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学期
環境と生命の倫理学Ａ　１ 浅見　昇吾１時限   

     
火 ３－６０１春学期      

    

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

ケイト　エルウッド １１－８１７春学期      
    

ミクロ経済学　１ 加納　和子 １１－５０５春学期      
    

中国語II総合Ａ　５ 川邉　雄大 １１－８０２（演習室）春学期      
    

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

木村　和美 １１－７１１春学期      
    

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

木村　和美 １１－７１１春学期      
    

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

須貝　尚未 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

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

須貝　尚未 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Listening Ａ
　２

杉本　豊久 １１－７０３春学期      
    

International Research Practices: 
Accounting, Economics and Politics　１

鈴木　智英 １１－９０２（馬蹄形）春学期      
    

基礎経済学　３ 高瀬　浩一 １１－５０１春学期      
    

時事中国語Ａ（中国企業）　１ 筒井　紀美 １０－３０８春学期      
    

ビジネス法入門　１ 中村　信男 ８－Ｂ１０２春学期      
    

基礎会計学　２ 八重倉　孝 ３－５０１春学期      
    

専門フランス語講読　１ 矢後　和彦 １１－７０１春学期      
    

基礎数学　５ 安原　晃 １４－４０３春学期      
    

基礎会計学　６ 山口　桂子 ８－３０８春学期      
    

民法（総論）I　１ 青木　則幸２時限   
     

１４－２０１春学期      
    

イスラーム社会の歴史と文化　１ 医王　秀行 １５－０３春学期      
    

基礎会計学　４ 伊藤　嘉博 １４－４０１春学期      
    

経営組織論　１ 井上　達彦 １１－８１９春学期      
    

保険論　１ 江澤　雅彦 １１－５０１春学期      
    

Effective Speaking　１ ケイト　エルウッド １１－８１７春学期      
    

企業価値評価論　１ 大鹿　智基 ３－７０１春学期      
    

国際マーケティングマネジメント論　１ 太田　正孝 １１－５０５春学期      
    

民法（物権法）I　１ 大場　浩之 ８－１０６春学期      
    

証券論　１ 大村　敬一 １４－Ｂ１０１春学期      
    

中国語II選択Ａ文章表現（作文）　１ 小川　利康 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
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学期
基礎経済学　１ 片岡　孝夫２時限   

     
火 ８－Ｂ１０２春学期      

    

産業組織論　１ 加納　和子 １１－６０６春学期      
    

中国語II総合Ａ　６ 川邉　雄大 １１－８０２（演習室）春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Reading Ａ
　６

木村　和美 １１－７１１春学期      
    

職業指導Ａ　１ 小島　貴子 ７－２１２春学期      
    

中国語II選択Ａ口頭表現（会話）　３ 柴　森 １１－７０９春学期      
    

ビジネス・リサーチ　１ 坂野　友昭 ８－３０８春学期      
    

経済学史　１ 佐々木　宏夫 １１－７０２春学期      
    

基礎数学　１ 沢田　賢 １１－７０３春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Listening Ａ
　７

篠原　靖明 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

マクロ経済学　１ 清水　弘幸 １５－４０２春学期      
    

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

須貝　尚未 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

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

須貝　尚未 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

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

杉本　豊久 １１－６０３春学期      
    

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

杉本　豊久 １１－６０３春学期      
    

アカウンティングと経済・社会IＡ 鈴木　智英 １１－９１５（演習室）春学期      
    

基礎数学　８ 田中　心 １１－７０４春学期      
    

企業と社会　１ 谷本　寛治 １１－５０６春学期      
    

時事中国語Ａ（中国企業）　２ 筒井　紀美 １０－３０８春学期      
    

中国語II選択Ａ中国語検定コース　１ 橋本　幸枝 １１－６０４春学期      
    

原価計算論　１ 長谷川　惠一 １４－１０２春学期      
    

経済史　１ 花井　俊介 １１－５０７春学期      
    

税務会計論I　１ 堀　秀行 １１－５０３春学期      
    

組織行動論　１ 村瀬　俊朗 ３－６０２春学期      
    

比較宗教Ａ　１ 矢内　義顯 １１－５０２春学期      
    

西洋経済史　１ 矢後　和彦 １１－７０１春学期      
    

基礎数学　６ 安原　晃 １４－４０３春学期      
    

International Corporate Governance and 
Strategy　１

好川　透 １１－８２０夏クォーター
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学期
企業法I　１ 和田　宗久２時限   

     
火 ７－２０７春学期      

    

基礎数学　３ 渡邊　展也 １１－７１０春学期      
    

管理会計論　１ 伊藤　嘉博３時限   
     

１１－５０５春学期      
    

現代史Ａ（日本）　１ 内海　孝 １４－５０２春学期      
    

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

ケイト　エルウッド １１－７０１春学期      
    

民法（総論）I　２ 近江　幸治 ８－１０６春学期      
    

基礎会計学　１ 大鹿　智基 ８－Ｂ１０７春学期      
    

中国語II選択Ａ文章表現（作文）　２ 小川　利康 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

中国語II総合Ａ　１４ 川邉　雄大 １１－６０６春学期      
    

時事スペイン語　１ 北田　よ志子 １１－９１１（演習室）春学期      
    

フランス語II選択Ａ読解（文学・芸術）　１ 楠本　重行 １１－７０８春学期      
    

中国語コミュニケーションＡ　１ 柴　森 １０－２０４春学期      
    

コンピュータによる統計分析とその応用I
Ａ

坂野　慎哉 １１－６０７（第１マルチメディア教室
）

春学期      
    

基礎数学　２ 沢田　賢 １１－７０３春学期      
    

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

篠原　靖明 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

現代広告研究IＡ 嶋村　和恵 １１－８１７春学期      
    

専門英語講読Ｂ　５ 清水　弘幸 １１－８１１夏クォーター

専門英語講読Ａ　５ 清水　弘幸 １１－８１１春クォーター

中国語II選択Ａ口頭表現（会話）　１ 徐　揚 １１－７０２春学期      
    

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

杉本　豊久 １１－５０２春学期      
    

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

杉本　豊久 １１－５０２春学期      
    

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

鈴木　利彦 １１－９１２（演習室）春学期      
    

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

鈴木　利彦 １１－９１２（演習室）春学期      
    

現代損害保険研究IＡ 中出　哲 １１－８０３（演習室）春学期      
    

日本経済史研究IＡ 花井　俊介 １１－８０５（演習室）春学期      
    

組織と戦略IＡ 藤田　誠 １１－８０２（演習室）春学期      
    

組織行動研究IＡ　 村瀬　俊朗 １１－９０９（演習室）春学期      
    

経済統計I　１ 毛利　裕昭 １１－５０３春学期      
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学期
倫理思想の歴史Ａ（古代・中世）　１ 矢内　義顯３時限   

     
火 １１－７０４春学期      

    

基礎経済学　２ 横山　将義 １１－５０１春学期      
    

International Corporate Governance and 
Strategy　１

好川　透 １１－８２０夏クォーター

企業法II　１ 和田　宗久 ３－４０５春学期      
    

基礎数学　４ 渡邊　展也 １１－７１０春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Grammar Ａ
　２

新井　巧磨４時限   
     

１１－５０７春学期      
    

国際経済関係研究IＡ 池尾　愛子 １１－８１４春学期      
    

ビジネスモデルと競争戦略IＡ 井上　達彦 １１－８０４（演習室）春学期      
    

生命保険研究IＡ 江澤　雅彦 １１－７０５春学期      
    

企業価値評価研究IIＡ 大鹿　智基 １１－９１２（演習室）春学期      
    

国際マーケティングマネジメントIＡ 太田　正孝 １１－７１１春学期      
    

組織変革の研究IＡ 大月　博司 １１－９０５（演習室）春学期      
    

倫理思想の歴史Ａ（古代・中世）　２ 大野　岳史 １１－７１０春学期      
    

フィナンシャル・エコノミクスIＡ　 １１－９０９（演習室）春学期      
    

ビジネス・プログラミング入門　１ 河路　武志 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

フランス語II選択Ａ読解（歴史・社会）　１ 楠本　重行 １１－７０８春学期      
    

久保　克行サブゼミ 久保　克行 １０－２０３春学期      
    

中国語コミュニケーションＡ　２ 柴　森 １０－２０４春学期      
    

Introduction to Phonetics and 
Phonology Ａ

篠原　靖明 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

現代広告研究IIＡ 嶋村　和恵 １１－８１７春学期      
    

中国語II選択Ａ口頭表現（会話）　２ 徐　揚 １１－７０２春学期      
    

基礎会計学　３ 鈴木　智英 １１－５０５春学期      
    

Ethical Consumption　１ スタニスロスキー　スミ
レ　クレイダー

１１－５０２春学期      
    

開発経済学研究IIＡ 高瀬　浩一 １１－９１１（演習室）春学期      
    

西洋史　１ 高津　秀之 １５－２０１春学期      
    

専門英語講読Ａ　２ 高橋　克幸 １１－７０１春クォーター

専門英語講読Ｂ　２ 高橋　克幸 １１－７０１夏クォーター

企業と環境・社会IＡ 谷本　寛治 １１－８０８（演習室）春学期      
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学期
社会学の視点Ａ　１ 飛田　正之４時限   

     
火 １１－７０４春学期      

    

中出　哲サブゼミ 中出　哲 １４－４０９（演習室）春学期      
    

花井　俊介サブゼミ 花井　俊介 １１－８０５（演習室）春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Listening Ａ
　３

原田　慎一 １１－６０６春学期      
    

フランス語コミュニケーションＡ　２ Ｍ．Ｍ．パルヴューレス
コ

１１－８１８春学期      
    

組織と戦略IIＡ 藤田　誠 １１－８０２（演習室）春学期      
    

数理計量分析研究IIＡ 毛利　裕昭 １１－８０３（演習室）春学期      
    

アングロ・アメリカの文化と発想Ａ 森田　彰 １１－９１５（演習室）春学期      
    

欧米経済史研究IＡ 矢後　和彦 １１－８２０春学期      
    

基礎数学　７ 安原　晃 １１－７０３春学期      
    

国際経済学研究IＡ 横山　将義 １１－８１１春学期      
    

日本史II　１ 米谷　均 １１－８１９春学期      
    

ビジネス法入門　２ 和田　宗久 １１－５０１春学期      
    

英語II（習熟度別）中級 ライティングＡ
　１３

新井　巧磨５時限   
     

１１－５０７春学期      
    

国際経済関係研究IIＡ 池尾　愛子 １１－８１４春学期      
    

マーケティング・サイエンス　１ 石田　大典 １１－５０１春学期      
    

ビジネスモデルと競争戦略IIＡ 井上　達彦 １１－８０４（演習室）春学期      
    

内田　和成サブゼミ 内田　和成 １１－８０３（演習室）春学期      
    

生命保険研究IIＡ 江澤　雅彦 １１－７０５春学期      
    

企業価値評価研究IＡ 大鹿　智基 １１－９１２（演習室）春学期      
    

国際マーケティングマネジメントIIＡ 太田　正孝 １１－７１１春学期      
    

組織変革の研究IIＡ 大月　博司 １１－９０５（演習室）春学期      
    

久保　克行サブゼミ 久保　克行 １０－２０３春学期      
    

社会経済学　１ 佐藤　裕弥 １１－７０８春学期      
    

英語II（習熟度別）上級 ライティングＡ　７ 篠原　靖明 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

嶋村　和恵サブゼミ 嶋村　和恵 １１－８１７春学期      
    

英語II（習熟度別）上級 ライティングＡ　２ 鈴木　利彦 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

開発経済学研究IＡ 高瀬　浩一 １１－９１１（演習室）春学期      
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学期
基礎会計学　５ 高橋　克幸５時限   

     
火 １１－７１０春学期      

    

コーポレート・ファイナンスIIＡ 谷川　寧彦 １１－８０１（演習室）春学期      
    

谷本　寛治サブゼミ 谷本　寛治 １１－８０８（演習室）春学期      
    

英語II（習熟度別）中級 ライティングＡ　７ 西村　厚子 １１－７０９春学期      
    

英語II（習熟度別）準上級 ライティングＡ
　１２

原田　慎一 １１－６０６春学期      
    

フランス映画研究Ａ Ｍ．Ｍ．パルヴューレス
コ

１１－８０２（演習室）春学期      
    

英語II（習熟度別）中級 ライティングＡ　３ 森田　彰 １１－６０３春学期      
    

欧米経済史研究IIＡ 矢後　和彦 １１－８２０春学期      
    

財務会計論　１ 山内　暁 １１－５０５春学期      
    

国際経済学研究IIＡ 横山　将義 １１－８１１春学期      
    

江澤　雅彦サブゼミ 江澤　雅彦６時限   
     

１１－７０５春学期      
    

大鹿　智基サブゼミ 大鹿　智基 １１－９１２（演習室）春学期      
    

高瀬　浩一サブゼミ 高瀬　浩一 １１－９１１（演習室）春学期      
    

横山　将義サブゼミ 横山　将義 １１－８１１春学期      
    

商  学  部


