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学期
心理学Ａ　１ 伊藤　幸江１時限   

     
水 １１－５０１春学期      

    

科学・技術の発達史Ａ　１ 岡田　大士 １１－７０４春学期      
    

英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ
　１２

清田　洋一 １１－７１１春学期      
    

英語II（習熟度別）中級 ライティングＡ　５ 小澤　悦夫 １１－６０６春学期      
    

法と人権Ａ　１ 志田　陽子 １１－７１０春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　１１ 篠原　靖明 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
    

英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ　１ 鈴木　利彦 １１－５０３春学期      
    

自然科学史Ａ　１ 高橋　智子 １１－７０１春学期      
    

政治システム論Ａ　１ 新川　匠郎 １１－５０５春学期      
    

スペイン語II選択Ａ表現（書く・話す）　２ バジェステロス　ロペス
　ニコラス

１１－６０３春学期      
    

英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ
　１５

藤本　淳史 １１－６０７（第１マルチメディア教室
）

春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　１５ 松崎　武志 １１－７０５春学期      
    

フランス語II総合Ａ　４ 松浪　未知世 １１－５０６春学期      
    

Business in the Natural Environment　１ マレン　ジョエル　ベー
カー

１１－６０４春学期      
    

英語I（習熟度別）上級　総合英語Ａ　３ 森田　彰 １１－８１１春学期      
    

スペイン語I基礎Ａ　５ 森本　栄晴 １１－５０２春学期      
    

ドイツ語II総合Ａ　６ 山口　真人 １１－５０７春学期      
    

コンピュータによるビジネス統計入門　５ 阿部　威郎２時限   
     

１１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

スペイン語コミュニケーションＡ　１ アルマラス　マヌエラ １１－５０４春学期      
    

文化人類学Ａ　１ 加原　奈穂子 １１－５０５春学期      
    

国際社会と法Ａ　１ 川眞田　嘉壽子 １１－９０８（指導室）春学期      
    

英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ
　１３

清田　洋一 １１－７１１春学期      
    

ドイツ語II選択Ａ表現（書く・話す）　１ Ａ．グルーバー ８－３０７春学期      
    

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

小澤　悦夫 １１－６０６春学期      
    

民法（債権法総論）I　２ 三枝　健治 ８－４１１春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　９ 佐竹　麻衣 ７－２１２春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　１ 里見　繁美 １１－５０７春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　１２ 篠原　靖明 １１－６０８（第２マルチメディア教室
）

春学期      
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学期
英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ　２ 鈴木　利彦２時限   

     
水 １１－５０３春学期      

    

Japanese Business（ABSプログラム）　１ 多賀谷　晴敏 １１－９０２（馬蹄形）春学期      
    

ドイツ語II総合Ａ　４ 田中　周一 １１－７０１春学期      
    

ドイツ語II総合Ａ　２ 谷崎　秋彦 １０－２０８春学期      
    

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

鳥飼　慎一郎 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

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

鳥飼　慎一郎 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

Japanese Business（ABSプログラム）　１ 中出　哲 １１－９０２（馬蹄形）春学期      
    

スペイン語II選択Ａ表現（読む・話す）　２ バジェステロス　ロペス
　ニコラス

１１－６０３春学期      
    

中国語II選択Ａ中国語検定コース　２ 橋本　幸枝 １１－７０８春学期      
    

英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ
　１６

藤本　淳史 １１－６０７（第１マルチメディア教室
）

春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　１６ 松崎　武志 １１－７０５春学期      
    

フランス語II総合Ａ　６ 松浪　未知世 １１－５０６春学期      
    

Innovation for the New World Order: 
Winning Strategies for Asia?　１

マフムード　イシュター
ク　パシャ

１１－９０４（指導室）夏クォーター

Strategy, Policy, and Planning　１ マレン　ジョエル　ベー
カー

１１－６０４春学期      
    

英語I（習熟度別）上級　総合英語Ａ　４ 森田　彰 １１－８１１春学期      
    

スペイン語II選択Ａスペイン語圏の文化と
言葉　１

森本　栄晴 １１－５０２春学期      
    

ドイツ語II選択Ａ文化地誌　１ 山口　真人 １１－７０９春学期      
    

会計監査論　１ ３－３０５春学期      
    

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

ヨッフェ　レオニード　Ｇ
．

１１－８１２春学期      
    

フランス語II選択Ａ読解（歴史・社会）　２ 明石　伸子３時限   
     

１１－７１１春学期      
    

都市論Ａ　１ 岡部　遊志 １１－５０１春学期      
    

ドイツ語II選択Ａ表現（聞く・話す）　１ Ａ．グルーバー １０－１０４春学期      
    

生物学概説Ａ　１ 酒井　秀嗣 ３－３０４春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　１０ 佐竹　麻衣 １１－８２０春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　１３ 里見　繁美 １１－８１７春学期      
    

中国語II総合Ａ　１１ 関　浩志 １１－５０２春学期      
    

Risk and Insurance in a Global 
Perspective　１

多賀谷　晴敏 １１－６０２（第２コンピュータ教室）春学期      
    

ドイツ語II選択Ａ文学・芸術テクスト　１ 田中　周一 １１－８１８春学期      
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学期
ドイツ語II選択Ａ歴史・思想テクスト　２ 谷崎　秋彦３時限   

     
水 １０－２０６春学期      

    

英語I（習熟度別）準上級　総合英語Ａ　６ 田村　亮 ８－４０３春学期      
    

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

鳥飼　慎一郎 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

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

鳥飼　慎一郎 １１－６０１（第１コンピュータ教室）春学期      
    

中国語II選択Ａ中国語検定コース　３ 橋本　幸枝 １１－８１９春学期      
    

スペイン語II選択Ａ表現（書く・話す）　１ Ｊ・Ｃ・ブルゴス ８－４１７春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Reading Ａ
　１

松崎　武志 １１－９１２（演習室）春学期      
    

Innovation for the New World Order: 
Winning Strategies for Asia?　１

マフムード　イシュター
ク　パシャ

１１－９０４（指導室）夏クォーター

中国語II総合Ａ　１ 丸井　憲 １０－４０６春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Reading Ａ
　５

村松　直子 １１－８０５（演習室）春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　２ 矢野　磯乃 １１－７０８春学期      
    

ドイツ語II選択Ａ歴史・思想テクスト　１ 山口　真人 １１－７０１春学期      
    

文学の観点（近代文学）Ａ　１ 吉田　司雄 ３－３０５春学期      
    

地理学Ａ　１ 川元　豊和４時限   
     

３－６０１春学期      
    

ドイツ語コミュニケーションＡ　１ Ａ．グルーバー １０－１０４春学期      
    

中国語II選択Ａ口頭表現（会話）　４ 江　秀華 １１－７０５春学期      
    

芸術と社会Ａ　１ 子安　ゆかり １１－７０９春学期      
    

英語I（習熟度別）上級　総合英語Ａ　７ 佐竹　麻衣 １１－５０８春学期      
    

英語I（習熟度別）上級　総合英語Ａ　８ 里見　繁美 １１－７０８春学期      
    

中国語II総合Ａ　１２ 関　浩志 １１－５０２春学期      
    

ドイツ語II選択Ａ独検コース　１ 谷崎　秋彦 １０－２０６春学期      
    

スペイン語II選択Ａ表現（聞く・話す）　１ Ｊ・Ｃ・ブルゴス ８－４１７春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Reading Ａ
　６

松崎　武志 １１－９１２（演習室）春学期      
    

中国語II総合Ａ　２ 丸井　憲 １０－４０６春学期      
    

英語II選択（習熟度別）中級　Listening Ａ
　８

村松　直子 １１－９０５（演習室）春学期      
    

英語I（習熟度別）中級　総合英語Ａ　３ 矢野　磯乃 １１－７０３春学期      
    

会計・監査の最新実務　１ 秋葉　賢一５時限   
     

１１－９１３（指導室）春学期      
    

会計・監査の最新実務　１ 秋山　高広 １１－９１３（指導室）春学期      
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学期
会計・監査の最新実務　１ 栗栖　孝彰５時限   

     
水 １１－９１３（指導室）春学期      

    

会計・監査の最新実務　１ 関口　智和 １１－９１３（指導室）春学期      
    

会計・監査の最新実務　１ 藤原　初美 １１－９１３（指導室）春学期      
    

会計・監査の最新実務　１ 山本　浩二 １１－９１３（指導室）春学期      
    

商  学  部


