
2020年9月29日
時間割CD 科目名 担当教員名 学期 曜日 時限 授業形態（最新情報） 更新歴
221002 地域社会研究入門ⅠB 木村　暁 秋期 水曜日 4 オンライン
221003 地域社会研究入門ⅠB 小川  英文 秋期 水曜日 3 オンライン
221004 地域社会研究入門ⅠB〔外国史〕 巽　由樹子 秋期 水曜日 3 オンライン

222001 現代世界論入門ⅠB 中山  智香子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

222003 現代世界論入門ⅡB 金  富子 秋期 水曜日 2 オンライン
222006 現代世界論入門ⅢB 大川  正彦 秋期 火曜日 1 オンライン
223004 法学入門B 鈴木  美弥子 秋期 月曜日 1 オンライン
223007 経済学入門B 蒲生  慶一 秋期 月曜日 2 オンライン
223008 国際関係論入門B 中山　裕美 秋期 月曜日 1 オンライン
223009 経営学入門B 渡辺　周 秋期 火曜日 6 オンライン
223010 政治学入門B 土井　翔平 秋期 木曜日 4 オンライン
321004 地域社会研究概論ⅡB 久米  順子 秋期 水曜日 4 オンライン
321005 地域社会研究概論ⅡB 澤田  ゆかり 秋期 水曜日 3 オンライン
322002 現代世界論概論ⅠB 小田　マサノリ 秋期 金曜日 4 オンライン
323003 国際政治概論B 山口　航 秋期 水曜日 4 オンライン
323005 国際法概論B 佐藤  義明 秋期 火曜日 4 オンライン
323007 国際経済概論B 出町　一恵 秋期 火曜日 5 オンライン
421014 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B ガリ　オルティゴーサ 秋期 木曜日 5 オンライン
421015 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 秋期 月曜日 3 オンライン
421016 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B 久米  順子 秋期 金曜日 2 オンライン
421017 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 木曜日 3 オンライン
421018 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B 白木  太一 秋期 火曜日 4 オンライン
421019 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B 吉岡  潤 秋期 木曜日 4 オンライン
421020 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B 押尾　高志 秋期 月曜日 5 オンライン
421022 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 5 オンライン
421023 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B 芹生　尚子 秋期 金曜日 2 オンライン
421024 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B 伊東　剛史 秋期 月曜日 4 オンライン
421026 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B3 千葉  敏之 秋期 火曜日 2 オンライン
421036 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B(専門演習) 千葉  敏之 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421037 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B(専門演習) 芹生　尚子 秋期 水曜日 2 担当教員の指示による
421039 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B(専門演習) 久米  順子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
421040 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B(専門演習) ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421041 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B(専門演習) 福嶋　千穂 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
421042 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B(専門演習) 伊東　剛史 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421043 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B(専門演習) 篠原  琢 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による

421047 ｱﾒﾘｶ地域研究B2 大鳥　由香子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

421048 ｱﾒﾘｶ地域研究B 高橋　均 秋期 月曜日 3 オンライン
421049 ｱﾒﾘｶ地域研究B 舛方　周一郎 秋期 水曜日 1 オンライン
421053 ｱﾒﾘｶ地域研究B(専門演習) 大鳥　由香子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
421054 ｱﾒﾘｶ地域研究B(専門演習) 高橋　均 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
421055 ｱﾒﾘｶ地域研究B(専門演習) 舛方　周一郎 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421062 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B 濱本　真実 秋期 水曜日 3 オンライン
421063 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B 鈴木  義一 秋期 月曜日 4 オンライン
421064 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B 巽　由樹子 秋期 火曜日 2 オンライン
421065 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B 木村　暁 秋期 火曜日 4 オンライン
421066 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B 上村  明 秋期 火曜日 4 オンライン

421067 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B1 青木　雅浩 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

421072 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B(専門演習) 鈴木  義一 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
421073 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B(専門演習) 巽　由樹子 秋期 月曜日 3 担当教員の指示による
421074 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B(専門演習) 青木　雅浩 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421075 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B(専門演習) 木村　暁 秋期 月曜日 3 担当教員の指示による
421080 日本地域研究B 友常  勉 秋期 水曜日 2 オンライン
421081 日本地域研究B ジョン　ポーター 秋期 火曜日 4 オンライン
421082 日本地域研究B 木村　正美 秋期 月曜日 4 オンライン
421090 日本地域研究B(専門演習) 米谷  匡史 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421091 日本地域研究B(専門演習) 友常  勉 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
421092 日本地域研究B(専門演習) ジョン　ポーター 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421097 東ｱｼﾞｱ地域研究B 相馬　直子 秋期 金曜日 3 オンライン
421098 東ｱｼﾞｱ地域研究B 朱　海燕 秋期 水曜日 2 オンライン
421099 東ｱｼﾞｱ地域研究B1 今村　弘子 秋期 木曜日 4 オンライン
421100 東ｱｼﾞｱ地域研究B1 丹羽  泉 秋期 火曜日 3 オンライン
421101 東ｱｼﾞｱ地域研究B1 小笠原  欣幸 秋期 月曜日 3 オンライン
421103 東ｱｼﾞｱ地域研究B1 藤井　豪 秋期 月曜日 3 オンライン
421109 東ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 澤田  ゆかり 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421110 東ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 倉田　明子 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421111 東ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 丹羽  泉 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
421112 東ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 小笠原  欣幸 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
421113 東ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 藤井　豪 秋期 木曜日 2 担当教員の指示による
421116 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 増原　綾子 秋期 月曜日 4 オンライン
421121 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 柴山　信二朗 秋期 火曜日 2 オンライン
421122 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 左右田 直規 秋期 金曜日 2 オンライン
421123 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 左右田 直規 秋期 木曜日 3 オンライン
421124 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 小川  英文 秋期 木曜日 5 オンライン
421125 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 宮田  敏之 秋期 火曜日 4 オンライン
421126 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 今村  宣勝 秋期 火曜日 4 オンライン
421127 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 栗原  浩英 秋期 水曜日 3 オンライン
421128 東南ｱｼﾞｱ地域研究B 高橋  宏明 秋期 金曜日 4 オンライン
421129 東南ｱｼﾞｱ地域研究B2 菊池  陽子 秋期 月曜日 3 オンライン
421135 東南ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 左右田 直規 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
421136 東南ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 小川  英文 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421137 東南ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 宮田  敏之 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421138 東南ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 菊池  陽子 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
421139 東南ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 今井  昭夫 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
421141 ｵｾｱﾆｱ地域研究B 柄木田　康之 秋期 金曜日 2 オンライン
421142 ｵｾｱﾆｱ地域研究B 山内  由理子 秋期 金曜日 3 オンライン
421144 ｵｾｱﾆｱ地域研究B(専門演習) 山内  由理子 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
421147 中東地域研究B 近藤  信彰 秋期 月曜日 3 オンライン
421148 中東地域研究B 堀拔  功二 秋期 月曜日 5 オンライン
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421149 中東地域研究B 川本　智史 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

421150 中東地域研究B2 青山 弘之 秋期 木曜日 2 オンライン
421153 中東地域研究B(専門演習) 青山 弘之 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
421154 中東地域研究B(専門演習) 川本　智史 秋期 火曜日 2 担当教員の指示による
421157 南ｱｼﾞｱ地域研究B 藤井  毅 秋期 金曜日 2 オンライン
421158 南ｱｼﾞｱ地域研究B 足立  享祐 秋期 水曜日 3 オンライン
421160 南ｱｼﾞｱ地域研究B(専門演習) 藤井  毅 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421164 ｱﾌﾘｶ地域研究B 坂井  真紀子 秋期 木曜日 5 オンライン
421165 ｱﾌﾘｶ地域研究B 大石　高典 秋期 木曜日 2 オンライン
421166 ｱﾌﾘｶ地域研究B 鈴木  裕之 秋期 金曜日 3 オンライン
421170 ｱﾌﾘｶ地域研究B(専門演習) 坂井  真紀子 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
421171 ｱﾌﾘｶ地域研究B(専門演習) 大石　高典 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421173 ﾄﾗﾝｽ･ﾘｰｼﾞｮﾅﾙB(専門演習) 丹羽  泉 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421176 自然地理学B 井上  耕一郎 秋期 火曜日 2 オンライン
421177 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B2 篠原  琢 秋期 火曜日 2 オンライン
421180 ｱﾌﾘｶ地域研究B 村橋　勲・村津　蘭 秋期 木曜日 3 オンライン
421502 卒業論文演習B 大鳥　由香子 秋期 月曜日 1 担当教員の指示による
421504 卒業論文演習B 伊東　剛史 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421506 卒業論文演習B 千葉  敏之 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421508 卒業論文演習B 芹生　尚子 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
421509 卒業論文演習B 久米  順子 秋期 木曜日 3 担当教員の指示による
421511 卒業論文演習B 巽　由樹子 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
421513 卒業論文演習B ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421517 卒業論文演習B 鈴木  義一 秋期 月曜日 3 担当教員の指示による
421519 卒業論文演習B 福嶋　千穂 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421521 卒業論文演習B 篠原  琢 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421523 卒業論文演習B 澤田  ゆかり 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421525 卒業論文演習B 倉田　明子 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421527 卒業論文演習B 丹羽  泉 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421529 卒業論文演習B 丹羽  泉 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
421531 卒業論文演習B 小笠原  欣幸 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421533 卒業論文演習B 青木　雅浩 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
421535 卒業論文演習B 左右田 直規 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
421537 卒業論文演習B 小川  英文 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
421539 卒業論文演習B 宮田  敏之 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421541 卒業論文演習B 菊池  陽子 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421543 卒業論文演習B 今井  昭夫 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
421545 卒業論文演習B 藤井  毅 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421547 卒業論文演習B 青山 弘之 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
421549 卒業論文演習B 吉田  ゆり子 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
421551 卒業論文演習B 米谷  匡史 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421553 卒業論文演習B 友常  勉 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421555 卒業論文演習B 山内  由理子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
421557 卒業論文演習B ジョン　ポーター 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421559 卒業論文演習B 大石　高典 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421561 卒業論文演習B 坂井  真紀子 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421563 卒業論文演習B 高橋　均 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421565 卒業論文演習B 木村　暁 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
421567 卒業論文演習B 川本　智史 秋期 火曜日 3 担当教員の指示による
421569 卒業論文演習B 舛方　周一郎 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421571 卒業論文演習B 藤井　豪 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
421901 卒業論文 大鳥　由香子 通年集中 時間外 ―
421902 卒業論文 伊東　剛史 通年集中 時間外 ―
421903 卒業論文 千葉  敏之 通年集中 時間外 ―
421904 卒業論文 芹生　尚子 通年集中 時間外 ―
421905 卒業論文 久米  順子 通年集中 時間外 ―
421906 卒業論文 ルシオ・デ・ソゥザ 通年集中 時間外 ―
421908 卒業論文 鈴木  義一 通年集中 時間外 ―
421909 卒業論文 巽　由樹子 通年集中 時間外 ―
421910 卒業論文 福嶋　千穂 通年集中 時間外 ―
421911 卒業論文 篠原  琢 通年集中 時間外 ―
421912 卒業論文 澤田  ゆかり 通年集中 時間外 ―
421913 卒業論文 倉田　明子 通年集中 時間外 ―
421914 卒業論文 丹羽  泉 通年集中 時間外 ―
421915 卒業論文 小笠原  欣幸 通年集中 時間外 ―
421916 卒業論文 青木　雅浩 通年集中 時間外 ―
421917 卒業論文 左右田 直規 通年集中 時間外 ―
421918 卒業論文 小川  英文 通年集中 時間外 ―
421919 卒業論文 宮田  敏之 通年集中 時間外 ―
421920 卒業論文 菊池  陽子 通年集中 時間外 ―
421921 卒業論文 今井  昭夫 通年集中 時間外 ―
421922 卒業論文 藤井  毅 通年集中 時間外 ―
421923 卒業論文 青山 弘之 通年集中 時間外 ―
421924 卒業論文 吉田  ゆり子 通年集中 時間外 ―
421925 卒業論文 米谷  匡史 通年集中 時間外 ―
421926 卒業論文 友常  勉 通年集中 時間外 ―
421927 卒業論文 山内  由理子 通年集中 時間外 ―
421928 卒業論文 ジョン　ポーター 通年集中 時間外 ―
421929 卒業論文 大石　高典 通年集中 時間外 ―
421930 卒業論文 坂井  真紀子 通年集中 時間外 ―
421931 卒業論文 高橋　均 通年集中 時間外 ―
421932 卒業論文 木村　暁 通年集中 時間外 ―
421933 卒業論文 舛方　周一郎 通年集中 時間外 ―
421934 卒業論文 藤井　豪 通年集中 時間外 ―
421935 卒業論文 川本　智史 通年集中 時間外 ―
422002 歴史社会論B 吉田  ゆり子 秋期 木曜日 3 オンライン
422004 社会文化論B 米谷  匡史 秋期 金曜日 4 オンライン 9/15　閉講
422006 歴史社会論B（専門演習） 吉田  ゆり子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
422008 社会文化論B（専門演習） 米谷  匡史 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
422010 現代社会史論B 小野寺　拓也 秋期 金曜日 2 オンライン
422011 現代社会史論B 古川  高子 秋期 木曜日 3 オンライン
422014 現代社会史論B(専門演習) 小野寺　拓也 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
422015 現代社会史論B(専門演習) 古川  高子 秋期 木曜日 4 オンライン 9/16　授業形態変更
422017 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ論B 金  富子 秋期 火曜日 2 オンライン
422019 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ論B(専門演習) 金  富子 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
422021 教育社会学B 加藤  美帆 秋期 火曜日 1 オンライン
422023 教育社会学B(専門演習) 加藤  美帆 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
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422028 社会学B 上原　こずえ 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

422029 社会学B1 瀧脇  憲 秋期 金曜日 2 オンライン
422030 社会学B1 柏崎　正憲 秋期 火曜日 5 オンライン
422032 社会学B1 田邊　佳美 秋期 水曜日 2 オンライン
422035 社会学B(専門演習) 上原　こずえ 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
422036 社会学B(専門演習) 田邊　佳美 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
422039 哲学･社会思想B 岩崎  稔 秋期 金曜日 3 オンライン
422042 哲学･社会思想B(専門演習) 岩崎  稔 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
422044 政治理論B 大川  正彦 秋期 木曜日 4 オンライン
422046 政治理論B（専門演習） 大川  正彦 秋期 水曜日 1 担当教員の指示による

422049 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞB 佐川　徹 秋期 時間外 オンデマンド

9/16　授業形態変更
※　受講時間帯を問わないが、期日まで
の課題等提出があるため担当教員の指

示を仰ぐこと。

422050 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞB 中山  智香子 秋期 月曜日 2 オンライン
422053 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞB(専門演習) 中山  智香子 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
422054 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞB(専門演習) 真島  一郎 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
422056 ｴｽﾉﾎﾟﾘﾃｨｸｽB 藤井　欣子 秋期 月曜日 3 オンライン
422058 ｴｽﾉﾎﾟﾘﾃｨｸｽB(専門演習) 藤井　欣子 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
422502 卒業論文演習B 岩崎  稔 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
422504 卒業論文演習B 金  富子 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
422506 卒業論文演習B 真島  一郎 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
422508 卒業論文演習B 中山  智香子 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
422511 卒業論文演習B 加藤  美帆 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
422513 卒業論文演習B 大川  正彦 秋期 水曜日 2 担当教員の指示による
422515 卒業論文演習B 上原　こずえ 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
422517 卒業論文演習B 小野寺　拓也 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
422519 卒業論文演習B 田邊　佳美 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
422901 卒業論文 岩崎  稔 通年集中 時間外 ―
422902 卒業論文 金  富子 通年集中 時間外 ―
422903 卒業論文 真島  一郎 通年集中 時間外 ―
422904 卒業論文 中山  智香子 通年集中 時間外 ―
422905 卒業論文 李  孝徳 通年集中 時間外 ―
422906 卒業論文 加藤  美帆 通年集中 時間外 ―
422907 卒業論文 大川  正彦 通年集中 時間外 ―
422908 卒業論文 上原　こずえ 通年集中 時間外 ―
422909 卒業論文 小野寺　拓也 通年集中 時間外 ―
422910 卒業論文 田邊　佳美 通年集中 時間外 ―
423004 比較政治論B 若松  邦弘 秋期 月曜日 5 オンライン
423005 比較政治論B 松永  泰行 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　教員変更、曜限変更
423008 比較政治論B(専門演習) 松永  泰行 秋期 木曜日 3 担当教員の指示による
423009 比較政治論B(専門演習) 若松  邦弘 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
423012 国際法B 佐藤  義明 秋期 火曜日 3 オンライン
423015 国際法B(専門演習) 松隈  潤 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
423016 国際機構論B 富田　麻理 秋期 水曜日 2 オンライン
423017 国際機構論B 小尾  尚子 秋期 金曜日 4 オンライン
423024 法学B 鈴木  美弥子 秋期 金曜日 3 オンライン
423025 法学B 金丸　絢子 秋期 水曜日 2 オンライン
423026 法学B 川合　敏樹 秋期 月曜日 2 オンライン
423027 法学B 萩原　由美恵 秋期 金曜日 2 オンライン
423029 法学B(専門演習) 鈴木  美弥子 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
423034 経済学B 蒲生  慶一 秋期 金曜日 1 オンライン
423035 経済学B 赤石　秀之 秋期 木曜日 2 オンライン
423036 経済学B 出町　一恵 秋期 火曜日 4 オンライン
423037 経済学B 高久　玲音 秋期 火曜日 2 オンライン
423040 経済学B(専門演習) 蒲生  慶一 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
423044 開発経済学B 内山　直子 秋期 木曜日 1 オンライン
423045 開発経済学B 田島  陽一 秋期 木曜日 3 オンライン
423048 開発経済学B（専門演習) 田島  陽一 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
423049 開発経済学B（専門演習) 内山　直子 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
423050 国際教育論B 岡田  昭人 秋期 金曜日 3 オンライン
423052 国際教育論B(専門演習) 岡田  昭人 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
423055 平和･紛争論B 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 3 オンライン
423056 平和･紛争論B 加藤　珠比 秋期 金曜日 3 オンライン
423059 平和･紛争論B(専門演習) 伊勢崎  賢治 秋期 月曜日 5 オンライン 9/24　授業形態変更
423060 平和･紛争論B(専門演習) 山下　光 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
423062 国際関係論B 中山　裕美 秋期 木曜日 4 オンライン
423063 国際関係論B 谷　一巳 秋期 火曜日 4 オンライン
423065 国際関係論B(専門演習) 中山　裕美 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
423067 政治学B 河本　和子 秋期 水曜日 3 オンライン
423072 経営学B 織田　由美子 秋期 月曜日 3 オンライン
423073 経営学B 武藤　誠 秋期 火曜日 3 オンライン
423074 経営学B 渡辺　周 秋期 金曜日 5 オンライン
423079 国際協力論B 吉澤　啓 秋期 水曜日 4 オンライン
423080 国際協力論B 日下部　尚徳 秋期 火曜日 2 オンライン
423081 国際協力論B 花谷 厚 秋期 水曜日 3 オンライン
423086 国際協力論B(専門演習) 武内　進一 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
423088 国際経済学B 出町　一恵 秋期 金曜日 4 オンライン
423090 国際経済学B（専門演習) 出町　一恵 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
423091 経済学B 黒住　英司 秋期 火曜日 1 オンライン
423093 経営学B（専門演習） 渡辺　周 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
423502 卒業論文演習B 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 5 オンライン 9/24　授業形態変更
423504 卒業論文演習B 岡田  昭人 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
423506 卒業論文演習B 篠田  英朗 秋期 木曜日 3 担当教員の指示による
423508 卒業論文演習B 松永  泰行 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
423510 卒業論文演習B 松隈  潤 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
423512 卒業論文演習B 蒲生  慶一 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
423514 卒業論文演習B 田島  陽一 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
423516 卒業論文演習B 鈴木  美弥子 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
423518 卒業論文演習B 若松  邦弘 秋期 水曜日 1 担当教員の指示による

423520 卒業論文演習B 内山　直子 秋期 金曜日 4 対面
9/20　開講曜限変更

※　金4～金5連続してゼミを実施する。

423522 卒業論文演習B 出町　一恵 秋期 木曜日 3 担当教員の指示による
423526 卒業論文演習B 中山　裕美 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
423528 卒業論文演習B 渡辺　周 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
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423901 卒業論文 伊勢崎  賢治 通年集中 時間外 ―
423902 卒業論文 岡田  昭人 通年集中 時間外 ―
423903 卒業論文 篠田  英朗 通年集中 時間外 ―
423904 卒業論文 松永  泰行 通年集中 時間外 ―
423905 卒業論文 松隈  潤 通年集中 時間外 ―
423906 卒業論文 蒲生  慶一 通年集中 時間外 ―
423907 卒業論文 田島  陽一 通年集中 時間外 ―
423908 卒業論文 鈴木  美弥子 通年集中 時間外 ―
423909 卒業論文 若松  邦弘 通年集中 時間外 ―
423910 卒業論文 内山　直子 通年集中 時間外 ―
423911 卒業論文 出町　一恵 通年集中 時間外 ―
423913 卒業論文 中山　裕美 通年集中 時間外 ―
423914 卒業論文 渡辺　周 通年集中 時間外 ―
19221001 地域社会研究入門1 小川  英文 秋期 水曜日 3 オンライン
19221002 地域社会研究入門2 木村　暁 秋期 水曜日 4 オンライン
19221005 歴史社会研究入門2 巽　由樹子 秋期 水曜日 3 オンライン

19222001 世界認識論入門 中山  智香子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19222004 政治社会論入門 大川  正彦 秋期 火曜日 1 オンライン
19222005 社会関係論入門 金  富子 秋期 水曜日 2 オンライン
19223002 法学入門2 鈴木  美弥子 秋期 月曜日 1 オンライン
19223005 政治学入門3 中山　裕美 秋期 月曜日 1 オンライン
19223006 政治学入門3 土井　翔平 秋期 木曜日 4 オンライン
19223008 経済学入門2 蒲生  慶一 秋期 月曜日 2 オンライン
19223010 経営学入門 渡辺　周 秋期 火曜日 6 オンライン
19321003 地域社会研究概論 澤田  ゆかり 秋期 水曜日 3 オンライン
19321005 歴史社会研究概論 久米  順子 秋期 水曜日 4 オンライン
19322002 世界認識論概論 小田　マサノリ 秋期 金曜日 4 オンライン
19323002 国際法概論2 佐藤  義明 秋期 火曜日 4 オンライン
19323006 国際政治概論2 山口　航 秋期 水曜日 4 オンライン
19323008 国際経済概論2 出町　一恵 秋期 火曜日 5 オンライン
19421002 北西ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究（外国史） 伊東　剛史 秋期 月曜日 4 オンライン
19421003 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究2（外国史） 白木  太一 秋期 火曜日 4 オンライン
19421005 ｲﾍﾞﾘｱ地域研究（外国史） 久米  順子 秋期 金曜日 2 オンライン
19421007 ｲﾍﾞﾘｱ地域研究 ガリ　オルティゴーサ 秋期 木曜日 5 オンライン
19421008 ｲﾍﾞﾘｱ地域研究 ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 秋期 月曜日 3 オンライン
19421009 ｲﾍﾞﾘｱ地域研究 ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 木曜日 3 オンライン
19421010 ｲﾍﾞﾘｱ地域研究 押尾　高志 秋期 月曜日 5 オンライン
19421011 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究（外国史） 千葉  敏之 秋期 火曜日 2 オンライン
19421012 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究1（外国史） 篠原  琢 秋期 火曜日 2 オンライン

19421013 北ｱﾒﾘｶ地域研究 大鳥　由香子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19421014 ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ地域研究2 高橋　均 秋期 月曜日 3 オンライン
19421015 ﾛｼｱ地域研究 鈴木  義一 秋期 月曜日 4 オンライン
19421016 ﾛｼｱ地域研究（外国史） 巽　由樹子 秋期 火曜日 2 オンライン
19421017 中央ｱｼﾞｱ地域研究2 濱本　真実 秋期 水曜日 3 オンライン
19421018 中央ｱｼﾞｱ地域研究2 木村　暁 秋期 火曜日 4 オンライン
19421019 中央ｱｼﾞｱ地域研究2 上村  明 秋期 火曜日 4 オンライン

19421020 中央ｱｼﾞｱ地域研究2 青木　雅浩 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19421021 東ｱｼﾞｱ地域研究（外国史） 朱　海燕 秋期 水曜日 2 オンライン
19421022 東ｱｼﾞｱ地域研究2 相馬　直子 秋期 金曜日 3 オンライン
19421023 東ｱｼﾞｱ地域研究2 今村　弘子 秋期 木曜日 4 オンライン
19421024 東ｱｼﾞｱ地域研究2 丹羽  泉 秋期 火曜日 3 オンライン
19421025 東ｱｼﾞｱ地域研究2 小笠原  欣幸 秋期 月曜日 3 オンライン
19421027 東南ｱｼﾞｱ地域研究1 宮田  敏之 秋期 火曜日 4 オンライン
19421028 東南ｱｼﾞｱ地域研究2（外国史） 菊池  陽子 秋期 月曜日 3 オンライン
19421030 東南ｱｼﾞｱ地域研究4 左右田 直規 秋期 金曜日 2 オンライン
19421031 東南ｱｼﾞｱ地域研究4 左右田 直規 秋期 木曜日 3 オンライン
19421032 東南ｱｼﾞｱ地域研究3 今村  宣勝 秋期 火曜日 4 オンライン
19421033 東南ｱｼﾞｱ地域研究3 栗原  浩英 秋期 水曜日 3 オンライン
19421034 東南ｱｼﾞｱ地域研究3 高橋  宏明 秋期 金曜日 4 オンライン
19421035 東南ｱｼﾞｱ地域研究3 柴山　信二朗 秋期 火曜日 2 オンライン
19421036 東南ｱｼﾞｱ地域研究5 小川  英文 秋期 木曜日 5 オンライン
19421037 南ｱｼﾞｱ地域研究 藤井  毅 秋期 金曜日 2 オンライン
19421038 南ｱｼﾞｱ地域研究 足立  享祐 秋期 水曜日 3 オンライン
19421039 中東地域研究2 近藤  信彰 秋期 月曜日 3 オンライン
19421040 中東地域研究2 堀拔  功二 秋期 月曜日 5 オンライン
19421041 中東地域研究2 青山 弘之 秋期 木曜日 2 オンライン
19421042 ｱﾌﾘｶ地域研究2 坂井  真紀子 秋期 木曜日 5 オンライン
19421043 ｱﾌﾘｶ地域研究2 大石　高典 秋期 木曜日 2 オンライン
19421044 ｱﾌﾘｶ地域研究2 鈴木  裕之 秋期 金曜日 3 オンライン
19421045 ｵｾｱﾆｱ地域研究 柄木田　康之 秋期 金曜日 2 オンライン
19421046 ｵｾｱﾆｱ地域研究 山内  由理子 秋期 金曜日 3 オンライン
19421047 ﾄﾗﾝｽ･ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ 友常  勉 秋期 水曜日 2 オンライン
19421048 ﾄﾗﾝｽ･ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ ジョン　ポーター 秋期 火曜日 4 オンライン
19421049 ﾄﾗﾝｽ･ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ 木村　正美 秋期 月曜日 4 オンライン
19421051 西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究1（外国史） 芹生　尚子 秋期 金曜日 2 オンライン
19421052 東ｱｼﾞｱ地域研究2 藤井　豪 秋期 月曜日 3 オンライン

19421053 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究 吉岡  潤 秋期 木曜日 4 オンライン

19421054 中東地域研究2 川本　智史 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19421055 北ｱﾒﾘｶ地域研究 舛方　周一郎 秋期 水曜日 1 オンライン
19421056 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 5 オンライン
19421057 自然地理学 井上  耕一郎 秋期 火曜日 2 オンライン
19421058 東南ｱｼﾞｱ地域研究4 増原　綾子 秋期 月曜日 4 オンライン
19421059 ｱﾌﾘｶ地域研究2 村橋　勲・村津　蘭 秋期 木曜日 3 オンライン
19422002 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ論2 金  富子 秋期 火曜日 2 オンライン
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19422003 教育社会学2 加藤  美帆 秋期 火曜日 1 オンライン

19422004 社会学2 上原　こずえ 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19422005 社会学2 瀧脇  憲 秋期 金曜日 2 オンライン
19422006 社会学2 柏崎　正憲 秋期 火曜日 5 オンライン
19422007 哲学・社会思想2 岩崎  稔 秋期 金曜日 3 オンライン
19422009 政治理論2 大川  正彦 秋期 木曜日 4 オンライン
19422010 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ2 中山  智香子 秋期 月曜日 2 オンライン

19422012 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ4 佐川　徹 秋期 時間外 オンデマンド

9/16　授業形態変更
※　受講時間帯を問わないが、期日まで
の課題等提出があるため担当教員の指

示を仰ぐこと。

19422013 ｴｽﾉﾎﾟﾘﾃｨｸｽ2 藤井　欣子 秋期 月曜日 3 オンライン
19422014 現代社会史論 古川  高子 秋期 木曜日 3 オンライン
19422015 現代社会史論 小野寺　拓也 秋期 金曜日 2 オンライン
19422016 社会学4 田邊　佳美 秋期 水曜日 2 オンライン
19422017 歴史社会論 吉田  ゆり子 秋期 木曜日 3 オンライン
19422018 社会文化論 米谷  匡史 秋期 金曜日 4 オンライン 9/15　閉講
19423001 国際政治論2 中山　裕美 秋期 木曜日 4 オンライン
19423002 国際政治論3 谷　一巳 秋期 火曜日 4 オンライン
19423005 政治学2 河本　和子 秋期 水曜日 3 オンライン
19423007 比較政治学1 松永  泰行 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　教員変更、曜限変更
19423008 比較政治学2 若松  邦弘 秋期 月曜日 5 オンライン
19423009 公法 川合　敏樹 秋期 月曜日 2 オンライン
19423010 公法 萩原　由美恵 秋期 金曜日 2 オンライン
19423011 私法2 鈴木  美弥子 秋期 金曜日 3 オンライン
19423012 私法2 金丸　絢子 秋期 水曜日 2 オンライン
19423013 国際法2 佐藤  義明 秋期 火曜日 3 オンライン
19423015 国際機構論 富田　麻理 秋期 水曜日 2 オンライン
19423016 国際機構論 小尾  尚子 秋期 金曜日 4 オンライン
19423017 経済学2 蒲生  慶一 秋期 金曜日 1 オンライン
19423018 経済学2 赤石　秀之 秋期 木曜日 2 オンライン
19423019 経済学2 高久　玲音 秋期 火曜日 2 オンライン
19423021 国際経済学2 出町　一恵 秋期 火曜日 4 オンライン
19423022 国際経済学2 出町　一恵 秋期 金曜日 4 オンライン
19423023 開発経済学2 田島  陽一 秋期 木曜日 3 オンライン
19423024 開発経済学4 内山　直子 秋期 木曜日 1 オンライン
19423025 経営学1 織田　由美子 秋期 月曜日 3 オンライン
19423026 経営学1 渡辺　周 秋期 金曜日 5 オンライン
19423027 経営学2 武藤　誠 秋期 火曜日 3 オンライン
19423029 平和・紛争論2 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 3 オンライン
19423030 平和・紛争論4 加藤　珠比 秋期 金曜日 3 オンライン
19423031 国際協力論1 吉澤　啓 秋期 水曜日 4 オンライン
19423032 国際協力論2 日下部　尚徳 秋期 火曜日 2 オンライン
19423033 国際協力論2 花谷 厚 秋期 水曜日 3 オンライン
19423035 国際教育論2 岡田  昭人 秋期 金曜日 3 オンライン
19423036 経済学2 黒住　英司 秋期 火曜日 1 オンライン
320304G 地域研究方法論 久米  順子 秋期 水曜日 4 オンライン
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