
2021 年 10 月 1 日現在 

《日吉経済学部 2021 年度配布物等正誤表》 

 

時間割 

＜開講追加＞ 

水 3「【秋】自由研究セミナー（半期）」 坂口 洋英 

サブタイトル：統計分析の実装 

オンライン実施 

 

＜教室変更＞ 

1・2 年生共通 

（1 年生）ｐ.4,14 （2 年生）ｐ.6,16 

月 2・土 2「【秋集】英語セミナー（上級）」鎌田 由美子 

月３・土３「【秋集】英語セミナー（上級）」鎌田 由美子 

（変更後）オンライン 

（1 年生）ｐ.5 （2 年生）ｐ.7 

月４「【秋】哲学Ⅱ」佐藤 直樹 

（変更前）D202→（変更後）オンライン 

（1 年生）ｐ.5 （2 年生）ｐ.7 

月４「【秋】美術Ⅱ」鎌田 由美子 

（変更前）D301→（変更後）オンライン 

（1 年生）ｐ.7 （2 年生）ｐ.9 

火４「【秋】表象文化論Ⅱ」福田 桃子 

（変更前）32→（変更後）オンライン 

（1 年生）ｐ.8,12 （2 年生）ｐ.10,14 

水 1・金 2「【秋集】英語セミナー（上級）」迫 桂 

水 2・金 2「【秋集】英語セミナー（上級）」迫 桂 

水曜の教室（変更前）302→（変更後）D206 

金曜の教室（変更なし）J445 

（1 年生）ｐ.8,12 （2 年生）ｐ.10,14 

水 2・金 2「【秋集】英語セミナー（中級）」ノブオカ メアリー 

（変更前）オンライン→（変更後）水 2：J425、金 2：J446 

（1 年生）ｐ.8 （2 年生）ｐ.10 

水 2「文学Ⅱ」迫 桂 

（変更前）13→（変更後）D413 

（1 年生）ｐ.13 （2 年生）ｐ.15 

金５「【秋】音楽Ⅱ」安川 智子 

（変更前）32→（変更後）オンライン 

（1 年生）17 （2 年生）21   

以下の記載科目以外にも教室や授業形態に変更が発生しています。 

最新の情報は Keio.jp の News や塾生サイトをこまめに確認してください。 



木 3 少人数セミナー科目「総合教育セミナーⅡ」高桑 和巳 

（変更前）D402→（変更後）オンライン 

（1 年生）ｐ.7,28 （2 年生）ｐ.9,32   

火４ GIC センター設置科目「【秋】現代ビジネス論Ⅰ（Ⅱ系）」林 秀毅 

（変更前）D205→（変更後）オンライン 

火５ GIC センター設置科目「【秋】現代ビジネス論Ⅱ（Ⅱ系）」林 秀毅 

（変更前）326→（変更後）オンライン 

 

1 年生 

（1 年生）ｐ.9 

水３「【秋】微分積分」池田 薫 

水４「【秋】微分積分」池田 薫 

（変更前）22→（変更後）オンライン 

 

2 年生 

（2 年生）ｐ.9 

火３「【秋】経済数学Ⅱ」池田 薫 

火４「【秋】経済数学Ⅱ」池田 薫 

（変更前）32→（変更後）オンライン 

（2 年生）ｐ.11 

水 2「【秋】計量経済学概論」中嶋 亮 

（変更前）J634→（変更後）22 

（2 年生）ｐ.12 

木１「【秋】経済と環境」大沼 あゆみ・有川 智己 

（変更前）オンライン→（変更後）32 

（2 年生）ｐ.13 

木 3「【春】英語リーデイングａ/【秋】英語リーデイングｂ」上野 大樹 

木４「【春】英語リーデイングａ/【秋】英語リーデイングｂ」上野 大樹 

（変更前）J632→（変更後）オンライン 

 

＜休講＞ 

（1 年生）ｐ.7、ｐ.16 （2 年生）ｐ.9、ｐ.20  

火 5「【秋】自由研究セミナー（半期）」 出口 雄大 

（1 年生）ｐ.6、p.7、ｐ.18 （2 年生）ｐ.8、ｐ.9、ｐ.22 

火 1・2「【秋】物理学Ⅱ（実験を含む）」 杉本 憲彦 

火 3・4「【秋】物理学Ⅱ（実験を含む）」 杉本 憲彦 

（1 年生）ｐ.24 （2 年生）ｐ.28 

「体育実技 B（スキー）（合宿）」 吉田 久彦 

（1 年生）ｐ.7、ｐ.28 （2 年生）ｐ.9、ｐ.32 

火 5「【秋】科学と環境Ⅰ（Ⅰ系）」 フォスター 

 

＜表紙＞ 

（１年生）p.1 【注意事項】４．  

（誤） 詳細は P.22 を参照してください。 



（正） 詳細は P.18 を参照してください。 

 

＜登録番号＞ 

（１年生）p.7  

火３「【春】ドイツ語Ⅰa /【秋】ドイツ語Ⅰb」 

（誤）空欄 

（正）00430 

 

＜クラス指定＞ 

（１年生）p.7  

火３「【春】ドイツ語Ⅰa /【秋】ドイツ語Ⅰb」 

（誤）空欄 

（正）01 

 

＜担当者変更＞ 

（１年生）p.22（2 年生）p.26 

月２「【秋】体育実技 A（サッカー）」 

月３「【秋】体育実技 A（サッカー）」 

火２「【秋】体育実技 A（サッカー）」 

（変更前）日髙 慶太 

（変更後）櫻井 友 

（１年生）p.5 

月 4「【秋】スペイン語Ⅲｂ」 

（変更前）ウエチ 

（変更後）ペレス ガリード 

月 5「【秋】スペイン語Ⅲｂ」 

（変更前）ウエチ 

（変更後）エスゲラ 

（2 年生）p.9 

火 3「【秋】スペイン語Ⅳｂ」 

（変更前）ウエチ 

（変更後）エスゲラ 

（2 年生）p.13 

木 3「【春】英語リーディング a/【秋】英語リーディングｂ」 

木 4「【春】英語リーディング a/【秋】英語リーディングｂ」 

（変更前）斎藤 早苗 

（変更後）上野 大樹 

 

 

 

 

 

 

 



経済学部履修案内 ＜１・２年生共通＞ 

<追加> 

p.12 ■履修希望科目事前登録（学生部） 

経済学部設置専門教育科目の抽選申し込みの事前登録で使用します。 

＊通常の履修申告は keio.jp ポータル「履修申告」を利用します。また、語学の抽選等のエントリーは「web エント

リーシステム」を使用しますので、間違えないように注意してください。 

 

<訂正> 

p.27 １ 卒業までの履修チャート 

（変更前） 

特殊科目 １年生 金融リテラシー（春学期）、インバウンド観光ビジネス創造論（秋学期） 

（変更後） 

特殊科目 １年生 金融リテラシー（春学期） 

 

p.37 9 東京工業大学との相互科目履修 (1) 東京工業大学設置科目の履修に関する手続き 

（変更前）  

1. 4 月 1 日以降(秋学期は 9 月 24 日以降)に学生部経済学部担当窓口で履修許可願・申請書類・資料一

式を受け取る。 

2. 履修を希望する科目の初回授業で履修許可願に授業担当教員の承認印をもらう。 

3. 学習指導面談を受けて,履修許可願に承認印をもらい,学生部経済学部担当に大学交流学生履修許可願を

提出する。 

（変更後）  

keio.jp の News にて案内します。 

 

p.51 第 17 学生証・諸届・証明書 7 証明書＞（3）証明書一覧 健康診断証明書「発行開始日」 

（変更前） 

６月４日 

（変更後） 

６月８日 

 

p.51 第 17 学生証・諸届・証明書 7 証明書＞（3）証明書一覧 学割証「備考」 

（変更前） 

定期健康診断を未受診の場合は発行できません。 

（変更後） 

削除 


