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《日吉地区 2023 年度配付物訂正一覧》 4/14時点 
 

今後、下記以外に訂正が加わることやさらなる変更が発生する可能性もあります。 

下記塾生サイトページや keio.jp 等でお知らせしますので必ず各自で確認してください。 
      

                                                          
 

商学部履修案内 ＜１・２年生共通＞ 

ページ 項目 変更前 変更後 

P64 【05 学則】商学部第 1・2 学年設置科

目＞総合教育科目Ⅲ類＞01-03-03

（B 欄 38） 

- ・ミュージアム・コモンズ

（KeMCO）講座（総合教育科目

Ⅲ類として履修可（B 欄 38）） 

P76 【19 学則】商学部第 1・2 学年設置

科目＞総合教育科目Ⅲ類＞01-03-

03（B 欄 38） 

- ・ ミ ュ ー ジ ア ム ・ コ モ ン ズ

（KeMCO）講座（総合教育科目

Ⅲ類として履修可（B 欄 38）） 

 

商学部外国語科目・総合教育セミナー履修案内 ＜１・２年生共通＞ 

ページ 項目 変更前 変更後 

P56 【総合教育セミナー履修案内】 

総合教育セミナー 

Psychology in Business 

森吉 直子 

総合教育セミナーDa（Ⅱ類）

2 単位（春学期） 

総合教育セミナーDｂ（Ⅱ類）

2 単位（秋学期） 

総合教育セミナーS（Ⅱ類）2 単

位（春学期） 

※シラバスも変更の場合がある     

ので、確認してください。 

 

時間割  

＜１年生＞ 

ページ 項目 変更前 変更後 

P5 【月曜日/第４時限】 

段 瑞聡 

総合教育セミナーDab（Ⅱ類） 

J431A J421 

P5 【月曜日/第４時限】 

栗本 賀世子  

文学Ⅰ 

D412 J634 

P7 加藤 晴美 

地理学Ⅰ 

【火曜日/第 3 時限・第 4 時限】 

地理学Ⅰ / 623 

休講 

P11 白井 史人 

┏【春】ドイツ語 Va（特修） 

┗【秋】ドイツ語 Vb（特修） 

【木曜日/第 5 時限】 

┏【春】ドイツ語 Va（特修）/ Ｄ

401 

┗【秋】ドイツ語 Vb（特修）/ Ｄ

401 

【木曜日/第 2 時限】 

┏【春】ドイツ語 Va（特修）/ Ｄ411 

┗【秋】ドイツ語 Vb（特修）/ D411 

P11 大和田 俊之 

地域文化論Ⅲ 

【木曜日/第 3 時限】 

地域文化論Ⅲ / J24  

休講 

塾生サイト 履修案内・講義要綱・時間割 商学部配布物訂正一覧 
https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/ 

https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/


2 
 

P14 有賀 誠 

【春】近代思想史Ⅰ 

【土曜日/第 2 時限】 

【春】近代思想史Ⅰ / 12 

休講 

P14 【土曜日/第 2 時限】 

リドウェン  

【春】歴史 I 

J611 D306 

P14 【土曜日/第 2 時限】 

平沢 慎也 

【春】言語学Ｉ 

D203  DB202 

P16 【月曜日/第４時限】 

段 瑞聡 

総合教育セミナーDab（Ⅱ類） 

J431A J421 

P17 【金曜日/第４時限】 

加藤 伸吾 

自由研究セミナーa/b 

春秋 DB111 春秋 DB112 

P22 【月曜日/第２時限】 

東原綾子 

A（ボディメイクエクササイズ) A（ボディメイクエクササイズ) 

（オーバーヘッドスポーツ） 

P25 【教養研究センター】 

【火曜日/第 5 時限】 

大出 敦 ほか 

【春】日吉学 

来往舎 

シンポジウムスペース 

来往舎 103 

P29 

 

【GIC センター設置科目一覧

（日吉）】 

【土曜日/第 2 時限】 

リドウェン， トーマス P 

【春】歴史 I 

J611 D306 

 

＜２年生＞ 

ページ 項目 変更前 変更後 

P5 【月曜日/第４時限】 

段 瑞聡 

総合教育セミナーDab（Ⅱ類） 

J431A J421 

P5 【月曜日/第４時限】 

栗本 賀世子  

文学Ⅰ 

D412 J634 

P7 加藤 晴美 

地理学Ⅰ 

【火曜日/第 3 時限・第 4 時限】 

地理学Ⅰ / 623 

休講 

P7 【火曜日/第 3 時限】 

ペラル ヒガンテ，アルバロ 

スペイン語Ⅳab 

【春】J631 

【秋】J631 

【春】D405 

【秋】D412 

P11 大和田 俊之 

地域文化論Ⅲ 

【木曜日/第 3 時限】 

地域文化論Ⅲ / J24  

休講 

P14 有賀 誠 

【春】近代思想史Ⅰ 

【土曜日/第 2 時限】 

【春】近代思想史Ⅰ / 12 

休講 
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P14 【土曜日/第 2 時限】 

リドウェン  

【春】歴史 I 

J611 D306 

P14 【土曜日/第 2 時限】 

平沢 慎也 

【春】言語学Ｉ 

D203 DB202 

P16 【月曜日/第４時限】 

段 瑞聡 

総合教育セミナーDab（Ⅱ類） 

J431A J421 

P17 【金曜日/第４時限】 

加藤 伸吾 

自由研究セミナーa/b 

DB111 DB112 

P22 【月曜日/第２時限】 

東原綾子 

A（ボディメイクエクササイズ) A（ボディメイクエクササイズ) 

（オーバーヘッドスポーツ） 

P25 【教養研究センター】 

【火曜日/第 5 時限】 

大出 敦 ほか 

【春】日吉学 

来往舎 

シンポジウムスペース 

来往舎 103 

P29 

 

【GIC センター設置科目一覧

（日吉）】 

【土曜日/第 2 時限】 

リドウェン， トーマス P 

【春】歴史 I 

J611 D306 

 

 

外国語教育研究センター履修案内・講義要綱 ＜１・２年生共通＞ 

現時点のところ訂正なし 
 
その他 

現時点のところ訂正なし 


