
政治経済学部

【復学者・EDESSA用】201８年度
政治学／経済学／国際政治経済学／学際領域／
ジャーナリズム・メディア演習選考について

≪注意≫・個別課題内容、個別連絡については別掲示を参照してください。
課題「有」は事務所提出の課題がありという意味です。「無」となっていても
個別掲示等で指定がある場合がありますので、十分注意してください。
課題が「個」となっているものについては、学部掲示板に指示があります。

・復学者の方は、締め切りとなっているゼミについても申し込みをすることが
できます。各教員の選考日程については、事務所までお尋ねください。

【課題事務所提出期間】
３月１３日（火）、１４日（水）
３号館１０階事務所開室時間（９：００～１７：００）時間厳守

・内容修正が入り次第、更新しますので、掲示板・HPを随時確認してください。
・「教員と各自で調整すること」となっているものについては、政治経済学部

事務所にて開示している教員連絡先を使って、教員と直接連絡を取り合って
選考日時について調整してください。

2018年2月28日現在

担当教員名 選考時間 選考場所選考日整理番号 課題 備考

縣 公一郎 １１時００分３月１６日(金)１０１ 無３号館１３２３
号室

浅野 豊美 （必要に応じて
１５日に面接）

書類選考１０２ 無

稲継 裕昭 １０時３０分３月１５日(木)１０３ 無３号館１４３８
号室

稲村 一隆 １３時００分３月１６日(金)１０４ 無３号館１２３４
号室

梅森 直之 書類選考１０５ 無

川岸 令和 １６時００分３月１６日(金)１０６ 個３号館１１１５
教室

栗崎 周平 書類選考１０７ 無

河野 勝 １２時３０分３月１６日(金)１０８ 無３号館１３０１
号室

笹田 栄司 書類選考１０９ 無

田中 愛治 １６時００分３月１５日(木)１１０ 有３号館１３０２
号室

田中 孝彦 １０時００分３月１５日(木)１１１ 個３号館１４３２
号室

谷藤 悦史 書類選考１１２ 無

仲内 英三 １２時１５分３月１５日(木)１１３ 無３号館１２２７
号室

中村 英俊 面接日程は別途
連絡

必要に応じて面
接有り

１１４ 無

日野 愛郎 １６時００分３月１６日(金)１１５ 個３号館１２０７
号室



担当教員名 選考時間 選考場所選考日整理番号 課題 備考

福田 耕治 １３時００分３月１５日(木)１１６ 無３号館１４２５
号室

藤井 浩司 １４時００分３月１５日(木)１１７ 無３号館１１１２
号室

真柄 秀子 １５時００分３月１５日(木)１１８ 無３号館１４０４
号室

谷澤 正嗣 １２時００分３月１７日(土)１１９ 個３号館１３１１
号室

吉野 孝 １３時００分３月１５日(木)１２０ 無３号館１４１１
号室

厚見 恵一郎 １４時００分３月１７日(土)１２１ 個１４号館
１０５６号室

荒木 一法 １１時００分３月１５日(木)２０１ 無３号館１２３１
号室

有村 俊秀 １３時００分３月１６日(金)２０２ 個３号館１２０３
号室

上田 貴子 １３時００分３月１５日(木)２０３ 無３号館１３１０
号室

荻沼 隆 １４時００分３月１５日(木)２０４ 無３号館１２２５
号室

笠松 学 １６時３０分３月１６日(金)２０５ 無３号館１３２４
号室

川口 浩 １１時００分３月１５日(木)２０６ 無３号館１２２３
号室

近藤 康之 １３時００分３月１７日(土)２０７ 個３号館１３０８
号室

西郷 浩 １０時４０分３月１５日(木)２０８ 有３号館１４２３
号室

鎮目 雅人 書類選考２０９ 有

白木 三秀 １３時３０分３月１７日(土)２１０ 無３号館１３０７
号室

永田 良 １３時００分３月１５日(木)２１１ 無３号館１４２７
号室

中村 慎一郎 １２時００分３月１６日(金)２１２ 有３号館１１０９
号室

野口 和也 １０時００分３月１５日(木)２１３ 無３号館１２２２
号室

船木 由喜彦 １０時３０分３月１５日(木)２１４ 無３号館１２０１
号室

村上 由紀子 １３時００分３月１５日(木)２１５ 無３号館１２３０
号室

本野 英一 １４時００分３月１６日(金)２１６ 無３号館１４０２
号室

山本 竜市 １４時００分３月１７日(土)２１７ 無３号館１２１９
号室

小枝 淳子 １４時００分３月１６日(金)２１８ 無３号館１３２０
号室



担当教員名 選考時間 選考場所選考日整理番号 課題 備考

河村 耕平 １５時００分３月１５日(木)２１９ 無３号館１２３７
号室

上田 晃三 書類選考２２０ 有

安達 剛 書類選考２２１ 無

大湾 秀雄 １６時００分３月１６日(金)２２２ 個３号館１２３５
号室

星野 匡郎 １３時００分３月１６日(金)２２３ 無３号館１４１７
室

金子 守 １３時００分３月１５日(木)３０１ 無３号館１４２１
号室

久保 慶一 １４時００分３月１５日(木)３０２ 個３号館１２１１
号室

久米 郁男 日時は個別に連
絡

スカイプによる
面接

３０３ 個

小西 秀樹 書類選考３０４ 個

齋藤 純一 １４時００分３月１５日(木)３０５ 無３号館１４０８
号室

清水 和巳 １３時００分３月１５日(木)３０６ 有３号館１２４１
号室

須賀 晃一 １０時３０分３月１６日(金)３０７ 無３号館１２０４
号室

唐 亮 書類選考３０８ 個

遠矢 浩規 書類選考３０９ 有

戸堂 康之 書類選考３１０ 個

都丸 潤子 １４時００分３月１５日(木)３１１ 個３号館１４１６
号室

浜野 正樹 １５時００分３月１５日(木)３１２ 無３号館１３４２
号室

深川 由起子 １２時１０分３月１６日(金)３１３ 無３号館１４３１
号室

最上 敏樹 書類選考３１４ 無

若林 正丈 ９時３０分３月１５日(木)３１５ 無３号館１４３６
号室

岡山 茂 １４時３０分３月１５日(木)４０１ 無３号館１３３０
号室

荻野 静男 １３時００分３月１５日(木)４０２ 無３号館１１１４
号室

ブロッソー
シルヴィ

書類選考４０３ 無

室井 禎之 １０時００分３月１６日(金)４０４ 無３号館１４０９
号室



担当教員名 選考時間 選考場所選考日整理番号 課題 備考

ロペス アル
フレド

１５時００分３月１５日(木)４０５ 無３号館１４０７
号室

齊藤 泰治 １５時００分３月１５日(木)５０１ 無３号館１４３０
号室

瀬川 至朗 １３時００分３月１６日(金)５０２ 無３号館１３１６
号室

ソジエ内田
恵美

１３時００分３月１５日(木)５０３ 無３号館１３０５
号室

高橋 恭子 １５時００分３月１６日(金)５０４ 無３号館１４３７
号室

田中 幹人 １２時３０分３月１６日(金)５０５ 無３号館１２４０
号室

中村 理 １１時００分３月１６日(金)５０６ 無３号館１３２２
号室


