 金３時限 早稲田 ２ １年以上

漢字文化圏論 ２ 笹原 宏之 秋学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上

公共文化論 １ 小長谷 英代 春学期 火５時限 早稲田 ２ ２年以上

数理科学概論 輪湖 博 春学期 火５時限 早稲田 ２ １年以上

エントロピー概論 輪湖 博 秋学期 火５時限 早稲田 ２ １年以上

自然地理学 Ⅰ 山崎 晴雄 春学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

自然地理学 Ⅱ 山崎 晴雄 秋学期 月２時限 早稲田 ２ １年以上

都市科学概論 早田 宰 春学期 水３時限 早稲田 ２ １年以上

コミュニティデザイン 卯月 盛夫 春学期 水４時限 早稲田 ２ １年以上

参加のデザイン技術 Ａ 卯月 盛夫 春学期
月６時限
月７時限

早稲田 ４ １年以上 実験実習料：10000円

参加のデザイン技術 B 百武 ひろ子 春学期
月６時限
月７時限

早稲田 ４ １年以上 実験実習料：10000円

EU・ドイツの都市づくり 卯月 盛夫 秋学期 水５時限 早稲田 ２ ２年以上

公共事業論 卯月 盛夫 秋学期 水４時限 早稲田 ２ ２年以上

社会言語としての映像 佐藤 洋一 春学期 月５時限 早稲田 ２ ２年以上

ヴィジュアルイメージ研究 洞ヶ瀬 真人 秋学期
金４時限
金５時限

早稲田 ４ ２年以上

環境表現論 Ⅰ 佐藤 洋一 春学期 月３時限 早稲田 ２ １年以上

選挙制度論 今村 浩 秋学期 木６時限 早稲田 ２ １年以上

国際ＮＧＯ協力論 山田 満 春学期 火３時限 早稲田 ２ ３年以上

国際開発制度論 利根川 佳子 春学期 水２時限 早稲田 ２ ３年以上

平和学 Ⅰ 多賀 秀敏 春学期 フルオンデマンド 早稲田 ２ １年以上

平和学 Ⅱ−１（平和と戦争） 多賀 秀敏 秋学期 フルオンデマンド 早稲田 ２ ２年以上

平和構築論 山田 満 春学期 火５時限 早稲田 ２ ３年以上

紛争解決論実習 １ 島崎 裕子 他 夏季集中 無その他 早稲田 ２ ３年以上 実験実習料：10000円

国際政治理論 奥迫 元 春学期 水４時限 早稲田 ２ ３年以上

第三世界論 佐藤 幸男 秋学期 金２時限 早稲田 ２ ３年以上

現代政治制度論（イタリア） 池谷 知明 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

現代政治分析（イタリア） 池谷 知明 春学期 水３時限 早稲田 ２ ３年以上

太平洋地域海洋国家研究 奥迫 元 秋学期 水５時限 早稲田 ２ ３年以上

国際経済法 ２ 福永 有夏 秋学期 木１時限 早稲田 ２ ２年以上

医事法 横野 恵 春学期 水２時限 早稲田 ２ １年以上

生命倫理と法 １〔生命の始期に関わる諸問題〕 横野 恵 春学期 木２時限 早稲田 ２ ３年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

生命倫理と法 ２〔生命の終期に関わる諸問題〕 横野 恵 秋学期 木２時限 早稲田 ２ ３年以上

環境法 １〔公害規制法〕 黒川 哲志 春学期 水３時限 早稲田 ２ ３年以上

環境法 ２〔自然保護法〕 黒川 哲志 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ３年以上

産業構造論 鷲津 明由 春学期 水２時限 早稲田 ２ ２年以上

環境の産業連関分析 鷲津 明由 秋学期 水２時限 早稲田 ２ ３年以上

移行経済論 Ⅰ トラン ヴァン トゥ 春学期 月４時限 早稲田 ２ ２年以上

移行経済論 Ⅱ トラン ヴァン トゥ 秋学期 月４時限 早稲田 ２ ２年以上

産業組織論 土門 晃二 秋学期
月５時限
水５時限

早稲田 ４ ３年以上

金融データ解析 １ 葛山 康典 秋学期 火４時限 早稲田 ２ ３年以上

地理情報システム論 Ⅰ 大場 亨 春学期 土２時限 早稲田 ２ １年以上

地理情報システム論 Ⅱ 大場 亨 秋学期 土２時限 早稲田 ２ １年以上

Women in Modern Japan: Outside Encounters and Early
Changes

ホートン ウィリアム
ブラッドリー

秋学期 金３時限 早稲田 ２ １年以上

Contemporary Japanese Foreign Policy 本多 美樹 秋学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上

人間科学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

ドイツ語圏の社会と言語 Ⅰ 01 増田 好純 春学期 水２時限 所沢 ２ ２年以上

ドイツ語圏の社会と言語 Ⅱ 01 増田 好純 秋学期 水２時限 所沢 ２ ２年以上

ドイツ語コミュニケーション Ⅰ 01 オストヴァルト イェンス 春学期 金３時限 所沢 ２ ２年以上

ドイツ語コミュニケーション Ⅰ 02
トレッフェルト ミョウ
ジン ラルフ ウィルヘ
ルム

春学期 月３時限 所沢 ２ ２年以上

ドイツ語コミュニケーション Ⅱ 01 オストヴァルト イェンス 秋学期 金３時限 所沢 ２ ２年以上

ドイツ語コミュニケーション Ⅱ 02
トレッフェルト ミョウ
ジン ラルフ ウィルヘ
ルム

秋学期 月３時限 所沢 ２ ２年以上

ドイツ語圏社会文化論Ａ 01 増田 好純 春学期 水３時限 所沢 ２ ３年以上

ドイツ語圏社会文化論Ｂ 01 増田 好純 秋学期 水３時限 所沢 ２ ３年以上

フランス語圏の社会と言語 Ⅰ 01 野池 恵子 春学期 月４時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語圏の社会と言語 Ⅰ 02 岡本 健 春学期 金３時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語圏の社会と言語 Ⅱ 01 野池 恵子 秋学期 月４時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語圏の社会と言語 Ⅱ 02 岡本 健 秋学期 金３時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語コミュニケーション Ⅰ 01 ルヌール クレール 春学期 水４時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語コミュニケーション Ⅰ 02 マルグリット ドゥマルヌ 春学期 金５時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語コミュニケーション Ⅱ 01 ルヌール クレール 秋学期 水４時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語コミュニケーション Ⅱ 02 マルグリット ドゥマルヌ 秋学期 金５時限 所沢 ２ ２年以上

フランス語圏社会文化論Ａ 01 マルグリット ドゥマルヌ 春学期 金３時限 所沢 ２ ３年以上

フランス語圏社会文化論Ｂ 01 マルグリット ドゥマルヌ 秋学期 金３時限 所沢 ２ ３年以上

中国語圏の社会と言語 Ⅰ 01 日野 康一郎 春学期 月４時限 所沢 ２ ２年以上

中国語圏の社会と言語 Ⅰ 02 雷 桂林 春学期 木２時限 所沢 ２ ２年以上

中国語圏の社会と言語 Ⅱ 01 日野 康一郎 秋学期 月４時限 所沢 ２ ２年以上

中国語圏の社会と言語 Ⅱ 02 雷 桂林 秋学期 木２時限 所沢 ２ ２年以上

中国語コミュニケーション Ⅰ 01 沈 麗華 春学期 火５時限 所沢 ２ ２年以上

中国語コミュニケーション Ⅰ 02 凌 雲鳳 春学期 木４時限 所沢 ２ ２年以上

中国語コミュニケーション Ⅱ 01 沈 麗華 秋学期 火５時限 所沢 ２ ２年以上

中国語コミュニケーション Ⅱ 02 凌 雲鳳 秋学期 木４時限 所沢 ２ ２年以上

中国語圏社会文化論Ａ 01 喬 志航 春学期 水３時限 所沢 ２ ３年以上

中国語圏社会文化論Ｂ 01 喬 志航 秋学期 水３時限 所沢 ２ ３年以上

スペイン語圏の社会と言語 Ⅰ 01 浦 眞佐子 春学期 火３時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語圏の社会と言語 Ⅱ 01 浦 眞佐子 秋学期 火３時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語コミュニケーション Ⅰ 01
モンレアル カンマニュ
パウ

春学期 月４時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語コミュニケーション Ⅰ 02
セラ ロドリゲス ペド
ロ カルロス

春学期 月３時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語コミュニケーション Ⅰ 03
マガーニャ サンチェス
ホアン ホセ

春学期 金４時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語コミュニケーション Ⅱ 01
モンレアル カンマニュ
パウ

秋学期 月４時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語コミュニケーション Ⅱ 02
セラ ロドリゲス ペド
ロ カルロス

秋学期 月３時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語コミュニケーション Ⅱ 03
マガーニャ サンチェス
ホアン ホセ

秋学期 金４時限 所沢 ２ ２年以上

スペイン語圏社会文化論Ａ 01 櫻井 道子 春学期 金２時限 所沢 ２ ３年以上

スペイン語圏社会文化論Ｂ 01 櫻井 道子 秋学期 金２時限 所沢 ２ ３年以上

脳の人間科学 掛山 正心 他 春学期 月２時限 所沢 ２ １年以上

ジェンダー論 熱田 敬子 他 秋学期 木２時限 所沢 ２ １年以上

科学史・科学哲学 加藤 茂生 秋学期 火２時限 所沢 ２ １年以上

現代の生命科学 山内 兄人 春学期 月２時限 所沢 ２ １年以上

バイオエシックス 森岡 正博 春学期 火２時限 所沢 ２ １年以上

ＮＰＯ／ＮＧＯ論 金子 祥之 春学期 水２時限 所沢 ２ １年以上

社会学 臼井 恒夫 春学期 金２時限 所沢 ２ １年以上

人口学 武田 尚子 春学期 火２時限 所沢 ２ １年以上

人間行動学 岸本 健 春学期 木２時限 所沢 ２ １年以上

生理学 永島 計 春学期 木１時限 所沢 ２ １年以上

解剖学 小林 正樹 他 春クォーター 水４−５ 所沢 ２ １年以上

心理学概論 鈴木 晶夫 春学期 月１時限 所沢 ２ １年以上

地域資源論 柏 雅之 春学期 月３時限 所沢 ２ １年以上

環境経済学 柏 雅之 秋学期 月３時限 所沢 ２ １年以上

社会開発論 店田 廣文 春学期 月２時限 所沢 ２ １年以上

イスラーム社会論 店田 廣文 秋学期 火２時限 所沢 ２ １年以上

都市社会学 臼井 恒夫 秋学期 金２時限 所沢 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

環境社会学 井上 真 春学期 木２時限 所沢 ２ １年以上

アジア地域研究 井上 真 秋学期 木２時限 所沢 ２ １年以上

現代芸術論 福島 勲 春学期 木４時限 所沢 ２ １年以上

歴史人類学 里見 龍樹 秋学期 月３時限 所沢 ２ １年以上

環境行動学 小島 隆矢 秋学期 木３時限 所沢 ２ １年以上

発達行動学 根ケ山 光一 秋学期 火１時限 所沢 ２ １年以上

建築環境心理学 深井 祐紘 秋学期 金２時限 所沢 ２ １年以上

社会・集団・家族心理学 小西 啓史 春学期 金１時限 所沢 ２ １年以上

ブレインサイエンス 榊原 伸一 秋学期 木３時限 所沢 ２ １年以上

健康の科学と実践 竹中 晃二 春学期 火３時限 所沢 ２ １年以上

ヘルスコミュニケーション 竹中 晃二 秋学期 火３時限 所沢 ２ １年以上

生体環境の生理学 永島 計 秋学期 木１時限 所沢 ２ １年以上

免疫学 西村 泰光 他 夏季集中 無その他 所沢 ２ １年以上 日程はwebシラバス参照

高齢者・超高齢社会の医学 梶井 靖 他 秋学期 木４時限 所沢 ２ １年以上

生活習慣病の人間科学 辻内 琢也 春学期 木３時限 所沢 ２ １年以上

東洋医学の人間科学（井深大基金講座） 鈴木 晶夫 他 秋学期 金２時限 所沢 ２ １年以上

生命の哲学と倫理 森岡 正博 秋学期 火２時限 所沢 ２ １年以上

生活支援工学 藤本 浩志 他 春学期 木２時限 所沢 ２ １年以上

情報技術とバリアフリー 巖淵 守 秋学期 火４時限 所沢 ２ １年以上

先端医療工学 正宗 賢 夏季集中 無その他 所沢 ２ １年以上 日程はwebシラバス参照

保健福祉制度 岩崎 香 秋学期 木３時限 所沢 ２ １年以上

心身医学 野村 忍 春学期 木２時限 所沢 ２ １年以上

非言語行動論 鈴木 晶夫 春学期 水１時限 所沢 ２ １年以上

身体運動解析力学 藤本 浩志 秋学期 木１時限 所沢 ２ １年以上

人工知能論 松居 辰則 秋学期 火４時限 所沢 ２ １年以上

スポーツ科学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

現代スポーツ評論 木村 和彦 春学期 フルオンデマンド その他 ２ １年以上

舞踊と身体文化 國吉 和子 秋学期 水４時限 東伏見 ２ １年以上

コミュニケーション論 トンプソン リー Ａ． 秋学期 金１時限 東伏見 ２ １年以上

社会学 トンプソン リー Ａ． 春学期 金１時限 所沢 ２ １年以上

基礎生理学 彼末 一之 春学期 水４時限 所沢 ２ １年以上

映画の中のスポーツ 石井 昌幸 秋学期 火２時限 所沢 ２ １年以上

基礎バイオメカニクス 矢内 利政 秋学期 水３時限 所沢 ２ １年以上

教育基礎論 吉永 武史 春学期 木１時限 所沢 ２ １年以上

基礎スポーツ医学 鳥居 俊 他 春学期 月１時限 所沢 ２ １年以上

トレーニング科学 宝田 雄大 春学期 水３時限 所沢 ２ １年以上

スポーツ文化論 川島 浩平 春学期 月１時限 東伏見 ２ １年以上

スポーツ教育学 友添 秀則 春学期 月４時限 東伏見 ２ １年以上

バイオメカニクス 川上 泰雄 春学期 月２時限 所沢 ２ ２年以上

スポーツ心理学 正木 宏明 春クォーター 月３−４ 所沢 ２ ２年以上

運動制御論 宝田 雄大 他 春学期 木２時限 所沢 ２ ２年以上

スポーツバイオメカニクス 矢内 利政 春学期 水２時限 所沢 ２ ２年以上

筋力の制御と適応の科学 宝田 雄大 秋学期 水３時限 所沢 ２ ２年以上

スポーツ産業論 佐野 毅彦 春学期 月１時限 東伏見 ２ ２年以上

スポーツ経済学 藤田 康範 秋学期 木１時限 東伏見 ２ ２年以上

スポーツ史 石井 昌幸 秋学期 月３時限 東伏見 ２ ２年以上

スポーツコーチング学 土屋 純 他 春学期 フルオンデマンド その他 ２ ２年以上

コーチング心理学 堀野 博幸 秋学期 フルオンデマンド その他 ２ ２年以上

スポーツボランティア 武藤 泰明 他 秋学期 木４時限 東伏見 ２ １年以上

筋骨格系の基礎科学 川上 泰雄 他 春学期 金２時限 所沢 ２ １年以上

国際教養学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

German Ⅲ 51 マティアス クロル 他 秋学期
水２時限
金１時限

早稲田 ２ １年以上

Spanish Ⅲ 01 アンドレス アナ マリア 春学期
月２時限
水２時限

早稲田 ２ １年以上

Chinese Ⅲ 01 井口 博文 春学期
火１時限
金２時限

早稲田 ２ １年以上

Chinese Ⅲ 51 井口 博文 秋学期
火１時限
金２時限

早稲田 ２ １年以上

Korean Ⅲ 01 布袋 敏博 他 春学期
水２時限
金２時限

早稲田 ２ １年以上

Korean Ⅲ 51 金 牡蘭 他 秋学期
水２時限
金２時限

早稲田 ２ １年以上

Intensive French Ⅰ 02 林 ゆき 他 春学期

火１時限
火２時限
木１時限
木２時限

早稲田 ４ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Intensive French Ⅰ 51 ジュンタ レナ 他 秋学期

火２時限
水２時限
金１時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive French Ⅰ 52 富田 今日子 他 秋学期

月２時限
水２時限
木２時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Intensive German Ⅰ 01 ニッケル フランク 他 春学期

月２時限
水２時限
木２時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive German Ⅱ 51 ニッケル フランク 他 秋学期

月２時限
水２時限
木２時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

Intensive Spanish Ⅰ 01 中村 雄輝 他 春学期

月１時限
水１時限
木１時限
金１時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive Spanish Ⅰ 51 中村 雄輝 他 秋学期

月１時限
水１時限
木１時限
金１時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive Spanish Ⅱ 01 間藤 茂子 他 春学期

月２時限
火２時限
木２時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive Spanish Ⅱ 51 間藤 茂子 他 秋学期

月２時限
火２時限
木２時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive Chinese Ⅰ 01 張 継浜 他 春学期

月２時限
火２時限
水２時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive Chinese Ⅰ 51 張 継浜 他 秋学期

月２時限
火２時限
水２時限
金２時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive Chinese Ⅱ 01 張 継浜 他 春学期

火２時限
水２時限
木２時限
金１時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive Chinese Ⅱ 51 張 継浜 他 秋学期

火２時限
水２時限
木２時限
金１時限

早稲田 ４ １年以上

Intensive French Ⅲ 51 服部 カトリーヌ 他 秋学期

月２時限
火２時限
水２時限
木１時限

早稲田 ４ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Intensive Chinese Ⅲ 01 御手洗 大輔 他 春学期
水２時限
火２時限
木２時限

早稲田 ３ １年以上

Intensive Chinese Ⅲ 51 御手洗 大輔 他 秋学期
水２時限
火２時限
木２時限

早稲田 ３ １年以上

German Ⅳ 01 Ｅ・ヘルメル 他 春学期
火２時限
金１時限

早稲田 ２ １年以上

Korean Ⅳ 01
リー マージ クリス
ティン 他

春学期
水２時限
金２時限

早稲田 ２ １年以上

Korean Ⅳ 51
リー マージ クリス
ティン 他

秋学期
水２時限
金２時限

早稲田 ２ １年以上

French Plus Ⅳ（DELF B２）51 ベルテ ディディエ 秋学期 水１時限 早稲田 １ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Intermediate Filipino 01 モハメッド ファリダ 春学期
月１時限
月２時限

早稲田 ２ １年以上

Intermediate Malay 01 峯下 ロセル 春学期
月１時限
月２時限

早稲田 ２ １年以上

Human Biology 51 内田 亮子 秋学期
土３時限
土４時限

早稲田 ４ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Introduction to Islamic Culture 桜井 啓子 秋学期 木２時限 早稲田 ２ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Contemporary Issues in the Islamic World 桜井 啓子 秋学期
水３時限
木３時限

早稲田 ４ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Islamic Area Studies 01 桜井 啓子 春学期
水３時限
木３時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

APM- Political Economy in the Spanish-speaking world（in
Spanish） 01

ミニャンブレス ガルシ
ア イグナシオ ホセ

春学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

APM- Political Economy in the Spanish-speaking world（In
Spanish） 51

ミニャンブレス ガルシ
ア イグナシオ ホセ

秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

Reform and Development in Middle Eastern Political Eco-
nomies 01

グレイ マシュー バ
リー

春学期 月３時限 早稲田 ２ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

APM- Populism in France and Japan（in French） 01 メレ グザヴィエ 春学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

APM- Populism in France and Japan（in French） 51 メレ グザヴィエ 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

Selected Topics in Middle Eastern Studies 01
グレイ マシュー バ
リー

春学期
水３時限
水４時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

APM-Advanced course in FrenchStudies（B）（in French） 01 メレ グザヴィエ 春学期 火４時限 早稲田 ２ ２年以上

The Political Economy of the Middle East 51
グレイ マシュー バ
リー

秋学期 火３時限 早稲田 ２ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Political and Economic Situations in Southern African
Countries

片岡 貞治 秋学期 月５時限 早稲田 ２ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Introduction to World Politics and Journalism 01 鈴木 悟 春学期 土１時限 早稲田 ２ ２年以上
国際教養学部生が優先して登録されます

Introduction to World Politics and Journalism 51 鈴木 悟 秋学期 土１時限 早稲田 ２ ２年以上

APM- Peace Building between China and its Neighboring
Countries（in Chinese） 01

才仁 卓瑪 春学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

APM- Peace Building between China and its Neighboring
Countries（in Chinese） 51

才仁 卓瑪 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

European Integration and Foreign Policy 片岡 貞治 春学期
水４時限
水５時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Politics in Developing Countries（African Politics） 片岡 貞治 秋学期
水４時限
水５時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Global Environmental Politics and Policies 51 礪波 亜希 秋学期
水３時限
金３時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

APM-Advanced course in ChineseStudies A（in Chinese） 01 才仁 卓瑪 春学期 水４時限 早稲田 ２ ２年以上

APM-Advanced course in ChineseStudies A（in Chinese） 51 才仁 卓瑪 秋学期 水４時限 早稲田 ２ ３年以上

APM-Advanced course in Hispanophone Studies（B）（in
Spanish） 01

ミニャンブレス ガルシ
ア イグナシオ ホセ

春学期 水４時限 早稲田 ２ ２年以上

APM-Advanced course in ChineseStudiesB（in Chinese） 01 才仁 卓瑪 春学期 水５時限 早稲田 ２ ２年以上

Word Structure and Vocabulary
ミューライゼン ヴィク
トリア

秋学期
火４時限
水３時限

早稲田 ４ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

English Phonetics and Phonology 01 近藤 眞理子 春学期 木２時限 早稲田 ２ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Japanese Phonetics and Phonology 51 近藤 眞理子 秋学期 木２時限 早稲田 ２ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Selected Topics in Applied Linguistics 01
ミューライゼン ヴィク
トリア

春学期
火４時限
水３時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

Acoustics and Auditory Phonetics 近藤 眞理子 春学期
月３時限
火３時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Introduction to Literature 大平 章 春学期 金４時限 早稲田 ２ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Introduction to Literature 大和田 英子 秋学期 火３時限 早稲田 ２ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Literature and Art 大平 章 秋学期
火４時限
金４時限

早稲田 ４ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Translation Studies: Practices 51 大和田 英子 秋学期 火４時限 早稲田 ２ ２年以上

Contemporary Performing Arts 三神 弘子 秋学期
水４時限
金４時限

早稲田 ４ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Understanding Modern Fiction and Criticism 大平 章 秋学期
火５時限
金５時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Selected Topics in Film and Mass Media 仁井田 千絵 春学期 水４−５ 早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Introduction to Text Mining and Digital Humanities 51 シャルロート ヨアヒム 秋学期 火２時限 早稲田 ２ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Gender Studies 02
ドボルザーク グレゴ
リー エリック

春学期
水４時限
水５時限

早稲田 ４ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Culture and Law 51
リー マージ クリス
ティン

秋学期 水１時限 早稲田 ２ ２年以上

Programming for Social and Cultural Data Analysis 01 シャルロート ヨアヒム 春学期 火２時限 早稲田 ２ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Selected Topics in Irish Studies 三神 弘子 春学期
水４時限
金４時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Social Movements in German Contemporary History（in
German） 51

シャルロート ヨアヒム 秋学期 木３時限 早稲田 ２ ２年以上

Introduction to Urban Studies 01 ディマ クリスティアン 春学期 木３時限 早稲田 ２ １年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Social Design & Design Thinking for Urban Change 51 ディマ クリスティアン 秋学期 金３時限 早稲田 ２ ２年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

Urban Studies ディマ クリスティアン 秋学期
水４時限
水５時限

早稲田 ４ ３年以上 国際教養学部生が優先して登録されます

APM- Korean Popular Culture in the Global Age（in Korean） 01 李 亨真 春学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

APM- Korean Popular Culture in the Global Age（in Korean） 51 李 亨真 秋学期 水３時限 早稲田 ２ ２年以上

APM-Advanced course inKoreanStudies（B）（inKorean） 51 李 亨真 秋学期 火４時限 早稲田 ２ ２年以上

文化構想学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

アジアの思想的基盤 森 由利亜 春学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

伝統文化概論２ 森 新之介 秋学期 木５時限 戸山 ２ １年以上

アジアの近代 柳澤 明 春学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

チベット文化論 西沢 史仁 秋学期 金６時限 戸山 ２ １年以上

アジア社会とイスラーム 大塚 修 春学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

アジア・日本文化概論２ 河野 貴美子 秋学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

日本の伝統文化 安藤 章仁 秋学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

神道概論 門屋 温 春学期 火４時限 戸山 ２ １年以上

伝統文化概論１ 安藤 章仁 春学期 月４時限 戸山 ２ ２年以上

アジア・日本文化研究１ ティネッロ マルコ 春学期 水４時限 戸山 ２ ２年以上

歴史と文学 伊川 健二 春学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

ギリシャ・ローマ世界入門 宮城 徳也 他 春学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究２ 中澤 達哉 夏クォーター
火６時限
金４時限

戸山 ２ １年以上

地中海文化概論 井上 文則 春学期 木３時限 戸山 ２ １年以上

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究１ 大稔 哲也 春クォーター
火６時限
金４時限

戸山 ２ １年以上

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化概論１ 前川 陽祐 春学期 水３時限 戸山 ２ ２年以上

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化概論２ 南平 かおり 秋学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上

イスラーム文化世界 佐藤 尚平 秋学期 火４時限 戸山 ２ １年以上

近代外交史 飯田 洋介 春学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

現代中欧世界とその歴史 森 元孝 春学期 フルオンデマンド 戸山 ２ ３年以上

イギリス民衆文化論 小田島 恒志 秋学期 木１時限 戸山 ２ １年以上

ポストコロニアリズム
チャン エドワード ケ
イ

秋学期 金４時限 戸山 ２ １年以上

アメリカ音楽の世界
チャン エドワード ケ
イ

春クォーター
火６時限
金３時限

戸山 ２ ２年以上

英語圏文化概論１ ホサイン タニア 春学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上

英語圏文化概論２ ライアン スティーブン 秋学期 月３時限 戸山 ２ ２年以上

英米演劇の伝統と変容 梅宮 悠 夏クォーター
火６時限
金３時限

戸山 ２ ２年以上

日本の英語教育 ライアン スティーブン 秋学期 月４時限 戸山 ２ ２年以上

英語圏文化研究１ 渡辺 愛子 春クォーター
水１時限
無その他

戸山 ２ ２年以上
オンデマンド併用（詳細はシラバスを確
認）

英語圏文化研究２ 澤田 敬司 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

日本史・世界史再発見 渡辺 愛子 他 春学期 木５時限 戸山 ２ １年以上

比較文学入門 宮城 徳也 秋学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

神話の世界 兼利 琢也 春学期 水４時限 戸山 ２ １年以上

神話と芸術 兼利 琢也 秋学期 水４時限 戸山 ２ １年以上

異文化受容と文学の変容 宮城 徳也 春学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

芸術と社会 坂上 桂子 秋学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

芸術論争の歴史 桝田 倫広 春学期 月６時限 戸山 ２ １年以上

翻訳とその諸問題 南平 かおり 秋学期 金５時限 戸山 ２ １年以上

言語学入門 森田 彰 春学期 土３時限 早稲田 ２ １年以上

アジアのことばと文化 古屋 昭弘 春学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

ヨーロッパのことばと文化 酒井 智宏 秋学期 火５時限 戸山 ２ １年以上

世界の言語と日本語 吉田 健二 春学期 木３時限 戸山 ２ １年以上

言語史の方法 澤崎 文 春学期 水４時限 戸山 ２ １年以上

ことばの統計 市村 太郎 秋学期 金５時限 戸山 ２ １年以上

ことばと社会 山岡 華菜子 秋学期 金２時限 戸山 ２ １年以上

文化人類学の最前線１ 西村 正雄 他 春学期 土２時限 戸山 ２ １年以上

文化人類学の最前線２ 酒井 貴広 他 秋学期 土２時限 戸山 ２ １年以上

文化人類学１ 國弘 暁子 春学期 火４時限 戸山 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

文化人類学２ 國弘 暁子 秋学期 火４時限 戸山 ２ １年以上

環境と人間１（マクロな視点） 西村 正雄 春学期 月１時限 戸山 ２ ２年以上

環境と人間２（ミクロな視点） 三浦 恵子 秋学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

異文化の伝播と受容 楢山 満照 春学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

異文化接触と日本文化 楢山 満照 秋学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

民族音楽論 早稲田 みな子 秋学期 水２時限 戸山 ２ １年以上

国民国家と文化 寺崎 秀一郎 春学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上

現代の国際法 清水 章雄 春学期 木３時限 戸山 ２ １年以上

感性の哲学 本郷 均 秋学期 火２時限 戸山 ２ １年以上

芸術論 松原 哲哉 秋学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

生活環境美学 宮崎 薫 春学期 金３時限 戸山 ２ １年以上

現代美学の射程 小林 信之 他 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

美の諸相 小林 信之 他 秋学期 月２時限 戸山 ２ １年以上

愛の諸相 柿谷 浩一 春学期 金５時限 戸山 ２ １年以上

死の諸相 堀内 正規 春学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

グローバリゼーションとメディア 砂田 薫 秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

語用論入門 酒井 智宏 春学期 火５時限 戸山 ２ １年以上

認知言語学入門 酒井 智宏 秋学期 木３時限 戸山 ２ １年以上

文化の哲学 小林 信之 他 春クォーター
土３時限
土４時限

戸山 ２ １年以上

ポストヒューマン論 高橋 透 秋学期 水２時限 戸山 ２ １年以上

アジアのジェンダーとセクシュアリティ 國弘 暁子 秋学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

近代日本の思想空間 熊谷 征一郎 秋学期 火６時限 戸山 ２ １年以上

サイボーグ哲学−先端テクノロジーを哲学する 高橋 透 春学期 金２時限 戸山 ２ １年以上

音から見ることばと文化 竹内 京子 春学期 金４時限 戸山 ２ １年以上

表象文化の政治経済学１ 藤本 一勇 春学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

表象文化の政治経済学２ 藤本 一勇 秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

オペラ論 村井 翔 秋学期 月６時限 戸山 ２ １年以上

パフォーマンス・スタディーズ 坂内 太 秋学期 木３時限 戸山 ２ １年以上

精神分析入門 村井 翔 春学期 月６時限 戸山 ２ １年以上

文学とジェンダー２ 伊藤 比呂美 秋学期 火４時限 戸山 ２ １年以上

応用倫理学 村松 聡 春学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

障害学 岡部 耕典 春学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

生命倫理 村松 聡 秋学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

福祉社会論 岡部 耕典 秋学期 火４時限 戸山 ２ １年以上

セクシュアリティの社会学 森山 至貴 春学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

クィア・スタディーズ入門 森山 至貴 秋学期 火２時限 戸山 ２ １年以上

脱植民地主義のジェンダー 熱田 敬子 春学期 金４時限 戸山 ２ １年以上

東アジアにおけるフェミニズム 熱田 敬子 秋学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

国家形成論 川尻 秋生 秋学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

アジア地域社会論 松重 充浩 春学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

アジアの地域・都市の歴史 加藤 圭木 秋学期 月３時限 戸山 ２ ２年以上

地域・都市論研究 浦野 正樹 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

ローカル・ガバナンス論 高野 孝子 秋学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

ジェンダー論 豊田 真穂 春学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上

歴史のなかの人権 豊田 真穂 秋学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上

社会システム論 森 元孝 春学期 フルオンデマンド 戸山 ２ ２年以上

社会理論 森 元孝 春学期 フルオンデマンド 戸山 ２ １年以上

国際教育論−国際化・グローバル化と教育 山西 優二 秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

ボランティアとＮＰＯ・ＮＧＯ 湯本 浩之 秋学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

アジアにおける人間の安全保障 金 敬黙 他 春学期 木６時限 戸山 ２ １年以上

文学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

西洋思想史１（古代） 岩田 圭一 春学期 水１時限 戸山 ２ １年以上

西洋思想史２（中世） 松澤 裕樹 秋学期 金２時限 戸山 ２ １年以上

美学１ 渡辺 洋平 春学期 火５時限 戸山 ２ １年以上

美学２ 小林 信之 秋学期 木３時限 戸山 ２ １年以上

インド哲学特論 齋藤 直樹 春学期 金６時限 戸山 ２ ２年以上

文化構想学部生・文学部生が優先して登録
されます

中国哲学特論
原 信太郎 アレシャン
ドレ

春学期 水４時限 戸山 ２ ２年以上

日本思想特論 大久保 良峻 他 春学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

東洋思想特論 江波戸 亙 秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

インド思想史 山部 能宜 秋学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上

中国思想の世界 土田 健次郎 秋学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

仏教漢文の世界 大久保 良峻 春学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

仏教概論 山部 能宜 春学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上

儒教概論 土田 健次郎 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

道教概論 森 由利亜 秋学期 土２時限 戸山 ２ ２年以上

日本中世思想 松本 知己 春学期 火１時限 戸山 ２ ２年以上

日本思想概論 原 克昭 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

日本近世思想 阿部 光麿 秋学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

漢文講読１ 渡邉 義浩 春学期 木５時限 戸山 ２ １年以上

漢文講読２ 大久保 良峻 秋学期 金５時限 戸山 ２ １年以上

比較・国際教育学（教育改革の視点とその方策） 山西 優二 春学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

教育とジェンダー 近藤 牧子 秋学期 月４時限 戸山 ２ ２年以上

フェミニズム実践にみる教育思想 矢内 琴江 秋学期 金２時限 戸山 ２ １年以上

神話と伝説の世界 高松 寿夫 春学期 月４時限 戸山 ２ １年以上

物語文学の世界 緑川 真知子 秋学期 水３時限 戸山 ２ １年以上

和歌文学の世界 高松 寿夫 秋学期 月４時限 戸山 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

鎌倉・室町の文学 和田 琢磨 春学期 水１時限 戸山 ２ １年以上

近世小説と俳諧 池澤 一郎 春学期 金３時限 戸山 ２ １年以上

近代の文学と文化 宗像 和重 秋学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

現代の文学と文化１ 高橋 敏夫 他 春学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

現代の日本語 笹原 宏之 秋学期 水４時限 戸山 ２ １年以上

日本語の文化史 高梨 信博 秋学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

日本の文学論 柳川 響 春学期 火５時限 戸山 ２ １年以上

くずし字を学ぶ 兼築 信行 他 春学期 フルオンデマンド 戸山 ２ １年以上

中国近現代文学史１（作品で読む中国20世紀文学） 千野 拓政 夏クォーター
月５時限
木４時限

戸山 ２ ２年以上

中国近現代文学史２（作品で読む中国20世紀･21世紀文学） 千野 拓政 秋クォーター
月３時限
木２時限

戸山 ２ ２年以上

中国歴史世情小説史 川 浩二 冬クォーター
水３時限
水４時限

戸山 ２ ２年以上

中国語学史１ 内藤 正子 夏クォーター
月３時限
木２時限

戸山 ２ ２年以上

中国語学史２ 内藤 正子 冬クォーター
月３時限
木２時限

戸山 ２ ２年以上

中国比較文化論１（中国民族文化の諸相（南部編）） 金丸 良子 春クォーター
水３時限
水４時限

戸山 ２ ２年以上

中国比較文化論２ 金丸 良子 秋クォーター
水３時限
水４時限

戸山 ２ ２年以上

中国演劇文化史 岡崎 由美 春クォーター
月３時限
木４時限

戸山 ２ ２年以上

中国詩歌概論２（唐詩を読む） 石 碩 夏クォーター
水３時限
水４時限

戸山 ２ ２年以上

シェイクスピアと現代 冬木 ひろみ 春学期 月３時限 戸山 ２ １年以上

ドイツ文学概論１ 金 志成 春学期 水４時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ文学概論２ 西尾 宇広 春学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ文化特論 村井 翔 春学期 火２時限 戸山 ２ ２年以上

ウィーン文化論 藤井 明彦 他 春学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

ドイツ比較文化論 山本 浩司 他 秋学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏の文学 山本 浩司 秋学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

ドイツ語圏の思想 前田 良三 秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏の文化 藤井 明彦 秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア文学と現代１ 坂庭 淳史 春学期 金５時限 戸山 ２ １年以上

ロシア文学と現代２ 八木 君人 秋学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

ロシア芸術の現在１ 八木 君人 他 春学期 火２時限 戸山 ２ １年以上

ロシア民族文化論 伊東 一郎 春学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

ロシア芸術の現在２ 八木 君人 他 秋学期 火２時限 戸山 ２ １年以上

演劇研究入門 児玉 竜一 秋学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

日本演劇史１ 児玉 竜一 春学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

日本演劇史２ 児玉 竜一 秋学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

西洋演劇１ 山下 純照 春学期 月４時限 戸山 ２ ２年以上

西洋演劇２ 山下 純照 秋学期 月４時限 戸山 ２ ２年以上

舞踊史 川島 京子 春学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

映画作家論 藤井 仁子 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

映画ジャンル論 木原 圭翔 春学期 水４時限 戸山 ２ ２年以上

社会の中の歌舞伎 埋忠 美沙 春学期 金２時限 戸山 ２ １年以上

美術史専門講義５（日本美術） 成澤 勝嗣 秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

美術史専門講義６（日本美術） 萱場 まゆみ 春学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

日本美術史入門 岡本 明子 春学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

歴史学 海老澤 衷 春学期 火３時限 戸山 ２ １年以上

日本列島の人類史 伊川 健二 秋学期 金３時限 戸山 ２ １年以上

日本民俗学 鶴見 太郎 春学期 水１時限 戸山 ２ １年以上

日本環境史 鶴見 太郎 秋学期 水１時限 戸山 ２ １年以上

日本史概論１ 川尻 秋生 春学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

日本史概論２ 川尻 秋生 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

アジア史特殊講義１（中国古代史） 工藤 元男 秋学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

アジア史特殊講義２（朝鮮前近代史） 木村 誠 春学期 火２時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

アジア史特殊講義３（中国前近代史） 飯山 知保 春学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

アジア史特殊講義４（東アジア近現代史） 柳澤 明 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

フィールド歴史学（東アジア） 工藤 元男 他 秋学期 火６時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

朝鮮近現代史 三ツ井 崇 秋学期 金２時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

東南アジア史 太田 淳 春学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

アジア史概論１ 工藤 元男 他 春学期 月４時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

アジア史概論２ 柳澤 明 他 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上
文学部生・文化構想学部生が優先して登録
されます

アジア史学発達史１ 小二田 章 春学期 木３時限 戸山 ２ １年以上

考古学概論 小高 敬寛 春学期 土１時限 戸山 ２ ２年以上

日本考古学概説 城倉 正祥 他 秋学期 フルオンデマンド 戸山 ２ １年以上

世界の考古学 田畑 幸嗣 春学期 火２時限 戸山 ２ ２年以上

現代社会と考古学 長崎 潤一 秋学期 フルオンデマンド 戸山 ２ ２年以上

アジア考古学交流 城倉 正祥 春学期 金１時限 戸山 ２ ２年以上

文化財の保存と活用 西田 健彦 春学期 土５時限 戸山 ２ ３年以上

原始古代の社会と宗教（アジア） 田畑 幸嗣 他 春学期 月２時限 戸山 ２ １年以上

原始古代の社会と宗教（エジプト・マヤ） 近藤 二郎 他 秋学期 月２時限 戸山 ２ １年以上

考古学方法論 佐野 勝宏 秋学期 月３時限 戸山 ２ ２年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

文化財行政学 御堂島 正 春学期 土４時限 戸山 ２ ３年以上

野外考古学概論 小高 敬寛 秋学期 金１時限 戸山 ２ ２年以上

考古学と関連科学 Ａ 藤田 尚 春学期 土２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む１（文学１） 福山 智 春学期 水６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む２（哲学） 立花 史 春学期 火６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む３（芸術・文化） 中島 万紀子 春学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む４（現代文明） 梶田 裕 春学期 月６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む５（大学院受験のための仏語） 小出石 敦子 春学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む６（文学１） 福山 智 秋学期 水６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む７（哲学） 立花 史 秋学期 火６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む８（芸術・文化） 中島 万紀子 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む９（現代文明） 梶田 裕 秋学期 月６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む10（大学院受験のための仏語） 小出石 敦子 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する１（会話初級） Ａ クーショ マリナ 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する１（会話初級） Ｂ Ｅ．ヴィエル 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する１（会話初級） Ｃ オジュロ アン 春学期 金６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する２（会話中級） Ａ
ヴァンシンテヤン カト
リーヌ

春学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する２（会話中級） Ｂ クーショ マリナ 春学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する３（作文初級） Ａ 小倉 博行 春学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する３（作文初級） Ｂ 中野 茂 春学期 水６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する４（作文中級） Ｏ．デュスッド 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する５（会話・作文総合） Ｏ．デュスッド 春学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する６（会話初級） Ａ クーショ マリナ 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する６（会話初級） Ｂ Ｅ．ヴィエル 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する６（会話初級） Ｃ オジュロ アン 秋学期 金６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する７（会話中級） Ａ
ヴァンシンテヤン カト
リーヌ

秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する７（会話中級） Ｂ クーショ マリナ 秋学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する８（作文初級） Ａ 小倉 博行 秋学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する８（作文初級） Ｂ 中野 茂 秋学期 水６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する９（作文中級） Ｏ．デュスッド 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する10（会話・作文総合） Ｏ．デュスッド 秋学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る１（時事フランス語） 熊木 淳 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る２（旅行、パリと地方） 家山 也寿生 春学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る３（映画・演劇） キヨタ リディア Ａ． 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る４（美術・音楽）
ベルナール ミルティル
ロランス

春学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る５（歴史・社会） 斎藤 公一 春学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る６（時事フランス語） 熊木 淳 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る７（旅行、パリと地方） 家山 也寿生 秋学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る８（映画・演劇） キヨタ リディア Ａ． 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る９（美術・音楽）
ベルナール ミルティル
ロランス

秋学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る10（歴史・社会） 斎藤 公一 秋学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす１（初級） Ａ 家山 也寿生 春学期 木６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす１（初級） Ｂ 小幡 一雄 春学期 土２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす２（中級） Ａ オジュロ アン 春学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす２（中級） Ｂ
ヴァンシンテヤン カト
リーヌ

春学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす３（初級） Ａ 家山 也寿生 秋学期 木６時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす３（初級） Ｂ 小幡 一雄 秋学期 土２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす４（中級） Ａ オジュロ アン 秋学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語の資格をめざす４（中級） Ｂ
ヴァンシンテヤン カト
リーヌ

秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語力を強化する１（留学準備） 明石 伸子 秋学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語力を強化する２（留学準備） 小幡 一雄 春学期 土１時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語力を強化する３（発音の訓練） 小出石 敦子 春学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語力を強化する４（文法） 小幡 一雄 秋学期 土１時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語力を強化する５（語彙） 明石 伸子 春学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語力を強化する６（聞き取りの訓練） 小出石 敦子 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

第三外国語としてのフランス語１ Ａ 福山 智 春学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

第三外国語としてのフランス語１ Ｂ 立花 史 春学期 火５時限 戸山 ２ １年以上

第三外国語としてのフランス語２ Ａ 福山 智 秋学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

第三外国語としてのフランス語２ Ｂ 立花 史 秋学期 火５時限 戸山 ２ １年以上

速習フランス語 Ａ 松村 悠子 春学期
月５時限
金５時限

戸山 ４ １年以上

速習フランス語 Ｂ 松村 悠子 秋学期
月５時限
金５時限

戸山 ４ １年以上

フランス語を読む11（文学２） 福山 智 春学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語を読む12（文学２） 福山 智 秋学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る11（ファッション・料理） Ｃ．ヴァリエーヌ 春学期 水４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス文化を知る12（ファッション・料理） Ｃ．ヴァリエーヌ 秋学期 水４時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する11（メディア・コミュニケーション） 明石 伸子 春学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

フランス語で表現する12（メディア・コミュニケーション） 明石 伸子 秋学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

Intensive Studies 15（Introduction to Japanese Thought
and Religion １）

グレイス ステファン・
ピーター

秋クォーター
月６時限
木６時限

戸山 ２ １年以上

Intensive Studies 16（Introduction to Japanese Thought
and Religion ２）

眞野 新也 冬クォーター
月６時限
木５時限

戸山 ２ １年以上

Intensive Studies 18（Introduction to Japanese Visual
and Performing Arts １）

由尾 瞳 秋クォーター
月４時限
木４時限

戸山 ２ １年以上

Intensive Studies 19（Introduction to Japanese Visual
and Performing Arts ２）

高井 詩穂 冬クォーター
月４時限
木４時限

戸山 ２ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

Intensive Studies 20（Introduction to Japanese Visual
and Performing Arts ３）

土金 康子 春クォーター
月５時限
木４時限

戸山 ２ １年以上

ドイツ語で表現する11（上級の会話・作文） クラヴィッター アルネ 春学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語で表現する12（上級の会話・作文） クラヴィッター アルネ 秋学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む１（文学） Ｅ・ヘルメル 春学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む２（文学） 村井 浩一 秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む３（思想） 高橋 透 春学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む４（思想） 柳橋 大輔 秋学期 水１時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む５（ナチ＝ドイツと言語） 村井 浩一 春学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む６（童話） 松永 美穂 秋学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む７（大学院受験のためのドイツ語） 大宮 洋子 春学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語を読む８（大学院受験のためのドイツ語） 柳 勝己 秋学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る１（都市を巡る） 江口 陽子 春学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る２（都市を巡る） 山本 浩司 秋学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る３（芸術） 村井 翔 春学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る４（芸術） 大宮 洋子 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る５（芸術） 前川 一貴 春学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る６（芸術） 高橋 透 秋学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る７（芸術） 荒井 泰 春学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る８（芸術） 伊藤 壮 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る９（現代文明） 柳 勝己 春学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語圏文化を知る10（現代文明） Ｅ・ヘルメル 秋学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語で表現する１（初歩の会話） 西尾 悠子 春学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

ドイツ語で表現する２（初歩の会話） 西尾 悠子 秋学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

ドイツ語で表現する３（初歩の作文） 泉 ボグミワ 春学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

ドイツ語で表現する４（初歩の作文） 小笠原 能仁 秋学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

ドイツ語で表現する５（中級の会話・作文） Ｅ・ヘルメル 春学期 水１時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語で表現する６（中級の会話・作文） クラヴィッター アルネ 秋学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語で表現する７（中級の会話・作文） クラヴィッター アルネ 春学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語で表現する８（中級の会話・作文） Ｅ・ヘルメル 秋学期 水１時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語で表現する９（中級の会話・作文）
シュレンドルフ レオポ
ルト

春学期 木１時限 戸山 ２ ２年以上

ドイツ語で表現する10（中級の会話・作文）
シュレンドルフ レオポ
ルト

秋学期 木１時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語を読む１（読解のコツ） 粕谷 典子 春学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語を読む２（文学作品に挑戦） 小俣 智史 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語で表現する１（作文・エレメンタリー） 籾内 裕子 春学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語で表現する２（会話・エレメンタリー） 岡野 エレナ 春学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語で表現する４（作文・ステップアップ） 籾内 裕子 秋学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語で表現する５（会話・ステップアップ） 岡野 エレナ 秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語で鑑賞する１（演劇映画） バルシャイ ナターリヤ 秋学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語力を磨く１（進学・留学のためのロシア語） 上田 洋子 春学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語力を磨く２（上級会話） 岡野 エレナ 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語力を磨く３（さまざまな文体を身につける） 東井 ナジェージュダ 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語力を磨く４（上級会話） Ｖ．フィラトフ 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

入門ロシア語１ 長井 淳 春学期 土２時限 戸山 ２ １年以上

入門ロシア語２ 長井 淳 秋学期 土２時限 戸山 ２ １年以上

ロシア語を読む３（ロシアのいまを知る） 八木 君人 春学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語を読む４（現代ロシアの文学） 高柳 聡子 秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

練習問題でマスターするロシア語１ 上野 理恵 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語力を磨く５（上級講読） 上田 洋子 秋学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語で表現する７（スピーチ） バルシャイ ナターリヤ 春学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

ロシア語力を磨く６（上級講読） 高柳 聡子 春学期 月１時限 戸山 ２ ２年以上

練習問題でマスターするロシア語２ 上野 理恵 秋学期 水６時限 戸山 ２ ２年以上

速習中国語１ 倉持 貴文 春学期
水５時限
木６時限

戸山 ４ ２年以上

オンデマンド中国語（中級） Ａ 楊 達 春学期 水１時限 戸山 ２ ２年以上

オンデマンド中国語（中級） Ｂ 陳 愛玲 春学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

中国語会話（中級） Ａ 張 文菁 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

中国語会話（中級） Ｂ 胡 婉如 春学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

中国語会話（中級） Ｃ 新田 小雨子 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語プレゼンテーション（中級） 金 佩華 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語ヒアリング（中級） 伴 俊典 春学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

時事中国語（中級） Ａ 土屋 文子 春学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

時事中国語（中級） Ｂ 熊 進 春学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

中国現代文学に親しむ（中級） 土屋 文子 春学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

映画で学ぶ中国語（中級） Ａ 山本 律 春学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

映画で学ぶ中国語（中級） Ｂ 金 スンオグ 春学期 月１時限 戸山 ２ ２年以上

オンデマンド中国語（上級）１ 楊 達 春学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

中国語ヒアリング（上級）１ 南 勇 春学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

中国語作文（上級）１ 孫 国震 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語翻訳１ 土屋 文子 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

中国語字幕翻訳１ 樋口 裕子 春学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

速習中国語２ 倉持 貴文 秋学期
水５時限
木６時限

戸山 ４ ２年以上

オンデマンド中国語（中上級） Ａ 楊 達 秋学期 水１時限 戸山 ２ ２年以上

オンデマンド中国語（中上級） Ｂ 陳 愛玲 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

中国語会話（中上級） Ａ 張 文菁 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

中国語会話（中上級） Ｂ 胡 婉如 秋学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

中国語会話（中上級） Ｃ 新田 小雨子 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語作文（中上級） Ａ 小島 瑞紀 秋学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

中国語作文（中上級） Ｂ 王 瑞来 秋学期 木１時限 戸山 ２ ２年以上

中国語プレゼンテーション（中上級） 金 佩華 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語ヒアリング（中上級） 伴 俊典 秋学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

時事中国語（中上級） Ａ 土屋 文子 秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

時事中国語（中上級） Ｂ 熊 進 秋学期 金５時限 戸山 ２ ２年以上

中国現代文学に親しむ（中上級） 土屋 文子 秋学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

映画で学ぶ中国語（中上級） Ａ 山本 律 秋学期 火５時限 戸山 ２ ２年以上

映画で学ぶ中国語（中上級） Ｂ 金 スンオグ 秋学期 月１時限 戸山 ２ ２年以上

オンデマンド中国語（上級）２ 楊 達 秋学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

中国語ヒアリング（上級）２ 南 勇 秋学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

中国語作文（上級）２ 孫 国震 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語翻訳２ 土屋 文子 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

中国語字幕翻訳２ 樋口 裕子 秋学期 木５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語検定をめざす（中級） Ａ 李 洵 春学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語検定をめざす（中級） Ｂ 陳 愛玲 春学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

HSKをめざす（中級） Ａ 南 勇 春学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

HSKをめざす（中級） Ｂ 南 勇 春学期 月１時限 戸山 ２ ２年以上

中国語検定をめざす（中上級） Ａ 李 洵 秋学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

中国語検定をめざす（中上級） Ｂ 陳 愛玲 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

HSKをめざす（中上級） Ａ 南 勇 秋学期 月５時限 戸山 ２ ２年以上

HSKをめざす（中上級） Ｂ 南 勇 秋学期 月１時限 戸山 ２ ２年以上

スペイン語上級（話す・書く）１ プラナス ナバロ イネス 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

スペイン語上級（話す・書く）２ プラナス ナバロ イネス 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

スペイン語上級（応用・実践）１ 四宮 瑞枝 春学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

スペイン語上級（応用・実践）２ 四宮 瑞枝 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

スペイン語上級（読む）１ 四宮 瑞枝 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

スペイン語上級（読む）２ 四宮 瑞枝 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語を読む２（社会） Ｍ．カマンドーナ 春学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語を読む３（文学） 小林 勝 秋学期 月２時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語を読む４（歴史・思想） 三森 のぞみ 春学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア文化を知る３（映画） Ｍ．カマンドーナ 春学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア文化を知る４（映画） Ｍ．カマンドーナ 秋学期 木２時限 戸山 ２ ２年以上

資格を目指すイタリア語 １ Ｆ．ウジッコ 春学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

資格を目指すイタリア語 ２ Ｆ．ウジッコ 秋学期 金３時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語を読む１（文学・社会） Ｍ．カマンドーナ 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア文化を知る１（美術） Ｆ．ウジッコ 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア文化を知る２（美術） Ｆ．ウジッコ 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語中級１ Ｆ．ウジッコ 春学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語中級２（会話） Ｌ．トゥッチ 春学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語中級３ Ｆ．ウジッコ 秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語中級４（会話） Ｌ．トゥッチ 秋学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語中上級 Ｆ．ウジッコ 春学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア語上級 Ｆ．ウジッコ 秋学期 火３時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア文化を知る５（都市を巡る） 高津 美和 他 春学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

イタリア文化を知る６（都市を巡る） 横山 修一郎 他 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語上級１ 印 省熙 春学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語上級２ 印 省熙 秋学期 木４時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語会話中上級２ 印 省熙 春学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語会話中上級３ 印 省熙 秋学期 火４時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語会話上級１ 林 周禧 春学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語会話上級２ 林 周禧 秋学期 木３時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語作文中級 李 和貞 春学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

朝鮮語作文中上級 李 和貞 秋学期 水２時限 戸山 ２ ２年以上

時事朝鮮語 黒澤 朋子 春学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

通訳朝鮮語 黒澤 朋子 秋学期 金４時限 戸山 ２ ２年以上

初級ギリシャ語１ 宮城 徳也 春学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

初級ギリシャ語２ 宮城 徳也 秋学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

初級ギリシャ語（速修） 兼利 琢也 春学期
火５時限
金５時限

戸山 ４ １年以上

中級ギリシャ語２ 兼利 琢也 秋学期 金５時限 戸山 ２ １年以上

上級ギリシャ語３ 松浦 和也 春学期 火５時限 戸山 ２ １年以上

初級ラテン語１ 兼利 琢也 春学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

初級ラテン語２ 兼利 琢也 秋学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

初級ラテン語（速修） 小倉 博行 春学期
月５時限
木５時限

戸山 ４ １年以上

中級ラテン語１ 小倉 博行 秋学期 木５時限 戸山 ２ １年以上

中級ラテン語２ 小倉 博行 秋学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

上級ラテン語１ 土屋 睦廣 春学期 金６時限 戸山 ２ １年以上

初級サンスクリット語（思想）１ 飛田 康裕 他 春学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

初級サンスクリット語（思想）２ 飛田 康裕 秋学期 月５時限 戸山 ２ １年以上

初級サンスクリット語（文学）１ 三代 舞 春学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

初級サンスクリット語（文学）２ 三代 舞 秋学期 木４時限 戸山 ２ １年以上

サンスクリット語基礎講読１ 伊藤 康裕 他 春学期 月３時限 戸山 ２ ２年以上

サンスクリット語基礎講読２ 伊藤 康裕 他 秋学期 月３時限 戸山 ２ ２年以上

サンスクリット語講読 齋藤 直樹 他 秋学期 水５時限 戸山 ２ ２年以上

ギリシャ・ローマの思想と文化 宮城 徳也 他 秋学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

サンスクリットの世界１ 齋藤 直樹 他 春学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

サンスクリットの世界２ 林 慶仁 他 秋学期 水５時限 戸山 ２ １年以上

アラビア語１ 竹村 和朗 春学期
月２時限
木２時限

戸山 ４ １年以上
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科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

アラビア語２ 竹村 和朗 秋学期
月２時限
木２時限

戸山 ４ １年以上

博物館概論（学芸員夏季） Ａ 村松 哲文 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

◆事前受講期間（オンデマンド授業）…
６月25日（月）〜７月29日（日）

◆対面受講期間（教室での授業）
７月30日（月）２〜５時限
７月31日（火）〜８月３日（金）１・２時限

博物館資料論（学芸員夏季） Ａ 岡戸 敏幸 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

◆事前受講期間（オンデマンド授業）…
６月25日（月）〜７月30日（月）

◆対面受講期間（教室での授業）
７月31日（火）〜８月３日（金）３〜５時限

博物館経営論（学芸員夏季） Ａ 岡戸 敏幸 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

◆事前受講期間（オンデマンド授業）…
６月25日（月）〜８月５日（日）

◆対面受講期間（教室での授業）
８月６日（月）１〜４時限
８月７日（火）〜８月10日（金）１・２時限

博物館展示論（学芸員夏季） Ａ 高橋 信裕 他 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

◆事前受講期間（オンデマンド授業）…
６月25日（月）〜８月26日（日）

◆対面受講期間（教室での授業）
８月27日（月）〜８月31日（金）１・２時限

博物館資料保存論（学芸員夏季） 山田 磯夫 他 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

◆事前受講期間（オンデマンド授業）…
６月25日（月）〜８月19日（日）

◆対面受講期間（教室での授業）
８月20日（月）〜８月24日（金）１・２時限

生涯学習概論（学芸員夏季） 阿比留 久美 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

◆事前受講期間（オンデマンド授業）…
６月25日（月）〜９月２日（日）

◆対面受講期間（教室での授業）
９月３日（月）〜９月７日（金）１・２時限

博物館教育論（学芸員夏季） Ａ 端山 聡子 他 夏季集中 無その他 戸山 ２ １年以上

◆事前受講期間（オンデマンド授業）…
６月25日（月）〜８月６日（月）

◆対面受講期間（教室での授業）
８月７日（火）〜８月10日（金）３〜５時限

自然地理学１ 渡辺 満久 春学期 木１時限 戸山 ２ １年以上

自然地理学２ 渡辺 満久 秋学期 木１時限 戸山 ２ １年以上

地誌１ 本木 弘悌 春学期 火６時限 戸山 ２ １年以上

地誌２ 齋藤 正憲 秋学期 金５時限 戸山 ２ １年以上

社会教育方法論１ 新井 浩子 春学期 金２時限 戸山 ２ １年以上

社会教育方法論２ 新井 浩子 秋学期 金２時限 戸山 ２ １年以上

基幹理工学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

社会参加とボランティア 浦野 正樹 他 春学期 木４時限 西早稲田 ２ １年以上

国際知財政策Ａ 森 康晃 春学期 水４時限 西早稲田 ２ １年以上

音と音楽の表現領域 菅野 由弘 春学期 火３時限 早稲田 ２ １年以上

音楽論 菅野 由弘 秋学期 火３時限 西早稲田 ２ ２年以上

視覚芸術理論 長 幾朗 秋学期 水４時限 西早稲田 ２ ２年以上

奇想のテレビドキュメンタリー論 長嶋 甲兵 秋学期 木４−５ 西早稲田 ２ ２年以上

デジタル家電の興亡 伊藤 裕太 春学期 火５時限 西早稲田 ２ ２年以上

開発倫理 内藤 順子 春学期 木３時限 西早稲田 ２ ２年以上

健康の生態学 吉永 真理 春学期 月２時限 西早稲田 ２ ２年以上

バイオ・イノベーションと知財 川端 兆隆 他 春学期 火４時限 西早稲田 ２ ２年以上

技術倫理 綾部 広則 春学期 木３時限 西早稲田 ２ ２年以上

科学技術と現代社会 綾部 広則 秋学期 木３時限 西早稲田 ２ ２年以上

インタラクティブメディア論 長 幾朗 秋学期 火５時限 西早稲田 ２ ３年以上

言語処理系 笠原 博徳 他 春学期 金５時限 西早稲田 ２ ３年以上

メディアエルゴノミクス 河合 隆史 春学期 水４時限 西早稲田 ２ ３年以上

映像制作実習 Ⅰ 篠崎 誠 他 春学期 火６−７ 西早稲田 ４ ３年以上

映像制作実習 Ⅱ 篠崎 誠 他 秋学期 火６−７ 西早稲田 ４ ３年以上

映画から学ぶ映像表現 土田 環 春学期 月３−４ 西早稲田 ４ ２年以上

データマイニング 山名 早人 春学期 木１時限 西早稲田 ２ ４年以上

「ことば」の世界 片田 房 春学期 水３時限 西早稲田 ２ １年以上

創造理工学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

建築意匠と歴史 小岩 正樹 他 春学期 木５時限 西早稲田 ２ １年以上

環境工学 榊原 豊 秋学期 月４時限 西早稲田 ２ ２年以上

空間デザイン 佐々木 葉 秋学期 水５時限 西早稲田 ２ １年以上

都市計画 有賀 隆 他 秋学期 月１時限 西早稲田 ２ ２年以上

西洋建築史 中谷 礼仁 春学期 木１時限 西早稲田 ２ ２年以上

近代建築史 中谷 礼仁 秋学期 木２時限 西早稲田 ２ ２年以上

建築計画Ａ 渡邊 大志 春学期 火２時限 西早稲田 ２ ２年以上

景観工学 佐々木 葉 秋学期 水２時限 西早稲田 ２ ２年以上

日本建築史 小岩 正樹 春学期 月５時限 西早稲田 ２ ３年以上

都市計画 中川 義英 春学期 水３時限 西早稲田 ２ ３年以上

景観設計 後藤 春彦 春学期 月４時限 西早稲田 ２ ３年以上

交通計画 森本 章倫 春学期 水２時限 西早稲田 ２ ３年以上

交通システム工学 森本 章倫 秋学期 水２時限 西早稲田 ２ ３年以上

広域環境論 玄 姫 他 秋学期 金２時限 西早稲田 ２ ３年以上

先進理工学部

科目名称 担当教員名 学期 曜日時限 キャンパス 単位 配当年次 備考

遺伝医学 大島 登志男 他 秋学期 火５時限 西早稲田 ２ ２年以上

バイオインフォマティクス演習Ⅰ 竹山 春子 他 冬クォーター 木３−４ 西早稲田 ２ ２年以上

臨床医学概論 石川 義弘 他 秋学期 月３−４ 西早稲田 ２ ３年以上

薬理学Ａ 大島 登志男 春クォーター 月１時限 西早稲田 １ ３年以上

バイオインフォマティクス演習Ⅱ 竹山 春子 他
集中講義
（秋学期）

無その他 西早稲田 １ ３年以上
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