
担当者   登録番号 タイプ指定 授業科目名 教室 担当者   登録番号 タイプ指定 授業科目名 教室 担当者   登録番号 タイプ指定 授業科目名 教室 担当者   登録番号 タイプ指定 授業科目名 教室 担当者   登録番号 タイプ指定 授業科目名 教室

宮崎　直哉 57319 【春】微分積分入門 河備　浩司 32001 【秋】微分積分 石川　昌治 99799 【春】線形代数 Ｄ２０５ 崔　在東 86850 【春】経済史入門Ⅰ

宮崎　直哉 34019 【秋】微分積分 宮崎　直哉 34038 【秋】微分積分 石川　昌治 57266 【秋】線形代数続論 Ｄ２０５ 神田　さやこ 86773 【秋】経済史入門Ⅱ

石川　昌治 33247 【春】線形代数 Ｄ２０５ 河備　浩司 36963 【春】微分積分入門 駒形　哲哉　他 11673 【春】フィールドワーク論 ２３ 壽里　竜 26175 【春】経済思想の歴史Ⅰ

石川　昌治 36710 【秋】線形代数続論 Ｄ２０５ 宮崎　直哉 57323 【春】微分積分入門 牧野　邦昭 26285 【秋】経済思想の歴史Ⅱ

定森　亮 35527 【春】経済思想の歴史Ⅰ 平賀　一希 12039 【春】日本経済概論 長谷川　淳一 34148 【春】経済史概論Ⅰ

≪再履修上の注意≫ 川俣　雅弘 83884 【秋】経済思想の歴史Ⅱ 高橋　周 86769 【秋】経済史概論Ⅱ

　１．以下の科目は履修タイプに従って再履修し 秋山　裕 86022 【春】計量経済学概論

　　　てください。

　原則、他のタイプのクラスは履修できません。

　　　・統計学Ⅰ・Ⅱ（タイプＡ用/タイプＢ用）

　　　・ミクロ経済学初級Ⅰ・Ⅱ（タイプＡ）

　　　・ミクロ経済学入門Ⅰ・Ⅱ（タイプＢ）

　　＊ただし、タイプＢの学生で、研究会または

　　　研究会指導教員が指定する授業との曜日時

　　　限重複により、タイプＢの授業を履修する 井奥　洪二 ┐

　　　ことが不可能な場合は、4月13日までに 河端　瑞貴 ┘

　　　三田学生部に申し出てください。

駒形　哲哉 03446 【春】マルクス経済学Ⅰ

　２．以下の科目は春学期と秋学期で、同一曜日 駒形　哲哉 34129 【秋】マルクス経済学Ⅱ

　　　・時限・同一担当者のクラスを再履修する

　　　ことが望ましい。 河備　浩司 99880 【春】解析学入門Ⅰ

　　　・経済数学Ⅰと経済数学Ⅱ 河備　浩司 99894 【秋】解析学入門Ⅱ

　　　・マルクス経済学Ⅰとマルクス経済学Ⅱ

　３．タイプＡの学生で経済史入門Ⅰ・Ⅱの代わ

　　　りに経済史概論Ⅰ・Ⅱ、タイプＢの学生で

　　　ミクロ経済学入門Ⅰ・Ⅱの代わりにミクロ

　　　経済学初級Ⅰ・Ⅱの履修を希望する場合は 石川　昌治 36523 【春】微分積分入門 １２ 直井　道生 02765 【春】マクロ経済学初級Ⅰ 石川　昌治 82672 【秋】微分積分 ２２ 金澤　知世 27541 【春】線形代数 赤林　由雄 37410 （タイプＢ） 【春】統計学Ⅰ

　　　4月13日までに三田学生部に申し出てく 石川　昌治 79411 【秋】微分積分 １２ 廣瀬　康生 34100 【秋】マクロ経済学初級Ⅱ 石川　昌治 56972 【春】微分積分入門 ２２ 金澤　知世 56953 【秋】線形代数続論 赤林　由雄 28269 （タイプＢ） 【秋】統計学Ⅱ

　　　ださい。

田沼　優佑 99784 【春】微分積分入門 栗野　盛光 34243 【春】ミクロ経済学初級Ⅰ 澁谷　幹夫 99818 【春】数学概論Ⅰ 石川　昌治 57209 【春】微分積分入門 １２

　４．上記１．～３．以外の科目は、この時間割 田沼　優佑 33209 【秋】微分積分 玉田　康成 25955 【秋】ミクロ経済学初級Ⅱ 澁谷　幹夫 99822 【秋】数学概論Ⅱ 石川　昌治 00081 【秋】微分積分 １２

　　　表に記載されている開講クラスの中から自

　　　由に選択できます。 大西　広 02435 【春】マルクス経済学Ⅰ 宮崎　直哉 29123 【春】数学概論Ⅰ 石井　太 08338 【春】社会問題Ⅰ

大西　広 36121 【秋】マルクス経済学Ⅱ 宮崎　直哉 29138 【秋】数学概論Ⅱ

服部　哲弥 89610 【春】確率論入門Ⅰ

大平　哲 34210 【秋】マクロ経済学初級Ⅱ 河備　浩司 45575 【春】解析学入門Ⅰ 池田　薫 88632 【春】経済数学Ⅰ 服部　哲弥 10203 【秋】確率論入門Ⅱ

藤原　一平 34224 【春】マクロ経済学初級Ⅰ 河備　浩司 99913 【秋】解析学入門Ⅱ 池田　薫 88647 【秋】経済数学Ⅱ ２３

須田　伸一 71425 【春】ミクロ経済学入門Ⅰ 土田　兼治 31369 【春】確率論入門Ⅰ 池田　薫 79077 【春】経済数学Ⅰ 井手　英策 41696 【春】社会問題Ⅰ

坂井　豊貴 44069 【秋】ミクロ経済学入門Ⅱ 土田　兼治 40431 【秋】確率論入門Ⅱ 池田　薫 79407 【秋】経済数学Ⅱ ２３

服部　哲弥 89624 【春】確率論入門Ⅰ

高田　京子 02820 【春】簿記ａ/【秋】簿記ｂ 青木　健一郎 37960 【春】経済と環境 服部　哲弥 10218 【秋】確率論入門Ⅱ

武山　政直 37960 【春】経済と環境

土田　兼治 07014 【春】確率論入門Ⅰ

土田　兼治 07029 【秋】確率論入門Ⅱ

網谷　泰治 30415 【春】微分積分入門 河井　啓希 27679 （タイプＡ） 【春】統計学Ⅰ 秋山　裕 37113 （タイプＢ） 【春】統計学Ⅰ 池田　薫 36538 【春】微分積分入門 戸瀬　信之 37236 【春】線形代数

網谷　泰治 32915 【秋】微分積分 河井　啓希 28680 （タイプＡ） 【秋】統計学Ⅱ 秋山　裕 86792 （タイプＢ） 【秋】統計学Ⅱ 池田　薫 33194 【秋】微分積分 ２２ 戸瀬　信之 37255 【秋】線形代数続論

鈴木　正明 36930 【春】微分積分入門 鈴木　正明 43263 【春】微分積分入門 福原　正大 27721 （タイプＡ） 【春】統計学Ⅰ 落合　亮文 36519 【春】微分積分入門 間庭　正明 33628 【春】線形代数 Ｄ２０５

鈴木　正明 29161 【秋】微分積分 鈴木　正明 33395 【秋】微分積分 福原　正大 28072 （タイプＡ） 【秋】統計学Ⅱ 落合　亮文 29176 【秋】微分積分 間庭　正明 56968 【秋】線形代数続論 Ｄ２０５

白塚　重典 11821 【春】日本経済概論 戸瀬　信之 34042 【春】線形代数 池田　薫 36925 【春】微分積分入門 戸瀬　信之 33323 【春】線形代数 松沢　裕作 14285 【秋】社会問題Ⅱ

戸瀬　信之 36686 【秋】線形代数続論 池田　薫 18942 【秋】微分積分 ２２ 戸瀬　信之 36705 【秋】線形代数続論

松雪　敬寛 27518 【春】線形代数 服部　哲弥 19880 【春】経済数学Ⅰ 間庭　正明 34057 【春】線形代数 Ｄ２０５

松雪　敬寛 32456 【秋】線形代数続論 服部　哲弥 19894 【秋】経済数学Ⅱ 間庭　正明 37037 【秋】線形代数続論 Ｄ２０５

中西　聡 86735 【春】歴史的経済分析の視点 難波　ちづる 13260 【春】経済史概論Ⅰ

飯田　恭 10586 【秋】歴史的経済分析の視点 加島　潤 37128 【秋】経済史概論Ⅱ

飯田　恭 86864 【春】経済史入門Ⅰ 服部　哲弥 13824 【春】経済数学Ⅰ

橋口　勝利 33065 【秋】経済史入門Ⅱ 服部　哲弥 13839 【秋】経済数学Ⅱ

田中　辰雄 31450 【春】計量経済学概論 １３ 秋山　裕 10897 【秋】計量経済学概論

中嶋　亮 28313 【秋】計量経済学概論 Ｊ６３４

白井　義昌 33763 【春】マクロ経済学初級Ⅰ 水澤　篤彦 57338 【春】微分積分入門 水澤　篤彦 89643 【春】微分積分入門 大槻　玲 84584 【春】解析学入門Ⅰ

千賀　達朗 34114 【秋】マクロ経済学初級Ⅱ 水澤　篤彦 17214 【秋】微分積分 水澤　篤彦 89639 【秋】微分積分 大槻　玲 84929 【秋】解析学入門Ⅱ

津曲　正俊 02708 【春】ミクロ経済学初級Ⅰ 竹内　司 33620 【春】線形代数 部家　直樹 32920 【春】線形代数

石橋　孝次 15038 【秋】ミクロ経済学初級Ⅱ 竹内　司 36978 【秋】線形代数続論 部家　直樹 36997 【秋】線形代数続論

有川　智己 ┐ 部家　直樹 28237 【春】線形代数 竹内　司 29119 【春】数学概論Ⅰ

大沼　あゆみ ┘ 部家　直樹 36982 【秋】線形代数続論 竹内　司 29142 【秋】数学概論Ⅱ

大槻　玲 26052 【春】解析学入門Ⅰ 西　孝 43278 【春】マクロ経済学初級Ⅰ

大槻　玲 19824 【秋】解析学入門Ⅱ 前多　康男 34095 【秋】マクロ経済学初級Ⅱ

森藤　孝之 29195 【春】線形代数 宮崎　直哉 33122 【春】数学概論Ⅰ 金澤　知世 89940 【春】線形代数 片山　翔太 86740 （タイプＡ） 【春】統計学Ⅰ 金澤　知世 37260 【春】線形代数

森藤　孝之 99803 【秋】線形代数続論 宮崎　直哉 33577 【秋】数学概論Ⅱ 金澤　知世 89954 【秋】線形代数続論 片山　翔太 86807 （タイプＡ） 【秋】統計学Ⅱ 金澤　知世 37274 【秋】線形代数続論

松沢　裕作 27924 【春】歴史的経済分析の視点 宮崎　直哉 45888 【春】数学概論Ⅰ

宮崎　直哉 47436 【秋】数学概論Ⅱ 丸山　文綱 27556 【春】情報処理Ⅰ（ＵＮＩＸ入門） ７０３

井上　朋紀 57247 【秋】経済数学Ⅲ

丸山　文綱 28734 【秋】情報処理Ⅰ（ＵＮＩＸ入門） ７０３

中村　文彦 02834 【春】簿記ａ/【秋】簿記ｂ

森藤　孝之 99837 【春】経済数学Ⅰ

小西　恵美 87158 【春】経済史入門Ⅰ 森藤　孝之 99841 【秋】経済数学Ⅱ

青木　健 86788 【秋】経済史入門Ⅱ

藤田　康範 94653 【春】金融リテラシー（寄附講座）

森藤　孝之 57452 【春】経済数学Ⅰ

森藤　孝之 57194 【秋】経済数学Ⅱ

中村　文彦 02849 【春】簿記ａ/【秋】簿記ｂ

２０２１年度  経済学部  ＜日吉地区設置　必修・選択必修科目等 時間割（抜粋）＞　

再履修
第１時限　　(9:00～10:30） 第２時限　(10:45～12:15） 第３時限　(13:00～14:30) 第４時限　（14:45～16:15) 第５時限　（16:30～18:00)

斎藤　博昭 18010
【秋】情報処理Ⅲ
（ｃ言語プログラミングⅡ）

Ｆ０１

　　　２０２１年度  経済学部  ＜日吉地区設置　必修・選択必修科目等　時間割（抜粋）＞　３、４年生用

斎藤　博昭 03078
【春】情報処理Ⅱ
（ｃ言語プログラミングⅠ）

Ｆ０１
月曜日

火曜日

斎藤　博昭 43735
【春】情報処理Ⅱ
（Python言語プログラミング）

Ｆ０１

斎藤　博昭 37016
【秋】情報処理Ⅱ
（Python言語プログラミング）

Ｆ０１

福田　浩章 16108
【春】情報処理Ⅱ
(wwwによる情報発信とｻｰﾋﾞｽ提供
Ⅰ)

36380 【秋】経済と環境

水曜日

赤林　由雄 30310
【春】情報処理Ⅱ
(fortran言語による統計データ処
理Ⅰ)

７０３

福田　浩章 30358
【秋】情報処理Ⅲ
(wwwによる情報発信とｻｰﾋﾞｽ提供
Ⅱ)

赤林　由雄 29984
【秋】情報処理Ⅲ
(fortran言語による統計データ処
理Ⅱ)

７０３

赤林　由雄 02397
【秋】情報処理Ⅱ
(Excelによる統計データ処理)

７０３

木曜日

31411 【秋】経済と環境

金曜日

神林　靖
【春】情報処理Ⅱ
（Ｊａｖａ言語プログラミングⅠ）

恩田　憲一 18809
【春】情報処理Ⅱ
（Ｃ＋＋言語プログラミングⅠ）

神林　靖 53055
【秋】情報処理Ⅲ
（Ｊａｖａ言語プログラミングⅡ）

52719

７０４

恩田　憲一 35838
【秋】情報処理Ⅲ
（Ｃ＋＋言語プログラミングⅡ）

丸山　文綱 40704
【春】情報処理Ⅱ
（ｃ言語プログラミングⅠ）

７０３

40719
【秋】情報処理Ⅲ
（ｃ言語プログラミングⅡ）

７０３

北川　尚 30339
【春】情報処理Ⅱ
（ｃ言語プログラミングⅠ）土曜日

北川　尚 30343
【秋】情報処理Ⅲ
（ｃ言語プログラミングⅡ）

丸山　文綱

月月月

日吉地区設置

必修・選択必修科目等
（抜粋）


