
政策・メディア研究科：　【18 学則】　２年

【SFC】　1 限 9:25-10:55　2 限 11:10-12:40　3 限 13:00-14:30　4 限 14:45-16:15　5 限 16:30-18:00　6 限 18:10-19:40　7 限 19:50-21:20

月曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限 7 時限

[政メ] 修士課程科目

研究支援科目

 [政メ] 24587 概念構築(フィールドワーク論) / 渡辺
靖 λ ２５

＊[政メ] 25602 先端研究(EG1) / ショウ， ラジブ，宮
本 佳明 κ １２

[政メ] 24769 先端研究(CB) / 諏訪 正樹，仰木 裕嗣
λ １４

[政メ] 29479 先端研究(CI) / 清木 康，川島 英之 τ １
２   

プログラム科目

[政メ] 29517 グローバル・ガバナンス研究(基礎) /
土屋 大洋 ε １８

[政メ] 30737 行政組織の経営 / 上山 信一 ε １１ 学期前半＊[政メ] 29961 経営戦略特論 【学期前半】 / 琴坂 将広 τ ３１
[政メ] 31198 自律分散協調システム論 / 徳田 英幸
τ １１   

[政メ] 31858 リスクと保険 / 吉田 靖 Ω ２１
[政メ] 34034 空間モデリング特論 / 古谷 知之 ε １
５

[政メ] 29756 地域情報化論 / 飯盛 義徳 ο １１ [政メ] 20433 ネットワーク産業論 / 夏野 剛 Ω ２１    

 ＊[政メ] 34091 システムソフトウェア / バンミータ
ー， ロドニー Ｄ κ １７

学期前半[政メ] 69320 パブリックマネジメント 【学期前半】 / 玉村 雅敏，小島 敏明 Ω １２    

 [政メ] 29335 地域戦略研究(中華圏) / 加茂 具樹 ο
１３      

 [政メ] 28669 ファイナンス理論 / 吉田 靖 ο １８      
 [政メ] 33262 国際関係論 / 土屋 大洋 Ω １１      
学期前半[政メ] 69315 ソーシャルマーケティング 【学期前半】 / 玉村 雅敏 κ ２３      

 ＊[政メ] 64093 地球環境技術論 / ショウ， ラジブ　
他 λ ２３      

特設科目

     ＊[政メ] 17775 環境科学技術・政策特論 / 一ノ瀬 友
博　他 Ζ ３０２  

     [政メ] 73917 クリティカル・メイキング / 田中 浩也
τ １１  

[政メ] 自由科目

[政メ] 74048 日本語インテンシブ初級 2（月 1・水
1・水 2・金 1） / 白頭 宏美 ο １６  [政メ] 37158 日本語インテンシブ 2（月 3・水 1・金

1・金 2） / 白頭 宏美 λ １７     

諸研究所

教職

[教職] 31676 地理学概論 / 渡邊 圭一      
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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。2019 年度 春学期 時間割表



火曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限 7 時限

[政メ] 修士課程科目

研究支援科目

  [政メ] 24697 先端研究(ケースメソッド) / 伴 英美
子，秋山 美紀 ο １８   [政メ] 24630 概念構築(BI) / 金井 昭夫 ε ２２  

プログラム科目

[政メ] 33980 エネルギー政策分析 / 田中 浩一郎 ε
１２

[政メ] 30426 日本のビジネス / 柳町 功，印南 一路，
桑原 武夫 τ １１

[政メ] 24113 応用環境デザイン(都市環境のデザイン) / 池田 靖史　他 デザインスタジオ（森アトリエ）
[政メ] 34125 マルチメディア知識ベース構築論 / 清
木 康 τ １２

学期前半[政メ] 22364 社会起業とイノベーション 【学期前半】 / 鈴木 寛，今村 亮，金杉 朋子，矢作 尚久
都心サテライト

 [政メ] 31862 公共選択論 / 小澤 太郎 κ １１
＊[政メ] 29923 ポリシーマネジメント(開発とヒュ
ーマンセキュリティ) / ヴ， レ　タオ　チ τ １１

[政メ] 33975 建築構成論 / 白井 裕子 λ １６  学期後半[政メ] 30077 ソーシャルファイナンス 【学期後半】 / 伊藤 健，玉村 雅敏 都心サテライト

  [政メ] 32653 エネルギー環境論 / 遠藤 典子 Ω ２１     
 学期前半[政メ] 28453 地球システム 【学期前半】 / 大木 聖子 ε ２１     
特設科目

[政メ] 56778 ネットワークセキュリティ / 中村 修
τ １１   [政メ] 46895 脊椎動物のボディプラン / 黒田 裕樹

ε ２１    

[政メ] 自由科目

[政メ] 37177 日本語インテンシブ 4（火 1・火 2・金
1・金 2） / 白頭 宏美 λ １４

[政メ] 37177 日本語インテンシブ 4（火 1・火 2・金
1・金 2） / 白頭 宏美 λ ２３      

 [政メ] 53013 日本語ベーシック 4(演習) / 伴野 崇生
λ １５      
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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。



水曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限 7 時限

[政メ] 修士課程科目

研究支援科目

 [政メ] 25052 概念構築(CI) / 三次 仁　他 ι １２    [政メ] 23652 先端研究ワークショップ(XD1) [政メ] 37382 先端研究ワークショップ(XD2) [政メ] 37397 先
端研究ワークショップ(XD3) [政メ] 37401 先端研究ワークショップ(XD4) / 加藤 文俊　他 τ １２

 [政メ] 24572 概念構築(GR) / 鶴岡 路人 ε ２１      
プログラム科目

[政メ] 29153 グローバル・ガバナンス研究(グローバ
ル・ガバナンスの視点) / 田中 浩一郎 ο １１     [政メ] 31221 キャリア開発演習 / 花田 光世，田村 寿

浩，宮地 夕紀子 ι １２  
[政メ] 25727 地域戦略研究(欧州) / 廣瀬 陽子 κ １
２     学期前半[政メ] 22326 個益公益のデザイン 1 【学期前半】 / 宮垣 元　他 κ １１

＊[政メ] 33683 デジタルアース論 / 厳 網林 ε １１     学期後半[政メ] 35193 個益公益のデザイン 2 【学期後半】 / 宮垣 元　他 κ １１

特設科目

[政メ] 56763 サイバーセキュリティ・ケーススタデ
ィ / 小林 和真 τ １１

[政メ] 56782 暗号とデータセキュリティ / 手塚 悟
τ １１    ＊[政メ] 17670 環境情報システム構築法 / 清木 康　

他 Ζ ３０２  

[政メ] 自由科目

[政メ] 37158 日本語インテンシブ 2（月 3・水 1・金
1・金 2） / 鈴木 理子 λ ２４

[政メ] 74048 日本語インテンシブ初級 2（月 1・水
1・水 2・金 1） / 佐藤 貴仁 λ １６      

[政メ] 74048 日本語インテンシブ初級 2（月 1・水
1・水 2・金 1） / 佐藤 貴仁 ο １８       

2019 年 3 月 14 日 午前 6 時現在 3/7

※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。



木曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限 7 時限

[政メ] 修士課程科目

研究支援科目

  ＊[政メ] 25268 概念構築(ヒューマンセキュリティ)
/ ヴ， レ　タオ　チ κ １４     

プログラム科目

 [政メ] 44361 情報セキュリティ論 / 武田 圭史 ο １
１

[政メ] 30646 地方政府のガバナンス / 片岡 正昭 ο
１８

＊[政メ] 19778 環境測定演習 / 吉崎 仁志　他 ε １
１

学期後半[政メ] 51814 老年医学・老年学 【学期後半】 / 石田 浩之　他 信４０１  

 [政メ] 30919 社会保障政策(医療・介護) / 印南 一路
ι １１

＊[政メ] 73902 音楽の進化 / サベジ， パトリック Ｅ
ι １２

学期後半[政メ] 33918 環境の変遷 【学期後半】 / 辻 泰岳 κ １２   

  ＊[政メ] 32338 開発とローカリズム / ティースマイ
ヤ， リン Ｊ ι １６     
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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。



金曜日
1 時限 2 時限 3 時限 4 時限 5 時限 6 時限 7 時限

[政メ] 修士課程科目

プログラム科目

学期後半[政メ] 33937 環境空間論 【学期後半】 / 菅 健太郎 都心サテライト 学期前半[政メ] 33956 建築技術論 【学期前半】 / 山口 路夫 都心サテライト  学期前半[政メ] 66722 ヘルスケアシステムデザイン概論 【学期前半】 / 矢作 尚久 都心サテライト

学期前半[政メ] 33941 建築環境制御論 【学期前半】 / 川島 範久 都心サテライト 学期後半[政メ] 33501 構造のデザイン 【学期後半】 / 千葉 陽一 都心サテライト    
[政メ] 43198 都市空間の構成 / 菅井 稔，石津 啓介
κ １２

[政メ] 33755 数理生物学 / 内藤 泰宏 ε ２１ 学期後半＊[政メ] 17168 生物多様性科学特論 【学期後半】 / 佐々木 恵子 κ １１    
学期後半＊[政メ] 00094 ポリシーマネジメント(政策形成とソーシャルイノベーション) 【学期後半】 / 蟹江
憲史 ε １４      

[政メ] 自由科目

[政メ] 37158 日本語インテンシブ 2（月 3・水 1・金
1・金 2） / 甲斐 晶子 λ ２４

[政メ] 37158 日本語インテンシブ 2（月 3・水 1・金
1・金 2） / 鈴木 理子 λ ２４  ＊[政メ] 44031 アカデミック・ライティング特別演

習 / ランド， ネリダ λ ２２    
[政メ] 74048 日本語インテンシブ初級 2（月 1・水
1・水 2・金 1） / 白頭 宏美 ο １６

[政メ] 37177 日本語インテンシブ 4（火 1・火 2・金
1・金 2） / 甲斐 晶子 λ ２３      

[政メ] 37177 日本語インテンシブ 4（火 1・火 2・金
1・金 2） / 鈴木 理子 λ ２３

[政メ] 52988 日本語ベーシック 3(演習) / 佐藤 貴仁
ο １３      

[政メ] 52954 日本語ベーシック 2(演習) / 佐藤 貴仁
λ １７       

曜日時限非指定科目

　[政メ] 24132　先端研究(ケースメソッド) (e-科目) 特定期間集中 （秋山 美紀，伴 英美子）
　[政メ] 19816　インターンシップ A (GR) （加茂 具樹）
　[政メ] 19945　インターンシップ A (HC) （藤田 護）
　[政メ] 20175　インターンシップ A (PS) （宮垣 元）
　[政メ] 19763　インターンシップ A (CB) （森 さち子）
　[政メ] 45152　インターンシップ A (EG) （一ノ瀬 友博）
　[政メ] 45205　インターンシップ A (XD) （中西 泰人）
　[政メ] 45243　インターンシップ A (CI) （服部 隆志）
　[政メ] 45717　インターンシップ A (BI) （内藤 泰宏）
　[政メ] 19840　インターンシップ B (GR) （加茂 具樹）
　[政メ] 44801　インターンシップ B (HC) （藤田 護）
　[政メ] 19744　インターンシップ B (PS) （宮垣 元）
　[政メ] 45554　インターンシップ B (CB) （森 さち子）
　[政メ] 45171　インターンシップ B (EG) （一ノ瀬 友博）
　[政メ] 45224　インターンシップ B (XD) （中西 泰人）
　[政メ] 45262　インターンシップ B (CI) （服部 隆志）
　[政メ] 45736　インターンシップ B (BI) （内藤 泰宏）
　[政メ] 29741　グローバル・イシュー・プラクティス （加茂 具樹）
　[政メ] 28305　グローバル・パートナーズ・ネットワーキング （加茂 具樹）
＊[政メ] 37306　高齢社会デザイン論 特定期間集中 （堀田 聰子，清家 篤，武林 亨）（開講日時限：5/18、5/25、6/15、6/29、6/8）
　[政メ] 43016　地域情報化論 (e-科目) 特定期間集中 （飯盛 義徳）
　[政メ] 51800　バイオメカニクス・動作解析 特定期間集中 （大谷 俊郎，今井 覚志，名倉 武雄，橋本 健史）信３０２（開講日時限：7/23、7/25、7/30）
　[政メ] 36917　フィールドワーク A (GR) （加茂 具樹）
　[政メ] 37985　フィールドワーク A (HC) （藤田 護）
　[政メ] 38078　フィールドワーク A (PS) （宮垣 元）
　[政メ] 38169　フィールドワーク A (CB) （森 さち子）
　[政メ] 37799　フィールドワーク A (EG) （一ノ瀬 友博）
　[政メ] 37856　フィールドワーク A (XD) （中西 泰人）
　[政メ] 38302　フィールドワーク A (BI) （内藤 泰宏）
　[政メ] 43418　フィールドワーク A (CI) （服部 隆志）
　[政メ] 36936　フィールドワーク B (GR) （加茂 具樹）
　[政メ] 38006　フィールドワーク B (HC) （藤田 護）
　[政メ] 38097　フィールドワーク B (PS) （宮垣 元）
　[政メ] 36477　フィールドワーク B (CB) （森 さち子）
　[政メ] 37803　フィールドワーク B (EG) （一ノ瀬 友博）
　[政メ] 37880　フィールドワーク B (XD) （中西 泰人）
　[政メ] 38321　フィールドワーク B (BI) （内藤 泰宏）
　[政メ] 43422　フィールドワーク B (CI) （服部 隆志）
　[政メ] 36955　フィールドワーク C (GR) （加茂 具樹）
　[政メ] 38030　フィールドワーク C (HC) （藤田 護）
　[政メ] 38116　フィールドワーク C (PS) （宮垣 元）
　[政メ] 38192　フィールドワーク C (CB) （森 さち子）
　[政メ] 37822　フィールドワーク C (EG) （一ノ瀬 友博）
　[政メ] 37894　フィールドワーク C (XD) （中西 泰人）
　[政メ] 38355　フィールドワーク C (BI) （内藤 泰宏）
　[政メ] 43437　フィールドワーク C (CI) （服部 隆志）
　[政メ] 36974　フィールドワーク D (GR) （加茂 具樹）
　[政メ] 38059　フィールドワーク D (HC) （藤田 護）
　[政メ] 38140　フィールドワーク D (PS) （宮垣 元）
　[政メ] 38211　フィールドワーク D (CB) （森 さち子）
　[政メ] 37841　フィールドワーク D (EG) （一ノ瀬 友博）
　[政メ] 37913　フィールドワーク D (XD) （中西 泰人）
　[政メ] 38374　フィールドワーク D (BI) （内藤 泰宏）
　[政メ] 43441　フィールドワーク D (CI) （服部 隆志）
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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。



＊[政メ] 42115　ポリシーマネジメント(開発とヒューマンセキュリティ) (e-科目) 特定期間集中 （ヴ， レ　タオ　チ）
＊[政メ] 43384　開発とローカリズム (e-科目) 特定期間集中 （ティースマイヤ， リン）
　[政メ] 22971　ネットワーク産業論 (e-科目) 特定期間集中 （夏野 剛）
　[政メ] 62947　アカデミックプロジェクト グリーンインフラストラクチャーと生態系サ 特定期間集中 （一ノ瀬 友博，黒田 裕樹，石川 初）
　[政メ] 62951　アカデミックプロジェクト 公共政策 特定期間集中 （小澤 太郎　他）
＊[政メ] 63757　アカデミックプロジェクト 気候変動・災害リスクがバナンスシステムと 特定期間集中 （厳 網林　他）
　[政メ] 63761　アカデミックプロジェクト 多言語多文化共生社会 特定期間集中 （藤田 護　他）
　[政メ] 63776　アカデミックプロジェクト 経験の学 特定期間集中 （諏訪 正樹　他）
　[政メ] 63795　アカデミックプロジェクト 外国語教育デザイン 特定期間集中 （藁谷 郁美　他）
　[政メ] 57277　アカデミックプロジェクト イスラーム・プラクティス 特定期間集中 （廣瀬 陽子，野中 葉）
　[政メ] 63800　アカデミックプロジェクト 「身体化デザイン」プログラム 特定期間集中 （小林 博人　他）
　[政メ] 65745　アカデミックプロジェクト xSDG 特定期間集中 （蟹江 憲史，村井 純，吉崎 仁志）
　[政メ] 65750　アカデミックプロジェクト ノーベル・コンピューティング:AI と脳科 特定期間集中 （清木 康　他）
　[政メ] 65764　アカデミックプロジェクト ヒューマンサービスとコミュニティ 特定期間集中 （秋山 美紀　他）
　[政メ] 72428　アカデミックプロジェクト 杢の構造と意匠 特定期間集中 （白井 裕子　他）
　[政メ] 72432　アカデミックプロジェクト 発達と学習の認知メカニズム 特定期間集中 （今井 むつみ　他）
　[政メ] 72451　アカデミックプロジェクト ネットワークコミュニティ 1 特定期間集中 （鈴木 寛　他）
　[政メ] 72485　アカデミックプロジェクト ネットワークコミュニティ 2 特定期間集中 （玉村 雅敏　他）
　[政メ] 72504　アカデミックプロジェクト スマートモビリティ(社会) 特定期間集中 （大前 学，古谷 知之）
　[政メ] 72523　アカデミックプロジェクト スマートモビリティ(技術) 特定期間集中 （大前 学，古谷 知之）
　[政メ] 72542　アカデミックプロジェクト こころの健康・臨床心理プロジェクト 特定期間集中 （濱田 庸子，森 さち子，森 将輝，島津 明人）
　[政メ] 72561　アカデミックプロジェクト 安全保障 1 特定期間集中 （鶴岡 路人　他）
　[政メ] 72595　アカデミックプロジェクト 安全保障 2 特定期間集中 （鶴岡 路人　他）
　[政メ] 72614　アカデミックプロジェクト 生活世界と公共性 特定期間集中 （田島 英一，鄭 浩瀾）
　[政メ] 72633　アカデミックプロジェクト ソフトウェアシステム 特定期間集中 （萩野 達也，服部 隆志）
　[政メ] 72652　アカデミックプロジェクト プラットフォームとイノベーション 特定期間集中 （秋山 美紀，飯盛 義徳，國領 二郎，琴坂 将広）
　[政メ] 72671　アカデミックプロジェクト コリアン・スタディーズ 特定期間集中 （柳町 功，金 泰仁，高木 丈也）
　[政メ] 72724　アカデミックプロジェクト リーガル・プラクティス 特定期間集中 （新保 史生，齊藤 邦史，逢阪 貴士，山口 真吾）
　[政メ] 72743　アカデミックプロジェクト 知的都市創造 特定期間集中 （中澤 仁，中西 泰人，三次 仁）
　[政メ] 72762　アカデミックプロジェクト チャイナ・パースペクティブ 特定期間集中 （鄭 浩瀾　他）
　[政メ] 72781　アカデミックプロジェクト 現代社会・文化への人文学的アプローチ 特定期間集中 （國枝 孝弘，宮代 康丈）
　[政メ] 72815　アカデミックプロジェクト Internet Civilization 特定期間集中 （村井 純　他）
　[政メ] 72834　アカデミックプロジェクト Internet Technology 特定期間集中 （中村 修　他）
　[政メ] 72853　アカデミックプロジェクト HCI Remixed 特定期間集中 （中西 泰人，増井 俊之）
　[政メ] 72872　アカデミックプロジェクト 社会的共有価値の創造 特定期間集中 （神成 淳司，矢作 尚久，鈴木 寛）
　[政メ] 72925　アカデミックプロジェクト モバイル・メソッド(セオリー) 特定期間集中 （加藤 文俊，石川 初）
　[政メ] 72944　アカデミックプロジェクト モバイル・メソッド(プラクティス) 特定期間集中 （加藤 文俊，石川 初）
　[政メ] 72963　アカデミックプロジェクト 先端生命科学 A 特定期間集中 （黒田 裕樹　他）
　[政メ] 72982　アカデミックプロジェクト NEURO 特定期間集中 （牛山 潤一　他）
　[政メ] 73003　アカデミックプロジェクト 地域研究から見るグローバル・ガバナンス 特定期間集中 （廣瀬 陽子，野中 葉）
　[政メ] 73022　アカデミックプロジェクト アジアとアフリカをつなぐイニシアティブ 特定期間集中 （長谷部 葉子　他）
　[政メ] 73041　アカデミックプロジェクト 科学技術コミュニケーション 特定期間集中 （蟹江 憲史，桑原 武夫）
　[政メ] 73075　アカデミックプロジェクト 音楽 特定期間集中 （サベジ， パトリック，徳井 直生，藤井 進也）
　[政メ] 73094　アカデミックプロジェクト 経営学のフロンティア 特定期間集中 （琴坂 将広　他）
　[政メ] 73113　アカデミックプロジェクト スポーツサイエンス 特定期間集中 （仰木 裕嗣，牛山 潤一，加藤 貴昭）
　[政メ] 73132　アカデミックプロジェクト 第二言語習得と外国語教育の科学 特定期間集中 （中浜 優子　他）
　[政メ] 73151　アカデミックプロジェクト 言語と思考のアーキテクチャ 特定期間集中 （大堀 壽夫　他）
　[政メ] 73185　アカデミックプロジェクト 先端生命科学 B 特定期間集中 （黒田 裕樹　他）
　[政メ] 73329　アカデミックプロジェクト 学際日本研究 特定期間集中 （小熊 英二，清水 唯一朗）
　[政メ] 73348　アカデミックプロジェクト グローバルガバナンスとリージョナルストラ 特定期間集中 （土屋 大洋　他）
　[政メ] 73367　アカデミックプロジェクト グローバルガバナンスとリージョナルストラ 特定期間集中 （土屋 大洋　他）
　[政メ] 73405　アカデミックプロジェクト Mathematics for AI 特定期間集中 （河添 健　他）
　[政メ] 75613　アカデミックプロジェクト メディアとコミュニケーションの法政策 特定期間集中 （新保 史生，齊藤 邦史，逢阪 貴士，山口 真吾）
　[政メ] 61515　修士研究会 【18】 （青野 真士）
　[政メ] 61520　修士研究会 【18】 （秋山 美紀）
　[政メ] 61534　修士研究会 【18】 （荒川 和晴）
　[政メ] 61549　修士研究会 【18】 （池田 靖史）
　[政メ] 61553　修士研究会 【18】 （飯盛 義徳）
　[政メ] 61568　修士研究会 【18】 （石川 初）
　[政メ] 61367　修士研究会 【18】 （一ノ瀬 友博）
　[政メ] 61587　修士研究会 【18】 （井庭 崇）
　[政メ] 61591　修士研究会 【18】 （今井 むつみ）
　[政メ] 61606　修士研究会 【18】 （印南 一路）
　[政メ] 61625　修士研究会 【18】 （植原 啓介）
　[政メ] 61630　修士研究会 【18】 （上山 信一）
　[政メ] 61644　修士研究会 【18】 （牛山 潤一，藤井 進也）
　[政メ] 61659　修士研究会 【18】 （大木 聖子）
　[政メ] 61663　修士研究会 【18】 （仰木 裕嗣）
　[政メ] 61678　修士研究会 【18】 （大前 学）
　[政メ] 61697　修士研究会 【18】 （小熊 英二）
　[政メ] 61701　修士研究会 【18】 （小澤 太郎）
　[政メ] 61716　修士研究会 【18】 （片岡 正昭）
　[政メ] 61735　修士研究会 【18】 （加藤 貴昭）
　[政メ] 61740　修士研究会 【18】 （加藤 文俊）
　[政メ] 61754　修士研究会 【18】 （金井 昭夫）
　[政メ] 61769　修士研究会 【18】 （蟹江 憲史）
　[政メ] 61773　修士研究会 【18】 （河添 健）
　[政メ] 61788　修士研究会 【18】 （清木 康）
　[政メ] 61792　修士研究会 【18】 （楠本 博之）
　[政メ] 61807　修士研究会 【18】 （國枝 孝弘）
　[政メ] 61811　修士研究会 【18】 （黒田 裕樹）
　[政メ] 61826　修士研究会 【18】 （桑原 武夫）
　[政メ] 61845　修士研究会 【18】 （厳 網林）
　[政メ] 61850　修士研究会 【18】 （國領 二郎）
　[政メ] 61864　修士研究会 【18】 （琴坂 将広）
　[政メ] 61879　修士研究会 【18】 （小林 博人）
　[政メ] 61883　修士研究会 【18】 （清水 唯一朗）
　[政メ] 61898　修士研究会 【18】 （齊藤 邦史）
　[政メ] 61902　修士研究会 【18】 （ショウ， ラジブ）
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　[政メ] 61917　修士研究会 【18】 （白井 さゆり）
　[政メ] 61921　修士研究会 【18】 （白井 裕子）
　[政メ] 61936　修士研究会 【18】 （神成 淳司）
　[政メ] 61955　修士研究会 【18】 （新保 史生）
　[政メ] 61960　修士研究会 【18】 （神保 謙）
　[政メ] 61974　修士研究会 【18】 （杉原 由美）
　[政メ] 61989　修士研究会 【18】 （鈴木 寛）
　[政メ] 61993　修士研究会 【18】 （諏訪 正樹）
　[政メ] 62000　修士研究会 【18】 （曽我 朋義）
　[政メ] 62014　修士研究会 【18】 （高汐 一紀）
　[政メ] 62029　修士研究会 【18】 （武田 圭史）
　[政メ] 62033　修士研究会 【18】 （武藤 佳恭）
　[政メ] 62048　修士研究会 【18】 （田島 英一）
　[政メ] 62052　修士研究会 【18】 （田中 浩一郎）
　[政メ] 62067　修士研究会 【18】 （田中 浩也）
　[政メ] 62071　修士研究会 【18】 （玉村 雅敏）
　[政メ] 62086　修士研究会 【18】 （土屋 大洋）
　[政メ] 62105　修士研究会 【18】 （鶴岡 路人）
　[政メ] 62110　修士研究会 【18】 （鄭 浩瀾）
　[政メ] 62124　修士研究会 【18】 （東海林 祐子）
　[政メ] 62139　修士研究会 【18】 （冨田 勝）
　[政メ] 62143　修士研究会 【18】 （内藤 泰宏）
　[政メ] 62158　修士研究会 【18】 （中澤 仁）
　[政メ] 62162　修士研究会 【18】 （中西 泰人）
　[政メ] 62177　修士研究会 【18】 （中浜 優子）
　[政メ] 62181　修士研究会 【18】 （中村 修）
　[政メ] 62196　修士研究会 【18】 （中室 牧子）
　[政メ] 62215　修士研究会 【18】 （中山 俊宏）
　[政メ] 62220　修士研究会 【18】 （西川 葉澄）
　[政メ] 62234　修士研究会 【18】 （野中 葉）
　[政メ] 62249　修士研究会 【18】 （萩野 達也）
　[政メ] 62253　修士研究会 【18】 （長谷部 葉子）
　[政メ] 62268　修士研究会 【18】 （服部 隆志）
　[政メ] 62272　修士研究会 【18】 （濱田 庸子）
　[政メ] 62287　修士研究会 【18】 （バンミーター， ロドニー）
　[政メ] 62306　修士研究会 【18】 （平高 史也）
　[政メ] 62325　修士研究会 【18】 （廣瀬 陽子）
　[政メ] 62344　修士研究会 【18】 （藤田 護）
　[政メ] 62359　修士研究会 【18】 （フリードマン， デビッド）
　[政メ] 62363　修士研究会 【18】 （古谷 知之）
　[政メ] 62378　修士研究会 【18】 （増井 俊之）
　[政メ] 62382　修士研究会 【18】 （松井 孝治）
　[政メ] 62401　修士研究会 【18】 （三次 仁）
　[政メ] 62416　修士研究会 【18】 （宮垣 元）
　[政メ] 62435　修士研究会 【18】 （宮代 康丈）
　[政メ] 62440　修士研究会 【18】 （村井 純）
　[政メ] 62469　修士研究会 【18】 （森 さち子）
　[政メ] 62473　修士研究会 【18】 （柳町 功）
　[政メ] 62488　修士研究会 【18】 （矢作 尚久）
　[政メ] 62492　修士研究会 【18】 （脇田 玲）
　[政メ] 62526　修士研究会 【18】 （渡辺 光博）
　[政メ] 62545　修士研究会 【18】 （渡辺 靖）
　[政メ] 62564　修士研究会 【18】 （和田 龍磨）
　[政メ] 62579　修士研究会 【18】 （藁谷 郁美）
　[政メ] 70061　修士研究会 【18】 （青山 敦）
　[政メ] 70114　修士研究会 【18】 （松川 昌平）
　[政メ] 70152　修士研究会 【18】 （川島 英之）
　[政メ] 70607　修士研究会 【18】 （ヴ， レ　タオ　チ）
　[政メ] 70650　修士研究会 【18】 （サベジ， パトリック）
　[政メ] 70698　修士研究会 【18】 （逢阪 貴士）
　[政メ] 70736　修士研究会 【18】 （大堀 壽夫）
　[政メ] 71804　修士研究会 【18】 （加茂 具樹）
　[政メ] 75470　修士研究会 【18】 （高木 丈也）
　[政メ] 75518　修士研究会 【18】 （島津 明人）
　[政メ] 69224　修士論文 1 （村井 純）
　[政メ] 69239　修士論文 2 （村井 純）
　[政メ] 69243　修士活動報告 1 （村井 純）
　[政メ] 69258　修士活動報告 2 （村井 純）
　[政メ] 71178　日本語インテンシブ 1 (春季休校期間集中開講) 特定期間集中 （伴野 崇生）

2019 年 3 月 14 日 午前 6 時現在 7/7

※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。


