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『授業時間表』の見方（参考） 

※学部・学科・専攻により、掲載科目が異なります。自分の所属学部・学科・専攻の『授業時間表』を参照してください。 

 

１．Web履修登録（KONECO）について  〔ログインページ〕https://koneco.komazawa-u.ac.jp/ 

○ 予め、通年・前期・後期・集中授業を含む、今年度自分が履修する科目の時間割を作成してからWeb履修登録を行ってください。 

 ○ Web履修登録には、本学の KOMAnetユーザ IDとパスワードが必要です。（新入生オリエンテーション時に全員交付済みです） 

 

2．『授業時間表』の見方について  ①                  ②          ③          ④              ⑤ 

曜日時限 科 目 名 履修コード 担当者名 備      考 教 場 名 科目分野 区分 

月・７ 日本文学を学ぶ（１） 123456 駒沢 太郎 全学科選・◎予 １－３０２ 教養教育科目人文分野 Ｂ 

●●概論 222222 深沢 次郎 法Ｂ１必・学生番号指定科目 ３－３０５ 専門教育  

▲▲特講 333333 用賀 花子 経 1必（2019～年度入学生） ７－３０８ 宗教教育科目  

火・１ 健康・スポーツ実習 444444 玉川 三郎 経 1選（1～66） 玉－体育館 保健体育科目  

                                                          ⑥  ⑦   ⑧  ⑨  ⑩  ⑪ 

① Web履修登録画面で選択するコード（数字６桁）を掲載 

② 備考の「◎」印は抽選科目であることを表し、以下の 2種類に分かれる 

「◎抽」・・・抽選登録    「◎予」・・・受講予約 

※それぞれの違いについては、『履修要項』の「第 1章－Ⅰ 履修・授業－履修－3.履修登録（抽選登録・履修登録）」のページを参照 

③ 「校舎・号館 － 部屋番号」を表す（下記「駒沢校舎案内図」参照） 

④ 科目の分野区分を表す（詳しくは、『履修要項』の「第 2章－Ⅰ 教育課程の編成－授業科目の区分と教育目標」を参照） 

⑤ フレックス A・Ｂ時間帯で履修可能な科目であることを表す（法律学科フレックス A・Bのみが対象） 

⑥ 履修可能な学科名の略称を表す（たとえば、仏教学科なら「仏」、経済学科なら「経」と記されています。下記〔参考〕参照） 

⑦ 履修可能になる年次を表す（詳しくは、『履修要項』の「第 2章－Ⅱ 開設科目－開設科目一覧の見方」を参照） 

⑧ 履修単位の区分を表す（必修・選択必修・選択等のこと） 

⑨ 「学生番号」の下３桁番号を意味し「１年次生以外の学年が対象の曜日・時限を指定した科目」に掲載がある（学生番号 001～066→1～66と表示） 

⑩ 入学年度により科目名・配当等が異なる科目を表す。詳細は以下のとおり。 

 『2021～年度入学生』と記載されている場合は、2021年度以降に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

 『～2020年度入学生』と記載されている場合は、2020年度以前に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

 『2015～2020年度入学生』と記載されている場合は、2015年度から 2020年度に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

  

https://koneco.komazawa-u.ac.jp/


⑪ 「学生番号指定科目一覧」ページに「学生番号」の下３桁番号が指定されていることを意味し、「１年次生が対象の曜日・時限を指定した科目」であることを示

す 

※必修科目及び上記⑪の科目は、KONECO（Web履修登録）の画面上では曜日・時限があらかじめ指定登録されています 

 

3．『授業時間表』閲覧上の注意事項 

 ○ 『授業時間表』記載内容の訂正・変更については、http://jikanwari.komazawa-u.ac.jp/で周知します。 

○ 集中授業科目は集１～集７時限として、また予め曜日時限を特定できない科目については特１～特７時限として、土曜日の次に掲載しています。 

○ 「日本語」「日本事情科目」は、外国人留学生および日本語を母語としない帰国生を対象とする科目です。 

 

4．その他注意事項 

・この『授業時間表』に掲載されている教場は、授業開始以後に変更となる場合もあります。 

・教場の変更については、KONECOに随時掲示します。 

 

〔参考〕『授業時間表』における学科・専攻名表記の略称 

    

学科・専攻名 略称 学科・専攻名 略称
禅学科 禅 心理学科 心
仏教学科 仏 経済学科 経
仏教学部（※） 禅仏 商学科 商
国文学科 国 現代応用経済学科 現
英米文学科 英 法律学科フレックスA 法A
地域文化研究専攻 地文 法律学科フレックスB 法B
地域環境研究専攻 環境 政治学科 政
日本史学専攻 日 経営学科 営
外国史学専攻 外 市場戦略学科 市
考古学専攻 考 診療放射線技術科学科 放
社会学専攻 社 グローバル・メディア学科 GM
社会福祉学専攻 福  

    ※平成 26年度以降入学の 1・2年次生が対象 

 

 

 

http://jikanwari.komazawa-u.ac.jp/
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2021年度　学生番号指定科目一覧（１年次生のみ対象）

・以下の科目は、学生番号によって履修するクラスが指定されています。

・KONECOのWeb履修画面上に、学生番号指定科目は既に設定されています。
・教場名に「玉」とある教場は玉川校舎での開講科目です。玉川校舎の詳細については学生部配布のガイドを参照してください。
・必修または選択必修の英語科目のクラスは、KONECOで確認してください。

商
曜日 時限 科目名 担当者名 履修コード 前後期区分 学生番号 教場名
月 1 ドイツ語ⅠＢａ 畠山寛 267801 前期 商   ER   1   ( 001～ ) ７－４０５
月 1 ドイツ語ⅠＢｂ 畠山寛 267831 後期 商   ER   1   ( 001～ ) ７－４０５
月 1 フランス語ⅠＢａ 小黒昌文 270901 前期 商   ER   1   ( 001～061 ) ７－５０９
月 1 フランス語ⅠＢｂ 小黒昌文 270931 後期 商   ER   1   ( 001～061 ) ７－５０９
月 1 フランス語ⅠＢａ 後藤はるか 270911 前期 商   ER   1   ( 062～ ) ７－４０６
月 1 フランス語ⅠＢｂ 後藤はるか 270941 後期 商   ER   1   ( 062～ ) ７－４０６
月 1 中国語ⅠＢａ 岩崎皇 276501 前期 商   ER   1   ( 001～070 ) ７－３０７
月 1 中国語ⅠＢｂ 岩崎皇 276531 後期 商   ER   1   ( 001～070 ) ７－３０７
月 1 中国語ⅠＢａ 張渭涛 276601 前期 商   ER   1   ( 071～120 ) ７－５０６
月 1 中国語ⅠＢｂ 張渭涛 276631 後期 商   ER   1   ( 071～120 ) ７－５０６
月 1 中国語ⅠＢａ 三田村圭子 276701 前期 商   ER   1   ( 121～177 ) ３－９０９
月 1 中国語ⅠＢｂ 三田村圭子 276731 後期 商   ER   1   ( 121～177 ) ３－９０９
月 1 中国語ⅠＢａ 天神裕子 276801 前期 商   ER   1   ( 178～219 ) ８－２５８
月 1 中国語ⅠＢｂ 天神裕子 276831 後期 商   ER   1   ( 178～219 ) ８－２５８
月 1 中国語ⅠＢａ 神谷智幸 276811 前期 商   ER   1   ( 220～ ) ７－３０６
月 1 中国語ⅠＢｂ 神谷智幸 276841 後期 商   ER   1   ( 220～ ) ７－３０６
月 1 スペイン語ⅠＢａ 真下祐一 281701 前期 商   ER   1   ( 001～082 ) ７－４０１
月 1 スペイン語ⅠＢｂ 真下祐一 281731 後期 商   ER   1   ( 001～082 ) ７－４０１
月 1 スペイン語ⅠＢａ 齊藤明美 281801 前期 商   ER   1   ( 083～107 ) ７－５０７
月 1 スペイン語ⅠＢｂ 齊藤明美 281831 後期 商   ER   1   ( 083～107 ) ７－５０７
月 1 スペイン語ⅠＢａ 上野勝広 281811 前期 商   ER   1   ( 108～ ) ７－５０８
月 1 スペイン語ⅠＢｂ 上野勝広 281841 後期 商   ER   1   ( 108～ ) ７－５０８
月 1 ロシア語ⅠＢａ 松本隆志 284001 前期 商   ER   1   ( 001～ ) １－５１０
月 1 ロシア語ⅠＢｂ 松本隆志 284031 後期 商   ER   1   ( 001～ ) １－５１０
火 3 健康・スポーツ実習 栁浩二郎 550351 通年 商   ER   1   ( 001～ ) 玉－体育館
水 4 情報入門Ⅰ 半泊隆広 095411 前期 商   ER   1   ( 001～153 ) １－２０１
水 4 情報入門Ⅱ 半泊隆広 095431 後期 商   ER   1   ( 001～153 ) １－２０１

学生番号指定科目一覧（1年次のみ）



商
曜日 時限 科目名 担当者名 履修コード 前後期区分 学生番号 教場名

学生番号指定科目一覧（1年次のみ）

水 4 新入生セミナー 深見泰孝 545801 前期 商   ER   1   ( 154～190 ) ３－７０１
水 4 新入生セミナー 北口りえ 545821 前期 商   ER   1   ( 191～226 ) ３－３０５
水 4 新入生セミナー 髙野学 545741 前期 商   ER   1   ( 227～261 ) ３－３０３
水 4 新入生セミナー 番場博之 545781 前期 商   ER   1   ( 262～ ) ３－６０３
水 5 情報入門Ⅰ 半泊隆広 095421 前期 商   ER   1   ( 154～ ) １－２０１
水 5 情報入門Ⅱ 半泊隆広 095441 後期 商   ER   1   ( 154～ ) １－２０１
木 3 仏教と人間 松田陽志 501301 通年 商   ER   1   ( 001～153 ) １－２０２
木 3 仏教と人間 大澤邦由 501401 通年 商   ER   1   ( 154～ ) １－３０３
木 4 ドイツ語ⅠＡａ 吉中俊貴 266901 前期 商   ER   1   ( 001～ ) ７－４０４
木 4 ドイツ語ⅠＡｂ 吉中俊貴 266931 後期 商   ER   1   ( 001～ ) ７－４０４
木 4 フランス語ⅠＡａ 大野英士 269901 前期 商   ER   1   ( 001～061 ) ３－５０１
木 4 フランス語ⅠＡｂ 大野英士 269931 後期 商   ER   1   ( 001～061 ) ３－５０１
木 4 フランス語ⅠＡａ 東辰之介 269911 前期 商   ER   1   ( 062～ ) ３－８１２
木 4 フランス語ⅠＡｂ 東辰之介 269941 後期 商   ER   1   ( 062～ ) ３－８１２
木 4 中国語ⅠＡａ 岩崎皇 274101 前期 商   ER   1   ( 001～070 ) ７－３０１
木 4 中国語ⅠＡｂ 岩崎皇 274131 後期 商   ER   1   ( 001～070 ) ７－３０１
木 4 中国語ⅠＡａ 宮本厚子 274201 前期 商   ER   1   ( 071～120 ) ７－４０３
木 4 中国語ⅠＡｂ 宮本厚子 274231 後期 商   ER   1   ( 071～120 ) ７－４０３
木 4 中国語ⅠＡａ 三田村圭子 274301 前期 商   ER   1   ( 121～177 ) ３－９０９
木 4 中国語ⅠＡｂ 三田村圭子 274331 後期 商   ER   1   ( 121～177 ) ３－９０９
木 4 中国語ⅠＡａ 伊原大策 274401 前期 商   ER   1   ( 178～219 ) ７－４０１
木 4 中国語ⅠＡｂ 伊原大策 274431 後期 商   ER   1   ( 178～219 ) ７－４０１
木 4 中国語ⅠＡａ 若森幸子 274411 前期 商   ER   1   ( 220～ ) ７－５０８
木 4 中国語ⅠＡｂ 若森幸子 274441 後期 商   ER   1   ( 220～ ) ７－５０８
木 4 スペイン語ⅠＡａ 齊藤明美 280501 前期 商   ER   1   ( 001～082 ) ７－５０７
木 4 スペイン語ⅠＡｂ 齊藤明美 280531 後期 商   ER   1   ( 001～082 ) ７－５０７
木 4 スペイン語ⅠＡａ 佐藤麻里乃 280601 前期 商   ER   1   ( 083～107 ) ３－６０１
木 4 スペイン語ⅠＡｂ 佐藤麻里乃 280631 後期 商   ER   1   ( 083～107 ) ３－６０１
木 4 スペイン語ⅠＡａ 笛田千容 280611 前期 商   ER   1   ( 108～ ) ３－８１０
木 4 スペイン語ⅠＡｂ 笛田千容 280641 後期 商   ER   1   ( 108～ ) ３－８１０
木 4 ロシア語ⅠＡａ 大須賀史和 283601 前期 商   ER   1   ( 001～ ) １－５１５
木 4 ロシア語ⅠＡｂ 大須賀史和 283631 後期 商   ER   1   ( 001～ ) １－５１５
木 5 新入生セミナー 李焱 545841 前期 商   ER   1   ( 080～117 ) ３－７０６
木 5 新入生セミナー 栗城綾子 545861 前期 商   ER   1   ( 118～153 ) ３－３０５
金 4 新入生セミナー 小西宏美 545721 前期 商   ER   1   ( 001～037 ) ３－６０３
金 4 新入生セミナー 中西大輔 545761 前期 商   ER   1   ( 038～079 ) ３－３０３



曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
月・1 英語ⅠＢａ 240681 吉原  由紀子 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０１ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 242281 吉原  由紀子 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０１ 語学
月・1 英語ⅠＢａ 240691 濱口  真木 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２１０ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 242291 濱口  真木 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２１０ 語学
月・1 英語ⅠＢａ 240701 松尾  英俊 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－６０４ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 242301 松尾  英俊 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－６０４ 語学
月・1 英語ⅠＢａ 240711 ウルヴィル漆原  伸江 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９１１ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 242311 ウルヴィル漆原  伸江 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９１１ 語学
月・1 英語ⅠＢａ 240721 本間  章郎 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０２ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 242321 本間  章郎 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０２ 語学
月・1 英語ⅠＢａ 244321 勅使河原  三保子 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０９ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 244341 勅使河原  三保子 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０９ 語学
月・1 英語ⅠＢａ 244361 村松  理恵 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－７０３ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 244381 村松  理恵 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－７０３ 語学
月・1 英語ⅠＢａ 244411 高橋  佳江 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－４０３ 語学
月・1 英語ⅠＢｂ 244431 高橋  佳江 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－４０３ 語学
月・1 ドイツ語ⅠＢａ 267801 畠山  寛 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０５ 語学
月・1 ドイツ語ⅠＢｂ 267831 畠山  寛 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０５ 語学
月・1 フランス語ⅠＢａ 270901 小黒  昌文 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０９ 語学
月・1 フランス語ⅠＢｂ 270931 小黒  昌文 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０９ 語学
月・1 フランス語ⅠＢａ 270911 後藤  はるか （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０６ 語学
月・1 フランス語ⅠＢｂ 270941 後藤  はるか （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０６ 語学
月・1 中国語ⅠＢａ 276501 岩崎  皇 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－３０７ 語学
月・1 中国語ⅠＢｂ 276531 岩崎  皇 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－３０７ 語学
月・1 中国語ⅠＢａ 276601 張  渭涛 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０６ 語学
月・1 中国語ⅠＢｂ 276631 張  渭涛 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０６ 語学
月・1 中国語ⅠＢａ 276701 三田村  圭子 （前期）商１年・学生番号指定科目 ３－９０９ 語学
月・1 中国語ⅠＢｂ 276731 三田村  圭子 （後期）商１年・学生番号指定科目 ３－９０９ 語学
月・1 中国語ⅠＢａ 276801 天神  裕子 （前期）商１年・学生番号指定科目 ８－２５８ 語学
月・1 中国語ⅠＢｂ 276831 天神  裕子 （後期）商１年・学生番号指定科目 ８－２５８ 語学
月・1 中国語ⅠＢａ 276811 神谷  智幸 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－３０６ 語学
月・1 中国語ⅠＢｂ 276841 神谷  智幸 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－３０６ 語学
月・1 スペイン語ⅠＢａ 281701 真下  祐一 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０１ 語学
月・1 スペイン語ⅠＢｂ 281731 真下  祐一 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０１ 語学
月・1 スペイン語ⅠＢａ 281801 齊藤  明美 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０７ 語学
月・1 スペイン語ⅠＢｂ 281831 齊藤  明美 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０７ 語学
月・1 スペイン語ⅠＢａ 281811 上野  勝広 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０８ 語学
月・1 スペイン語ⅠＢｂ 281841 上野  勝広 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０８ 語学
月・1 ロシア語ⅠＢａ 284001 松本  隆志 （前期）商１年・学生番号指定科目 １－５１０ 語学
月・1 ロシア語ⅠＢｂ 284031 松本  隆志 （後期）商１年・学生番号指定科目 １－５１０ 語学
月・1 経営管理論ａ 091912 岩波  文孝 ◎予（前期）商２３４選 ８－１５２ 専門教育
月・1 経営管理論ｂ 091922 岩波  文孝 ◎予（後期）商２３４選 ８－１５２ 専門教育
月・1 西洋経済史ａ 093401 水野  祥子 ◎予（前期）商３４選 １－３０４ 専門教育
月・1 西洋経済史ｂ 093451 水野  祥子 ◎予（後期）商３４選 １－３０４ 専門教育
月・1 流通経済論ａ 099211 大野  哲明 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
月・1 流通経済論ｂ 099251 大野  哲明 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育

※週2回授業を行う科目については、備考欄にペアとなる曜日・時限を記載しています
商学科



月・1 演習Ⅰ 102901 王  穎琳 商２選 １－５１３ 専門教育
月・1 演習Ⅱ 105301 溝手  芳計 商３選 ２研－２０７ 専門教育
月・1 演習Ⅲ 111301 福島  浩治 商４選 ２研－２０６ 専門教育
月・1 卒業研究 111302 福島  浩治 商４選 ２研－２０６ 専門教育
月・1 伝統文化入門（１） 514701 鈴木  裕子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０２ 教養教育科目人文分野
月・1 伝統文化入門（２） 514751 鈴木  裕子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０２ 教養教育科目人文分野
月・1 テーマで学ぶ言葉の力（１） 515701 柿原  和宏 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目人文分野
月・1 テーマで学ぶ言葉の力（２） 515751 柿原  和宏 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目人文分野
月・1 日本文化の諸相を知る（１） 515901 馮  超鴻 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０５ 教養教育科目人文分野
月・1 日本文化の諸相を知る（２） 515951 馮  超鴻 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０５ 教養教育科目人文分野
月・1 地球システムと自然災害 530801 山縣  毅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０７ 教養教育科目自然分野
月・1 地球と生命の歴史 530851 山縣  毅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０７ 教養教育科目自然分野
月・1 生命と環境 532401 持丸  真里 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
月・1 生命と環境 532451 持丸  真里 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
月・1 スポーツ科学で学ぶ教養（余暇） 543601 鈴木  淳平 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 玉－３０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・1 健康・スポーツ論　１ 553101 鈴木  淳平 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
月・2 英語ⅡＢａ 254921 藤本  智香 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０４ 語学
月・2 英語ⅡＢｂ 256521 藤本  智香 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０４ 語学
月・2 英語ⅡＢａ 254931 松堂  啓子 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－５０３ 語学
月・2 英語ⅡＢｂ 256531 松堂  啓子 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－５０３ 語学
月・2 英語ⅡＢａ 254941 ウルヴィル漆原  伸江 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９１１ 語学
月・2 英語ⅡＢｂ 256541 ウルヴィル漆原  伸江 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９１１ 語学
月・2 英語ⅡＢａ 254951 高橋  佳江 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－４０３ 語学
月・2 英語ⅡＢｂ 256551 高橋  佳江 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－４０３ 語学
月・2 英語ⅡＢａ 254961 濱口  真木 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２１０ 語学
月・2 英語ⅡＢｂ 256561 濱口  真木 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２１０ 語学
月・2 英語ⅡＢａ 258481 貝塚  泰幸 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－６０２ 語学
月・2 英語ⅡＢｂ 258501 貝塚  泰幸 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－６０２ 語学
月・2 英語ⅡＢａ 258521 岩井  洋美 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０３ 語学
月・2 英語ⅡＢｂ 258541 岩井  洋美 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－３０３ 語学
月・2 実用英会話（日常生活編） 264221 フレンチ　ナサニエル　Ｓ． ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－９０９ 語学
月・2 実用英会話（旅行編） 264321 フレンチ　ナサニエル　Ｓ． ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営Ａ営市ＧＭ１２３４選 ３－９０９ 語学
月・2 ドイツ語Ⅱａ（選） 290801 本田  博之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０６ 語学
月・2 ドイツ語Ⅱｂ（選） 290851 本田  博之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０６ 語学
月・2 フランス語コミュニケーションＡａ 288101 Ｒａｌｉａｔ　Ｍｉｋｕｒａ　Ｍｉｃｈｅｌｅ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 語学
月・2 フランス語コミュニケーションＡｂ 288151 Ｒａｌｉａｔ　Ｍｉｋｕｒａ　Ｍｉｃｈｅｌｅ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 語学
月・2 中国語コミュニケーションＢａ 289001 張  渭涛 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０６ 語学
月・2 中国語コミュニケーションＢｂ 289051 張  渭涛 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０６ 語学
月・2 流通論基礎ａ 091311 吉村  純一 ◎予（前期）商１選必 １－４０１ 専門教育
月・2 流通論基礎ｂ 091351 吉村  純一 ◎予（後期）商１選必 １－４０１ 専門教育
月・2 応用マクロ経済学ａ 092711 赤石  秀之 ◎予（前期）商３４選 ８－２５７ 専門教育
月・2 応用マクロ経済学ｂ 092751 赤石  秀之 ◎予（後期）商３４選 ８－２５７ 専門教育
月・2 経済統計ａ 092901 矢野  浩一 ◎予（前期）商３４選 １－２０１ 専門教育
月・2 経済統計ｂ 092951 矢野  浩一 ◎予（後期）商３４選 １－２０１ 専門教育
月・2 日本経済史ａ 093301 渡邉  恵一 ◎予（前期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
月・2 日本経済史ｂ 093351 渡邉  恵一 ◎予（後期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
月・2 法と経済学 098181 村松  幹二 ◎予（前期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
月・2 制度の経済学 098191 村松  幹二 ◎予（後期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
月・2 民法二部ａ 098401 飯塚  真 ◎予（前期）商２３４選 １－４０３ 専門教育
月・2 民法二部ｂ 098451 飯塚  真 ◎予（後期）商２３４選 １－４０３ 専門教育



月・2 経済外国書講読Ⅰａ 099811 河田  陽向 ◎予（前期）商２３４選 ３－９０４ 専門教育
月・2 経済外国書講読Ⅱａ 099813 河田  陽向 ◎予（前期）商２３４選 ３－９０４ 専門教育
月・2 経済外国書講読Ⅰｂ 099821 河田  陽向 ◎予（後期）商２３４選 ３－９０４ 専門教育
月・2 経済外国書講読Ⅱｂ 099823 河田  陽向 ◎予（後期）商２３４選 ３－９０４ 専門教育
月・2 演習Ⅲ 109401 森田  佳宏 商４選 ２研－２０５ 専門教育
月・2 卒業研究 109402 森田  佳宏 商４選 ２研－２０５ 専門教育
月・2 演習Ⅲ 109701 石川  祐二 商４選 ３－９１０ 専門教育
月・2 卒業研究 109702 石川  祐二 商４選 ３－９１０ 専門教育
月・2 演習Ⅲ 111001 田中  綾一 商４選 ２研－２０７ 専門教育
月・2 卒業研究 111002 田中  綾一 商４選 ２研－２０７ 専門教育
月・2 演習Ⅲ 111801 髙野  学 商４選 １－５１３ 専門教育
月・2 卒業研究 111802 髙野  学 商４選 １－５１３ 専門教育
月・2 日本文化の基礎 514601 馮  超鴻 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－７０５ 教養教育科目人文分野
月・2 英語で学ぶ教養（言語Ⅰ） 516401 クナート  ハナ　ローズ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０３ 教養教育科目人文分野
月・2 英語で学ぶ教養（文化Ⅴ） 517001 福田  一貴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２１２ 教養教育科目人文分野
月・2 英語で学ぶ教養（文化Ⅵ） 517051 福田  一貴 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２１２ 教養教育科目人文分野
月・2 社会学の基礎（１） 520101 曺  慶鎬 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
月・2 社会学の基礎（２） 520151 曺  慶鎬 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
月・2 ドイツ語で学ぶ教養（社会Ⅰ） 524701 畠山  寛 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０５ 教養教育科目社会分野
月・2 ドイツ語で学ぶ教養（社会Ⅱ） 524751 畠山  寛 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０５ 教養教育科目社会分野
月・2 スペイン語で学ぶ教養（社会Ⅰ） 525001 齊藤  明美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０７ 教養教育科目社会分野
月・2 スペイン語で学ぶ教養（社会Ⅱ） 525051 齊藤  明美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０７ 教養教育科目社会分野
月・2 微分積分学入門 533101 小沢  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
月・2 微分積分学発展 533151 小沢  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
月・2 ビジネスリテラシー（１） 541001 湯浅  陽子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・2 ビジネスリテラシー（２） 541101 湯浅  陽子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 551201 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 551202 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 551203 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 551251 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 551252 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 551253 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・3 ドイツ語ⅡＡａ 268101 會田  素子 （前期）商２年（１～１６６） ７－４０２ 語学
月・3 ドイツ語ⅡＡｂ 268131 會田  素子 （後期）商２年（１～１６６） ７－４０２ 語学
月・3 ドイツ語ⅡＡａ 268111 持田  睦 （前期）商２年（１６７～　） ３－９１０ 語学
月・3 ドイツ語ⅡＡｂ 268141 持田  睦 （後期）商２年（１６７～　） ３－９１０ 語学
月・3 フランス語ⅡＡａ 271201 小黒  昌文 （前期）商２年（１～１６８） ７－５０９ 語学
月・3 フランス語ⅡＡｂ 271231 小黒  昌文 （後期）商２年（１～１６８） ７－５０９ 語学
月・3 フランス語ⅡＡａ 271211 後藤  はるか （前期）商２年（１６９～　） ７－４０６ 語学
月・3 フランス語ⅡＡｂ 271241 後藤  はるか （後期）商２年（１６９～　） ７－４０６ 語学
月・3 フランス語コミュニケーションＢａ 288901 Ｒａｌｉａｔ　Ｍｉｋｕｒａ　Ｍｉｃｈｅｌｅ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 語学
月・3 フランス語コミュニケーションＢｂ 288951 Ｒａｌｉａｔ　Ｍｉｋｕｒａ　Ｍｉｃｈｅｌｅ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 語学



月・3 中国語ⅡＡａ 277201 岩崎  皇 （前期）商２年（１～４８） ７－３０７ 語学
月・3 中国語ⅡＡｂ 277231 岩崎  皇 （後期）商２年（１～４８） ７－３０７ 語学
月・3 中国語ⅡＡａ 277301 梅田  雅子 （前期）商２年（４９～９６） ７－３０５ 語学
月・3 中国語ⅡＡｂ 277331 梅田  雅子 （後期）商２年（４９～９６） ７－３０５ 語学
月・3 中国語ⅡＡａ 277411 神谷  智幸 （前期）商２年（９７～１３６） ７－３０６ 語学
月・3 中国語ⅡＡｂ 277451 神谷  智幸 （後期）商２年（９７～１３６） ７－３０６ 語学
月・3 中国語ⅡＡａ 277421 李  雲 （前期）商２年（１３７～１７４） ８－２５８ 語学
月・3 中国語ⅡＡｂ 277461 李  雲 （後期）商２年（１３７～１７４） ８－２５８ 語学
月・3 中国語ⅡＡａ 277431 張  渭涛 （前期）商２年（１７５～　） ７－５０６ 語学
月・3 中国語ⅡＡｂ 277471 張  渭涛 （後期）商２年（１７５～　） ７－５０６ 語学
月・3 スペイン語ⅡＡａ 282101 真下  祐一 （前期）商２年（１～３２） ７－４０１ 語学
月・3 スペイン語ⅡＡｂ 282131 真下  祐一 （後期）商２年（１～３２） ７－４０１ 語学
月・3 スペイン語ⅡＡａ 282111 中島  聡子 （前期）商２年（３３～１５３） ３－９１１ 語学
月・3 スペイン語ⅡＡｂ 282141 中島  聡子 （後期）商２年（３３～１５３） ３－９１１ 語学
月・3 スペイン語ⅡＡａ 282121 上野  勝広 （前期）商２年（１５４～　） ７－５０８ 語学
月・3 スペイン語ⅡＡｂ 282151 上野  勝広 （後期）商２年（１５４～　） ７－５０８ 語学
月・3 ロシア語ⅡＡａ 284201 木村  英明 （前期）商２年（１～　） １－５１５ 語学
月・3 ロシア語ⅡＡｂ 284231 木村  英明 （後期）商２年（１～　） １－５１５ 語学
月・3 経済数学ａ 092501 岡田  多恵 ◎予（前期）商３４選 ３－５０４ 専門教育
月・3 経済数学ｂ 092551 岡田  多恵 ◎予（後期）商３４選 ３－５０４ 専門教育
月・3 現代アメリカ経済論ａ 094801 小倉  将志郎 ◎予（前期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
月・3 現代アメリカ経済論ｂ 094851 小倉  将志郎 ◎予（後期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
月・3 キャリア・デザインａ 099291 川村  稔 ◎予（前期）商１選 １－４０１ 専門教育
月・3 キャリア・デザインｂ 099301 川村  稔 ◎予（後期）商１選 １－４０１ 専門教育
月・3 演習Ⅱ 105341 村松  幹二 商３選 ３－９０４ 専門教育
月・3 演習Ⅱ 105801 岩波  文孝 商３選 ３－９０３ 専門教育
月・3 演習Ⅱ 107001 王  穎琳 商３選 １－５１３ 専門教育
月・3 演習Ⅲ 109301 溝手  芳計 商４選 ２研－２０７ 専門教育
月・3 卒業研究 109302 溝手  芳計 商４選 ２研－２０７ 専門教育
月・3 演習Ⅲ 112301 江口  允崇 商４選 ３－２０１ 専門教育
月・3 卒業研究 112302 江口  允崇 商４選 ３－２０１ 専門教育
月・3 仏教と人間 500601 粟谷  良道 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０３ 宗教教育科目
月・3 仏教と人間 500701 竹内  弘道 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ８－２５６ 宗教教育科目
月・3 仏教と人間 500901 別所  裕介 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－２０２ 宗教教育科目
月・3 哲学（３） 512301 渋谷  繁明 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目人文分野
月・3 哲学（４） 512351 渋谷  繁明 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目人文分野
月・3 論理学（１） 512401 鈴木  聡 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
月・3 論理学（２） 512451 鈴木  聡 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
月・3 社会学の基礎（３） 520301 武山  梅乗 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
月・3 社会学の基礎（４） 520351 武山  梅乗 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
月・3 資源と環境を考える 532801 山縣  毅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０７ 教養教育科目自然分野
月・3 地球温暖化を考える 532851 山縣  毅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０７ 教養教育科目自然分野
月・3 数学の基礎 533001 田所  裕康 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目自然分野
月・3 数学の基礎 533051 田所  裕康 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目自然分野
月・3 日本語リテラシー（３） 541601 鈴木  裕子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－７０４ 広域選択科目
月・3 日本語リテラシー（３） 541651 鈴木  裕子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－７０４ 広域選択科目
月・3 日本語リテラシー（４） 541701 柿原  和宏 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－６０１ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・3 日本語リテラシー（４） 541751 柿原  和宏 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－６０１ 教養教育科目ライフデザイン分野



月・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・応用） 551301 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・応用） 551302 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・応用） 551303 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・応用） 551351 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・応用） 551352 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・応用） 551353 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・3 日本事情ⅩⅠ 558601 石井  清純 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０８ 日本事情
月・3 日本事情ⅩⅡ 558651 杉森  建太郎 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０８ 日本事情
月・4 実用英会話（日常生活編） 264201 ＳＩＭＯＮ　Ｔ．Ｍ　ＥＶＡＮＳ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１１ 語学
月・4 実用英会話（旅行編） 264301 ＳＩＭＯＮ　Ｔ．Ｍ　ＥＶＡＮＳ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１１ 語学
月・4 ロシア語コミュニケーションＢａ 289201 安徳  ニーナ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 １－５１６ 語学
月・4 ロシア語コミュニケーションＢｂ 289251 安徳  ニーナ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 １－５１６ 語学
月・4 社会政策ａ 091001 田中  聡一郎 ◎予（前期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
月・4 社会政策ｂ 091051 田中  聡一郎 ◎予（後期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
月・4 経営学基礎ａ 091411 山田  雅俊 （前期）商１選必（２０１８～年度入学生） １－４０１ 専門教育
月・4 経営学基礎ａ 091411 山田  雅俊 （前期）商１選（２０１４～２０１７年度入学生） １－４０１ 専門教育
月・4 経営学基礎ａ 091411 山田  雅俊 （前期）商１選必（～２０１３年度入学生） １－４０１ 専門教育
月・4 経営学基礎ｂ 091451 山田  雅俊 （後期）商１選必（２０１８～年度入学生） １－４０１ 専門教育
月・4 経営学基礎ｂ 091451 山田  雅俊 （後期）商１選（２０１４～２０１７年度入学生） １－４０１ 専門教育
月・4 経営学基礎ｂ 091451 山田  雅俊 （後期）商１選必（～２０１３年度入学生） １－４０１ 専門教育
月・4 交通論ａ 096401 金  兌奎 ◎予（前期）商２３４選 ３－３０７ 専門教育
月・4 交通論ｂ 096451 金  兌奎 ◎予（後期）商２３４選 ３－３０７ 専門教育
月・4 会計監査論ａ 096991 島﨑  主税 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
月・4 会計監査論ｂ 097001 島﨑  主税 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
月・4 商法二部ａ 098601 前田  修志 ◎予（前期）商２３４選 ８－４６７ 専門教育
月・4 商法二部ｂ 098651 前田  修志 ◎予（後期）商２３４選 ８－４６７ 専門教育
月・4 演習Ⅱ 107601 吉村  純一 商３選 ３－９０４ 専門教育
月・4 演習Ⅲ 112601 水野  祥子 商４選 １－５１４ 専門教育
月・4 卒業研究 112602 水野  祥子 商４選 １－５１４ 専門教育
月・4 仏教と人間 500301 竹内  弘道 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ８－２５６ 宗教教育科目
月・4 仏教と人間 500801 永岡  崇 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ２研－２０３ 宗教教育科目
月・4 日本史を学ぶ（３） 511201 工藤  航平 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０６ 教養教育科目人文分野
月・4 考古学を学ぶ（１） 511401 小林  孝秀 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目人文分野
月・4 考古学を学ぶ（２） 511451 小林  孝秀 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目人文分野
月・4 論理学（１） 512501 鈴木  聡 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
月・4 論理学（２） 512551 鈴木  聡 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
月・4 社会学の基礎（１） 520201 曺  慶鎬 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
月・4 社会学の基礎（２） 520251 曺  慶鎬 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
月・4 社会学の基礎（３） 520401 武山  梅乗 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
月・4 社会学の基礎（４） 520451 武山  梅乗 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
月・4 人間と教育 523401 柳堀  素雅子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０５ 教養教育科目社会分野
月・4 現代教育を考える 523451 柳堀  素雅子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０５ 教養教育科目社会分野
月・4 化学の基礎 531401 持丸  真里 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６３ 教養教育科目自然分野
月・4 現代の化学 531451 持丸  真里 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６３ 教養教育科目自然分野
月・4 気象と自然災害 532701 大槻  涼 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
月・4 気象と自然災害 532751 大槻  涼 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
月・4 線型代数学入門 533201 小沢  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
月・4 線型代数学発展 533251 小沢  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
月・4 ＩＣＴリテラシー 540301 田所  裕康 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・4 ＩＣＴリテラシー 540351 田所  裕康 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野



月・4 ビジネスリテラシー（１） 541051 湯浅  陽子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・4 ビジネスリテラシー（２） 541151 湯浅  陽子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・4 メディアと文化入門 542601 鈴木  久美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・4 メディアと文化発展 542651 鈴木  久美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・応用） 551401 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・応用） 551402 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・応用） 551403 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・応用） 551451 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・応用） 551452 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・応用） 551453 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
月・4 健康・スポーツ論　１ 553151 岩本  哲也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
月・5 ロシア語コミュニケーションＡａ 288401 安徳  ニーナ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 １－５１６ 語学
月・5 ロシア語コミュニケーションＡｂ 288451 安徳  ニーナ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 １－５１６ 語学
月・5 現代資本主義論ａ 093101 今野  晴貴 ◎予（前期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
月・5 現代資本主義論ｂ 093151 今野  晴貴 ◎予（後期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
月・5 会計情報論ａ 097301 李  焱 ◎予（前期）商２３４選 １－２０２ 専門教育
月・5 会計情報論ｂ 097351 李  焱 ◎予（後期）商２３４選 １－２０２ 専門教育
月・5 現代企業論ａ 099331 松田  健 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
月・5 現代企業論ｂ 099341 松田  健 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
月・5 演習Ⅲ 110201 小倉  将志郎 商４選 ３－９０５ 専門教育
月・5 卒業研究 110202 小倉  将志郎 商４選 ３－９０５ 専門教育
月・5 日本史を学ぶ（４） 511251 齊藤  照徳 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０２ 教養教育科目人文分野
月・5 論理学（３） 513001 渋谷  繁明 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目人文分野
月・5 論理学（４） 513051 渋谷  繁明 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目人文分野
月・5 宗教の見方（１） 513401 梶  龍輔 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－４０１ 教養教育科目人文分野
月・5 宗教の見方（２） 513451 梶  龍輔 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－４０１ 教養教育科目人文分野
月・5 教養実践演習（人文） 517701 末木  恭彦 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３４選 ３－２０１ 教養教育科目人文分野
月・5 現代文明と哲学（１） 523701 鈴木  聡 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目社会分野
月・5 現代文明と哲学（２） 523751 鈴木  聡 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目社会分野
月・5 地球温暖化を考える 532901 大槻  涼 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
月・5 地球温暖化を考える 532951 大槻  涼 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
月・5 メディアと文化入門 542701 鈴木  久美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・5 メディアと文化発展 542751 鈴木  久美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

月・5 余暇学 553751 深井  正樹 ◎予（後期）経商現２３４選 ３－３０５ 保健体育科目
月・6 社会学の基礎（１） 529101 曺  慶鎬 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
月・6 社会学の基礎（２） 529151 曺  慶鎬 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
火・1 中国語コミュニケーションＡａ 288201 小川  隆 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０２ 語学
火・1 中国語コミュニケーションＡｂ 288251 小川  隆 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０２ 語学
火・1 流通政策ａ 091701 番場  博之 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
火・1 流通政策ｂ 091751 番場  博之 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
火・1 非営利組織論ａ 097071 松本  典子 ◎予（前期）商３４選 ８－１５１ 専門教育
火・1 非営利組織論ｂ 097081 松本  典子 ◎予（後期）商３４選 ８－１５１ 専門教育
火・1 憲法ａ 098201 小澤  隆一 ◎予（前期）商２３４選 １－３０２ 専門教育
火・1 憲法ｂ 098251 小澤  隆一 ◎予（後期）商２３４選 １－３０２ 専門教育
火・1 経済外国書講読Ⅰａ 100151 鄭  章淵 ◎予（前期）商２３４選 ３－９１０ 専門教育
火・1 経済外国書講読Ⅱａ 100153 鄭  章淵 ◎予（前期）商２３４選 ３－９１０ 専門教育
火・1 経済外国書講読Ⅰｂ 100181 鄭  章淵 ◎予（後期）商２３４選 ３－９１０ 専門教育
火・1 経済外国書講読Ⅱｂ 100183 鄭  章淵 ◎予（後期）商２３４選 ３－９１０ 専門教育



火・1 演習Ⅰ 101421 舘  健太郎 商２選 ３－８０５ 専門教育
火・1 演習Ⅰ 101501 鈴木  伸枝 商２選 ３－４０４ 専門教育
火・1 演習Ⅰ 101701 代田  純 商２選 １－５０７ 専門教育
火・1 演習Ⅰ 102301 増田  幹人 商２選 １－３０５ 専門教育
火・1 演習Ⅰ 102401 田中  聡一郎 商２選 ３－９０３ 専門教育
火・1 演習Ⅰ 103101 田中  綾一 商２選 ２研－２０７ 専門教育
火・1 演習Ⅰ 105211 江口  允崇 商２選 ３－８０６ 専門教育
火・1 演習Ⅱ 106401 羽島  有紀 商３選 １－５１２ 専門教育
火・1 演習Ⅲ 109291 北條  雅一 商４選 ３－８０７ 専門教育
火・1 卒業研究 109292 北條  雅一 商４選 ３－８０７ 専門教育
火・1 人文地理学の基礎（１） 513901 伊藤  慎悟 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目人文分野
火・1 人文地理学の基礎（２） 513951 伊藤  慎悟 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目人文分野
火・1 英語で学ぶ教養（言語Ⅴ） 516601 三木  望 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 教養教育科目人文分野
火・1 英語で学ぶ教養（言語Ⅵ） 516651 三木  望 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 教養教育科目人文分野
火・1 アジアの文化と社会（１） 521401 杉井  純一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
火・1 アジアの文化と社会（２） 521451 杉井  純一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
火・1 政治学の基礎 522701 山崎  望 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６０ 教養教育科目社会分野
火・1 国際政治を考える 522751 山崎  望 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６０ 教養教育科目社会分野
火・1 心理学の基礎 533801 堀内  正彦 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
火・1 人間の心理を考える 533851 堀内  正彦 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
火・1 健康・スポーツ論　１ 553201 栁  浩二郎 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
火・1 日本事情Ⅵ 558351 三竹  直哉 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－９０４ 日本事情
火・2 英語ⅡＡａ 248541 Ｇｉｌｌｅｓ－Ａｂｕｌｏｐｈ　Ｎｉｃｏｌａｓ　Ｆｒｅｗ （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０６ 語学
火・2 英語ⅡＡｂ 250141 Ｇｉｌｌｅｓ－Ａｂｕｌｏｐｈ　Ｎｉｃｏｌａｓ　Ｆｒｅｗ （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０６ 語学
火・2 英語ⅡＡａ 248551 愛甲  雄一 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－３０２ 語学
火・2 英語ⅡＡｂ 250151 愛甲  雄一 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－３０２ 語学
火・2 英語ⅡＡａ 248561 三幣  友行 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０８ 語学
火・2 英語ⅡＡｂ 250161 三幣  友行 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０８ 語学
火・2 英語ⅡＡａ 248571 櫻井  美帆子 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９０９ 語学
火・2 英語ⅡＡｂ 250171 櫻井  美帆子 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９０９ 語学
火・2 英語ⅡＡａ 248581 鈴木  美貴子 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０７ 語学
火・2 英語ⅡＡｂ 250181 鈴木  美貴子 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０７ 語学
火・2 英語ⅡＡａ 252061 小林  潤子 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください １－４０６ 語学
火・2 英語ⅡＡｂ 252081 小林  潤子 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください １－４０６ 語学
火・2 英語ⅡＡａ 252101 木村  晶子 （前期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－３０５ 語学
火・2 英語ⅡＡｂ 252121 木村  晶子 （後期）商２年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－３０５ 語学
火・2 ドイツ語ⅠＡａ（選） 289601 森  公成 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０２ 語学
火・2 ドイツ語ⅠＡｂ（選） 289651 森  公成 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０２ 語学
火・2 フランス語スキルアップａ 287001 小黒  昌文 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０９ 語学
火・2 フランス語スキルアップｂ 287051 小黒  昌文 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０９ 語学
火・2 フランス語ⅠＡａ（選） 289701 東  辰之介 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１２ 語学
火・2 フランス語ⅠＡｂ（選） 289751 東  辰之介 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１２ 語学
火・2 中国語ⅠＡａ（選） 289801 天神  裕子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５８ 語学
火・2 中国語ⅠＡｂ（選） 289851 天神  裕子 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５８ 語学
火・2 スペイン語Ⅱａ（選） 291101 Ｍｏｒａｌｅｓ　Ｍｕｎｏｚ　Ｓａｎｄｒａ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０３ 語学
火・2 スペイン語Ⅱｂ（選） 291151 Ｍｏｒａｌｅｓ　Ｍｕｎｏｚ　Ｓａｎｄｒａ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０３ 語学
火・2 ロシア語スキルアップａ 287301 Ｋｌｏｃｈｋｏｖ　Ｉｕｒｉｉ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－２０１ 語学
火・2 ロシア語スキルアップｂ 287351 Ｋｌｏｃｈｋｏｖ　Ｉｕｒｉｉ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－２０１ 語学
火・2 朝鮮語Ⅱａ（選） 291211 宋  美玲 （前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－６０４ 語学
火・2 朝鮮語Ⅱｂ（選） 291261 宋  美玲 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－６０４ 語学



火・2 日本語入門（１）プレゼンテーション技術 556201 鈴木  美希 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学
火・2 日本語入門（２）プレゼンテーション技術 556251 鈴木  美希 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学
火・2 応用ミクロ経済学ａ 092611 細矢  祐誉 ◎予（前期）商３４選 １－３０２ 専門教育
火・2 応用ミクロ経済学ｂ 092651 細矢  祐誉 ◎予（後期）商３４選 １－３０２ 専門教育
火・2 中小企業論 093811 大前  智文 ◎予（前期）商３４選 ８－３６０ 専門教育
火・2 中小企業政策論 093821 大前  智文 ◎予（後期）商３４選 ８－３６０ 専門教育
火・2 中国経済論ａ 094701 王  穎琳 ◎予（前期）商３４選 １－３０１ 専門教育
火・2 中国経済論ｂ 094751 王  穎琳 ◎予（後期）商３４選 １－３０１ 専門教育
火・2 演習Ⅱ 105901 石川  祐二 商３選 ３－９１０ 専門教育
火・2 演習Ⅱ 107101 水野  祥子 商３選 １－５１４ 専門教育
火・2 演習Ⅱ 107701 山田  雅俊 商３選 １－５１０ 専門教育
火・2 演習Ⅱ 108951 山中  達也 商３選 ３－８０７ 専門教育
火・2 演習Ⅲ 109421 北口  りえ 商４選 ２研－２０７ 専門教育
火・2 卒業研究 109422 北口  りえ 商４選 ２研－２０７ 専門教育
火・2 演習Ⅲ 109481 村松  幹二 商４選 ３－９０４ 専門教育
火・2 卒業研究 109482 村松  幹二 商４選 ３－９０４ 専門教育
火・2 演習Ⅲ 111601 中西  大輔 商４選 ３－８０８ 専門教育
火・2 卒業研究 111602 中西  大輔 商４選 ３－８０８ 専門教育
火・2 仏教と人間 502001 粟谷  良道 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０３ 宗教教育科目
火・2 仏教と人間 502101 熊本  英人 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－２０３ 宗教教育科目
火・2 日本文学を学ぶ（３） 510301 三浦  則子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０２ 教養教育科目人文分野
火・2 日本文学を学ぶ（４） 510351 三浦  則子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０２ 教養教育科目人文分野
火・2 世界史を学ぶ（１） 511301 土方  史織 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目人文分野
火・2 世界史を学ぶ（２） 511351 土方  史織 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目人文分野
火・2 倫理学（５） 514401 滝口  清栄 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目人文分野
火・2 倫理学（６） 514451 滝口  清栄 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目人文分野
火・2 中国語で学ぶ教養（人文Ⅰ） 517301 佐藤  普美子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０６ 教養教育科目人文分野
火・2 中国語で学ぶ教養（人文Ⅱ） 517351 佐藤  普美子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０６ 教養教育科目人文分野
火・2 現代社会と宗教（１） 524201 別所  裕介 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目社会分野
火・2 現代社会と宗教（２） 524251 別所  裕介 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目社会分野
火・2 教養実践演習（自然） 534951 勅使河原  三保子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３４選 ３－３１０ 教養教育科目自然分野
火・2 キャリアデザイン（３） 543151 平井  直樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ３－３１１ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・応用） 551501 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・応用） 551502 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・応用） 551503 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・応用） 551551 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・応用） 551552 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・応用） 551553 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・3 実用英会話（日常生活編） 264241 Ｇｉｌｌｅｓ－Ａｂｕｌｏｐｈ　Ｎｉｃｏｌａｓ　Ｆｒｅｗ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－５０６ 語学
火・3 実用英会話（旅行編） 264341 Ｇｉｌｌｅｓ－Ａｂｕｌｏｐｈ　Ｎｉｃｏｌａｓ　Ｆｒｅｗ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－５０６ 語学
火・3 TOEIC(R)Listening II 265001 畑  アンナマリア　知寿江 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０６ 語学
火・3 TOEIC(R)Listening II 265011 畑  アンナマリア　知寿江 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０６ 語学
火・3 ドイツ語スキルアップａ 286901 吉中  俊貴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０４ 語学
火・3 ドイツ語スキルアップｂ 286951 吉中  俊貴 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０４ 語学
火・3 ドイツ語ⅠＢａ（選） 290201 森  公成 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０２ 語学
火・3 ドイツ語ⅠＢｂ（選） 290251 森  公成 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０２ 語学
火・3 朝鮮語ⅠＡａ（選） 290101 宋  美玲 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０４ 語学
火・3 朝鮮語ⅠＡｂ（選） 290151 宋  美玲 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０４ 語学
火・3 日本語理解（３）文章表現を学ぶ 556401 鈴木  美希 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学
火・3 日本語理解（４）文章表現を学ぶ 556451 鈴木  美希 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学



火・3 ミクロ経済学ａ 092051 水谷  徳子 ◎予（前期）商１２３４選 ８－２５７ 専門教育
火・3 ミクロ経済学ｂ 092061 水谷  徳子 ◎予（後期）商１２３４選 ８－２５７ 専門教育
火・3 財務会計論ａ 092391 栗城  綾子 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
火・3 財務会計論ｂ 092401 栗城  綾子 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
火・3 現代ヨーロッパ経済論ａ 095001 田中  綾一 ◎予（前期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
火・3 現代ヨーロッパ経済論ｂ 095101 田中  綾一 ◎予（後期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
火・3 契約理論 095311 村松  幹二 ◎予（後期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
火・3 情報の経済学 095321 舘  健太郎 ◎予（前期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
火・3 ゲーム理論ａ 097271 鈴木  伸枝 ◎予（前期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
火・3 ゲーム理論ｂ 097281 西村  健 ◎予（後期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
火・3 演習Ⅰ 102801 堀内  健一 商２選 ３－８０３ 専門教育
火・3 演習Ⅱ 105701 代田  純 商３選 １－５０９ 専門教育
火・3 演習Ⅱ 106201 井上  智洋 商３選 ３－８０９ 専門教育
火・3 演習Ⅱ 106601 増田  幹人 商３選 ３－４０８ 専門教育
火・3 演習Ⅱ 106701 北口  りえ 商３選 ２研－２０７ 専門教育
火・3 演習Ⅱ 108201 小倉  将志郎 商３選 ３－９０５ 専門教育
火・3 演習Ⅱ 108411 江口  允崇 商３選 ３－８０６ 専門教育
火・3 演習Ⅱ 108801 鄭  章淵 商３選 ２研－２０６ 専門教育
火・3 演習Ⅲ 109491 吉田  真広 商４選 ３－４０５ 専門教育
火・3 卒業研究 109492 吉田  真広 商４選 ３－４０５ 専門教育
火・3 演習Ⅲ 109901 羽島  有紀 商４選 １－５１２ 専門教育
火・3 卒業研究 109902 羽島  有紀 商４選 １－５１２ 専門教育
火・3 演習Ⅲ 110431 大野  哲明 商４選 ３－２０１ 専門教育
火・3 卒業研究 110432 大野  哲明 商４選 ３－２０１ 専門教育
火・3 仏教と人間 501001 金沢  篤 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０３ 宗教教育科目
火・3 仏教と人間 501101 四津谷  孝道 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ２研－２０３ 宗教教育科目
火・3 仏教と人間 501201 加納  和雄 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０２ 宗教教育科目
火・3 日本文学を学ぶ（３） 510601 三浦  則子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０２ 教養教育科目人文分野
火・3 日本文学を学ぶ（４） 510651 三浦  則子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０２ 教養教育科目人文分野
火・3 外国文学を学ぶ（４） 510801 小黒  昌文 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
火・3 外国文学を学ぶ（６） 510851 真下  祐一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
火・3 論理学（１） 512701 滝口  清栄 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目人文分野
火・3 論理学（２） 512751 滝口  清栄 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目人文分野
火・3 英語で学ぶ教養（言語Ⅶ） 516701 上田  倫史 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 教養教育科目人文分野
火・3 英語で学ぶ教養（言語Ⅷ） 516751 上田  倫史 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 教養教育科目人文分野
火・3 日本国憲法 521901 新田  浩司 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
火・3 法学の基礎 521951 新田  浩司 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
火・3 生物学の基礎 530401 坂巻  義章 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
火・3 生物学の基礎 530451 坂巻  義章 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
火・3 地球システムと自然災害 530601 市川  清士 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目自然分野
火・3 地球と生命の歴史 530651 市川  清士 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目自然分野
火・3 キャリアデザイン（１） 542851 渡邊  勝也 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 ３－３０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・3 キャリアデザイン（２） 543001 渡邊  勝也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ３－３０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・3 キャリアデザイン（３） 543201 平井  直樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ３－３１１ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・3 健康・スポーツ実習 550351 栁  浩二郎 商１選・学生番号指定科目 玉－体育館 保健体育科目
火・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 551601 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 551602 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 551603 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 551651 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 551652 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
火・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 551653 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目



火・4 学術英語読解ａ 284951 勅使河原  三保子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
火・4 学術英語読解ｂ 284961 勅使河原  三保子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
火・4 スペイン語コミュニケーションＡａ 288301 Ｍｏｒａｌｅｓ　Ｍｕｎｏｚ　Ｓａｎｄｒａ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０３ 語学
火・4 スペイン語コミュニケーションＡｂ 288351 Ｍｏｒａｌｅｓ　Ｍｕｎｏｚ　Ｓａｎｄｒａ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０３ 語学
火・4 朝鮮語ⅠＡａ（選） 290111 宋  美玲 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０４ 語学
火・4 朝鮮語ⅠＡｂ（選） 290161 宋  美玲 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０４ 語学
火・4 農業政策ａ 093501 溝手  芳計 ◎予（前期）商３４選 １－４０１ 専門教育
火・4 農業政策ｂ 093551 溝手  芳計 ◎予（後期）商３４選 １－４０１ 専門教育
火・4 管理会計論ａ 097111 石川  祐二 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
火・4 管理会計論ｂ 097121 石川  祐二 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
火・4 ＩＴプロフェッショナルクラスⅠ 101151 中濟  光昭 商２選 ３－３０８ 専門教育
火・4 現代産業事情Ⅲ 101201 柳井  香織 ◎予（後期）商１２３４選 ８－３６０ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 101401 森田  佳宏 商２選 ２研－２０５ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 102001 明石  英人 商２選 ３－８０６ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 102101 岩波  文孝 商２選 ３－９０３ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 102701 小林  正人 商２選 ３－４０６ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 103401 山田  雅俊 商２選 １－５１０ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 104301 北口  りえ 商２選 ２研－２０７ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 104601 大野  哲明 商２選 ３－２０１ 専門教育
火・4 演習Ⅰ 104901 山中  達也 商２選 ３－８０７ 専門教育
火・4 演習Ⅲ 110501 王  穎琳 商４選 １－５１３ 専門教育
火・4 卒業研究 110502 王  穎琳 商４選 １－５１３ 専門教育
火・4 仏教と人間 501501 程  正 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ３－６０６ 宗教教育科目
火・4 仏教と人間 501601 石井  清純 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ３－６０５ 宗教教育科目
火・4 日本文学を学ぶ（１） 510201 小笠原  広安 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６８ 教養教育科目人文分野
火・4 日本文学を学ぶ（２） 510251 小笠原  広安 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６８ 教養教育科目人文分野
火・4 音楽（１） 511701 浦本  裕子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
火・4 音楽（２） 511751 浦本  裕子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目人文分野
火・4 哲学（１） 511801 滝口  清栄 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目人文分野
火・4 哲学（２） 511851 滝口  清栄 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目人文分野
火・4 宗教の見方（１） 513301 田中  かの子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目人文分野
火・4 宗教の見方（２） 513351 田中  かの子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目人文分野
火・4 倫理学（３） 514301 相松  慎也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
火・4 倫理学（４） 514351 相松  慎也 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
火・4 英語で学ぶ教養（文化Ⅰ） 516801 林  明人 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０５ 教養教育科目人文分野
火・4 英語で学ぶ教養（文化Ⅱ） 516851 林  明人 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０５ 教養教育科目人文分野
火・4 日本国憲法 522001 新田  浩司 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
火・4 法学の基礎 522051 新田  浩司 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
火・4 応用倫理学（１） 524001 麻生  享志 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目社会分野
火・4 応用倫理学（２） 524051 麻生  享志 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目社会分野
火・4 スポーツ科学で学ぶ教養（歴史と社会Ⅰ） 525201 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 玉－３０５ 教養教育科目社会分野
火・4 地球システムと自然災害 530701 市川  清士 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目自然分野
火・4 地球と生命の歴史 530751 市川  清士 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目自然分野
火・4 生命と環境 532501 坂巻  義章 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
火・4 生命と環境 532551 坂巻  義章 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
火・4 確率・統計学入門 533301 小沢  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
火・4 確率・統計学発展 533351 小沢  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
火・4 キャリアデザイン（１） 542901 渡邊  勝也 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 ３－３０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・4 キャリアデザイン（２） 543051 渡邊  勝也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ３－３０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・4 キャリアデザイン（３） 543251 平井  直樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ３－３１１ 教養教育科目ライフデザイン分野



火・4 健康・スポーツ論　１ 553251 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
火・4 健康・スポーツ論　２ 553551 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ２研－２０３ 保健体育科目
火・4 余暇学 553801 瀧本  誠 ◎予（前期）経商現２３４選 ２研－２０３ 保健体育科目
火・5 フランス語Ⅱａ（選） 290901 後藤  はるか ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－２１０ 語学
火・5 フランス語Ⅱｂ（選） 290951 後藤  はるか ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－２１０ 語学
火・5 ロシア語ⅠＡａ（選） 290001 三好  俊介 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－２０１ 語学
火・5 ロシア語ⅠＡｂ（選） 290051 三好  俊介 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－２０１ 語学
火・5 経済理論・経済システムの原理ａ 090001 堀内  健一 ◎予（前期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
火・5 経済理論・経済システムの原理ｂ 090051 堀内  健一 ◎予（後期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
火・5 演習Ⅰ 104001 小倉  将志郎 商２選 ３－９０５ 専門教育
火・5 演習Ⅰ 104401 西村  健 商２選 ３－４０８ 専門教育
火・5 演習Ⅰ 105001 吉田  真広 商２選 ３－４０４ 専門教育
火・5 演習Ⅱ 108001 吉田  健太郎 商３選 ３－９０４ 専門教育
火・5 坐禅 505101 佐藤  秀孝 ◎予（前期）国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 禅研－坐禅堂 宗教教育科目
火・5 坐禅 505201 佐藤  秀孝 ◎予（後期）国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 禅研－坐禅堂 宗教教育科目
火・5 文化と宗教（１） 505701 木村  誠司 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０９ 宗教教育科目
火・5 文化と宗教（２） 505801 木村  誠司 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０９ 宗教教育科目
火・5 世界の宗教（１） 513501 星野  靖二 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０１ 教養教育科目人文分野
火・5 世界の宗教（２） 513551 星野  靖二 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０１ 教養教育科目人文分野
火・5 日本の文化と社会（１） 521101 加藤  之晴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目社会分野
火・5 日本の文化と社会（２） 521151 加藤  之晴 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目社会分野
火・5 日本国憲法 522101 太田  信 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
火・5 法学の基礎 522151 太田  信 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
火・5 経済学の基礎 523101 大嶋  健一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政放ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
火・5 市場経済を考える 523151 大嶋  健一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
火・5 応用倫理学（１） 523801 相松  慎也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目社会分野
火・5 応用倫理学（２） 523851 相松  慎也 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目社会分野
火・5 生命と環境 532601 坂巻  義章 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
火・5 生命と環境 532651 坂巻  義章 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５１ 教養教育科目自然分野
火・5 ＩＣＴリテラシー 540501 大槻  涼 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・5 ＩＣＴリテラシー 540551 大槻  涼 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・5 キャリアデザイン（１） 542951 渡邊  勝也 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 ３－３０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・5 キャリアデザイン（２） 543101 渡邊  勝也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ３－３０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・6 プログラミング論ａ 095391 濱本  和彦 （前期）商３４選 ３－４０７ 専門教育
火・6 プログラミング論ｂ 095401 濱本  和彦 （後期）商３４選 ３－４０７ 専門教育
火・6 ＩＴプロフェッショナルクラスⅡ 101171 廣田  正俊 商３選 ３－４０４ 専門教育
火・6 哲学（３） 519301 相松  慎也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
火・6 哲学（４） 519351 相松  慎也 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
火・6 宗教の見方（１） 519601 田中  かの子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０１ 教養教育科目人文分野
火・6 宗教の見方（２） 519651 田中  かの子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０１ 教養教育科目人文分野
火・6 日本国憲法 529401 太田  信 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
火・6 法学の基礎 529451 太田  信 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
火・6 確率・統計学入門 539401 小沢  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政ＧＭ１２３４選 ３－３０６ 教養教育科目自然分野
火・6 確率・統計学発展 539451 小沢  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政ＧＭ１２３４選 ３－３０６ 教養教育科目自然分野
火・6 ＩＣＴリテラシー 549201 大槻  涼 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

火・6 ＩＣＴリテラシー 549251 大槻  涼 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・1 外国文化（３） 289401 小川  隆 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 語学
水・1 スペイン語ⅠＢａ（選） 290501 Ｃｏｌｍｅｎａ　Ｒｏｍｅｒｏ　Ｒｏｂｅｒｔｏ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０４ 語学
水・1 スペイン語ⅠＢｂ（選） 290551 Ｃｏｌｍｅｎａ　Ｒｏｍｅｒｏ　Ｒｏｂｅｒｔｏ （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０４ 語学
水・1 経営学史ａ 096901 柴田  明 ◎予（前期）商３４選 １－３０３ 専門教育
水・1 経営学史ｂ 096951 柴田  明 ◎予（後期）商３４選 １－３０３ 専門教育



水・1 税務会計論ａ 097401 北口  りえ ◎予（前期）商２３４選 １－２０２ 専門教育
水・1 税務会計論ｂ 097451 北口  りえ ◎予（後期）商２３４選 １－２０２ 専門教育
水・1 グローバル・ファイナンスａ 098011 小西  宏美 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
水・1 グローバル・ファイナンスｂ 098051 小西  宏美 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
水・1 経済外国書講読Ⅰａ 099911 小倉  将志郎 ◎予（前期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・1 経済外国書講読Ⅱａ 099913 小倉  将志郎 ◎予（前期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・1 経済外国書講読Ⅰｂ 099921 小倉  将志郎 ◎予（後期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・1 経済外国書講読Ⅱｂ 099923 小倉  将志郎 ◎予（後期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・1 現代経済事情Ⅱ 100701 川崎  志帆 ◎予（後期）商１２３４選 ２研－２０３ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 101441 松田  健 商２選 ２研－２０５ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 101461 村松  幹二 商２選 ３－９０４ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 101801 石川  祐二 商２選 ３－９０６ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 102501 中濟  光昭 商２選 ３－４０４ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 103301 吉村  純一 商２選 ３－８０５ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 103501 河田  陽向 商２選 １－５１２ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 103801 中西  大輔 商２選 ３－８０８ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 105251 李  焱 商２選 １－４０７ 専門教育
水・1 演習Ⅰ 105261 栗城  綾子 商２選 １－５１６ 専門教育
水・1 演習Ⅱ 106301 堀内  健一 商３選 ３－８０３ 専門教育
水・1 演習Ⅱ 107901 髙野  学 商３選 １－５１３ 専門教育
水・1 演習Ⅱ 109201 長山  宗広 商３選 ３－９０３ 専門教育
水・1 演習Ⅱ 109271 大前  智文 商３選 ２研－２０２ 専門教育
水・1 日本史を学ぶ（１） 510901 瀧音  能之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目人文分野
水・1 日本史を学ぶ（２） 510951 瀧音  能之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目人文分野
水・1 哲学（１） 512001 河谷  淳 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目人文分野
水・1 哲学（２） 512051 河谷  淳 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目人文分野
水・1 古典芸能入門（１） 514901 松田  直行 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０１ 教養教育科目人文分野
水・1 古典芸能入門（２） 514951 松田  直行 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０１ 教養教育科目人文分野
水・1 英語で学ぶ教養（文化Ⅲ） 516901 ロッケル  キム　フォレスター ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１１ 教養教育科目人文分野
水・1 英語で学ぶ教養（文化Ⅳ） 516951 ロッケル  キム　フォレスター ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１１ 教養教育科目人文分野
水・1 現代文明と哲学（１） 523601 滝沢  正之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
水・1 現代文明と哲学（２） 523651 滝沢  正之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
水・1 教養実践演習（総合） 543701 内藤  寿子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３４選 ３－６０３ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・1 健康・スポーツ論　１ 553301 秋田  浩一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
水・1 日本事情Ⅱ 558151 清水  善和 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 日本事情
水・1 日本事情Ⅶ 558401 柿原  和宏 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 日本事情
水・2 英語ⅠＡａ 233981 ロッケル  キム　フォレスター （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－８１１ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 235581 ロッケル  キム　フォレスター （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－８１１ 語学
水・2 英語ⅠＡａ 233991 山崎  妙 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください １－３０５ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 235591 山崎  妙 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください １－３０５ 語学
水・2 英語ⅠＡａ 234001 熊沢  和明 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－３０２ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 235601 熊沢  和明 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－３０２ 語学
水・2 英語ⅠＡａ 234011 朝川  真紀 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０９ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 235611 朝川  真紀 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ７－５０９ 語学
水・2 英語ⅠＡａ 234021 相馬  美明 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２０３ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 235621 相馬  美明 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２０３ 語学
水・2 英語ⅠＡａ 237721 濱口  真木 （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２１０ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 237741 濱口  真木 （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－２１０ 語学



水・2 英語ⅠＡａ 237761 パクストン  サイモン　レギン （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－８１０ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 237781 パクストン  サイモン　レギン （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－８１０ 語学
水・2 英語ⅠＡａ 237811 フレンチ　ナサニエル　Ｓ． （前期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９０９ 語学
水・2 英語ⅠＡｂ 237831 フレンチ　ナサニエル　Ｓ． （後期）商１年　自分のクラスはKONECOで確認してください ３－９０９ 語学
水・2 TOEIC(R)Reading II 265101 三木  望 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０８ 語学
水・2 TOEIC(R)Reading II 265111 三木  望 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０８ 語学
水・2 学術英語資格試験Ⅱａ（読解） 285051 澤田  望 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
水・2 学術英語資格試験Ⅱｂ（聴解・会話） 285061 澤田  望 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
水・2 ドイツ語ⅡＢａ 268501 中村  仁 （前期）商２年（１～１６６） ７－５０６ 語学
水・2 ドイツ語ⅡＢｂ 268531 中村  仁 （後期）商２年（１～１６６） ７－５０６ 語学
水・2 ドイツ語ⅡＢａ 268511 南  はるつ （前期）商２年（１６７～　） ７－３０１ 語学
水・2 ドイツ語ⅡＢｂ 268541 南  はるつ （後期）商２年（１６７～　） ７－３０１ 語学
水・2 フランス語ⅡＢａ 271601 畑中  千晶 （前期）商２年（１～１６８） ３－６０２ 語学
水・2 フランス語ⅡＢｂ 271631 畑中  千晶 （後期）商２年（１～１６８） ３－６０２ 語学
水・2 フランス語ⅡＢａ 271701 今関  アン （前期）商２年（１６９～　） ３－７０２ 語学
水・2 フランス語ⅡＢｂ 271731 今関  アン （後期）商２年（１６９～　） ３－７０２ 語学
水・2 中国語ⅡＢａ 278301 佐藤  普美子 （前期）商２年（１～４８） ７－４０６ 語学
水・2 中国語ⅡＢｂ 278331 佐藤  普美子 （後期）商２年（１～４８） ７－４０６ 語学
水・2 中国語ⅡＢａ 278401 本間  由香利 （前期）商２年（４９～９６） ７－４０３ 語学
水・2 中国語ⅡＢｂ 278431 本間  由香利 （後期）商２年（４９～９６） ７－４０３ 語学
水・2 中国語ⅡＢａ 278501 小川  隆 （前期）商２年（９７～１３６） ７－４０２ 語学
水・2 中国語ⅡＢｂ 278531 小川  隆 （後期）商２年（９７～１３６） ７－４０２ 語学
水・2 中国語ⅡＢａ 278601 和田  和子 （前期）商２年（１３７～１７４） ７－５０７ 語学
水・2 中国語ⅡＢｂ 278631 和田  和子 （後期）商２年（１３７～１７４） ７－５０７ 語学
水・2 中国語ⅡＢａ 278701 迫田  博子 （前期）商２年（１７５～　） ７－４０７ 語学
水・2 中国語ⅡＢｂ 278731 迫田  博子 （後期）商２年（１７５～　） ７－４０７ 語学
水・2 スペイン語ⅡＢａ 282611 喜多田  敏嵩 （前期）商２年（１～３２） ３－９１０ 語学
水・2 スペイン語ⅡＢｂ 282641 喜多田  敏嵩 （後期）商２年（１～３２） ３－９１０ 語学
水・2 スペイン語ⅡＢａ 282661 笛田  千容 （前期）商２年（３３～１５３） ７－４０５ 語学
水・2 スペイン語ⅡＢｂ 282681 笛田  千容 （後期）商２年（３３～１５３） ７－４０５ 語学
水・2 スペイン語ⅡＢａ 282671 上野  勝広 （前期）商２年（１５４～　） ７－５０８ 語学
水・2 スペイン語ⅡＢｂ 282691 上野  勝広 （後期）商２年（１５４～　） ７－５０８ 語学
水・2 スペイン語コミュニケーションＢａ 289101 Ｃｏｌｍｅｎａ　Ｒｏｍｅｒｏ　Ｒｏｂｅｒｔｏ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０４ 語学
水・2 スペイン語コミュニケーションＢｂ 289151 Ｃｏｌｍｅｎａ　Ｒｏｍｅｒｏ　Ｒｏｂｅｒｔｏ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０４ 語学
水・2 ロシア語ⅡＢａ 284501 木村  英明 （前期）商２年（１～　） １－５１５ 語学
水・2 ロシア語ⅡＢｂ 284531 木村  英明 （後期）商２年（１～　） １－５１５ 語学
水・2 経済理論Ａａ 090961 川崎  志帆 ◎予（前期）商１２３４選 ２研－２０３ 専門教育
水・2 経済理論Ａｂ 090971 川崎  志帆 ◎予（後期）商１２３４選 ２研－２０３ 専門教育
水・2 簿記論ａ 092101 鈴木  和哉 ◎予（前期）商１選 １－４０２ 専門教育
水・2 簿記論ｂ 092151 鈴木  和哉 ◎予（後期）商１選 １－４０２ 専門教育
水・2 銀行システム論 097801 飯島  寛之 ◎予（前期）商２３４選 ３－３０７ 専門教育
水・2 現代銀行事情 097901 飯島  寛之 ◎予（後期）商２３４選 ３－３０７ 専門教育
水・2 証券市場論ａ 097991 深見  泰孝 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
水・2 証券市場論ｂ 098001 深見  泰孝 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
水・2 経済法ａ 098701 若林  亜理砂 ◎予（前期）商２３４選 ８－４６５ 専門教育
水・2 経済法ｂ 098751 若林  亜理砂 ◎予（後期）商２３４選 ８－４６５ 専門教育
水・2 経済外国書講読Ⅰａ 099831 福島  浩治 ◎予（前期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・2 経済外国書講読Ⅱａ 099833 福島  浩治 ◎予（前期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・2 経済外国書講読Ⅰｂ 099841 福島  浩治 ◎予（後期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・2 経済外国書講読Ⅱｂ 099843 福島  浩治 ◎予（後期）商２３４選 ３－９０５ 専門教育
水・2 現代経済事情Ⅰ 100601 水野  祥子 ◎予（前期）商１２３４選 １－４０１ 専門教育



水・2 演習Ⅱ 105361 番場  博之 商３選 ２研－２０５ 専門教育
水・2 演習Ⅱ 105501 鈴木  伸枝 商３選 ３－４０６ 専門教育
水・2 演習Ⅱ 106801 小林  正人 商３選 ３－４０４ 専門教育
水・2 演習Ⅱ 108901 北條  雅一 商３選 ３－３１０ 専門教育
水・2 演習Ⅱ 109211 大野  哲明 商３選 ３－２０１ 専門教育
水・2 演習Ⅲ 110001 岩波  文孝 商４選 ３－９０３ 専門教育
水・2 卒業研究 110002 岩波  文孝 商４選 ３－９０３ 専門教育
水・2 演習Ⅲ 112401 渡邉  恵一 商４選 ３－９０６ 専門教育
水・2 卒業研究 112402 渡邉  恵一 商４選 ３－９０６ 専門教育
水・2 演習Ⅲ 112801 鄭  章淵 商４選 ２研－２０６ 専門教育
水・2 卒業研究 112802 鄭  章淵 商４選 ２研－２０６ 専門教育
水・2 演習Ⅲ 113001 堀  龍二 商４選 ２研－２０７ 専門教育
水・2 卒業研究 113002 堀  龍二 商４選 ２研－２０７ 専門教育
水・2 仏教と人間 500401 永岡  崇 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ８－２５７ 宗教教育科目
水・2 仏教と人間 500501 矢野  秀武 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ８－１５２ 宗教教育科目
水・2 仏教と人間 502501 佐藤  秀孝 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ３－６０６ 宗教教育科目
水・2 仏教と人間 502601 藤井  淳 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ３－５０５ 宗教教育科目
水・2 外国文学を学ぶ（１） 510701 白鳥  義博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目人文分野
水・2 外国文学を学ぶ（２） 510751 白鳥  義博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目人文分野
水・2 日本の詩歌を学ぶ（１） 515601 鈴木  裕子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０２ 教養教育科目人文分野
水・2 日本の詩歌を学ぶ（２） 515651 鈴木  裕子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０２ 教養教育科目人文分野
水・2 日本文化の諸相を知る（３） 516001 高田  雅士 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０４ 教養教育科目人文分野
水・2 日本文化の諸相を知る（４） 516051 高田  雅士 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０４ 教養教育科目人文分野
水・2 スペイン語で学ぶ教養（人文Ⅰ） 517401 真下  祐一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０１ 教養教育科目人文分野
水・2 スペイン語で学ぶ教養（人文Ⅱ） 517451 真下  祐一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０１ 教養教育科目人文分野
水・2 教養実践演習（人文） 517751 下薗  りさ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３４選 ３－５０３ 教養教育科目人文分野
水・2 社会学の基礎（５） 520601 呉  炳三 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
水・2 社会学の基礎（６） 520651 呉  炳三 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
水・2 政治学の基礎 522901 桶本  秀和 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
水・2 政治システムを考える 522951 桶本  秀和 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
水・2 教養実践演習（社会） 525401 西村  祐子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３４選 １－４０６ 教養教育科目社会分野
水・2 地球システムと自然災害 530901 山縣  毅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１２ 教養教育科目自然分野
水・2 地球と生命の歴史 530951 山縣  毅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１２ 教養教育科目自然分野
水・2 物理の基礎 531601 髙橋  博之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
水・2 現代の物理 531651 髙橋  博之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
水・2 汚染問題を考える 532201 持丸  真里 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
水・2 汚染問題を考える 532251 持丸  真里 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
水・2 教養特殊講義（自然） 535001 坂野井  和代 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２１１ 教養教育科目自然分野
水・2 ビジネスリテラシー（３） 541201 湯浅  陽子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・2 ビジネスリテラシー（４） 541301 湯浅  陽子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・2 駒澤大学の歴史 542801 皆川  義孝 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 551701 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 551702 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 551703 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 551751 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 551752 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 551753 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・2 健康・スポーツ論　１ 553351 秋田  浩一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
水・2 日本事情Ⅰ 558101 高橋  健太郎 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－２０２ 日本事情
水・3 TOEIC(R)Reading I 264511 山崎  妙 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 語学
水・3 TOEIC(R)Reading II 265121 山崎  妙 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 語学



水・3 ビジネス英語Ⅰ 264601 小林  潤子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－２０１ 語学
水・3 ビジネス英語Ⅱ 264701 小林  潤子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－２０１ 語学
水・3 学術英語読解ａ 265201 中村  哲子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０３ 語学
水・3 学術英語読解ｂ 265211 中村  哲子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０３ 語学
水・3 日本語入門（１）文章表現を学ぶ 556101 長崎  清美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
水・3 日本語入門（２）文章表現を学ぶ 556151 長崎  清美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
水・3 金融論ａ 090901 代田  純 ◎予（前期）商２３４選 ８－１５０ 専門教育
水・3 金融論ｂ 090951 代田  純 ◎予（後期）商２３４選 ８－１５０ 専門教育
水・3 会計学基礎ａ 091511 栗城  綾子 （前期）商１選必 １－４０１ 専門教育
水・3 会計学基礎ｂ 091551 栗城  綾子 （後期）商１選必 １－４０１ 専門教育
水・3 簿記論ａ 092291 杉田  亜紀 ◎予（前期）商１選 ２研－２０３ 専門教育
水・3 簿記論ｂ 092301 杉田  亜紀 ◎予（後期）商１選 ２研－２０３ 専門教育
水・3 経営戦略論ａ 096712 田淵  泰男 ◎予（前期）商３４選 １－３０１ 専門教育
水・3 経営戦略論ｂ 096722 田淵  泰男 ◎予（後期）商３４選 １－３０１ 専門教育
水・3 地域経済論ａ 097251 長山  宗広 ◎予（前期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
水・3 地域経済論ｂ 097261 長山  宗広 ◎予（後期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
水・3 協同組合論 097811 山口  浩平 ◎予（前期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
水・3 コミュニティ・ビジネス論 097821 山口  浩平 ◎予（後期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
水・3 現代産業事情Ⅱ 101101 梅原  潤一 ◎予（前期）商１２３４選 １－４０２ 専門教育
水・3 演習Ⅱ 105321 松田  健 商３選 ２研－２０５ 専門教育
水・3 演習Ⅱ 105601 中濟  光昭 商３選 ３－４０４ 専門教育
水・3 演習Ⅱ 107501 矢野  浩一 商３選 ３－９０３ 専門教育
水・3 演習Ⅱ 108401 浅田  進史 商３選 ３－８０２ 専門教育
水・3 演習Ⅱ 108501 小西  宏美 商３選 ２研－２０６ 専門教育
水・3 演習Ⅱ 109001 中西  大輔 商３選 ３－８０８ 専門教育
水・3 演習Ⅱ 109251 李  焱 商３選 １－４０７ 専門教育
水・3 演習Ⅲ 109601 山田  雅俊 商４選 １－５１０ 専門教育
水・3 卒業研究 109602 山田  雅俊 商４選 １－５１０ 専門教育
水・3 演習Ⅲ 110101 増田  幹人 商４選 ３－４０８ 専門教育
水・3 卒業研究 110102 増田  幹人 商４選 ３－４０８ 専門教育
水・3 演習Ⅲ 110901 堀内  健一 商４選 ３－８０３ 専門教育
水・3 卒業研究 110902 堀内  健一 商４選 ３－８０３ 専門教育
水・3 演習Ⅲ 112701 吉村  純一 商４選 ３－８０５ 専門教育
水・3 卒業研究 112702 吉村  純一 商４選 ３－８０５ 専門教育
水・3 坐禅 505301 松田  陽志 ◎予（前期）国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 禅研－坐禅堂 宗教教育科目
水・3 坐禅 505401 松田  陽志 ◎予（後期）国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 禅研－坐禅堂 宗教教育科目
水・3 日本美術（１） 511501 山田  美季 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０６ 教養教育科目人文分野
水・3 日本美術（２） 511551 山田  美季 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０６ 教養教育科目人文分野
水・3 西洋美術（１） 511601 矢野  陽子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目人文分野
水・3 西洋美術（２） 511651 矢野  陽子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目人文分野
水・3 論理学（１） 512601 葛谷  潤 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目人文分野
水・3 論理学（２） 512651 葛谷  潤 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目人文分野
水・3 東洋倫理 514501 末木  恭彦 ◎予・全学科（フレＢ除く）１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目人文分野
水・3 古典芸能発展（１） 515001 松田  直行 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０１ 教養教育科目人文分野
水・3 古典芸能発展（２） 515051 松田  直行 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０１ 教養教育科目人文分野
水・3 英語圏文化を学ぶ（１） 516301 白鳥  義博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目人文分野
水・3 英語圏文化を学ぶ（２） 516351 白鳥  義博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目人文分野
水・3 英語で学ぶ教養（言語Ⅱ） 516451 クナート  ハナ　ローズ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－７０３ 教養教育科目人文分野
水・3 フランス語で学ぶ教養（人文Ⅰ） 517201 小黒  昌文 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 教養教育科目人文分野
水・3 フランス語で学ぶ教養（人文Ⅱ） 517251 東  辰之介 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 教養教育科目人文分野



水・3 生物学の基礎 530301 清水  善和 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
水・3 生物学の基礎 530351 清水  善和 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
水・3 人類学入門 531801 瀧川  渉 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
水・3 現代の人類学 531851 瀧川  渉 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
水・3 汚染問題を考える 532301 持丸  真里 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
水・3 汚染問題を考える 532351 持丸  真里 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
水・3 心理学の基礎 534401 高橋  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目自然分野
水・3 心と体を考える 534451 高橋  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目自然分野
水・3 ビジネスリテラシー（３） 541251 湯浅  陽子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 ビジネスリテラシー（４） 541351 湯浅  陽子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 日本語リテラシー（５） 541801 柿原  和宏 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－７０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 日本語リテラシー（５） 541851 柿原  和宏 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－７０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 日本語リテラシー（６） 541901 高田  雅士 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－６０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 日本語リテラシー（６） 541951 高田  雅士 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－６０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 日本語リテラシー（７） 542001 鈴木  久美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－２０２ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 日本語リテラシー（７） 542051 鈴木  久美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－２０２ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 プログラミング入門 542101 坂野井  和代 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 プログラミング初級 542151 坂野井  和代 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・3 生涯スポーツ実習Ⅰ（前期・基礎） 551001 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 551002 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 551003 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 551004 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 生涯スポーツ実習Ⅰ（後期・基礎） 551051 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 551052 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 551053 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 551054 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 玉－体育館 保健体育科目
水・3 日本事情Ⅸ 558501 大前  智文 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－９０４ 日本事情
水・4 日本語理解（１）文章表現を学ぶ 556301 鈴木  久美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－２０２ 語学
水・4 日本語理解（２）文章表現を学ぶ 556351 鈴木  久美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－２０２ 語学
水・4 日本語理解（３）プレゼンテーション技術 556601 長崎  清美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
水・4 日本語理解（４）プレゼンテーション技術 556651 長崎  清美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
水・4 上級簿記ａ 092311 杉田  亜紀 （前期）商１２３４選 ２研－２０３ 専門教育
水・4 上級簿記ｂ 092351 杉田  亜紀 （後期）商１２３４選 ２研－２０３ 専門教育
水・4 地方財政論ａ 094101 山田  直夫 ◎予（前期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
水・4 地方財政論ｂ 094151 山田  直夫 ◎予（後期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
水・4 情報入門Ⅰ 095411 半泊  隆広 （前期）商１選・学生番号指定科目 １－２０１ 専門教育
水・4 情報入門Ⅱ 095431 半泊  隆広 （後期）商１選・学生番号指定科目 １－２０１ 専門教育
水・4 行政法ａ 098901 宮尾  亮甫 ◎予（前期）商２３４選 ８－３６２ 専門教育
水・4 行政法ｂ 098951 宮尾  亮甫 ◎予（後期）商２３４選 ８－３６２ 専門教育
水・4 キャリア・デザイン応用ａ 099401 田中  義信 ◎予（前期）商２３４選 ８－１５１ 専門教育
水・4 キャリア・デザイン応用ｂ 099451 田中  義信 ◎予（後期）商２３４選 ８－１５１ 専門教育
水・4 演習Ⅰ 102601 福島  浩治 商２選 ２研－２０６ 専門教育
水・4 演習Ⅰ 103001 水野  祥子 商２選 １－５１４ 専門教育
水・4 演習Ⅰ 105101 堀  龍二 商２選 ２研－２０７ 専門教育
水・4 演習Ⅲ 110601 鈴木  伸枝 商４選 ３－４０４ 専門教育
水・4 卒業研究 110602 鈴木  伸枝 商４選 ３－４０４ 専門教育
水・4 仏教と人間 501701 粟谷  良道 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０３ 宗教教育科目
水・4 仏教と人間 501801 岡部  雅明 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ８－２５６ 宗教教育科目
水・4 仏教と人間 501901 徳野  崇行 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－２０３ 宗教教育科目
水・4 文化人類学概論（１） 521601 内山  明子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
水・4 文化人類学概論（２） 521651 内山  明子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野



水・4 法学の基礎 522301 小川  有希子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目社会分野
水・4 日本国憲法 522351 小川  有希子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目社会分野
水・4 現代社会と社会科学論（１） 523301 枝松  正行 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－３１２ 教養教育科目社会分野
水・4 現代社会と社会科学論（２） 523351 枝松  正行 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－３１２ 教養教育科目社会分野
水・4 現代文明と哲学（１） 523501 葛谷  潤 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目社会分野
水・4 現代文明と哲学（２） 523551 葛谷  潤 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目社会分野
水・4 自然科学へのいざない 530101 清水  善和 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目自然分野
水・4 自然科学へのいざない 530151 清水  善和 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目自然分野
水・4 新入生セミナー 545741 髙野  学 （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－３０３ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・4 新入生セミナー 545781 番場  博之 （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－６０３ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・4 新入生セミナー 545801 深見  泰孝 （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－７０１ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・4 新入生セミナー 545821 北口  りえ （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－３０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 551801 山口  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 551802 山口  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 551803 山口  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 551851 山口  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 551852 山口  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 551853 山口  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
水・4 健康・スポーツ論　２ 553601 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 １－３０２ 保健体育科目
水・4 日本事情Ⅳ 558251 佐藤  美奈子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ７－４０３ 日本事情
水・4 日本事情Ⅷ 558451 佐藤  美奈子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ７－４０３ 日本事情
水・5 情報入門Ⅰ 095421 半泊  隆広 （前期）商１選・学生番号指定科目 １－２０１ 専門教育
水・5 情報入門Ⅱ 095441 半泊  隆広 （後期）商１選・学生番号指定科目 １－２０１ 専門教育
水・5 演習Ⅲ 112201 阿部  浩之 商４選 ３－９０４ 専門教育
水・5 卒業研究 112202 阿部  浩之 商４選 ３－９０４ 専門教育
水・5 論理学（３） 512901 葛谷  潤 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目人文分野
水・5 論理学（４） 512951 葛谷  潤 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目人文分野
水・5 民族と文化（１） 521001 内山  明子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
水・5 民族と文化（２） 521051 内山  明子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目社会分野
水・5 法学の基礎 522401 小川  有希子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目社会分野
水・5 日本国憲法 522451 小川  有希子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目社会分野
水・5 政治学の基礎 522801 白鳥  浩 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市放ＧＭ１２３４選 １－４０１ 教養教育科目社会分野
水・5 政治参加を考える 522851 白鳥  浩 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市ＧＭ１２３４選 １－４０１ 教養教育科目社会分野
水・5 経済学の基礎 523201 頭士  奈加子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政放ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
水・5 現代経済を考える 523251 頭士  奈加子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
水・5 人類学入門 531901 瀧川  渉 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
水・5 現代の人類学 531951 瀧川  渉 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目自然分野
水・5 ＩＣＴリテラシー 540401 山本  博信 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・5 ＩＣＴリテラシー 540451 山本  博信 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

水・6 応用情報処理Ⅰ 096101 瀬尾  明志 （前期）商２３４選 ３－３１０ 専門教育
水・6 応用情報処理Ⅱ 096201 瀬尾  明志 （後期）商２３４選 ３－３１０ 専門教育
水・6 日本文学を学ぶ（１） 519101 伊藤  達氏 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１２ 教養教育科目人文分野
水・6 日本文学を学ぶ（２） 519151 伊藤  達氏 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１２ 教養教育科目人文分野
水・6 日本史を学ぶ（１） 519201 角田  朋彦 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０５ 教養教育科目人文分野
水・6 日本史を学ぶ（２） 519251 角田  朋彦 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０５ 教養教育科目人文分野
水・6 政治学の基礎 529501 白鳥  浩 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
水・6 国際政治を考える 529551 白鳥  浩 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
水・6 経済学の基礎 529601 頭士  奈加子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政放ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目社会分野
水・6 現代経済を考える 529651 頭士  奈加子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目社会分野
水・6 現代社会と社会科学論（１） 529701 枝松  正行 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 ３－２０３ 教養教育科目社会分野
水・6 現代社会と社会科学論（２） 529751 枝松  正行 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 ３－２０３ 教養教育科目社会分野



水・6 心理学の基礎 539501 佐藤  理晴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目自然分野
水・6 心と体を考える 539551 佐藤  理晴 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目自然分野
木・1 ドイツ語コミュニケーションＡａ 288001 Ｌｉｅｂｈａｒｔ　Ａｎｅｔｔｅ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０５ 語学
木・1 ドイツ語コミュニケーションＡｂ 288051 Ｌｉｅｂｈａｒｔ　Ａｎｅｔｔｅ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０５ 語学
木・1 ロシア語Ⅱａ（選） 291201 Ｋｌｏｃｈｋｏｖ　Ｉｕｒｉｉ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－２０１ 語学
木・1 ロシア語Ⅱｂ（選） 291251 Ｋｌｏｃｈｋｏｖ　Ｉｕｒｉｉ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－２０１ 語学
木・1 経済史ａ 090601 浅田  進史 ◎予（前期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
木・1 経済史ｂ 090651 浅田  進史 ◎予（後期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
木・1 日本経済論ａ 091101 小林  正人 ◎予（前期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
木・1 日本経済論ｂ 091151 小林  正人 ◎予（後期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
木・1 企業経済学ａ 097231 西村  健 ◎予（前期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
木・1 企業経済学ｂ 097241 西村  健 ◎予（後期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
木・1 民法一部ａ 098301 小嶋  崇弘 ◎予（前期）商２３４選 ８－３６２ 専門教育
木・1 民法一部ｂ 098351 小嶋  崇弘 ◎予（後期）商２３４選 ８－３６２ 専門教育
木・1 企業統治論ａ 099181 水村  典弘 ◎予（前期）商３４選 ２研－２０３ 専門教育
木・1 企業統治論ｂ 099191 水村  典弘 ◎予（後期）商３４選 ２研－２０３ 専門教育
木・1 経済外国書講読Ⅰａ 100011 山中  達也 ◎予（前期）商２３４選 ３－８０７ 専門教育
木・1 経済外国書講読Ⅱａ 100013 山中  達也 ◎予（前期）商２３４選 ３－８０７ 専門教育
木・1 経済外国書講読Ⅰｂ 100021 山中  達也 ◎予（後期）商２３４選 ３－８０７ 専門教育
木・1 経済外国書講読Ⅱｂ 100023 山中  達也 ◎予（後期）商２３４選 ３－８０７ 専門教育
木・1 演習Ⅲ 109471 松本  典子 商４選 ３－８０８ 専門教育
木・1 卒業研究 109472 松本  典子 商４選 ３－８０８ 専門教育
木・1 太陽系・地球環境システム入門 532101 坂野井  和代 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
木・1 太陽系・地球環境システム入門 532151 坂野井  和代 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
木・1 心理学の基礎 533501 小野  洋平 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目自然分野
木・1 人間の心理を考える 533551 小野  洋平 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目自然分野
木・1 心理学の基礎 533901 白間  綾 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０４ 教養教育科目自然分野
木・1 人間の心理を考える 533951 白間  綾 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０４ 教養教育科目自然分野
木・1 スポーツ科学で学ぶ教養（健康） 534851 江口  淳一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 玉－３０５ 教養教育科目自然分野
木・1 ＩＣＴリテラシー 540201 小沢  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・1 ＩＣＴリテラシー 540251 小沢  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・1 日本語リテラシー（１） 541401 湯浅  陽子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・1 日本語リテラシー（１） 541451 湯浅  陽子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－４０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・1 日本語リテラシー（２） 541501 内藤  寿子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－６０３ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・1 日本語リテラシー（２） 541551 内藤  寿子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２選 ３－６０３ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・1 健康・スポーツ論　１ 553401 江口  淳一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
木・2 TOEIC(R)Listening I 264411 吉原  由紀子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０８ 語学
木・2 TOEIC(R)Listening II 265021 吉原  由紀子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０８ 語学
木・2 ドイツ語コミュニケーションＢａ 288801 Ｌｉｅｂｈａｒｔ　Ａｎｅｔｔｅ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０５ 語学
木・2 ドイツ語コミュニケーションＢｂ 288851 Ｌｉｅｂｈａｒｔ　Ａｎｅｔｔｅ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０５ 語学
木・2 朝鮮語ⅠＢａ（選） 290701 白  寅英 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－９０９ 語学
木・2 朝鮮語ⅠＢｂ（選） 290751 白  寅英 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－９０９ 語学
木・2 日本語発展（１）プレゼンテーション技術 556901 鈴木  美希 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学
木・2 日本語発展（２）プレゼンテーション技術 556951 鈴木  美希 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学
木・2 マクロ経済学 090301 井上  智洋 （前期）商３４選・木３ ８－２５５ 専門教育
木・2 マクロ経済学 090401 山本  崇広 （前期）商３４選・木３ ８－１５０ 専門教育
木・2 マーケティングａ 091801 吉村  純一 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
木・2 マーケティングｂ 091851 吉村  純一 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育



木・2 ファイナンス基礎ａ 092441 深見  泰孝 ◎予（前期）商１選必（２０１４～年度入学生） １－３０１ 専門教育
木・2 ファイナンス基礎ａ 092441 深見  泰孝 ◎予（前期）商１選（～２０１３年度入学生） １－３０１ 専門教育
木・2 ファイナンス基礎ｂ 092491 深見  泰孝 ◎予（後期）商１選必（２０１４～年度入学生） １－３０１ 専門教育
木・2 ファイナンス基礎ｂ 092491 深見  泰孝 ◎予（後期）商１選（～２０１３年度入学生） １－３０１ 専門教育
木・2 人口論ａ 094301 増田  幹人 ◎予（前期）商３４選 ８－３６１ 専門教育
木・2 人口論ｂ 094351 増田  幹人 ◎予（後期）商３４選 ８－３６１ 専門教育
木・2 公共経済学ａ 099111 鈴木  伸枝 ◎予（前期）商３４選 ８－１５１ 専門教育
木・2 公共経済学ｂ 099121 鈴木  伸枝 ◎予（後期）商３４選 ８－１５１ 専門教育
木・2 経済外国書講読Ⅰａ 100131 王  穎琳 ◎予（前期）商２３４選 ３－６０３ 専門教育
木・2 経済外国書講読Ⅱａ 100133 王  穎琳 ◎予（前期）商２３４選 ３－６０３ 専門教育
木・2 経済外国書講読Ⅰｂ 100161 王  穎琳 ◎予（後期）商２３４選 ３－６０３ 専門教育
木・2 経済外国書講読Ⅱｂ 100163 王  穎琳 ◎予（後期）商２３４選 ３－６０３ 専門教育
木・2 哲学（３） 512101 古田  知章 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目人文分野
木・2 哲学（４） 512151 古田  知章 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目人文分野
木・2 日本文化の基礎 514551 鈴木  裕子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－５０２ 教養教育科目人文分野
木・2 社会学の基礎（５） 520501 藤本  隆史 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目社会分野
木・2 社会学の基礎（６） 520551 藤本  隆史 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目社会分野
木・2 統計学の基礎 520701 松田  慎一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０１ 教養教育科目社会分野
木・2 統計的分析を考える 520751 松田  慎一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０１ 教養教育科目社会分野
木・2 日本国憲法 521701 辛嶋  了憲 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
木・2 法学の基礎 521751 辛嶋  了憲 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
木・2 現代社会と宗教（１） 524101 村山  由美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－７０５ 教養教育科目社会分野
木・2 現代社会と宗教（２） 524151 村山  由美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－７０５ 教養教育科目社会分野
木・2 英語で学ぶ教養（歴史と社会Ⅰ） 524601 澤田  望 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 教養教育科目社会分野
木・2 英語で学ぶ教養（歴史と社会Ⅱ） 524651 澤田  望 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 教養教育科目社会分野
木・2 自然科学へのいざない 530201 清水  善和 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目自然分野
木・2 自然科学へのいざない 530251 清水  善和 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目自然分野
木・2 心理学の基礎 533601 小野  洋平 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目自然分野
木・2 人間の心理を考える 533651 小野  洋平 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目自然分野
木・2 心理学の基礎 534001 白間  綾 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０４ 教養教育科目自然分野
木・2 人間の心理を考える 534051 白間  綾 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０４ 教養教育科目自然分野
木・2 心理学の基礎 534101 堀  直人 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目自然分野
木・2 心と体を考える 534151 堀  直人 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目自然分野
木・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・応用） 551901 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・応用） 551902 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・応用） 551903 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・応用） 551951 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・応用） 551952 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・応用） 551953 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・2 健康・スポーツ論　１ 553451 岩本  哲也 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
木・3 学術英語読解ａ 265301 上田  倫史 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 語学
木・3 学術英語読解ｂ 265311 上田  倫史 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 語学
木・3 学術英語資格試験Ⅰｂ（聴解・会話） 265701 澤田  望 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
木・3 学術英語資格試験Ⅰｂ（聴解・会話） 265711 澤田  望 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
木・3 Culture & Society I 524401 西村  祐子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０６ 教養教育科目社会分野
木・3 Culture & Society II 524451 西村  祐子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０６ 教養教育科目社会分野
木・3 フランス語ⅠＡａ（選） 289711 後藤  はるか ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０６ 語学
木・3 フランス語ⅠＡｂ（選） 289761 後藤  はるか （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０６ 語学
木・3 中国語ⅠＡａ（選） 289811 宮本  厚子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０３ 語学
木・3 中国語ⅠＡｂ（選） 289861 宮本  厚子 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０３ 語学
木・3 外国文化（４） 289301 齊藤  明美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０５ 語学



木・3 朝鮮語ⅠＢａ（選） 290711 白  寅英 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－９０９ 語学
木・3 朝鮮語ⅠＢｂ（選） 290761 白  寅英 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－９０９ 語学
木・3 日本語発展（１）キャリアデザインを学ぶ 557301 鈴木  美希 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学
木・3 日本語発展（２）キャリアデザインを学ぶ 557351 鈴木  美希 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－５０１ 語学
木・3 マクロ経済学 090301 井上  智洋 （前期）商３４選・木２ ８－２５５ 専門教育
木・3 マクロ経済学 090401 山本  崇広 （前期）商３４選・木２ ８－１５０ 専門教育
木・3 経済地理ａ 093701 福井  一喜 ◎予（前期）商３４選 ８－３６２ 専門教育
木・3 経済地理ｂ 093751 福井  一喜 ◎予（後期）商３４選 ８－３６２ 専門教育
木・3 情報・経済ネットワーク論ａ 095301 中濟  光昭 （前期）商２３４選 １－２０１ 専門教育
木・3 情報・経済ネットワーク論ｂ 095351 中濟  光昭 （後期）商２３４選 １－２０１ 専門教育
木・3 ボランティア経済ａ 097011 山下  智佳 ◎予（前期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
木・3 ボランティア経済ｂ 097021 山下  智佳 ◎予（後期）商３４選 ８－４６５ 専門教育
木・3 貿易史ａ 097611 吉田  真広 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
木・3 貿易史ｂ 097621 吉田  真広 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
木・3 企業と社会ａ 098161 山下  裕介 ◎予（前期）商３４選 ８－３６１ 専門教育
木・3 企業と社会ｂ 098171 山下  裕介 ◎予（後期）商３４選 ８－３６１ 専門教育
木・3 経済外国書講読Ⅰａ 099931 浅田  進史 ◎予（前期）商２３４選 ７－３０４ 専門教育
木・3 経済外国書講読Ⅱａ 099933 浅田  進史 ◎予（前期）商２３４選 ７－３０４ 専門教育
木・3 経済外国書講読Ⅰｂ 099941 浅田  進史 ◎予（後期）商２３４選 ７－３０４ 専門教育
木・3 経済外国書講読Ⅱｂ 099943 浅田  進史 ◎予（後期）商２３４選 ７－３０４ 専門教育
木・3 仏教と人間 501301 松田  陽志 商１必・学生番号指定科目 １－２０２ 宗教教育科目
木・3 仏教と人間 501301 松田  陽志 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－２０２ 宗教教育科目
木・3 仏教と人間 501401 大澤  邦由 商１必・学生番号指定科目 １－３０３ 宗教教育科目
木・3 仏教と人間 501401 大澤  邦由 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０３ 宗教教育科目
木・3 哲学（１） 511901 佐藤  暁 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
木・3 哲学（２） 511951 佐藤  暁 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
木・3 倫理学（１） 514201 古田  知章 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目人文分野
木・3 倫理学（２） 514251 古田  知章 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６７ 教養教育科目人文分野
木・3 近現代の文化入門（１） 515101 中村  仁 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０８ 教養教育科目人文分野
木・3 近現代の文化入門（２） 515151 中村  仁 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０８ 教養教育科目人文分野
木・3 テーマで学ぶ日本の位相（１） 515801 内藤  寿子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０３ 教養教育科目人文分野
木・3 テーマで学ぶ日本の位相（２） 515851 内藤  寿子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０３ 教養教育科目人文分野
木・3 ドイツ語で学ぶ教養（人文Ⅰ） 517101 吉中  俊貴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０４ 教養教育科目人文分野
木・3 ドイツ語で学ぶ教養（人文Ⅱ） 517151 吉中  俊貴 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－４０４ 教養教育科目人文分野
木・3 日本国憲法 521801 辛嶋  了憲 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
木・3 法学の基礎 521851 辛嶋  了憲 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目社会分野
木・3 フランス語で学ぶ教養（社会Ⅰ） 524801 東  辰之介 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 教養教育科目社会分野
木・3 フランス語で学ぶ教養（社会Ⅱ） 524851 東  辰之介 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－８１２ 教養教育科目社会分野
木・3 中国語で学ぶ教養（社会Ⅰ） 524901 岩崎  皇 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０８ 教養教育科目社会分野
木・3 中国語で学ぶ教養（社会Ⅱ） 524951 岩崎  皇 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０８ 教養教育科目社会分野
木・3 化学の基礎 531501 持丸  真里 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６３ 教養教育科目自然分野
木・3 現代の化学 531551 持丸  真里 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６３ 教養教育科目自然分野
木・3 心理学の基礎 534501 堀  直人 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目自然分野
木・3 心と体を考える 534551 堀  直人 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０３ 教養教育科目自然分野
木・3 プログラミング入門 542201 坂野井  和代 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１０ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・3 プログラミング初級 542251 坂野井  和代 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１０ 教養教育科目ライフデザイン分野



木・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 552001 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 552002 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 552003 出井  章雅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 552051 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 552052 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 552053 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・3 日本事情Ⅹ 558551 日野  健太 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－９０７ 日本事情
木・4 TOEIC(R)Listening I 264401 金  美紀 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０３ 語学
木・4 TOEIC(R)Listening I 264421 金  美紀 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０３ 語学
木・4 学術英語資格試験Ⅰａ（読解） 265601 勅使河原  三保子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
木・4 学術英語資格試験Ⅰａ（読解） 265611 勅使河原  三保子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０６ 語学
木・4 ドイツ語ⅠＡａ 266901 吉中  俊貴 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０４ 語学
木・4 ドイツ語ⅠＡｂ 266931 吉中  俊貴 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０４ 語学
木・4 フランス語ⅠＡａ 269901 大野  英士 （前期）商１年・学生番号指定科目 ３－５０１ 語学
木・4 フランス語ⅠＡｂ 269931 大野  英士 （後期）商１年・学生番号指定科目 ３－５０１ 語学
木・4 フランス語ⅠＡａ 269911 東  辰之介 （前期）商１年・学生番号指定科目 ３－８１２ 語学
木・4 フランス語ⅠＡｂ 269941 東  辰之介 （後期）商１年・学生番号指定科目 ３－８１２ 語学
木・4 中国語ⅠＡａ 274101 岩崎  皇 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－３０１ 語学
木・4 中国語ⅠＡｂ 274131 岩崎  皇 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－３０１ 語学
木・4 中国語ⅠＡａ 274201 宮本  厚子 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０３ 語学
木・4 中国語ⅠＡｂ 274231 宮本  厚子 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０３ 語学
木・4 中国語ⅠＡａ 274301 三田村  圭子 （前期）商１年・学生番号指定科目 ３－９０９ 語学
木・4 中国語ⅠＡｂ 274331 三田村  圭子 （後期）商１年・学生番号指定科目 ３－９０９ 語学
木・4 中国語ⅠＡａ 274401 伊原  大策 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０１ 語学
木・4 中国語ⅠＡｂ 274431 伊原  大策 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－４０１ 語学
木・4 中国語ⅠＡａ 274411 若森  幸子 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０８ 語学
木・4 中国語ⅠＡｂ 274441 若森  幸子 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０８ 語学
木・4 スペイン語ⅠＡａ 280501 齊藤  明美 （前期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０７ 語学
木・4 スペイン語ⅠＡｂ 280531 齊藤  明美 （後期）商１年・学生番号指定科目 ７－５０７ 語学
木・4 スペイン語ⅠＡａ 280601 佐藤  麻里乃 （前期）商１年・学生番号指定科目 ３－６０１ 語学
木・4 スペイン語ⅠＡｂ 280631 佐藤  麻里乃 （後期）商１年・学生番号指定科目 ３－６０１ 語学
木・4 スペイン語ⅠＡａ 280611 笛田  千容 （前期）商１年・学生番号指定科目 ３－８１０ 語学
木・4 スペイン語ⅠＡｂ 280641 笛田  千容 （後期）商１年・学生番号指定科目 ３－８１０ 語学
木・4 ロシア語ⅠＡａ 283601 大須賀  史和 （前期）商１年・学生番号指定科目 １－５１５ 語学
木・4 ロシア語ⅠＡｂ 283631 大須賀  史和 （後期）商１年・学生番号指定科目 １－５１５ 語学
木・4 計量経済学ａ 092801 松田  慎一 ◎予（前期）商３４選 ３－３１０ 専門教育
木・4 計量経済学ｂ 092851 松田  慎一 ◎予（後期）商３４選 ３－３１０ 専門教育
木・4 ビジネス事例研究 097181 松本  典子 ◎予（後期）商２３４選 １－３０３ 専門教育
木・4 経営分析ａ 097501 渡邉  智 ◎予（前期）商２３４選 １－２０２ 専門教育
木・4 経営分析ｂ 097551 渡邉  智 ◎予（後期）商２３４選 １－２０２ 専門教育
木・4 演習Ⅰ 101411 小西  宏美 商２選 ２研－２０６ 専門教育
木・4 演習Ⅰ 101431 長山  宗広 商２選 ３－２０２ 専門教育
木・4 演習Ⅰ 101481 番場  博之 商２選 ３－９０２ 専門教育
木・4 演習Ⅰ 103701 吉田  健太郎 商２選 ３－２０１ 専門教育
木・4 演習Ⅰ 104501 羽島  有紀 商２選 １－５１２ 専門教育
木・4 演習Ⅰ 105271 大前  智文 商２選 ２研－２０２ 専門教育
木・4 演習Ⅱ 105351 田中  聡一郎 商３選 ３－９０３ 専門教育
木・4 演習Ⅱ 106101 明石  英人 商３選 ３－８０６ 専門教育
木・4 演習Ⅱ 108301 西村  健 商３選 ３－４０８ 専門教育
木・4 演習Ⅱ 109101 堀  龍二 商３選 ２研－２０７ 専門教育
木・4 演習Ⅱ 109261 栗城  綾子 商３選 １－５１６ 専門教育



木・4 演習Ⅲ 109441 舘  健太郎 商４選 ３－８０５ 専門教育
木・4 卒業研究 109442 舘  健太郎 商４選 ３－８０５ 専門教育
木・4 演習Ⅲ 109461 松田  健 商４選 ２研－２０５ 専門教育
木・4 卒業研究 109462 松田  健 商４選 ２研－２０５ 専門教育
木・4 演習Ⅲ 109501 代田  純 商４選 １－５０７ 専門教育
木・4 卒業研究 109502 代田  純 商４選 １－５０７ 専門教育
木・4 演習Ⅲ 111101 李  焱 商４選 １－４０７ 専門教育
木・4 卒業研究 111102 李  焱 商４選 １－４０７ 専門教育
木・4 演習Ⅲ 112001 井上  智洋 商４選 ３－８０９ 専門教育
木・4 卒業研究 112002 井上  智洋 商４選 ３－８０９ 専門教育
木・4 演習Ⅲ 112901 小林  正人 商４選 ３－４０４ 専門教育
木・4 卒業研究 112902 小林  正人 商４選 ３－４０４ 専門教育
木・4 仏教と人間 502201 晴山  俊英 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ８－２５５ 宗教教育科目
木・4 仏教と人間 502301 八尾  史 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０２ 宗教教育科目
木・4 仏教と人間 502401 村上  晶 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ２研－２０３ 宗教教育科目
木・4 自然と宗教（１） 506101 別所  裕介 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－１５０ 宗教教育科目
木・4 自然と宗教（２） 506201 別所  裕介 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－１５０ 宗教教育科目
木・4 論理学（１） 512801 河谷  淳 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－２０７ 教養教育科目人文分野
木・4 論理学（２） 512851 河谷  淳 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－２０７ 教養教育科目人文分野
木・4 科学史（１） 513101 山田  俊弘 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目人文分野
木・4 科学史（２） 513151 山田  俊弘 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目人文分野
木・4 伝統文化発展（１） 514801 鈴木  裕子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０２ 教養教育科目人文分野
木・4 伝統文化発展（２） 514851 鈴木  裕子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０２ 教養教育科目人文分野
木・4 スポーツ科学で学ぶ教養（文化） 517601 下谷内  勝利 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 玉－３０５ 教養教育科目人文分野
木・4 経済学の基礎 523001 畠中  貴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政放ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
木・4 市場経済を考える 523051 畠中  貴 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
木・4 応用倫理学（１） 523901 滝沢  正之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目社会分野
木・4 応用倫理学（２） 523951 滝沢  正之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６５ 教養教育科目社会分野
木・4 地球システムと自然災害 531001 加藤  潔 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
木・4 地球と生命の歴史 531051 加藤  潔 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
木・4 心理学の基礎 533701 桑原  正修 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目自然分野
木・4 人間の心理を考える 533751 桑原  正修 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目自然分野
木・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・応用） 552101 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・応用） 552102 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・応用） 552103 瀧本  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・応用） 552151 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・応用） 552152 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・応用） 552153 瀧本  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
木・4 健康・スポーツ論　１ 553501 下谷内  勝利 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－３０５ 保健体育科目
木・4 健康・スポーツ論　２ 553651 出井  章雅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 １－４０３ 保健体育科目
木・5 中国語Ⅱａ（選） 291001 三田村  圭子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－９０９ 語学
木・5 中国語Ⅱｂ（選） 291051 三田村  圭子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－９０９ 語学
木・5 簿記論ａ 092201 渡邉  智 ◎予（前期）商１選 １－２０２ 専門教育
木・5 簿記論ｂ 092251 渡邉  智 ◎予（後期）商１選 １－２０２ 専門教育
木・5 特殊講義Ⅰ 096751 増田  幹人 ◎予（前期）商１２３４選 １－４０２ 専門教育
木・5 演習Ⅱ 107201 河田  陽向 商３選 １－５１２ 専門教育
木・5 演習Ⅱ 107301 吉田  真広 商３選 ３－４０５ 専門教育
木・5 演習Ⅲ 112501 中濟  光昭 商４選 ３－４０４ 専門教育
木・5 卒業研究 112502 中濟  光昭 商４選 ３－４０４ 専門教育
木・5 哲学（３） 512201 佐藤  暁 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
木・5 哲学（４） 512251 佐藤  暁 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野



木・5 科学史（３） 513201 山田  俊弘 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目人文分野
木・5 科学史（４） 513251 山田  俊弘 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５６ 教養教育科目人文分野
木・5 地球システムと自然災害 531101 加藤  潔 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
木・5 地球と生命の歴史 531151 加藤  潔 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
木・5 物理の基礎 531701 髙橋  博之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目自然分野
木・5 現代の物理 531751 髙橋  博之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目自然分野
木・5 ライフデザインを考える 543301 石元  悠生 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ３－３０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・5 新入生セミナー 545841 李  焱 （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－７０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・5 新入生セミナー 545861 栗城  綾子 （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－３０５ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・6 ビジネス英会話ａ 097141 Ｄａｎｉｅｌ　Ｌｅｅ　Ｃｏｏｋ （前期）商３４選 ３－３０３ 専門教育
木・6 ビジネス英会話ｂ 097151 Ｄａｎｉｅｌ　Ｌｅｅ　Ｃｏｏｋ （後期）商３４選 ３－３０３ 専門教育
木・6 論理学（１） 519401 佐藤  暁 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
木・6 論理学（２） 519451 佐藤  暁 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
木・6 地球システムと自然災害 539201 山縣  毅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目自然分野
木・6 地球と生命の歴史 539251 山縣  毅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目自然分野
木・6 ライフデザインを考える 549301 石元  悠生 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ３選 ３－３０４ 教養教育科目ライフデザイン分野

木・7 資源と環境を考える 539301 山縣  毅 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目自然分野
木・7 地球温暖化を考える 539351 山縣  毅 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目自然分野
金・1 日本語理解（３）キャリアデザインを学ぶ 557201 長崎  清美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
金・1 日本語理解（４）キャリアデザインを学ぶ 557251 長崎  清美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
金・1 経済政策ａ 090701 井上  智洋 ◎予（前期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
金・1 経済政策ｂ 090751 井上  智洋 ◎予（後期）商３４選 ３－２０７ 専門教育
金・1 国際金融論ａ 094201 吉田  真広 ◎予（前期）商２３４選 １－２０４ 専門教育
金・1 国際金融論ｂ 094251 吉田  真広 ◎予（後期）商２３４選 １－２０４ 専門教育
金・1 財務管理ａ 096812 森谷  智子 ◎予（前期）商３４選 ２研－２０３ 専門教育
金・1 財務管理ｂ 096822 森谷  智子 ◎予（後期）商３４選 ２研－２０３ 専門教育
金・1 ビジネスの歴史ａ 096911 齊藤  直 ◎予（前期）商３４選 ３－５０２ 専門教育
金・1 ビジネスの歴史ｂ 096921 齊藤  直 ◎予（後期）商３４選 ３－５０２ 専門教育
金・1 社会経済学ａ 097211 明石  英人 ◎予（前期）商３４選 ８－２５５ 専門教育
金・1 社会経済学ｂ 097221 明石  英人 ◎予（後期）商３４選 ８－２５５ 専門教育
金・1 商法一部ａ 098501 坂本  達也 ◎予（前期）商２３４選 １－３０２ 専門教育
金・1 商法一部ｂ 098551 坂本  達也 ◎予（後期）商２３４選 １－３０２ 専門教育
金・1 国際法ａ 099001 橋本  靖明 ◎予（前期）商２３４選 ８－４６７ 専門教育
金・1 国際法ｂ 099051 橋本  靖明 ◎予（後期）商２３４選 ８－４６７ 専門教育
金・1 演習Ⅰ 105201 渡邉  恵一 商２選 ３－９０６ 専門教育
金・1 演習Ⅱ 105401 森田  佳宏 商３選 ２研－２０５ 専門教育
金・1 演習Ⅲ 110401 深見  泰孝 商４選 ３－８０８ 専門教育
金・1 卒業研究 110402 深見  泰孝 商４選 ３－８０８ 専門教育
金・1 演習Ⅲ 110701 矢野  浩一 商４選 ３－９０３ 専門教育
金・1 卒業研究 110702 矢野  浩一 商４選 ３－９０３ 専門教育
金・1 演習Ⅲ 111901 吉田  健太郎 商４選 ３－９０４ 専門教育
金・1 卒業研究 111902 吉田  健太郎 商４選 ３－９０４ 専門教育
金・1 仏教と人間 502801 村松  哲文 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－２０３ 宗教教育科目
金・1 仏教と人間 502901 岩永  正晴 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－２０２ 宗教教育科目
金・1 仏教と人間 503001 舘  隆志 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 １－３０４ 宗教教育科目
金・1 社会と宗教（１） 505901 永岡  崇 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６０ 宗教教育科目
金・1 社会と宗教（２） 506001 永岡  崇 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－３６０ 宗教教育科目
金・1 日本文学を学ぶ（３） 510401 柿原  和宏 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目人文分野
金・1 日本文学を学ぶ（４） 510451 柿原  和宏 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目人文分野
金・1 宇宙科学入門 531201 髙橋  博之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
金・1 現代の宇宙像 531251 髙橋  博之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野



金・2 実用英会話（日常生活編） 264251 ＳＴＥＷＡＲＴ　ＡＮＧＵＳ　ＦＵＬＴＯＮ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０１ 語学
金・2 実用英会話（旅行編） 264351 ＳＴＥＷＡＲＴ　ＡＮＧＵＳ　ＦＵＬＴＯＮ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０１ 語学
金・2 フランス語ⅠＢａ（選） 290301 平賀  裕貴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０６ 語学
金・2 フランス語ⅠＢｂ（選） 290351 平賀  裕貴 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－４０６ 語学
金・2 中国語スキルアップａ 287101 神谷  智幸 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０６ 語学
金・2 中国語スキルアップｂ 287151 神谷  智幸 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－３０６ 語学
金・2 ロシア語ⅠＢａ（選） 290601 木村  英明 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０４ 語学
金・2 ロシア語ⅠＢｂ（選） 290651 木村  英明 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０４ 語学
金・2 日本語発展（１）文章表現を学ぶ 556701 長崎  清美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
金・2 日本語発展（２）文章表現を学ぶ 556751 長崎  清美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
金・2 日本語理解（１）キャリアデザインを学ぶ 557101 三浦  則子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－９１０ 語学
金・2 日本語理解（２）キャリアデザインを学ぶ 557151 三浦  則子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－９１０ 語学
金・2 経済学入門ａ 092451 秋山  誠一 （前期）商１選（２０１４～年度入学生） ８－３６０ 専門教育
金・2 経済学入門ｂ 092471 秋山  誠一 （後期）商１選（２０１４～年度入学生） ８－３６０ 専門教育
金・2 医療福祉経済論 093831 竹原  清子 ◎予（後期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・2 観光論 093841 久保田  美穂子 ◎予（前期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・2 産業組織論ａ 100631 舘  健太郎 ◎予（前期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
金・2 産業組織論ｂ 100641 舘  健太郎 ◎予（後期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
金・2 演習Ⅰ 103601 髙野  学 商２選 ３－２１２ 専門教育
金・2 演習Ⅰ 104101 浅田  進史 商２選 ３－８０２ 専門教育
金・2 演習Ⅰ 104701 北條  雅一 商２選 ３－３１０ 専門教育
金・2 演習Ⅱ 105331 松本  典子 商３選 ３－９０４ 専門教育
金・2 演習Ⅱ 106501 深見  泰孝 商３選 ３－８０８ 専門教育
金・2 演習Ⅱ 108601 渡邉  恵一 商３選 ３－９０６ 専門教育
金・2 演習Ⅱ 108701 田中  綾一 商３選 ２研－２０７ 専門教育
金・2 演習Ⅲ 109431 小西  宏美 商４選 ２研－２０６ 専門教育
金・2 卒業研究 109432 小西  宏美 商４選 ２研－２０６ 専門教育
金・2 演習Ⅲ 111201 山中  達也 商４選 ３－８０７ 専門教育
金・2 卒業研究 111202 山中  達也 商４選 ３－８０７ 専門教育
金・2 演習Ⅲ 113101 松井  柳平 商４選 ３－４０５ 専門教育
金・2 卒業研究 113102 松井  柳平 商４選 ３－４０５ 専門教育
金・2 坐禅 505501 石井  清純 ◎予（前期）国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 禅研－坐禅堂 宗教教育科目
金・2 坐禅 505601 石井  清純 ◎予（後期）国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 禅研－坐禅堂 宗教教育科目
金・2 人文地理学の基礎（１） 514001 川合  泰代 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０４ 教養教育科目人文分野
金・2 人文地理学の基礎（２） 514051 川合  泰代 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０４ 教養教育科目人文分野
金・2 日本文化の基礎 514651 松田  直行 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ３－２１１ 教養教育科目人文分野
金・2 子どもと文化入門（１） 515301 内藤  寿子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０６ 教養教育科目人文分野
金・2 子どもと文化入門（２） 515351 内藤  寿子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０６ 教養教育科目人文分野
金・2 英語で学ぶ教養（言語Ⅲ） 516501 山崎  妙 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 教養教育科目人文分野
金・2 英語で学ぶ教養（言語Ⅳ） 516551 山崎  妙 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０５ 教養教育科目人文分野
金・2 文化人類学概論（１） 521501 杉井  純一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
金・2 文化人類学概論（２） 521551 杉井  純一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
金・2 現代社会と都市論（１） 524301 早川  純貴 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
金・2 現代社会と都市論（２） 524351 早川  純貴 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
金・2 教養実践演習（自然） 534901 清水  善和 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３４選 ３－８０９ 教養教育科目自然分野
金・2 ＩＣＴリテラシー 540601 山本  和弘 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

金・2 ＩＣＴリテラシー 540651 山本  和弘 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野



金・2 生涯スポーツ実習Ⅰ（前期・基礎） 551101 山口  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 551102 山口  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 551103 山口  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 551104 山口  良博 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 生涯スポーツ実習Ⅰ（後期・基礎） 551151 山口  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 551152 山口  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 551153 山口  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 551154 山口  良博 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 玉－体育館 保健体育科目
金・2 健康・スポーツ論　２ 553701 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 １－３０２ 保健体育科目
金・3 実用英会話（日常生活編） 264211 ミラー  ブルース ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０２ 語学
金・3 実用英会話（旅行編） 264311 ミラー  ブルース ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０２ 語学
金・3 TOEIC(R)Speaking 284901 フレンチ　ナサニエル　Ｓ． ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１２ 語学
金・3 TOEIC(R)Writing 284911 フレンチ　ナサニエル　Ｓ． ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－８１２ 語学
金・3 Culture & Society III 524501 西村  祐子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０６ 教養教育科目社会分野
金・3 Culture & Society IV 524551 西村  祐子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０６ 教養教育科目社会分野
金・3 スペイン語スキルアップａ 287201 齊藤  明美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０７ 語学
金・3 スペイン語スキルアップｂ 287251 齊藤  明美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ７－５０７ 語学
金・3 日本語発展（３）文章表現を学ぶ 556801 三浦  則子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－９１０ 語学
金・3 日本語発展（４）文章表現を学ぶ 556851 三浦  則子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－９１０ 語学
金・3 日本語発展（３）キャリアデザインを学ぶ 557401 長崎  清美 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
金・3 日本語発展（４）キャリアデザインを学ぶ 557451 長崎  清美 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０１ 語学
金・3 財政学ａ 090801 江口  允崇 ◎予（前期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
金・3 財政学ｂ 090851 江口  允崇 ◎予（後期）商３４選 ８－１５０ 専門教育
金・3 国際経済論ａ 091201 福島  浩治 ◎予（前期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
金・3 国際経済論ｂ 091251 福島  浩治 ◎予（後期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
金・3 マクロ・マーケティングａ 092411 中西  大輔 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
金・3 マクロ・マーケティングｂ 092431 中西  大輔 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
金・3 アジア経済論ａ 094601 鄭  章淵 ◎予（前期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・3 アジア経済論ｂ 094651 鄭  章淵 ◎予（後期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・3 ネットワーク組織論ａ 095811 國島  弘行 ◎予（前期）商３４選 ８－２５７ 専門教育
金・3 ネットワーク組織論ｂ 095821 國島  弘行 ◎予（後期）商３４選 ８－２５７ 専門教育
金・3 ビジネス・インターンシップａ 099311 坪田  まり子 （前期）商３選 ３－６０６ 専門教育
金・3 ビジネス・インターンシップｂ 099321 岩波  文孝 （後期）商３選 ３－６０６ 専門教育
金・3 演習Ⅰ 101451 松本  典子 商２選 ３－９０４ 専門教育
金・3 演習Ⅰ 101601 深見  泰孝 商２選 ３－８０８ 専門教育
金・3 演習Ⅰ 102201 井上  智洋 商２選 ３－８０９ 専門教育
金・3 演習Ⅰ 103201 矢野  浩一 商２選 ３－９０３ 専門教育
金・3 演習Ⅲ 109411 秋山  誠一 商４選 １－５１０ 専門教育
金・3 卒業研究 109412 秋山  誠一 商４選 １－５１０ 専門教育
金・3 演習Ⅲ 109801 明石  英人 商４選 ３－８０６ 専門教育
金・3 卒業研究 109802 明石  英人 商４選 ３－８０６ 専門教育
金・3 演習Ⅲ 113201 西村  健 商４選 ３－４０５ 専門教育
金・3 卒業研究 113202 西村  健 商４選 ３－４０５ 専門教育
金・3 仏教と人間 502701 角田  泰隆 ◎抽・全学科（フレＢ除く）２３４年・〔再クラス〕 ３－６０５ 宗教教育科目
金・3 日本文学を学ぶ（３） 510501 柿原  和宏 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目人文分野
金・3 日本文学を学ぶ（４） 510551 柿原  和宏 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目人文分野
金・3 近現代の文化発展（１） 515201 中村  仁 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０８ 教養教育科目人文分野
金・3 近現代の文化発展（２） 515251 中村  仁 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－３０８ 教養教育科目人文分野
金・3 民族と文化（１） 520901 森  雅文 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
金・3 民族と文化（２） 520951 森  雅文 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市放ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野



金・3 ロシア語で学ぶ教養（社会Ⅰ） 525101 三好  俊介 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－９０９ 教養教育科目社会分野
金・3 ロシア語で学ぶ教養（社会Ⅱ） 525151 三好  俊介 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－９０９ 教養教育科目社会分野
金・3 人類と自然科学 532001 髙橋  博之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
金・3 人類と宇宙環境 532051 髙橋  博之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６２ 教養教育科目自然分野
金・3 プログラミング入門 542301 坂野井  和代 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

金・3 プログラミング初級 542351 坂野井  和代 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

金・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・基礎） 552201 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・基礎） 552202 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・基礎） 552203 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・3 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・基礎） 552251 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・3 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・基礎） 552252 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・3 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・基礎） 552253 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・3 日本事情Ⅲ 558201 小笠原  春香 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０７ 日本事情
金・3 日本事情Ⅴ 558301 土田  久美子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－８０７ 日本事情
金・4 TOEIC(R)Reading I 264501 大山  悦子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０４ 語学
金・4 TOEIC(R)Reading I 264521 大山  悦子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０４ 語学
金・4 日本語理解（１）プレゼンテーション技術 556501 アシュウェル  小百合 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－６０４ 語学
金・4 日本語理解（２）プレゼンテーション技術 556551 アシュウェル  小百合 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－６０４ 語学
金・4 経済学史ａ 090501 石井  穣 ◎予（前期）商３４選 ８－２５５ 専門教育
金・4 経済学史ｂ 090551 石井  穣 ◎予（後期）商３４選 ８－２５５ 専門教育
金・4 教育経済論ａ 094401 北條  雅一 ◎予（前期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・4 教育経済論ｂ 094451 北條  雅一 ◎予（後期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・4 新興国経済論ａ 095201 山中  達也 ◎予（前期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
金・4 新興国経済論ｂ 095251 山中  達也 ◎予（後期）商３４選 ３－３０７ 専門教育
金・4 原価計算論ａ 097191 髙野  学 ◎予（前期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
金・4 原価計算論ｂ 097201 髙野  学 ◎予（後期）商２３４選 ３－２０７ 専門教育
金・4 労働法 098801 新谷  眞人 ◎予・商２３４選 １－３０１ 専門教育
金・4 現代産業事情Ⅰ 101001 ナンミャケー  カイン ◎予（前期）商１２３４選 ８－２５６ 専門教育
金・4 演習Ⅱ 105311 舘  健太郎 商３選 ３－８０５ 専門教育
金・4 演習Ⅱ 107401 福島  浩治 商３選 ２研－２０６ 専門教育
金・4 演習Ⅱ 109221 松井  柳平 商３選 ３－４０５ 専門教育
金・4 演習Ⅲ 109451 長山  宗広 商４選 ３－９０３ 専門教育
金・4 卒業研究 109452 長山  宗広 商４選 ３－９０３ 専門教育
金・4 演習Ⅲ 110801 浅田  進史 商４選 ３－８０２ 専門教育
金・4 卒業研究 110802 浅田  進史 商４選 ３－８０２ 専門教育
金・4 日本史を学ぶ（１） 511001 宮川  展夫 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目人文分野
金・4 日本史を学ぶ（２） 511051 宮川  展夫 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目人文分野
金・4 子どもと文化発展（１） 515401 内藤  寿子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０６ 教養教育科目人文分野
金・4 子どもと文化発展（２） 515451 内藤  寿子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０６ 教養教育科目人文分野
金・4 大衆文化を学ぶ（１） 515501 松田  直行 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２１１ 教養教育科目人文分野
金・4 大衆文化を学ぶ（２） 515551 松田  直行 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２１１ 教養教育科目人文分野
金・4 日本の文化と社会（１） 521201 森  雅文 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
金・4 日本の文化と社会（２） 521251 森  雅文 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－４６６ 教養教育科目社会分野
金・4 アジアの文化と社会（１） 521301 鈴木  一馨 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
金・4 アジアの文化と社会（２） 521351 鈴木  一馨 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－３６１ 教養教育科目社会分野
金・4 法学の基礎 522501 金澤  誠 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ８－１５０ 教養教育科目社会分野
金・4 日本国憲法 522551 金澤  誠 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ８－１５０ 教養教育科目社会分野
金・4 遺伝子と生命を考える 530501 清水  善和 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
金・4 進化と生態を考える 530551 清水  善和 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目自然分野
金・4 新入生セミナー 545721 小西  宏美 （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－６０３ 教養教育科目ライフデザイン分野

金・4 新入生セミナー 545761 中西  大輔 （前期）商１選（２０１４～年度入学生）・学生番号指定科目 ３－３０３ 教養教育科目ライフデザイン分野



金・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（前期・応用） 552301 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（前期・応用） 552302 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（前期・応用） 552303 末次  美樹 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・4 生涯スポーツ実習Ⅱ（後期・応用） 552351 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・4 生涯スポーツ実習Ⅲ（後期・応用） 552352 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ３選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・4 生涯スポーツ実習Ⅳ（後期・応用） 552353 末次  美樹 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ４選 ２研－１０１（体育施設） 保健体育科目
金・5 スペイン語ⅠＡａ（選） 289901 横藤田  稔泰 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 語学
金・5 スペイン語ⅠＡｂ（選） 289951 横藤田  稔泰 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 語学
金・5 日本語発展（３）プレゼンテーション技術 557001 アシュウェル  小百合 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－６０４ 語学
金・5 日本語発展（４）プレゼンテーション技術 557051 アシュウェル  小百合 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４年 ３－６０４ 語学
金・5 景気循環論ａ 093001 植林  茂 ◎予（前期）商３４選 ８－１５１ 専門教育
金・5 景気循環論ｂ 093051 植林  茂 ◎予（後期）商３４選 ８－１５１ 専門教育
金・5 グローバル・ビジネス論ａ 095831 木村  有里 ◎予（前期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・5 グローバル・ビジネス論ｂ 095841 木村  有里 ◎予（後期）商３４選 ８－１５２ 専門教育
金・5 日本史を学ぶ（３） 511101 髙木  謙一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目人文分野
金・5 日本史を学ぶ（４） 511151 髙木  謙一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－２０２ 教養教育科目人文分野
金・5 世界の宗教（１） 513601 宮田  義矢 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目人文分野
金・5 世界の宗教（２） 513651 宮田  義矢 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ２研－２０３ 教養教育科目人文分野
金・5 日本文化の深層を読み解く（１） 516101 廣木  尚 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０２ 教養教育科目人文分野
金・5 日本文化の深層を読み解く（２） 516151 廣木  尚 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－４０２ 教養教育科目人文分野
金・5 ロシア語で学ぶ教養（人文Ⅰ） 517501 三好  俊介 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－９０９ 教養教育科目人文分野
金・5 ロシア語で学ぶ教養（人文Ⅱ） 517551 三好  俊介 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ２３４選 ３－９０９ 教養教育科目人文分野
金・5 統計学の基礎 520801 新行内  康慈 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目社会分野
金・5 統計的分析を考える 520851 新行内  康慈 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目社会分野
金・5 宇宙科学入門 531301 髙橋  博之 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０７ 教養教育科目自然分野
金・5 現代の宇宙像 531351 髙橋  博之 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０７ 教養教育科目自然分野
金・5 ＩＣＴリテラシー 540101 坂野井  和代 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

金・5 ＩＣＴリテラシー 540151 坂野井  和代 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

金・6 統計学の基礎 529201 新行内  康慈 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目社会分野
金・6 統計的分析を考える 529251 新行内  康慈 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 １－３０３ 教養教育科目社会分野
金・6 文化人類学概論（１） 529301 杉井  純一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
金・6 文化人類学概論（２） 529351 杉井  純一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 １－２０３ 教養教育科目社会分野
金・6 生物学の基礎 539101 清水  善和 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目自然分野
金・6 生物学の基礎 539151 清水  善和 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市ＧＭ１２３４選 ３－３１１ 教養教育科目自然分野
金・6 ＩＣＴリテラシー 549101 瀧川  渉 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政１２３４選 ３－４０７ 教養教育科目ライフデザイン分野

金・6 ＩＣＴリテラシー 549151 瀧川  渉 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政１２３４選 ３－４０７ 教養教育科目ライフデザイン分野

土・1 ビジネス英語Ⅰ 264611 萩原  輝 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－５０１ 語学
土・1 ビジネス英語Ⅱ 264711 萩原  輝 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－５０１ 語学
土・1 演習Ⅰ 104201 松井  柳平 商２選 ３－４０５ 専門教育
土・1 日本文学を学ぶ（１） 510101 阿部  昌子 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０４ 教養教育科目人文分野
土・1 日本文学を学ぶ（２） 510151 阿部  昌子 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－５０４ 教養教育科目人文分野
土・1 日本文化の深層を読み解く（３） 516201 松田  直行 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０６ 教養教育科目人文分野
土・1 日本文化の深層を読み解く（４） 516251 松田  直行 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－３０６ 教養教育科目人文分野
土・1 心理学の基礎 534201 加藤  博己 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
土・1 心と体を考える 534251 加藤  博己 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
土・2 実用英会話（日常生活編） 264231 Ｓａｔｏ　Ｍａｒｉｎａ ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０２ 語学
土・2 実用英会話（旅行編） 264331 Ｓａｔｏ　Ｍａｒｉｎａ ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－６０２ 語学
土・2 中国語ⅠＢａ（選） 290401 馮  曰珍 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－５０７ 語学
土・2 中国語ⅠＢｂ（選） 290451 馮  曰珍 （後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ７－５０７ 語学
土・2 人的資源管理論ａ 092011 堀  龍二 ◎予（前期）商２３４選 ２研－２０９ 専門教育
土・2 人的資源管理論ｂ 092021 堀  龍二 ◎予（後期）商２３４選 ２研－２０９ 専門教育



土・2 工業政策ａ 093601 中島  章子 ◎予（前期）商３４選 ８－２５６ 専門教育
土・2 工業政策ｂ 093651 中島  章子 ◎予（後期）商３４選 ８－２５６ 専門教育
土・2 アントレプレナーシップ論 097031 吉田  健太郎 ◎予（前期）商３４選 ３－３０６ 専門教育
土・2 事業創造論 097041 吉田  健太郎 ◎予（後期）商３４選 ３－３０６ 専門教育
土・2 ロジスティックスａ 099231 合田  浩之 ◎予（前期）商２３４選 ８－１５１ 専門教育
土・2 ロジスティックスｂ 099241 合田  浩之 ◎予（後期）商２３４選 ８－１５１ 専門教育
土・2 ＩＴプロフェッショナルクラスⅢ 101191 村上  泰 商４選 ３－４０４ 専門教育
土・2 卒業研究 101192 村上  泰 商４選 ３－４０４ 専門教育
土・2 心理学の基礎 534301 加藤  博己 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
土・2 心と体を考える 534351 加藤  博己 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ８－１５２ 教養教育科目自然分野
土・3 市民と経済学 093211 市村  昌利 ◎予（前期）商３４選 ３－５０１ 専門教育
土・3 社会思想史 093221 市村  昌利 ◎予（後期）商３４選 ３－５０１ 専門教育
土・3 現代産業論ａ 100611 北嶋  守 ◎予（前期）商３４選 ８－２５６ 専門教育
土・3 現代産業論ｂ 100621 北嶋  守 ◎予（後期）商３４選 ８－２５６ 専門教育
土・3 人文地理学の基礎（１） 513701 伊藤  修一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
土・3 人文地理学の基礎（２） 513751 伊藤  修一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
土・3 倫理学（７） 519501 古田  知章 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目人文分野
土・3 倫理学（８） 519551 古田  知章 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市放ＧＭ１２３４選 ８－２５７ 教養教育科目人文分野
土・4 環境経済論ａ 093901 西林  勝吾 ◎予（前期）商３４選 １－４０１ 専門教育
土・4 環境経済論ｂ 093951 西林  勝吾 ◎予（後期）商３４選 １－４０１ 専門教育
土・4 人文地理学の基礎（１） 513801 伊藤  修一 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
土・4 人文地理学の基礎（２） 513851 伊藤  修一 ◎予（後期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 １－３０２ 教養教育科目人文分野
特・2 生涯スポーツ演習Ⅰ（シーズン基礎Ａ） 552401 鈴木  淳平 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
特・2 生涯スポーツ演習Ⅰ（シーズン基礎Ｂ） 552402 鈴木  淳平 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
特・2 生涯スポーツ演習Ⅰ（シーズン応用Ａ） 552403 鈴木  淳平 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
特・2 生涯スポーツ演習Ⅰ（シーズン応用Ｂ） 552404 鈴木  淳平 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
特・3 生涯スポーツ演習Ⅱ（シーズン基礎Ａ） 552451 下谷内  勝利 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
特・3 生涯スポーツ演習Ⅱ（シーズン基礎Ｂ） 552452 下谷内  勝利 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
特・3 生涯スポーツ演習Ⅱ（シーズン応用Ａ） 552453 下谷内  勝利 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
特・3 生涯スポーツ演習Ⅱ（シーズン応用Ｂ） 552454 下谷内  勝利 禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 履修要項を参照 保健体育科目
集・1 日本国憲法 522601 松村  好恵 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ３－２１１ 教養教育科目社会分野
集・1 心理学の基礎 534601 小野  洋平 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目自然分野
集・1 ＩＣＴリテラシー 540701 山本  和弘 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０７ 教養教育科目ライフデザイン分野

集・1 ＩＣＴリテラシー 540751 大槻  涼 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ政１２３４選 ３－４０６ 教養教育科目ライフデザイン分野

集・2 日本国憲法 522651 松村  好恵 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市放ＧＭ１２３４選 ３－２１１ 教養教育科目社会分野
集・2 心理学の基礎 534651 小野  洋平 ◎予（前期）禅仏国英地文環境日外考社福経商現法Ａ政営市ＧＭ１２３４選 ３－２０６ 教養教育科目自然分野


