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学期

基礎数学 ９ 沢田 賢２時限火 １１－７０３秋学期

基礎数学 ９ 沢田 賢２時限金 １１－７０３秋学期

基礎数学 １０ 沢田 賢３時限火 １１－７０３秋学期

基礎数学 １０ 沢田 賢３時限金 １１－７０３秋学期

基礎数学 １１ 渡邊 展也２時限火 １４－４０３秋学期

基礎数学 １１ 渡邊 展也２時限金 １４－４０３秋学期

基礎数学 １２ 渡邊 展也４時限火 １１－７０３秋学期

基礎数学 １２ 渡邊 展也４時限金 １１－７０３秋学期

基礎数学 １３ 田中 心２時限火 １１－７１０秋学期

基礎数学 １３ 田中 心２時限金 １１－７１０秋学期

基礎会計学 ７ 鈴木 智英３時限火 ３－８０１秋学期

基礎会計学 ７ 鈴木 智英３時限金 ３－５０１秋学期

基礎会計学 ８ 若林 利明５時限火 ３－３０２秋学期

基礎会計学 ８ 若林 利明５時限金 ３－４０１秋学期

基礎会計学 ９ 山口 桂子１時限火 ３－４０２秋学期

基礎会計学 ９ 山口 桂子１時限金 ３－４０２秋学期

基礎会計学 １０ 河 榮１時限火 ３－４０１秋学期

基礎会計学 １０ 河 榮１時限金 ３－４０１秋学期

基礎経済学 ５ 久保 克行３時限火 １１－５０１秋学期

基礎経済学 ５ 久保 克行３時限金 １１－５０１秋学期

ビジネス法入門 ３ 中村 信男１時限火 １１－５０５秋学期

ビジネス法入門 ４ 和田 宗久４時限火 １１－５０５秋学期

経営学 ３ 山口 善昭１時限月 １１－５０１秋学期

経営学 ３ 山口 善昭１時限木 １１－５０１秋学期

経営学 ４ 大月 博司２時限月 １５－１０１秋学期

経営学 ４ 大月 博司２時限木 １５－１０１秋学期

財務会計論 ３ 辻山 栄子３時限月 １１－５０１秋学期

財務会計論 ３ 辻山 栄子３時限木 １１－５０１秋学期

管理会計論 ２ 河 榮２時限火 １１－７０４秋学期

管理会計論 ２ 河 榮２時限金 １１－７０４秋学期

管理会計論 ３ 伊藤 嘉博３時限火 １１－５０５秋学期

管理会計論 ３ 伊藤 嘉博３時限金 １１－５０５秋学期

マーケティング論 ３ 守口 剛３時限月 １５－１０１秋学期

マーケティング論 ３ 守口 剛３時限木 １５－１０１秋学期

国際貿易論 ３ 横田 一彦２時限月 １１－８１９秋学期

国際貿易論 ３ 横田 一彦２時限木 １１－８１９秋学期
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金融入門 ２ 谷内 満２時限月 １５－４０１秋学期

金融入門 ２ 谷内 満２時限木 １５－４０１秋学期

保険論 ３ 中出 哲４時限月 １５－４０１秋学期

保険論 ３ 中出 哲４時限木 １５－４０１秋学期

ミクロ経済学 ２ 高瀬 浩一１時限火 １１－５０１秋学期

ミクロ経済学 ２ 高瀬 浩一１時限金 １１－５０１秋学期

ミクロ経済学 ４ 木口 武博３時限火 １５－４０２秋学期

ミクロ経済学 ４ 木口 武博３時限金 １５－４０２秋学期

マクロ経済学 ２ 片岡 孝夫１時限月 １５－１０１秋学期

マクロ経済学 ２ 片岡 孝夫１時限木 １５－１０１秋学期

基礎統計学 ３ 毛利 裕昭３時限火 １１－７０１秋学期

基礎統計学 ３ 毛利 裕昭３時限金 １１－７０１秋学期

経営組織論 ２ 日野 健太２時限水 １１－７０３秋学期

経営組織論 ２ 日野 健太２時限土 １１－７０３秋学期

組織行動論 ２ 村瀬 俊朗２時限月 １５－２０１秋学期

組織行動論 ２ 村瀬 俊朗２時限木 １５－２０１秋学期

経営戦略 ２ 坂野 友昭２時限火 ３－４０１秋学期

経営戦略 ２ 坂野 友昭２時限金 ３－４０１秋学期

人的資源管理 １ 日詰 慎一郎１時限木 ７－４１９秋クォーター

人的資源管理 １ 日詰 慎一郎２時限木 ７－４１９秋クォーター

経営情報システム １ 宮元 万菜美４時限水 １１－７０３秋学期

情報ネットワーク論 １ 四方 義昭２時限水 ３－３０１秋学期

情報ネットワーク論 １ 四方 義昭３時限水 ３－３０１秋学期

イノベーション論 １ 田村 泰一２時限火 １１－７０９秋学期

簿記I ２ 奥西 康宏４時限月 １４－４０１秋学期

簿記I ２ 奥西 康宏４時限木 １４－４０３秋学期

簿記I ３ 齋藤 正章２時限月 １１－８１８秋学期

簿記I ３ 齋藤 正章２時限木 １１－８１８秋学期

原価計算論 ３ 大鹿 智基１時限火 １１－８１９秋学期

原価計算論 ３ 大鹿 智基１時限金 １１－８１９秋学期

財務諸表分析論 ２ 奥村 雅史２時限月 １１－５０１秋学期

財務諸表分析論 ２ 奥村 雅史２時限木 １１－５０１秋学期

業績管理会計論 １ 齋藤 正章３時限木 ３－６０１秋学期

税務会計論II １ 平山 健治郎４時限土 １１－７０５秋学期

連結会計論 １ 藤田 晶子２時限木 １１－７０１秋学期

流通論 ２ 八ッ橋 治郎４時限月 １１－５０５秋学期
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流通論 ２ 八ッ橋 治郎４時限木 １１－５０５秋学期

広告論 ４ 嶋村 和恵４時限月 １１－５０１秋学期

広告論 ４ 嶋村 和恵４時限木 １１－５０１秋学期

消費者行動論 １ 井上 淳子１時限金 １１－５０５秋学期

消費者行動論 １ 井上 淳子２時限金 １１－５０５秋学期

マーケティング戦略論 １ 恩藏 直人１時限水 １１－５０１秋学期

マーケティング・コミュニケーション論 １ 嶋村 和恵２時限月 ３－４０２秋学期

製品戦略論 １ 橋田 洋一郎４時限水 １１－５０１秋学期

マーケティング特論（パブリック・リレーションズ）
１

中野 香織４時限火 ８－Ｂ１０７秋学期

ビジネス・コミュニケーション論 ２ 藤井 健２時限月 １５－０３秋学期

国際貿易理論 １ 市田 敏啓４時限木 １１－７１１秋学期

ダイバシティマネジメント １ 谷口 真美１時限金 １１－７０５秋学期

国際ビジネス特論（グローバル戦略論） １ 井 透５時限金 １１－７０４秋学期

国際ビジネス特論（企業の国際戦略） １ 横田 一彦４時限月 ３－８０１秋学期

金融論 １ 藤原 洋二４時限月 １１－７０３秋学期

金融論 １ 藤原 洋二４時限木 １１－７０３秋学期

証券論 ２ 鈴木 誠１時限月 １１－５０５秋学期

証券論 ２ 鈴木 誠１時限木 １１－５０５秋学期

金融イノベーション １ 谷川 寧彦２時限火 １１－５０５秋学期

損害保険論 １ 李 洪茂２時限月 １１－７０３秋学期

損害保険論 １ 李 洪茂２時限木 １１－７０３秋学期

海上保険論 １ 中出 哲２時限月 １１－５０５秋学期

海上保険論 １ 中出 哲２時限木 １１－５０５秋学期

生命保険論 １ 江澤 雅彦２時限火 １１－５０３秋学期

生命保険論 １ 江澤 雅彦２時限金 １１－５０３秋学期

協同組合保険論 １ 江澤 雅彦３時限火 １１－６０６秋学期

回帰分析 １ 坂野 慎哉３時限月 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

回帰分析 １ 坂野 慎哉３時限木 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

社会経済学 ３ 山本 哲三３時限月 １１－５０２秋学期

社会経済学 ３ 山本 哲三３時限木 １１－５０２秋学期

経済史 ３ 矢後 和彦２時限火 １１－８１８秋学期

経済史 ３ 矢後 和彦２時限金 １１－８１８秋学期

日本経済論 ２ 齊藤 直１時限月 ３－６０１秋学期

日本経済論 ２ 齊藤 直２時限月 ３－６０１秋学期

経済政策 ２ 横山 将義３時限火 １１－５０２秋学期

経済政策 ２ 横山 将義３時限金 １１－５０２秋学期
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中小企業論 １ 鵜飼 信一２時限火 １１－５０１秋学期

中小企業論 １ 鵜飼 信一２時限金 １１－５０１秋学期

経済学史 ２ 大森 郁夫２時限火 １１－５０２秋学期

経済学史 ２ 大森 郁夫２時限金 １１－５０２秋学期

日本経済史 ２ 花井 俊介２時限火 １１－５０６秋学期

日本経済史 ２ 花井 俊介２時限金 １１－５０６秋学期

労働経済論 ２ 小倉 一哉３時限月 １５－１０２秋学期

労働経済論 ２ 小倉 一哉３時限木 １５－１０２秋学期

社会保障論 １ 百瀬 優４時限金 １１－５０５秋学期

社会保障論 １ 百瀬 優５時限金 １１－５０５秋学期

基礎コンピュータ ４ 阿部 威郎２時限水 １１－６１０（第４マルチメディア教室）秋学期

基礎コンピュータ ５ 谷口 郁生１時限金 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

基礎コンピュータ ６ 亀山 浩文１時限月 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

基礎コンピュータ ７ 税所 哲郎４時限月 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

基礎コンピュータ ８ 華山 宣胤４時限月 １４－６０３（教育実験室）秋学期

民法（総論）II １ 青木 則幸２時限火 １４－２０１秋学期

民法（総論）II ２ 近江 幸治３時限火 ８－１０６秋学期

民法（総論）II ３ 岩志 和一郎２時限月 １０－１０９秋学期

総合商社ビジネス論 １ 中村 信男２時限水 １１－５０５秋学期

総合商社ビジネス論 １ 和田 宗久２時限水 １１－５０５秋学期

変化に対応する日本企業 １ 片岡 孝夫３時限木 １１－５０５秋学期

株式会社カインズ寄附講座 マーケティング戦
略の実像 １

恩藏 直人２時限水 １１－５０１秋学期

コンピュータによるビジネス統計入門 ６ 青木 章通２時限木 8-409ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室秋学期

コンピュータによるビジネス統計入門 ７ 阿部 圭司４時限金 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

ビジネス・プログラミング入門 ２ 河路 武志３時限火 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

数理統計学I １ 毛利 裕昭４時限火 １１－７０１秋クォーター

数理統計学I １ 毛利 裕昭４時限金 １１－７０１秋クォーター

数理統計学II １ 毛利 裕昭４時限火 １１－７０１冬クォーター

数理統計学II １ 毛利 裕昭４時限金 １１－７０１冬クォーター

民法（物権法）I ３ 大場 浩之２時限火 ８－１０６秋学期

民法（債権法総論）II １ 白石 大５時限木 １４－２０１秋学期

民法（債権法総論）II ２ 三枝 健治２時限水 ８－Ｂ１０２秋学期

民法（債権法総論）II ３ 鎌野 邦樹４時限月 ８－１０６秋学期

企業法II ２ 中村 信男２時限火 １１－７０１秋学期

企業法III １ 中村 信男３時限火 １１－６０４秋学期

金融商品取引法 １ 田中 庸介２時限火 １１－７０２秋学期
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労働法II １ 島田 陽一２時限木 １５－３０１秋学期

税法Ｂ １ 平野 嘉秋２時限金 ３－３０６秋学期

国際法II １ 河野 真理子４時限木 １１－７０８秋学期

東アジア共同体形成論 １ 池尾 愛子４時限月 １１－７０４秋学期

東アジア共同体形成論 １ 池尾 愛子４時限木 １１－７０４秋学期

職業指導Ｂ １ 小島 貴子２時限火 １１－８１７秋学期

The Japanese Economy ２ 谷内 満４時限月 １１－９０１（指導室）秋学期

Tourism and the Airline Business in Japan ２ 井上 泰日子４時限金 １１－５０８秋学期

Strategy, Policy, and Planning １ 山野井 順一１時限木 １１－６０３秋学期

Science of Teamwork １ 村瀬 俊朗３時限月 １１－６０５秋学期

Leadership in Organizations １ 村瀬 俊朗３時限木 １１－８１１秋学期

The Financial Accounting System in Japan １ 八重倉 孝３時限火 １１－８０３（演習室）秋学期

Advanced Topics in Financial Accounting １ 八重倉 孝５時限火 １１－５０３秋学期

Accounting: Financial Literacy for All １ 鈴木 智英２時限火 １１－８０３（演習室）秋学期

Marketing Management １ 大平 進２時限木 ３－７０９秋学期

Advertising Management １ 森本 真理子５時限月 １１－６０４秋学期

Ethical Consumption １ スタニスロスキー スミレ ク
レイダー

４時限火 １１－７０２秋学期

International Business １ 横田 一彦４時限木 １１－９０１（指導室）秋学期

Cross-Cultural Management １ 太田 正孝２時限金 １１－９０３（馬蹄形）秋学期

Financial Markets in Japan １ 田端 克至４時限木 １１－６０３秋学期

Financial Markets in Japan １ 鈴木 典之４時限木 １１－６０３秋学期

Financial Markets in Japan １ 原田 有造４時限木 １１－６０３秋学期

Business English ４ 張 承玖２時限月 １０－１０８秋学期

Business English ５ 松本 由美２時限火 ３－３０６秋学期

Business English ６ ハギリアン パリッサ１時限火 １１－７０２秋学期

専門英語講読Ａ １３ 小沢 和彦１時限月 １１－９１２（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ａ １３ 小沢 和彦１時限木 １１－９１２（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ａ １４ 小沢 和彦３時限月 １１－８０４（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ａ １４ 小沢 和彦３時限木 １０－２０５秋クォーター

専門英語講読Ａ １５ 大塚 忠義２時限月 ３－３０４秋クォーター

専門英語講読Ａ １５ 大塚 忠義２時限木 ３－３０４秋クォーター

専門英語講読Ａ １６ 折原 正訓３時限火 １１－８１１秋クォーター

専門英語講読Ａ １６ 折原 正訓３時限金 １１－９０５（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ａ １７ 高橋 克幸２時限月 １０－１０２秋クォーター

専門英語講読Ａ １７ 高橋 克幸２時限木 １０－４０７秋クォーター

専門英語講読Ａ １８ 若林 利明３時限火 １１－６０３秋クォーター
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専門英語講読Ａ １８ 若林 利明３時限金 １１－６０３秋クォーター

専門英語講読Ａ １９ 高橋 克幸３時限月 １１－９１１（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ａ １９ 高橋 克幸３時限木 １１－８０９（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ａ ２０ 鈴木 智英１時限火 １１－８０６（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ａ ２０ 鈴木 智英１時限金 １１－８０６（演習室）秋クォーター

専門英語講読Ｂ １３ 小沢 和彦１時限月 １１－９１２（演習室）冬クォーター

専門英語講読Ｂ １３ 小沢 和彦１時限木 １１－９１２（演習室）冬クォーター

専門英語講読Ｂ １４ 小沢 和彦３時限月 １１－８０４（演習室）冬クォーター

専門英語講読Ｂ １４ 小沢 和彦３時限木 １０－２０５冬クォーター

専門英語講読Ｂ １５ 大塚 忠義２時限月 ３－３０４冬クォーター

専門英語講読Ｂ １５ 大塚 忠義２時限木 ３－３０４冬クォーター

専門英語講読Ｂ １６ 折原 正訓３時限火 １１－８１１冬クォーター

専門英語講読Ｂ １６ 折原 正訓３時限金 １１－９０５（演習室）冬クォーター

専門英語講読Ｂ １７ 高橋 克幸２時限月 １０－１０２冬クォーター

専門英語講読Ｂ １７ 高橋 克幸２時限木 １０－４０７冬クォーター

専門英語講読Ｂ １８ 若林 利明３時限火 １１－６０３冬クォーター

専門英語講読Ｂ １８ 若林 利明３時限金 １１－６０３冬クォーター

専門英語講読Ｂ １９ 高橋 克幸３時限月 １１－９１１（演習室）冬クォーター

専門英語講読Ｂ １９ 高橋 克幸３時限木 １１－８０９（演習室）冬クォーター

専門英語講読Ｂ ２０ 鈴木 智英１時限火 １１－８０６（演習室）冬クォーター

専門英語講読Ｂ ２０ 鈴木 智英１時限金 １１－８０６（演習室）冬クォーター

中国社会与文化 １ 小川 利康４時限火 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

専門中国語講読 ２ 宇野 和夫４時限木 １１－８１３秋学期

現代企業研究IＢ 坂野 友昭３時限木 １１－９０５（演習室）秋学期

現代企業研究IIＢ 坂野 友昭４時限木 １１－９０５（演習室）秋学期

組織と戦略IＢ 藤田 誠３時限火 １１－８０２（演習室）秋学期

組織と戦略IIＢ 藤田 誠４時限火 １１－８０２（演習室）秋学期

ＩＴと経営戦略IＢ 根来 龍之３時限月 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

ＩＴと経営戦略IIＢ 根来 龍之４時限月 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

ビジネスモデルと競争戦略IＢ 井上 達彦４時限火 １１－８１１秋学期

ビジネスモデルと競争戦略IIＢ 井上 達彦５時限火 １１－８１１秋学期

組織変革の研究IＢ 大月 博司４時限火 １１－９０５（演習室）秋学期

組織変革の研究IIＢ 大月 博司５時限火 １１－９０５（演習室）秋学期

競争戦略IＢ 内田 和成４時限木 １１－６０６秋学期

競争戦略IIＢ 内田 和成５時限木 １１－６０６秋学期

会社法研究IＢ 中村 信男４時限月 １１－８２０秋学期
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会社法研究IIＢ 中村 信男３時限月 １１－８２０秋学期

企業法研究IＢ 和田 宗久４時限木 １１－７０１秋学期

企業法研究IIＢ 和田 宗久５時限木 １１－７０１秋学期

企業と環境・社会IＢ 土肥 将敦４時限火 １１－８０９（演習室）秋学期

企業と環境・社会IIＢ 土肥 将敦５時限火 １１－８０９（演習室）秋学期

経営戦略研究IＢ 山野井 順一５時限木 １１－８０１（演習室）秋学期

経営戦略研究IIＢ 山野井 順一４時限木 １１－８０１（演習室）秋学期

会計基準の研究IIＢ 尾畑 裕４時限火 １１－８０３（演習室）秋学期

現代管理会計論IＢ 長谷川 惠一４時限木 １１－８２０秋学期

現代管理会計論IIＢ 長谷川 惠一５時限木 １１－８２０秋学期

会計情報論IIＢ 河 榮４時限火 １１－８０４（演習室）秋学期

企業管理会計研究IＢ 清水 孝４時限木 １１－８１２秋学期

企業管理会計研究IIＢ 清水 孝３時限木 １１－８１２秋学期

現代の財務会計IＢ 川村 義則４時限月 １１－８０３（演習室）秋学期

現代の財務会計IIＢ 川村 義則５時限月 １１－８０３（演習室）秋学期

財務会計演習IＢ 辻山 栄子４時限月 １１－７１０秋学期

財務会計演習IIＢ 辻山 栄子５時限月 １１－７１０秋学期

財務報告と分析IＢ 奥村 雅史４時限木 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

財務報告と分析IIＢ 奥村 雅史５時限木 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

企業価値評価研究IＡ 大鹿 智基５時限火 １１－８２０秋クォーター

企業価値評価研究IＡ 大鹿 智基５時限金 １１－８２０秋クォーター

企業価値評価研究IＢ 大鹿 智基５時限火 １１－８２０冬クォーター

企業価値評価研究IＢ 大鹿 智基５時限金 １１－８２０冬クォーター

企業価値評価研究IIＡ 大鹿 智基４時限火 １１－８２０秋クォーター

企業価値評価研究IIＡ 大鹿 智基４時限金 １１－８２０秋クォーター

企業価値評価研究IIＢ 大鹿 智基４時限火 １１－８２０冬クォーター

企業価値評価研究IIＢ 大鹿 智基４時限金 １１－８２０冬クォーター

環境経営と戦略マネジメントシステムIＢ 伊藤 嘉博４時限金 １１－８０４（演習室）秋学期

環境経営と戦略マネジメントシステムIIＢ 伊藤 嘉博５時限金 １１－８０４（演習室）秋学期

財務報告の研究IＢ 山内 暁４時限木 １１－７０９秋学期

財務報告の研究IIＢ 山内 暁５時限木 １１－７０９秋学期

財務会計研究IＢ 八重倉 孝４時限月 １１－７０５秋学期

財務会計研究IIＢ 八重倉 孝５時限月 １１－７０５秋学期

現代マーケティング研究IＢ 恩藏 直人４時限月 １１－８０２（演習室）秋学期

現代マーケティング研究IIＢ 恩藏 直人５時限月 １１－８０２（演習室）秋学期

マーケティング基礎理論研究IＢ 武井 寿２時限月 １１－７０５秋学期
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マーケティング基礎理論研究IIＢ 武井 寿３時限月 １１－７０５秋学期

現代広告研究IＢ 嶋村 和恵３時限火 １１－８１７秋学期

現代広告研究IIＢ 嶋村 和恵４時限火 １１－８１７秋学期

マーケティング・サイエンス研究IＢ 守口 剛４時限木 １１－８０２（演習室）秋学期

マーケティング・サイエンス研究IIＢ 守口 剛５時限木 １１－８０２（演習室）秋学期

国際マーケティングマネジメントIＢ 太田 正孝４時限火 １１－９１２（演習室）秋学期

国際マーケティングマネジメントIIＢ 太田 正孝５時限火 １１－９１２（演習室）秋学期

グローバル経営IＢ 谷口 真美３時限金 １１－８０２（演習室）秋学期

グローバル経営IIＢ 谷口 真美５時限金 １１－８０２（演習室）秋学期

国際貿易と経済学IＢ 市田 敏啓５時限木 １１－７１１秋学期

国際貿易と経済学IIＢ 市田 敏啓５時限月 １１－６０６秋学期

国際貿易研究IＢ 横田 一彦５時限月 １１－９１０（演習室）秋学期

生命保険研究IＢ 江澤 雅彦４時限火 １１－６０６秋学期

生命保険研究IIＢ 江澤 雅彦５時限火 １１－６０６秋学期

現代の資本市場IＢ 大村 敬一４時限金 １１－８１１秋学期

現代の資本市場IIＢ 大村 敬一５時限金 １１－８１１秋学期

金融構造の国際比較IＢ 藤原 洋二５時限月 １１－８１６秋学期

金融構造の国際比較IIＢ 藤原 洋二５時限木 １１－８１６秋学期

リスクマネジメント研究IＢ 李 洪茂４時限月 １１－９１２（演習室）秋学期

リスクマネジメント研究IIＢ 李 洪茂５時限月 １１－９１２（演習室）秋学期

グローバルビジネス、グローバルファイナンスI
Ｂ

広田 真一４時限木 １１－９１２（演習室）秋学期

グローバルビジネス、グローバルファイナンスII
Ｂ

広田 真一５時限木 １１－９１２（演習室）秋学期

コーポレート・ファイナンスIＢ 谷川 寧彦５時限月 １１－６０９（第３マルチメディア教室）秋学期

コーポレート・ファイナンスIIＢ 谷川 寧彦５時限火 １１－８１３秋学期

現代企業論IＢ 山本 哲三４時限木 １１－９１４（演習室）秋学期

現代企業論IIＢ 山本 哲三４時限月 １１－９１１（演習室）秋学期

マクロ経済理論IＢ 片岡 孝夫３時限月 １１－８０７（演習室）秋学期

マクロ経済理論IIＢ 片岡 孝夫４時限月 １１－８０７（演習室）秋学期

開発経済学研究IＢ 高瀬 浩一５時限火 １１－９１０（演習室）秋学期

開発経済学研究IIＢ 高瀬 浩一４時限火 １１－９１０（演習室）秋学期

数理計量分析研究IＢ 毛利 裕昭２時限火 １０－２０５秋学期

数理計量分析研究IIＢ 毛利 裕昭５時限火 １０－２０７秋学期

コンピュータによる統計分析とその応用IＢ 坂野 慎哉５時限月 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

コンピュータによる統計分析とその応用IIＢ 坂野 慎哉３時限火 １１－１１０２（指導室）秋学期

企業の経済学IＢ 久保 克行４時限金 １１－８１６秋学期

経済と社会：歴史的アプローチIＢ 大森 郁夫３時限火 １１－８０５（演習室）秋学期
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経済と社会：歴史的アプローチIIＢ 大森 郁夫４時限火 １１－８０５（演習室）秋学期

産業経済の分析IＢ 鵜飼 信一４時限木 １１－７０５秋学期

産業経済の分析IIＢ 鵜飼 信一５時限木 １１－７０５秋学期

日本企業システムの経済分析IＢ 宮島 英昭５時限木 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

日本企業システムの経済分析IIＢ 宮島 英昭３時限木 １１－９１０（演習室）秋学期

国際経済学研究IＢ 横山 将義４時限火 １１－９１５（演習室）秋学期

国際経済学研究IIＢ 横山 将義５時限火 １１－９１５（演習室）秋学期

日本経済史研究IＢ 花井 俊介３時限火 １１－８０１（演習室）秋学期

日本経済史研究IIＢ 花井 俊介３時限金 １１－９０９（演習室）秋学期

国際経済関係研究IＢ 池尾 愛子４時限火 １１－８０７（演習室）秋学期

国際経済関係研究IIＢ 池尾 愛子５時限火 １１－８０７（演習室）秋学期

欧米経済史研究IＢ 矢後 和彦４時限火 １１－７０９秋学期

欧米経済史研究IIＢ 矢後 和彦５時限火 １１－７０９秋学期

雇用労働研究IＢ 小倉 一哉４時限木 １１－８０５（演習室）秋学期

雇用労働研究IIＢ 小倉 一哉５時限木 １１－８０５（演習室）秋学期

哲学の歴史 ２ 大野 岳史４時限火 １１－８１８秋学期

哲学の歴史 ２ 大野 岳史４時限金 １１－８１８秋学期

比較宗教 ２ 矢内 義顯２時限火 １１－８１９秋学期

比較宗教 ２ 矢内 義顯２時限金 １１－８１９秋学期

近代文学の達成Ｂ １ 位田 将司２時限金 １１－７０１秋学期

倫理思想の歴史Ｂ（近世・現代） ２ 八巻 和彦２時限火 １１－７０８秋学期

現代の哲学 １ 八巻 和彦３時限月 １１－７０３秋学期

現代の哲学 １ 八巻 和彦３時限木 １１－７０３秋学期

環境と生命の倫理学Ｂ １ 浅見 昇吾１時限火 ３－５０２秋学期

現代倫理学の諸問題 １ 矢内 義顯３時限火 １１－７０４秋学期

現代倫理学の諸問題 １ 矢内 義顯３時限金 １１－７０４秋学期

生きがいの探求 ２ 八巻 和彦５時限月 １１－７０３秋学期

生きがいの探求 ２ 八巻 和彦５時限木 １１－７０３秋学期

ことばと論理Ｂ １ 高頭 直樹２時限金 １１－７０２秋学期

文学の観点（近代文学）Ｂ １ 吉田 司雄４時限火 １１－５０３秋学期

文学の観点（近代と古典）Ｂ １ 中村 成里４時限水 １１－６０４秋学期

文章レトリック ２ 伊藤 善隆２時限木 １０－３０６秋学期

心理学Ｂ １ 伊藤 幸江１時限水 １１－５０５秋学期

文化人類学Ｂ １ 加原 奈穂子２時限水 １４－１０２秋学期

青年の心理学 １ 白石 智子３時限月 １１－５０５秋学期

青年の心理学 １ 瀬 弘樹３時限木 １４－４０３秋学期
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地理学Ｂ １ 川元 豊和４時限水 １１－５０５秋学期

都市論Ｂ １ 岡部 遊志３時限水 ３－４０１秋学期

音楽と社会Ｂ １ 梅津 時比古３時限水 １１－５０１秋学期

社会学の視点 １ 小浜 ふみ子３時限火 ３－６０１秋学期

社会学の視点 １ 小浜 ふみ子４時限火 ３－６０１秋学期

憲法Ｂ ２ 池田 実３時限月 １１－８１９秋学期

法と人権Ｂ １ 志田 陽子２時限金 ３－４０２秋学期

法の基本的枠組みＢ １ 金刺 亮介３時限金 １５－３０２秋学期

日本史I ２ 松尾 光３時限水 ３－６０１秋学期

日本史II ２ 米谷 均４時限火 １４－Ｂ１０１秋学期

西洋史 ２ 武田 和久２時限水 １１－７１０秋学期

西洋史 ３ 高津 秀之４時限火 １１－５０１秋学期

東洋史 ２ 王 瑞来２時限木 ３－６０２秋学期

日本の文化と社会 １ 石崎 裕子２時限火 ７－４１９秋学期

自己と社会Ｂ １ 大野 道夫５時限金 １１－７０３秋学期

国際社会と法Ｂ １ 宮内 靖彦３時限木 １４－５０１秋学期

国際関係論Ｂ １ 阿部 松盛５時限月 １１－５０１秋学期

政治行動論Ｂ １ 河 健２時限月 １５－２０２秋学期

現代社会とマスコミＢ １ 丸山 俊一３時限土 １１－７０４秋学期

イスラーム社会の歴史と文化 ２ 医王 秀行２時限火 １５－０２秋学期

現代史Ｂ（日本） １ 内海 孝３時限火 １１－５０６秋学期

解析入門 ２ 沢田 賢２時限月 １１－９１２（演習室）秋学期

解析入門 ２ 沢田 賢２時限木 １１－９１２（演習室）秋学期

化学探究Ｂ １ 石原 浩二２時限木 ６－４０１秋学期

生物学概説Ｂ １ 酒井 秀嗣４時限金 １１－７０４秋学期

自然科学史Ｂ １ 奥山 修平２時限水 １１－７０４秋学期

科学・技術の発達史Ｂ １ 奥山 修平３時限水 １１－７０４秋学期

生命科学Ｂ ２ 川原 玄理５時限金 １１－８１８秋学期

自然と人間Ｂ（生物学） １ 三田 雅敏２時限月 １１－７０４秋学期

環境問題と生態系 １ 篠田 章５時限木 １１－８１９秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 矢内 義顯４時限火 １１－７１０秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 八巻 和彦４時限火 １１－７１０秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 篠田 徹４時限火 １１－７１０秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 長谷川 惠一４時限火 １１－７１０秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 横山 将義４時限火 １１－７１０秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 太田 正孝４時限火 １１－７１０秋学期

商 学 部



2017年度【秋】 時間割教室一覧（配当表順）
AY2017 【Fall】Class room

曜日 科 目 名時限 担当教員 教室

作成2017/09/28 ページ: 11

学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 田中 愛治４時限火 １１－７１０秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 高瀬 浩一４時限火 １１－７１０秋学期

現代の諸問題（文明の衝突を超える視点） １ 片岡 貞治４時限火 １１－７１０秋学期

現代文明研究Ｂ 八巻 和彦２時限水 １１－８１６秋学期

現代と宗教Ｂ 矢内 義顯２時限月 １１－８０７（演習室）秋学期

数学研究Ｂ 渡邊 展也２時限月 １１－８０８（演習室）秋学期

実用英語演習Ｂ 小澤 悦夫２時限月 １１－８０９（演習室）秋学期

アングロ・アメリカの文化と発想Ｂ 森田 彰４時限火 １１－９０９（演習室）秋学期

口語英語演習Ｂ 山田 茂４時限月 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

Introduction to the Culture and History of
Ireland Ｂ

ケイト エルウッド１時限木 １１－８０１（演習室）秋学期

Global Issues: Conflicts and Solutions（現代世
界の問題点を探る）Ｂ

ヨッフェ レオニード Ｇ．２時限水 １１－８０５（演習室）秋学期

グローバルコミュニケーション・スキルズＢ 鈴木 利彦２時限月 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

Introduction to Phonetics and Phonology Ｂ 篠原 靖明４時限火 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

＜異文化＞について考えるＢ 原口 厚４時限木 １１－１３５９研究室秋学期

文化史論Ｂ 宇田川 博４時限木 １１－８０６（演習室）秋学期

フランス映画研究Ｂ Ｍ．Ｍ．パルヴューレスコ５時限火 １１－８０６（演習室）秋学期

フランス都市の歴史・文化・社会論Ｂ 國府 久郎３時限木 １１－８０８（演習室）秋学期

中国社会の探求Ｂ 宇野 和夫４時限月 １１－９１５（演習室）秋学期

日中文化比較Ｂ 小川 利康３時限木 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １ 篠原 靖明１時限月 １１－６０９（第３マルチメディア教室）秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ２ 篠原 靖明５時限月 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ３ 里見 繁美３時限水 １１－５０３秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ４ 矢野 磯乃３時限水 １１－６０３秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ５ 矢野 磯乃４時限水 １１－７０２秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ６ 田澤 晴海１時限土 １１－５０８秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ７ 水本 孝二１時限月 １１－７１１秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ８ 清田 洋一１時限水 １１－７０２秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ ９ 清田 洋一２時限水 １１－７０２秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １０ 山本 伍紀１時限土 １１－６０４秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １１ 山田 茂１時限月 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １２ 佐竹 麻衣３時限水 １１－５０７秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １３ 佐竹 麻衣４時限水 １１－７０５秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １４ 実松 克義１時限水 １１－８１８秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １５ 実松 克義２時限水 １１－８１８秋学期

英語I（習熟度別）中級 総合英語Ｂ １６ 山田 茂１時限木 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １ 鈴木 利彦１時限水 １１－６０４秋学期

商 学 部
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英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ２ 鈴木 利彦２時限水 １１－６０４秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ３ 千葉 敦１時限月 １１－５０７秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ４ 井口 幹夫５時限月 ３－７０１秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ５ 篠原 俊吾１時限土 １１－７０２秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ６ 田村 亮３時限水 １１－７１０秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ７ 篠原 俊吾２時限土 １１－７０２秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ８ 松崎 武志１時限木 １１－８２０秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ ９ 山本 伍紀２時限土 １１－６０４秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １０ 山本 伍紀３時限土 １１－６０４秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １１ 田澤 晴海３時限土 １１－５０８秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １２ 杉本 豊久１時限水 １１－７０１秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １３ 杉本 豊久２時限水 １１－７０１秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １４ 杉本 豊久３時限水 １１－７０１秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １５ 藤本 淳史１時限水 １１－５０３秋学期

英語I（習熟度別）準上級 総合英語Ｂ １６ 藤本 淳史２時限水 １１－５０３秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ １ 小澤 悦夫１時限月 １１－６０３秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ ２ 小澤 悦夫１時限水 １１－５０２秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ ３ 森田 彰２時限水 １１－６０３秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ ４ 森田 彰２時限土 １１－６０３秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ ５ 田澤 晴海５時限月 １１－８１８秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ ６ 田澤 晴海２時限土 １１－５０８秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ ７ 角田 麻里３時限土 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

英語I（習熟度別）上級 総合英語Ｂ ８ 角田 麻里４時限土 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

英語Iビジネス英会話Ｂ １ Ｎ．Ｋ．ウィリアムズ３時限金 １１－８２０秋学期

英語Iビジネス英会話Ｂ ２ オリファント ジョン４時限月 １０－３０３秋学期

英語Iビジネス英会話Ｂ ３ Ｅ．Ｊ．ランギ３時限土 １１－８０９（演習室）秋学期

英語Iビジネス英会話Ｂ ４ マックグラス ジョン ロバー
ト

２時限土 １１－５０４秋学期

留学のためのAcademic Listening ２ ヨッフェ レオニード Ｇ．２時限木 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １ 篠原 俊吾３時限土 １１－７０２秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ２ 篠原 俊吾４時限土 １１－７０２秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ３ 上原 正博５時限月 １１－５０３秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ４ 上原 正博５時限木 １１－５０７秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ５ 森田 彰５時限火 １１－５０６秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ６ 森田 彰５時限木 １１－７０８秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ７ 淺間 正通３時限土 １１－６０６秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ８ 淺間 正通４時限土 １１－６０６秋学期
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英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ ９ 淺間 正通５時限金 １１－５０７秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １０ 小澤 悦夫５時限月 １１－５０２秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １１ 小澤 悦夫１時限土 １１－５０２秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １２ 西村 厚子５時限火 １１－７１０秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １３ 酒井 志延５時限金 １１－７１０秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １４ 萓 忠義５時限金 １１－６０３秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １５ 新井 巧磨５時限金 １１－８１７秋学期

英語II（習熟度別）中級 ライティングＢ １６ 篠原 靖明５時限火 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １ 山田 茂５時限月 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ２ 山田 茂５時限木 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ３ 新井 巧磨５時限月 １１－７１１秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ４ 佐竹 麻衣５時限金 １１－７１１秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ５ 中澤 はるみ４時限土 １１－７０９秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ６ 角田 麻里１時限土 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ７ 角田 麻里２時限土 １１－６０２（第２コンピュータ教室）秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ８ 千葉 敦５時限月 １１－８２０秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ ９ 中澤 はるみ１時限土 １１－７０９秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １０ 中澤 はるみ２時限土 １１－７０９秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １１ 岩 永一３時限土 １１－７０８秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １２ 原田 慎一５時限火 ３－３０４秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １３ 原田 慎一５時限木 １１－８１７秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １４ 橋本 清一５時限木 １１－７１０秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １５ 岩 永一２時限土 １１－７０８秋学期

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＢ １６ 岩 永一４時限土 １１－７０８秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ １ 鈴木 利彦５時限月 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ ２ 鈴木 利彦５時限火 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ ３ 青柳 由紀江２時限土 １１－６０５秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ ４ 青柳 由紀江３時限土 １１－６０５秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ ５ 新井 巧磨５時限火 １０－１０３秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ ６ 佐竹 幸信５時限火 １０－１０４秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ ７ 佐竹 幸信５時限木 １１－５０２秋学期

英語II（習熟度別）上級 ライティングＢ ８ 篠原 靖明５時限木 １１－６０９（第３マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Reading Ｂ １ 松崎 武志５時限木 １１－８１１秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Reading Ｂ ２ 山本 伍紀４時限土 １１－６０４秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Reading Ｂ ３ 酒井 志延４時限金 １１－７１０秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Reading Ｂ ６ 松崎 武志４時限木 １１－８１１秋学期

商 学 部



2017年度【秋】 時間割教室一覧（配当表順）
AY2017 【Fall】Class room

曜日 科 目 名時限 担当教員 教室

作成2017/09/28 ページ: 14

学期

英語II選択（習熟度別）中級 Reading Ｂ ７ 木村 和美２時限火 １１－８０２（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Reading Ｂ ８ 佐竹 幸信４時限火 １０－１０４秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Listening Ｂ １ 増田 秀夫３時限水 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Listening Ｂ ２ 杉本 豊久１時限火 １１－５０７秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Listening Ｂ ３ 原田 慎一４時限火 ３－３０４秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Listening Ｂ ４ 原田 慎一４時限木 １１－８１７秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Listening Ｂ ５ 淺間 正通４時限金 １１－５０７秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Listening Ｂ ６ 松崎 武志２時限木 １１－８２０秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Listening Ｂ ７ 中澤 はるみ３時限土 １１－７０９秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Grammar Ｂ １ 佐竹 幸信３時限火 １０－１０４秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Grammar Ｂ ２ 新井 巧磨４時限火 １０－１０３秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ １ ペレグリニ クリストファー Ｃ
．

３時限月 １１－８０３（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ ２ ジェフリー ミラー２時限金 １１－９１２（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ ３ ジェフリー ミラー３時限金 １１－５０６秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ ４ ジェフリー ミラー４時限金 １１－５０６秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ ５ ヨッフェ レオニード Ｇ．３時限木 １１－８０３（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ ６ ラッセル スティーブン Ｊ．３時限土 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ ７ 信岡 メアリー Ｅ．２時限月 １１－７０８秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Speaking Ｂ ８ 信岡 メアリー Ｅ．３時限月 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Practical
Composition Ｂ １

人見 憲司１時限金 １１－９０５（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）中級 Practical
Composition Ｂ ２

人見 憲司２時限金 １１－９０５（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Reading Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

森田 彰１時限水 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Reading Ｂ ２【
2014年度以降入学者向け】

鈴木 利彦３時限火 １１－６０５秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Reading Ｂ ３【
2014年度以降入学者向け】

井口 幹夫４時限月 ３－７０１秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Reading Ｂ ４【
2014年度以降入学者向け】

小原 平１時限金 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Reading Ｂ ５【
2014年度以降入学者向け】

萓 忠義４時限金 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Reading Ｂ ６【
2014年度以降入学者向け】

杉本 豊久２時限火 １１－５０７秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Reading Ｂ ７【
2014年度以降入学者向け】

杉本 豊久３時限火 ３－４０５秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Listening Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

佐藤 麻耶子２時限金 １１－５０８秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Listening Ｂ ２【
2014年度以降入学者向け】

小原 平２時限金 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Listening Ｂ ３【
2014年度以降入学者向け】

木村 和美１時限火 １１－８０２（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Listening Ｂ ４【
2014年度以降入学者向け】

服部 孝彦２時限金 １１－７０８秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Listening Ｂ ５【
2014年度以降入学者向け】

服部 孝彦３時限金 １１－８１８秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Grammar Ｂ １
【2014年度以降入学者向け】

千葉 敦２時限月 １１－５０７秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Grammar Ｂ ２
【2014年度以降入学者向け】

鳥飼 慎一郎３時限月 １１－６０９（第３マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Grammar Ｂ ３
【2014年度以降入学者向け】

鳥飼 慎一郎４時限月 １１－６０９（第３マルチメディア教室）秋学期

商 学 部
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学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Speaking Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

須貝 尚未１時限火 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Speaking Ｂ ２【
2014年度以降入学者向け】

Ｎ．Ｋ．ウィリアムズ４時限金 １１－５０３秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Speaking Ｂ ３【
2014年度以降入学者向け】

ジェフリー ミラー５時限金 １１－５０６秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Speaking Ｂ ４【
2014年度以降入学者向け】

須貝 尚未２時限火 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Media English
Ｂ １【2014年度以降入学者向け】

森田 彰１時限土 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Media English
Ｂ ２【2014年度以降入学者向け】

山田 茂５時限火 １１－６１０（第４マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Media English
Ｂ ４【2014年度以降入学者向け】

須貝 尚未１時限金 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Writing Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

小澤 悦夫２時限土 １１－５０２秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Writing Ｂ ２【
2014年度以降入学者向け】

ヨッフェ レオニード Ｇ．２時限月 １１－８１７秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Writing Ｂ ３【
2014年度以降入学者向け】

ヨッフェ レオニード Ｇ．４時限木 １１－５０４秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Writing Ｂ ４【
2014年度以降入学者向け】

橋本 清一４時限木 １１－７１０秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Presentation Ｂ
１【2014年度以降入学者向け】

篠原 靖明２時限水 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）準上級 Presentation Ｂ
２【2014年度以降入学者向け】

ケイト エルウッド１時限金 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Negotiation Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

ヨッフェ レオニード Ｇ．３時限月 １１－７１１秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Speaking Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

ケイト エルウッド１時限火 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Speaking Ｂ ２【
2014年度以降入学者向け】

ヨッフェ レオニード Ｇ．４時限月 １１－７１１秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

小澤 悦夫２時限水 １１－５０２秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ ２【
2014年度以降入学者向け】

鈴木 利彦３時限木 １１－７１０秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Writing Ｂ １【
2014年度以降入学者向け】

ケイト エルウッド３時限火 １１－８０４（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Writing Ｂ ２【
2014年度以降入学者向け】

篠原 靖明１時限水 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Media English Ｂ
１【2014年度以降入学者向け】

須貝 尚未２時限金 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Media English Ｂ
２【2014年度以降入学者向け】

ケイト エルウッド３時限金 １１－７１１秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ １【
2013年度以前入学者向け】

森田 彰１時限水 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ ２【
2013年度以前入学者向け】

鈴木 利彦３時限火 １１－６０５秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ ３【
2013年度以前入学者向け】

井口 幹夫４時限月 ３－７０１秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ ４【
2013年度以前入学者向け】

小原 平１時限金 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ ５【
2013年度以前入学者向け】

萓 忠義４時限金 １１－６０３秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ ６【
2013年度以前入学者向け】

杉本 豊久２時限火 １１－５０７秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Reading Ｂ ７【
2013年度以前入学者向け】

杉本 豊久３時限火 ３－４０５秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Listening Ｂ １【
2013年度以前入学者向け】

佐藤 麻耶子２時限金 １１－５０８秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Listening Ｂ ２【
2013年度以前入学者向け】

小原 平２時限金 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Listening Ｂ ３【
2013年度以前入学者向け】

木村 和美１時限火 １１－８０２（演習室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Listening Ｂ ４【
2013年度以前入学者向け】

服部 孝彦２時限金 １１－７０８秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Listening Ｂ ５【
2013年度以前入学者向け】

服部 孝彦３時限金 １１－８１８秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Grammar Ｂ １【
2013年度以前入学者向け】

千葉 敦２時限月 １１－５０７秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Grammar Ｂ ２【
2013年度以前入学者向け】

鳥飼 慎一郎３時限月 １１－６０９（第３マルチメディア教室）秋学期

商 学 部
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学期

英語II選択（習熟度別）上級 Grammar Ｂ ３【
2013年度以前入学者向け】

鳥飼 慎一郎４時限月 １１－６０９（第３マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Speaking Ｂ １【
2013年度以前入学者向け】

須貝 尚未１時限火 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Speaking Ｂ ２【
2013年度以前入学者向け】

Ｎ．Ｋ．ウィリアムズ４時限金 １１－５０３秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Speaking Ｂ ３【
2013年度以前入学者向け】

ジェフリー ミラー５時限金 １１－５０６秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Speaking Ｂ ４【
2013年度以前入学者向け】

須貝 尚未２時限火 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Media English Ｂ
１【2013年度以前入学者向け】

森田 彰１時限土 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Media English Ｂ
２【2013年度以前入学者向け】

山田 茂５時限火 １１－６１０（第４マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Media English Ｂ
４【2013年度以前入学者向け】

須貝 尚未１時限金 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Writing Ｂ １【
2013年度以前入学者向け】

小澤 悦夫２時限土 １１－５０２秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Writing Ｂ ２【
2013年度以前入学者向け】

ヨッフェ レオニード Ｇ．２時限月 １１－８１７秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Writing Ｂ ３【
2013年度以前入学者向け】

ヨッフェ レオニード Ｇ．４時限木 １１－５０４秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Writing Ｂ ４【
2013年度以前入学者向け】

橋本 清一４時限木 １１－７１０秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Presentation Ｂ
１【2013年度以前入学者向け】

篠原 靖明２時限水 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

英語II選択（習熟度別）上級 Presentation Ｂ
２【2013年度以前入学者向け】

ケイト エルウッド１時限金 １１－６０３秋学期

Effective Speaking ２ ケイト エルウッド２時限火 １１－６０３秋学期

Effective Speaking ２ ケイト エルウッド２時限金 １１－６０３秋学期

Effective Writing ２ 寺内 一４時限木 １１－６１０（第４マルチメディア教室）秋学期

Effective Writing ２ 寺内 一５時限木 １１－６１０（第４マルチメディア教室）秋学期

Media English ２ 山田 茂２時限月 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

Media English ２ 山田 茂２時限木 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

Advanced Reading ２ 上原 正博４時限月 １０－１０４秋学期

Advanced Reading ２ 上原 正博４時限木 １０－１０４秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ １ 荒井 訓２時限月 １１－６０３秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ １ 荒井 訓２時限木 １１－６０３秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ２ 猪股 正廣４時限木 １１－８１８秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ２ 猪股 正廣４時限土 １１－８１８秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ３ 猪股 正廣３時限木 １１－８１８秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ３ 猪股 正廣３時限土 １１－８１８秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ４ 原口 厚２時限月 １０－２０２秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ４ 原口 厚２時限木 １０－２０８秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ５ 原口 厚３時限月 １０－２０８秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ５ 原口 厚３時限木 １０－２０８秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ６ 大宮 洋子３時限月 １０－３０２秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ６ 大宮 洋子３時限木 １０－３０２秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ７ 馬場 わかな２時限月 １０－１０４秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ７ 馬場 わかな２時限木 １０－１０４秋学期
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ドイツ語I基礎Ｂ ８ 荒井 訓５時限月 １１－７０２秋学期

ドイツ語I基礎Ｂ ８ 荒井 訓５時限木 １１－７０２秋学期

ドイツ語II総合Ｂ １ 山口 真人１時限水 １１－７０８秋学期

ドイツ語II総合Ｂ ２ 江口 陽子３時限木 １１－７０１秋学期

ドイツ語II総合Ｂ ３ 猪股 正廣５時限木 １１－８１８秋学期

ドイツ語II総合Ｂ ４ 猪股 正廣２時限土 １１－８１８秋学期

ドイツ語II総合Ｂ ５ 原口 厚４時限月 １０－２０８秋学期

ドイツ語II総合Ｂ ６ 谷崎 秋彦２時限水 １１－５０６秋学期

ドイツ語II総合Ｂ ７ 山口 真人３時限水 １１－７０８秋学期

ドイツ語II総合Ｂ ８ 馬場 わかな２時限水 １１－８１７秋学期

ドイツ語II選択Ｂ文法演習 １ 江口 陽子４時限木 １１－８０４（演習室）秋学期

ドイツ語II選択Ｂ歴史・思想テクスト １ 山口 真人２時限水 １１－７０８秋学期

ドイツ語II選択Ｂ歴史・思想テクスト ２ 谷崎 秋彦３時限水 １１－５０６秋学期

ドイツ語II選択Ｂ文化地誌 １ 齋藤 正樹２時限月 １１－７０１秋学期

ドイツ語II選択Ｂ文化地誌 ２ 亀井 伸治３時限金 １１－７０８秋学期

ドイツ語II選択Ｂ独検コース １ 谷崎 秋彦４時限水 １１－５０６秋学期

ドイツ語II選択Ｂ表現（書く・話す） １ Ａ．グルーバー２時限月 １１－８２０秋学期

ドイツ語II選択Ｂ表現（書く・話す） ２ マティアス クロル２時限金 １０－２０２秋学期

ドイツ語II選択Ｂ表現（聞く・話す） １ Ａ．グルーバー３時限月 １１－８１２秋学期

ドイツ語II選択Ｂ Deutsch multimedial １ 齋藤 正樹３時限月 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

ドイツ文化研究Ｂ １ 亀井 伸治４時限金 １１－７０８秋学期

時事ドイツ語Ｂ １ 荒井 訓４時限木 １１－７０２秋学期

ドイツ語読解法Ｂ １ 原口 厚２時限水 １０－２０８秋学期

ドイツ語コミュニケーションＢ １ Ａ．グルーバー４時限月 １１－８１１秋学期

フランス語I基礎Ｂ １ Ｍ．Ｍ．パルヴューレスコ２時限月 １１－７０２秋学期

フランス語I基礎Ｂ １ Ｍ．Ｍ．パルヴューレスコ２時限木 １１－７０２秋学期

フランス語I基礎Ｂ ２ Ｍ．Ｍ．パルヴューレスコ３時限月 １１－７０２秋学期

フランス語I基礎Ｂ ２ Ｍ．Ｍ．パルヴューレスコ３時限木 １１－７０２秋学期

フランス語I基礎Ｂ ３ 宇田川 博３時限月 １１－５０６秋学期

フランス語I基礎Ｂ ３ 宇田川 博３時限木 １１－５０６秋学期

フランス語I基礎Ｂ ４ 宇田川 博２時限月 １１－７１０秋学期

フランス語I基礎Ｂ ４ 宇田川 博２時限木 １１－７１０秋学期

フランス語I基礎Ｂ ５ 國府 久郎４時限月 １１－５０２秋学期

フランス語I基礎Ｂ ５ 國府 久郎４時限木 １１－５０２秋学期

フランス語I基礎Ｂ ６ 國府 久郎５時限月 １１－６０５秋学期

フランス語I基礎Ｂ ６ 國府 久郎５時限木 １１－６０５秋学期
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学期

フランス語II総合Ｂ １ 田桐 正彦３時限木 １１－５０７秋学期

フランス語II総合Ｂ ２ 床鍋 剛彦２時限木 １１－７０４秋学期

フランス語II総合Ｂ ３ 楠本 重行２時限土 １１－６０６秋学期

フランス語II総合Ｂ ４ 綾部 麻美３時限木 １０－１０１秋学期

フランス語II総合Ｂ ５ 松浪 未知世２時限木 １０－１０６秋学期

フランス語II総合Ｂ ６ 明石 伸子４時限月 １１－６０３秋学期

フランス語II選択Ｂ読解（文学・芸術） １ 楠本 重行３時限火 １０－２０５秋学期

フランス語II選択Ｂ読解（文学・芸術） ２ 綾部 麻美４時限木 １０－１０１秋学期

フランス語II選択Ｂ読解（文学・芸術） ３ 床鍋 剛彦３時限木 １１－７０５秋学期

フランス語II選択Ｂ読解（歴史・社会） １ 楠本 重行４時限火 １０－２０５秋学期

フランス語II選択Ｂ読解（歴史・社会） ２ 明石 伸子３時限水 １１－５０２秋学期

フランス語II選択Ｂ読解（歴史・社会） ３ 松浪 未知世１時限木 １０－１０６秋学期

フランス語II選択Ｂ表現 １ 服部 カトリーヌ３時限月 １０－２０４秋学期

フランス語II選択Ｂ表現 ２ 田桐 正彦４時限木 １１－５０７秋学期

フランス語II選択Ｂ表現 ３ 楠本 重行２時限木 １０－１０１秋学期

フランス語II選択Ｂ口頭表現 １ 服部 カトリーヌ４時限月 １０－２０４秋学期

フランス語II選択Ｂ口頭表現 ２ コーエン ジャックリーヌ４時限金 １１－６０４秋学期

フランス文化研究Ｂ １ 國府 久郎３時限月 １１－５０７秋学期

フランス語コミュニケーションＢ １ コーエン ジャックリーヌ５時限金 １１－６０４秋学期

フランス語コミュニケーションＢ ２ Ｍ．Ｍ．パルヴューレスコ４時限火 １１－８１６秋学期

時事フランス語Ｂ １ 明石 伸子２時限金 １１－８２０秋学期

スペイン語I基礎Ｂ １ 森本 栄晴２時限土 １１－５０３秋学期

スペイン語I基礎Ｂ １ アルマラス マヌエラ１時限木 １１－８１７秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ２ 森本 栄晴１時限木 １１－５０６秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ２ アルマラス マヌエラ２時限月 １１－５０６秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ３ 森本 栄晴２時限木 １１－５０６秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ３ アルマラス マヌエラ１時限月 １１－５０６秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ４ 森本 栄晴３時限土 １１－５０３秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ４ アルマラス マヌエラ２時限木 １１－８１７秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ５ 森本 栄晴１時限水 １１－５０７秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ５ アルマラス マヌエラ３時限月 １１－７０８秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ６ 森本 栄晴１時限土 １１－５０３秋学期

スペイン語I基礎Ｂ ６ アルマラス マヌエラ３時限木 １１－８１７秋学期

スペイン語II総合Ｂ １ 松 法子２時限木 １１－７１１秋学期

スペイン語II総合Ｂ ２ 仲道 慎治３時限月 １１－８１７秋学期

スペイン語II総合Ｂ ３ 松 法子３時限木 １１－８１９秋学期
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学期

スペイン語II総合Ｂ ４ 仲道 慎治４時限月 １１－８１７秋学期

スペイン語II総合Ｂ ５ 松 法子４時限木 ３－３０４秋学期

スペイン語II総合Ｂ ６ 仲道 慎治５時限月 １１－８１７秋学期

スペイン語II選択Ｂ表現（書く・話す） １ Ｊ・Ｃ・ブルゴス３時限水 １１－９１２（演習室）秋学期

スペイン語II選択Ｂ表現（書く・話す） ２ トレナド パロマ１時限金 １１－８１７秋学期

スペイン語II選択Ｂ文法演習 １ 北田 よ志子３時限月 １１－８０１（演習室）秋学期

スペイン語II選択Ｂ文法演習 ２ Ｎ・ロペス４時限金 １１－８１９秋学期

スペイン語II選択Ｂ文法演習 ３ アルマラス ロモ エンリケ２時限木 ３－４０４秋学期

スペイン語II選択Ｂ表現（読む・話す） １ アルマラス ロモ エンリケ３時限木 ３－３０４秋学期

スペイン語II選択Ｂ表現（読む・話す） ２ トレナド パロマ２時限金 １１－８１７秋学期

スペイン語II選択Ｂ表現（聞く・話す） １ Ｊ・Ｃ・ブルゴス４時限水 １１－９１２（演習室）秋学期

スペイン語II選択Ｂスペイン語検定コース １ アルマラス ロモ エンリケ１時限月 １１－８１８秋学期

スペイン語圏の文化と言葉Ｂ １ 北田 よ志子３時限火 １１－８０６（演習室）秋学期

総合スペイン語Ｂ １ 森本 栄晴２時限水 １１－５０７秋学期

スペイン語コミュニケーションＢ １ アルマラス マヌエラ２時限水 １１－７１１秋学期

中国語I基礎Ｂ １ 山本 律４時限月 １１－７０１秋学期

中国語I基礎Ｂ １ 山本 律４時限木 １１－６０４秋学期

中国語I基礎Ｂ ２ 山本 律５時限月 １１－７０１秋学期

中国語I基礎Ｂ ２ 山本 律５時限木 １１－６０４秋学期

中国語I基礎Ｂ ３ 波多野 眞矢３時限月 １１－９１２（演習室）秋学期

中国語I基礎Ｂ ３ 波多野 眞矢３時限木 １１－９１２（演習室）秋学期

中国語I基礎Ｂ ４ 波多野 眞矢４時限月 １１－６０５秋学期

中国語I基礎Ｂ ４ 波多野 眞矢４時限木 １１－６０５秋学期

中国語I基礎Ｂ ５ 青木 正子１時限月 １１－５０３秋学期

中国語I基礎Ｂ ５ 青木 正子１時限木 １１－５０３秋学期

中国語I基礎Ｂ ６ 青木 正子２時限月 １１－５０３秋学期

中国語I基礎Ｂ ６ 青木 正子２時限木 １０－３０３秋学期

中国語I基礎Ｂ ７ 宇野 和夫２時限月 １１－６０６秋学期

中国語I基礎Ｂ ７ 宇野 和夫２時限木 １１－６０６秋学期

中国語I基礎Ｂ ８ 宇野 和夫３時限月 １１－６０６秋学期

中国語I基礎Ｂ ８ 宇野 和夫３時限木 １１－６０６秋学期

中国語I基礎Ｂ ９ 関 浩志４時限月 １１－６０６秋学期

中国語I基礎Ｂ ９ 関 浩志４時限水 １１－６０５秋学期

中国語I基礎Ｂ １０ 尹 景春２時限木 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

中国語I基礎Ｂ １０ 尹 景春２時限土 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

中国語I基礎Ｂ １１ 小川 利康１時限月 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期
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中国語I基礎Ｂ １１ 小川 利康１時限木 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

中国語I基礎Ｂ １２ 小川 利康２時限月 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

中国語I基礎Ｂ １２ 小川 利康２時限木 １１－６０１（第１コンピュータ教室）秋学期

中国語I基礎Ｂ １３ 壽老 素子１時限月 １１－５０２秋学期

中国語I基礎Ｂ １３ 壽老 素子１時限木 １１－５０２秋学期

中国語I基礎Ｂ １４ 壽老 素子２時限月 １１－５０２秋学期

中国語I基礎Ｂ １４ 壽老 素子２時限木 １１－５０２秋学期

中国語I基礎Ｂ １５ 小栗山 恵４時限月 １１－５０７秋学期

中国語I基礎Ｂ １５ 小栗山 恵４時限木 １１－８０３（演習室）秋学期

中国語I基礎Ｂ １６ 小栗山 恵５時限月 １１－５０７秋学期

中国語I基礎Ｂ １６ 小栗山 恵５時限木 １１－８０３（演習室）秋学期

中国語II総合Ｂ １ 川邉 雄大１時限火 １１－６０４秋学期

中国語II総合Ｂ ２ 川邉 雄大２時限火 １１－６０４秋学期

中国語II総合Ｂ ３ 中村 みどり４時限月 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

中国語II総合Ｂ ４ 金 スンオグ２時限月 １１－７１１秋学期

中国語II総合Ｂ ５ 金 スンオグ３時限月 １１－５０３秋学期

中国語II総合Ｂ ６ 金 スンオグ３時限木 １１－５０８秋学期

中国語II総合Ｂ ７ 丸井 憲１時限水 １１－７０５秋学期

中国語II総合Ｂ ８ 丸井 憲２時限水 １１－７０５秋学期

中国語II総合Ｂ ９ 小川 利康２時限火 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

中国語II総合Ｂ １０ 小川 利康３時限火 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

中国語II総合Ｂ １１ 橋本 陽介４時限火 １０－１０１秋学期

中国語II総合Ｂ １２ 橋本 陽介５時限火 １０－１０１秋学期

中国語II総合Ｂ １３ 細井 尚子４時限月 １０－３０８秋学期

中国語II総合Ｂ １４ 細井 尚子５時限月 １０－３０８秋学期

中国語II総合Ｂ １５ 長堀 祐造２時限月 １０－３０６秋学期

中国語II総合Ｂ １６ 関 浩志３時限水 １１－６０５秋学期

中国語II選択Ｂビジネス中国語会話 １ 尹 景春４時限木 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

中国語II選択Ｂビジネス中国語会話 ２ 王 紅艶４時限金 １０－２０３秋学期

中国語II選択Ｂビジネス中国語会話 ３ 王 紅艶３時限金 １０－２０３秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） １ 徐 揚３時限火 １０－２０３秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ２ 徐 揚４時限火 １０－２０３秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ３ 柴 森２時限火 １０－２０８秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ４ 柴 森５時限火 １１－５０２秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ５ 劉 書明１時限木 １０－１０５秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ６ 劉 書明２時限木 １０－１０５秋学期

商 学 部
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中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ７ 但 継紅２時限土 １１－５０７秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ８ 曽 貧４時限月 １０－３０７秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） ９ 曽 貧５時限月 １０－３０７秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（会話） １０ 但 継紅４時限土 １１－５０７秋学期

中国語II選択Ｂ口頭表現（留学・旅行会話） １ 王 俊文３時限月 １０－１０６秋学期

中国語II選択Ｂ文章表現（作文） １ 王 俊文４時限月 １０－１０６秋学期

中国語II選択Ｂ文章表現（作文） ２ 王 俊文５時限月 １０－１０６秋学期

中国語II選択Ｂ文章表現（メール・手紙） １ 但 継紅３時限土 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

中国語II選択Ｂ中国語検定コース １ 橋本 幸枝２時限火 １１－６０６秋学期

中国語II選択Ｂ中国語検定コース ２ 橋本 幸枝２時限水 １１－５０４秋学期

中国語コミュニケーションＢ １ 柴 森３時限火 １０－２０２秋学期

中国語コミュニケーションＢ ２ 柴 森４時限火 １０－２０２秋学期

総合中国語Ｂ １ 関根 謙３時限金 １１－５０３秋学期

中国語リスニングＢ １ 王 佩民２時限水 １１－６０８（第２マルチメディア教室）秋学期

ビジネス中国語 １ 尹 景春４時限土 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

時事中国語Ｂ（中国社会・文化） １ 関根 謙２時限金 １１－６０６秋学期

時事中国語Ｂ（中国企業） １ 筒井 紀美３時限月 １０－１０８秋学期

時事中国語Ｂ（中国企業） ２ 筒井 紀美４時限月 １０－１０８秋学期

ロシア語II選択Ｂ表現 １ 杉里 直人２時限土 １１－８０５（演習室）秋学期

ロシア語II選択Ｂ演習 １ 長井 淳３時限土 １１－５０４秋学期

ロシア語II選択Ｂ読解 １ 杉里 直人３時限土 １１－８０５（演習室）秋学期

総合ロシア語Ｂ １ 長井 淳４時限土 １１－５０４秋学期

専門教育科目演習論文 晝間 文彦３時限木 １１－７０４秋学期

坂野 友昭サブゼミ 坂野 友昭５時限木 １１－９０５（演習室）秋学期

広田 真一サブゼミ 広田 真一６時限木 １１－９１２（演習室）秋学期

広田 真一サブゼミ 広田 真一７時限木 １１－９１２（演習室）秋学期

片岡 孝夫サブゼミ 片岡 孝夫５時限月 １１－１３４１研究室秋学期

鵜飼 信一サブゼミ 鵜飼 信一６時限木 １１－７０５秋学期

江澤 雅彦サブゼミ 江澤 雅彦６時限火 １１－６０６秋学期

宮島 英昭サブゼミ 宮島 英昭３時限木 １１－８０６（演習室）秋学期

宮島 英昭サブゼミ 宮島 英昭３時限木 １１－１１０４（指導室）秋学期

恩藏 直人サブゼミ 恩藏 直人４時限木 １１－９１５（演習室）秋学期

恩藏 直人サブゼミ 恩藏 直人５時限月 １１－８１１秋学期

恩藏 直人サブゼミ 恩藏 直人６時限月 １１－８１１秋学期

奥村 雅史サブゼミ 奥村 雅史５時限木 １１－８０４（演習室）秋学期

小倉 一哉サブゼミ 小倉 一哉５時限木 １１－８１３秋学期
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川村 義則サブゼミ 川村 義則１時限水 １１－１１４１（指導室）秋学期

川村 義則サブゼミ 川村 義則３時限水 １１－１１４１（指導室）秋学期

川村 義則サブゼミ 川村 義則６時限月 １１－８０３（演習室）秋学期

嶋村 和恵サブゼミ 嶋村 和恵５時限火 １１－８１７秋学期

長谷川 惠一サブゼミ 長谷川 惠一３時限木 １１－８２０秋学期

清水 孝サブゼミ 清水 孝５時限木 １１－８１２秋学期

横山 将義サブゼミ 横山 将義６時限火 １１－９１５（演習室）秋学期

大村 敬一サブゼミ 大村 敬一３時限金 １１－８１１秋学期

大村 敬一サブゼミ 大村 敬一６時限金 １１－８１１秋学期

大村 敬一サブゼミ 大村 敬一７時限金 １１－８１１秋学期

高瀬 浩一サブゼミ 高瀬 浩一５時限火 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

高瀬 浩一サブゼミ 高瀬 浩一６時限火 １１－９１０（演習室）秋学期

花井 俊介サブゼミ 花井 俊介４時限火 １１－８０１（演習室）秋学期

花井 俊介サブゼミ 花井 俊介４時限金 １１－８１４秋学期

花井 俊介サブゼミ 花井 俊介４時限金 １１－９０９（演習室）秋学期

花井 俊介サブゼミ 花井 俊介５時限火 １１－８０１（演習室）秋学期

花井 俊介サブゼミ 花井 俊介５時限金 １１－８１４秋学期

花井 俊介サブゼミ 花井 俊介５時限金 １１－９０９（演習室）秋学期

大鹿 智基サブゼミ 大鹿 智基６時限火 １１－８２０秋学期

大鹿 智基サブゼミ 大鹿 智基６時限金 １１－８２０秋学期

内田 和成サブゼミ 内田 和成５時限火 １１－７０５秋学期

内田 和成サブゼミ 内田 和成６時限木 １１－６０６秋学期

守口 剛サブゼミ 守口 剛４時限木 １１－８０９（演習室）秋学期

守口 剛サブゼミ 守口 剛５時限木 １１－８０９（演習室）秋学期

井上 達彦サブゼミ 井上 達彦４時限金 １１－７０５秋学期

井上 達彦サブゼミ 井上 達彦５時限金 １１－７０５秋学期

井上 達彦サブゼミ 井上 達彦６時限金 １１－７０５秋学期

田村 泰一サブゼミ 田村 泰一１時限火 １１－７０９秋学期

辻山 栄子サブゼミ 辻山 栄子６時限月 １１－７１０秋学期

谷口 真美サブゼミ 谷口 真美４時限金 １１－８０２（演習室）秋学期

久保 克行サブゼミ 久保 克行４時限火 １１－９１４（演習室）秋学期

和田 宗久サブゼミ 和田 宗久６時限木 １１－７０１秋学期

市田 敏啓サブゼミ 市田 敏啓６時限月 １１－６０６秋学期

市田 敏啓サブゼミ 市田 敏啓６時限木 １１－７１１秋学期

八重倉 孝サブゼミ 八重倉 孝６時限月 １１－７０５秋学期

山内 暁サブゼミ 山内 暁４時限木 １１－５０３秋学期
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山内 暁サブゼミ 山内 暁５時限木 １１－５０３秋学期

山野井 順一サブゼミ 山野井 順一５時限木 １１－６０７（第１マルチメディア教室）秋学期

山野井 順一サブゼミ 山野井 順一６時限木 １１－９０６（演習室）秋学期

横田 一彦サブゼミ 横田 一彦５時限木 １１－８１４秋学期

横田 一彦サブゼミ 横田 一彦５時限月 １１－９１１（演習室）秋学期

横田 一彦サブゼミ 横田 一彦６時限月 １１－９１１（演習室）秋学期

横田 一彦サブゼミ 横田 一彦６時限木 １１－８１４秋学期

横田 一彦サブゼミ 横田 一彦６時限月 １１－９１０（演習室）秋学期

尾畑 裕サブゼミ 尾畑 裕５時限火 １１－８０３（演習室）秋学期

土肥 将敦サブゼミ 土肥 将敦６時限火 １１－８０９（演習室）秋学期

商 学 部


