
＜渋谷キャンパス＞

時限 科目名 教員名
授業

曜日/時限
補講教室

行政法３Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　 高橋　信行 金/2 1402

Ｅｎｇｌｉｓｈ ２（Ｌ＆Ｗ）　　　　　　 長田　恵理 月/4 3302

Ａｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ（上級英語）　　　　 阿部　恵美佳 木/5 3308

（専）刑事訴訟法　　 　　　【追加】 葛野　尋之 金/1 1203

（専）民法・債権総論 佐藤　秀勝
月/1,2

（後期集中）
1202

民事訴訟法 佐古田　真紀子 木/2 2403

社会学Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　

社会学（４）　　　　　　　　　　　　　　

日本政治史Ｂ　　　　　　　　　　　　　　

日本政治史　　　　　　　　　　　　　　　

統計学の基礎

経済統計の見方

現代の政治　　　　　　　　　　　　　　　 藤嶋　亮 金/2 2301

地域文化各論２　　　　　　　　　　　　　

人文地理学各論２　　　　　　　　　　　　

Ａｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ（外国の文学） 髙屋　景一 木/2 3307

演習（４）　　　　　　　　　　　　　　　 高橋　信行 金/3 3407

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｒ＆Ｗ）　　　　　　 阿部　恵美佳 木/4 3308

史学展開演習（考古学）　　　　　　　　　

史学応用演習（考古学）　　　　　　　　　

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｒ＆Ｗ）　　　　　　 長田　恵理 月/6 3301

英語演習２ 出世　直衛 金/1 2501

（専）刑事訴訟法　　　　　  【追加】 葛野　尋之 金/1 1203

史学展開演習（歴史地理）　　　　　　　　

史学応用演習（歴史地理）　　　　　　　　

環境と技術（恒星と系外惑星の天文学）　　

地球と環境００５　　　　　　　　　　　　

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｌ＆Ｗ）　　　　　　 加茂　秀隆 金/3 1301

日本語学演習３（４）　　　　　　　　　　 諸星　美智直 木/3 3407

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｌ＆Ｗ）　　　　　　 杉野　俊子 木/3 1302

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｌ＆Ｗ）　　　　　　 石原　直美 月/3 3505

演習３（２）　　　　　　　　　　　　　　 秦　信行 金/4 2503

教職実践演習　　　　　　　　　　　　　　 高山　実佐 月/5 1402

民法・債権各論　　　　　　　　　　　　　 姫野　学郎
月/3、水1

（後期集中）
2201

計量経済学１

計量経済学（２）　　　　　　　　　　　　

社会と歴史０６１　　　　　　　　　　　　

人間と社会（イスラームの宗教と文化）　　

少年法Ｂ　　　　　　　　　【追加】

少年法　　　　　　　　  　 【追加】

考古学各論４（２） 古谷　毅 金/4 1202

谷口　康浩

2

1

葛野　尋之

木/5 1201

金/3 1303

坂本　一登 月/2 2102

林　和生 2302金/2

火/2 1307

安井　千香子 月/3

金/2 C3

　　　　　　１月の　補　講　　　　　補講日：1月22日（木）
注意事項

●実施曜日・時限の確認⇒授業曜日・時限とは補講実施曜日・時限は異なっている場合があります。
●教室の確認⇒現行の授業教室とは異なっている場合があります。
●補講授業の重複について⇒同一時限に履修登録科目が重複する場合があります。
      その場合はどちらかの科目を優先し、欠席する科目の先生には事前に欠席の旨を申し出てください。

田中　和子 木/1 2303

高木　康順 木/1 C3

2203

林　和生

金/2 3301

3

4

岩瀬　由佳

高木　康順



哲学演習　　　　　　　　　　　　　　　　 西村　洋平 月/2 2302

史学展開演習（日本史）　　　　　　　　　 堀越　祐一 月/3 1405

▲宇宙の科学０５　　　　　　　　　　　　

地球と環境００５　　　　　　　　　　　　

環境と技術（恒星と系外惑星の天文学）　　

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｒ＆Ｗ）　　　　　　 加茂　秀隆 金/4 3308

史学特殊講義　　　　　　　　　　　　　　 金尾　健美 金/4 1102

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｒ＆Ｗ）　　　　　　 杉野　俊子 木/4 1302

Ｅｎｇｌｉｓｈ　２（Ｒ＆Ｗ）　　　　　　 石原　直美 月/4 3505

社会運動論　　　　　　　　　　　　　　　 田中　和子 火/4 1203

基礎日本語（定型文２）　　　　→【中止】

キャリアデザイン（応募書類型文章－標準）→【中止】

演習２（４）　　　　　　　　　　　　　　 秦　信行 金/5 2503

基礎英語 岩瀬　由佳 月/6 3307

少年法Ｂ　　　　　　　　【追加】

少年法　　　　　　　　　【追加】

生活と文化（中国の都市と社会）　　　　　

歴史のなかの人間８６　　　　　　　　　　

歴史のなかの人間０８６　　　　　　　　　

社会運動論　　　　　　　　　　　　　　　 田中　和子 火/4 1203

西洋哲学史１Ｂ　　　　　　　　　　　　　 西村　洋平 月/1 2302

日本事情１（２）　　　　　　　　　　　　

日本事情　　　　　　　　　　　　　　　　

演習１（２）　　　　　　　　　　　　　　 秦　信行 金/6 2503

中国民俗文化概説　　　　　　　　　　　　 浅野　春二 木/5 1306

史学応用演習（日本史）※火5限,木5限合同での補講 火/5

史学展開演習（日本史）※火5限,木5限合同での補講 木/5

基礎日本語（小論文１）　　　　　　　　　

キャリアデザイン（小論文ー基礎）　　　　

美学・芸術学特殊講義１Ｂ　　　　　　　　

美学特殊講義１Ｂ　　　　　　　　　　　　

神社祭式同行事作法１　　　　　　　　　　 轡田　勝繁 木/7 祭式教室

日本文学特殊研究１Ｂ 堤　康夫 月/3 3402

史学展開演習（考古学）　　　　　　　　　

史学応用演習（考古学）　　　　　　　　　

史学応用演習（日本史）※火5限,木5限合同での補講 火/5

史学展開演習（日本史）※火5限,木5限合同での補講 木/5

日本文学史　　　　　　　　　　　　　　　

日本文学史１　　　　　　　　　　　　　　

史学応用演習（日本史）※火5限,木5限合同での補講 火/5

史学展開演習（日本史）※火5限,木5限合同での補講 木/5
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1301

1104

千々和　到 1104

5

堤　康夫 月/6

千々和　到

谷口　康浩 木/6 3409

鈴木　道代 月/1

6

千々和　到

三樹　陽介

鈴木　道代 月/2 2403

相原　佳之 火/5 2203

火/2 1403木村　建哉

1307

葛野　尋之 金/2 3301

4

月/4 2101安井　千香子

金/5 3405



時限 科目名 教員名
授業

曜日/時限
補講教室

スポーツ・身体文化１Ｂ 海老島 均 月/1 105

社会的養護内容 高橋 久雄 木/1 306

教育インターンシップ（事後指導）
　　　【1・2・3限の何れかに出席のこと】

夏秋 英房・伊藤 英之
・廣井　雄一

集中 308

生活と文化　（国語教科書教材再読）

言語と文化080

スポーツ・身体文化１Ｂ 海老島　均 月/2 105

社会的養護内容 高橋　久雄 木/2 306

環境と技術　　　（よくわかるサイエンス）

人間と自然009

保育内容（人間関係） 野本　茂夫 木/2 103

スポーツ・身体文化１Ｂ 田村　昌大 木/4 柔道場

基礎日本語　　　（リテラシー） 成田　信子 金/2 206

環境と技術　（人間活動と大気環境変化）

人間と環境099

教育インターンシップ（事後指導）
　　【1・2・3限の何れかに出席のこと】

夏秋 英房・伊藤 英之
・廣井　雄一

集中 308

English １（Ｌ＆W) 増山 栄一 エリック 月/3 601

教育の原理 新富　康央 月/3 101

子どもの保健１Ｂ　　（疾病と保健） 加部　一彦 月/3 104

English １（Ｌ＆W) 八代　華子 木/3 204

教育インターンシップ（事後指導）
　　【1・2・3限の何れかに出席のこと】

夏秋 英房・伊藤 英之
・廣井　雄一

集中 308

教育の原理 新富　康央 月/4 101

English １（Ｌ＆W) 増山 栄一 エリック 月/4 601

1ｓｔ Year English ２ 八代　華子 木/4 204

日本の伝統文化２ 藤田　大誠 金/1 104

国語概説 成田　信子 火/2 411

神道と文化

神道と文化999

＜たまプラーザキャンパス＞
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5 藤田　大誠 木/3 講堂

102

101

307

1

2

柴﨑　和夫 金/2

寺本　貴啓 火/2

成田　信子 金/3


