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2019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・メディア演習登録日程

対 象 日付・時間・場所等

要項公開開始

履修学年 2年⽣以上

(2019 年度演習登録希望者)

9 月 6 日(木) - 学部Web サイト

オリエンテーション

※詳細は別掲示参照

9 月 6 日(木)

〜9 月 7 日(⾦)
13：00 から（予定） 3-501

第

１

回

選

考

選考日程発表
履修学年 2年⽣以上

（9⽉復学者対象 2018 年度

演習 II 登録希望者は

履修学年 3年⽣以上）

9 月 6 日(木)

までに発表予定
-

事務所掲示板

学部Web サイト

申込受付
9 月 6 日(木)〜

9 月 10 日(月)

6 日 10:00 から

10 日 17:00 まで
MyWaseda

選 考

第１回選考申込者

9 月 12 日(水)〜

9 月 15 日(土)
選考日時・場所は事務所掲示板で連絡

結果発表 選考日より随時発表 事務所掲示板

第

２

回

選

考

選考日程発表
第 1回選考不合格者

第 1回選考未申込者

9 月 28 日(⾦)

までに発表予定
-

事務所掲示板

学部Web サイト

申込受付
10 月 1 日(月)〜

10 月 2 日(火)

1 日 10:00 から

2日 17:00 まで
MyWaseda

選 考

第 2回選考申込者

10 月 4 日(木)〜

10 月 6 日(土)
選考日時・場所は事務所掲示板で連絡

結果発表 選考日より随時発表 事務所掲示板

第

３

回

選

考

選考日程発表

第１・2回選考不合格者

第 1・2回選考未申込者

10 月 19 日(⾦)

までに発表予定
-

事務所掲示板

学部Web サイト

申込受付
10 月 22 日(月)

〜10 月 23 日（火）

22 日 10:00 から

23 日 17:00 まで
MyWaseda

選 考
第 3回選考申込者

10 月 25 日(木)〜

10 月 27 日（土）
選考日時・場所は事務所掲示板で連絡

結果発表 選考日より随時発表 事務所掲示板

春

復

学

者

用

選

考

選考日程発表
2019 年 4⽉復学者

および学士入学者

2019 年

３月中旬
未定

対象者に

個別に連絡予定

事務所掲示板

学部Web サイト

申込受付 ３⽉中〜下旬 MyWaseda

選 考
春復学者選考申込者

３月下旬 選考日時・場所は事務所掲示板で連絡

結果発表 選考日の翌日より随時発表 事務所掲示板

注意：
指定された期間以外には、いかなる理由があっても受付できませんので、余裕をもって⼿続きを完了してください。



選考〜登録決定までの流れ

2019 年度春学期から演習 Iに出席

要 項 熟 読

各演習 オリエンテーション出席（任意）

選 考 申 込 手 続

選 考 日 程 確 認

選 考

選 考 結 果 発 表

政治学演習 I・経済学演習 I・国際政治経済学演習 I

学際領域演習 I・ジャーナリズム・メディア演習 I 出 席

（9 月復学者で演習 II 合格者は演習 III に出席）

各演習の選考日程を確認

MyWaseda 上申請フォームで申請（時間厳守）

※演習によって提出物が課されている場合がある

ので、学部 Web サイトまたは３号館掲示板で確認

各演習の選考日に選考場所へ集合（時間厳守）

３号館掲示板で選考結果確認

合格

（登録完了）

第１・２回選考不合格（第２・３回選考へ）

※9⽉復学者対象の演習 II 選考は、第1回選考のみ

留学/休学からの春復学者＆EDESSA 学生のみ

各
演
習
の
第
２
・
３
回
選
考
の
実
施
有
無
と
日
程
確
認

春復学者用 選 考
申込・選考等の日程は

2019 年 3 月に Waseda

メールに通知

合格

（登録完了）

春復学者用選考不合格

（各演習の 2019 年度履修は不可）

第３回選考不合格

（各演習の 2019 年度

履修は不可）

プレ演習 履修

（9 月復学者対象 2018 年度

演習 II 選考合格者は

演習 II を履修）



Ⅰ．演習の登録

１．政治学／経済学／国際政治経済学／学際領域／ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ･ﾒﾃﾞｨｱ演習とは

専門演習（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）は通称「ゼミ」

と呼ばれ、定員上限 15名の少人数のセミナークラスです。合宿、海外での現地調査、他大学ゼミとの交流・発

表会など、それぞれのゼミごとに特⾊ある活動や⾃主的な研究活動が⾏なわれています。この 9 月の選考の合

格者には、「プレ演習」が秋学期後半の冬クォーター科目（1単位）として科目登録されます（詳細は、「４. 成

績・単位の扱い」をご覧ください）。

２．オリエンテーション

専門演習の登録にあたって、各演習の授業内容や授業⽅法などを理解するために、履修希望者を対象に

３－５０１教室で教員によるゼミオリエンテーションを実施します。オリエンテーションの詳細については、

別掲示を参照してください。なお、当⽇出席できなかった学⽣向けに、同⽇以降 Course N@vi でオリエンテー

ションの様子を公開いたします。ただし、別掲示内に掲載されていない教員はオリエンテーションを実施しま

せん。

３．応募資格

・履修学年２年⽣以上(学籍番号1A17、1A16、1A15…)

・指定の前提科目の単位を修得していること。詳細は、「４．前提科目」を参照のこと。

・「政治学演習、経済学演習、国際政治学演習」と「学際領域演習、ジャーナリズム・メディア演習」との重

複履修が可能ですが、各選考期間で申請できる演習はひとつとなり、第 3回選考以降で 2 つ目の演習の申請

をすることができます。また、2つ⽬の演習は卒業⾮算⼊科⽬区分での履修となります。

４．前提科目

所属学科に関係なく、全ての専門演習に応募可能です。ただし、次のページのとおり各専門演習の履修まで

に取得しておかなければならない前提科目があります。次ページの科目の単位を 2019年 4月 1日時点までに

取得できない場合は、合格は無効となり、演習 I の履修はできませんので注意してください（プレ演習の履修

は可能）。また、「学術的文章の作成」も前提条件に加わっておりますので十分ご注意ください。

なお、⾃分の所属学科と異なる学科の演習を履修する場合、⾃身の所属学科の必修科目ではない前提科目に

ついては、取得期限が演習 I・II を履修する前年度終了時から演習 I・IIの履修年度終了時まで延⻑となります。

演習 I・II の履修年度終了時までに前提科目を取得できなかった場合、演習 I・II の単位取得に影響はありま

せんが、演習 III 以降の履修ができなくなります。

また、「ミクロ経済学入門」と「マクロ経済学入門」はそれぞれの上位科目である「ミクロ経済学 A」と「マ

クロ経済学 A」を前提科目の代替科目として認められます。



＜2014年度以降⼊学者⽤ 前提科目一覧＞

政治学演習、経済学演習、国際政治経済学演習

対象学科生 演習設置学科 前提科目

全学科対象

政治
「基礎演習」、「学術的文章の作成」、「政治分析⼊⾨」、「政治理論⼊⾨」

の4科目

経済
「基礎演習」、「学術的文章の作成」、「ミクロ経済学入門」、「マクロ経

済学入門」の4科目

国際
「基礎演習」、「学術的文章の作成」、「政治分析⼊⾨」、「政治理論⼊⾨」、

「ミクロ経済学入門」、「マクロ経済学入門」の6科目

学際領域演習、ジャーナリズム・メディア演習

対象学科生 前提科目

全学科対象 「基礎演習」、「学術的文章の作成」の2科目

＜2009〜2013年度⼊学者⽤ 前提科目＞

詳細は科目登録の手引きをご確認ください。

＜必要前提科⽬と取得期限の例＞

例 1: 政治学科の学⽣が政治学演習の履修を希望する場合

基礎演習、学術的文章の作成、政治分析⼊⾨、政治理論⼊⾨の 4 科目を 2019 年 4月 1日までに取得

例 2: 政治学科の学生が経済学/国際政治経済学演習の履修を希望する場合

基礎演習、学術的文章の作成、政治分析⼊⾨、政治理論⼊⾨の 4 科目を 2019 年 4月 1日までに取得し、

ミクロ経済学入門、マクロ経済学入門の2科目を 2020 年 4月 1日までに取得。

例 3: 経済学科の学⽣が経済学演習の履修を希望する場合

基礎演習､学術的文章の作成､ミクロ経済学入門、マクロ経済学入門の4科目を2019年4月1日までに取得。

例 4: 経済学科の学生が政治学演習/国際政治経済学演習の履修を希望する場合

基礎演習､学術的文章の作成、ミクロ経済学入門、マクロ経済学入門の4科目を 2019 年 4 月 1日までに

取得し、政治分析⼊⾨、政治理論⼊⾨の 2 科目を 2020 年 4月 1日までに取得。

例 5: 国際政治経済学科の学⽣が政治学演習の履修を希望する場合

基礎演習、学術的文章の作成、政治分析⼊⾨、政治理論⼊⾨の 4 科目を 2019 年 4月 1日までに取得。

例 6: 国際政治経済学科の学⽣が経済学演習の履修を希望する場合

基礎演習､学術的文章の作成､ミクロ経済学入門､マクロ経済学入門の4科目を2019年4月1日までに取得。

例 7: 国際政治経済学科の学⽣が国際政治経済学演習の履修を希望する場合

基礎演習、学術的文章の作成、政治分析⼊⾨、政治理論⼊⾨、ミクロ経済学⼊⾨、マクロ経済学⼊⾨の

6 科目を 2019 年 4 月 1日までに取得。

例 8: 全学科の学⽣が学際領域/ジャーナリズム・メディア演習の履修を希望する場合

基礎演習、学術的文章の作成の2科目を 2019 年 4 月 1日までに取得。



５．申込受付

所定期間内にMyWaseda「申請フォーム」(下記参照)から申請してください。申請期間内は記載内容を自由

に修正可能ですが、申請期間終了後の訂正や変更は⼀切できませんので、注意してください。申請後、担当教員

には申請内容とあわせて成績通知書が送付されます。

１．MyWaseda から ID・パスワードを⼊⼒してログインしてください。

２．トップ画面にある「お知らせ」の中の「授業」カテゴリから、「2019 年度政治学演習・経済学演習・国際

政治経済学演習・学際領域演習・ジャーナリズム・メディア演習申請フォーム」を選択します

お知らせ画⾯より、上記お知らせが⾒つからない場合は、

政治経済学部から送付されるメールに記載のある URLより「申請フォーム」にアクセスください。

４．下のフォーム画⾯が現れたら、必ず注意事項を確認して各項⽬を⼊⼒してください。

５．⼊⼒完了後、「保存ボタン」を押してください。登録が完了したらMyWaseda に確認のメールが届きます。

そちらで⼊⼒した内容を必ず確認してください。確認のメールはプリントアウトするなどして必ず保管し

ておいてください。

政治学演習／経済学演習／国際政治経済学／学際領域演習／ジャーナリズム・メディア演習申請フォーム画面

＜以下、過年度申請フォームを一部抜粋＞

必ず最初に注意事項

を確認してください。



６．選考・結果発表

期間中に各演習担当教員が選考します。選考には学生証を持参してください。日程や場所、選考方法などの

詳細は学部 Web サイト、および 3 号館事務所前掲示板で発表します。選考結果は、選考日の翌日より 3 号館

事務所前掲示板にて随時発表されますが、学部Web サイトには掲載されません。

７．単位・成績の扱い

・専門演習科目の単位は以下のとおりです。

プレ演習：1単位

専門演習 I、II、III、IV：各 2単位

専⾨演習論⽂：2 単位（2019 年度より 3単位）

・どの学科の演習を履修しても、修得単位は「自身の所属学科の学科目部門／専門演習」の区分に算入されま

す（学際領域演習およびジャーナリズム・メディア演習は演習申請時に「⾃⾝の所属学科の学科目部門／専

門演習もしくはグローバル科目部門」のいずれかを選択できます。⼀度選択をすると、卒業時まで演習科⽬

区分の変更はできません）。

８．登録方法

・選考に合格した場合、プレ演習が秋学期冬クォーター科目として自動登録されます。登録時期が通常の科目

登録の期間と異なるため、3次登録終了時点で卒業算⼊科⽬を 40 単位登録している場合、プレ演習は「卒業

非算入科目」として登録されます。

・その後、プレ演習の合否に関わらず、翌年度に演習 I と演習 II が自動登録され、演習 II 合格後、演習 III、

演習 IV が自動登録されます。プレ演習が不合格でも演習 Iの履修は可能ですが、演習 I以降の履修を辞退す

る場合は、「９．履修ルール」を参考に所定の期間に⼿続きを⾏なってください。

・演習科⽬が「不可」となった場合は、上位科⽬は取消となります(例：演習 I が不合格となった場合、以降の

演習 II は取消となります)。なお、演習 Iが不合格の場合は、その年の9月の選考の受験が可能で、合格した

場合は、プレ演習からの履修となります。

９．履修ルール（演習辞退、変更、再履修、演習論⽂延期）

・演習辞退、変更、再履修、演習論⽂延期の申請時期・申請方法については、学部Webサイトおよび掲示板を

確認ください。

・演習の選考に合格後、プレ演習の履修を辞退することはできません。

・プレ演習を履修後、在学中 1 回に限り、担当教員の許可をもって、演習 I 以降の演習の履修を辞退すること

ができます。

・演習 IIIを合格した場合は、演習論⽂のみを辞退し、演習 IV のみを履修することも可能です。



・演習 I と演習 II に合格した場合、変更先の担当教員の許可を得ることより、演習 III、演習 IV、演習論⽂の

担当教員を変更することができます。ただし、担当教員の変更は、新４年⽣以上の学生を募集する演習に限り

ますので注意してください。

・就職活動や卒業延期等の事情があり、担当教員の許可が得られている場合、演習論⽂を延期することが可能

です。

・演習 I〜IVの再履修は不可。演習論⽂については所定の⼿続きのうえ、在学中 1 回に限り再履修が可能です。

10．留学・休学等における注意事項

・2018 年 9⽉に復学する学⽣で、演習 II からの履修を希望する場合は、必ず第1回選考で申請を⾏なってく

ださい。第2回、第3回選考では、演習 II履修の申請をすることができません（プレ演習から履修をする（2019

年春学期に演習 Iを履修）場合は、第2回、第 3回でも申請可能です）。

・2018 年 9⽉から留学をする学⽣は、今回の選考には臨まず、帰国後に申請を⾏なってください。

・2018 年 9⽉に留学・休学より復学し、2019 年 4月 1日に履修学年が３年にあがる場合、第１回選考からの

通常の日程で応募してください。

・2019 年 4 ⽉に留学・休学より復学し、履修学年３年になる場合は、春の復学者⽤選考にのみ応募すること

ができます(既に第１・２・3回選考で締め切っている演習 Iのクラスにも応募可能です)。この場合は、プレ

演習は履修せず、演習 Iから履修することになります。

・2019 年 4 ⽉から半期間留学する学⽣は、第１回選考から通常の⽇程で選考に臨み、合格した場合はプレ演

習を履修し、帰国後、演習 II から履修することになります。その場合は、演習 I を履修しないことになるた

め、事前に担当教員に相談しておいてください。

・2019 年 4 月から 1 年間留学を予定している学⽣は、第１回選考から通常の⽇程で応募するか、帰国後の春

復学者選考に応募するかを選択することができます。

・2019 年 4 月の学士入試制度による⼊学者は、春に⾏なわれる選考にのみ応募することができます。すでに

選考を締め切っている演習にも応募可能です。

・2019 年 4 月から兵役により 2 年休学する学⽣は、第１回選考から通常の⽇程で選考に臨み、合格した場合

は2年後の 4⽉からの履修となります。または、復学時の 3 月に復学者⽤選考に応募することができます。

・2019 年 9⽉から留学を予定している学⽣は、第１回選考から通常の⽇程で応募してください。



II. 2019 年度演習 I担当教員一覧

整理番号 担当教員 演習名称

１０１ 縣 公⼀郎 政治学演習 I (縣公⼀郎)

１０２ 浅野 豊美 政治学演習 I (浅野豊美)

１０３ 厚⾒ 恵⼀郎 政治学演習 I (厚⾒恵⼀郎)

１０４ 稲継 裕昭 政治学演習 I (稲継裕昭)

１０５ 稲村 一隆 政治学演習 I (稲村一隆)

１０６ 梅森 直之 政治学演習 I (梅森直之)

１０７ 川岸 令和 政治学演習 I (川岸令和)

１０８ 栗崎 周平 政治学演習 I (栗崎周平)

１０９ 河野 勝 政治学演習 I (河野勝)

１１０ 笹田 栄司 政治学演習 I (笹田栄司)

１１１ ソジエ内田 恵美 政治学演習 I (ソジエ内田恵美)

１１２ 田中 孝彦 政治学演習 I (田中孝彦)

１１３ 谷藤 悦史 政治学演習 I (谷藤悦史)

１１４ 都丸 潤子 政治学演習 I (都丸潤子)

１１５ 仲内 英三 政治学演習 I (仲内英三)

１１６ 中村 英俊 政治学演習 I (中村英俊)

１１７ 日野 愛郎 政治学演習 I (⽇野愛郎)

１１８ 福田 耕治 政治学演習 I (福田耕治)

１１９ 藤井 浩司 政治学演習 I (藤井浩司)

１２０ 真柄 秀子 政治学演習 I (眞柄秀子)

１２１ 最上 敏樹 政治学演習 I (最上敏樹)

１２２ 谷澤 正嗣 政治学演習 I (谷澤正嗣)

１２３ 吉野 孝 政治学演習 I (吉野孝)

２０１ 安達 剛 経済学演習 I (安達剛)

２０２ 荒木 一法 経済学演習 I (荒木一法)

２０３ 有村 俊秀 経済学演習 I (有村俊秀)

２０４ 上田 貴子 経済学演習 I (上田貴子)

２０５ 大湾 秀雄 経済学演習 I (大湾秀雄)

２０６ 荻沼 隆 経済学演習 I (荻沼隆)

２０７ 小倉 義明 経済学演習 I (小倉義明)

２０８ 笠松 学 経済学演習 I (笠松学)

２０９ 片山 宗親 経済学演習 I (片山宗親)

２１０ ⾦⼦ 昭彦 経済学演習 I (⾦⼦昭彦)

２１１ 川口 浩 経済学演習 I (川口浩)

２１２ 河村 耕平 経済学演習 I (河村耕平)



整理番号 担当教員 演習名称

２１４ 近藤 康之 経済学演習 I (近藤康之)

２１５ 齊藤 有希子 経済学演習 I (齊藤有希子)

２１６ 白木 三秀 経済学演習 I (白木三秀)

２１７ 田中 久稔 経済学演習 I (田中久稔)

２１８ 内藤 巧 経済学演習 I (内藤巧)

２１９ 中村 慎⼀郎 経済学演習 I (中村愼⼀郎)

２２０ 船木 由喜彦 経済学演習 I (船木由喜彦)

２２１ 星野 匡郎 経済学演習 I (星野匡郎)

２２２ 村上 由紀子 経済学演習 I (村上由紀子)

３０１ 久保 慶一 国際政治経済学演習 I (久保慶一)

３０２ 久米 郁男 国際政治経済学演習 I (久米郁男)

３０３ ⼩⻄ 秀樹 国際政治経済学演習 I (⼩⻄秀樹)

３０４ 齋藤 純一 国際政治経済学演習 I (齋藤純一)

３０５ 清水 和⺒ 国際政治経済学演習 I (清⽔和⺒)

３０６ 須賀 晃一 国際政治経済学演習 I (須賀晃一)

３０７ 高橋 百合子 国際政治経済学演習 I (高橋百合子)

３０８ 多湖 淳 国際政治経済学演習 I (多湖淳)

３０９ 唐 亮 国際政治経済学演習 I (唐亮)

３１０ 遠矢 浩規 国際政治経済学演習 I (遠矢浩規)

３１１ 野 正樹 国際政治経済学演習 I (野正樹)

３１２ 深川 由起子 国際政治経済学演習 I (深川由起子)

３１３ 福島 淑彦 国際政治経済学演習 I (福島淑彦)

４０１ 齊藤 泰治 ジャーナリズム・メディア演習 I (齊藤泰治)

４０２ 瀬川 至朗 ジャーナリズム・メディア演習 I (瀬川至朗)

４０３ 高橋 恭子 ジャーナリズム・メディア演習 I (高橋恭子)

４０４ 田中 幹人 ジャーナリズム・メディア演習 I (田中幹人)

４０５ 土屋 礼子 ジャーナリズム・メディア演習 I (土屋礼子)

４０６ 中村 理 ジャーナリズム・メディア演習 I (中村理)

５０１ 岡山 茂 学際領域演習 I (岡山茂)

５０２ 荻野 静男 学際領域演習 I (荻野静男)

５０３ ブロッソー シルヴィ 学際領域演習 I (ブロッソーシルヴィ)

５０４ 室井 禎之 学際領域演習 I (室井禎之)

５０５ 本野 英一 学際領域演習 I (本野英一)

５０６ ロペス アルフレド 学際領域演習 I (ロペスアルフレド)



III. ＜9⽉復学者対象＞2018年度演習 II 受入可能教員一覧

※2019年度から⼀部の演習において領域の変更がありますが、ハイライトされている演習

IIは以前の領域となります。通常選考の演習Iとは前提科⽬群も異なりますでご注意下さい。

整理番号 担当教員 演習名称

１０１ 縣 公⼀郎 政治学演習 II(縣公⼀郎)

１０２ 浅野 豊美 政治学演習 II (浅野豊美)

１０３ 厚⾒ 恵⼀郎 政治学演習 II (厚⾒恵⼀郎)

１０４ 稲継 裕昭 政治学演習 II (稲継裕昭)

１０５ 稲村 一隆 政治学演習 II (稲村一隆)

１０６ 梅森 直之 政治学演習 II (梅森直之)

１０７ 川岸 令和 政治学演習 II (川岸令和)

１０８ 栗崎 周平 政治学演習 II (栗崎周平)

１０９ 河野 勝 政治学演習 II (河野勝)

１１０ 笹田 栄司 政治学演習 II (笹田栄司)

１１１ ソジエ内田 恵美 ジャーナリズム・メディア II (ソジエ内田恵美)

１１２ 田中 孝彦 政治学演習 II (田中孝彦)

１１３ 谷藤 悦史 政治学演習 II (谷藤悦史)

１１４ 都丸 潤子 国際政治経済学演習 II (都丸潤子)

１１５ 仲内 英三 政治学演習 II (仲内英三)

１１６ 中村 英俊 政治学演習 II (中村英俊)

１１７ 日野 愛郎 政治学演習 II (⽇野愛郎)

１１８ 福田 耕治 政治学演習 II (福田耕治)

１１９ 藤井 浩司 政治学演習 II (藤井浩司)

１２０ 真柄 秀子 政治学演習 II (眞柄秀子)

１２１ 最上 敏樹 国際政治経済学演習 II (最上敏樹)

１２２ 谷澤 正嗣 政治学演習 II (谷澤正嗣)

１２３ 吉野 孝 政治学演習 II (吉野孝)

２０１ 安達 剛 経済学演習 II (安達剛)

２０２ 荒木 一法 経済学演習 II (荒木一法)

２０３ 有村 俊秀 経済学演習 II (有村俊秀)

２０４ 上田 貴子 経済学演習 II (上田貴子)

２０５ 大湾 秀雄 経済学演習 II (大湾秀雄)

２０６ 荻沼 隆 経済学演習 II (荻沼隆)

２１２ 河村 耕平 経済学演習 II (河村耕平)

２１４ 近藤 康之 経済学演習 II (近藤康之)

２１６ 白木 三秀 経済学演習 II (白木三秀)

２１９ 中村 慎⼀郎 経済学演習 II (中村愼⼀郎)



整理番号 担当教員 演習名称

２２２ 村上 由紀子 経済学演習 II (村上由紀子)

３０１ 久保 慶一 国際政治経済学演習 II (久保慶一)

３０２ 久米 郁男 国際政治経済学演習 II (久米郁男)

３０３ ⼩⻄ 秀樹 国際政治経済学演習 II (⼩⻄秀樹)

３０４ 齋藤 純一 国際政治経済学演習 II (齋藤純一)

３０５ 清水 和⺒ 国際政治経済学演習 II (清⽔和⺒)

３０６ 須賀 晃一 国際政治経済学演習 II (須賀晃一)

３０９ 唐 亮 国際政治経済学演習 II (唐亮)

３１０ 遠矢 浩規 国際政治経済学演習 II (遠矢浩規)

３１１ 野 正樹 国際政治経済学演習 II (野正樹)

３１２ 深川 由起子 国際政治経済学演習 II (深川由起子)

４０１ 齊藤 泰治 ジャーナリズム・メディア演習 II (齊藤泰治)

４０２ 瀬川 至朗 ジャーナリズム・メディア演習 II (瀬川至朗)

４０３ 高橋 恭子 ジャーナリズム・メディア演習 II (高橋恭子)

４０４ 田中 幹人 ジャーナリズム・メディア演習 II (田中幹人)

４０６ 中村 理 ジャーナリズム・メディア演習 II (中村理)

５０１ 岡山 茂 学際領域演習 II (岡山茂)

５０２ 荻野 静男 学際領域演習 II (荻野静男)

５０３ ブロッソー シルヴィ 学際領域演習 II (ブロッソーシルヴィ)

５０４ 室井 禎之 学際領域演習 II (室井禎之)

５０５ 本野 英一 経済学演習 II (本野英一)

５０６ ロペス アルフレド 学際領域演習 II (ロペスアルフレド)

９０１ 永田 良 経済学演習 II (永⽥良)

９０２ ⻄郷 浩 経済学演習 II (⻄郷浩)

９０３ 鎮目 雅人 経済学演習 II (鎮目雅人)

９０４ 若林 正丈 国際政治経済学演習 II (若林正丈)

９０５ ⾦⼦ 守 国際政治経済学演習 II (⾦⼦守)


