
他学部提供用 余裕定員表（秋学期２次登録後） 2021年9月28日

月

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

１時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    762Public Economics　０１ 秋学期安達　剛 ●

月

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    672アジア経済史の諸問題Ａ　０１ 秋学期久末　亮一 2018年度以前「現代アジア経
済史」単位修得者は履修不
可

３年以上    40 ●2Advanced Microeconomics A　０１ 冬クォーター田中　久稔 ● Course for graduates and 
undergraduates / See the 
schedule of TA session on 
the syllabus.

１年以上    132経済数学入門　０６ 秋学期瀧澤　武信 ◎経済・国際必修（2014年度
以降入学者）
「解析学入門」「解析学」との
重複履修不可

１年以上    1042芸術論　０１ 秋学期小沼　純一

２年以上    198 ●4ゲーム理論　０１ 秋学期船木　由喜彦

１年以上    832社会科学の歴史と哲学Ｂ　０１ 秋学期引田　隆也

３年以上    1992人的資源管理論　０１ 秋学期白木　三秀 2018年度以前「社会政策」単
位修得者は履修不可

２年以上    35 ●4メディア・コミュニケーション史　０１ 秋学期土屋　礼子

月

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    972政治制度論　０１ 秋学期安中　進

２年以上    1642解析学（微分方程式）　０２ 秋学期瀧澤　武信
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月

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    632ミクロ経済学Ｂ　０１ 秋学期荻沼　隆 ◎経済選択必修（2014年度
以降入学者「ミクロ経済学
B/II」「マクロ経済学B/II」のうち
１科目以上、2019年度以降
入学者「ミクロ経済学II」「マクロ
経済学II」「公共哲学（経済）」
のうち２科目以上）

３年以上    422メディア産業論　０１ 秋学期瀬川　至朗 ｵﾑﾆﾊﾞｽ科目　日本経済新聞
社提携講座／大学院　政治
学研究科主管科目と合併

月

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

４時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    152ジャーナリズム研究（政治ジャーナリズムの現在）　０１ 秋学期金平　茂紀 大学院　政治学研究科主管
科目と合併

２年以上    732ジャーナリズムの法と倫理　０１ 秋学期山田　健太 大学院　政治学研究科主管
科目と合併

２年以上    1132東アジアの比較政治　０１ 秋学期唐　亮

１年以上    132倫理学　０１ 秋学期川本　隆史

２年以上    982Law and Economics　０１ 秋学期河村　耕平 ●

月

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

５時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    182政治学基礎文献研究（中国語）　０１ 秋学期楊　志輝 大学院　政治学研究科主管
科目と合併

１年以上    締切2日本政治論入門　０１ 秋学期吉野　孝 ◎政治選択必修（2019年度
以降入学者）

火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

１時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

2



火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

１時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    28 ●2Advanced Macroeconomics A　０１ 冬クォーター上田　晃三/及川　浩希 ● Course for graduates and 
undergraduates / See the 
schedule of TA session on 
the syllabus.

２年以上    締切2政治心理学　０１ 秋学期山崎　新

２年以上    93 ●4Public Policy　０１ 秋学期松田　憲忠 ● ◎Elective required course 
for PS and GPE students 
entering from 2019

２年以上    572比較経済制度分析　０１ 秋学期清水　和巳

火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    532移民研究　０１ 秋学期李　ホヒョン 2018年度以前「多文化共生
論」単位修得者は履修不可

３年以上    1302International History II　０１ 秋学期田中　孝彦 ● Not available to students 
who have obtained credits 
for "Global History"

３年以上    1692Economics of Development and Environment　０１ 秋学期高橋　遼 ●

３年以上    2572Economics of Human Resource Management　０１ 秋学期白木　三秀 ●

１年以上    1492科学史　０１ 秋学期愼　蒼健

１年以上    922Global Economic History (Introductory)　０１ 秋学期小林　和夫 ●

３年以上    2082資源・食料経済学　０１ 秋学期下川　哲

１年以上    締切2社会言語学　０１ 秋学期ソジエ内田　恵美

３年以上    702政治学研究（現代アフリカの政治と国際関係）　０１ 秋学期遠藤　貢

３年以上    442政治学研究（現代中国政治経済）　０１ 秋学期石井　知章 大学院　政治学研究科主管
科目と合併

１年以上    1402線形代数　０４ 秋学期井上　淳

３年以上    2052東アジア論　０１ 秋学期紀　旭峰

３年以上    1032地方財政論　０１ 秋学期西川　雅史

１年以上    432東洋思想　０１ 秋学期伊東　貴之
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火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    93 ●4Public Policy　０１ 秋学期松田　憲忠 ● ◎Elective required course 
for PS and GPE students 
entering from 2019

３年以上    1602Political Behavior　０１ 秋学期尾野　嘉邦 ● Course for PSE and SSS 
students

２年以上    62民法（物権法）　０３ 秋学期白石　大 法学部主管科目と合併

火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    90 ●2Advanced Linear Algebra　０１ 冬クォーター井上　淳 ● Course for graduates and 
undergraduates

２年以上    1002映像ジャーナリズム論　０１ 秋学期高橋　恭子

１年以上    31 ●4基礎会計学　０１ 秋学期八重倉　孝 商学部主管科目と合併

３年以上    1342金融論II　０１ 秋学期小倉　義明 2018年度以前「金融論」単位
修得者は履修不可

２年以上    302計量分析（政治）　０２ 秋学期浅野　正彦

２年以上    1662国際経済学　０１ 秋学期金子　昭彦

３年以上    1852政治行動論　０１ 秋学期尾野　嘉邦

３年以上    143中国語実践演習IIIＢ　０１ 秋学期齊藤　泰治

３年以上    103独語実践演習II　０１ 秋学期荻野　静男

３年以上    143独語実践演習IIIＢ　０１ 秋学期縣　公一郎/生駒　美喜

２年以上    33 ●2独語（初級）I　入門 秋学期グラスミュック　マルクス/ウォルブ
リング　エファ

２年以上    77 ●4比較政治学　０１ 秋学期久保　慶一 ◎政治・国際選択必修（2019
年度以降入学者）

３年以上    233仏語実践演習II　０１ 秋学期ジュンタ　レナ

３年以上    322報道現場論　０１ 秋学期瀬川　至朗/清水　潔/日下
部　聡/古田　大輔

大学院　政治学研究科主管
科目と合併
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火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    2052マクロ経済学Ｂ　０１ 秋学期笹倉　和幸 ◎経済選択必修（2014年度
以降入学者「ミクロ経済学
B/II」「マクロ経済学B/II」のうち
１科目以上、2019年度以降
入学者「ミクロ経済学II」「マクロ
経済学II」「公共哲学（経済）」
のうち２科目以上）

火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

４時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    62アカデミックリテラシー演習（ドイツ語の文献を読んでナチスを知る
（ドイツ現代史））　０１

秋学期斉藤　寿雄

１年以上    1762外国文学　０１ 秋学期齋藤　希史

１年以上    1452グローバル史　０１ 秋学期詫摩　佳代/小林　和夫

２年以上    112計量分析（政治）　０３ 秋学期浅野　正彦

１年以上    2172言語学　０１ 秋学期森田　彰

３年以上    273西語実践演習II　０１ 秋学期マルティ・オロバル　ベルナット

３年以上    572政治学研究（震災復興を文化の視点から再考する）　０１ 秋学期齋川　貴嗣

２年以上    29 ●2中国語（初級）I　入門 秋学期大久保　洋子/申　亜敏

３年以上    2232東洋政治思想史　０１ 秋学期齊藤　泰治

３年以上    締切2日本経済思想史　０１ 秋学期石井　寿美世

火

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

５時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    442ジャーナリズム論　０１ 秋学期瀬川　至朗

２年以上    29 ●2露語（初級）I　入門 秋学期木村　英明
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水

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

１時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

１年以上    962人類学　０１ 秋学期井原　泰雄

２年以上    342ミクロ経済学Ｂ　０２ 秋学期荒木　一法 ◎経済選択必修（2014年度
以降入学者「ミクロ経済学
B/II」「マクロ経済学B/II」のうち
１科目以上、2019年度以降
入学者「ミクロ経済学II」「マクロ
経済学II」「公共哲学（経済）」
のうち２科目以上）

水

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

１年以上    652経済数学入門　０７ 秋学期井上　淳 ◎経済・国際必修（2014年度
以降入学者）
「解析学入門」「解析学」との
重複履修不可

１年以上    292経済数学入門　０８ 秋学期野邊　厚 ◎経済・国際必修（2014年度
以降入学者）
「解析学入門」「解析学」との
重複履修不可

３年以上    2372国際関係史II　０１ 秋学期田中　孝彦 2018年度以前「国際政治史」
単位修得者は履修不可

２年以上    1802ミクロ経済学Ａ　０３ 秋学期荻沼　隆 ◎経済必修

水

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

１年以上    2532法学Ｂ　０１ 秋学期川鍋　健 「法学Ｂ」と「法学Ｂ（憲法を含
む）」の重複履修不可

２年以上    1232Microeconomics B　０１ 秋学期ヴェステグ　ロベルト　フェレンツ ● ◎Required course for Econ 
students entering from 2019

水

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

４時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません
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水

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

４時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    262社会思想史　０１ 秋学期深貝　保則

２年以上    2122Japanese Political History　０１ 秋学期ブルチャー　ミヒャエル ●

２年以上    31 ●2西語（初級）I　入門 秋学期藤本　愛/Ｏ．Ｖ．パルマ

２年以上    29 ●2中国語（初級）I　入門 秋学期大久保　洋子/申　亜敏

水

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

５時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    33 ●2独語（初級）I　入門 秋学期グラスミュック　マルクス/ウォルブ
リング　エファ

１年以上    932日本文学　０１ 秋学期永野　宏志

２年以上    722Microeconomics B　０２ 秋学期ヴェステグ　ロベルト　フェレンツ ● ◎Required course for Econ 
students entering from 2019

木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

１時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    28 ●2Advanced Macroeconomics A　０１ 冬クォーター上田　晃三/及川　浩希 ● Course for graduates and 
undergraduates / See the 
schedule of TA session on 
the syllabus.

木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    40 ●2Advanced Microeconomics A　０１ 冬クォーター田中　久稔 ● Course for graduates and 
undergraduates / See the 
schedule of TA session on 
the syllabus.

２年以上    252外国史概論Ｂ　０１ 秋学期松園　伸 法学部科目と合併（政経主
管）
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木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    852解析学（多変数解析）　０２ 秋学期瀧澤　武信

２年以上    1242Game Theory I　０１ 秋学期浅古　泰史 ●

２年以上    198 ●4ゲーム理論　０１ 秋学期船木　由喜彦

３年以上    1532地域統合論　０１ 秋学期中村　英俊 2018年度以前「国際機構論」
「国際機構論II」いずれかの単
位修得者は履修不可

３年以上    752産業エコロジー　０１ 秋学期中村　慎一郎 2018年度以前「産業エコロ
ジーＡ」「産業エコロジーＢ」いず
れかの単位修得者は履修不

３年以上    締切2実験経済学II　０１ 秋学期上條　良夫

２年以上    172政治学基礎文献研究（フランス語）　０２ 秋学期大中　一彌 大学院　政治学研究科主管
科目と合併

２年以上    472地域文化研究（中欧）　０１ 秋学期荻野　静男

３年以上    締切2地方自治制度　０１ 秋学期小原　隆治 2018年度以前「地方自治論」
単位修得者は履修不可

２年以上    2642Public Finance　０１ 秋学期小西　秀樹 ●

２年以上    1212比較憲法論　０１ 秋学期笹田　栄司

３年以上    862比較民主化論　０１ 秋学期久保　慶一

２年以上    35 ●4メディア・コミュニケーション史　０１ 秋学期土屋　礼子

３年以上    締切2労働法Ｂ　０１ 秋学期島田　陽一 法学部主管科目と合併

木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    152アカデミックリテラシー演習（複言語で学ぶ社会文化）　０１ 秋学期縣　公一郎/生駒　美喜/
ニューエル　アントニー

● 使用言語：独語・英語

２年以上    942Western Political History　０１ 秋学期仲内　英三 ●

２年以上    締切2行動経済学　０１ 秋学期上條　良夫

３年以上    2052国際公共政策　０１ 秋学期福田　耕治 2018年度以前「国際行政学」
単位修得者は履修不可
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木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    132地域文化研究（フランス）　０１ 秋学期岡山　茂 ｵﾑﾆﾊﾞｽ科目

２年以上    252日本史概論Ｂ　０１ 秋学期遠藤　正敬 法学部科目と合併（政経主
管）

２年以上    77 ●4比較政治学　０１ 秋学期久保　慶一 ◎政治・国際選択必修（2019
年度以降入学者）

３年以上    2342平和研究　０１ 秋学期小林　誠

２年以上    292マクロ経済学Ａ　０３ 秋学期片山　宗親 ◎経済必修

木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

４時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    132外国書講読（英）Ｂ　０１ 秋学期長江　亮

３年以上    締切2経済学研究（アフリカ経済論）　０１ 秋学期高橋　遼

１年以上    1552経済メディアの世界　０１ 秋学期土屋　礼子 ｵﾑﾆﾊﾞｽ科目　ダイヤモンド社
提携講座

３年以上    11 ●4商法（会社法）　０１ 秋学期尾形　祥 法学部主管科目と合併

１年以上    402Drama and Society　０１ 秋学期八木　斉子 ●

３年以上    123仏語実践演習IIIＢ　０１ 秋学期ブロッソー　シルヴィ

２年以上    31 ●2仏語（初級）I　入門 秋学期佐道　直身/松浦　寛

木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

５時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    1122総合講座 (経済環境の変化と業種の将来像) 秋学期荒木　一法 ｵﾑﾆﾊﾞｽ科目

１年以上    542歴史学　０１ 秋学期佐藤　仁史

２年以上    352Law and Society in Japan　０１ 秋学期石田　京子 ●
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木

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

５時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    103露語実践演習II　０１ 秋学期クロチコフ　ユーリー 露語実践演習IIIBと合併

金

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

１時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    29 ●4International Politics　０１ 秋学期広瀬　健太郎 ● ◎Elective required course 
for PS and GPE students 
entering from 2019

２年以上    1402Contemporary Political Theory I　０１ 秋学期チェン　エリック ● Offered every other year 
with 「現代政治理論I」

２年以上    252地域文化研究（中南米）　０１ 秋学期マルティ・オロバル　ベルナット

金

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    232Industrial Organization　０１ 秋学期遠山　祐太 ●

３年以上    1762Experimental Economics I　０１ 秋学期ヴェステグ　ロベルト　フェレンツ ●

１年以上    772外国文学　０２ 秋学期斉藤　寿雄

１年以上    1292グローバル・リテラシー総合講座 (世界の言語/言語の世界) 秋学期ニューエル　アントニー/齊藤　
泰治

ｵﾑﾆﾊﾞｽ科目

２年以上    29 ●4International Politics　０１ 秋学期広瀬　健太郎 ● ◎Elective required course 
for PS and GPE students 
entering from 2019

３年以上    2212国際金融論　０１ 秋学期櫻川　昌哉/浜野　正樹

３年以上    1172国際文化関係論　０１ 秋学期都丸　潤子 2018年度以前「国際社会関
係論」単位修得者は履修不
可

３年以上    1732西洋経済史の諸問題Ｄ　０１ 秋学期高橋　秀直 2018年度以前「現代西洋経
済史」単位修得者は履修不
可

３年以上    1352比較公共政策　０１ 秋学期藤井　浩司 2018年度以前「福祉行政」単
位修得者は履修不可
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金

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

２時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    522Japanese Political Thought B　０１ 秋学期梅森　直之 ●

２年以上    282流通経済論　０１ 秋学期野口　智雄

金

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

３時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    90 ●2Advanced Linear Algebra　０１ 冬クォーター井上　淳 ● Course for graduates and 
undergraduates

１年以上    31 ●4基礎会計学　０１ 秋学期八重倉　孝 商学部主管科目と合併

３年以上    322Global Governance Studies　０１ 秋学期大林　一広 ● Course for graduates and 
undergraduates

３年以上    932社会主義経済学　０１ 秋学期吉田　博之

２年以上    182政治学基礎文献研究（ドイツ語）　０２ 秋学期山田　正行 大学院　政治学研究科主管
科目と合併

３年以上    2132中国経済論　０１ 秋学期王　在吉

２年以上    152 ●4日本政治史　０１ 秋学期伏見　岳人

２年以上    31 ●2仏語（初級）I　入門 秋学期佐道　直身/松浦　寛

２年以上    1352マクロ経済学Ｂ　０２ 秋学期笠松　学 ◎経済選択必修（2014年度
以降入学者「ミクロ経済学
B/II」「マクロ経済学B/II」のうち
１科目以上、2019年度以降
入学者「ミクロ経済学II」「マクロ
経済学II」「公共哲学（経済）」
のうち２科目以上）

金

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

４時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    102経済学研究（Signalling, Cheap Talk, and Persuasion）　０１ 秋学期河村　耕平 ●

３年以上    1302ジャーナリズム研究（パブリック・リレーションズの現在）　０１ 秋学期和田　仁 大学院　政治学研究科主管
科目と合併
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金

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

４時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

３年以上    11 ●4商法（会社法）　０１ 秋学期尾形　祥 法学部主管科目と合併

３年以上    113西語実践演習IIIＢ　０１ 秋学期マルティ・オロバル　ベルナット

２年以上    31 ●2西語（初級）I　入門 秋学期藤本　愛/Ｏ．Ｖ．パルマ

２年以上    152 ●4日本政治史　０１ 秋学期伏見　岳人

１年以上    1122法学Ｂ（憲法を含む）　０１ 秋学期小林　真理 「法学Ｂ」と「法学Ｂ（憲法を含
む）」の重複履修不可

２年以上    29 ●2露語（初級）I　入門 秋学期木村　英明

金

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

５時限        

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    982経済統計　０１ 秋学期櫻本　健

３年以上    162ジャーナリズム研究（ウェブ・ジャーナリズムの現在）　０１ 秋学期歌田　明弘 大学院　政治学研究科主管
科目と合併

２年以上    402Macroeconomics B　０１ 秋学期ルジワッタナポン　ウォンコット　
シミラン

● ◎Required course for Econ 
students entering from 2019

無

科目名・クラス（カナ順） 残定員担当教員 配当年次 週2回授業科目 備考単位数学期

フルオンデマンド

外国語講義科目

*表に記載のない科目は既に締め切っているため申請できません

２年以上    283 ●4行政学　０１ 秋学期縣　公一郎 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ科目

２年以上    283 ●4行政学　０１ 秋学期縣　公一郎 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ科目

１年以上    438 ●2統計学II　０２ 冬クォーター齊藤　有希子/上田　貴子 ◎全学科必修（2019年度以
降入学者）　ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ科目

１年以上    1319 ●2統計学I　０２ 秋クォーター齊藤　有希子/上田　貴子 ◎経済・国際必修（2018年度
以前入学者）、全学科必修
（2019年度以降入学者）　ｵﾝ
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ科目
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