
2.学事WEBシステムによる履修申告期間 

　4月8日（水）12：30～4月14日（火）11：00

3.教室の場所については巻末の三田キャンパス構内マップを参照してください。

1.時間割表の変更,訂正はすべて塾生サイトでお知らせいたします。

〔注意事項〕

2020年度

（諸研究所設置時間割表添付）

商学研究科授業時間割（修士課程）



キャンパス：三田 　科目設置課程：修士課程 　科目設置学年：1 年、2 年 　科目設置学部：商学研究科

【三田】　1 限 9:00-10:30　2 限 10:45-12:15　3 限 13:00-14:30　4 限 14:45-16:15　5 限 16:30-18:00　6 限 18:10-19:40

月曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限

[商研] 修士課程科目

基礎科目

[商研]〈秋〉 86120 マクロ・マーケティング論 / 高橋 郁夫
３４３－Ｄ

＊[商研]〈春〉 45880 Introduction　to　Econometrics / ポチロ
ン， ヨアン ４５１

[商研]〈秋〉 48453 リスク・マネジメント論 / 柳瀬 典由 ４
３４

[商研]〈春〉 69067 会社法Ⅰ / 鈴木 千佳子 ３２５－Ａ

[商研]〈秋〉 72830 会社法Ⅱ / 鈴木 千佳子 ３２５－Ａ

専門科目

[商研]〈春〉 31853 産業史特論 / 牛島 利明 ３４５－Ｂ
[商研]〈春〉 16185 計量経済学特論 (月曜 2 限) / 藪 友良 ５
１９

[商研]〈春〉 22795 計量経済学特論 / 樋口 美雄 １０５
[商研]〈春〉 08343 リスク・マネジメント特論 / 柳瀬 典由
３４３－Ｃ

[商研]〈春〉 07806 財務会計特論 / 荒田 映子 ３５３－Ｃ

＊[商研]〈春〉 82564 国際経済特論 / 大東 一郎 ４１２
[商研]〈春〉 16257 計量経済学特論 (月曜 3 限) / 藪 友良 ３
１１

[商研]〈秋〉 07825 財務会計特論 / 荒田 映子 ３５３－Ｃ

[商研]〈春〉 85616 産業組織特論 / 高橋 美樹 ３４３－Ｂ [商研]〈秋〉 22412 計量経済学特論 / 樋口 美雄 １０５

＊[商研]〈春〉 45841 ミクロ・マーケティング特論 / タン，
キャロライン ５１３

[商研]〈春〉 63676 現代企業経営特論 / 岡本 大輔 １４３－
Ｄ

＊[商研]〈秋〉 45655 ミクロ・マーケティング特論 / 白井 美
由里 ５２２

[商研]〈春〉 03083 財務会計特論 / 西川 郁生 １４３－Ｃ

[商研]〈秋〉 62961 財務会計特論 / 西川 郁生 ５３５

[商研]〈秋〉 84768 保険経営特論 / 堀田 一吉 研究室

[商研]〈春〉 86301 保険特論 / 堀田 一吉 研究室

演習科目

[商研]〈春〉 00285 会計学演習 / 園田 智昭 ３４３－Ｃ [商研]〈春〉 46321 計量経済学演習 / 木戸 一夫 ３４５－Ａ [商研]〈春〉 63987 経営学演習 / 岡本 大輔 １４３－Ｄ [商研]〈春〉 28903 会計学演習 / 友岡 賛 ３４７－Ｃ

[商研]〈秋〉 00290 会計学演習 / 園田 智昭 ３４３－Ｃ [商研]〈春〉 87111 計量経済学演習 / 山本 勲 １０５ [商研]〈秋〉 08032 経営学演習 / 岡本 大輔 研究室 [商研]〈秋〉 28918 会計学演習 / 友岡 賛 ３４７－Ｃ

[商研]〈春〉 59567 経営学演習 / 神戸 和雄 研究室 [商研]〈秋〉 59165 計量経済学演習 / 木戸 一夫 ３４５－Ａ [商研]〈春〉 21984 計量経済学演習 / 早見 均 ３５６ [商研]〈春〉 37005 経営学演習 / 谷口 和弘 ３４２

[商研]〈春〉 88429 経営学演習 / 牛島 辰男 １４３－Ａ [商研]〈秋〉 86794 計量経済学演習 / 山本 勲 １０５ [商研]〈春〉 33660 商業学演習 / 濱岡 豊 研究室 [商研]〈秋〉 19256 経営学演習 / 井口 知栄 ３４６

[商研]〈秋〉 60112 経営学演習 / 神戸 和雄 研究室 [商研]〈秋〉 33454 商業学演習 / 高橋 郁夫 ３４３－Ｄ [商研]〈春〉 03633 商業学演習 / 高田 英亮 ３５３－Ｂ [商研]〈秋〉 37062 経営学演習 / 谷口 和弘 ３４２

[商研]〈秋〉 88433 経営学演習 / 牛島 辰男 ３５３－Ａ [商研]〈秋〉 47720 商業学演習 / 濱岡 豊 研究室

[商研]〈秋〉 40577 産業組織論演習 / 高橋 美樹 ３４３－Ｂ [商研]〈秋〉 03648 商業学演習 / 高田 英亮 ３４３－Ｄ

[商研]〈春〉 34101 商業学演習 / 高橋 郁夫 ３４３－Ｄ

[商研]〈春〉 35500 商業学演習 / 鄭 ユンチョル ３２５－Ｂ

[商研]〈秋〉 35514 商業学演習 / 鄭 ユンチョル ３２５－Ｂ
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※各科目欄には、次の情報が記載されています。[設置学部・研究科] 登録番号 科目名／担当者名 教室名
※「----▸」は、複数時限に連続で開講されていることを表しています。
※「S」はセット科目、「*」は英語で開講されている科目を表しています。2020 年度 時間割表
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火曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限

[商研] 修士課程科目

基礎科目

＊[商研]〈秋〉 92997 International　Business　and　Japanese　Firms / 中村 政男 ４５６ [商研]〈春〉 04591 会社法Ⅰ / 柳 明昌 ３５６

 ＊[商研]〈春〉 23423 Consumer　Psychology　in　Global
Markets / 森吉 直子 ４１２

[商研]〈秋〉 07514 会社法Ⅱ / 柳 明昌 ３５６

＊[商研]〈秋〉 95580 Consumer　Psychology　in　Global
Markets / 森吉 直子 ４１２

[商研]〈春〉 51456 ビジネス中国語Ⅰ [商研]〈秋〉 90023 ビ
ジネス中国語Ⅱ / 張 明傑 １１０

[商研]〈春〉 86699 労働経済学 / 風神 佐知子 ３５６

専門科目

[商研]〈秋〉 82875 産業連関特論 / 早見 均 ３５６ [商研]〈春〉 01956 管理会計特論 / 園田 智昭 ３４３－Ｃ
＊[商研]〈春〉 32974 金融特論 (Advanced Study of Finance) /
深尾 光洋 ３２５－Ａ

＊[商研]〈春〉 34723 財政特論 (Advanced Study of Public
Finance) / 北村 行伸 １２２

[商研]〈秋〉 85984 管理会計特論 / 園田 智昭 ３４３－Ｃ
＊[商研]〈秋〉 37077 ミクロ・マーケティング特論 / オルシ
ニ， フィリップ ５１３

＊[商研]〈秋〉 34742 財政特論 (Advanced Study of Public
Finance) / 北村 行伸 １２２

[商研]〈春〉 18169 財務会計特論 / 前川 千春 ３４２

[商研]〈春〉 18447 財務会計特論 / 永見 尊 ３４５－Ｂ [商研]〈秋〉 82617 労働経済特論 / 風神 佐知子 ３５３－Ｂ

[商研]〈秋〉 38183 財務会計特論 / 永見 尊 ３４５－Ｂ

演習科目

[商研]〈秋〉 18026 産業史・経営史演習 / 牛島 利明 ３４５
－Ａ

＊[商研]〈春〉 29508 財政論演習 (Seminar: Public Finance) / 北
村 行伸 １１１

[商研]〈春〉 85635 計量経済学合同演習 / 大野 由香子　他
４１２

[商研]〈春〉 71499 経営学合同演習 / 佐藤 和，岡本 大輔 ４
４５

[商研]〈春〉 39725 会計学演習 / 吉田 栄介 ３２５－Ｂ

＊[商研]〈秋〉 29326 財政論演習 (Seminar: Public Finance) / 北
村 行伸 １２２

[商研]〈秋〉 29379 計量経済学合同演習 / 大野 由香子　他
４１２

[商研]〈秋〉 30144 経営学合同演習 / 佐藤 和，岡本 大輔 ４
４５

[商研]〈春〉 85286 計量経済学演習 / 大野 由香子 １３１－
Ａ

[商研]〈秋〉 85305 計量経済学演習 / 大野 由香子 １０３
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※各科目欄には、次の情報が記載されています。[設置学部・研究科] 登録番号 科目名／担当者名 教室名
※「----▸」は、複数時限に連続で開講されていることを表しています。
※「S」はセット科目、「*」は英語で開講されている科目を表しています。

(※下記参照）

※International Business and Japanese Firms(担当者名：中村 政男)
この科目は特定期間集中科目です。授業期間は以下のとおりです。 
10月6日（火）～11月24日（火）
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水曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限

[商研] 修士課程科目

基礎科目

＊[商研]〈秋〉 29842 International　Economy / 上田 衛門 ３１
３

[商研]〈秋〉 81568 国際経済学 / 安藤 光代 １４２－Ａ ＊[商研]〈秋〉 29785 Accounting / 猪熊 浩子 ２Ｂ３３

＊[商研]〈春〉 08530 Economic　Analysis / 大津 敬介 ３１３ ＊[商研]〈春〉 34666 Japanese　Economy / 上田 衛門 ５２７

[商研]〈秋〉 47940 統計解析 / 早見 均 ５１９

[商研]〈春〉 80930 統計学基礎理論 / 早見 均 南校舎ホール

専門科目

[商研]〈春〉 08028 現代企業経営特論 / 王 英燕 ３２５－Ａ [商研]〈春〉 39137 管理会計特論 / 吉田 栄介 ３２３ [商研]〈春〉 20199 金融特論 / 富田 信太郎 ３５１－Ａ
[商研]〈秋〉 85563 現代企業経営特論 / 渡部 直樹 ３４３－
Ｃ

＊[商研]〈秋〉 48578 Globalization　and　Human
Resources　Management / オルコット， ジョージ ３１３

[商研]〈春〉 37172 交通・公共政策特論 / 加藤 一誠 研究室

＊[商研]〈秋〉 71484 国際経済特論 (Advanced Study of
International Economy) / 遠藤 正寛 １２４

[商研]〈秋〉 84036 管理会計特論 / 吉田 栄介 ５２２ [商研]〈秋〉 20222 金融特論 / 富田 信太郎 ３４６

[商研]〈春〉 28425 産業関係特論 / 吉川 肇子 ３４３－Ｃ [商研]〈春〉 51638 金融特論 / 辻 幸民 ３４５－Ａ [商研]〈春〉 28846 計量経済学特論 / 山本 勲 ５２８

[商研]〈秋〉 36176 産業関係特論 / 吉川 肇子 ３４３－Ｃ [商研]〈秋〉 77038 金融特論 / 辻 幸民 ３４５－Ａ [商研]〈秋〉 20328 現代企業経営特論 / 松本 陽一 ４６４

＊[商研]〈春〉 29125 ミクロ・マーケティング特論 / 白井 美
由里 ３２５－Ｂ

[商研]〈秋〉 51953 金融特論 / 和田 賢治 ３４７－Ａ [商研]〈春〉 95761 財務会計特論 / 高久 隆太 ３５８

＊[商研]〈秋〉 82469 現代企業経営特論 / 牛島 辰男 ５２４ [商研]〈秋〉 95776 財務会計特論 / 高久 隆太 ３５８

＊[商研]〈春〉 03174 国際金融特論 / 鎌田 康一郎 １０８ [商研]〈春〉 32682 数理統計学特論 / 早見 均 ３５１－Ｂ

[商研]〈春〉 08640 ミクロ・マーケティング特論 / 里村 卓也
３４７－Ｂ

＊[商研]〈秋〉 36157 税務行政特論 (Advanced Study of Tax
Administration) / 大野 雅人 ５１２

[商研]〈春〉 31978 ミクロ・マーケティング特論 / 清水 聰
３４６

演習科目

[商研]〈春〉 82770 経営学演習 / 渡部 直樹 ３４３－Ａ [商研]〈春〉 51551 会計学演習 / 高久 隆太 ３５７－Ａ [商研]〈秋〉 21999 計量経済学演習 / 早見 均 ３２５－Ｂ [商研]〈春〉 02508 金融論演習 / 辻 幸民 ５２１ [商研]〈秋〉 30584 経営学演習 / 王 英燕 １４２－Ａ
[商研]〈秋〉 02421 公共政策・産業組織論合同演習 [商研]〈秋〉
42713 交通・公共政策演習 / 加藤 一誠 研究室

[商研]〈秋〉 85640 経営学演習 / 渡部 直樹 ３４３－Ａ [商研]〈秋〉 51566 会計学演習 / 高久 隆太 ３５７－Ａ [商研]〈秋〉 08582 計量経済学演習 / 寺西 勇生 １１０ [商研]〈春〉 20256 金融論演習 / 富田 信太郎 ５２１

[商研]〈春〉 20332 経営学演習 / 松本 陽一 ３４４
＊[商研]〈春〉 19495 国際経済学演習 / 遠藤 正寛 １４２－
Ｃ

[商研]〈秋〉 31375 金融論演習 / 辻 幸民，和田 賢治 ５２１

[商研]〈秋〉 20347 経営学演習 / 松本 陽一 ４３４ [商研]〈春〉 95613 産業関係論演習 / 吉川 肇子 ３４３－Ｃ [商研]〈秋〉 20309 金融論演習 / 富田 信太郎 ５２１

[商研]〈春〉 08578 計量経済学演習 / 寺西 勇生 ５２１ [商研]〈秋〉 95958 産業関係論演習 / 吉川 肇子 ３４３－Ｃ [商研]〈春〉 30565 経営学演習 / 王 英燕 ３４３－Ｃ

[商研]〈秋〉 34059 国際経済政策演習 / 安藤 光代 ３４４ [商研]〈春〉 28023 産業関係論合同演習 / 八代 充史 １０９

[商研]〈秋〉 85931 産業関係論合同演習 / 八代 充史 １１１

導入科目

[商研]〈秋〉 23419 ビジネス・エコノミクスⅡ / 谷口 和弘
１２２
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※各科目欄には、次の情報が記載されています。[設置学部・研究科] 登録番号 科目名／担当者名 教室名
※「----▸」は、複数時限に連続で開講されていることを表しています。
※「S」はセット科目、「*」は英語で開講されている科目を表しています。
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http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/346.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343C.html
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http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/528.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343C.html
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http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/464.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/325B.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/347A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/358.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/524.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/358.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/108.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/351B.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/347B.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/512.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/346.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/357A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/325B.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/521.html
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http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343C.html
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http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/344.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/109.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/111.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/122.html


木曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限

[商研] 修士課程科目

基礎科目

＊[商研]〈秋〉 63509 Macroeconomics / ダイアモンド， ジェ
ス ３５８

＊[商研]〈秋〉 38365 International　Tax　Law / 上田 衛門 ４
５６

＊[商研]〈秋〉 94110 Estimating　Volatility　in　High-
Frequency　Data / ポチロン， ヨアン ３５１－Ａ

＊[商研]〈秋〉 44921 Academic　Writing / ハンリー， マシュ
ー Ｍ ３２４

＊[商研]〈春〉 08491 Economic　Growth / 大津 敬介 ４２１ [商研]〈春〉 82674 産業史・経営史 / 日高 千景 ３２５－Ａ
＊[商研]〈春〉 45579 Business　Communication / シェイ デビ
ット ４１３

[商研]〈春〉 33951 経営学説 / 榊原 研互 １３５

＊[商研]〈春〉 94086 Stochastic　Calculus:　An
Introduction　with　Application / ポチロン， ヨアン ３４７－
Ｂ

[商研]〈春〉 29819 産業関係論 / 八代 充史 研究室

[商研]〈春〉 82602 産業組織論 / 久保 研介 １４３－Ａ

[商研]〈秋〉 85912 社会科学方法論 / 榊原 研互 ４６６

＊[商研]〈春〉 38346 Domestic　Tax　Law / 上田 衛門 ４５
６

専門科目

[商研]〈秋〉 00668 現代企業経営特論 / 神戸 和雄 研究室 ＊[商研]〈春〉 45071 計量経済学特論 / 大野 由香子 ５１６ [商研]〈春〉 46192 管理会計特論 / 横田 絵理 ３４７－Ａ ＊[商研]〈秋〉 39247 比較経営特論 / 井口 知栄 ５３３

[商研]〈春〉 38293 ミクロ・マーケティング特論 / 鄭 ユンチ
ョル ３２５－Ａ

[商研]〈秋〉 46207 管理会計特論 / 横田 絵理 ３４７－Ａ

[商研]〈秋〉 28721 経営史特論 / 日高 千景 ３２５－Ａ

[商研]〈春〉 35992 現代企業経営特論 / 菊澤 研宗 ３５７－
Ａ

[商研]〈春〉 49187 産業社会特論 / 田村 次朗 ４４５

演習科目

[商研]〈春〉 04477 会計学演習 / 前川 千春 ３４５－Ａ [商研]〈春〉 46211 会計学演習 / 横田 絵理 研究室 [商研]〈秋〉 04792 会計学演習 / 前川 千春 ３４５－Ａ [商研]〈春〉 37976 経営学演習 / 菊澤 研宗 ３５７－Ａ [商研]〈春〉 59586 経営学演習 / 佐藤 和 研究室

[商研]〈秋〉 46226 会計学演習 / 横田 絵理 研究室 [商研]〈春〉 39505 会計学演習 / 永見 尊 ３４５－Ｂ [商研]〈秋〉 39510 会計学演習 / 永見 尊 ３４５－Ｂ [商研]〈秋〉 59605 経営学演習 / 佐藤 和 研究室

[商研]〈春〉 35089 商業学演習 / 清水 聰 ３４３－Ｄ [商研]〈春〉 75073 経営学演習 / 榊原 研互 研究室

[商研]〈秋〉 35093 商業学演習 / 清水 聰 ３４３－Ｄ [商研]〈秋〉 22025 経営学演習 / 榊原 研互 研究室

[商研]〈春〉 33947 リスク・保険論演習 / 堀田 一吉 研究室 [商研]〈秋〉 37995 経営学演習 / 菊澤 研宗 ３５７－Ａ

[商研]〈秋〉 48726 リスク・保険論演習 / 堀田 一吉 研究室 [商研]〈春〉 38604 産業関係論演習 / 権丈 善一 ３４３－Ｃ

[商研]〈春〉 38619 産業関係論演習 / 八代 充史 研究室

[商研]〈秋〉 49149 産業関係論演習 / 権丈 善一 ３５３－Ｂ

[商研]〈秋〉 48802 産業関係論演習 / 八代 充史 研究室

[商研]〈春〉 08654 商業学演習 / 里村 卓也 研究室

[商研]〈秋〉 08669 商業学演習 / 里村 卓也 研究室

導入科目

＊[商研]〈春〉 45344 Business　Economics　Ⅰ / 鶴 光太郎
１０７

＊[商研]〈秋〉 46499 Business　Economics　Ⅱ / 鶴 光太郎
１０７

[商研]〈春〉 29311 ビジネス・エコノミクスⅠ / 中島 隆信
５１６
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※各科目欄には、次の情報が記載されています。[設置学部・研究科] 登録番号 科目名／担当者名 教室名
※「----▸」は、複数時限に連続で開講されていることを表しています。
※「S」はセット科目、「*」は英語で開講されている科目を表しています。
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http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/325A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/347A.html
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金曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限

[商研] 修士課程科目

基礎科目

[商研]〈春〉 82143 現代日本経営論 / 佐藤 和 ３４３－Ｃ
[商研]〈通年〉 36874 経済数学基礎理論（通年） / 木戸 一夫

[商研]〈秋〉 18561 超成熟社会発展の経済学 / 齋藤 潤，駒村
康平，樋口 美雄 ３１２

専門科目

[商研]〈春〉 82621 産業社会特論 / 高木 朋代 ５２１ ＊[商研]〈秋〉 55930 計量経済学特論 / 大野 由香子 ４４６
[商研]〈春〉 30068 交通・公共政策特論 / 田邉 勝巳 ３５３
－Ａ

[商研]〈春〉 58613 ミクロ・マーケティング特論 / 小野 晃典
４３４

[商研]〈秋〉 86010 産業社会特論 / 細萱 伸子 ３４３－Ｃ

[商研]〈春〉 31098 社会保障特論 / 権丈 善一 ３４３－Ｃ

[商研]〈秋〉 50479 社会保障特論 / 権丈 善一 ４５４

演習科目

＊[商研]〈春〉 29345 税制・経済政策演習 (Seminar: Advanced
Study of Taxation and Economic Policies) / 上田 衛門 ３２５－
Ａ

[商研]〈春〉 58575 商業学演習 / 小野 晃典 ４３４
[商研]〈秋〉 96366 交通・公共政策演習 / 田邉 勝巳 ３５３
－Ａ

[商研]〈春〉 07830 会計学演習 / 荒田 映子 ３４７－Ａ

＊[商研]〈秋〉 50608 税制・経済政策演習 (Seminar: Advanced
Study of Taxation and Economic Policies) / 上田 衛門 ３２５－
Ａ

[商研]〈秋〉 58910 商業学演習 / 小野 晃典 ４３４ [商研]〈春〉 35442 商業学演習 / 白井 美由里 ３４３－Ａ [商研]〈秋〉 07844 会計学演習 / 荒田 映子 ３５７－Ａ

[商研]〈秋〉 35461 商業学演習 / 白井 美由里 ３４３－Ａ

5

※各科目欄には、次の情報が記載されています。[設置学部・研究科] 登録番号 科目名／担当者名 教室名
※「----▸」は、複数時限に連続で開講されていることを表しています。
※「S」はセット科目、「*」は英語で開講されている科目を表しています。

http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343C.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/312.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/521.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/446.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/353A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/353A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/434.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343C.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343C.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/454.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/325A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/325A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/434.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/353A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/353A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/347A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/325A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/325A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/434.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/357A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343A.html


土曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限

[商研] 修士課程科目

基礎科目

[商研]〈春〉 82799 会社法Ⅰ / 山本 爲三郎 ３４５－Ｂ

[商研]〈秋〉 82440 会社法Ⅱ / 山本 爲三郎 ３４５－Ｂ

専門科目

[商研]〈春〉 85999 会計史特論 / 友岡 賛 ３４３－Ａ

[商研]〈秋〉 86005 会計史特論 / 友岡 賛 ３４３－Ａ

演習科目

[商研]〈秋〉 39759 会計学演習 / 吉田 栄介 ４３６
[商研]〈春〉 34848 会計学合同演習 / 園田 智昭，高久 隆太，
横田 絵理，吉田 栄介 ３２３

[商研]〈秋〉 39539 会計学合同演習 / 園田 智昭，高久 隆太，
横田 絵理，吉田 栄介 ３２３

6

※各科目欄には、次の情報が記載されています。[設置学部・研究科] 登録番号 科目名／担当者名 教室名
※「----▸」は、複数時限に連続で開講されていることを表しています。
※「S」はセット科目、「*」は英語で開講されている科目を表しています。

ミクロ・マーケティング特論　※登録番号：28918
(担当者名：髙田 英亮・府川 信幸)
この科目は特定期間集中科目です。
講義日：
6月6日（土）1～5限、6月9日（火）3～5限、6月13日（土）1～5限

http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/345B.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/345B.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/343A.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/436.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/323.html
http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/kizai/mitakyoushitsudb/323.html
k118671
ハイライト表示



曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 言研 54106 53262【春】ﾄﾙｺ語中級Ⅰ ３４６ 54197石丸　由美【春】ﾄﾙｺ語初級Ⅰ ３４６石丸　由美 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅰ １４２－Ｃ嶋尾　稔

54125 54417【秋】ﾄﾙｺ語中級Ⅱ ３４６ 53937石丸　由美【秋】ﾄﾙｺ語初級Ⅱ ３４６石丸　由美 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅱ １４２－Ｃ嶋尾　稔

54159 53941【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅰ １４２－Ｃ嶋尾　稔【春】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅰ ４５４榮谷　温子

54163 53956【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅱ １４２－Ｃ嶋尾　稔【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅱ ４５４榮谷　温子

52945【春】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅰ １４３－Ｂ杉山　隆一

52964【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅱ １４３－Ｂ杉山　隆一

52911【春】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅰ ４３７野元　晋

54273【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅱ ４３７野元　晋

メコ 41922【秋】情報行動論Ⅰ ４３３ 24726川端　美樹 【春】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅰ ５１３小川　葉子

24946 【秋】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅱ ５１３小川　葉子

38920 【春】国際コミュニケーション論 ４３５鈴木　弘貴

Ⅰ

19534 【秋】国際コミュニケーション論 ５１７内藤　耕

Ⅱ

15629 【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅡ １３４福島　慎太郎

体研 76945 26786【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

77349 27998【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

国セ 21195 --→ 93572【秋前】ｱｼﾞｱ太平洋地域における ４１５ --→ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ【春後】日本のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅ-ｼｯﾌﾟと ４４１ ----→（連続授業） ４４１ﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- ----------→ ----→（連続授業） ４１５ 【春】日本映画入門1----------→ ｴｲﾝｼﾞ,　ﾏｲｹﾙ　W. 47108 ４４６

人的資源管理(連続授業)中小企業開発(連続授業) 【秋】日本映画入門2ｴｲﾝｼﾞ,　ﾏｲｹﾙ　W. 47127 ４３７

21874 --→ ----→（連続授業） ４１４ 22010----------→【春後】東ｱｼﾞｱ社会の教育(連続 ４１４ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ- 【春後】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱ ５１５ 【春】近代日本の対外交流史ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ 太田　昭子 67026 ３２３

授業) におけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策 【春後】日中関係概論ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ- 22120 ４３７

21860 --→ ----→（連続授業） ４６６----------→【春後】教育社会学ｱｼﾞｱの教育制 ４６６ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

度(連続授業)

21855 08779【春】古典芸能の内面性 ４３５梅若　猶彦【秋】ｱｼﾞｱの社会変革のための開 ４６２ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

18686【秋】古典芸能の内面性 ４３５梅若　猶彦発政策とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

保セ 40840 【春】現代社会と医学Ⅰ(健康と ５３３森　正明

安全の医学)片山　奈理子

徳村　光昭

広瀬　寛

牧野　伸司

三戸　麻子

横山　裕一

65243 【秋】現代社会と医学Ⅰ(健康と ５２７森　正明

安全の医学)片山　奈理子

徳村　光昭

広瀬　寛

牧野　伸司

三戸　麻子

横山　裕一

外研 42130 42125 41482【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅰ) ４４２ﾍﾟﾘｾﾛ,　ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞ【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅰ) ５２１ 【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅰ) ５２１ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【春】中国語表現技法6(Ⅰ)蒋　文明 92409 １４２－Ｃ

42144 42159 42178【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅱ) ４４２ﾍﾟﾘｾﾛ,　ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞ【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅱ) ５２１ 【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅱ) ５２１ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【秋】中国語表現技法6(Ⅱ)蒋　文明 92413 １４２－Ｃ

ＫＧ --→【春】ﾘ-ﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ基礎(連続授業)田村　次朗 92485 ４２１ ----------→ ----→（連続授業） ４２１

火 言研 54240 07681【春】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅰ ４６６ 53478伊藤　早苗【春】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅰ ４５５伊藤　早苗 【春】ﾀｲ語中級Ⅰ ５３４ 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅰﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ 嶋尾　稔 53975 １４６－Ａ

54254 07696【秋】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅱ ４６６ 54091伊藤　早苗【秋】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅱ ４５５伊藤　早苗 【秋】ﾀｲ語中級Ⅱ ５３４ 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅱﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ 嶋尾　稔 53980 ４５４

54020 54068【春】ﾀｲ語初級Ⅰ ４４１ 53994ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅰ ４５６入山　淳子 【春】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅰ 言文研三上　直光

54766 54072【秋】ﾀｲ語初級Ⅱ ４４１ 54015ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅱ ５２５－Ａ入山　淳子 【秋】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅱ 言文研三上　直光

メコ 15614【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅠ ４４７安部　由紀子 【春】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 20405 ５２４

28941【春】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅰ ５３３鈴木　秀美 -ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅰ重田　育哉

37043【秋】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅱ ５３３鈴木　秀美 【秋】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 19276 ５２４

-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅱ重田　育哉

斯道 45947 45966【春】書物文化史研究Ⅰ ３５６高橋　悠介【春】書物と文化Ⅰ ４５２一戸　渉

45951【秋】書物と文化Ⅱ ４５２一戸　渉

福セ 44902 58685【春】近代日本研究Ⅰ ３５７－Ｃ米山　光儀 【春】近代日本研究特殊演習Ⅰ( ３４１－Ｂ西澤　直子

44630【秋】近代日本研究Ⅱ １２４都倉　武之 注)

49938 【秋】近代日本研究Ⅳ ５２８都倉　武之

国セ 24009 00763【秋】社会文化的文脈における日 １０３ 23055奥川　育子【春】日本史入門:前近代日本史 ４６６ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ 【春前】仏教と現代ｱｼﾞｱの社会変 ４５３ ----→（連続授業）ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S. ----------→ --→ ４５３

本語学概観 化(連続授業)

08726 58135【秋】日本史入門:前近代日本史 ４６６ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ 【春後】異文化比較を通じての日 ５１２ ----→（連続授業）ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ ----------→ --→ ５１２

概観 本理解(連続授業)

06556 04348【春後】質的調査から見る日本文５２３－Ｂ鈴木　理恵 【秋】日本文化への適応､世界へ ４５３ 【春】大正文化と日本の近代ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ ﾉｯﾀ-,　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ　M. 19697 １４３－Ａ

化と社会 の適応

22120 【春後】日中関係概論 １４７ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ-

93481 【秋】比較の視点からみた日本の ５２４柏崎　千佳子

移民政策

保セ 75001 【春】現代社会と医学Ⅱ(現代社 ５３３和井内　由充子

会とCommon Disease)畔上　達彦

内田　敬子

西村　知泰

西村　由貴

康井　洋介

59772 【秋】現代社会と医学Ⅱ(現代社 ５３３和井内　由充子

会とCommon Disease)畔上　達彦

内田　敬子

西村　知泰

西村　由貴

康井　洋介

外研 38040【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(木1 ５２１坂田　ﾛｽﾅｴﾆ 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅰ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 91713 ４４２

とｾｯﾄ） 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅱ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 93151 ４４２

37780【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(木1 ５２１坂田　ﾛｽﾅｴﾆ

とｾｯﾄ）

14428┌【春】ﾛｼｱ語表現技法1(a) ５１１中堀　正洋

14428└【秋】ﾛｼｱ語表現技法1(b) ５１１

ＫＧ 【春】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 22904 ２Ｂ４２

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J.

【秋】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 22919 ２Ｂ４２

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J.

言語文化研究所，メディア・コミュニケーション研究所，斯道文庫，体育研究所， 福澤研究センター，国際センター，保健管理センター，アート・センター
外国語教育研究センター，学生総合センター，グローバルリサーチインスティ テュート，ミュージアム・コモンズ　時間割表

《凡例》
言研：言語文化研究所
メコ：メディア・コミュニケーション研究所
斯道：斯道文庫
体研：体育研究所
福セ：福澤研究センター
国セ：国際センター
保セ：保健管理センター
アセ：アート・センター
外研：外国語教育研究センター
ＫＧ：グローバルリサーチインスティテュート
ミコ：ミュージアム・コモンズ

（注）：学部生履修不可

【学生総合センター講義科目】

曜日時限 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

― 千田　憲孝 93439 【春前半】大学生活における責任と危機管理 ―

― 千田　憲孝 93443 【春後半】大学生活における責任と危機管理 ―

― 千田　憲孝 93740 【秋前半】大学生活における責任と危機管理 ―

― 千田　憲孝 93754 【秋後半】大学生活における責任と危機管理 ―

※学生総合センター講義科目は，自由科目での履修となります。

ﾍﾟﾘｾﾛ,　ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ
ﾍﾟﾘｾﾛ,　ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞﾚ
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 言研 54106 53262【春】ﾄﾙｺ語中級Ⅰ ３４６ 54197石丸　由美【春】ﾄﾙｺ語初級Ⅰ ３４６石丸　由美 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅰ １４２－Ｃ嶋尾　稔

54125 54417【秋】ﾄﾙｺ語中級Ⅱ ３４６ 53937石丸　由美【秋】ﾄﾙｺ語初級Ⅱ ３４６石丸　由美 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語初級Ⅱ １４２－Ｃ嶋尾　稔

54159 53941【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅰ １４２－Ｃ嶋尾　稔【春】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅰ ４５４榮谷　温子

54163 53956【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語中級Ⅱ １４２－Ｃ嶋尾　稔【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語現代文講読Ⅱ ４５４榮谷　温子

52945【春】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅰ １４３－Ｂ杉山　隆一

52964【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語中級Ⅱ １４３－Ｂ杉山　隆一

52911【春】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅰ ４３７野元　晋

54273【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語基礎Ⅱ ４３７野元　晋

メコ 41922【秋】情報行動論Ⅰ ４３３ 24726川端　美樹 【春】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅰ ５１３小川　葉子

24946 【秋】映像ﾒﾃﾞｨｱ論Ⅱ ５１３小川　葉子

38920 【春】国際コミュニケーション論 ４３５鈴木　弘貴

Ⅰ

19534 【秋】国際コミュニケーション論 ５１７内藤　耕

Ⅱ

15629 【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅡ １３４福島　慎太郎

体研 76945 26786【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

77349 27998【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー竹村　りょうこ

国セ 21195 --→ 93572【秋前】ｱｼﾞｱ太平洋地域における ４１５ --→ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ,　ﾀﾞｲﾓﾝ【春後】日本のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅ-ｼｯﾌﾟと ４４１ ----→（連続授業） ４４１ﾏﾆｴ　ﾜﾀﾅﾍﾞ,　ﾚﾐ- ----------→ ----→（連続授業） ４１５ 【春】日本映画入門1----------→ ｴｲﾝｼﾞ,　ﾏｲｹﾙ　W. 47108 ４４６

人的資源管理(連続授業)中小企業開発(連続授業) 【秋】日本映画入門2ｴｲﾝｼﾞ,　ﾏｲｹﾙ　W. 47127 ４３７

21874 --→ ----→（連続授業） ４１４ 22010----------→【春後】東ｱｼﾞｱ社会の教育(連続 ４１４ﾊﾓﾝﾄﾞ,　ｸﾘｽﾄﾌｧ- 【春後】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱ ５１５ 【春】近代日本の対外交流史ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ 太田　昭子 67026 ３２３

授業) におけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策 【春後】日中関係概論ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ- 22120 ４３７

21860 --→ ----→（連続授業） ４６６----------→【春後】教育社会学ｱｼﾞｱの教育制 ４６６ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

度(連続授業)

21855 08779【春】古典芸能の内面性 ４３５梅若　猶彦【秋】ｱｼﾞｱの社会変革のための開 ４６２ﾄﾞ-ｿﾝ,　ｳｫﾙﾀ-

18686【秋】古典芸能の内面性 ４３５梅若　猶彦発政策とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

保セ 40840 【春】現代社会と医学Ⅰ(健康と ５３３森　正明

安全の医学)片山　奈理子

徳村　光昭

広瀬　寛

牧野　伸司

三戸　麻子

横山　裕一

65243 【秋】現代社会と医学Ⅰ(健康と ５２７森　正明

安全の医学)片山　奈理子

徳村　光昭

広瀬　寛

牧野　伸司

三戸　麻子

横山　裕一

外研 42130 42125 41482【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅰ) ４４２ﾍﾟﾘｾﾛ,　ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞ【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅰ) ５２１ 【春】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅰ) ５２１ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【春】中国語表現技法6(Ⅰ)蒋　文明 92409 １４２－Ｃ

42144 42159 42178【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法5(Ⅱ) ４４２ﾍﾟﾘｾﾛ,　ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ｱﾝﾄﾞ【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法3(Ⅱ) ５２１ 【秋】ﾌﾗﾝｽ語表現技法4(Ⅱ) ５２１ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ ｳﾞｧﾘｴﾝﾇ,　ｺﾘﾝﾇ 【秋】中国語表現技法6(Ⅱ)蒋　文明 92413 １４２－Ｃ

ＫＧ --→【春】ﾘ-ﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ基礎(連続授業)田村　次朗 92485 ４２１ ----------→ ----→（連続授業） ４２１

火 言研 54240 07681【春】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅰ ４６６ 53478伊藤　早苗【春】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅰ ４５５伊藤　早苗 【春】ﾀｲ語中級Ⅰ ５３４ 【春】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅰﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ 嶋尾　稔 53975 １４６－Ａ

54254 07696【秋】ｱｯｶﾄﾞ語中級Ⅱ ４６６ 54091伊藤　早苗【秋】ｱｯｶﾄﾞ語初級Ⅱ ４５５伊藤　早苗 【秋】ﾀｲ語中級Ⅱ ５３４ 【秋】ｳﾞｪﾄﾅﾑ語文献講読Ⅱﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ 嶋尾　稔 53980 ４５４

54020 54068【春】ﾀｲ語初級Ⅰ ４４１ 53994ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅰ ４５６入山　淳子 【春】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅰ 言文研三上　直光

54766 54072【秋】ﾀｲ語初級Ⅱ ４４１ 54015ﾎﾟﾝｼ-,　ﾗｲﾄ【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ初級Ⅱ ５２５－Ａ入山　淳子 【秋】ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語初級Ⅱ 言文研三上　直光

メコ 15614【春】異文化間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝⅠ ４４７安部　由紀子 【春】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 20405 ５２４

28941【春】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅰ ５３３鈴木　秀美 -ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅰ重田　育哉

37043【秋】ﾒﾃﾞｨｱ法制Ⅱ ５３３鈴木　秀美 【秋】読売新聞寄附講座 現代ｼﾞｬ山腰　修三 19276 ５２４

-ﾅﾘｽﾞﾑ総論Ⅱ重田　育哉

斯道 45947 45966【春】書物文化史研究Ⅰ ３５６高橋　悠介【春】書物と文化Ⅰ ４５２一戸　渉

45951【秋】書物と文化Ⅱ ４５２一戸　渉

福セ 44902 58685【春】近代日本研究Ⅰ ３５７－Ｃ米山　光儀 【春】近代日本研究特殊演習Ⅰ( ３４１－Ｂ西澤　直子

44630【秋】近代日本研究Ⅱ １２４都倉　武之 注)

49938 【秋】近代日本研究Ⅳ ５２８都倉　武之

国セ 24009 00763【秋】社会文化的文脈における日 １０３ 23055奥川　育子【春】日本史入門:前近代日本史 ４６６ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ 【春前】仏教と現代ｱｼﾞｱの社会変 ４５３ ----→（連続授業）ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S. ----------→ --→ ４５３

本語学概観 化(連続授業)

08726 58135【秋】日本史入門:前近代日本史 ４６６ｸﾗｼｹﾞ　ｼﾞｪﾌﾘ-　ﾖｼｵ 【春後】異文化比較を通じての日 ５１２ ----→（連続授業）ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ ----------→ --→ ５１２

概観 本理解(連続授業)

06556 04348【春後】質的調査から見る日本文５２３－Ｂ鈴木　理恵 【秋】日本文化への適応､世界へ ４５３ 【春】大正文化と日本の近代ｼｮ-ﾙｽﾞ,　ｼﾞｮｾﾌ ﾉｯﾀ-,　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ　M. 19697 １４３－Ａ

化と社会 の適応

22120 【春後】日中関係概論 １４７ﾆｹ,　ｳﾞｧﾚﾘ-

93481 【秋】比較の視点からみた日本の ５２４柏崎　千佳子

移民政策

保セ 75001 【春】現代社会と医学Ⅱ(現代社 ５３３和井内　由充子

会とCommon Disease)畔上　達彦

内田　敬子

西村　知泰

西村　由貴

康井　洋介

59772 【秋】現代社会と医学Ⅱ(現代社 ５３３和井内　由充子

会とCommon Disease)畔上　達彦

内田　敬子

西村　知泰

西村　由貴

康井　洋介

外研 38040【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(木1 ５２１坂田　ﾛｽﾅｴﾆ 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅰ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 91713 ４４２

とｾｯﾄ） 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法4(Ⅱ)ﾍﾞｯｶ-,　ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ 93151 ４４２

37780【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(木1 ５２１坂田　ﾛｽﾅｴﾆ

とｾｯﾄ）

14428┌【春】ﾛｼｱ語表現技法1(a) ５１１中堀　正洋

14428└【秋】ﾛｼｱ語表現技法1(b) ５１１

ＫＧ 【春】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 22904 ２Ｂ４２

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J.

【秋】ｻｲﾊﾞ-文明:ﾚﾎﾞﾘｭ-ｼｮﾝとｴﾎﾞﾌｧ-ﾊﾞ-,　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ 22919 ２Ｂ４２

ﾘｭ-ｼｮﾝﾊﾞ-ｶﾞ-ｽﾞ,　ﾄﾋﾞｱｽ　J.

言語文化研究所，メディア・コミュニケーション研究所，斯道文庫，体育研究所， 福澤研究センター，国際センター，保健管理センター，アート・センター
外国語教育研究センター，学生総合センター，グローバルリサーチインスティ テュート，ミュージアム・コモンズ　時間割表

《注意事項》
1．履修申告について
　研究所講座の単位を進級・卒業の必要単位あるいは自由科目等の単位とする場合には，分野番号に注意の上，必ず履修申告を行ってください。

2．授業科目名の前に【春】【秋】【春前】【春後】【秋前】【秋後】とあるものは【春学期】【秋学期】【春学期前半】【春学期後半】【秋学期前半】【秋学期後半】
を表します。

　　体育研究所三田設置科目は，体育実技 A（ウィークリー・スポーツ）です。
3．学生総合センター科目の授業は web 上で e-learning 形式で開講しますので，受講者は keio.jp にログインし，オンデマンドで履修します。教室で
の講義は行われません。

4．授業の詳細についてはシラバスを確認してください。検索の際，キャンパスを「三田」，科目設置学部を「諸研究所－学生総合センター」と指定
してください。
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

水 言研 80050 54178 54288【春】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅰ ５２５－Ｂ太田　絵里奈【春】日本手話初級Ⅰ ４４１ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅰ ３５４數見　陽子 野元　晋

80705 54182 54292【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅱ ５２５－Ｂ太田　絵里奈【秋】日本手話初級Ⅱ ４４１ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅱ ３５４數見　陽子 野元　晋

97965【春】日本手話中級Ⅰ ４４６小林　信恵

97970【秋】日本手話中級Ⅱ ４４６小林　信恵

メコ 32644【春】ﾒﾃﾞｨｱ産業と政策Ⅰ ４３７湧口　清隆 【春】情報通信政策Ⅰ中田　響 20424 １０４

【秋】情報通信政策Ⅱ中田　響 20439 １０４

体研 11236 20203【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子

ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

11255 20218【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子

ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

40888 41368【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(中級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

40907 49923【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(中級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

40911 40945【春】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将【春】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将

40926 40950【秋】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将【秋】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将

国セ 71078 98426【春】人間の理想像に関する哲学 ４４６ 63881林　晃紀【春】日本の人間工学 ４４６浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 【春後】日本仏教と現代社会(連 ４６１ ----→（連続授業）ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S. ----------→ --→ ４６１

19257 的探究:日本と西洋との対話を通【秋】高齢化社会日本のための革 ４５７浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 続授業)

じて 93477新的技術 【春】日本の政治 ４６３ 【秋】日本の食と食文化の歴史茂垣　昌宏 野澤　丈二 20898 ４５３

00778 92705【秋】人間の理想像に関する哲学 ５２２ 98718林　晃紀【秋】異文化ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝと日本文 ４３７奥川　育子 【秋】日本の公共政策(ｾﾐﾅ-) ４６３茂垣　昌宏

的探究:日本と西洋との対話を通 07280化 【秋】社会言語学的諸問題と現代 ５３１鈴木　理恵

じて 日本語

92872【秋】近･現代日本の短編小説に ５１５ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

おける他者との出会い

アセ 82272【春】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義(注) ４３５渡部　葉子

久保　仁志

森山　緑

82287【秋】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義演習( ４３５渡部　葉子

注)久保　仁志

森山　緑

外研 08464┌【春】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英 ３４７－Ｃｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

語(a)

08464└【秋】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英 ３４７－Ｃ

語(b)

ミコ 【秋】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞ本間　友 15102 １０９

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

木 言研 54421 97931【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅰ ５４１ 54474加藤　昌彦【春】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅰ １４２－Ｂ髙井　啓介 【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅰ ５４１加藤　昌彦

54436 97946【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅱ ５４１ 97927加藤　昌彦【秋】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅱ １４２－Ｂ髙井　啓介 【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅱ ５４１加藤　昌彦

54455【春】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅰ １４２－Ｂ髙井　啓介

52950【秋】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅱ １４２－Ｂ髙井　啓介

メコ 22279 53903【春】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫 【春】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅰ ５１１ 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ社会論Ⅱ李　津娥 烏谷　昌幸 36601 １０１

53918報･PR論Ⅰ 【秋】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅱ ３３６ 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ産業と政策Ⅱ李　津娥 西岡　洋子 29986 ５１２

22078【秋】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫

報･PR論Ⅱ

体研 40031【春】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

41042【秋】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

国セ 10938 00759【春】社会文化的文脈における日 ４３３ 54269奥川　育子【春】社会言語学的諸問題と現代 ４２３鈴木　理恵 【春】日本とｲﾝﾄﾞのﾊﾟ-ﾄﾅ-ｼｯﾌﾟを １４３－Ａ 【春】日本と世界のｽﾎﾟ-ﾂ･健康･ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ 木村　真規 92671 ４６１

本語学日本語 構築する 長寿の文化

07256 05951【秋】日本語応用言語学 ４３４ 47681奥川　育子【秋】質的調査から見る日本文化 ４２２鈴木　理恵 【秋】日米関係史 １４３－Ａ 【春】ｱｼﾞｱと日本の経済関係ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ 林　秀毅 00706 ４３７

39070【春前】日本美術史入門(連続授 １３３ --→白原　由起子と社会 ----→（連続授業） １３３ 【秋】教育を通して日本文化､社----------→ ｼｪｲ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄ 04147 ４１３

72772 業)【春】日本のｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ ４６５ﾎ-ﾘ-,　ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ　R. 会の構造､価値観を考える

04534 58503【春後】戦後日本の再生(連続授 ４６７ --→ﾎ-ﾘ-,　ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ　R.【秋】日本のｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ ４６５ﾎ-ﾘ-,　ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ　R. ----→（連続授業） ４６７----------→

業)

04410【秋】日本仏教と現代社会 ４６５ 49297ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S. 【秋】東ｱｼﾞｱの開発と法 ２Ｂ２５松尾　弘

アセ 【春】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!A面粂川　麻里生 15891 ５３１

中川　ﾖｳ

【秋】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!B面粂川　麻里生 15906 ５３１

中川　ﾖｳ

外研 38040 92375 81682【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(火2 ５２１ 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅰ) ５３５ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【春】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅰ) ４４１ 【春】中国語表現技法5(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ 呉　敏 92394 ３２１

92380とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅱ) ５３５ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ (初級) 【秋】中国語表現技法5(Ⅱ)呉　敏 91986 ３２１

37780 86813【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(火2 ５２１ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ 【秋】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅱ) ４４１ 【春】英語留学準備(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ 41846 ４４１

とｾｯﾄ) (初級) 【秋】英語留学準備(Ⅱ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ 41865 ４４１

08479 ┌【春】英語翻訳(a) ４６３ 【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅰ)ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M. ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ 98024 １３１－Ａ

08479 └【秋】英語翻訳(b) ４６３ 【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅱ)ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ 98039 １３１－Ａ

金 言研 52979【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅰ ５２５－Ａ 94985田澤　恵子 【春】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅰ ５２５－Ｂ 【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅰ井上　貴恵 入山　淳子 54049 ５２５－Ｃ

52983【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅱ ５２５－Ａ 54489田澤　恵子 【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅱ ５２５－Ｂ 【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅱ井上　貴恵 入山　淳子 54053 ５２５－Ｃ

52998 【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅰ ５２５－Ａ田澤　恵子

53004 【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅱ ５２５－Ａ田澤　恵子

メコ 15777 26202【春】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ発達史Ⅰ ４１１ 72165大久保　遼【春】日本民間放送連盟寄附講座 ５２４鈴木　秀美 【春】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論Ⅰ ５１９ 【春】世論Ⅰ山口　仁 山口　仁 07916 ４２２

35074【秋】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ発達史Ⅱ ４１１大久保　遼民間放送の現在と未来小山　文香 【秋】世論Ⅱ山口　仁 07935 ４２２

86278 42311【春】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅰ ５１３小川　葉子【秋】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ論Ⅱ ５３２山腰　修三

38623【秋】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅱ ５１３小川　葉子

26513【春】メディア社会論Ⅰ ５２６津田　正太郎

28956【春】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅰ １３１－Ｂ山腰　修三

39304【秋】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅱ １３１－Ｂ山腰　修三

斯道 44754【秋】書物文化史研究Ⅱ ４５２矢島　明希子

体研 20237 20280【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代

ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)

20241 20294【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代

ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)

福セ 49942 68811【春】近代日本研究Ⅲ ５１６ 【秋】近代日本研究特殊演習Ⅱ( １４３－Ａ西澤　直子 井奥　成彦

注)

国セ 23791 --→ 04845【春前】伝統演劇と美術に見える １０３ --→大島　明･ﾏ-ｸ【春後】ﾏｲﾉﾘﾃｨと日本の教育(連 ４５５ ----→（連続授業） ４５５德永　智子 --→----------→ ----→（連続授業） １０３ 【春後】日本の通商関連法･政策(----------→ 飯野　文 21889 ４１２ ----------→ ----→（連続授業） ４１２

日本文化のﾙ-ﾂ(連続授業)続授業) 連続授業)

93295 06556 01167【春後】最高裁判所-構造､機能､ ４４３ --→ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ【秋】日本法への入門 ４４３ 【春後】質的調査から見る日本文５２３－Ｂｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ --→鈴木　理恵 ----→（連続授業） ４４３ 【春後】日本のｵﾀｸ文化と多国籍----------→ 杉浦　一徳 04549 ４１１ ----------→ ----→（連続授業） ４１１

判例(連続授業)化と社会 的関係(連続授業)

24032 10923【春】日本の対外政策 ４６６ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ 【春】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける ４４２ 【春】東･東南ｱｼﾞｱにおける植民鈴木　理恵 ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 04520 ４５７

98373【秋】入門 日本の歴史と文化 ４６６ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ 文化的前提 地主義を読む

07275 【秋】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける ４１４ 【秋】東･東南ｱｼﾞｱにおける女性鈴木　理恵 ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 23720 ４５７

文化的前提 の商品化

22010 【春後】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱ ５１３ 【秋】日本のｵﾀｸ文化と多国籍的ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ 杉浦　一徳 92686 ４１１

におけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策 関係

04553 【秋】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに ５１３ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

外研 41717 42474 41903【春】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅰ) ３２２ 【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅰ) ４５４和田　朋子 ﾄﾞﾙﾈｯﾃｨ,　ﾌｨﾘｯﾎﾟ 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅰ)(上 １１０安藤　万奈

42068 41683【秋】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅱ) ３２２ 【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅱ) ４５４和田　朋子 ﾄﾞﾙﾈｯﾃｨ,　ﾌｨﾘｯﾎﾟ 級)

41918 【秋】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅱ)(上 １１０安藤　万奈

級)

41870 【春】ﾛｼｱ語聴解(Ⅰ) ３２２山田　徹也

41884 【秋】ﾛｼｱ語聴解(Ⅱ) ３２２山田　徹也

土 国セ 98703 --→【春後】日本における芸術と文化 ３１３ ----→（連続授業） ３１３菱山　裕子 ----------→

/ｱ-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ(連続授業)

93520 46981【秋】日本の競争政策 ４２２ 【秋】日本における芸術と文化/ｱ ３１３山田　弘 菱山　裕子

-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ
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曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

水 言研 80050 54178 54288【春】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅰ ５２５－Ｂ太田　絵里奈【春】日本手話初級Ⅰ ４４１ 【春】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅰ ３５４數見　陽子 野元　晋

80705 54182 54292【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語古典Ⅱ ５２５－Ｂ太田　絵里奈【秋】日本手話初級Ⅱ ４４１ 【秋】ｱﾗﾋﾞｱ語文献講読Ⅱ ３５４數見　陽子 野元　晋

97965【春】日本手話中級Ⅰ ４４６小林　信恵

97970【秋】日本手話中級Ⅱ ４４６小林　信恵

メコ 32644【春】ﾒﾃﾞｨｱ産業と政策Ⅰ ４３７湧口　清隆 【春】情報通信政策Ⅰ中田　響 20424 １０４

【秋】情報通信政策Ⅱ中田　響 20439 １０４

体研 11236 20203【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子

ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

11255 20218【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館板垣　悦子

ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)ｸﾞ)20(ﾋﾟﾗﾃｨｽ)

40888 41368【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大【春】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(中級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

40907 49923【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(初級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大【秋】体育実技A(ﾃﾆｽ)14(中級) ﾃﾆｽｺ ﾄー鳥屋　智大

40911 40945【春】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将【春】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将

40926 40950【秋】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将【秋】体育実技A(剣道)10 綱町武道館吉田　泰将

国セ 71078 98426【春】人間の理想像に関する哲学 ４４６ 63881林　晃紀【春】日本の人間工学 ４４６浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 【春後】日本仏教と現代社会(連 ４６１ ----→（連続授業）ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S. ----------→ --→ ４６１

19257 的探究:日本と西洋との対話を通【秋】高齢化社会日本のための革 ４５７浦上　ﾔｸﾘ-ﾝ 続授業)

じて 93477新的技術 【春】日本の政治 ４６３ 【秋】日本の食と食文化の歴史茂垣　昌宏 野澤　丈二 20898 ４５３

00778 92705【秋】人間の理想像に関する哲学 ５２２ 98718林　晃紀【秋】異文化ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝと日本文 ４３７奥川　育子 【秋】日本の公共政策(ｾﾐﾅ-) ４６３茂垣　昌宏

的探究:日本と西洋との対話を通 07280化 【秋】社会言語学的諸問題と現代 ５３１鈴木　理恵

じて 日本語

92872【秋】近･現代日本の短編小説に ５１５ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M.

おける他者との出会い

アセ 82272【春】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義(注) ４３５渡部　葉子

久保　仁志

森山　緑

82287【秋】ｱ-ﾄ･ｱ-ｶｲｳﾞ特殊講義演習( ４３５渡部　葉子

注)久保　仁志

森山　緑

外研 08464┌【春】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英 ３４７－Ｃｺﾈﾘ-,　ﾏ-ﾃｨﾝ　C.

語(a)

08464└【秋】英語最上級 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ英 ３４７－Ｃ

語(b)

ミコ 【秋】ﾐｭ-ｼﾞｱﾑとｺﾓﾝｽﾞ本間　友 15102 １０９

松谷　芙美

宮北　剛己

渡部　葉子

木 言研 54421 97931【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅰ ５４１ 54474加藤　昌彦【春】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅰ １４２－Ｂ髙井　啓介 【春】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅰ ５４１加藤　昌彦

54436 97946【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語中級Ⅱ ５４１ 97927加藤　昌彦【秋】ﾍﾌﾞﾙ語初級Ⅱ １４２－Ｂ髙井　啓介 【秋】ﾋﾞﾙﾏ(ﾐｬﾝﾏ-)語初級Ⅱ ５４１加藤　昌彦

54455【春】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅰ １４２－Ｂ髙井　啓介

52950【秋】ﾍﾌﾞﾙ語中級Ⅱ １４２－Ｂ髙井　啓介

メコ 22279 53903【春】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫 【春】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅰ ５１１ 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ社会論Ⅱ李　津娥 烏谷　昌幸 36601 １０１

53918報･PR論Ⅰ 【秋】ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ調査法Ⅱ ３３６ 【秋】ﾒﾃﾞｨｱ産業と政策Ⅱ李　津娥 西岡　洋子 29986 ５１２

22078【秋】ﾌﾟﾗｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ寄附講座 広 ４１１茅島　秀夫

報･PR論Ⅱ

体研 40031【春】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

41042【秋】体育実技A(合氣道)30 綱町武道館藤平　信一

国セ 10938 00759【春】社会文化的文脈における日 ４３３ 54269奥川　育子【春】社会言語学的諸問題と現代 ４２３鈴木　理恵 【春】日本とｲﾝﾄﾞのﾊﾟ-ﾄﾅ-ｼｯﾌﾟを １４３－Ａ 【春】日本と世界のｽﾎﾟ-ﾂ･健康･ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ 木村　真規 92671 ４６１

本語学日本語 構築する 長寿の文化

07256 05951【秋】日本語応用言語学 ４３４ 47681奥川　育子【秋】質的調査から見る日本文化 ４２２鈴木　理恵 【秋】日米関係史 １４３－Ａ 【春】ｱｼﾞｱと日本の経済関係ｳｨﾘｱﾑｽ,　ﾑｹ-ｼｭ 林　秀毅 00706 ４３７

39070【春前】日本美術史入門(連続授 １３３ --→白原　由起子と社会 ----→（連続授業） １３３ 【秋】教育を通して日本文化､社----------→ ｼｪｲ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄ 04147 ４１３

72772 業)【春】日本のｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ ４６５ﾎ-ﾘ-,　ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ　R. 会の構造､価値観を考える

04534 58503【春後】戦後日本の再生(連続授 ４６７ --→ﾎ-ﾘ-,　ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ　R.【秋】日本のｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ ４６５ﾎ-ﾘ-,　ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ　R. ----→（連続授業） ４６７----------→

業)

04410【秋】日本仏教と現代社会 ４６５ 49297ﾜｯﾂ,　ｼﾞｮﾅｻﾝ　S. 【秋】東ｱｼﾞｱの開発と法 ２Ｂ２５松尾　弘

アセ 【春】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!A面粂川　麻里生 15891 ５３１

中川　ﾖｳ

【秋】ｼﾞｬｽﾞ･ﾑ-ｳﾞｽﾞ･ｵﾝ!B面粂川　麻里生 15906 ５３１

中川　ﾖｳ

外研 38040 92375 81682【春】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅰ)(火2 ５２１ 【春】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅰ) ５３５ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ 【春】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅰ) ４４１ 【春】中国語表現技法5(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ 呉　敏 92394 ３２１

92380とｾｯﾄ) 【秋】ﾄﾞｲﾂ語表現技法5(Ⅱ) ５３５ﾃﾞ-ｹﾞﾝ,　ﾗﾙﾌ (初級) 【秋】中国語表現技法5(Ⅱ)呉　敏 91986 ３２１

37780 86813【秋】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語ﾍﾞ-ｼｯｸ(Ⅱ)(火2 ５２１ｻﾝﾄ-ｿ　ﾍﾟﾄﾙｽ 【秋】英語ｵ-ﾗﾙ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ(Ⅱ) ４４１ 【春】英語留学準備(Ⅰ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ 41846 ４４１

とｾｯﾄ) (初級) 【秋】英語留学準備(Ⅱ)ﾄﾞｩﾓﾋﾞｯﾁ,　ｼﾞｮﾝ 41865 ４４１

08479 ┌【春】英語翻訳(a) ４６３ 【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅰ)ﾚｲｻｲﾄﾞ,　ｼﾞｪｲﾑｽ　M. ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ 98024 １３１－Ａ

08479 └【秋】英語翻訳(b) ４６３ 【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法1(Ⅱ)ﾌｫﾙﾐｻ-ﾉ,　ｶﾙﾗ 98039 １３１－Ａ

金 言研 52979【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅰ ５２５－Ａ 94985田澤　恵子 【春】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅰ ５２５－Ｂ 【春】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅰ井上　貴恵 入山　淳子 54049 ５２５－Ｃ

52983【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語初級Ⅱ ５２５－Ａ 54489田澤　恵子 【秋】ﾍﾟﾙｼｱ語初級Ⅱ ５２５－Ｂ 【秋】ｻﾝｽｸﾘｯﾄ中級Ⅱ井上　貴恵 入山　淳子 54053 ５２５－Ｃ

52998 【春】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅰ ５２５－Ａ田澤　恵子

53004 【秋】古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ語中級Ⅱ ５２５－Ａ田澤　恵子

メコ 15777 26202【春】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ発達史Ⅰ ４１１ 72165大久保　遼【春】日本民間放送連盟寄附講座 ５２４鈴木　秀美 【春】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論Ⅰ ５１９ 【春】世論Ⅰ山口　仁 山口　仁 07916 ４２２

35074【秋】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ発達史Ⅱ ４１１大久保　遼民間放送の現在と未来小山　文香 【秋】世論Ⅱ山口　仁 07935 ４２２

86278 42311【春】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅰ ５１３小川　葉子【秋】ﾏｽ･ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ論Ⅱ ５３２山腰　修三

38623【秋】ﾒﾃﾞｨｱ文化論Ⅱ ５１３小川　葉子

26513【春】メディア社会論Ⅰ ５２６津田　正太郎

28956【春】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅰ １３１－Ｂ山腰　修三

39304【秋】ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾞﾑ論Ⅱ １３１－Ｂ山腰　修三

斯道 44754【秋】書物文化史研究Ⅱ ４５２矢島　明希子

体研 20237 20280【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代【春】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代

ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)

20241 20294【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代【秋】体育実技A(ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ 綱町武道館奥山　靜代

ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)ｸﾞ)20(ﾖｶﾞ)

福セ 49942 68811【春】近代日本研究Ⅲ ５１６ 【秋】近代日本研究特殊演習Ⅱ( １４３－Ａ西澤　直子 井奥　成彦

注)

国セ 23791 --→ 04845【春前】伝統演劇と美術に見える １０３ --→大島　明･ﾏ-ｸ【春後】ﾏｲﾉﾘﾃｨと日本の教育(連 ４５５ ----→（連続授業） ４５５德永　智子 --→----------→ ----→（連続授業） １０３ 【春後】日本の通商関連法･政策(----------→ 飯野　文 21889 ４１２ ----------→ ----→（連続授業） ４１２

日本文化のﾙ-ﾂ(連続授業)続授業) 連続授業)

93295 06556 01167【春後】最高裁判所-構造､機能､ ４４３ --→ｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ【秋】日本法への入門 ４４３ 【春後】質的調査から見る日本文５２３－Ｂｵﾙﾄﾗ-ﾆ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ --→鈴木　理恵 ----→（連続授業） ４４３ 【春後】日本のｵﾀｸ文化と多国籍----------→ 杉浦　一徳 04549 ４１１ ----------→ ----→（連続授業） ４１１

判例(連続授業)化と社会 的関係(連続授業)

24032 10923【春】日本の対外政策 ４６６ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ 【春】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける ４４２ 【春】東･東南ｱｼﾞｱにおける植民鈴木　理恵 ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 04520 ４５７

98373【秋】入門 日本の歴史と文化 ４６６ﾌﾟﾚｾﾛ,　ｱﾝﾄﾞﾚｱ 文化的前提 地主義を読む

07275 【秋】日本語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝにおける ４１４ 【秋】東･東南ｱｼﾞｱにおける女性鈴木　理恵 ﾁｬﾝﾄﾞﾗ,　ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 23720 ４５７

文化的前提 の商品化

22010 【春後】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱ ５１３ 【秋】日本のｵﾀｸ文化と多国籍的ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ 杉浦　一徳 92686 ４１１

におけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策 関係

04553 【秋】第二次世界大戦後のｱｼﾞｱに ５１３ｳﾞｪｯｾ,　ｵﾘｳﾞｨｴ

おけるﾌﾗﾝｽおよびﾖ-ﾛｯﾊﾟの政策

外研 41717 42474 41903【春】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅰ) ３２２ 【春】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅰ) ４５４和田　朋子 ﾄﾞﾙﾈｯﾃｨ,　ﾌｨﾘｯﾎﾟ 【春】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅰ)(上 １１０安藤　万奈

42068 41683【秋】英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(Ⅱ) ３２２ 【秋】ｲﾀﾘｱ語表現技法2(Ⅱ) ４５４和田　朋子 ﾄﾞﾙﾈｯﾃｨ,　ﾌｨﾘｯﾎﾟ 級)

41918 【秋】ｽﾍﾟｲﾝ語表現技法3(Ⅱ)(上 １１０安藤　万奈

級)

41870 【春】ﾛｼｱ語聴解(Ⅰ) ３２２山田　徹也

41884 【秋】ﾛｼｱ語聴解(Ⅱ) ３２２山田　徹也

土 国セ 98703 --→【春後】日本における芸術と文化 ３１３ ----→（連続授業） ３１３菱山　裕子 ----------→

/ｱ-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ(連続授業)

93520 46981【秋】日本の競争政策 ４２２ 【秋】日本における芸術と文化/ｱ ３１３山田　弘 菱山　裕子

-ﾄﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ
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三田キャンパス構内マップ

西 校 舎

（Ａ） 中 1 階 山食
地下 1階 生協食堂

1 階 511～ 517
2 階 521～ 526
3 階 531

第 1 校 舎

外国語教育研究センター
1階 101～ 111
2階 121～ 124

3階 131（Ａ～Ｂ）～ 135
～ 1474階 141（Ａ～Ｃ）

（Ｂ）
2 階 527

地下 3階 学生団体ルーム

3 階 532
4 階 541，542，544，545

3 　階
2 　階

1 　階

地下 1階

大会議室
基金室，塾員センター
社会・地域連携室
北館ホール
保健管理センター
ファカルティクラブ
通信教育部
管財部（工務担当・施設担当）
入学センター

3 　階
2 　階
地下 1階

中文演習室
史学共同研究室
学術研究支援部三田担当

（Ｃ）

地下 2階 501

1 階 519
2 階 528
3 階 533～ 535

三田文学
体育会事務室
体育会本部 北 館

8階 東館ホール
6階 G-Lab
4階 グローバルリサーチ

インスティテュート  ほか
西館

北 門

東 門
西
門

研 究 室 棟
生協購買部 東 館

西 校 舎
（Ａ）

塾
監
局

第 1 校 舎

（Ｂ）

（Ｃ）
中

等

部

大学院
校舎

塾 監 局

図 書 館

人事部，経理部
管財部，総務部
広報室ほか

警備室

三田演説館

三田インフォメーションプラザ
正 門

大 学 院 校 舎

南 校 舎

8階 　産業研究所，法学研究所
　東アジア研究所

7階 　374，375（A・B）
　メディア・コミュニケーション
　研究所，会計研究室

6階 　大学院生研究室
5階 　351（A・B）～ 358
4階 　341（A・B）～ 348
3階 　333～ 336，ITC本部
2階 　321～ 325（A・B）
1階　 311～ 314
地下 1階 三田 ITC

2階　協生環境推進室
　　管財部（レジデンシャル担当）

1階　グッズショップ

南　 　館

2階～11階 福澤研究センター（ 4階）
会議室，研究個室ほか

1階　　　学生部（法務研究科）
教員室・教室管理室

地下 1階 2 B 11～2 B 15
教職課程センター

地下 2階 2 B 21～2 B 25
地下 3階 2 B 31～2 B 35
地下 4階 2 B 41，2 B 42

模擬法廷教室
ディスタンス
ラーニング室

1階･2階
地下 1階 西校舎ホール

メディアセンター
図書館研修室  ほか

南　館

交　番

学術研究支援部
アート・センター
言語文化研究所

斯道文庫ほか

7階 471～477 グループ学習室・テラス
6階 461～467
5階 451～457 南校舎ホール
4階 441～447 ザ・カフェテリア
3階 431～437 社中交歡 萬來舍
2階 421～425 PCラウンジ
1階 411～415 学生ラウンジ

PCラウンジ
グローバルラウンジ
就職資料室
証明書自動発行機

地下 1階 学生部，学生相談室

学生部入口（地下 1階）

南校舎

図
書
館
旧
館

（
改
修
工
事
中
）

地下 2階 学生団体ルーム

玄
関
ホ
ー
ル

掲

　示

　板

掲
示
板
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