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曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 3 前 W101201 日本文学研究Ⅰａ(塚本)(前) 塚本章子 研究室

W101401 日本文学研究Ⅱａ(塚本)(前) 塚本章子 研究室

W101601 日本文学研究Ⅲａ(塚本)(前) 塚本章子 研究室

W101801 日本文学研究Ⅳａ(塚本)(前) 塚本章子 研究室

後 W100701 日本語学演習Ⅰｂ(中畠)(後) 中畠孝幸 研究室

W100901 日本語学演習Ⅱｂ(中畠)(後) 中畠孝幸 研究室

W101301 日本文学研究Ⅰｂ(塚本)(後) 塚本章子 研究室

W101501 日本文学研究Ⅱｂ(塚本)(後) 塚本章子 研究室

W101701 日本文学研究Ⅲｂ(塚本)(後) 塚本章子 研究室

W101901 日本文学研究Ⅳｂ(塚本)(後) 塚本章子 研究室

W102501 日本語学演習Ⅲｂ(中畠)(後) 中畠孝幸 研究室

4 前 W100201 日本文学演習Ⅰａ(塚本)(前) 塚本章子 研究室

W100202 日本文学演習Ⅰａ(田中貴)(前) 田中貴子 研究室

W100401 日本文学演習Ⅱａ(塚本)(前) 塚本章子 研究室

W100402 日本文学演習Ⅱａ(田中貴)(前) 田中貴子 研究室

W101001 日本文学演習Ⅲａ(塚本)(前) 塚本章子 研究室

W101002 日本文学演習Ⅲａ(田中貴)(前) 田中貴子 研究室

W303800 応用社会学の主要問題Ⅱ(前) 阿部真大 研究室

後 W100301 日本文学演習Ⅰｂ(塚本)(後) 塚本章子 研究室

W100302 日本文学演習Ⅰｂ(田中貴)(後) 田中貴子 研究室

W100501 日本文学演習Ⅱｂ(塚本)(後) 塚本章子 研究室

W100502 日本文学演習Ⅱｂ(田中貴)(後) 田中貴子 研究室

W101101 日本文学演習Ⅲｂ(塚本)(後) 塚本章子 研究室

W101102 日本文学演習Ⅲｂ(田中貴)(後) 田中貴子 研究室

5 前 W100203 日本文学演習Ⅰａ(田中雅)(前) 田中雅史 研究室

W100403 日本文学演習Ⅱａ(田中雅)(前) 田中雅史 研究室

W101003 日本文学演習Ⅲａ(田中雅)(前) 田中雅史 研究室

W304000 歴史学と地理学の主要問題Ⅱ(前) 中辻　享 研究室

後 W100303 日本文学演習Ⅰｂ(田中雅)(後) 田中雅史 研究室

W100503 日本文学演習Ⅱｂ(田中雅)(後) 田中雅史 研究室

W101103 日本文学演習Ⅲｂ(田中雅)(後) 田中雅史 研究室

火 1 後 W402700 人間科学思想の主要問題Ⅲ(後) 西　欣也 10-310

2 前 W100601 日本語学演習Ⅰａ(吉村)(前) 吉村裕美 10-303

W100801 日本語学演習Ⅱａ(吉村)(前) 吉村裕美 10-303

W102401 日本語学演習Ⅲａ(吉村)(前) 吉村裕美 10-303

後 W100702 日本語学演習Ⅰｂ(吉村)(後) 吉村裕美 10-303

W100902 日本語学演習Ⅱｂ(吉村)(後) 吉村裕美 10-303

W102502 日本語学演習Ⅲｂ(吉村)(後) 吉村裕美 10-303

W402800 人間科学思想の主要問題Ⅳ(後) 川田都樹子 10-310

4 前 W104400 日本語学の主要問題ａ(前) 吉村裕美 10-301

後 W104500 日本語学の主要問題ｂ(後) 吉村裕美 10-301

木 1 前 W100204 日本文学演習Ⅰａ(木股)(前) 木股知史 研究室

W100404 日本文学演習Ⅱａ(木股)(前) 木股知史 研究室

W101004 日本文学演習Ⅲａ(木股)(前) 木股知史 研究室

W205000 英語学の主要問題ａ(前) マーティン 研究室

後 W100304 日本文学演習Ⅰｂ(木股)(後) 木股知史 研究室

W100504 日本文学演習Ⅱｂ(木股)(後) 木股知史 研究室
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木 1 後 W101104 日本文学演習Ⅲｂ(木股)(後) 木股知史 研究室

W205100 英語学の主要問題ｂ(後) マーティン 研究室

2 後 W102701 日本語学研究Ⅰｂ(中畠)(後) 中畠孝幸 研究室

W102901 日本語学研究Ⅱｂ(中畠)(後) 中畠孝幸 研究室

W103101 日本語学研究Ⅲｂ(中畠)(後) 中畠孝幸 研究室

W103301 日本語学研究Ⅳｂ(中畠)(後) 中畠孝幸 研究室

3 前 W102600 日本語学研究Ⅰａ(前) 都染直也 10-309

W102800 日本語学研究Ⅱａ(前) 都染直也 10-309

W103000 日本語学研究Ⅲａ(前) 都染直也 10-309

W103200 日本語学研究Ⅳａ(前) 都染直也 10-309

後 W102702 日本語学研究Ⅰｂ(都染)(後) 都染直也 10-309

W102902 日本語学研究Ⅱｂ(都染)(後) 都染直也 10-309

W103102 日本語学研究Ⅲｂ(都染)(後) 都染直也 10-309

W103302 日本語学研究Ⅳｂ(都染)(後) 都染直也 10-309

4 前 W100602 日本語学演習Ⅰａ(都染)(前) 都染直也 10-309

W100802 日本語学演習Ⅱａ(都染)(前) 都染直也 10-309

W101202 日本文学研究Ⅰａ(木股)(前) 木股知史 研究室

W101402 日本文学研究Ⅱａ(木股)(前) 木股知史 研究室

W101602 日本文学研究Ⅲａ(木股)(前) 木股知史 研究室

W101802 日本文学研究Ⅳａ(木股)(前) 木股知史 研究室

W102402 日本語学演習Ⅲａ(都染)(前) 都染直也 10-309

後 W100703 日本語学演習Ⅰｂ(都染)(後) 都染直也 10-309

W100903 日本語学演習Ⅱｂ(都染)(後) 都染直也 10-309

W101302 日本文学研究Ⅰｂ(木股)(後) 木股知史 研究室

W101502 日本文学研究Ⅱｂ(木股)(後) 木股知史 研究室

W101702 日本文学研究Ⅲｂ(木股)(後) 木股知史 研究室

W101902 日本文学研究Ⅳｂ(木股)(後) 木股知史 研究室

W102503 日本語学演習Ⅲｂ(都染)(後) 都染直也 10-309

金 1 前 W100205 日本文学演習Ⅰａ(廣川)(前) 廣川晶輝 研究室

W100405 日本文学演習Ⅱａ(廣川)(前) 廣川晶輝 研究室

W101005 日本文学演習Ⅲａ(廣川)(前) 廣川晶輝 研究室

後 W100305 日本文学演習Ⅰｂ(廣川)(後) 廣川晶輝 研究室

W100505 日本文学演習Ⅱｂ(廣川)(後) 廣川晶輝 研究室

W101105 日本文学演習Ⅲｂ(廣川)(後) 廣川晶輝 研究室

2 前 W101203 日本文学研究Ⅰａ(廣川)(前) 廣川晶輝 10-303

W101403 日本文学研究Ⅱａ(廣川)(前) 廣川晶輝 10-303

W101603 日本文学研究Ⅲａ(廣川)(前) 廣川晶輝 10-303

W101803 日本文学研究Ⅳａ(廣川)(前) 廣川晶輝 10-303

後 W101303 日本文学研究Ⅰｂ(廣川)(後) 廣川晶輝 10-303

W101503 日本文学研究Ⅱｂ(廣川)(後) 廣川晶輝 10-303

W101703 日本文学研究Ⅲｂ(廣川)(後) 廣川晶輝 10-303

W101903 日本文学研究Ⅳｂ(廣川)(後) 廣川晶輝 10-303

4 前 W101204 日本文学研究Ⅰａ(田中雅)(前) 田中雅史 研究室

W101404 日本文学研究Ⅱａ(田中雅)(前) 田中雅史 研究室

W101604 日本文学研究Ⅲａ(田中雅)(前) 田中雅史 研究室

W101804 日本文学研究Ⅳａ(田中雅)(前) 田中雅史 研究室

後 W101304 日本文学研究Ⅰｂ(田中雅)(後) 田中雅史 研究室
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金 4 後 W101504 日本文学研究Ⅱｂ(田中雅)(後) 田中雅史 研究室

W101704 日本文学研究Ⅲｂ(田中雅)(後) 田中雅史 研究室

W101904 日本文学研究Ⅳｂ(田中雅)(後) 田中雅史 研究室

5 前 W104200 日本文学の主要問題ａ(前) 田中貴子 研究室

後 W104300 日本文学の主要問題ｂ(後) 田中貴子 研究室
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月 1 前 W204200 アカデミック・ライティングⅠａ(前) ダフィールド 研究室

W204400 アカデミック・ライティングⅡａ(前) ダフィールド 研究室

後 W204300 アカデミック・ライティングⅠｂ(後) ダフィールド 研究室

W204500 アカデミック・ライティングⅡｂ(後) ダフィールド 研究室

2 前 W200201 英米文学演習Ⅰａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

W200401 英米文学演習Ⅱａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

W200601 英米文学演習Ⅲａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

W200801 英米文学演習Ⅳａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

W201402 英語学演習Ⅰａ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(前) ダフィールド 研究室

W201602 英語学演習Ⅱａ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(前) ダフィールド 研究室

W201802 英語学演習Ⅲａ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(前) ダフィールド 研究室

W202002 英語学演習Ⅳａ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(前) ダフィールド 研究室

後 W200301 英米文学演習Ⅰｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室

W200501 英米文学演習Ⅱｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室

W200701 英米文学演習Ⅲｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室

W200901 英米文学演習Ⅳｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室

W201502 英語学演習Ⅰｂ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(後) ダフィールド 研究室

W201702 英語学演習Ⅱｂ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(後) ダフィールド 研究室

W201902 英語学演習Ⅲｂ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(後) ダフィールド 研究室

W202102 英語学演習Ⅳｂ(ﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ)(後) ダフィールド 研究室

4 前 W303800 応用社会学の主要問題Ⅱ(前) 阿部真大 研究室

5 前 W201404 英語学演習Ⅰａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

W201604 英語学演習Ⅱａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

W201804 英語学演習Ⅲａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

W202004 英語学演習Ⅳａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

W304000 歴史学と地理学の主要問題Ⅱ(前) 中辻　享 研究室

後 W201504 英語学演習Ⅰｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

W201704 英語学演習Ⅱｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

W201904 英語学演習Ⅲｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

W202104 英語学演習Ⅳｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

火 1 前 W203000 英米文化特殊講義Ⅰａ(前) 井野瀬久美惠 研究室

W203200 英米文化特殊講義Ⅱａ(前) 井野瀬久美惠 研究室

後 W203101 英米文化特殊講義Ⅰｂ(井野瀬)(後) 井野瀬久美惠 研究室

W203301 英米文化特殊講義Ⅱｂ(井野瀬)(後) 井野瀬久美惠 研究室

W402700 人間科学思想の主要問題Ⅲ(後) 西　欣也 10-310

2 前 W203401 英語学特殊講義Ⅰａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

W203601 英語学特殊講義Ⅱａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

W203801 英語学特殊講義Ⅲａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

W204001 英語学特殊講義Ⅳａ(福島)(前) 福島彰利 研究室

後 W203501 英語学特殊講義Ⅰｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

W203701 英語学特殊講義Ⅱｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

W203901 英語学特殊講義Ⅲｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

W204101 英語学特殊講義Ⅳｂ(福島)(後) 福島彰利 研究室

W402800 人間科学思想の主要問題Ⅳ(後) 川田都樹子 10-310

3 前 W200205 英米文学演習Ⅰａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室

W200405 英米文学演習Ⅱａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室

W200605 英米文学演習Ⅲａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室
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火 3 前 W200805 英米文学演習Ⅳａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室

W201401 英語学演習Ⅰａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

W201601 英語学演習Ⅱａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

W201801 英語学演習Ⅲａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

W202001 英語学演習Ⅳａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

後 W200305 英米文学演習Ⅰｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

W200505 英米文学演習Ⅱｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

W200705 英米文学演習Ⅲｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

W200905 英米文学演習Ⅳｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

W201501 英語学演習Ⅰｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

W201701 英語学演習Ⅱｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

W201901 英語学演習Ⅲｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

W202101 英語学演習Ⅳｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

4 前 W104400 日本語学の主要問題ａ(前) 吉村裕美 10-301

後 W104500 日本語学の主要問題ｂ(後) 吉村裕美 10-301

5 前 W201000 英米文化演習Ⅰａ(前) 井野瀬久美惠 研究室

W201200 英米文化演習Ⅱａ(前) 井野瀬久美惠 研究室

後 W201101 英米文化演習Ⅰｂ(井野瀬)(後) 井野瀬久美惠 研究室

W201301 英米文化演習Ⅱｂ(井野瀬)(後) 井野瀬久美惠 研究室

水 1 前 W200203 英米文学演習Ⅰａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

W200403 英米文学演習Ⅱａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

W200603 英米文学演習Ⅲａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

W200803 英米文学演習Ⅳａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

後 W200303 英米文学演習Ⅰｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

W200503 英米文学演習Ⅱｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

W200703 英米文学演習Ⅲｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

W200903 英米文学演習Ⅳｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

木 1 前 W202201 英米文学特殊講義Ⅰａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

W202401 英米文学特殊講義Ⅱａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

W202601 英米文学特殊講義Ⅲａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

W202801 英米文学特殊講義Ⅳａ(岩井)(前) 岩井　学 研究室

W205000 英語学の主要問題ａ(前) マーティン 研究室

後 W202301 英米文学特殊講義Ⅰｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

W202501 英米文学特殊講義Ⅱｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

W202701 英米文学特殊講義Ⅲｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

W202901 英米文学特殊講義Ⅳｂ(岩井)(後) 岩井　学 研究室

W205100 英語学の主要問題ｂ(後) マーティン 研究室

2 前 W200204 英米文学演習Ⅰａ(中島)(前) 中島俊郎 英文準備室

W200404 英米文学演習Ⅱａ(中島)(前) 中島俊郎 英文準備室

W200604 英米文学演習Ⅲａ(中島)(前) 中島俊郎 英文準備室

W200804 英米文学演習Ⅳａ(中島)(前) 中島俊郎 英文準備室

後 W200304 英米文学演習Ⅰｂ(中島)(後) 中島俊郎 英文準備室

W200504 英米文学演習Ⅱｂ(中島)(後) 中島俊郎 英文準備室

W200704 英米文学演習Ⅲｂ(中島)(後) 中島俊郎 英文準備室

W200904 英米文学演習Ⅳｂ(中島)(後) 中島俊郎 英文準備室

3 前 W201403 英語学演習Ⅰａ(ﾏｰﾃｨﾝ)(前) マーティン 研究室

W201603 英語学演習Ⅱａ(ﾏｰﾃｨﾝ)(前) マーティン 研究室
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木 3 前 W201803 英語学演習Ⅲａ(ﾏｰﾃｨﾝ)(前) マーティン 研究室

W202003 英語学演習Ⅳａ(ﾏｰﾃｨﾝ)(前) マーティン 研究室

後 W201503 英語学演習Ⅰｂ(ﾏｰﾃｨﾝ)(後) マーティン 研究室

W201703 英語学演習Ⅱｂ(ﾏｰﾃｨﾝ)(後) マーティン 研究室

W201903 英語学演習Ⅲｂ(ﾏｰﾃｨﾝ)(後) マーティン 研究室

W202103 英語学演習Ⅳｂ(ﾏｰﾃｨﾝ)(後) マーティン 研究室

4 後 W203102 英米文化特殊講義Ⅰｂ(安武)(後) 安武留美 研究室

W203302 英米文化特殊講義Ⅱｂ(安武)(後) 安武留美 研究室

5 前 W200202 英米文学演習Ⅰａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

W200402 英米文学演習Ⅱａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

W200602 英米文学演習Ⅲａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

W200802 英米文学演習Ⅳａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

W202204 英米文学特殊講義Ⅰａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室

W202404 英米文学特殊講義Ⅱａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室

W202604 英米文学特殊講義Ⅲａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室

W202804 英米文学特殊講義Ⅳａ(杉浦)(前) 杉浦裕子 研究室

後 W200302 英米文学演習Ⅰｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

W200502 英米文学演習Ⅱｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

W200702 英米文学演習Ⅲｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

W200902 英米文学演習Ⅳｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

W202304 英米文学特殊講義Ⅰｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

W202504 英米文学特殊講義Ⅱｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

W202704 英米文学特殊講義Ⅲｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

W202904 英米文学特殊講義Ⅳｂ(杉浦)(後) 杉浦裕子 研究室

金 1 前 W202202 英米文学特殊講義Ⅰａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

W202402 英米文学特殊講義Ⅱａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

W202602 英米文学特殊講義Ⅲａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

W202802 英米文学特殊講義Ⅳａ(秋元)(前) 秋元孝文 研究室

後 W202302 英米文学特殊講義Ⅰｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

W202502 英米文学特殊講義Ⅱｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

W202702 英米文学特殊講義Ⅲｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

W202902 英米文学特殊講義Ⅳｂ(秋元)(後) 秋元孝文 研究室

3 前 W203402 英語学特殊講義Ⅰａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

W203602 英語学特殊講義Ⅱａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

W203802 英語学特殊講義Ⅲａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

W204002 英語学特殊講義Ⅳａ(中谷)(前) 中谷健太郎 研究室

後 W203502 英語学特殊講義Ⅰｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

W203702 英語学特殊講義Ⅱｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

W203902 英語学特殊講義Ⅲｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

W204102 英語学特殊講義Ⅳｂ(中谷)(後) 中谷健太郎 研究室

5 前 W104200 日本文学の主要問題ａ(前) 田中貴子 研究室

W202203 英米文学特殊講義Ⅰａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

W202403 英米文学特殊講義Ⅱａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

W202603 英米文学特殊講義Ⅲａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

W202803 英米文学特殊講義Ⅳａ(大森)(前) 大森義彦 研究室

後 W104300 日本文学の主要問題ｂ(後) 田中貴子 研究室

W201102 英米文化演習Ⅰｂ(安武)(後) 安武留美 研究室
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金 5 後 W201302 英米文化演習Ⅱｂ(安武)(後) 安武留美 研究室

W202303 英米文学特殊講義Ⅰｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室

W202503 英米文学特殊講義Ⅱｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室

W202703 英米文学特殊講義Ⅲｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室

W202903 英米文学特殊講義Ⅳｂ(大森)(後) 大森義彦 研究室
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月 4 前 W302200 人類学特殊講義Ⅱ(前) 松川恭子 研究室

W303800 応用社会学の主要問題Ⅱ(前) 阿部真大 研究室

5 前 W304000 歴史学と地理学の主要問題Ⅱ(前) 中辻　享 研究室

火 1 通 W300804 史学地理学民俗学演習Ⅰ(出口) 出口晶子 研究室

W300806 史学地理学民俗学演習Ⅰ(鳴海) 鳴海邦匡 研究室

W300904 史学地理学民俗学演習Ⅱ(出口) 出口晶子 研究室

W300906 史学地理学民俗学演習Ⅱ(鳴海) 鳴海邦匡 研究室

前 W303000 歴史学特殊講義Ⅵ(前) 髙田　実 研究室

後 W302300 社会運動特殊講義(後) 栗田宣義 研究室

W302900 歴史学特殊講義Ⅴ(後) 髙田　実 研究室

W402700 人間科学思想の主要問題Ⅲ(後) 西　欣也 10-310

2 前 W303300 民俗文化特殊講義Ⅰ(前) 出口晶子 研究室

後 W303100 人文地理学特殊講義Ⅰ(後) 鳴海邦匡 研究室

W402800 人間科学思想の主要問題Ⅳ(後) 川田都樹子 10-310

3 前 W301700 方法論研究Ⅰ(前) 星　敦士 研究室

後 W301500 経験社会学特殊講義(後) 帯谷博明 研究室

4 通 W300807 史学地理学民俗学演習Ⅰ(髙田) 髙田　実 研究室

W300907 史学地理学民俗学演習Ⅱ(髙田) 髙田　実 研究室

前 W104400 日本語学の主要問題ａ(前) 吉村裕美 10-301

後 W104500 日本語学の主要問題ｂ(後) 吉村裕美 10-301

5 前 W300200 応用社会学演習Ⅰ(前) 栗田宣義ほか 研究室

W300400 応用社会学演習Ⅲ(前) 栗田宣義ほか 研究室

後 W300300 応用社会学演習Ⅱ(後) 栗田宣義ほか 研究室

W300500 応用社会学演習Ⅳ(後) 栗田宣義ほか 研究室

水 4 前 W301200 応用社会学特殊講義Ⅰ(前) 谷　富夫 研究室

後 W301600 表象文化特殊講義(後) 田野大輔 研究室

木 1 通 W300808 史学地理学民俗学演習Ⅰ(中辻) 中辻　享 研究室

W300908 史学地理学民俗学演習Ⅱ(中辻) 中辻　享 研究室

前 W205000 英語学の主要問題ａ(前) マーティン 研究室

後 W205100 英語学の主要問題ｂ(後) マーティン 研究室

2 通 W300802 史学地理学民俗学演習Ⅰ(佐藤・東谷) 東谷　智、佐藤泰弘 研究室

W300902 史学地理学民俗学演習Ⅱ(佐藤・東谷) 佐藤泰弘、東谷　智 研究室

3 通 W300801 史学地理学民俗学演習Ⅰ(稲田) 稲田清一 研究室

W300901 史学地理学民俗学演習Ⅱ(稲田) 稲田清一 研究室

4 前 W301900 方法論研究Ⅲ(前) 西川麦子 研究室

金 3 通 W300805 史学地理学民俗学演習Ⅰ(中町) 中町信孝 研究室

W300905 史学地理学民俗学演習Ⅱ(中町) 中町信孝 研究室

4 前 W301400 家族社会学特殊講義(前) 中里英樹 研究室

W302700 歴史学特殊講義Ⅲ(前) 中町信孝 研究室

後 W302400 地域文化特殊講義(後) 菅　康弘 研究室

5 前 W104200 日本文学の主要問題ａ(前) 田中貴子 研究室

W300600 特定研究Ⅰ(前) 中里英樹 研究室

後 W104300 日本文学の主要問題ｂ(後) 田中貴子 研究室

W300700 特定研究Ⅱ(後) 中里英樹 研究室

W302600 歴史学特殊講義Ⅱ(後) 佐藤泰弘 研究室

集中 通 W301000 総合演習Ⅰ(集中) 髙田　実ほか 研究室

W301100 総合演習Ⅱ(集中) 髙田　実ほか 研究室
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月 1 通 W400401 人間科学演習Ⅰ(環境・芸術・思想) 川田都樹子ほか

W400501 人間科学演習Ⅱ(環境・芸術・思想) 川田都樹子ほか

2 通 W404500 臨床心理基礎実習【月2+土3】 大澤香織ほか

後 W404100 臨床心理査定演習Ⅲ(後) 石川敬子 18号館2階演習室1

3 前 W403800 臨床心理面接特論Ⅱ(前) 中谷真弥 18号館3階演習室3

W403900 臨床心理査定演習Ⅰ(前) 北川　恵

後 W403400 臨床心理学特論Ⅰ(後) 森　茂起

W404000 臨床心理査定演習Ⅱ(後) 大西彩子

4 通 W400402 人間科学演習Ⅰ(心理臨床) 森　茂起ほか

W400502 人間科学演習Ⅱ(心理臨床) 森　茂起ほか

前 W303800 応用社会学の主要問題Ⅱ(前) 阿部真大 研究室 16以降

後 W400700 現代思想特論(後) 川口茂雄

5 通 W403600 臨床心理実習【月5+土4】 大西彩子ほか 18号館2階演習室1

18号館2階演習室2

18号館3階演習室3

18号館3階講演室

前 W304000 歴史学と地理学の主要問題Ⅱ(前) 中辻　享 研究室 16以降

後 W401500 現代社会と表現(後) 服部　正

火 1 前 W401400 現代芸術思想研究(前) 西　欣也

後 W402700 人間科学思想の主要問題Ⅲ(後) 西　欣也

2 前 W401800 芸術思想研究(前) 川田都樹子

後 W402800 人間科学思想の主要問題Ⅳ(後) 川田都樹子

3 前 W402100 環境教育学特論(前) 木村　博

後 W400800 環境倫理研究(後) 木村　博

4 前 W104400 日本語学の主要問題ａ(前) 吉村裕美 10-301 16以降

後 W104500 日本語学の主要問題ｂ(後) 吉村裕美 10-301 16以降

5 前 W401200 言語思想研究(前) 川口茂雄

水 1 前 W400200 人間科学総論Ⅰ(前) 子安増生

後 W400300 人間科学総論Ⅱ(後) 子安増生

2 前 W403700 臨床心理面接特論Ⅰ(前) 大澤香織

後 W403500 臨床心理学特論Ⅱ(後) 福井義一

3 前 W404600 心理学統計法(前) 敦賀麻理子 18号館2階演習室1

4 後 W404700 心理学研究法特論(後)【水4+水5】 脇田貴文 18号館2階演習室1

5 後 W404700 心理学研究法特論(後)【水4+水5】 脇田貴文 18号館2階演習室1

木 1 通 W404300 精神医学特論 森　茂起ほか 18号館3階講演室

前 W205000 英語学の主要問題ａ(前) マーティン 研究室 16以降

後 W205100 英語学の主要問題ｂ(後) マーティン 研究室 16以降

4 前 W401700 芸術と福祉(前) 服部　正

金 4 前 W404400 障害者（児）心理学特論(前) 望月直人 18号館2階演習室1

5 前 W104200 日本文学の主要問題ａ(前) 田中貴子 研究室 16以降

後 W104300 日本文学の主要問題ｂ(後) 田中貴子 研究室 16以降

土 3 通 W404500 臨床心理基礎実習【月2+土3】 大澤香織ほか

4 通 W403600 臨床心理実習【月5+土4】 大西彩子ほか 18号館2階演習室1

18号館2階演習室2

18号館3階演習室3

18号館3階講演室

集中 通 W403000 人間関係学特論(集中) 宮川貴美子
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集中 通 W403100 社会心理学特論(集中) 磯田雄二郎

W403200 人格心理学特論(集中) 坂本真佐哉

W404200 臨床教育学特論(集中) 羽下大信

W404800 心理療法特論(集中) 田中　究

W404900 トラウマ回復支援論(集中) 福井義一
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月 2 前 W500200 知的財産法(前) 山名美加 2-24

火 2 前 W602100 原子核物理学特論(前) 秋宗秀俊

後 W601100 光量子エレクトロニクス特論(後) 安藤弘明

3 前 W600700 天文学特論(前) 山本常夏

水 2 前 W601800 固体物理学(前) 青木珠緒ほか

木 2 前 W602000 宇宙物理学特論Ⅰ(前) 冨永　望

後 W601200 電子物性物理学特論(後) 小堀裕己

3 後 W601600 量子力学特論Ａ(後) 安藤弘明、小堀裕己

金 2 前 W500100 科学技術英語(前) 池田　茂

集中 通 W600201 物理学研究演習Ⅰ(須佐・冨永) 須佐　元、冨永　望

W600202 物理学研究演習Ⅰ(梶野・山本) 梶野文義、山本常夏

W600203 物理学研究演習Ⅰ(宇都宮・秋宗) 宇都宮弘章、秋宗秀俊

W600204 物理学研究演習Ⅰ(安藤・市田) 安藤弘明、市田正夫

W600205 物理学研究演習Ⅰ(青木) 青木珠緒

W600206 物理学研究演習Ⅰ(梅津) 梅津郁朗

W600207 物理学研究演習Ⅰ(小堀・山崎) 小堀裕己、山﨑篤志

W600208 物理学研究演習Ⅰ(宇都宮) 宇都宮弘章

W600301 物理学研究演習Ⅱ(須佐・冨永) 須佐　元、冨永　望

W600302 物理学研究演習Ⅱ(梶野・山本) 梶野文義、山本常夏

W600303 物理学研究演習Ⅱ(宇都宮・秋宗) 宇都宮弘章、秋宗秀俊

W600304 物理学研究演習Ⅱ(安藤・市田) 安藤弘明、市田正夫

W600305 物理学研究演習Ⅱ(青木) 青木珠緒

W600306 物理学研究演習Ⅱ(梅津) 梅津郁朗

W600307 物理学研究演習Ⅱ(小堀・山崎) 小堀裕己、山﨑篤志

W600308 物理学研究演習Ⅱ(宇都宮) 宇都宮弘章

W600401 物理学特別研究(須佐・冨永)(2017-2018) 須佐　元、冨永　望 別途掲示

W600402 物理学特別研究(梶野・山本)(2017-2018) 梶野文義、山本常夏 別途掲示

W600403 物理学特別研究(宇都宮・秋宗)(2017-2018) 宇都宮弘章、秋宗秀俊 別途掲示

W600404 物理学特別研究(安藤・市田)(2017-2018) 安藤弘明、市田正夫 別途掲示

W600405 物理学特別研究(青木)(2017-2018) 青木珠緒 別途掲示

W600406 物理学特別研究(梅津)(2017-2018) 梅津郁朗 別途掲示

W600407 物理学特別研究(小堀・山崎)(2017-2018) 小堀裕己、山﨑篤志 別途掲示

W600408 物理学特別研究(宇都宮)(2017-2018) 宇都宮弘章 別途掲示

W600451 物理学特別研究(須佐・冨永)(2018-2019) 須佐　元、冨永　望

W600452 物理学特別研究(梶野・山本)(2018-2019) 梶野文義、山本常夏

W600453 物理学特別研究(宇都宮・秋宗)(2018-2019) 宇都宮弘章、秋宗秀俊

W600454 物理学特別研究(安藤・市田)(2018-2019) 安藤弘明、市田正夫

W600455 物理学特別研究(青木)(2018-2019) 青木珠緒

W600456 物理学特別研究(梅津)(2018-2019) 梅津郁朗

W600457 物理学特別研究(小堀・山崎)(2018-2019) 小堀裕己、山﨑篤志

W600458 物理学特別研究(宇都宮)(2018-2019) 宇都宮弘章

W600800 物理学特殊講義Ⅰ(集中) 鈴木　建

W601500 物理学特殊講義Ⅳ(集中) 藤原伸夫

W601700 量子力学特論Ｂ(集中) 石原　一

W602300 科学リテラシー(集中) 須佐　元ほか
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化学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 2 前 W500200 知的財産法(前) 山名美加 2-24

後 W701800 高分子化学特論Ⅰ(後) 渡邉順司 11-401

水 1 前 W700700 有機化学特論Ⅱ(前) 片桐幸輔

2 前 W700500 物理化学特論Ⅱ(前) 村上　良

4 前 W701500 無機化学特論Ⅰ(前) 内藤宗幸

後 W701700 分析化学特論Ⅰ(後) 茶山健二

金 2 前 W500100 科学技術英語(前) 池田　茂

集中 通 W700200 化学研究演習１ 茶山健二ほか

W700300 化学研究演習２ 茶山健二ほか

W700400 化学研究実験(2017-2018) 茶山健二ほか

W700450 化学研究実験(2018-2019) 茶山健二ほか

W701000 化学特殊講義１(集中) 渡邉順司、遊佐真一

W701100 化学特殊講義２(集中) 石田斉、茶山健二
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生物学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 2 前 W500200 知的財産法(前) 山名美加 2-24

後 W701800 高分子化学特論Ⅰ(後) 渡邉順司 11-401

火 2 後 W801800 多様性生物学(後) 後藤彩子

水 1 前 W700700 有機化学特論Ⅱ 片桐幸輔

木 2 後 W801100 分子発生生物学(後) 日下部岳広

金 2 前 W500100 科学技術英語(前) 池田　茂

後 W800500 生化学特論(後) 渡辺洋平

集中 通 W800200 生物学研究演習Ⅰ 向　正則ほか

W800300 生物学研究演習Ⅱ 向　正則ほか

W800400 生物学研究実験(2017-2018) 向　正則ほか

W800450 生物学研究実験(2018-2019) 向　正則ほか

W801300 進化生物学(集中) 本多大輔

W801400 生物学特殊講義Ⅰ(集中) 須谷尚史

W801500 生物学特殊講義Ⅱ(集中) 原雄一郎
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知能情報学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 1 前 W900600 情報通信システム特論(前) 岳　五一

2 前 W500200 知的財産法(前) 山名美加 2-24

W901100 計算機アーキテクチャ特論(前) 若谷彰良

W901900 意思決定特論(前) 小出　武

3 前 W901200 数理認識特論(前) 高橋　正

W902300 自然言語処理特論(前) 永田　亮

後 W900207 知能情報学特論(高橋)(後) 高橋　正

4 前 W900700 知的システム設計特論(前) 山中仁寛

W902200 ロボティクス特論(前) 梅谷智弘

後 W900205 知能情報学特論(渡邊)(後) 渡邊栄治

火 1 後 W900201 知能情報学特論(岳)(後) 岳　五一

W900211 知能情報学特論(阪本)(後) 阪本邦夫

2 前 W902000 非線形システム特論(前) 和田昌浩

後 W900206 知能情報学特論(若谷)(後) 若谷彰良

W900209 知能情報学特論(北村)(後) 北村達也

W900214 知能情報学特論(和田)(後) 和田昌浩

W900216 知能情報学特論(梅谷)(後) 梅谷智弘

W900217 知能情報学特論(永田)(後) 永田　亮

3 前 W901000 計算機システム特論(前) 渡邊栄治

水 2 前 W900900 組合せ幾何学特論(前) 森元勘治

後 W900202 知能情報学特論(田中)(後) 田中雅博

W900204 知能情報学特論(森元)(後) 森元勘治

W900210 知能情報学特論(前田)(後) 前田多章

W900215 知能情報学特論(新田)(後) 新田直也

3 前 W902100 計算理論特論(前) 新田直也

4 前 W901400 生体情報システム特論(前) 前田多章

W901600 情報検索特論(前) 灘本明代

後 W900208 知能情報学特論(灘本)(後) 灘本明代

5 前 W900800 知能情報システム特論(前) 田中雅博

後 W900212 知能情報学特論(田村)(後) 田村祐一

木 3 後 W902400 システム最適化特論(後) 菊田健作 11-401

4 前 W901700 映像メディアシステム特論(前) 阪本邦夫

後 W900213 知能情報学特論(小出)(後) 小出　武

W900219 知能情報学特論(山中)(後) 山中仁寛

5 前 W901800 可視化とシミュレーション特論(前) 田村祐一

金 1 前 W901500 音響解析特論(前) 北村達也

2 前 W500100 科学技術英語(前) 池田　茂

3 前 W901300 情報解析特論(前) 松本茂樹

後 W900203 知能情報学特論(松本)(後) 松本茂樹

集中 通 W900301 知能情報学研究演習Ⅰ(岳) 岳　五一

W900302 知能情報学研究演習Ⅰ(田中) 田中雅博

W900303 知能情報学研究演習Ⅰ(松本) 松本茂樹

W900304 知能情報学研究演習Ⅰ(森元) 森元勘治

W900305 知能情報学研究演習Ⅰ(渡邊) 渡邊栄治

W900306 知能情報学研究演習Ⅰ(若谷) 若谷彰良

W900307 知能情報学研究演習Ⅰ(高橋) 高橋　正

W900308 知能情報学研究演習Ⅰ(灘本) 灘本明代
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知能情報学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

集中 通 W900309 知能情報学研究演習Ⅰ(北村) 北村達也

W900310 知能情報学研究演習Ⅰ(前田) 前田多章

W900311 知能情報学研究演習Ⅰ(阪本) 阪本邦夫

W900312 知能情報学研究演習Ⅰ(田村) 田村祐一

W900313 知能情報学研究演習Ⅰ(小出) 小出　武

W900314 知能情報学研究演習Ⅰ(和田) 和田昌浩

W900315 知能情報学研究演習Ⅰ(新田) 新田直也

W900316 知能情報学研究演習Ⅰ(梅谷) 梅谷智弘

W900317 知能情報学研究演習Ⅰ(永田) 永田　亮

W900319 知能情報学研究演習Ⅰ(山中) 山中仁寛

W900401 知能情報学研究演習Ⅱ(岳) 岳　五一

W900402 知能情報学研究演習Ⅱ(田中) 田中雅博

W900403 知能情報学研究演習Ⅱ(松本) 松本茂樹

W900404 知能情報学研究演習Ⅱ(森元) 森元勘治

W900405 知能情報学研究演習Ⅱ(渡邊) 渡邊栄治

W900406 知能情報学研究演習Ⅱ(若谷) 若谷彰良

W900407 知能情報学研究演習Ⅱ(高橋) 高橋　正

W900408 知能情報学研究演習Ⅱ(灘本) 灘本明代

W900409 知能情報学研究演習Ⅱ(北村) 北村達也

W900410 知能情報学研究演習Ⅱ(前田) 前田多章

W900411 知能情報学研究演習Ⅱ(阪本) 阪本邦夫

W900412 知能情報学研究演習Ⅱ(田村) 田村祐一

W900413 知能情報学研究演習Ⅱ(小出) 小出　武

W900414 知能情報学研究演習Ⅱ(和田) 和田昌浩

W900415 知能情報学研究演習Ⅱ(新田) 新田直也

W900416 知能情報学研究演習Ⅱ(梅谷) 梅谷智弘

W900417 知能情報学研究演習Ⅱ(永田) 永田　亮

W900419 知能情報学研究演習Ⅱ(山中) 山中仁寛

W900500 知能情報学特別研究(2017-2018) 岳　五一ほか

W900550 知能情報学特別研究(2018-2019) 岳　五一ほか

W902500 知識データベース特論(集中) 塚本昌彦

W902600 画像工学特論(集中) 小堀研一

W902800 システムモデリング特論(集中) 中森義輝
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＊複数のクラスがある科目の指定クラスについて
研究コース、税理コースの学生は1クラス、社会人コースの学生は2クラスを履修すること。

経済学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 2 通 WA01205 演習Ⅰ(稲田) 稲田義久 研究室

前 WA00401 経済学史基礎研究( 1ｸﾗｽ)(前)【月2+月3】 岡田元浩

3 通 WA01219 演習Ⅰ(中川) 中川真太郎 研究室

前 WA00401 経済学史基礎研究( 1ｸﾗｽ)(前)【月2+月3】 奥田　敬

4 通 WA01201 演習Ⅰ(青木) 青木浩治 研究室

WA01213 演習Ⅰ(寺尾) 寺尾　建 研究室

WA02501 社会思想史特殊研究( 1ｸﾗｽ) 奥田　敬 10-304

前 WA00301 ミクロ経済学基礎研究( 1ｸﾗｽ)(前)【月4+火2】 市野泰和 8-11

5 通 WA01203 演習Ⅰ(石川) 石川路子 研究室

WA01901 経済学原論特殊研究Ⅲ( 1ｸﾗｽ) 市野泰和 10-302

WA03901 国際経済学特殊研究Ⅰ( 1ｸﾗｽ) 青木浩治 10-307

6 通 WA00402 経済学史基礎研究( 2ｸﾗｽ) 岡田元浩 10-301

WA01211 演習Ⅰ(小山) 小山直樹 研究室

WA01801 経済学原論特殊研究Ⅱ( 1ｸﾗｽ) 寺尾　建 10-306

WA03801 都市政策論特殊研究( 1ｸﾗｽ) 石川路子 10-303

WA03902 国際経済学特殊研究Ⅰ( 2ｸﾗｽ) 青木浩治 10-307

後 WA01511 課題研究Ⅰ(石田)(後) 石田　功 研究室

7 通 WA01802 経済学原論特殊研究Ⅱ( 2ｸﾗｽ) 寺尾　建 10-306

前 WA01504 課題研究Ⅰ(岡田)(前) 岡田元浩 研究室

後 WA01604 課題研究Ⅱ(岡田)(後) 岡田元浩 研究室

WA01611 課題研究Ⅱ(石田)(後) 石田　功 研究室

火 1 通 WA01214 演習Ⅰ(柘植) 柘植隆宏 研究室

2 通 WA00501 社会思想史基礎研究( 1ｸﾗｽ) 奥田　敬

WA00801 統計学基礎研究( 1ｸﾗｽ)【(前)金3+(後)火2】 森　剛志

WA01206 演習Ⅰ(上島) 上島康弘 研究室

前 WA00301 ミクロ経済学基礎研究( 1ｸﾗｽ)(前)【月4+火2】 松岡佑治 1-31

3 通 WA04800 租税法のための法学概論 竹内綱敏 5-409 18以降

4 通 WA01215 演習Ⅰ(林) 林　健太 研究室

WA04400 租税法特殊研究Ⅱ 竹内綱敏 5-409

5 通 WA00901 計量経済学基礎研究( 1ｸﾗｽ) 村澤康友

WA01204 演習Ⅰ(市野) 市野泰和 研究室

WA01209 演習Ⅰ(奥田) 奥田　敬 研究室

WA02601 経済史特殊研究( 1ｸﾗｽ) 平井健介 10-302

WA03101 日本経済論特殊研究( 1ｸﾗｽ) 森　剛志 10-301

6 通 WA01218 演習Ⅰ(森) 森　剛志 研究室

WA02602 経済史特殊研究( 2ｸﾗｽ) 平井健介 10-302

前 WA01501 課題研究Ⅰ(青木)(前) 青木浩治 研究室

WA01506 課題研究Ⅰ(柘植)(前) 柘植隆宏 研究室

WA01507 課題研究Ⅰ(林)(前) 林　健太 研究室

後 WA01601 課題研究Ⅱ(青木)(後) 青木浩治 研究室

WA01606 課題研究Ⅱ(柘植)(後) 柘植隆宏 研究室

WA01607 課題研究Ⅱ(林)(後) 林　健太 研究室

7 通 WA00802 統計学基礎研究( 2ｸﾗｽ) 森　剛志 10-303

前 WA01508 課題研究Ⅰ(平井)(前) 平井健介 研究室

後 WA01608 課題研究Ⅱ(平井)(後) 平井健介 研究室

水 2 通 WA01212 演習Ⅰ(筒井) 筒井義郎 研究室

3 通 WA01220 演習Ⅰ(石原・竹内) 石原　忍、竹内綱敏 5-302
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＊複数のクラスがある科目の指定クラスについて
研究コース、税理コースの学生は1クラス、社会人コースの学生は2クラスを履修すること。

経済学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

水 3 通 WA01300 演習Ⅱ(石原・竹内) 竹内綱敏、石原　忍 5-302

4 通 WA01216 演習Ⅰ(平井) 平井健介 研究室

WA01400 特別演習（論文指導）(2017-2018) 石原　忍、竹内綱敏 5-302 17以前

WA01450 特別演習（論文指導）(2018-2019) 石原　忍、竹内綱敏 5-302 18以降

5 通 WA03701 環境経済学特殊研究( 1ｸﾗｽ) 柘植隆宏 10-309

6 通 WA03102 日本経済論特殊研究( 2ｸﾗｽ) 森　剛志 10-302

WA03702 環境経済学特殊研究( 2ｸﾗｽ) 柘植隆宏 10-309

前 WA01510 課題研究Ⅰ(中島)(前) 中島清貴 研究室

7 通 WA02002 経済学史特殊研究( 2ｸﾗｽ) 岡田元浩 10-301

前 WA01610 課題研究Ⅱ(中島)(前) 中島清貴 研究室

木 2 通 WA00201 マクロ経済学基礎研究( 1ｸﾗｽ)【(前)金5+(後)木2】 稲田義久

WA03300 労働経済学特殊研究 上島康弘 10-307

3 通 WA01208 演習Ⅰ(岡田) 岡田元浩 研究室

WA02700 財政学特殊研究 永廣　顕 10-302

WA04000 国際経済学特殊研究Ⅱ 高　龍秀 10-308

4 通 WA01202 演習Ⅰ(足立) 足立泰美 研究室

WA02001 経済学史特殊研究( 1ｸﾗｽ) 岡田元浩 10-307

WA04201 産業経済学特殊研究( 1ｸﾗｽ) 林　健太 10-302

5 通 WA02400 計量経済学特殊研究 小山直樹 10-305

WA03401 社会保障財政特殊研究( 1ｸﾗｽ) 足立泰美 10-306 17以降

WA03401 医療経済論特殊研究( 1ｸﾗｽ) 足立泰美 10-306 16のみ

6 通 WA03402 社会保障財政特殊研究( 2ｸﾗｽ) 足立泰美 10-306 17以降

WA03402 医療経済論特殊研究( 2ｸﾗｽ) 足立泰美 10-306 16のみ

WA04202 産業経済学特殊研究( 2ｸﾗｽ) 林　健太 10-301

前 WA01503 課題研究Ⅰ(永廣)(前) 永廣　顕 研究室

7 前 WA01502 課題研究Ⅰ(足立)(前) 足立泰美 研究室

後 WA01602 課題研究Ⅱ(足立)(後) 足立泰美 研究室

WA01603 課題研究Ⅱ(永廣)(後) 永廣　顕 研究室

金 2 通 WA01217 演習Ⅰ(村澤) 村澤康友 研究室

WA02801 金融政策論特殊研究( 1ｸﾗｽ) 筒井義郎 10-304

3 通 WA00801 統計学基礎研究( 1ｸﾗｽ)【(前)金3+(後)火2】 村澤康友

WA01207 演習Ⅰ(永廣) 永廣　顕 研究室

WA01210 演習Ⅰ(高) 高　龍秀 研究室

WA04700 租税法のための民法 石原　忍 5-301 18以降

前 WA01000 租税法のための民法Ⅰ(前) 石原　忍 5-301 17のみ

WA01000 所得税法基礎研究(前) 石原　忍 5-301 16以前

後 WA01100 租税法のための民法Ⅱ(後) 石原　忍 5-301 17のみ

WA01100 法人税法基礎研究(後) 石原　忍 5-301 16以前

4 通 WA02301 統計学特殊研究( 1ｸﾗｽ) 村澤康友 10-302

WA04300 租税法特殊研究Ⅰ 石原　忍 5-301

5 通 WA00201 マクロ経済学基礎研究( 1ｸﾗｽ)【(前)金5+(後)木2】 寺尾　建

土 1 前 WA01505 課題研究Ⅰ(寺尾)(前) 寺尾　建 研究室

2 通 WA01701 経済学原論特殊研究Ⅰ( 1ｸﾗｽ) 稲田義久 10-301

後 WA01605 課題研究Ⅱ(寺尾)(後) 寺尾　建 研究室

3 通 WA00202 マクロ経済学基礎研究( 2ｸﾗｽ) 稲田義久 10-301

前 WA01509 課題研究Ⅰ(森)(前) 森　剛志 研究室

4 後 WA01609 課題研究Ⅱ(森)(後) 森　剛志 研究室
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経営学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 1 通 WB00201 演習ＡⅠ(廣山) 廣山謙介

WB00207 演習ＡⅠ(渡邊) 渡邊和俊

WB00213 演習ＡⅠ(伊藤) 伊藤公一

WB00401 演習ＢⅠ(廣山) 廣山謙介

WB00413 演習ＢⅠ(伊藤) 伊藤公一

WB00503 演習ＢⅡ(奥野) 奥野明子

2 通 WB00301 演習ＡⅡ(廣山) 廣山謙介

WB00303 演習ＡⅡ(奥野) 奥野明子

WB00307 演習ＡⅡ(渡邊) 渡邊和俊

WB00501 演習ＢⅡ(廣山) 廣山謙介

3 通 WB00210 演習ＡⅠ(久保田) 久保田秀樹

WB00410 演習ＢⅠ(久保田) 久保田秀樹

前 WB00900 経営管理論特論(前) 奥野明子 10-301

後 WB03700 経営管理論特殊講義(後) 奥野明子 10-301

4 通 WB00310 演習ＡⅡ(久保田) 久保田秀樹

WB00403 演習ＢⅠ(奥野) 奥野明子

WB00510 演習ＢⅡ(久保田) 久保田秀樹

前 WB03000 金融論特論(前) 大塚晴之 10-303

5 通 WB00202 演習ＡⅠ(北居) 北居　明

WB00203 演習ＡⅠ(奥野) 奥野明子

WB00308 演習ＡⅡ(杉田) 杉田俊明

WB00508 演習ＢⅡ(杉田) 杉田俊明

前 WB01100 経営財務論特論(前) 馬場大治 10-411

後 WB03900 経営財務論特殊講義(後) 馬場大治 10-411

WB05800 金融論特殊講義(後) 大塚晴之 10-303

火 1 後 WB01000 経営戦略論特論(後) シュレスタ 10-411

5 通 WB00302 演習ＡⅡ(北居) 北居　明

WB00317 演習ＡⅡ(西村) 西村順二

WB00517 演習ＢⅡ(西村) 西村順二

水 1 通 WB00215 演習ＡⅠ(古田) 古田美保

WB00218 演習ＡⅠ(大塚) 大塚晴之

WB00220 演習ＡⅠ(髙室) 髙室裕史

WB00313 演習ＡⅡ(伊藤) 伊藤公一

WB00320 演習ＡⅡ(髙室) 髙室裕史

WB00415 演習ＢⅠ(古田) 古田美保

WB00418 演習ＢⅠ(大塚) 大塚晴之

WB00513 演習ＢⅡ(伊藤) 伊藤公一

前 WB01200 経営労務論特論(前) 櫻田涼子 10-307

2 通 WB00217 演習ＡⅠ(西村) 西村順二

WB00315 演習ＡⅡ(古田) 古田美保

WB00318 演習ＡⅡ(大塚) 大塚晴之

WB00417 演習ＢⅠ(西村) 西村順二

WB00420 演習ＢⅠ(髙室) 髙室裕史

WB00515 演習ＢⅡ(古田) 古田美保

WB00518 演習ＢⅡ(大塚) 大塚晴之

WB00520 演習ＢⅡ(髙室) 髙室裕史

3 後 WB03800 経営戦略論特殊講義(後) シュレスタ 10-411
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経営学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

水 4 前 WB00700 経営史特論(前) 廣山謙介 10-302

WB01600 アジア経営論特論(前) 杉田俊明 10-411

WB02200 管理会計特論(前) 杉山善浩 10-304

WB02800 マーケティング管理論特論(前) 髙室裕史 10-306

後 WB03500 経営史特殊講義(後) 廣山謙介 10-302

WB04000 経営労務論特殊講義(後) 櫻田涼子 10-307

WB04400 アジア経営論特殊講義(後) 杉田俊明 10-411

WB05000 管理会計特殊講義(後) 杉山善浩 10-304

WB05600 マーケティング管理論特殊講義(後) 髙室裕史 10-306

5 通 WB00222 演習ＡⅠ(櫻田) 櫻田涼子

WB00402 演習ＢⅠ(北居) 北居　明

WB00422 演習ＢⅠ(櫻田) 櫻田涼子

前 WB02400 情報会計システム論特論(前) 池田公司 10-305

後 WB05200 情報会計システム論特殊講義(後) 池田公司 10-305

6 通 WB00322 演習ＡⅡ(櫻田) 櫻田涼子

WB00522 演習ＢⅡ(櫻田) 櫻田涼子

木 1 通 WB00205 演習ＡⅠ(馬場) 馬場大治

WB00212 演習ＡⅠ(杉山) 杉山善浩

WB00312 演習ＡⅡ(杉山) 杉山善浩

WB00405 演習ＢⅠ(馬場) 馬場大治

後 WB05400 国際会計論特殊講義(後) 若林公美 10-301

2 通 WB00305 演習ＡⅡ(馬場) 馬場大治

WB00412 演習ＢⅠ(杉山) 杉山善浩

WB00505 演習ＢⅡ(馬場) 馬場大治

WB00512 演習ＢⅡ(杉山) 杉山善浩

前 WB03100 証券論特論(前) 山口　聖 10-302

後 WB05900 証券論特殊講義(後) 山口　聖 10-302

3 通 WB00306 演習ＡⅡ(尾形) 尾形真実哉

前 WB02300 監査論特論(前) 伊藤公一 10-411

後 WB05100 監査論特殊講義(後) 伊藤公一 10-411

4 通 WB00506 演習ＢⅡ(尾形) 尾形真実哉

前 WB02500 税務会計特論(前) 古田美保 10-304

後 WB05300 税務会計特殊講義(後) 古田美保 10-304

5 通 WB00208 演習ＡⅠ(杉田) 杉田俊明

WB00408 演習ＢⅠ(杉田) 杉田俊明

WB00502 演習ＢⅡ(北居) 北居　明

金 1 通 WB00214 演習ＡⅠ(池田) 池田公司

WB00221 演習ＡⅠ(山口) 山口　聖

WB00407 演習ＢⅠ(渡邊) 渡邊和俊

WB00414 演習ＢⅠ(池田) 池田公司

後 WB01800 経営科学特論(後) 三上和彦 10-302

WB03300 外国文献研究Ⅰ(後) 藤田順也 10-301

2 通 WB00314 演習ＡⅡ(池田) 池田公司

WB00321 演習ＡⅡ(山口) 山口　聖

WB00507 演習ＢⅡ(渡邊) 渡邊和俊

WB00514 演習ＢⅡ(池田) 池田公司

後 WB02600 国際会計論特論(後) 若林公美 10-301
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経営学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

金 2 後 WB04600 経営科学特殊講義(後) 三上和彦 10-302

3 通 WB00421 演習ＢⅠ(山口) 山口　聖

前 WB01400 工業経営論特論(前) 渡邊和俊 10-301

WB01900 企業会計論特論(前) 内藤文雄 10-303

WB02000 財務諸表論特論(前) 久保田秀樹 10-411

後 WB04700 企業会計論特殊講義(後) 内藤文雄 10-303

WB04800 財務諸表論特殊講義(後) 久保田秀樹 10-411

4 通 WB00209 演習ＡⅠ(内藤) 内藤文雄

WB00409 演習ＢⅠ(内藤) 内藤文雄

WB00521 演習ＢⅡ(山口) 山口　聖

後 WB04200 工業経営論特殊講義(後) 渡邊和俊 10-301

5 通 WB00309 演習ＡⅡ(内藤) 内藤文雄

WB00509 演習ＢⅡ(内藤) 内藤文雄

前 WB00600 経営学特論(前) 北居　明 10-411

WB02700 マーケティング・サイエンス特論(前) 西村順二 10-301

後 WB03400 経営学特殊講義(後) 北居　明 10-411

WB05500 マーケティング・サイエンス特殊講義(後) 西村順二 10-301

集中 通 WB07100 アカウンティング実務講義Ⅰ（財務と・・）(集中) 森川　優

WB07500 マーケティング実務講義Ⅰ（ﾈｯﾄﾜｰｸとﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）(集中) 廣中龍蔵

WB07800 マーケティング実務講義Ⅱ（経営とマーケティング）(集中) 松井孝悦
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生命化学専攻【修士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 2 後 WF00300 上級バイオサイエンス(後) 川上純司

火 1 後 WF00900 核酸化学特論(後) 杉本直己

2 後 WF02000 高分子科学特論(後) 長濱宏治 16以降

水 1 前 WF01300 ナノバイオセンシング特論(前) 松井　淳

木 1 前 WF01200 生命無機化学特論(前) 藤井敏司

金 1 前 WF00500 上級ケミカルサイエンス(前) 村嶋貴之

集中 通 WF00600 ナノバイオ研究演習１ 赤松謙祐ほか

WF00700 ナノバイオ研究演習２ 赤松謙祐ほか

WF00800 ナノバイオ研究実験(2017-2018) 赤松謙祐ほか

WF00850 ナノバイオ研究実験(2018-2019) 赤松謙祐ほか

WF01600 ナノバイオ創薬特論(集中) 湯川　博

WF01900 フロンティアサイエンス特論１(集中) 竹中繁織 16以降

WF02200 ナノバイオ国際演習(集中) 川上純司ほか 16以降
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日本語日本文学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 4 通 X100402 日本語学特殊研究演習Ⅰ(吉村) 吉村裕美 10-306

X100502 日本語学特殊研究演習Ⅱ(吉村) 吉村裕美 10-306

X100602 日本語学特殊研究演習Ⅲ(吉村) 吉村裕美 10-306

5 通 X100102 日本文学特殊研究演習Ⅰ(田中貴) 田中貴子 研究室

X100202 日本文学特殊研究演習Ⅱ(田中貴) 田中貴子 研究室

X100302 日本文学特殊研究演習Ⅲ(田中貴) 田中貴子 研究室

木 5 通 X100101 日本文学特殊研究演習Ⅰ(木股) 木股知史 研究室

X100201 日本文学特殊研究演習Ⅱ(木股) 木股知史 研究室

X100301 日本文学特殊研究演習Ⅲ(木股) 木股知史 研究室

金 3 通 X100401 日本語学特殊研究演習Ⅰ(都染) 都染直也 10-307

X100501 日本語学特殊研究演習Ⅱ(都染) 都染直也 10-307

X100601 日本語学特殊研究演習Ⅲ(都染) 都染直也 10-307

4 通 X100103 日本文学特殊研究演習Ⅰ(廣川) 廣川晶輝 10-307

X100203 日本文学特殊研究演習Ⅱ(廣川) 廣川晶輝 10-307

X100303 日本文学特殊研究演習Ⅲ(廣川) 廣川晶輝 10-307

5 通 X100700 日本文学特殊研究Ⅰ 田中雅史 研究室

X100800 日本文学特殊研究Ⅱ 田中雅史 研究室
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英語英米文学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 1 通 X200700 英語学特殊研究演習Ⅰ 中谷健太郎 研究室

X200800 英語学特殊研究演習Ⅱ 中谷健太郎 研究室

X200900 英語学特殊研究演習Ⅲ 中谷健太郎 研究室

火 2 通 X201000 英米文化特殊研究演習Ⅰ 井野瀬久美惠 研究室

X201100 英米文化特殊研究演習Ⅱ 井野瀬久美惠 研究室

X201200 英米文化特殊研究演習Ⅲ 井野瀬久美惠 研究室

木 1 通 X201600 英語学特殊研究Ⅰ ダフィールド 研究室

X201700 英語学特殊研究Ⅱ ダフィールド 研究室

X201800 英語学特殊研究Ⅲ ダフィールド 研究室

3 通 X200100 英米文学特殊研究演習（散文・小説）Ⅰ 大森義彦 研究室

X200200 英米文学特殊研究演習（散文・小説）Ⅱ 大森義彦 研究室

X200300 英米文学特殊研究演習（散文・小説）Ⅲ 大森義彦 研究室

金 2 通 X201300 英米文学特殊研究Ⅰ 秋元孝文 研究室

X201400 英米文学特殊研究Ⅱ 秋元孝文 研究室

X201500 英米文学特殊研究Ⅲ 秋元孝文 研究室
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応用社会学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

火 2 通 X300106 応用社会学研究演習Ⅰ(髙田) 髙田　実 研究室

X300206 応用社会学研究演習Ⅱ(髙田) 髙田　実 研究室

X300306 応用社会学研究演習Ⅲ(髙田) 髙田　実 研究室

水 1 通 X300401 応用社会学特殊研究Ⅰ(菅) 菅　康弘 研究室

X300402 応用社会学特殊研究Ⅰ(星) 星　敦士 研究室

X300403 応用社会学特殊研究Ⅰ(阿部) 阿部真大 研究室

X300501 応用社会学特殊研究Ⅱ(谷) 谷　富夫 研究室

X300502 応用社会学特殊研究Ⅱ(星) 星　敦士 研究室

X300503 応用社会学特殊研究Ⅱ(阿部) 阿部真大 研究室

X300601 応用社会学特殊研究Ⅲ(栗田) 栗田宣義 研究室

X300602 応用社会学特殊研究Ⅲ(星) 星　敦士 研究室

X300603 応用社会学特殊研究Ⅲ(阿部) 阿部真大 研究室

X300700 人文地理学特殊研究Ⅰ 出口晶子 研究室

5 通 X300101 応用社会学研究演習Ⅰ(栗田) 栗田宣義 研究室

X300103 応用社会学研究演習Ⅰ(菅) 菅　康弘 研究室

X300105 応用社会学研究演習Ⅰ(谷) 谷　富夫 研究室

X300107 応用社会学研究演習Ⅰ(中里) 中里英樹 研究室

X300108 応用社会学研究演習Ⅰ(田野) 田野大輔 研究室

X300109 応用社会学研究演習Ⅰ(松川) 松川恭子 研究室

X300110 応用社会学研究演習Ⅰ(帯谷) 帯谷博明 研究室

X300201 応用社会学研究演習Ⅱ(栗田) 栗田宣義 研究室

X300203 応用社会学研究演習Ⅱ(菅) 菅　康弘 研究室

X300205 応用社会学研究演習Ⅱ(谷) 谷　富夫 研究室

X300207 応用社会学研究演習Ⅱ(中里) 中里英樹 研究室

X300208 応用社会学研究演習Ⅱ(田野) 田野大輔 研究室

X300209 応用社会学研究演習Ⅱ(松川) 松川恭子 研究室

X300210 応用社会学研究演習Ⅱ(帯谷) 帯谷博明 研究室

X300301 応用社会学研究演習Ⅲ(栗田) 栗田宣義 研究室

X300303 応用社会学研究演習Ⅲ(菅) 菅　康弘 研究室

X300305 応用社会学研究演習Ⅲ(谷) 谷　富夫 研究室

X300307 応用社会学研究演習Ⅲ(中里) 中里英樹 研究室

X300308 応用社会学研究演習Ⅲ(田野) 田野大輔 研究室

X300309 応用社会学研究演習Ⅲ(松川) 松川恭子 研究室

X300310 応用社会学研究演習Ⅲ(帯谷) 帯谷博明 研究室

木 1 通 X300102 応用社会学研究演習Ⅰ(出口) 出口晶子 研究室

X300202 応用社会学研究演習Ⅱ(出口) 出口晶子 研究室

X300302 応用社会学研究演習Ⅲ(出口) 出口晶子 研究室
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人間科学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 1 後 X400100 臨床心理特殊研究Ⅰ(後) 北川　恵 研究室

X400200 臨床心理特殊研究Ⅱ(後) 富樫公一 研究室

X400300 臨床心理特殊研究Ⅲ(後) 福井義一 研究室

X400400 臨床心理特殊研究Ⅳ(後) 森　茂起 研究室

火 5 後 X400800 環境・芸術・思想特殊研究Ⅱ(後) 木村　博 研究室

木 1 前 X400700 環境・芸術・思想特殊研究Ⅰ(前) 西　欣也 研究室

X401100 環境・芸術・思想特殊研究Ⅴ(前) 川田都樹子 10-208人間科学

科表現実習室

集中 通 X401201 人間科学研究演習Ⅰ(環境・芸術・思想) 木村　博ほか 研究室

X401202 人間科学研究演習Ⅰ(心理臨床) 森　茂起ほか 研究室

X401301 人間科学研究演習Ⅱ(環境・芸術・思想) 木村　博ほか 研究室

X401302 人間科学研究演習Ⅱ(心理臨床) 森　茂起ほか 研究室

X401401 人間科学研究演習Ⅲ(環境・芸術・思想) 木村　博ほか 研究室

X401402 人間科学研究演習Ⅲ(心理臨床) 森　茂起ほか 研究室
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物理学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 1 後 X500107 物理学特別講義(山崎)(後) 山﨑篤志

2 後 X500101 物理学特別講義(梶野)(後) 梶野文義

X500102 物理学特別講義(宇都宮)(後) 宇都宮弘章

X500105 物理学特別講義(須佐)(後) 須佐　元

木 1 後 X500103 物理学特別講義(安藤)(後) 安藤弘明

X500108 物理学特別講義(冨永)(後) 冨永　望

2 後 X500104 物理学特別講義(梅津)(後) 梅津郁朗

金 2 後 X500106 物理学特別講義(小堀)(後) 小堀裕己

集中 通 X500200 物理学研究演習Ⅲ 梶野文義ほか

X500300 物理学研究演習Ⅳ 梶野文義ほか

X500400 物理学研究演習Ⅴ 梶野文義ほか

X500500 理論宇宙物理ゼミナール 須佐　元、冨永　望

X500600 宇宙粒子物理ゼミナール 梶野文義、山本常夏

X500700 原子核物理ゼミナール 宇都宮弘章、秋宗秀俊

X500800 光・量子エレクトロニクスゼミナール 安藤弘明、市田正夫

X500900 光物性ゼミナール 青木珠緒

X501000 半導体ゼミナ－ル 梅津郁朗

X501100 電子物性物理ゼミナール 小堀裕己、山﨑篤志

X501200 宇宙核物理ゼミナール 宇都宮弘章
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生命・機能科学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 4 後 X600400 生命・機能科学特殊講義Ⅰ(後) 山本雅博ほか

X600600 生命・機能科学特殊講義Ⅲ(後) 向　正則ほか

水 2 後 X600500 生命・機能科学特殊講義Ⅱ(後) 町田信也ほか

集中 通 X600100 生命・機能科学研究演習Ⅰ 茶山健二ほか

X600200 生命・機能科学研究演習Ⅱ 茶山健二ほか

X600300 生命・機能科学研究演習Ⅲ 茶山健二ほか

X600700 環境・資源科学ゼミナール 山本雅博ほか

X600800 エネルギー科学ゼミナール 町田信也ほか

X600900 分子生命科学ゼミナール 日下部岳広ほか

X601000 細胞生命科学ゼミナール 今井博之ほか

27/31



知能情報学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 1 後 X700400 情報通信ネットワーク特別講義(後) 岳　五一

3 後 X700700 知的画像処理特別講義(後) 渡邊栄治

火 1 後 X700600 知能情報システム科学特別講義(後) 田中雅博

X701500 非線形システム特別講義(後) 和田昌浩

2 後 X701100 情報検索特別講義(後) 灘本明代

3 後 X700800 計算機アーキテクチャ特別講義(後) 若谷彰良

水 2 後 X701000 立体映像システム特別講義(後) 阪本邦夫

5 後 X702300 認知神経心理学特別講義(後) 前田多章 18以降

木 2 後 X700900 音声工学特別講義(後) 北村達也

5 後 X701400 意思決定特別講義(後) 小出　武

金 1 後 X701300 情報可視化特別講義(後) 田村祐一

3 後 X700100 情報幾何特別講義(後) 森元勘治

5 後 X700200 情報調和解析特別講義(後) 松本茂樹

土 1 後 X701200 数理認識特別講義(後) 高橋　正

集中 通 X701600 情報構造ゼミナール 岳　五一ほか

X701700 システム応用ゼミナール 田中雅博ほか

X701800 知能情報学研究演習Ⅲ 岳　五一ほか

X701900 知能情報学研究演習Ⅳ 岳　五一ほか

X702000 知能情報学研究演習Ⅴ 岳　五一ほか

X702100 知能情報学研究演習Ⅵ 岳　五一ほか

X702200 知能情報学研究演習Ⅶ 岳　五一ほか
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経営学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

月 1 通 X800106 演習Ⅰ(杉田) 杉田俊明

2 通 X800206 演習Ⅱ(杉田) 杉田俊明

3 通 X800105 演習Ⅰ(渡邊) 渡邊和俊

X800306 演習Ⅲ(杉田) 杉田俊明

X800904 経営財務論特殊研究 馬場大治 10-411

4 通 X800205 演習Ⅱ(渡邊) 渡邊和俊

X801406 アジア経営論特殊研究 杉田俊明 10-411

5 通 X800305 演習Ⅲ(渡邊) 渡邊和俊

水 1 通 X800104 演習Ⅰ(馬場) 馬場大治

X800109 演習Ⅰ(杉山) 杉山善浩

X800110 演習Ⅰ(池田) 池田公司

X800303 演習Ⅲ(奥野) 奥野明子

2 通 X800203 演習Ⅱ(奥野) 奥野明子

X800204 演習Ⅱ(馬場) 馬場大治

X800209 演習Ⅱ(杉山) 杉山善浩

X800210 演習Ⅱ(池田) 池田公司

3 通 X800103 演習Ⅰ(奥野) 奥野明子

X800112 演習Ⅰ(大塚) 大塚晴之

X800113 演習Ⅰ(古田) 古田美保

X800304 演習Ⅲ(馬場) 馬場大治

X800309 演習Ⅲ(杉山) 杉山善浩

X800310 演習Ⅲ(池田) 池田公司

4 通 X800212 演習Ⅱ(大塚) 大塚晴之

X800213 演習Ⅱ(古田) 古田美保

X800703 経営管理論特殊研究 奥野明子 10-301

X802210 情報会計システム論特殊研究 池田公司 10-305

5 通 X800312 演習Ⅲ(大塚) 大塚晴之

X800313 演習Ⅲ(古田) 古田美保

X802009 管理会計特殊研究 杉山善浩 10-304

木 1 通 X800101 演習Ⅰ(廣山) 廣山謙介

2 通 X800201 演習Ⅱ(廣山) 廣山謙介

3 通 X800301 演習Ⅲ(廣山) 廣山謙介

X801205 工業経営論特殊研究 渡邊和俊 10-301

4 通 X800502 経営史特殊研究 廣山謙介 10-411

5 通 X802612 金融論特殊研究 大塚晴之 10-303

X805713 税務会計特殊研究 古田美保 10-304 15以降

金 1 通 X800102 演習Ⅰ(北居) 北居　明

X800111 演習Ⅰ(西村) 西村順二

2 通 X800202 演習Ⅱ(北居) 北居　明

X800211 演習Ⅱ(西村) 西村順二

X801808 財務諸表論特殊研究 久保田秀樹 10-411

3 通 X800302 演習Ⅲ(北居) 北居　明

X802411 マーケティング・サイエンス特殊研究 西村順二 10-304

4 通 X800108 演習Ⅰ(久保田) 久保田秀樹

X800208 演習Ⅱ(久保田) 久保田秀樹

X800308 演習Ⅲ(久保田) 久保田秀樹

X800311 演習Ⅲ(西村) 西村順二
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経営学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

金 4 通 X800401 経営学特殊研究 北居　明 10-411

土 1 通 X801707 企業会計論特殊研究 内藤文雄 10-303

3 通 X800107 演習Ⅰ(内藤) 内藤文雄

4 通 X800207 演習Ⅱ(内藤) 内藤文雄

5 通 X800307 演習Ⅲ(内藤) 内藤文雄
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生命化学専攻【博士】

曜
日

時
限

期
別

授業コード 授業科目名称 担当者 教室 適用 備考

金 2 前 XF00400 ナノバイオ特殊講義１(前) 村嶋貴之ほか

XF00500 ナノバイオ特殊講義２(前) 西方敬人ほか

XF00600 ナノバイオ特殊講義３(前) 中野修一ほか

集中 通 XF00100 ナノバイオ研究演習３ 赤松謙祐ほか

XF00200 ナノバイオ研究演習４ 赤松謙祐ほか

XF00300 ナノバイオ研究演習５ 赤松謙祐ほか

XF00700 ナノバイオゼミナール１ 村嶋貴之ほか

XF00800 ナノバイオゼミナール２ 西方敬人ほか

XF00900 ナノバイオゼミナール３ 中野修一ほか

XF01000 国際研究演習(集中) 西方敬人 17以前

XF01100 ナノバイオ国際研究演習(集中) 赤松謙祐ほか 18以降

XF01200 ナノバイオ特殊講義４(集中) 赤松謙祐ほか 18以降

XF01300 ナノバイオゼミナール４(集中) 赤松謙祐ほか 18以降
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