
令和5年度　横浜市内単位互換　提供科目一覧

ID 大学名称 学部名称 学科名称 科目名 開講方法 履修期間 曜日 時限 授業時間 （分） 単位数 担当者名 担当者名（ｶﾅ） 受入学生数 その他の出願条件

1 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 物理科学／宇宙科学I ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前学期 木 2 100 2 渋谷 寛 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ

2 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 物理科学／－ ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 木 2 100 2 渋谷 寛 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ

3 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 物理科学／宇宙科学I ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前学期 木 4 100 2 渋谷 寛 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ

4 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 物理科学／－ ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 木 4 100 2 渋谷 寛 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ

5 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 物理科学／宇宙科学I ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前学期 月 2 100 2 竹川 俊也 ﾀｹｶﾜ ｼｭﾝﾔ

6 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 生命科学／自然人類学II 対面 後学期 水 4 100 2 針原 伸二 ﾊﾘﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

7 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 体験型研修／自然の体験学習 【野外での自然観察】 対面 前学期 時間外 0 100 2 安積 良隆 ｱﾂﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 5名まで

・授業日・授業内容の詳細はシラバスを確認してください。

・湘南ひらつかキャンパス付近での実習が中心となります。（交通費は自

己負担）

・学外での実習のため、洋服が汚れる可能性があります。

上記の点をご了承いただいた方のみ出願してください。

8 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 体験型研修／自然の体験学習 【野外での自然観察】 対面 後学期 時間外 0 100 2 安積 良隆 ｱﾂﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 5名まで

・授業日・授業内容の詳細はシラバスを確認してください。

・湘南ひらつかキャンパス付近での実習が中心となります。（交通費は自

己負担）

・学外での実習のため、洋服が汚れる可能性があります。

上記の点をご了承いただいた方のみ出願してください。

9 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 公共の新しいかたちをもとめて／公共の新しいかたちをもとめてI 対面 前学期 月 2 100 2 井上 匡子 ｲﾉｳｴ ﾏｻｺ

10 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 公共の新しいかたちをもとめて／公共の新しいかたちをもとめてI 対面 後学期 月 2 100 2 井上 匡子 ｲﾉｳｴ ﾏｻｺ

11 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 公共の新しいかたちをもとめて／公共の新しいかたちをもとめてII ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前学期 木 2 100 2 諸坂 佐利 ﾓﾛｻｶ ｻﾄｼ

12 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 公共の新しいかたちをもとめて／公共の新しいかたちをもとめてII ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 木 2 100 2 諸坂 佐利 ﾓﾛｻｶ ｻﾄｼ

13 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 社会と人間／社会と人間II 対面 後学期 月 2 100 2 江川 紹子 ｴｶﾞﾜ ｼｮｳｺ

14 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 社会と人間／社会と人間I ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前学期 月 3 100 2 平山 昇 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

15 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 世界の中の日本／－ 対面 前学期 木 5 100 2 崔 瑛 ﾁｪ ﾖﾝ

16 神奈川大学 共通教養 共通教養（横浜キャンパス） 世界の中の日本／－ 対面 後学期 木 5 100 2 崔 瑛 ﾁｪ ﾖﾝ

17 神奈川大学 共通教養 共通教養（みなとみらいキャンパス） 生命科学／自然人類学I 対面 前学期 水 3 100 2 松村 秋芳 ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾖｼ

18 神奈川大学 共通教養 共通教養（みなとみらいキャンパス） 社会と人間／社会と人間I ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前学期 火 2 100 2 高井 典子 ﾀｶｲ ﾉﾘｺ

19 神奈川大学 共通教養 共通教養（みなとみらいキャンパス） 社会と人間／社会と人間I ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 火 2 100 2 高井 典子 ﾀｶｲ ﾉﾘｺ

20 神奈川大学 共通教養 共通教養（みなとみらいキャンパス） 社会と人間／社会と人間II 対面 前学期 月 2 100 2 江川 紹子 ｴｶﾞﾜ ｼｮｳｺ

21 神奈川大学 共通教養 共通教養（みなとみらいキャンパス） 社会と人間／社会と人間III ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 金 5 100 2 平山 昇 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

22 神奈川大学 共通教養 共通教養（みなとみらいキャンパス） 世界の中の日本／－ 対面 前学期 土 2 100 2 ティネッロ マルコ ﾃｨﾈｯﾛ ﾏﾙｺ

23 神奈川大学 共通教養 共通教養（みなとみらいキャンパス） 世界の中の日本／－ 対面 後学期 土 2 100 2 ティネッロ マルコ ﾃｨﾈｯﾛ ﾏﾙｺ

24 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 防災法・危機管理法 対面 後学期 火 4 100 2 嘉藤 亮 ｶﾄｳ ﾘｮｳ

25 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 家族法I／家族法 対面 前学期 金 1 100 2 篠森 大輔 ｼﾉﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ

26 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 家族法II （2021～） 対面 後学期 木 3 100 2 遠藤 史啓 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋﾛ

27 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） ヨーロッパ政治史 対面 後学期 土 2 100 2 小山 吉亮 ｵﾔﾏ ﾖｼｱｷ

28 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 国際政治学II （法律・自治） 対面 後学期 木 1 100 2 石井 梨紗子 ｲｼｲ ﾘｻｺ

29 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） ヨーロッパ政治 対面 前学期 土 2 100 2 小山 吉亮 ｵﾔﾏ ﾖｼｱｷ

30 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 国際政治学I （法律・自治） 対面 前学期 木 4 100 2 大庭 三枝 ｵｵﾊﾞ ﾐｴ

31 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 地方自治論II 対面 後学期 火 3 100 2 柴田 直子 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｺ

32 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 地方自治論I 対面 前学期 火 3 100 2 柴田 直子 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｺ

33 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 基本行政学 対面 前学期 火 1 100 2 出口 裕明 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ

34 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 防災行政とまちづくり 対面 前学期 木 4 100 2 幸田 雅治 ｺｳﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

35 神奈川大学 法学部 法律学科／自治行政学科 （横浜キャンパス） 政治学特講II（生活クラブ寄付講座） 対面 前学期 水 3 100 2 出口 裕明 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ

36 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） ロシア経済論I 対面 前学期 木 1 100 2 横川 和穂 ﾖｺｶﾞﾜ ｶｽﾞﾎ

37 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） 中国経済論I 対面 前学期 月 1 100 2 柳澤 和也 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ

38 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） ロシア経済論II 対面 後学期 木 1 100 2 横川 和穂 ﾖｺｶﾞﾜ ｶｽﾞﾎ

39 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） 中国経済論II 対面 後学期 月 1 100 2 柳澤 和也 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ

40 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） 社会思想史I 対面 前学期 火 5 100 2 的場 昭弘 ﾏﾄﾊﾞ ｱｷﾋﾛ

41 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） 社会思想史II 対面 後学期 火 5 100 2 的場 昭弘 ﾏﾄﾊﾞ ｱｷﾋﾛ

42 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） ロジスティクスI 対面 前学期 木 1 100 2 齊藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

43 神奈川大学 経済学部 経済学科 （横浜キャンパス） ロジスティクスII 対面 後学期 木 1 100 2 齊藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

44 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） 異文化間コミュニケーション 対面 前学期 木 2 100 2 高城 玲 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ

45 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） 会計学原理I/会計学原理 対面 前学期 金 4 100 2 大田 博樹 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ

46 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） 会計学原理I/会計学原理 対面 前学期 木 1 100 2 大田 博樹 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ

47 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） 会計学原理II/制度会計論 対面 後学期 金 4 100 2 大田 博樹 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ

48 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） 会計学原理II/制度会計論 対面 後学期 木 1 100 2 大田 博樹 ｵｵﾀ ﾋﾛｷ

49 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） グローバル企業論/多国籍企業論 対面 前学期 木 4 100 2 田中 則仁 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋﾄ

50 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） マーケティング戦略論 対面 後学期 火 2 100 2 中見 真也 ﾅｶﾐ ｼﾝﾔ

51 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 （みなとみらいキャンパス） 消費者行動論 ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 木 3 100 2 津村 将章 ﾂﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

52 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 意味論 対面 前学期 木 2 100 2 相原 昌彦 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾋｺ

53 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語学概論 対面 前学期 火 1 100 2 源 邦彦 ﾐﾅﾓﾄ ｸﾆﾋｺ

54 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語学概論 対面 後学期 火 1 100 2 源 邦彦 ﾐﾅﾓﾄ ｸﾆﾋｺ

55 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語圏文化概論Ａ 対面 前学期 金 3 100 2 正木 慶介 ﾏｻｷ ｹｲｽｹ

56 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語圏文化概論Ａ 対面 後学期 金 3 100 2 正木 慶介 ﾏｻｷ ｹｲｽｹ

57 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語圏文学概論Ａ 対面 前学期 水 2 100 2 鈴木 宏枝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｴ

58 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語圏文学概論Ａ 対面 後学期 水 2 100 2 鈴木 宏枝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｴ
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59 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語圏文学概論Ｂ 対面 前学期 水 2 100 2 冨塚 亮平 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ

60 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 英語圏文学概論Ｂ 対面 後学期 水 2 100 2 冨塚 亮平 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ

61 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 音声学I 対面 前学期 水 2 100 2 小松 雅彦 ｺﾏﾂ ﾏｻﾋｺ

62 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 音声学II 対面 後学期 水 2 100 2 小松 雅彦 ｺﾏﾂ ﾏｻﾋｺ

63 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 統語論 対面 後学期 火 3 100 2 小林 亮一朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

64 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科 （みなとみらいキャンパス） 統語論 対面 前学期 火 3 100 2 小林 亮一朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

65 神奈川大学 外国語学部 スペイン語学科 （みなとみらいキャンパス） スペイン文学I／スペイン研究I－１（文学） 対面 前学期 木 2 100 2 西田 依麻 ﾆｼﾀﾞ ｴﾏ

66 神奈川大学 外国語学部 スペイン語学科 （みなとみらいキャンパス） スペイン文学II／スペイン研究I－２（文学） 対面 後学期 木 2 100 2 西田 依麻 ﾆｼﾀﾞ ｴﾏ

67 神奈川大学 外国語学部 スペイン語学科 （みなとみらいキャンパス） ラテンアメリカ政治経済I／ラテンアメリカ研究II－１（地域事情） 対面 前学期 火 3 100 2 新木 秀和 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

68 神奈川大学 外国語学部 スペイン語学科 （みなとみらいキャンパス） ラテンアメリカ政治経済II／ラテンアメリカ研究II－２（地域事情） 対面 後学期 火 3 100 2 新木 秀和 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

69 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国言語概説Ａ 対面 前学期 月 4 100 2 彭 国躍 ﾎｳ ｺｸﾔｸ

70 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国言語概説Ｂ 対面 後学期 月 4 100 2 彭 国躍 ﾎｳ ｺｸﾔｸ

71 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国社会概説Ａ 対面 前学期 金 3 100 2 本田 親史 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶﾌﾐ

72 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国社会概説Ｂ 対面 後学期 金 3 100 2 本田 親史 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶﾌﾐ

73 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国文学概説Ａ 対面 前学期 金 2 100 2 樊 可人 ﾊﾝ ｶｼﾞﾝ

74 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国文学概説Ｂ 対面 後学期 金 2 100 2 樊 可人 ﾊﾝ ｶｼﾞﾝ

75 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国歴史概説Ａ 対面 前学期 木 3 100 2 早丸 一真 ﾊﾔﾏﾙ ｶｽﾞﾏｻ

76 神奈川大学 外国語学部 中国語学科 （みなとみらいキャンパス） 中国歴史概説Ｂ 対面 後学期 木 3 100 2 早丸 一真 ﾊﾔﾏﾙ ｶｽﾞﾏｻ

77 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 観光交流論 対面 後学期 金 1 100 2 平山 昇 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

78 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 観光地理学 対面 前学期 木 3 100 2 山口 太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾛｳ

79 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 観光文化史 対面 前学期 火 1 100 2 平山 昇 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

80 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） コミュニティと地域観光文化 対面 後学期 火 4 100 2 島川 崇 ｼﾏｶﾜ ﾀｶｼ

81 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 人文観光資源論 対面 前学期 金 1 100 2 島川 崇 ｼﾏｶﾜ ﾀｶｼ

82 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 地域文化論（イスラーム圏）／国際文化論（表象） 対面 後学期 月 2 100 2 大川 真由子 ｵｵｶﾜ ﾏﾕｺ

83 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 地域文化論（中国）／国際事情（アジアＢ） 対面 後学期 月 1 100 2 中林 広一 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ

84 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 比較文化論／比較文化概論 対面 前学期 金 1 100 2 Ｅ．Ｆ． チャーチル ｲｰﾄﾝ F. ﾁｬｰﾁﾙ

85 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 文化交流論（現代文化）／文化比較論（現代文化） 対面 後学期 木 1 100 2 ステファン ブッヘンベルゲル ｽﾃﾌｧﾝ ﾌﾞｯﾍﾝﾍﾞﾙｹﾞﾙ

86 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 文化交流論（生活）／文化比較論（歴史） 対面 前学期 月 1 100 2 中林 広一 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ

87 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 文化交流論（表象） 対面 前学期 月 3 100 2 角山 朋子 ｶｸﾔﾏ ﾄﾓｺ

88 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 文化交流論（文学）／国際文化論（文学） 対面 前学期 金 5 100 2 平山 昇 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

89 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 文化交流論（歴史）／国際文化論（歴史） 対面 後学期 火 2 100 2 山本 信太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ

90 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 国際文化交流論／国際事情（アジアＡ） 対面 前学期 月 2 100 2 大川 真由子 ｵｵｶﾜ ﾏﾕｺ

91 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） ことばと文化／国際文化論（言語） 対面 後学期 火 1 100 2 堤 正典 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾉﾘ

92 神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科（みなとみらいキャンパス） 多文化共生論 対面 後学期 木 4 100 2 熊谷 謙介 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｽｹ

93 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 日本芸能論／日本文化論（古典芸能）／日本芸能論Ｂ 対面 後学期 金 2 100 2 深澤 徹 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄｵﾙ

94 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 日本文化論（古典文学）／日本文学史Ａ／日本文化論（古典文学） 対面 前学期 金 2 100 2 深澤 徹 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄｵﾙ

95 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 日本文化論（近現代文学）／日本文学史Ｂ／日本文化論（近代文学） 対面 後学期 木 1 100 2 松本 和也 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾔ

96 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 日本文化論（言語） 対面 後学期 火 4 100 2 駒走 昭二 ｺﾏﾊﾞｼﾘ ｼｮｳｼﾞ

97 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 国際平和論／国際社会論 対面 後学期 木 3 100 2 坪井 雅史 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻｼ

98 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 国際倫理学 対面 前学期 木 3 100 2 坪井 雅史 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻｼ

99 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 日本文化論 対面 前学期 火 4 100 2 上原 雅文 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ

100 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 比較思想論／文化比較論（思想） 対面 前学期 金 2 100 2 中村 隆文 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ

101 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 （みなとみらいキャンパス） 文化とアイデンティティ 対面 後学期 金 2 100 2 中村 隆文 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ

102 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 人口地理学 対面 前学期 金 3 100 2 平井 誠 ﾋﾗｲ ﾏｺﾄ

103 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 国際社会論Ａ／国際社会論（アジア） 対面 前学期 火 4 100 2 近藤 宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

104 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 都市空間と社会 対面 前学期 金 2 100 2 小泉 諒 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳ

105 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 現代メディア論 対面 後学期 月 2 100 2 笠間 千浪 ｶｻﾏ ﾁﾅﾐ

106 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 現代社会心理学 対面 後学期 火 3 100 2 川嶋 伸佳 ｶﾜｼﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ

107 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 地域社会貢献論 対面 後学期 金 3 100 2 芦田 裕介 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

108 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 環境社会論 対面 後学期 火 3 100 2 松本 安生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｵ

109 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 応用社会心理学 対面 前学期 月 2 100 2 越智 啓太 ｵﾁ ｹｲﾀ

110 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 福祉心理学／高齢者障害者福祉心理学 対面 前学期 金 1 100 2 麻生 典子 ｱｿｳ ﾉﾘｺ

111 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 臨床心理学概論／臨床心理学I 対面 前学期 木 1 100 2 山蔦 圭輔 ﾔﾏﾂﾀ ｹｲｽｹ

112 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 生涯発達心理学I 対面 前学期 金 3 100 2 麻生 典子 ｱｿｳ ﾉﾘｺ

113 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 心理療法／心理療法II 対面 前学期 金 2 100 2 和田 美香 ﾜﾀﾞ ﾐｶ

114 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 司法・犯罪心理学／犯罪心理学 対面 前学期 金 3 100 2 阿部 政孝 ｱﾍﾞ ﾏｻﾀｶ

115 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 知覚・認知心理学／感覚知覚心理学I 対面 前学期 月 2 100 2 吉澤 達也 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ

116 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 心理学的支援法／心理療法I 対面 後学期 水 1 100 2 岡田　真未子 ｵｶﾀﾞﾏﾐｺ

117 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 生涯発達心理学II 対面 後学期 金 4 100 2 麻生 典子 ｱｿｳ ﾉﾘｺ

118 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 青年心理学 対面 後学期 木 4 100 2 那須 里絵 ﾅｽ ﾘｴ

119 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 学習・言語心理学／認知心理学 対面 後学期 金 1 100 2 松永 理恵 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｴ
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120 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 被害者心理学 対面 後学期 金 3 100 2 阿部 政孝 ｱﾍﾞ ﾏｻﾀｶ

121 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） 心理的アセスメント／臨床心理学II 対面 前学期 時間外 0 100 2 山蔦 圭輔 ﾔﾏﾂﾀ ｹｲｽｹ

122 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 （横浜キャンパス） ジェンダー心理学 対面 後学期 火 5 100 2 荻野 佳代子 ｵｷﾞﾉ ｶﾖｺ

123 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 幾何学II（理学部） 対面 後学期 木 2 100 2 酒井 政美 ｻｶｲ ﾏｻﾐ

124 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 複素関数論II 対面 前学期 木 3 100 2 松澤 寛 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

125 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 電磁気学I 対面 後学期 木 3 100 2 木村 敬 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ

126 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 数理物理学 対面 前学期 木 4 100 2 知久 哲彦 ﾁｷｭｳ ﾃﾂﾋｺ

127 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 相対性理論・宇宙論 対面 前学期 木 4 100 2 長澤 倫康 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾁﾔｽ

128 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 無機化学II／無機化学II（典型元素化学）（理学部） 対面 前学期 火 3 100 2 川本 達也 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ

129 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 環境化学（理学部） 対面 前学期 木 2 100 2 堀 久男 ﾎﾘ ﾋｻｵ

130 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 分子構造決定法／分子構造決定法基礎 対面 後学期 金 2 100 2 辻 勇人 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ

131 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 分子分光学／分子構造論（理学部） 対面 後学期 火 5 100 2 河合 明雄 ｶﾜｲ ｱｷｵ

132 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 化学国際交流I 対面 前学期 時間外 0 100 2 辻 勇人 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ

133 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 基礎植物学 対面 後学期 金 2 100 2 岩元 明敏 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾄｼ

134 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 基礎動物学 ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 水 2 100 2 豊泉 龍児 ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾘｭｳｼﾞ

135 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 植物発生学 対面 後学期 月 4 100 2 安積 良隆 ｱﾂﾞﾐ ﾖｼﾀｶ

136 神奈川大学 理学部 理学科 （横浜キャンパス） 植物生態学／生態学I／生態学II 対面 前学期 木 1 100 2 鈴木 祥弘 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

137 神奈川大学 工学部 機械工学科 （横浜キャンパス） メカトロニクス 対面 後学期 火 2 100 2 江上 正 ｴｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ

138 神奈川大学 工学部 機械工学科 （横浜キャンパス） メカトロニクス 対面 後学期 火 2 100 2 江上 正 ｴｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ

139 神奈川大学 工学部 機械工学科 （横浜キャンパス） 工作機械 対面 前学期 火 3 100 2 中尾 陽一 ﾅｶｵ ﾖｳｲﾁ

140 神奈川大学 工学部 機械工学科 （横浜キャンパス） 工作機械 対面 前学期 火 3 100 2 中尾 陽一 ﾅｶｵ ﾖｳｲﾁ

141 神奈川大学 工学部 電気電子情報工学科 （横浜キャンパス） 音響・超音波工学 対面 前学期 月 2 100 2 土屋 健伸 ﾂﾁﾔ ﾀｹﾉﾌﾞ

142 神奈川大学 工学部 電気電子情報工学科 （横浜キャンパス） 基礎電子物性工学 ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前学期 金 3 100 2 山口 栄雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞｵ

143 神奈川大学 工学部 電気電子情報工学科 （横浜キャンパス） 情報ネットワーク ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後学期 木 1 100 2 木下 宏揚 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾂｸﾞ

144 神奈川大学 工学部 経営工学科 （横浜キャンパス） オペレーションズ・リサーチ／オペレーションズリサーチI 対面 前学期 火 1 100 2 片桐 英樹 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ

145 神奈川大学 工学部 経営工学科 （横浜キャンパス） オペレーションズ・リサーチ／オペレーションズリサーチI 対面 前学期 火 1 100 2 片桐 英樹 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ

146 神奈川大学 工学部 経営工学科 （横浜キャンパス） 経営工学総論 対面 前学期 金 2 100 2 翁 嘉華 ｳｴﾝ ﾁﾔﾌｱ

147 神奈川大学 工学部 経営工学科 （横浜キャンパス） 経営工学総論 対面 前学期 金 2 100 2 翁 嘉華 ｳｴﾝ ﾁﾔﾌｱ

148 神奈川大学 建築学部 建築学科 （横浜キャンパス） 近現代建築史Ｂ／日本近代建築史 （総工・工建・建建） 対面 前学期 月 2 102 2 内田 青蔵 ｳﾁﾀﾞ ｾｲｿﾞｳ 7名まで

・授業日・授業内容の詳細はシラバスを確認してください。

・湘南ひらつかキャンパス付近での実習が中心となります。（交通費は自

己負担）

・学外での実習のため、洋服が汚れる可能性があります。

上記の点をご了承いただいた方のみ出願してください。

149 神奈川大学 建築学部 建築学科 （横浜キャンパス） 建築都市防災／建築都市防災I （工建・建建） 対面 前学期 月 4 101 2 朱牟田 善治 ｼｭﾑﾀ ﾖｼﾊﾙ 6名まで

・授業日・授業内容の詳細はシラバスを確認してください。

・湘南ひらつかキャンパス付近での実習が中心となります。（交通費は自

己負担）

・学外での実習のため、洋服が汚れる可能性があります。

上記の点をご了承いただいた方のみ出願してください。

150 神奈川大学 建築学部 建築学科 （横浜キャンパス） 空調設備I 対面 後学期 木 3 103 2 芹川 真緒 ｾﾘｶﾜ ﾏｵ 8名まで

・授業日・授業内容の詳細はシラバスを確認してください。

・湘南ひらつかキャンパス付近での実習が中心となります。（交通費は自

己負担）

・学外での実習のため、洋服が汚れる可能性があります。

上記の点をご了承いただいた方のみ出願してください。

151 神奈川大学 化学生命学部 応用化学科/生命機能学科 （横浜キャンパス） エネルギー化学 対面 前学期 月 2 100 2 引地 史郎 ﾋｷﾁ ｼﾛｳ

152 神奈川大学 化学生命学部 応用化学科/生命機能学科 （横浜キャンパス） 有機医薬工業 対面 前学期 木 3 100 2 岡本 専太郎 ｵｶﾓﾄ ｾﾝﾀﾛｳ

153 神奈川大学 化学生命学部 応用化学科/生命機能学科 （横浜キャンパス） 立体有機化学 対面 後学期 月 2 100 2 岡本 専太郎 ｵｶﾓﾄ ｾﾝﾀﾛｳ

154 神奈川大学 化学生命学部 応用化学科/生命機能学科 （横浜キャンパス） 配位化学 対面 後学期 水 2 100 2 引地 史郎 ﾋｷﾁ ｼﾛｳ

155 神奈川大学 工学部 情報システム創成学科 （横浜キャンパス） ファイナンス工学 対面 後学期 火 1 100 2 進藤 晋 ｼﾝﾄﾞｳ ｽｽﾑ

156 神奈川大学 工学部 情報システム創成学科 （横浜キャンパス） 制御システム 対面 後学期 火 2 100 2 瀬古沢 照治 ｾｺｻﾞﾜ ﾃﾙｼﾞ

157 神奈川大学 理学部 情報科学科 （横浜キャンパス） プログラミングＢ／プログラミングII 対面 前学期 水 1 100 2 木下 佳樹 ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ

158 神奈川大学 理学部 情報科学科 （横浜キャンパス） プログラミングＢ演習／II演習／演習II 対面 前学期 火 3 100 2 馬谷 誠二 ｳﾏﾀﾆ ｾｲｼﾞ

159 神奈川大学 情報学部 計算機科学科 （横浜キャンパス） 離散数学II 対面 後学期 金 3 100 2 木下 佳樹 ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ

160 神奈川大学 情報学部 計算機科学科 （横浜キャンパス） 離散数学II演習 対面 後学期 火 2 100 2 河野 友亮 ｶﾜﾉ ﾄﾓｱｷ

161 神奈川大学 情報学部 計算機科学科 （横浜キャンパス） 人工知能I／知識情報処理 対面 前学期 月 3 100 2 斉藤 和巳 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ

162 神奈川大学 情報学部 計算機科学科 （横浜キャンパス） 人工知能II／知能システム論 対面 後学期 月 3 100 2 斉藤 和巳 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ

163 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（行政） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 月 5 100 2 牧瀬 稔 ﾏｷｾ ﾐﾉﾙ 若干名

164 関東学院大学 全学 全学 ★【予】【湘南信用金庫寄付講座】ＫＧＵかながわ学（経済） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 木 5 100 2 相川 久美子 ｱｲｶﾜｸﾐｺ 若干名

165 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（政治） ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 月 4 100 2 草間 剛 ｸｻﾏ ﾂﾖｼ 若干名

166 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（スポーツ） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 月 5 100 2 石川 基子 ｲｼｶﾜ ﾓﾄｺ 若干名

167 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（歴史・文化） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 火 5 100 2 青木 祐介 他 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 若干名

168 関東学院大学 全学 全学 【予】ＫＧＵかながわ学（自然）（八景） 対面 春学期 火 5 100 2 規矩 大義 他 ｷｸ ﾋﾛﾖｼ ﾎｶ 若干名

169 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（健康） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 水 5 100 2 森田 佳重 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾖｼｴ 若干名

170 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（地域づくり） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 木 5 100 2 牧瀬 稔 他 ﾏｷｾ ﾐﾉﾙ ﾎｶ 若干名

171 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（地域安全） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 金 5 100 2 江﨑 澄孝 ｴｻﾞｷ ｽﾐﾀｶ 若干名

172 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵかながわ学（コミュニティ） ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 土 2 100 2 國重 正雄 ｸﾆｼｹﾞ ﾏｻｵ 若干名

173 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵデータサイエンス概論［Ａ］ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 土 5 100 2 中川 功一 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 若干名

174 関東学院大学 全学 全学 ★【予】ＫＧＵデータサイエンス概論［Ｂ］ ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 月 5 100 2 菅 由紀子 ｶﾝ ﾕｷｺ 若干名

175 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 キリスト教学Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 火 2 100 2 髙井 啓介 ﾀｶｲ ｹｲｽｹ 若干名
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176 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 キリスト教学Ｂ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 火 2 100 2 髙井 啓介 ﾀｶｲ ｹｲｽｹ 若干名

177 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 聖書の思想Ａ 対面 春学期 金 1 100 2 髙井 啓介 ﾀｶｲ ｹｲｽｹ 若干名

178 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 聖書の思想Ｂ 対面 春学期 木 1 100 2 安井 聖 ﾔｽｲ ｷﾖｼ 若干名

179 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 キリスト教と現代Ａ 対面 秋学期 金 1 100 2 髙井 啓介 ﾀｶｲ ｹｲｽｹ 若干名

180 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 キリスト教と現代Ｂ 対面 秋学期 木 1 100 2 安井 聖 ﾔｽｲ ｷﾖｼ 若干名

181 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 哲学Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 水 3 100 2 長尾 栄達 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞｻﾄ 若干名

182 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 歴史学Ａ 対面 春学期 月 4 100 2 菅野 恵美 ｶﾝﾉ ｴﾐ 若干名

183 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 経済学 対面 秋学期 木 3 100 2 真道 邦宏 ｼﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋﾛ 若干名

184 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 政治学Ａ 対面 秋学期 金 3 100 2 昼神 洋史 ﾋﾙｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 若干名

185 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 法学 対面 春学期 火 3 100 2 富塚 祥夫 ﾄﾐﾂｶ ｱｷｵ 若干名

186 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 教育学Ａ 対面 秋学期 月 2 100 2 久保田 英助 ｸﾎﾞﾀ ｴｲｽｹ 若干名

187 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 心理学Ａ 対面 春学期 水 3 100 2 余村 朋樹 ﾖﾑﾗ ﾄﾓｷ 若干名

188 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 心理学Ｂ 対面 秋学期 月 1 100 2 細田 聡 ﾎｿﾀﾞ ｻﾄｼ 若干名

189 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 現代文学の世界 対面 春学期 金 4 100 2 楜沢 健 ｸﾙﾐｻﾜ ｹﾝ 若干名

190 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 古典文学の世界 対面 秋学期 月 2 100 2 井上 和人 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾄ 若干名

191 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 ギリシャ・ラテンの世界 対面 春学期 水 4 100 2 友井 太郎 ﾄﾓｲ ﾀﾛｳ 若干名

192 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 芸術学 対面 春学期 月 2 100 2 碓井 みちこ ｳｽｲ ﾐﾁｺ 若干名

193 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 日本国憲法Ａ 対面 秋学期 火 3 100 2 富塚 祥夫 ﾄﾐﾂｶ ｱｷｵ 若干名

194 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 多文化世界を学ぶ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 月 4 100 2 ベル 裕紀 ﾍﾞﾙ ﾋﾛｷ 若干名

195 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 ことばの科学Ａ 対面 秋学期 木 2 100 2 木内 修 ｷｳﾁ ｵｻﾑ 若干名

196 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 現代社会を学ぶＡ 対面 秋学期 木 2 100 2 藤根 雅之 ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｲ 若干名

197 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 ジェンダー論Ａ 対面 秋学期 木 5 100 2 井田 瑞江 ｲﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 若干名

198 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 ジェンダー論Ｂ 対面 秋学期 木 1 100 2 矢﨑 千華 ﾔｻﾞｷ ﾁｶ 若干名

199 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 メディア論Ａ 対面 春学期 木 1 100 2 新井 克弥 ｱﾗｲ ｶﾂﾔ 若干名

200 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 生活と福祉 対面 春学期 水 2 100 2 山田 秀昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 若干名

201 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 建学の精神を学ぶ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 金 5 100 2 富岡 幸一郎 ﾄﾐｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 若干名

202 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 地球と環境 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 土 1 100 2 小林 文明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 若干名

203 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 科学史 対面 春学期 水 1 100 2 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 若干名

204 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 数学 対面 秋学期 火 3 100 2 宮永 望 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾉｿﾞﾐ 若干名

205 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 論理学 対面 秋学期 火 1 100 2 清塚 明朗 ｷﾖﾂﾞｶ ｱｷｵ 若干名

206 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 人間と環境Ａ 対面 春学期 月 5 100 2 湯浅 陽一 ﾕｱｻ ﾖｳｲﾁ 若干名

207 関東学院大学 国際文化学部・社会学部 共通科目 人間と環境Ｂ 対面 秋学期 火 1 100 2 上野 淳子 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｺ 若干名

208 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 異文化コミュニケーション入門１ 対面 春学期 月 5 100 2 吉田 広毅 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 若干名

209 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 異文化コミュニケーション入門２ 対面 秋学期 金 5 100 2 角田 麻里 ｶｸﾀ ﾏﾘ 若干名

210 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語学入門１ 対面 春学期 火 1 100 2 草山 学 ｸｻﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 若干名

211 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語学入門２ 対面 秋学期 火 1 100 2 草山 学 ｸｻﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 若干名

212 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語圏文化入門１ 対面 春学期 火 3 100 2 村岡 美奈 ﾑﾗｵｶ ﾐﾅ 若干名

213 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語圏文化入門２ 対面 秋学期 火 3 100 2 村岡 美奈 ﾑﾗｵｶ ﾐﾅ 若干名

214 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英米文学入門１ 対面 春学期 月 4 100 2 萩原 美津 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂ 若干名

215 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英米文学入門２ 対面 秋学期 月 4 100 2 児玉 晃二 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ 若干名

216 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 アメリカ文学史１ 対面 春学期 金 3 100 2 入江 識元 ｲﾘｴ ﾉﾌﾞﾓﾄ 若干名 2年生以上

217 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 アメリカ文学史２ 対面 秋学期 金 3 100 2 入江 識元 ｲﾘｴ ﾉﾌﾞﾓﾄ 若干名 2年生以上

218 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 イギリス文学史１ 対面 春学期 金 1 100 2 松村 聡子 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄｺ 若干名 2年生以上

219 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 イギリス文学史２ 対面 秋学期 金 1 100 2 松村 聡子 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄｺ 若干名 2年生以上

220 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語の歴史１ 対面 春学期 金 4 100 2 廣瀬 秀人 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞﾄ 若干名 2年生以上

221 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語の歴史２ 対面 秋学期 金 4 100 2 廣瀬 秀人 ﾋﾛｾ ﾋﾃﾞﾄ 若干名 2年生以上

222 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語音声学１ 対面 春学期 木 4 100 2 平坂 文男 ﾋﾗｻｶ ﾌﾐｵ 若干名 2年生以上

223 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英語音声学２ 対面 秋学期 木 4 100 2 平坂 文男 ﾋﾗｻｶ ﾌﾐｵ 若干名 2年生以上

224 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英米の思想と社会１ 対面 春学期 金 3 100 2 伊藤 哲 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 若干名 2年生以上

225 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 英米の思想と社会２ 対面 秋学期 金 3 100 2 伊藤 哲 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 若干名 2年生以上

226 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 現代英文法１ 対面 春学期 金 5 100 2 大橋 一人 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾄ 若干名 2年生以上

227 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 現代英文法２ 対面 秋学期 金 5 100 2 大橋 一人 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾄ 若干名 2年生以上

228 関東学院大学 国際文化学部 英語文化学科 日英比較研究 対面 春学期 火 4 100 2 中村 その子 ﾅｶﾑﾗ ｿﾉｺ 若干名 2年生以上

229 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 イギリスの言語文化 対面 秋学期 月 5 100 2 萩原 美津 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾂ 若干名 2年生以上

230 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 アメリカの言語文化 対面 春学期 月 5 100 2 児玉 晃二 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ 若干名 2年生以上

231 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 日本史１Ａ 対面 春学期 金 1 100 2 西尾 知己 ﾆｼｵ ﾄﾓﾐ 若干名 2年生以上

232 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 日本史２Ａ 対面 秋学期 金 1 100 2 西尾 知己 ﾆｼｵ ﾄﾓﾐ 若干名 2年生以上

233 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 中国史 対面 秋学期 月 4 100 2 菅野 恵美 ｶﾝﾉ ｴﾐ 若干名 2年生以上

234 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 朝鮮史 対面 秋学期 木 3 100 2 吉川 友丈 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾀｹ 若干名 2年生以上

235 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 イギリス史 対面 春学期 月 2 100 2 君塚 直隆 ｷﾐﾂﾞｶ ﾅｵﾀｶ 若干名 2年生以上

236 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 フランス史 対面 秋学期 月 5 100 2 土屋 元 ﾂﾁﾔ ﾊｼﾞﾒ 若干名 2年生以上
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237 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 ドイツ史 対面 秋学期 水 4 100 2 小野 竜史 ｵﾉ ﾀﾂﾋﾄ 若干名 2年生以上

238 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 スペイン史 対面 春学期 金 4 100 2 三潴 みづほ ﾐﾂﾏ ﾐﾂﾞﾎ 若干名 2年生以上

239 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 アメリカ史 対面 春学期 火 4 100 2 小滝 陽 ｺﾀｷ ﾖｳ 若干名 2年生以上

240 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 神奈川観光文化論 対面 秋学期 月 3 100 2 富岡 幸一郎 ﾄﾐｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 若干名 2年生以上

241 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 アート・コミュニケーション演習 対面 秋学期 月 2 100 2 碓井 みちこ ｳｽｲ ﾐﾁｺ 若干名 3年生以上

242 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 日本の言語文化（古文） 対面 秋学期 火 4 100 2 井上 和人 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾄ 若干名 2年生以上

243 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 日本の文化と社会１ 対面 秋学期 金 1 100 2 富岡 幸一郎 ﾄﾐｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 若干名 2年生以上

244 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 日本の文化と社会２ 対面 秋学期 月 1 100 2 永井 晋 ﾅｶﾞｲ ｽｽﾑ 若干名 2年生以上

245 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 中国の文化と社会 対面 秋学期 金 4 100 2 王 詩倫 ｵｳ ｼﾘﾝ 若干名 2年生以上

246 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 朝鮮の文化と社会 対面 春学期 木 4 100 2 吉川 友丈 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾀｹ 若干名 2年生以上

247 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 イギリスの文化と社会 対面 秋学期 金 2 100 2 伊藤 哲 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 若干名 2年生以上

248 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 フランスの文化と社会 対面 春学期 月 4 100 2 八幡 恵一 ﾔﾊﾀ ｹｲｲﾁ 若干名 2年生以上

249 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 ドイツの文化と社会 対面 春学期 水 3 100 2 小野 竜史 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ 若干名 2年生以上

250 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 スペインの文化と社会 対面 秋学期 金 4 100 2 三潴 みづほ ﾐﾂﾏ ﾐﾂﾞﾎ 若干名 2年生以上

251 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 アメリカの文化と社会 対面 秋学期 火 4 100 2 小滝 陽 ｺﾀｷ ﾖｳ 若干名 2年生以上

252 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代の中国 対面 春学期 水 1 100 2 李 維涛 ﾘ ｲﾄｳ 若干名 2年生以上

253 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代の朝鮮半島 対面 春学期 金 2 100 2 呉 世蓮 ｵ ｾﾖﾝ 若干名 2年生以上

254 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代の東南アジア 対面 春学期 金 4 100 2 日野 智豪 ﾋﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 若干名 2年生以上

255 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代の南アジア 対面 秋学期 月 1 100 2 澁谷 俊樹 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼｷ 若干名 2年生以上

256 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代のイスラム社会 対面 春学期 木 1 100 2 丸山 大介 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 若干名 2年生以上

257 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代のヨーロッパ（ＥＵ） 対面 秋学期 金 3 100 2 福井 英次郎 ﾌｸｲ ｴｲｼﾞﾛｳ 若干名 2年生以上

258 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代のラテンアメリカ 対面 春学期 火 2 100 2 水口 良樹 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｷ 若干名 2年生以上

259 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 現代のキリスト教社会 対面 春学期 金 5 100 2 髙井 啓介 ﾀｶｲ ｹｲｽｹ 若干名 2年生以上

260 関東学院大学 国際文化学部 比較文化学科 民俗学 対面 春学期 水 4 100 2 髙田 彩 ﾀｶﾀ ｱﾔ 若干名 2年生以上

261 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 高齢者福祉論 対面 秋学期 火 1 100 2 鄭 煕聖 ﾁｮﾝ ﾋｿﾝ 若干名

262 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 障害者福祉論 対面 秋学期 月 4 100 2 麦倉 泰子 ﾑｷﾞｸﾗ ﾔｽｺ 若干名

263 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 子ども家庭福祉論 対面 秋学期 月 5 100 2 澁谷 昌史 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻｼ 若干名

264 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 日本近現代史 対面 秋学期 水 2 100 2 中村 克明 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｱｷ 若干名

265 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 若者文化論 対面 秋学期 木 1 100 2 新井 克弥 ｱﾗｲ ｶﾂﾔ 若干名

266 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 社会学史１ 対面 春学期 水 2 100 2 大澤 善信 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 若干名 2年生以上

267 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 社会学史２ 対面 秋学期 水 2 100 2 大澤 善信 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 若干名 2年生以上

268 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 環境と社会の歴史 対面 春学期 月 3 100 2 湯浅 陽一 ﾕｱｻ ﾖｳｲﾁ 若干名 2年生以上

269 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 社会学理論の基礎 対面 春学期 火 2 100 2 大澤 善信 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 若干名 2年生以上

270 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 フィールドワーク入門 対面 秋学期 月 4 100 2 小山 弘美 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾐ 若干名 2年生以上

271 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 地域の社会計画 対面 春学期 火 4 100 2 藤浪 海 ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｲ 若干名 2年生以上

272 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 家族社会学 対面 秋学期 火 4 100 2 井田 瑞江 ｲﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 若干名 2年生以上

273 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 教育と社会 対面 春学期 金 5 100 2 藤根 雅之 ﾌｼﾞﾈ ﾏｻﾕｷ 若干名 2年生以上

274 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 図書館概論 対面 春学期 水 3 100 2 中村 克明 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｱｷ 若干名

275 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 社会保障論Ⅰ 対面 春学期 月 3 100 2 西村 貴直 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾅｵ 若干名 2年生以上

276 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 社会保障論Ⅱ 対面 秋学期 月 3 100 2 西村 貴直 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾅｵ 若干名 2年生以上

277 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 公的扶助論 対面 秋学期 月 5 100 2 西村 貴直 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾅｵ 若干名 2年生以上

278 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 地域福祉の理論 対面 春学期 火 1 100 2 小沼 春日 ｵﾇﾏ ﾊﾙﾋ 若干名 2年生以上

279 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 地域福祉の方法 対面 秋学期 火 1 100 2 小沼 春日 ｵﾇﾏ ﾊﾙﾋ 若干名 2年生以上

280 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 対面 春学期 火 2 100 2 鄭 煕聖 ﾁｮﾝ ﾋｿﾝ 若干名

281 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ 対面 秋学期 火 4 100 2 小沼 春日 ｵﾇﾏ ﾊﾙﾋ 若干名

282 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 対面 秋学期 金 3 100 2 石川 時子 ｲｼｶﾜ ﾄｷｺ 若干名

283 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 対面 秋学期 金 2 100 2 石川 時子 ｲｼｶﾜ ﾄｷｺ 若干名 2年生以上

284 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ 対面 春学期 金 2 100 2 石川 時子 ｲｼｶﾜ ﾄｷｺ 若干名 2年生以上

285 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 都市社会学 対面 春学期 木 1 100 2 小山 弘美 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾐ 若干名 2年生以上

286 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 ＮＰＯ・ボランティア組織論 対面 秋学期 月 3 100 2 上野 淳子 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｺ 若干名 2年生以上

287 関東学院大学 社会学部 現代社会学科 歴史社会学 対面 春学期 火 1 100 2 矢﨑 千華 ﾔｻﾞｷ ﾁｶ 若干名 2年生以上

288 関東学院大学 経済学部 共通科目 総合講座［平和学］ 対面 春学期 月 4 100 2 林 博史・他 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ･ﾎｶ 若干名 ２年生以上

289 関東学院大学 経済学部 経済学科 地方財政１ 対面 春学期 木 1 100 2 豊田 奈穂 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵ 若干名 ２年生以上

290 関東学院大学 経済学部 経済学科 地方財政２ 対面 秋学期 木 1 100 2 豊田 奈穂 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵ 若干名 ２年生以上

291 関東学院大学 経済学部 経済学科 現代経済１ 対面 春学期 木 3 100 2 中泉 拓也 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 若干名

292 関東学院大学 経済学部 経済学科 現代経済２ 対面 秋学期 木 3 100 2 中泉 拓也 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 若干名

293 関東学院大学 経済学部 経済学科 国際経済学１ 対面 春学期 金 1 100 2 山本 勝造 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｿﾞｳ 若干名 ２年生以上

294 関東学院大学 経済学部 経済学科 国際経済学２ 対面 秋学期 金 1 100 2 山本 勝造 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｿﾞｳ 若干名 ２年生以上

295 関東学院大学 経営学部 共通科目 平和学 対面 春学期 火 4 100 2 高 賢来 ｺｳ ｹﾝﾗｲ 若干名 2年生以上

296 関東学院大学 経営学部 経営学科 資本市場の役割と証券投資 対面 秋学期 火 4 100 2 辻 聖二 ﾂｼﾞ ｾｲｼﾞ 若干名 2年生以上

297 関東学院大学 経営学部 経営学科 ＮＰＯマネジメント 対面 春学期 木 4 100 2 川崎 あや ｶﾜｻｷ ｱﾔ 若干名 2年生以上
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298 関東学院大学 経営学部 経営学科 事業革新と事業計画 対面 秋学期 火 2 100 2 河野 賢一 ｺｳﾉ ｹﾝｲﾁ 若干名 2年生以上

299 関東学院大学 経営学部 経営学科 行政マネジメント 対面 秋学期 月 4 100 2 荒川 潤 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ 若干名 2年生以上

300 関東学院大学 理工学部 理工学科 キリスト教学（技術者としての倫理）［建］ 対面 秋学期 月 5 100 2 豊川 慎 ﾄﾖｶﾜ ｼﾝ 若干名

301 関東学院大学 理工学部 理工学科 キリスト教学（技術者としての倫理）［生･応･表］ 対面 秋学期 木 3 100 2 豊川 慎 ﾄﾖｶﾜ ｼﾝ 若干名

302 関東学院大学 理工学部 理工学科 キリスト教学（技術者としての倫理）［電･テ］ 対面 秋学期 金 4 100 2 冨田 茂美 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞﾐ 若干名

303 関東学院大学 理工学部 理工学科 キリスト教学（技術者としての倫理）［数･情］ 対面 秋学期 月 4 100 2 豊川 慎 ﾄﾖｶﾜ ｼﾝ 若干名

304 関東学院大学 理工学部 理工学科 キリスト教学（技術者としての倫理）［土］ 対面 秋学期 月 2 100 2 冨田 茂美 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞﾐ 若干名

305 関東学院大学 理工学部 理工学科 キリスト教学（技術者としての倫理）［先］ 対面 秋学期 木 4 100 2 豊川 慎 ﾄﾖｶﾜ ｼﾝ 若干名

306 関東学院大学 理工学部 理工学科 教養セミナ［Ｂ］ 対面 秋学期 木 5 100 2 豊川 慎 ﾄﾖｶﾜ ｼﾝ 若干名

307 関東学院大学 理工学部 理工学科 教養セミナ［Ａ］ 対面 春学期 火 3 100 2 佐藤 幸也 ｻﾄｳ ｺｳﾔ 若干名

308 関東学院大学 理工学部 理工学科 環境地球科学Ⅰ［理］ 対面 春学期 金 4 100 2 前田 直樹 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 若干名

309 関東学院大学 理工学部 理工学科 環境地球科学Ⅱ 対面 秋学期 水 1 100 2 前田 直樹 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 若干名

310 関東学院大学 理工学部 理工学科 微生物工学 対面 春学期 火 2 100 2 川原 一芳 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 若干名

311 関東学院大学 理工学部 理工学科 植物細胞分子生物学 対面 春学期 金 2 100 2 近藤 陽一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 若干名

312 関東学院大学 理工学部 理工学科 環境衛生学 対面 秋学期 火 2 100 2 尾之上 さくら ｵﾉｳｴ ｻｸﾗ 若干名

313 関東学院大学 理工学部 理工学科 微生物生態学 対面 秋学期 金 2 100 2 清水 由巳 ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ 若干名

314 関東学院大学 理工学部 理工学科 量子力学Ⅰ 対面 春学期 木 3 100 2 船木 靖郎 ﾌﾅｷ ﾔｽﾛｳ 若干名

315 関東学院大学 理工学部 理工学科 表面工学 対面 秋学期 水 5 100 2 友野 和哲 ﾄﾓﾉ ｶｽﾞｱｷ 若干名

316 関東学院大学 理工学部 理工学科 エレクトロニクス実装工学 対面 秋学期 木 2 100 2 小岩 一郎 ｺｲﾜ ｲﾁﾛｳ 若干名

317 関東学院大学 理工学部 理工学科 工業デザイン概論 対面 秋学期 水 3 100 2 伊藤 健世 ｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 若干名

318 関東学院大学 理工学部 理工学科 航空宇宙工学 対面 秋学期 木 5 100 2 小松 督 ｺﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ 若干名

319 関東学院大学 理工学部 理工学科 人間工学 対面 春学期 水 3 100 2 伊藤 健世 ｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 若干名

320 関東学院大学 理工学部 理工学科 自動車とリサイクル 対面 春学期 水 4 100 2 八木田 浩史 ﾔｷﾞﾀ ﾋﾛｼ 若干名

321 関東学院大学 理工学部 理工学科 自動車技術文化史 対面 秋学期 水 2 100 2 伊東 和彦 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 若干名

322 関東学院大学 理工学部 理工学科 ロボットシステム工学 対面 春学期 月 4 100 2 小松 督 ｺﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ 若干名

323 関東学院大学 理工学部 理工学科 自動車構造解析 対面 秋学期 金 5 100 2 森山 裕幸 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 若干名

324 関東学院大学 理工学部 理工学科 送配電工学Ⅰ 対面 春学期 火 1 100 2 中野 幸夫 ﾅｶﾉ ﾕｷｵ 若干名

325 関東学院大学 理工学部 理工学科 送配電工学Ⅱ 対面 秋学期 火 1 100 2 中野 幸夫 ﾅｶﾉ ﾕｷｵ 若干名

326 関東学院大学 理工学部 理工学科 電気法規・施設管理 対面 春学期 水 3 100 2 一杉 和良 ﾋﾄｽｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 若干名

327 関東学院大学 理工学部 理工学科 解剖生理学Ⅰ 対面 秋学期 月 2 100 2 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 若干名

328 関東学院大学 理工学部 理工学科 解剖生理学Ⅱ 対面 春学期 月 2 100 2 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 若干名

329 関東学院大学 理工学部 理工学科 バイオメカニクスⅠ 対面 秋学期 金 3 100 2 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 若干名

330 関東学院大学 理工学部 理工学科 人間・生体情報学Ⅰ 対面 春学期 金 4 100 2 簑 弘幸 ﾐﾉ ﾋﾛﾕｷ 若干名

331 関東学院大学 理工学部 理工学科 人間・生体情報学Ⅱ 対面 秋学期 金 4 100 2 簑 弘幸 ﾐﾉ ﾋﾛﾕｷ 若干名

332 関東学院大学 理工学部 理工学科 データ構造とアルゴリズムⅠ 対面 春学期 金 3 100 2 本橋 友江 ﾓﾄﾊｼ ﾄﾓｴ 若干名

333 関東学院大学 理工学部 理工学科 データ構造とアルゴリズムⅡ 対面 秋学期 木 2 100 2 本橋 友江 ﾓﾄﾊｼ ﾄﾓｴ 若干名

334 関東学院大学 理工学部 理工学科 【予】ネットワーク工学演習 対面 春学期 木 4 200 2 永長 知孝 ﾅｶﾞｵｻ ﾄﾓﾀｶ 若干名 本学内での予備登録後に空き枠で募集

335 関東学院大学 理工学部 理工学科 ワイヤレス・モバイルネットワーク 対面 秋学期 金 5 100 2 永長 知孝 ﾅｶﾞｵｻ ﾄﾓﾀｶ 若干名

336 関東学院大学 理工学部 理工学科 ヒューマンコンピュータインタラクション 対面 秋学期 金 3 100 2 吉川 厚 ﾖｼｶﾜ ｱﾂｼ 若干名

337 関東学院大学 理工学部 理工学科 インテリジェント交通システム 対面 秋学期 金 4 100 2 水井 潔 ﾐｽﾞｲ ｷﾖｼ 若干名

338 関東学院大学 理工学部 理工学科 コンクリート構造デザインⅠ 対面 秋学期 月 2 100 2 出雲 淳一 ｲｽﾞﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ 若干名

339 関東学院大学 理工学部 理工学科 地震防災工学 対面 秋学期 月 2 100 2 北原 武嗣 ｷﾀﾊﾗ ﾀｹｼ 若干名

340 関東学院大学 理工学部 理工学科 地盤防災工学 対面 春学期 金 3 100 2 規矩 大義 ｷｸ ﾋﾛﾖｼ 若干名

341 関東学院大学 理工学部 理工学科 都市防災学 対面 春学期 木 2 100 2 鳥澤 一晃 ﾄﾘｻﾜ ｶｽﾞｱｷ 若干名

342 関東学院大学 理工学部 理工学科 防災・海岸工学 対面 秋学期 火 4 100 2 福谷 陽 ﾌｸﾀﾆ ﾖｳ 若干名

343 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 キリスト教学（技術者としての倫理）［建］ 対面 秋学期 月 5 100 2 豊川 慎 ﾄﾖｶﾜ ｼﾝ 若干名

344 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 教養セミナ［Ａ］ 対面 春学期 火 3 100 2 佐藤 幸也 ｻﾄｳ ｺｳﾔ 若干名

345 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 教養セミナ［Ｂ］ 対面 秋学期 木 5 100 2 豊川 慎 ﾄﾖｶﾜ ｼﾝ 若干名

346 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 環境地球科学Ⅰ［土･建］ 対面 春学期 水 1 100 2 前田 直樹 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 若干名

347 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 環境地球科学Ⅱ 対面 秋学期 水 1 100 2 前田 直樹 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 若干名

348 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 建築デザイン論 対面 秋学期 木 1 100 2 柳澤 潤 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝ 若干名

349 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 建築再生計画論 対面 春学期 木 2 100 2 黒田 泰介 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｽｹ 若干名

350 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 ランドスケープ論 対面 秋学期 火 3 100 2 中津 秀之 ﾅｶﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ 若干名

351 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 アーバンデザイン 対面 秋学期 木 2 100 2 中津 秀之 ﾅｶﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ 若干名

352 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 構造解析学［建］ 対面 秋学期 金 5 100 2 高島 英幸 ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 若干名

353 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 ファシリティ・マネジメント 対面 秋学期 木 2 100 2 李 祥準 ｲ ｻﾝｼﾞｭﾝ 若干名

354 関東学院大学 人間共生学部 コミュニケーション学科 英語圏の生活と文化 対面 秋学期 月 4 100 2 黒﨑 真由美 ｸﾛｻｷ ﾏﾕﾐ 若干名

355 関東学院大学 人間共生学部 コミュニケーション学科 中国語圏の生活と文化 対面 秋学期 金 3 100 2 山田 留里子 ﾔﾏﾀﾞﾙﾘｺ 若干名

356 関東学院大学 人間共生学部 共生デザイン学科 消費社会のデザイン 対面 春学期 火 2 100 2 神野 由紀 ｼﾞﾝﾉ ﾕｷ 若干名

357 関東学院大学 人間共生学部 共生デザイン学科 衣の生活文化史 対面 春学期 金 3 100 2 山﨑 稔惠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｴ 若干名

358 関東学院大学 人間共生学部 共生デザイン学科 自然共生社会論 対面 春学期 金 4 100 2 二宮 咲子 ﾆﾉﾐﾔ ｻｷｺ 若干名
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359 関東学院大学 栄養学部 管理栄養学科 食環境論 対面 春学期 火 5 100 2 中村 優 他 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 若干名

360 関東学院大学 栄養学部 管理栄養学科 健康と栄養 対面 春学期 木 5 100 2 佐藤 容子 他 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 若干名

361 関東学院大学 教育学部 こども発達学科 キリスト教と教育 対面 秋学期 金 1 100 2 石渡 浩司 ｲｼﾜﾀ ﾋﾛｼ 若干名

362 関東学院大学 教育学部 こども発達学科 こども発達論Ⅰ 対面 春学期 火 2 100 2 照沼 晃子 他 ﾃﾙﾇﾏ ｱｷｺ 若干名

363 関東学院大学 教育学部 こども発達学科 こども発達論Ⅱ 対面 春学期 火 4 100 2 横浜 勇樹 他 ﾖｺﾊﾏ ﾕｳｷ 若干名

364 関東学院大学 教育学部 こども発達学科 心理学の基礎Ⅰ 対面 春学期 木 4 100 2 田邊 資章 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 若干名

365 関東学院大学 教育学部 こども発達学科 心理学の基礎Ⅱ 対面 秋学期 木 3 100 2 田邊 資章 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 若干名

366 関東学院大学 看護学部 看護学科 看護の基礎 対面 春学期 金 4 100 1 島田 多佳子 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

367 関東学院大学 看護学部 看護学科 生活と看護 対面 春学期 金 4・5 100 1 植村 由美子 ｳｴﾑﾗ ﾕﾐｺ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

368 関東学院大学 看護学部 看護学科 環境と看護 対面 春学期 金 4・5 100 1 平田 明美 ﾋﾗﾀ ｱｹﾐ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

369 関東学院大学 看護学部 看護学科 看護原論 対面 秋学期 月 5 100 1 島田 多佳子 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

370 関東学院大学 看護学部 看護学科 成人・療養支援看護論Ⅰ 対面 秋学期 月 4・5 100 1 木下 里美 ｷﾉｼﾀ ｻﾄﾐ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

371 関東学院大学 看護学部 看護学科 老年看護学概論 対面 春学期 火 2 100 1 青木 由美恵 ｱｵｷ ﾕﾐｴ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

372 関東学院大学 看護学部 看護学科 小児看護学概論 対面 秋学期 月 3 100 1 永田 真弓 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾕﾐ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

373 関東学院大学 看護学部 看護学科 母性看護学概論 対面 秋学期 木 1 100 1 坂梨 薫 ｻｶﾅｼ ｶｵﾙ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

374 関東学院大学 看護学部 看護学科 精神看護学概論 対面 春学期 金 4 100 1 内山 繁樹 ｳﾁﾔﾏ ｼｹﾞｷ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

375 関東学院大学 看護学部 看護学科 地域・在宅看護学概論 対面 春学期 木 4・5 100 2 齋藤 訓子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 若干名

変則的な時間割のため、受講希望者は室の木キャンパス教務課へ問い合わ

せること。

全て授業回数が7回であり、授業日が決まっている。

376 國學院大學 経済学部 経済学科 ジェンダーと経済 対面 前期 火 2 90 2 水無田　気流 ﾐﾅｼﾀ ｷﾘｭｳ 若干名 4年生不可

377 國學院大學 経済学部 経済学科 地域ブランド論 対面・ｵﾝﾗｲﾝ併用 後期 金 2 90 2 田原　裕子 ﾀﾊﾗ ﾕｳｺ 若干名 4年生不可

378 國學院大學 文学部 史学科 考古学概論Ⅰ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 金 - 90 2 谷口　康浩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 若干名 4年生不可

379 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅰ 対面 前期 金 5 90 2 佐藤　長門 ｻﾄｳ ﾅｶﾞﾄ 若干名 4年生不可

380 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅲ 対面 前期 金 3 90 2 比企　貴之 ﾋｷ ﾀｶﾕｷ 若干名 4年生不可

381 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅴ 対面 前期 月 2 90 2 岩橋　清美 ｲﾜﾊｼ ｷﾖﾐ 若干名 4年生不可

382 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅶ 対面 前期 月 3 90 2 柴田　紳一 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 若干名 4年生不可

383 國學院大學 文学部 史学科 考古学概論Ⅱ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 金 - 90 2 青木　敬 ｱｵｷ ﾀｶｼ 若干名 4年生不可

384 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅱ 対面 後期 金 5 90 2 佐藤　長門 ｻﾄｳ ﾅｶﾞﾄ 若干名 4年生不可

385 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅳ 対面 後期 金 2 90 2 矢部　健太郎 ﾔﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 若干名 4年生不可

386 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅵ 対面 後期 月 2 90 2 岩橋　清美 ｲﾜﾊｼ ｷﾖﾐ 若干名 4年生不可

387 國學院大學 文学部 史学科 日本時代史Ⅷ 対面 後期 水 7 90 2 高村　聰史 ﾀｶﾑﾗ ｻﾄｼ 若干名 4年生不可

388 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 神道史学ⅠA 対面 前期 月 4 90 2 小林　宣彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 若干名 4年生不可

389 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 神道史学ⅠB 対面 後期 月 4 90 2 小林　宣彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 若干名 4年生不可

390 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 神道史学ⅡA 対面 前期 木 4 90 2 藤本　頼生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖﾘｵ 若干名 4年生不可

391 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 宗教社会学Ⅰ 対面・ｵﾝﾗｲﾝ併用 前期 水 2 90 2 大道　晴香 ｵｵﾐﾁ ﾊﾙｶ 若干名 4年生不可

392 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 中東文化研究Ⅰ ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 木 6 90 2 平　寛多朗 ﾀｲﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 若干名 4年生不可

393 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 東アジア文化研究Ⅰ 対面 前期 月 5 90 2 シッケタンツ、エリック ｼｯｹﾀﾝﾂ ｴﾘｯｸ 若干名 4年生不可

394 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 神道思想史学Ⅰ 対面 前期 金 4 90 2 遠藤　潤 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 若干名 4年生不可

395 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 神道史学ⅡＢ 対面 後期 木 4 90 2 藤本　頼生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖﾘｵ 若干名 4年生不可

396 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 宗教社会学Ⅱ 対面・ｵﾝﾗｲﾝ併用 後期 水 2 90 2 大道　晴香 ｵｵﾐﾁ ﾊﾙｶ 若干名 4年生不可

397 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 中東文化研究Ⅱ ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 木 6 90 2 平　寛多朗 ﾀｲﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 若干名 4年生不可

398 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 東アジア文化研究Ⅱ 対面 後期 月 5 90 2 シッケタンツ、エリック ｼｯｹﾀﾝﾂ ｴﾘｯｸ 若干名 4年生不可

399 國學院大學 神道文化学部 神道文化学科 神道思想史学Ⅱ 対面 後期 金 4 90 2 遠藤　潤 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 若干名 4年生不可

400 國學院大學 人間開発学部 健康体育学科 神道と文化 対面 前期 月 5 90 2 太田　直之 ｵｵﾀ ﾅｵﾕｷ 若干名 4年生不可

401 國學院大學 人間開発学部 初等教育学科 地球環境と人間 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 水 - 90 2 奥田　麻衣 ｵｸﾀﾞﾏｲ 若干名 4年生不可

402 國學院大學 人間開発学部 初等教育学科 宇宙物理学入門 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 月 - 90 2 近藤　良彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 若干名 4年生不可

403 國學院大學 人間開発学部 初等教育学科 宇宙物理学入門 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 火 - 90 2 近藤　良彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 若干名 4年生不可

404 國學院大學 文学部 哲学科 美学Ａ 対面 前期 水 1 90 2 岡本　源太 ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 若干名 4年生不可

405 國學院大學 文学部 哲学科 インド思想史Ａ 対面 前期 月 1 90 2 渡辺　俊和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ 若干名 4年生不可

406 國學院大學 文学部 哲学科 哲学概論Ａ 対面 前期 金 6 90 2 金杉　武司 ｶﾅｽｷﾞ ﾀｹｼ 若干名 4年生不可

407 國學院大學 文学部 哲学科 倫理学Ａ 対面 前期 金 1 90 2 藤野　寛 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛｼ 若干名 4年生不可

408 國學院大學 文学部 哲学科 西洋哲学史ⅠＡ 対面 前期 金 4 90 2 木原　志乃 ｷﾊﾗ ｼﾉ 若干名 4年生不可

409 國學院大學 文学部 哲学科 西洋哲学史ⅡＡ 対面 前期 木 4 90 2 小手川　正二郎 ｺﾃｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 若干名 4年生不可
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410 國學院大學 文学部 哲学科 西洋美術史Ａ 対面 前期 火 4 90 2 井口　俊 ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝ 若干名 4年生不可

411 國學院大學 文学部 哲学科 ギリシャ語Ⅰ 対面 前期 火 4 90 2 木原　志乃 ｷﾊﾗ ｼﾉ 若干名 4年生不可

412 國學院大學 文学部 哲学科 ギリシャ語Ⅱ 対面 後期 火 4 90 2 木原　志乃 ｷﾊﾗ ｼﾉ 若干名 4年生不可

413 國學院大學 文学部 哲学科 ラテン語Ⅰ 対面 前期 月 4 90 2 内山　真莉子 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ 若干名 4年生不可

414 國學院大學 文学部 哲学科 ラテン語Ⅱ 対面 後期 月 4 90 2 内山　真莉子 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ 若干名 4年生不可

415 國學院大學 文学部 哲学科 サンスクリット語Ⅰ 対面 前期 月 4 90 2 藤本　庸裕 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｽｹ 若干名 4年生不可

416 國學院大學 文学部 哲学科 サンスクリット語Ⅱ 対面 後期 月 4 90 2 藤本　庸裕 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｽｹ 若干名 4年生不可

417 國學院大學 文学部 哲学科 美学Ｂ 対面 後期 水 1 90 2 岡本　源太 ｵｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ 若干名 4年生不可

418 國學院大學 文学部 哲学科 インド思想史Ｂ 対面 後期 月 1 90 2 渡辺　俊和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ 若干名 4年生不可

419 國學院大學 文学部 哲学科 哲学概論Ｂ 対面 後期 金 6 90 2 金杉　武司 ｶﾅｽｷﾞ ﾀｹｼ 若干名 4年生不可

420 國學院大學 文学部 哲学科 倫理学Ｂ 対面 後期 金 1 90 2 藤野　寛 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛｼ 若干名 4年生不可

421 國學院大學 文学部 哲学科 西洋哲学史ⅠＢ 対面 後期 金 4 90 2 木原　志乃 ｷﾊﾗ ｼﾉ 若干名 4年生不可

422 國學院大學 文学部 哲学科 西洋哲学史ⅡＢ 対面 後期 木 4 90 2 小手川　正二郎 ｺﾃｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 若干名 4年生不可

423 國學院大學 文学部 哲学科 西洋美術史Ｂ 対面 後期 火 4 90 2 井口　俊 ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝ 若干名 4年生不可

424 國學院大學 文学部 日本文学科 日本時代文学史Ⅰ 対面 前期 木 5 90 2 荒木　優也 ｱﾗｷﾕｳﾔ 若干名 4年生不可

425 國學院大學 文学部 日本文学科 日本語音声学Ⅰ 対面 前期 火 4 90 2 三井　はるみ ﾐﾂｲﾊﾙﾐ 若干名 4年生不可

426 國學院大學 文学部 日本文学科 伝承文学史Ⅰ 対面 前期 木 6 90 2 伊藤　龍平 ｲﾄｳﾘｮｳﾍｲ 若干名 4年生不可

427 國學院大學 文学部 日本文学科 古筆学 対面 後期 金 3 90 2 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 若干名 4年生不可

428 國學院大學 文学部 日本文学科 日本時代文学史Ⅱ 対面 後期 木 5 90 2 荒木　優也 ｱﾗｷﾕｳﾔ 若干名 4年生不可

429 國學院大學 文学部 日本文学科 日本語音声学Ⅱ 対面 後期 火 4 90 2 三井　はるみ ﾐﾂｲﾊﾙﾐ 若干名 4年生不可

430 國學院大學 文学部 日本文学科 伝承文学史Ⅱ 対面 後期 木 6 90 2 伊藤　龍平 ｲﾄｳﾘｮｳﾍｲ 若干名 4年生不可

431 國學院大學 文学部 日本文学科 現代文化論 対面 前期 水 5 90 2 飯倉　義之 ｲｲｸﾗﾖｼﾕｷ 若干名 4年生不可

432 國學院大學 文学部 日本文学科 民俗芸能論Ⅰ 対面 前期 火 5 90 2 大石　泰夫 ｵｵｲｼﾔｽｵ 若干名 4年生不可

433 國學院大學 文学部 日本文学科 民俗芸能論Ⅱ 対面 後期 火 5 90 2 大石　泰夫 ｵｵｲｼﾔｽｵ 若干名 4年生不可

434 國學院大學 文学部 日本文学科 儀礼文化論Ⅰ 対面 前期 水 1 90 2 大楽　和正 ﾀﾞｲﾗｸｶｽﾞﾏｻ 若干名 4年生不可

435 國學院大學 文学部 日本文学科 儀礼文化論Ⅱ 対面 後期 水 1 90 2 大楽　和正 ﾀﾞｲﾗｸｶｽﾞﾏｻ 若干名 4年生不可

436 國學院大學 法学部 法律学科 日本政治史Ａ 対面 前期 月 3 90 2 村井　哲也 ﾑﾗｲ ﾃﾂﾔ 若干名 4年生不可

437 國學院大學 法学部 法律学科 日本政治思想史Ａ 対面 前期 火 2 90 2 小原　薫 ｵﾊﾗ ｶｵﾙ 若干名 4年生不可

438 國學院大學 法学部 法律学科 法制史Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 火 - 90 2 長又　高夫 ﾅｶﾞﾏﾀ ﾀｶｵ 若干名 4年生不可

439 國學院大學 法学部 法律学科 日本政治史Ｂ 対面 後期 月 3 90 2 村井　哲也 ﾑﾗｲ ﾃﾂﾔ 若干名 4年生不可

440 國學院大學 法学部 法律学科 日本政治思想史Ｂ 対面 後期 火 2 90 2 小原　薫 ｵﾊﾗ ｶｵﾙ 若干名 4年生不可

441 國學院大學 法学部 法律学科 法制史Ｂ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 火 - 90 2 長又　高夫 ﾅｶﾞﾏﾀ ﾀｶｵ 若干名 4年生不可

442 國學院大學 法学部 法律学科 少年法Ａ 対面 前期 月 5 90 2 高内　寿夫 ﾀｶｳﾁ ﾋｻｵ 若干名 4年生不可

443 國學院大學 法学部 法律学科 少年法B 対面 後期 月 5 90 2 高内　寿夫 ﾀｶｳﾁ ﾋｻｵ 若干名 4年生不可

444 鶴見大学 文学部 文学部共通科目 宗教学 対面 通年 水 1 90 4 宮﨑　展昌 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾝｼｮｳ 10 本学では全学年に開講

445 鶴見大学 文学部 文学部共通科目 宗教学 対面 通年 水 2 90 4 宮﨑　展昌 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾝｼｮｳ 10 本学では全学年に開講

446 鶴見大学 文学部 文学部共通科目 宗教学 対面 通年 木 1 90 4 鈴木　一馨 ｽｽﾞｷ ｲｯｹｲ 10 本学では全学年に開講

447 鶴見大学 文学部 文学部共通科目 宗教学 対面 通年 木 2 90 4 鈴木　一馨 ｽｽﾞｷ ｲｯｹｲ 10 本学では全学年に開講

448 鶴見大学 文学部 文学部共通科目 地域文化研究ＩＩＩ 対面 前期 火 4 90 2 加川　順治 ｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 10 本学では全学年に開講

449 鶴見大学 文学部 文学部共通科目 外国文学ＩＶ 対面 後期 火 4 90 2 加川　順治 ｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 10 本学では全学年に開講

450 鶴見大学 文学部 日本文学科 国文学史 上代・中古／国文学史（上代・中古） 対面 通年 月 3 90 4 田口　暢之 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 10 本学では２年生以上に開講

451 鶴見大学 文学部 日本文学科 国文学史 中世・近世／国文学史（中世・近世） 対面 通年 土 1 90 4 平藤　幸 ﾋﾗﾌｼﾞ ｻﾁ 10 本学では２年生以上に開講

452 鶴見大学 文学部 日本文学科 国文学史 近代／国文学史（近代） 対面 通年 月 5 90 4 片山　倫太郎 ｶﾀﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 10 本学では２年生以上に開講

453 鶴見大学 文学部 日本文学科 日本語史 対面 通年 月 2 90 4 遠藤　佳那子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 10 本学では２年生以上に開講

454 鶴見大学 文学部 日本文学科 上代文学講義ＩＩ 対面 通年 金 1 90 4 新沢　典子 ｼﾝｻﾞﾜ ﾉﾘｺ 10 本学では３年生以上に開講

455 鶴見大学 文学部 日本文学科 中古文学講義ＩＩ 対面 通年 水 3 90 4 田口　暢之 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 10 本学では３年生以上に開講

456 鶴見大学 文学部 日本文学科 中世文学講義ＩＩ 対面 通年 水 2 90 4 中川　博夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 10 本学では３年生以上に開講

457 鶴見大学 文学部 日本文学科 近世文学講義ＩＩ 対面 通年 水 4 90 4 田代　一葉 ﾀｼﾛ ｶﾂﾞﾊ 10 本学では３年生以上に開講

458 鶴見大学 文学部 日本文学科 近代文学講義ＩＩ 対面 通年 木 4 90 4 浜田　雄介 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 10 本学では３年生以上に開講

459 鶴見大学 文学部 日本文学科 日本語学講義ＩＩ 対面 通年 月 3 90 4 遠藤　佳那子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 10 本学では３年生以上に開講

460 鶴見大学 文学部 日本文学科 古筆鑑賞 対面 通年 月 2 90 4 石澤　一志 ｲｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｼ 10 本学では３年生以上に開講

461 鶴見大学 文学部 英語英米文学科 英語文学概論ＩＡ／イギリス文学概論Ａ 対面 前期 月 4 90 2 菅野　素子 ｽｶﾞﾉ ﾓﾄｺ 5 本学では１年生以上に開講

462 鶴見大学 文学部 英語英米文学科 英語文学概論ＩＢ／イギリス文学概論Ｂ 対面 後期 月 4 90 2 菅野　素子 ｽｶﾞﾉ ﾓﾄｺ 5 本学では１年生以上に開講

463 鶴見大学 文学部 英語英米文学科 アメリカ史Ａ 対面 前期 水 4 90 2 鈴木　周太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 5 本学では１年生以上に開講

464 鶴見大学 文学部 英語英米文学科 アメリカ史Ｂ 対面 後期 水 4 90 2 鈴木　周太郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 5 本学では１年生以上に開講

465 鶴見大学 文学部 英語英米文学科 イギリス文化概論Ａ 対面 前期 火 5 90 2 渡辺　一美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 5 本学では１年生以上に開講

466 鶴見大学 文学部 英語英米文学科 イギリス文化概論Ｂ 対面 後期 火 5 90 2 渡辺　一美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 5 本学では１年生以上に開講

467 鶴見大学 文学部 英語英米文学科 比較文化研究Ａ 対面 前期 水 4 90 2 加川　順治 ｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 5 本学では３年生以上に開講

468 鶴見大学 文学部 文化財学科 日本史Ｉ 対面 前期 水 3 90 2 工藤　健一 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 5 本学では２年生以上に開講

469 鶴見大学 文学部 文化財学科 有職故実Ｉ 対面 前期 金 4 90 2 近藤　祐介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 5 本学では２年生以上に開講

470 鶴見大学 文学部 文化財学科 有職故実ＩＩ 対面 後期 金 4 90 2 近藤　祐介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 5 本学では２年生以上に開講
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471 鶴見大学 文学部 文化財学科 日本仏教史Ｉ 対面 前期 火 3 90 2 尾﨑　正善 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 5 本学では２年生以上に開講

472 鶴見大学 文学部 文化財学科 日本仏教史ＩＩ 対面 後期 火 3 90 2 尾﨑　正善 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 5 本学では２年生以上に開講

473 鶴見大学 文学部 文化財学科 先史考古学 対面 前期 金 4 90 2 田中　和彦 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｺ 5 本学では２年生以上に開講

474 鶴見大学 文学部 文化財学科 歴史考古学 対面 後期 月 3 90 2 上杉　彰紀 ｳｴｽｷﾞ ｱｷﾉﾘ 5 本学では２年生以上に開講

475 鶴見大学 文学部 文化財学科 日本美術史Ｉ 対面 前期 木 2 90 2 緒方　啓介 ｵｶﾞﾀ ｹｲｽｹ 5 本学では２年生以上に開講

476 鶴見大学 文学部 文化財学科 日本美術史ＩＩ 対面 後期 木 2 90 2 緒方　啓介 ｵｶﾞﾀ ｹｲｽｹ 5 本学では２年生以上に開講

477 鶴見大学 文学部 文化財学科 工芸史Ｉ 対面 前期 水 1 90 2 矢島　律子 ﾔｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 5 本学では２年生以上に開講

478 鶴見大学 文学部 文化財学科 史跡特論Ｉ 対面 前期 月 2 90 2 渡邊　浩貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 5 本学では２年生以上に開講

479 鶴見大学 文学部 文化財学科 史跡特論ＩＩ 対面 後期 月 2 90 2 渡邊　浩貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 5 本学では２年生以上に開講

480 鶴見大学 文学部 文化財学科 文化財各論ＩＩＩ 対面 前期 水 5 90 2 緒方　啓介 ｵｶﾞﾀ ｹｲｽｹ 5 本学では２年生以上に開講

481 鶴見大学 文学部 ドキュメンテーション学科 情報学理論／情報理論 対面 前期 月 4 90 2 田辺　良則 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 5 本学では２年生以上に開講

482 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 法情報学Ⅰ 対面 前期 火 4 105 2 笠原　毅彦 ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾋｺ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

483 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 経済法 対面 後期 水 4 105 2 竹内　明世 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾖ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

484 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 ジェンダー論 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 木 6 105 2 原　千砂子 ﾊﾗ ﾁｻｺ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

485 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 法史学Ⅰ 対面 前期 木 1 105 2 浅岡　慶太 ｱｻｵｶ ｹｲﾀ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

486 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 国際法Ⅰ 対面 前期 火 2 105 2 内ヶ崎　善英 ｳﾁｶﾞｻｷ ﾖｼﾋﾃﾞ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

487 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 犯罪学Ⅰ 対面・ｵﾝﾗｲﾝ併用 前期 木 2 105 2 竹村　典良 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾘﾖｼ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

488 桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 高分子化学 対面 後期 金 4 105 2 太田　英輔 オオタ ｴｲｽｹ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

489 桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科 機器分析学 対面 前期 金 4 105 2 山口　智子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

490 桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 医用情報処理入門 対面 後期 金 1 105 2 佐野　元昭 ｻﾉ ﾓﾄｱｷ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

491 桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 医用超音波工学 対面 前期 月 2 105 2 石河　睦生 ｲｼｶﾜ ﾑﾂｵ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

492 桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 医用工学概論 対面 後期 水 2 105 2 本橋　由香 ﾓﾄﾊｼ ﾕｶ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

493 桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 福祉工学 対面 後期 火 3 105 2 森下　武志 ﾓﾘｼﾀ ﾀｹｼ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

494 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 - テーピング論 対面 後期 火 1 105 2 加藤　知生 ｶﾄｳ ﾄﾓｵ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

495 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 スポーツテクノロジー学科 メンタルトレーニング論 対面 前期 金 4 105 2 澁倉　崇行 ｼﾌﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

496 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 - スポーツ医学Ⅰ 対面 前期 月 3 105 2 河﨑　賢三 ｶﾜｻｷ ｹﾝｿﾞｳ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

497 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 - スポーツ医学Ⅱ 対面 前期 月 1 105 2 河﨑　賢三 ｶﾜｻｷ ｹﾝｿﾞｳ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

498 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 - 機能解剖学Ⅰ 対面 前期 火 4 105 2 大伴　茉奈 ｵｵﾄﾓ ﾏﾅ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

499 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 - 発育発達老化論 対面 後期 金 1 105 2 河﨑　賢三 ｶﾜｻｷ ｹﾝｿﾞｳ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

500 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 スポーツ健康政策学科 広告論 対面 後期 木 1 105 2 並木　浩一 ﾅﾐｷ ｺｳｲﾁ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

501 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 スポーツテクノロジー学科 運動生理学 対面 前期 火 4 105 2 桜井　智野風 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾉﾌﾞ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

502 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 - スポーツ政策論 対面 前期 火 2 105 2 日比野　暢子 ﾋﾋﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

503 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 - 身体と文化 対面 後期 火 1 105 2 今泉　隆裕 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 若干名 開講方法が変更になる場合があります。

504 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境マネジメントシステム 対面 前期後半 月木 4 100 2 谷口 幸弘 タニグチ ユキヒロ 若干名

505 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 温暖化の科学 対面 前期前半 火 12 100 2 田村 堅太郎 タムラ ケンタロウ 若干名

506 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 数学入門 対面 前期前半 金 34 100 2 岡田　啓 オカダ　アキラ 若干名

507 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境基礎 対面 前期前半 水 12 100 2 佐藤 真久他 サトウ　マサヒサホカ 若干名

508 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 基礎生物学 対面 前期前半 木 34 100 2 神村 圭亮 カミムラ ケイスケ 若干名

509 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境地理 対面 前期後半 金 34 100 2 眞﨑 良光 マサキ ヨシミツ 若干名

510 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 ミクロ経済学 対面 後期後半 金 34 100 2 岡田 啓 オカダ アキラ 若干名

511 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 持続可能な消費 対面 後期前半 火 12 100 2 古川 柳蔵 フルカワ リュウゾウ 若干名

512 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境統計学 対面 後期前半 木 34 100 2 林田 英樹 ハヤシダ ヒデキ 若干名

513 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 建築気候学 対面 後期前半 金 34 100 2 リジャル ホム・バハドゥル リジャル ホム・バハドゥル 若干名

514 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 都市・居住環境論 対面 後期後半 水 12 100 2 後藤 智香子 ゴトウ チカコ 若干名

515 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 グローバルＣＬＩＬプログラム 対面 前期後半 月 34 100 2 加用 現空他 カヨウ ゲンクウホカ 若干名

516 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 公共経済学 対面 前期後半 木 12 100 2 岡田 啓 オカダ アキラ 若干名

517 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 情報セキュリティ 対面 前期前半 火木 4 100 2 関 良明 セキ ヨシアキ 若干名

518 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 画像処理技法 対面 前期後半 火 34 100 2 史 中超 シ チュウチョウ 若干名

519 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境教育 対面 前期後半 水 12 100 2 佐藤 真久 サトウ マサヒサ 若干名

520 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 エネルギーと社会 対面 前期前半 火金 2 100 2 小澤 はる奈 オザワ ハルナ 若干名

521 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 測量学 対面 前期前半 金 34 100 2 松浦 弦三郎／尾形 典昭 マツウラ ゲンサブロウ／オガタ ノリアキ 若干名

522 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境法概論 対面 前期前半 木 12 100 2 古川 努 フルカワ ツトム 若干名

523 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境緑地学 対面 前期後半 木 34 100 2 飯島 健太郎 イイジマ ケンタロウ 若干名

524 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 食料問題と環境 対面 後期前半 月 12 100 2 森 朋子 モリ トモコ 若干名

525 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境アセスメント概論 対面 後期後半 木 34 100 2 横田 樹広 ヨコタ シゲヒロ 若干名

526 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境計量学 対面 後期後半 月 34 100 2 久米 一成 クメ カズナリ 若干名

527 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境都市計画学 対面 後期後半 木 12 100 2 後藤 智香子 ゴトウ チカコ 若干名

528 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境都市関連法(1) 対面 後期前半 月木 4 100 2 竹田 智志 タケダ サトシ 若干名

529 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 自然復元論 対面 後期前半 木 12 100 2 田中 章 タナカ アキラ 若干名

530 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 保全生物学 対面 後期後半 金 34 100 2 北村 亘 キタムラ ワタル 若干名

531 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 都市インフラストラクチャー 対面 後期後半 月金 4 100 2 長谷川 専 他 ハセガワ ホカ 若干名
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532 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 適応的快適論 対面 後期前半 水 12 100 2 リジャル ホム・バハドゥル リジャル ホム・バハドゥル 若干名

533 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 ＮＰＯとソーシャルビジネス 対面 前期後半 火金 4 100 2 渡辺 芳 ワタナベ カオル 若干名

534 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 合意形成論 対面 前期後半 金 12 100 2 馬場 健司 ババ ケンシ 若干名

535 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 都市気候論 対面 後期前半 金 12 100 2 玄 英麗 ゲン エイレイ 若干名

536 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境情報可視化技法 対面 前期前半 金 34 100 2 眞﨑 良光 マサキ ヨシミツ 若干名

537 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境都市関連法(2) 対面 前期後半 月木 1 100 2 竹田 智志 タケダ サトシ 若干名

538 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 物質循環学 対面 前期後半 金 34 100 2 咸 泳植 ハム ヨンシュク 若干名

539 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 環境モニタリング技術 対面 前期前半 火 23 100 2 史 中超 シ チュウチョウ 若干名

540 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 都市プランニング論 対面 前期前半 木 12 100 2 丹羽 由佳理 ニワ ユカリ 若干名

541 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 地域環境再生論 対面 前期前半 水 12 100 2 後藤 智香子 ゴトウ チカコ 若干名

542 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 エコロジカル・プランニング 対面 後期前半 火 23 100 2 横田 樹広 ヨコタ シゲヒロ 若干名

543 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 マクロ経済学 対面 前期後半 火金 3 100 2 鍛治 篤 カジ アツシ 若干名

544 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 エコマテリアル 対面 後期後半 木 34 100 2 一杉 佑貴 イチスギ ユウキ 若干名

545 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 アカウンティングシステム 対面 後期後半 水 12 100 2 藤崎 晴彦 フジサキ ハルヒコ 若干名

546 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 財務会計 対面 前期後半 月 34 100 2 藤崎 晴彦 フジサキ ハルヒコ 若干名

547 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 マネジメント数学 対面 夏季集中 2 兵法 彩 ヘイホウ アヤ 若干名 日程はお問い合わせください。

548 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 アルゴリズムとデータ構造 対面 前期後半 金 12 100 2 大久保 寛基 オオクボ ヒロキ 若干名

549 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 ライフサイクルアセスメント 対面 前期前半 火 12 100 2 湯 龍龍 トウ リュウリュウ 若干名

550 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 環境社会学 対面 前期後半 火 12 100 2 森 朋子 モリ トモコ 若干名

551 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 プロジェクトマネジメント 対面 後期前半 金 34 100 2 岡田 公治 オカダ コウジ 若干名

552 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 オペレーションズリサーチ 対面 後期前半 木 34 100 2 大久保 寛基 オオクボ ヒロキ 若干名

553 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 持続可能なサプライチェーンマネジメント 対面 後期前半 火 34 100 2 細田 順子 ホソダ ジュンコ 若干名

554 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 エコデザイン 対面 後期後半 火 34 100 2 鶴田 祥一郎 ツルタ ショウイチロウ 若干名

555 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 グリーン物流 対面 後期後半 月 12 100 2 大久保 寛基 オオクボ ヒロキ 若干名

556 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 開発協力と環境 対面 後期前半 火金 1 100 2 後藤 有右 ゴトウ ユウスケ 若干名

557 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 環境経済学 対面 後期後半 月木 4 100 2 田中 秀実 タナカ ヒデミ 若干名

558 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 環境ガバナンス論 対面 後期後半 金 12 100 2 馬場 健司 ババ ケンシ 若干名

559 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 環境マーケティング 対面 前期前半 月 34 100 2 兵法 彩 ヘイホウ アヤ 若干名

560 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 ＣＳＲの理論と実践 対面 前期前半 水 12 100 2 古川 柳蔵 フルカワ りゅ 若干名

561 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 企業経営とサステナビリティ 対面 前期後半 金 34 100 2 森 朋子 モリ トモコ 若干名

562 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 環境監査 対面 前期後半 月木 2 100 2 谷口 幸弘 タニグチ ユキヒロ 若干名

563 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 ビジネスモデル 対面 前期前半 月 34 100 2 岡田 公治 オカダ コウジ 若干名

564 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 国際経済と環境 対面 前期後半 水 12 100 2 森本 清二郎 モリモト セイジロウ 若干名

565 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 国際環境法 対面 前期前半 火 12 100 2 古川 務 フルカワ ツトム 若干名

566 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 土地利用と法 対面 前期後半 火 12 100 2 古川 務 フルカワ ツトム 若干名

567 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 現代国内情勢 対面 前期後半 木 34 100 2 高田 昌幸 タカダ マサユキ 若干名

568 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 情報通信技術入門 対面 前期後半 月 34 100 2 斉藤 茂樹 サイトウ シゲキ 若干名

569 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 社会学概論 対面 後期前半 火木 3 100 2 島村 賢一 シマムラ ケンイチ 若干名

570 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 社会心理学概論 対面 後期後半 月木 21 100 2 山崎 瑞紀 ヤマザキ ミズキ 若干名

571 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 認知科学 対面 後期前半 火金 4 100 2 関 博紀 セキ ヒロキ 若干名

572 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 応用統計 対面 後期後半 火金 2 100 2 飯田 成敏 イイダ ナリトシ 若干名

573 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 コンピュータグラフィックス 対面 後期後半 月木 3 100 2 宮地 英生 ミヤチ ヒデオ 若干名

574 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 情報環境論 対面 後期後半 火木 4 100 2 関 博紀 セキ ヒロキ 若干名

575 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 情報と法 対面 前期 水 2 100 2 佐藤 豊 サトウ ユタカ 若干名

576 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 情報と職業 対面 前期 月 2 100 2 嶋 英志 シマ エイシ 若干名

577 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 メディア文化論 対面 前期前半 月 34 100 2 岡部 大介 オカベ ダイスケ 若干名

578 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 メディアと表現 対面 前期後半 月木 3 100 2 永盛 祐介 ナガモリ ユウスケ 若干名

579 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 ジャーナリズム論 対面 前期後半 水 12 100 2 高田 昌幸 タカダ マサユキ 若干名

580 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 世界のメディア 対面 後期後半 火 12 100 2 高田 昌幸 タカダ マサユキ 若干名

581 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 サイエンス・スタディーズ 対面 後期前半 金 34 100 2 山口 純 ヤマグチ ジュン 若干名

582 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 データベース 対面 後期後半 火金 1 100 2 武田 友宏 タケダ トモヒロ 若干名

583 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 社会文化フィールドワーク 対面 後期後半 木 2 100 2 岡部 大介／関博紀 オカベ ダイスケ 若干名

584 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 社会調査設計 対面 後期前半 火木 4 100 2 島村 賢一 シマムラ ケンイチ 若干名

585 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 電子商取引論 対面 後期後半 月金 23 100 2 増田 聡 マスダ サトシ 若干名

586 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 社会情報デザイン 対面 後期前半 月木 4 100 2 関 博紀 セキ ヒロキ 若干名

587 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 参加型デザイン論 対面 後期後半 水 12 100 2 中村 雅子 ナカムラ マサコ 若干名

588 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 社会ネットワーク論 対面 後期後半 火 34 100 2 松浦 李恵 マツウラ リエ 若干名

589 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 マスコミュニケーション論 対面 未定 未定 未定 100 2 未定 ミテイ 若干名

590 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 現代国際情勢 対面 後期後半 火 34 100 2 大治 朋子 オオジ トモコ 若干名

591 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 メディアと政治 対面 未定 未定 未定 100 2 未定 ミテイ 若干名

592 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 異文化間コミュニケーション 対面 後期後半 月木 4 100 2 山崎 瑞紀 ヤマザキ ミズキ 若干名
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593 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 情報の倫理 対面 前期前半 金 34 100 2 田川 史朗 タガワ シロウ 若干名

594 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 データ分析法 対面 前期後半 火金 2 100 2 飯田 成敏 イイダ ナリトシ 若干名

595 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 メディア・プロデュース論 対面 前期前半 月木 3 100 2 奥村 倫弘 オクムラ ミチヒロ 若干名

596 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 リスクコミュニケーション 対面 前期後半 月木 3 100 2 広田 すみれ ヒロタ スミレ 若干名

597 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 産業組織心理学 対面 夏季集中 100 2 川杉 桂太 カワスギ ケイタ 若干名 日程はお問い合わせください

598 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 情報政策論 対面 後期前半 木 12 100 2 華 金玲 ハナ キンレイ 若干名

599 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 ヒューマンコンピュータインタラクション 対面 後期後半 月 34 100 2 市野 順子 イチノ ジュンコ 若干名

600 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 街づくり論 対面 後期前半 火 34 100 2 中村 雅子／岡部大介 ナカムラ マサコホカ 若干名

601 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 行動的意思決定論 対面 後期前半 月木 3 100 2 広田 すみれ ヒロタ スミレ 若干名

602 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 コンピュータネットワーク 対面 後期前半 月木 4 100 2 三川 健太 ミカワ ケンタ 若干名

603 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 オペレーティングシステム 対面 後期後半 金 34 100 2 藤原 賢二 フジワラ ケンジ 若干名

604 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 微分積分学(2a) 対面 前期前半 木 2 100 2 北条 真弓 ホウジョウ マユミ 若干名

605 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 微分積分学(2b) 対面 前期後半 木 2 100 2 北条 真弓 ホウジョウ マユミ 若干名

606 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 確率統計(a) 対面 前期前半 木 3 100 2 岩渕 匠 イワブチ タクミ 若干名

607 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 確率統計(b) 対面 前期後半 木 3 100 2 岩渕 匠 イワブチ タクミ 若干名

608 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 情報理論 対面 前期前半 月金 14 100 2 三川 健太 ミカワ ケンタ 若干名

609 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 ディジタル信号処理 対面 前期後半 月火 43 100 2 小倉 信彦 オグラ ノブヒコ 若干名

610 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 オブジェクト指向方法論 対面 後期前半 月水 21 100 2 小倉 信彦 オグラ ノブヒコ 若干名

611 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 マルチメディア情報処理 対面 前期前半 火 34 100 2 岩野 公司 イワノ コウジ 若干名

612 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 マルチメディア記述法 対面 前期後半 月木 2 100 2 武田 友宏 タケダ トモヒロ 若干名

613 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 企業統治と情報管理 対面 前期後半 水金 1 100 2 増田 聡 マスダ サトシ 若干名

614 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 組織とマネジメント 対面 前期後半 月木 34 100 2 増田 聡 マスダ サトシ 若干名

615 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 システムソリューション 対面 後期前半 月木 2 100 2 武田 友宏 タケダ　トモヒロ 若干名

616 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 ネットワークセキュリティ 対面 後期前半 水金 12 100 2 関 良明 セキ　ヨシアキ 若干名

617 東京都市大学 デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 データサイエンス数学 対面 前期後半 火 34 100 2 高橋 弘毅 タカハシ ヒロキ 若干名

618 東京都市大学 デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 情報学理論 対面 前期後半 金 34 100 2 小川 祐樹 オガワ ユウキ 若干名

619 東京都市大学 デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 アルゴリズムとデータ構造 対面 後期後半 金 34 100 2 小川 祐樹 オガワ ユウキ 若干名

620 東京都市大学 デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 データ社会論 対面 後期前半 金 34 100 2 斎藤 文／吉川 玄徳 サイトウアヤホカ 若干名

621 東京都市大学 デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 質的ユーザー調査 対面 後期前半 火 23 100 2 蓮池 公威 ハスイケ キミタケ 若干名

622 東京都市大学 デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 量的ユーザー調査 対面 後期後半 火 23 100 2 市野 順子 イチノ ジュンコ 若干名

623 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 ジェンダースタディーズB ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 水 3 90 2 野田 潤 ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

624 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 教育学概論Ⅰ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 木 1 90 2 尾崎 博美 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 若干名 女子学生に限る

625 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 教育学概論Ⅱ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 木 1 90 2 尾崎 博美 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 若干名 女子学生に限る

626 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 生と死をめぐる人間学A／生と死をめぐる人間学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 木 2 90 2 尾崎 博美 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 若干名 女子学生に限る

627 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 家族と社会 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 金 2 90 2 野田 潤 ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

628 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 家族関係論 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 水 2 90 2 野田 潤 ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

629 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 社会学概論Ⅰ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 金 3 90 2 野田 潤 ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

630 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 社会学概論Ⅱ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 金 3 90 2 野田 潤 ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

631 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 宗教学概論Ⅰ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 火 3 90 2 奥山 倫明 ｵｸﾔﾏ ﾐﾁｱｷ 若干名 女子学生に限る

632 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 感情とコミュニケーションの心理学／対人社会心理学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 月 2 90 2 渡部 麻美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ 若干名 女子学生に限る

633 東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科 恋愛心理学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 月 1 90 2 渡部 麻美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ 若干名 女子学生に限る

634 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科 国際関係史／国際関係史Ⅰ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 金 3 90 2 今野 茂充 ｺﾝﾉ ｼｹﾞﾐﾂ 若干名 女子学生に限る

635 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科 メディア心理学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 火 1 90 2 小寺 敦之 ｺﾃﾗ ｱﾂｼ 若干名 女子学生に限る

636 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科 世界のメディア／国際社会特殊講義Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 水 4 90 2 小寺 敦之 ｺﾃﾗ ｱﾂｼ 若干名 女子学生に限る

637 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科 ﾒﾃﾞｨｱの歴史と現在/ﾏｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論B/大衆心理学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 火 1 90 2 小寺 敦之 ｺﾃﾗ ｱﾂｼ 若干名 女子学生に限る

638 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科 メディア・リテラシー／メディア・リテラシーⅠ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 水 1 90 2 小寺 敦之 ｺﾃﾗ ｱﾂｼ 若干名 女子学生に限る

639 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科 人文地理学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 水 2 90 2 桜井 愛子 ｻｸﾗｲ ｱｲｺ 若干名 女子学生に限る

640 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科 21世紀の国際社会をみる視点／知の構築講座 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 水 1 90 2 袁 媛 ｴﾝ ｴﾝ 若干名 女子学生に限る

641 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 東南アジア入門／アジア入門Ｂ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 火 3 90 2 福田 保 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾓﾂ 若干名 女子学生に限る

642 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 アメリカ入門／アメリカ・カナダ入門Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 木 3 90 2 平体 由美 ﾋﾗﾀｲ ﾕﾐ 若干名 女子学生に限る

643 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 ポップカルチャー論／国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ特殊講義Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 水 4 90 2 ｺｳｵｼﾞｪｲ ﾏｸﾞﾀﾞﾚﾅ ｺｳｵｼﾞｪｲ ﾏｸﾞﾀﾞﾚﾅ 若干名 女子学生に限る

644 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 言語と文化とコミュニケーション／World of EnglishⅡ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 月 4 90 2 竹下 裕子 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｺ 若干名 女子学生に限る

645 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 英語の世界／World of EnglishⅠ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 月 4 90 2 竹下 裕子 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｺ 若干名 女子学生に限る

646 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 日本文化入門Ａ／日本の文化Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 火 4 90 2 古川 のり子 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾘｺ 若干名 女子学生に限る

647 東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 日本文化Ａ／日本文化Ⅰ／日本文化論／日本研究入門Ａ ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 火 4 90 2 古川 のり子 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾘｺ 若干名 女子学生に限る

648 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 月 1 90 2 徳田 信 ﾄｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

649 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 火 2 90 2 相澤 一 ｱｲｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 若干名 女子学生に限る

650 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 火 1 90 2 相澤 一 ｱｲｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 若干名 女子学生に限る

651 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 月 2 90 2 徳田 信 ﾄｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

652 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 水 1 90 2 久保 彩奈 ｸﾎﾞ ｱﾔﾅ 若干名 女子学生に限る

653 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 水 2 90 2 久保 彩奈 ｸﾎﾞ ｱﾔﾅ 若干名 女子学生に限る
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654 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 木 1 90 2 金井 美彦 ｶﾅｲ ﾖｼﾋｺ 若干名 女子学生に限る

655 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 金 1 90 2 徳田 信 ﾄｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

656 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 火 1 90 2 関 智征 ｾｷ ﾄﾓﾕｷ 若干名 女子学生に限る

657 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 火 2 90 2 関 智征 ｾｷ ﾄﾓﾕｷ 若干名 女子学生に限る

658 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 前期 木 2 90 2 金井 美彦 ｶﾅｲ ﾖｼﾋｺ 若干名 女子学生に限る

659 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅰ シラバス参照 後期 火 1 90 2 関 智征 ｾｷ ﾄﾓﾕｷ 若干名 女子学生に限る

660 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と諸宗教） シラバス参照 後期 火 1 90 2 相澤 一 ｱｲｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 若干名 女子学生に限る

661 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教の歴史２） シラバス参照 後期 木 2 90 2 山田 香里 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 若干名 女子学生に限る

662 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と倫理） シラバス参照 後期 月 2 90 2 徳田 信 ﾄｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

663 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と思想1） シラバス参照 後期 木 2 90 2 金井 美彦 ｶﾅｲ ﾖｼﾋｺ 若干名 女子学生に限る

664 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と思想3） シラバス参照 後期 火 3 90 2 相澤 一 ｱｲｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 若干名 女子学生に限る

665 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と法律） シラバス参照 後期 金 2 90 2 荒井 真 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

666 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と聖書1） シラバス参照 前期 金 2 90 2 徳田 信 ﾄｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

667 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と聖書2） シラバス参照 後期 火 2 90 2 関 智征 ｾｷ ﾄﾓﾕｷ 若干名 女子学生に限る

668 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教と文学1） シラバス参照 後期 木 2 90 2 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 若干名 女子学生に限る

669 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 キリスト教Ⅱ（キリスト教とことば） シラバス参照 後期 金 4 90 2 饒平名 尚子 ﾖﾍﾅ ｼｮｳｺ 若干名 女子学生に限る

670 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 哲学Ａ/哲学Ａ（２） シラバス参照 前期 月 5 90 2 永野 潤 ﾅｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 若干名 女子学生に限る

671 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 哲学Ｂ/哲学Ｂ（２） シラバス参照 後期 月 5 90 2 永野 潤 ﾅｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 若干名 女子学生に限る

672 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 心理学 シラバス参照 後期 金 3 90 2 山田 泰行 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 若干名 女子学生に限る

673 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 青年心理 シラバス参照 前期 金 5 90 2 山田 泰行 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 若干名 女子学生に限る

674 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 青年心理 シラバス参照 後期 金 4 90 2 山田 泰行 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 若干名 女子学生に限る

675 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 ジェンダー論入門 シラバス参照 前期 木 3 90 2 大橋 由香子 ｵｵﾊｼ ﾕｶｺ 若干名 女子学生に限る

676 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 ジェンダーと人権 シラバス参照 前期 水 3 90 2 岩元 惠 ｲﾜﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

677 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 ジェンダーから学ぶ現代社会 シラバス参照 後期 火 5 90 2 山本 千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 若干名 女子学生に限る

678 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 男性学 シラバス参照 後期 金 5 90 2 関口 洋平 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 若干名 女子学生に限る

679 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 ジェンダーを考える３ シラバス参照 後期 木 2 90 2 山本 千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 若干名 女子学生に限る

680 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 音楽社会学 シラバス参照 後期 木 2 90 2 谷口 昭弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

681 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 舞台芸術入門 シラバス参照 前期 金 1 90 2 白井 春人 ｼﾗｲ ﾊﾙﾄ 若干名 女子学生に限る

682 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 デザインと表現 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

683 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 デザインと表現 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

684 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 デザインと表現 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

685 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 デザインと表現 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

686 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 マスコミュニケーションと思想/マスコミ論Ｂ（４） シラバス参照 後期 金 3 90 2 田北 康成 ﾀｷﾀ ﾔｽﾅﾘ 若干名 女子学生に限る

687 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 社会経済史 シラバス参照 前期 木 4 90 2 水野 里香 ﾐｽﾞﾉ ﾘｶ 若干名 女子学生に限る

688 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 社会学/社会学Ａ（５） シラバス参照 前期 月 2 90 2 辻 泉 ﾂｼﾞ ｲｽﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

689 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 マスコミュニケーション論/マスコミ論Ａ（４） シラバス参照 前期 月 3 90 2 田北 康成 ﾀｷﾀ ﾔｽﾅﾘ 若干名 女子学生に限る

690 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 日本国憲法 シラバス参照 前期 月 5 90 2 柴田 竜太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 若干名 女子学生に限る

691 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 日本国憲法 シラバス参照 後期 月 5 90 2 柴田 竜太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 若干名 女子学生に限る

692 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 マクロ経済学 シラバス参照 前期 月 5 90 2 伊藤 哲 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 若干名 女子学生に限る

693 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 ミクロ経済学 シラバス参照 後期 月 5 90 2 伊藤 哲 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 若干名 女子学生に限る

694 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 行政学Ａ シラバス参照 前期 火 4 90 2 佐賀 香織 ｻｶﾞ ｶｵﾘ 若干名 女子学生に限る

695 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 行政学Ｂ シラバス参照 後期 火 4 90 2 佐賀 香織 ｻｶﾞ ｶｵﾘ 若干名 女子学生に限る

696 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 経営学入門Ａ/経営学入門Ａ（３） シラバス参照 前期 水 4 90 2 原田 要之助 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳﾉｽｹ 若干名 女子学生に限る

697 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 経営学入門Ｂ/経営学入門Ｂ（２） シラバス参照 後期 水 4 90 2 原田 要之助 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳﾉｽｹ 若干名 女子学生に限る

698 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 転換の時代を生きる４/（１７） シラバス参照 前期 木 2 90 2 山本 千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 若干名 女子学生に限る

699 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 科学技術入門 シラバス参照 前期 金 1 90 2 牟田 淳 ﾑﾀ ｱﾂｼ 若干名 女子学生に限る

700 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 環境学入門１/環境学入門（１） シラバス参照 前期 水 3 90 2 岡田 美香 ｵｶﾀﾞ ﾐｶ 若干名 女子学生に限る

701 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 環境学入門２/環境学入門（２） シラバス参照 後期 水 3 90 2 岡田 美香 ｵｶﾀﾞ ﾐｶ 若干名 女子学生に限る

702 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報科学２/情報科学（２） シラバス参照 前期 金 2 90 2 仲野 友樹 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 若干名 女子学生に限る

703 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報科学４/情報科学（４） シラバス参照 後期 金 2 90 2 仲野 友樹 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 若干名 女子学生に限る

704 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 分析的・批判的思考１ シラバス参照 前期 水 5 90 2 西山 直樹 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｷ 若干名 女子学生に限る

705 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報とメディアのリテラシー１/（１） シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

706 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報とメディアのリテラシー２/（２） シラバス参照 後期 水 5 90 2 卜部 直也 ｳﾗﾍﾞ ﾅｵﾔ 若干名 女子学生に限る

707 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 ボランティア論 シラバス参照 前期 水 5 90 2 渡邉 義昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 若干名 女子学生に限る

708 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 ボランティア論 シラバス参照 後期 水 5 90 2 渡邉 義昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 若干名 女子学生に限る

709 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 シラバス参照 前期 月 3 90 2 内田 奈津子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｺ 若干名 女子学生に限る

710 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 シラバス参照 前期 木 5 90 2 内田 奈津子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｺ 若干名 女子学生に限る

711 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 シラバス参照 前期 木 2 90 2 内田 奈津子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｺ 若干名 女子学生に限る

712 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 シラバス参照 後期 月 2 90 2 内田 奈津子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｺ 若干名 女子学生に限る

713 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 シラバス参照 後期 月 3 90 2 内田 奈津子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｺ 若干名 女子学生に限る

714 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：コンピュータサイエンス入門 シラバス参照 後期 火 4 90 2 内田 奈津子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｺ 若干名 女子学生に限る
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715 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：データサイエンス入門 シラバス参照 前期 火 4 90 2 渡邉 弘己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 若干名 女子学生に限る

716 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：データサイエンス入門 シラバス参照 前期 金 2 90 2 渡邉 弘己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 若干名 女子学生に限る

717 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：データサイエンス入門 シラバス参照 後期 木 2 90 2 渡邉 弘己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 若干名 女子学生に限る

718 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 情報リテラシー：データサイエンス入門 シラバス参照 後期 木 3 90 2 渡邉 弘己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 若干名 女子学生に限る

719 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 未来の環境を展望する１/環境と人間（１） シラバス参照 後期 木 5 90 2 佐藤 輝 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 若干名 女子学生に限る

720 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 未来の環境を展望する５/環境と人間（５） シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

721 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 世界とつながる音楽の力 シラバス参照 後期 金 5 90 2 蔵田 雅之 ｸﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 若干名 女子学生に限る

722 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 地域と環境から見た未来 シラバス参照 前期 金 5 90 2 高雄 綾子 ﾀｶｵ ｱﾔｺ 若干名 女子学生に限る

723 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 グローバル時代の対話と協調/転換の時代を生きる(21) シラバス参照 後期 木 2 90 2 古内 洋平 ﾌﾙｳﾁ ﾖｳﾍｲ 若干名 女子学生に限る

724 フェリス女学院大学 共通 ＣＬＡコア科目 文化の創造と継承 シラバス参照 後期 月 5 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

725 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス史１ シラバス参照 前期 水 4 90 2 山根 明大 ﾔﾏﾈ ｱｷﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

726 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス史２ シラバス参照 後期 火 3 90 2 田村 俊行 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 若干名 女子学生に限る

727 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス史 シラバス参照 後期 火 4 90 2 田村 俊行 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 若干名 女子学生に限る

728 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリスの思想と宗教 シラバス参照 後期 金 5 90 2 冨樫 剛 ﾄｶﾞｼ ｺﾞｳ 若干名 女子学生に限る

729 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリスの文化 シラバス参照 前期 月 4 90 2 向井 秀忠 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 若干名 女子学生に限る

730 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 現代イギリス論 シラバス参照 前期 水 4 90 2 大和久 悌一郎 ｵｵﾜｸ ﾃｲｲﾁﾛｳ 若干名 女子学生に限る

731 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 アメリカ史 シラバス参照 前期 金 4 90 2 梅﨑 透 ｳﾒｻﾞｷ ﾄｵﾙ 若干名 女子学生に限る

732 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 アメリカ社会史 シラバス参照 後期 月 3 90 2 梅﨑 透 ｳﾒｻﾞｷ ﾄｵﾙ 若干名 女子学生に限る

733 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 アメリカの文化１ シラバス参照 後期 水 4 90 2 栗原 涼子 ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳｺ 若干名 女子学生に限る

734 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 アメリカの文化２ シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

735 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス文学史 シラバス参照 後期 月 4 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

736 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス詩２ シラバス参照 後期 月 4 90 2 冨樫 剛 ﾄｶﾞｼ ｺﾞｳ 若干名 女子学生に限る

737 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス演劇１ シラバス参照 後期 火 3 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

738 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス演劇２ シラバス参照 前期 火 2 90 2 由井 哲哉 ﾕｲ ﾃﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

739 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリス小説２ シラバス参照 後期 金 4 90 2 向井 秀忠 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 若干名 女子学生に限る

740 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 イギリスの芸術 シラバス参照 前期 金 2 90 2 迫田 真帆 ｻｺﾀﾞ ﾏﾎ 若干名 女子学生に限る

741 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 アメリカ演劇 シラバス参照 後期 月 3 90 2 竹島 達也 ﾀｹｼﾏ ﾀﾂﾔ 若干名 女子学生に限る

742 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 アメリカ小説２ シラバス参照 前期 金 4 90 2 小泉 泉 ｺｲｽﾞﾐ ｲｽﾞﾐ 若干名 女子学生に限る

743 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 アメリカ小説３ シラバス参照 後期 金 3 90 2 丹治 陽子 ﾀﾝｼﾞ ﾖｳｺ 若干名 女子学生に限る

744 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 キリスト教と英米文学１ シラバス参照 前期 金 3 90 2 北原 待子 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾁｺ 若干名 女子学生に限る

745 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語圏の映画と映像 シラバス参照 後期 月 2 90 2 関口 洋平 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 若干名 女子学生に限る

746 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語の歴史 シラバス参照 前期 火 4 90 2 小河 舜 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ 若干名 女子学生に限る

747 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語の歴史 シラバス参照 前期 火 4 90 2 小河 舜 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ 若干名 女子学生に限る

748 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 第二言語習得論から見る英語学習 シラバス参照 後期 金 5 90 2 大畑 甲太 ｵｵﾊﾀ ｺｳﾀ 若干名 女子学生に限る

749 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語のナラティヴ分析 シラバス参照 前期 火 2 90 2 饒平名 尚子 ﾖﾍﾅ ｼｮｳｺ 若干名 女子学生に限る

750 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語学 シラバス参照 前期 月 2 90 2 山根 麻紀 ﾔﾏﾈ ﾏｷ 若干名 女子学生に限る

751 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語学 シラバス参照 前期 月 2 90 2 山根 麻紀 ﾔﾏﾈ ﾏｷ 若干名 女子学生に限る

752 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 Thought and Expression in English シラバス参照 前期 金 4 90 2 大畑 甲太 ｵｵﾊﾀ ｺｳﾀ 若干名 女子学生に限る

753 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語学特論２ シラバス参照 後期 木 1 90 2 多々良 直弘 ﾀﾀﾗ ﾅｵﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

754 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 英語学特論３ シラバス参照 前期 木 1 90 2 多々良 直弘 ﾀﾀﾗ ﾅｵﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

755 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 Pronunciation Clinic シラバス参照 前期 水 4 90 2 松浪 晋也 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾝﾔ 若干名 女子学生に限る

756 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 Pronunciation Clinic シラバス参照 前期 水 4 90 2 松浪 晋也 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾝﾔ 若干名 女子学生に限る

757 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 Pronunciation Clinic シラバス参照 前期 水 4 90 2 松浪 晋也 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾝﾔ 若干名 女子学生に限る

758 フェリス女学院大学 文学部 英語英米文学科専門科目 Pronunciation Clinic シラバス参照 前期 水 4 90 2 松浪 晋也 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾝﾔ 若干名 女子学生に限る

759 フェリス女学院大学 文学部 日本語日本文学科専門科目 日本古典文学史（古代）（2） シラバス参照 後期 金 3 90 2 松田 浩 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 若干名 女子学生に限る

760 フェリス女学院大学 文学部 日本語日本文学科専門科目 日本古典文学史（古代）（1） シラバス参照 前期 月 3 90 2 井内 健太 ｲﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 若干名 女子学生に限る

761 フェリス女学院大学 文学部 日本語日本文学科専門科目 日本古典文学史（中近世）（2） シラバス参照 後期 火 3 90 2 谷 知子 ﾀﾆ ﾄﾓｺ 若干名 女子学生に限る

762 フェリス女学院大学 文学部 日本語日本文学科専門科目 日本古典文学史（中近世）（1） シラバス参照 前期 月 3 90 2 吉田 弥生 ﾖｼﾀﾞ ﾔﾖｲ 若干名 女子学生に限る

763 フェリス女学院大学 文学部 日本語日本文学科専門科目 日本近代文学史Ａ シラバス参照 後期 月 4 90 2 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 若干名 女子学生に限る

764 フェリス女学院大学 文学部 日本語日本文学科専門科目 日本近代文学史Ｂ シラバス参照 前期 金 4 90 2 島村 輝 ｼﾏﾑﾗ ﾃﾙ 若干名 女子学生に限る

765 フェリス女学院大学 文学部 日本語日本文学科専門科目 神話の世界 シラバス参照 後期 火 3 90 2 松田 浩 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 若干名 女子学生に限る

766 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 社会コミュニケーション概論 シラバス参照 後期 火 3 90 2 諸橋 泰樹 ﾓﾛﾊｼ ﾀｲｷ 若干名 女子学生に限る

767 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 文献・情報の集め方 シラバス参照 前期 月 4 90 2 髙田 明典 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 若干名 女子学生に限る

768 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 社会的行為としてのコミュニケーション シラバス参照 前期 金 2 90 2 山口 仁 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 若干名 女子学生に限る

769 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 マスコミュニケーションと情報社会 シラバス参照 後期 金 5 90 2 田島 知之 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 若干名 女子学生に限る

770 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 身体としぐさの心理学 シラバス参照 前期 金 5 90 2 笠置 遊 ｶｻｷﾞ ﾕｳ 若干名 女子学生に限る

771 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 先住民族の言語・文化と共生 シラバス参照 前期 金 4 90 2 中川 裕 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 若干名 女子学生に限る

772 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 コミック『ゴールデンカムイ』で学ぶ多文化共生 シラバス参照 後期 金 4 90 2 中川 裕 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 若干名 女子学生に限る

773 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 ことばと個人・社会の因果関係を探る シラバス参照 前期 月 5 90 2 齋藤 孝滋 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 若干名 女子学生に限る

774 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 多文化社会の人間学 シラバス参照 前期 月 3 90 2 藤巻 光浩 ﾌｼﾞﾏｷ ﾐﾂﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

775 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 異文化トレーニング シラバス参照 前期 火 3 90 2 高部 優子 ﾀｶﾍﾞ ﾕｳｺ 若干名 女子学生に限る
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776 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 ディアスポラ（離散）の思想 シラバス参照 前期 木 5 90 2 黒岩 漠 ｸﾛｲﾜ ﾊﾞｸ 若干名 女子学生に限る

777 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 エスニックマイノリティーの問題を考えるＢ シラバス参照 後期 木 4 90 2 小田切 督剛 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻﾀｹ 若干名 女子学生に限る

778 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 共生社会論 シラバス参照 後期 木 2 90 2 藤巻 光浩 ﾌｼﾞﾏｷ ﾐﾂﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

779 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 舞踊の文化人類学 シラバス参照 後期 金 2 90 2 高橋 京子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ 若干名 女子学生に限る

780 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 子どもの発達とこれからの教育問題 シラバス参照 後期 木 3 90 2 井上 惠美子 ｲﾉｳｴ ｴﾐｺ 若干名 女子学生に限る

781 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 健康・医療におけるコミュニケーションの心理と諸問題 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

782 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 ＰＴＳＤと被害者の心理・グリーフワーク シラバス参照 前期 月 2 90 2 野口 普子 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 若干名 女子学生に限る

783 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 ジェンダー問題と男女共同参画社会 シラバス参照 後期 火 4 90 2 諸橋 泰樹 ﾓﾛﾊｼ ﾀｲｷ 若干名 女子学生に限る

784 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 「日本におけるアジア」とのネットワーキング シラバス参照 前期 水 4 90 2 加藤 麻子 ｶﾄｳ ｱｻｺ 若干名 女子学生に限る

785 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 新聞・出版ワークショップ シラバス参照 前期 火 4 90 2 諸橋 泰樹 ﾓﾛﾊｼ ﾀｲｷ 若干名 女子学生に限る

786 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 物語論 シラバス参照 後期 月 4 90 2 髙田 明典 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 若干名 女子学生に限る

787 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 身体表現論 シラバス参照 前期 金 2 90 2 高橋 京子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ 若干名 女子学生に限る

788 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 スポーツ文化 シラバス参照 前期 月 3 90 2 瀬戸 邦弘 ｾﾄ ｸﾆﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

789 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 現代人と宗教 シラバス参照 後期 水 4 90 2 大澤 絢子 ｵｵｻﾜ ｱﾔｺ 若干名 女子学生に限る

790 フェリス女学院大学 文学部 コミュニケーション学科専門科目 映画・映像文化 シラバス参照 前期 木 3 90 2 藤巻 光浩 ﾌｼﾞﾏｷ ﾐﾂﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

791 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 研究入門（時事問題を学ぶ） シラバス参照 後期 木 5 90 2 大木 俊治 ｵｵｷ ﾄｼﾊﾙ 若干名 女子学生に限る

792 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 研究入門（歴史から見る現代世界） シラバス参照 前期 月 4 90 2 帶谷 俊輔 ｵﾋﾞﾔ ｼｭﾝｽｹ 若干名 女子学生に限る

793 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 国際関係論 シラバス参照 前期 月 4 90 2 高柳 彰夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷｵ 若干名 女子学生に限る

794 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 人権保障と法 シラバス参照 前期 木 3 90 2 寺中 誠 ﾃﾗﾅｶ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

795 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 政治学概論 シラバス参照 前期 月 2 90 2 古内 洋平 ﾌﾙｳﾁ ﾖｳﾍｲ 若干名 女子学生に限る

796 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 SDGs入門 シラバス参照 後期 月 2 90 2 高柳 彰夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷｵ 若干名 女子学生に限る

797 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 国際関係史 シラバス参照 前期 水 4 90 2 芝崎 祐典 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 若干名 女子学生に限る

798 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 グローバル化と生活 シラバス参照 後期 火 4 90 2 福原 正人 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 若干名 女子学生に限る

799 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 社会学概論Ａ シラバス参照 前期 月 2 90 2 ベンヤミン Ｄ．ミドルトン ﾐﾄﾞﾙﾄﾝ ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ D. 若干名 女子学生に限る

800 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 社会学概論Ｂ シラバス参照 後期 月 2 90 2 ベンヤミン Ｄ．ミドルトン ﾐﾄﾞﾙﾄﾝ ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ D. 若干名 女子学生に限る

801 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 グローバル化する社会 シラバス参照 前期 月 5 90 2 岩佐 将志 ｲﾜｻ ﾏｻｼ 若干名 女子学生に限る

802 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 世界史概説Ａ シラバス参照 前期 月 4 90 2 三王 昌代 ｻﾝｵｳ ﾏｻﾖ 若干名 女子学生に限る

803 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 世界史概説Ｂ シラバス参照 後期 月 4 90 2 三王 昌代 ｻﾝｵｳ ﾏｻﾖ 若干名 女子学生に限る

804 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 世界の宗教 シラバス参照 後期 金 2 90 2 徳田 信 ﾄｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

805 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 日本史概説Ａ シラバス参照 前期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

806 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 日本史概説Ｂ シラバス参照 後期 火 2 90 2 松本 洋幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 若干名 女子学生に限る

807 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 日本の文化交流 シラバス参照 前期 金 3 90 2 東谷 護 ﾄｳﾔ ﾏﾓﾙ 若干名 女子学生に限る

808 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 日本経済の歴史 シラバス参照 前期 木 2 90 2 齊藤 直 ｻｲﾄｳ ﾅｵ 若干名 女子学生に限る

809 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 東アジアの近現代史 シラバス参照 前期 木 3 90 2 新城 道彦 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁﾋｺ 若干名 女子学生に限る

810 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 東アジアの国際関係史 シラバス参照 後期 木 3 90 2 新城 道彦 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁﾋｺ 若干名 女子学生に限る

811 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ヨーロッパ史 シラバス参照 前期 木 3 90 2 空 由佳子 ｿﾗ ﾕｶｺ 若干名 女子学生に限る

812 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 横浜学 シラバス参照 前期 木 2 90 2 大西 比呂志 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ 若干名 女子学生に限る

813 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 世界の人口問題 シラバス参照 後期 火 3 90 2 平井 誠 ﾋﾗｲ ﾏｺﾄ 若干名 女子学生に限る

814 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ことばとフィールド（ヴェトナム） シラバス参照 前期 水 4 90 2 レ ティー ハン ﾚ ﾃｨｰ ﾊﾝ 若干名 女子学生に限る

815 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ことばとフィールド（タイ） シラバス参照 前期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

816 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ことばとフィールド（インドネシア） シラバス参照 後期 金 3 90 2 ワオデ ハニファー イスティコマー ﾜｵﾃﾞ ﾊﾆﾌｧｰ ｲｽﾃｨｺﾏｰ 若干名 女子学生に限る

817 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ことばとフィールド（フィリピン） シラバス参照 後期 月 4 90 2 高野 邦夫 ﾀｶﾉ ｸﾆｵ 若干名 女子学生に限る

818 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 統計で学ぶ社会問題（基礎） シラバス参照 前期 木 4 90 2 田中 李歩 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 若干名 女子学生に限る

819 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 統計で学ぶ社会問題（応用） シラバス参照 後期 木 4 90 2 田中 李歩 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 若干名 女子学生に限る

820 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 国際経済学 シラバス参照 前期 金 2 90 2 袁 媛 ｴﾝ ｴﾝ 若干名 女子学生に限る

821 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 途上国と開発経済学 シラバス参照 後期 木 4 90 2 袁 媛 ｴﾝ ｴﾝ 若干名 女子学生に限る

822 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 現代日本の経済問題 シラバス参照 前期 金 3 90 2 齊藤 直 ｻｲﾄｳ ﾅｵ 若干名 女子学生に限る

823 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 開発援助論 シラバス参照 後期 月 3 90 2 高柳 彰夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷｵ 若干名 女子学生に限る

824 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 国際開発の理論と実践 シラバス参照 前期 火 3 90 2 高柳 彰夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷｵ 若干名 女子学生に限る

825 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 国際社会と法 シラバス参照 後期 金 4 90 2 中澤 祐香 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｶ 若干名 女子学生に限る

826 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 国際経済と法 シラバス参照 後期 火 5 90 2 土屋 志穂 ﾂﾁﾔ ｼﾎ 若干名 女子学生に限る

827 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 地域統合 シラバス参照 後期 水 4 90 2 鈴木 均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 若干名 女子学生に限る

828 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 日米関係史 シラバス参照 前期 月 5 90 2 帶谷 俊輔 ｵﾋﾞﾔ ｼｭﾝｽｹ 若干名 女子学生に限る

829 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ヨーロッパ政治思想史 シラバス参照 後期 火 3 90 2 福島 弦 ﾌｸｼﾏ ｹﾞﾝ 若干名 女子学生に限る

830 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 イノベーションと社会 シラバス参照 後期 金 4 90 2 齊藤 直 ｻｲﾄｳ ﾅｵ 若干名 女子学生に限る

831 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 グローバル・ビジネス シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 中村 智 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 若干名 女子学生に限る

832 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 世界の格差と国際協力 シラバス参照 後期 水 5 90 2 壽賀 一仁 ｽｶﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 若干名 女子学生に限る

833 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 応用社会学 シラバス参照 前期 木 2 90 2 ベンヤミン Ｄ．ミドルトン ﾐﾄﾞﾙﾄﾝ ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ D. 若干名 女子学生に限る

834 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 市民社会の国際協力 シラバス参照 後期 火 3 90 2 高柳 彰夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷｵ 若干名 女子学生に限る

835 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 日本外交史 シラバス参照 後期 木 3 90 2 大西 比呂志 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ 若干名 女子学生に限る

836 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 南アジアの経済 シラバス参照 前期 集中 集中 90 2 木曽 順子 ｷｿ ｼﾞｭﾝｺ 若干名 女子学生に限る
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837 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 現代中国入門 シラバス参照 前期 火 4 90 2 泉谷 陽子 ｲｽﾞﾀﾆ ﾖｳｺ 若干名 女子学生に限る

838 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 東南アジアの政治 シラバス参照 前期 水 4 90 2 九島 佳織 ｸｼﾏ ｶｵﾘ 若干名 女子学生に限る

839 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ロシア研究 シラバス参照 後期 木 3 90 2 井出 晃憲 ｲﾃﾞ ｱｷﾉﾘ 若干名 女子学生に限る

840 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 南アジアの労働 シラバス参照 後期 集中 集中 90 2 木曽 順子 ｷｿ ｼﾞｭﾝｺ 若干名 女子学生に限る

841 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 アジア史概説 シラバス参照 後期 火 4 90 2 泉谷 陽子 ｲｽﾞﾀﾆ ﾖｳｺ 若干名 女子学生に限る

842 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 韓国現代史 シラバス参照 前期 火 4 90 2 新城 道彦 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁﾋｺ 若干名 女子学生に限る

843 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 北朝鮮現代史 シラバス参照 後期 火 4 90 2 新城 道彦 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁﾋｺ 若干名 女子学生に限る

844 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 アジアの国際関係 シラバス参照 前期 水 4 90 2 遠藤 聡 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 若干名 女子学生に限る

845 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ユーラシアの国際関係 シラバス参照 後期 火 4 90 2 天野 尚樹 ｱﾏﾉ ﾅｵｷ 若干名 女子学生に限る

846 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 イギリスの政治と社会１ シラバス参照 前期 水 3 90 2 山根 明大 ﾔﾏﾈ ｱｷﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

847 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 アメリカの政治 シラバス参照 前期 水 4 90 2 西住 祐亮 ﾆｼｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 若干名 女子学生に限る

848 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 アメリカの外交 シラバス参照 後期 水 4 90 2 西住 祐亮 ﾆｼｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 若干名 女子学生に限る

849 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 現代アメリカ論１ シラバス参照 前期 木 4 90 2 中川 正紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 若干名 女子学生に限る

850 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 現代アメリカ論２ シラバス参照 後期 木 4 90 2 中川 正紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 若干名 女子学生に限る

851 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 アフリカを学ぶ シラバス参照 後期 木 5 90 2 壽賀 一仁 ｽｶﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 若干名 女子学生に限る

852 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 中東を学ぶ シラバス参照 後期 水 3 90 2 千坂 知世 ﾁｻｶ ﾄﾓﾖ 若干名 女子学生に限る

853 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 平和構築 シラバス参照 前期 木 3 90 2 古内 洋平 ﾌﾙｳﾁ ﾖｳﾍｲ 若干名 女子学生に限る

854 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 安全保障 シラバス参照 前期 水 2 90 2 佐藤 丙午 ｻﾄｳ ﾍｲｺﾞ 若干名 女子学生に限る

855 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 東アジアの安全保障 シラバス参照 後期 火 3 90 2 裵 潤 ﾍﾞ ﾕﾝ 若干名 女子学生に限る

856 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 日本政治思想史 シラバス参照 後期 金 5 90 2 大倉 茂 ｵｵｸﾗ ｼｹﾞﾙ 若干名 女子学生に限る

857 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 スペインの歴史 シラバス参照 後期 火 3 90 2 澤村 るり子 ｻﾜﾑﾗ ﾙﾘｺ 若干名 女子学生に限る

858 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 スペインの文化と社会 シラバス参照 前期 火 3 90 2 澤村 るり子 ｻﾜﾑﾗ ﾙﾘｺ 若干名 女子学生に限る

859 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ラテンアメリカの歴史と文化 シラバス参照 後期 月 4 90 2 ヒガ， マルセーロ ﾋｶﾞ ﾏﾙｾｰﾛ 若干名 女子学生に限る

860 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 文化交流論 シラバス参照 後期 木 3 90 2 空 由佳子 ｿﾗ ﾕｶｺ 若干名 女子学生に限る

861 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 情報発信と世界 シラバス参照 後期 火 5 90 2 内田 奈津子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｺ 若干名 女子学生に限る

862 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 イスラームと世界 シラバス参照 前期 水 3 90 2 村山 木乃実 ﾑﾗﾔﾏ ｺﾉﾐ 若干名 女子学生に限る

863 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 中国の文化と社会 シラバス参照 前期 木 4 90 2 上原 かおり ｳｴﾊﾗ ｶｵﾘ 若干名 女子学生に限る

864 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 中国の近現代文学 シラバス参照 後期 木 4 90 2 上原 かおり ｳｴﾊﾗ ｶｵﾘ 若干名 女子学生に限る

865 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 コリアン・スタディーズ シラバス参照 後期 水 5 90 2 崔 盛旭 ﾁｪ ｿﾝｳｸ 若干名 女子学生に限る

866 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 南アジアの文化と社会 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

867 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 中東の文化と社会 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

868 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 アフリカの文化と社会 シラバス参照 前期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

869 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 ヨーロッパ地域論 シラバス参照 後期 木 3 90 2 浪岡 新太郎 ﾅﾐｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 若干名 女子学生に限る

870 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 アジアの宗教と思想 シラバス参照 前期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

871 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 政治思想論 シラバス参照 後期 月 2 90 2 矢野 久美子 ﾔﾉ ｸﾐｺ 若干名 女子学生に限る

872 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 思想文化論 シラバス参照 前期 月 2 90 2 矢野 久美子 ﾔﾉ ｸﾐｺ 若干名 女子学生に限る

873 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 市民参加の社会形成 シラバス参照 前期 水 4 90 2 田儀 耕司 ﾀｷﾞ ｺｳｼﾞ 若干名 女子学生に限る

874 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 金融入門 シラバス参照 後期 金 3 90 2 齊藤 直 ｻｲﾄｳ ﾅｵ 若干名 女子学生に限る

875 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 マーケティング論 シラバス参照 後期 未定 未定 90 2 大野（濱本） 幸子 ｵｵﾉ(ﾊﾏﾓﾄ) ｻﾁｺ 若干名 女子学生に限る

876 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 国際交通論 シラバス参照 前期 水 3 90 2 伊豆 芳人 ｲｽﾞ ﾖｼﾋﾄ 若干名 女子学生に限る

877 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 人文地理学 シラバス参照 前期 木 5 90 2 秋庭 はるみ ｱｷﾊﾞ ﾊﾙﾐ 若干名 女子学生に限る

878 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 地誌 シラバス参照 後期 木 5 90 2 秋庭 はるみ ｱｷﾊﾞ ﾊﾙﾐ 若干名 女子学生に限る

879 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 環境と持続可能性のまちづくり シラバス参照 前期 火 5 90 2 高雄 綾子 ﾀｶｵ ｱﾔｺ 若干名 女子学生に限る

880 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 社会政策論 シラバス参照 前期 未定 未定 90 2 崔 仙姫 ﾁｪ ｿﾝﾋ 若干名 女子学生に限る

881 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 格差社会とアイデンティティー シラバス参照 前期 火 4 90 2 堀内 進之介 ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾉｽｹ 若干名 女子学生に限る

882 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 若者の社会参加とSDGｓ シラバス参照 後期 火 3 90 2 高雄 綾子 ﾀｶｵ ｱﾔｺ 若干名 女子学生に限る

883 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 英語で学ぶグリーン経済と農業 シラバス参照 前期 月 3 90 2 松本 奈穂子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｺ 若干名 女子学生に限る

884 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 英語で学ぶグリーン経済とエネルギー シラバス参照 後期 月 3 90 2 松本 奈穂子 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｺ 若干名 女子学生に限る

885 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 地域と食文化 シラバス参照 前期 未定 未定 90 2 （未定） (ﾐﾃｲ) 若干名 女子学生に限る

886 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 民族問題から見た世界情勢 シラバス参照 前期 木 5 90 2 井出 晃憲 ｲﾃﾞ ｱｷﾉﾘ 若干名 女子学生に限る

887 フェリス女学院大学 国際交流学部 国際交流学科専門科目 移住と文化の理論 シラバス参照 前期 月 4 90 2 ヒガ， マルセーロ ﾋｶﾞ ﾏﾙｾｰﾛ 若干名 女子学生に限る

888 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 合唱ⅠＡ シラバス参照 前期 金 4 90 1 星野 聡 ﾎｼﾉ ｻﾄｼ 若干名 女子学生に限る

889 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 合唱ⅠＢ シラバス参照 後期 金 4 90 1 星野 聡 ﾎｼﾉ ｻﾄｼ 若干名 女子学生に限る

890 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 音響の基礎 シラバス参照 前期 水 2 90 2 片桐 健順 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｹﾉﾘ 若干名 女子学生に限る

891 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 賛美歌学 シラバス参照 前期 木 3 90 2 谷口 昭弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

892 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 賛美歌を作ろう シラバス参照 後期 木 2 90 2 大田（土井) 桜子 ｵｵﾀ(ﾄﾞｲ) ｻｸﾗｺ( 若干名 女子学生に限る

893 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 コード理論Ａ シラバス参照 前期 木 3 90 2 川本 聡胤 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾂｸﾞ 若干名 女子学生に限る

894 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 コード理論Ｂ シラバス参照 後期 木 3 90 2 川本 聡胤 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾂｸﾞ 若干名 女子学生に限る

895 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 合唱ⅡＡ シラバス参照 前期 金 4 90 1 蔵田 雅之 ｸﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 若干名 女子学生に限る

896 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 合唱ⅡＢ シラバス参照 後期 金 4 90 1 蔵田 雅之 ｸﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 若干名 女子学生に限る

897 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 英語で音楽理論 シラバス参照 前期 月 4 90 2 キャシー コックス ｺｯｸｽ ｷｬｼｰ 若干名 女子学生に限る
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898 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 ポピュラー音楽理論 シラバス参照 前期 月 4 90 2 川本 聡胤 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾂｸﾞ 若干名 女子学生に限る

899 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 旋律学 シラバス参照 前期 月 4 90 2 大田（土井) 桜子 ｵｵﾀ(ﾄﾞｲ) ｻｸﾗｺ( 若干名 女子学生に限る

900 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 諸民族の音楽 シラバス参照 前期 木 2 90 2 谷口 昭弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

901 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 吹奏楽概論 シラバス参照 後期 月 2 90 2 井出 朋子 ｲﾃﾞ ﾄﾓｺ 若干名 女子学生に限る

902 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 世界のポピュラー音楽 シラバス参照 前期 木 1 90 2 川本 聡胤 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾂｸﾞ 若干名 女子学生に限る

903 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 ポピュラー音楽史 シラバス参照 後期 木 5 90 2 川本 聡胤 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾂｸﾞ 若干名 女子学生に限る

904 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 映画舞台音楽論１ シラバス参照 後期 月 2 90 2 谷口 昭弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 若干名 女子学生に限る

905 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 心と音楽 シラバス参照 前期 木 1 90 2 儀賀 理暁 ｷﾞｶ ﾏｻﾄｼ 若干名 女子学生に限る

906 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 音楽療法１ シラバス参照 前期 火 2 90 2 堀川 千絵 ﾎﾘｶﾜ ﾁｴ 若干名 女子学生に限る

907 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 ポップスアレンジ シラバス参照 後期 木 4 90 2 西上 和子 ﾆｼｳｴ ｶｽﾞｺ 若干名 女子学生に限る

908 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 ソングライティング シラバス参照 前期 月 2 90 2 大田（土井) 桜子 ｵｵﾀ(ﾄﾞｲ) ｻｸﾗｺ( 若干名 女子学生に限る

909 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 英語で音楽ビジネス シラバス参照 前期 火 3 90 2 武井 涼子 ﾀｹｲ ﾘｮｳｺ 若干名 女子学生に限る

910 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 ピアノ指導ワークショップ シラバス参照 前期 火 2 90 2 小林 周子 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｺ 若干名 女子学生に限る

911 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 SNSとマーケティング シラバス参照 前期 金 3 90 2 長谷川 豊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 若干名 女子学生に限る

912 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 吹奏楽概論 シラバス参照 後期 月 2 90 2 井出 朋子 ｲﾃﾞ ﾄﾓｺ 若干名 女子学生に限る

913 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 世界のポピュラー音楽 シラバス参照 前期 木 1 90 2 川本 聡胤 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾂｸﾞ 若干名 女子学生に限る

914 フェリス女学院大学 音楽学部 音楽芸術学科専門科目 ポピュラー音楽史 シラバス参照 後期 木 5 90 2 川本 聡胤 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾂｸﾞ 若干名 女子学生に限る

915 フェリス女学院大学 共通 教職に関する科目 教育原理 シラバス参照 前期 火 4 90 2 井上 惠美子 ｲﾉｳｴ ｴﾐｺ 若干名 女子学生に限る

916 フェリス女学院大学 共通 教職に関する科目 教育思想 シラバス参照 前期 火 4 90 2 小谷 由美 ｺﾀﾆ ﾕﾐ 若干名 女子学生に限る

917 フェリス女学院大学 共通 教職に関する科目 教育社会学 シラバス参照 前期 火 5 90 2 木村 祐子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ 若干名 女子学生に限る

918 フェリス女学院大学 共通 教職に関する科目 教育社会学 シラバス参照 後期 火 5 90 2 木村 祐子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ 若干名 女子学生に限る

919 フェリス女学院大学 共通 教職に関する科目 教育心理学 シラバス参照 前期 火 5 90 2 山崎 浩一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 若干名 女子学生に限る

920 フェリス女学院大学 共通 教職に関する科目 教育心理学 シラバス参照 後期 火 5 90 2 山崎 浩一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 若干名 女子学生に限る

921 明治学院大学 教養教育センター MGCHR233現代社会とｷﾘｽﾄ教3 対面 春学期 月 3 90 2 植木　献 ｳｴｷ ｹﾝ 若干名 白金開講

922 明治学院大学 教養教育センター MGMGS101明治学院研究1 対面 春学期 木 5 90 2 久保田　浩 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 若干名 白金開講

923 明治学院大学 教養教育センター MGVOL201ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会と市民活動1 対面 春学期 火 3 90 2 猪瀬　浩平 ｲﾉｾ ｺｳﾍｲ 若干名 白金開講

924 明治学院大学 教養教育センター MGVOL202ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会と市民活動2 対面 秋学期 火 3 90 2 猪瀬　浩平 ｲﾉｾ ｺｳﾍｲ 若干名 白金開講

925 明治学院大学 教養教育センター MGIND143現代平和研究3 対面 秋学期 金 5 90 2 東澤　靖 ﾋｶﾞｼｻﾞﾜ ﾔｽｼ 若干名 白金開講

926 明治学院大学 教養教育センター MGCHR233現代社会とｷﾘｽﾄ教3 対面 春学期 火 4 90 2 植木　献 ｳｴｷ ｹﾝ 若干名

927 明治学院大学 教養教育センター MGSUS101ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨｰ学1 対面 春学期 金 2 90 2 黒川　貞生 ｸﾛｶﾜ ｻﾀﾞｵ 若干名

928 明治学院大学 教養教育センター MGVOL101ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学入門1 対面 春学期 金 3 90 2 猪瀬　浩平 ｲﾉｾ ｺｳﾍｲ 若干名

929 明治学院大学 教養教育センター MGVOL102ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学入門2 対面 秋学期 金 3 90 2 猪瀬　浩平 ｲﾉｾ ｺｳﾍｲ 若干名

930 明治学院大学 教養教育センター MGVOL112ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会と市民活動入門2 対面 秋学期 木 3 90 2 猪瀬　浩平 ｲﾉｾ ｺｳﾍｲ 若干名

931 明治学院大学 教養教育センター MGSUS102ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨｰ学2 対面 秋学期 金 2 90 2 黒川　貞生 ｸﾛｶﾜ ｻﾀﾞｵ 若干名

932 明治学院大学 教養教育センター MGIND141現代平和研究1 対面 春学期 火 5 90 2 篠崎　美生子 ｼﾉｻﾞｷ ﾐｵｺ 若干名

933 明治学院大学 教養教育センター MGIND142現代平和研究2 対面 秋学期 金 4 90 2 鄭　栄桓 ﾁｮﾝ ﾖﾝﾌｧﾝ 若干名

934 明治学院大学 教養教育センター MGCHR223宗教史3 対面 春学期 月 4 90 2 徐　正敏 ｿ ｼﾞｮﾝﾐﾝ 若干名

935 明治学院大学 教養教育センター MGCHR224宗教史4 対面 秋学期 月 4 90 2 徐　正敏 ｿ ｼﾞｮﾝﾐﾝ 若干名

936 明治学院大学 社会学部 社会福祉学科 SWBAS103ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理解 対面 秋学期 月 5 90 2 深谷　美枝 ﾌｶﾔ ﾐｴ 若干名

937 明治学院大学 社会学部 社会福祉学科 SWBAS104福祉開発の理解 対面 秋学期 木 5 90 2 岡　伸一 ｵｶ ｼﾝｲﾁ 若干名

938 明治学院大学 国際学部 国際学科 KSCSO221文化交渉史 対面 秋学期 月 3・4 180 4 竹尾　茂樹 ﾀｹｵ ｼｹﾞｷ 若干名 2限連続

939 明治学院大学 国際学部 国際学科 KSCSO225日本語教育入門 対面 秋学期 金 5 90 2 奥村　恵子 ｵｸﾑﾗ ｹｲｺ 若干名

940 明治学院大学 国際学部 国際学科 KSPOL206国際法 対面 秋学期 金 3・4 180 4 小中　さつき ｺﾅｶ ｻﾂｷ 若干名 2限連続

941 明治学院大学 国際学部 国際学科 KSPOL208社会学原論 対面 春学期 木 4・5 180 4 小倉　敏彦 ｵｸﾞﾗ ﾄｼﾋｺ 若干名 2限連続

942 明治学院大学 国際学部 国際学科 KSPOL214平和学1 対面 秋学期 火 4・5 180 4 浪岡　新太郎 ﾅﾐｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 若干名 2限連続

943 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 日本の近代文学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 月 2 90 2 一柳　廣孝 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾀｶ 若干名 １年生以上

944 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 美術の見かた 対面 春学期 火 3 90 2 小池　研二 ｺｲｹ ｹﾝｼﾞ 若干名 １年生以上

945 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 身近な電気と機械 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 月 3 90 2 坂本　智 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 若干名 １年生以上

946 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 特別支援教育入門 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 火 3 90 2 後藤 隆章 ・ 他 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｱｷ･ﾎｶ 若干名 １年生以上

947 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 特別支援教育入門 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 火 3 90 2 神山 努 ・ 他 ｶﾐﾔﾏ ﾂﾄﾑ･ﾎｶ 若干名 １年生以上

948 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 中国の古典文学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 火 3 90 2 髙芝　麻子 ﾀｶｼﾊﾞ ｱｻｺ 若干名 １年生以上

949 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 おいしさの科学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 木 4 90 2 杉山　久仁子 ｽｷﾞﾔﾏ ｸﾆｺ 若干名 １年生以上

950 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 衣生活の科学 対面 秋学期 火 4 90 2 薩本　弥生 ｻﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 若干名 １年生以上

951 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 JASPによるデータ分析 対面・ｵﾝﾗｲﾝ併用 秋学期 火 3 90 2 山本　光 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 若干名 １年生以上

952 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 全学教育科目 小学校プログラミング教育 対面・ｵﾝﾗｲﾝ併用 秋学期 火 4 90 2 山本　光 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 若干名 １年生以上

953 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専生活科 対面 春学期 木 5 90 2 金馬　国晴 ｷﾝﾏ ｸﾆﾊﾙ 若干名

・3年生以上の小学校教員免許取得希望者。

・授業運営上、受講人数を制限しているため、クラス定員に空きがある場

合のみ受講可。

・応募者多数の場合には、卒業までに教員免許状（一種）を取得見込の４

年生で、横浜国立大学教職大学院への進学を志望する者を優先するので、

該当者は出願書類にその旨記載すること。

954 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専国語 対面 秋学期 火 1 90 2 古田　恵美子 ﾌﾙﾀ ｴﾐｺ 若干名

955 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専算数 対面 春学期 火 1 90 2 池田　敏和 ｲｹﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 若干名

956 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専理科 対面 春学期 火 2 90 2 平島　由美子 ﾋﾗｼﾏ ﾕﾐｺ 若干名

957 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専音楽 対面 秋学期 木 2 90 2 金光　真理子 ｶﾈﾐﾂ ﾏﾘｺ 若干名
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958 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専図工 対面 秋学期 木 1 90 2 小池　研二 ｺｲｹ ｹﾝｼﾞ 若干名

959 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専家庭科 対面 秋学期 火 2 90 2 佐桑　あずさ ｻｸﾜ ｱｽﾞｻ 若干名

960 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専英語 対面 秋学期 木 1 90 2 髙瀬　祐子 ﾀｶｾ ﾕｳｺ 若干名

961 横浜国立大学 教育学部 教育学部開講 基盤教育科目 小教専体育 対面 春学期 木 2 90 2 物部　博文 ﾓﾉﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 若干名

962 横浜国立大学 経済学部 経済学部開講 全学教育科目 現場から考える国際開発協力: JICA連携講座 検討中 秋学期 集中 2 小林　誉明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 若干名

JICAのHPのフォームから応募し、選考に通ることが条件となります。下

記は2021年度の例。

https://www.jica.go.jp/yokohama/topics/2021/210915.html

963 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 機械情報学 対面 秋学期 金 4 90 2 加藤　龍 ｶﾄｳ ﾘｭｳ 若干名 3年生以上

964 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 ロボット工学 対面 秋学期 火 5 90 2 前田　雄介 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 若干名 3年生以上

965 横浜国立大学 理工学部 理工学部 全学教育科目 材料学入門 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 火 5 90 2 中尾 航、材料工学EP各教員 ﾅｶｵ ﾜﾀﾙ, ｻﾞｲﾘｮｳｺｳｶﾞｸEPｶｸｷｮｳｲﾝ 若干名

966 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 航空宇宙工学概論 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 秋学期 木 1 90 2 上野 誠也 宮路 幸二 樋口 丈浩 ｳｴﾉ ｾｲﾔ ﾐﾔｼﾞ ｺｳｼﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 5名

967 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 電気化学B 対面 春学期 月 2 90 2 獨古　薫 ﾄﾞｯｺ ｶｵﾙ 若干名 3年生以上

968 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 化学安全工学 対面 春学期 月 1 90 2 岡　泰資 ｵｶ ﾔｽｼ 若干名 3年生以上

969 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 理論物性物理学 対面 秋学期 水 1 90 2 大野　かおる ｵｵﾉ ｶｵﾙ 若干名 3年生以上

970 横浜国立大学 理工学部 理工学部開講 全学教育科目 電子情報システム概論 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 金 3 90 2 辻　隆男 ﾂｼﾞ ﾀｶｵ 若干名 1年生以上

971 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 コンパイラ 対面 春学期 木 1 90 2 森　辰則 ﾓﾘ ﾀﾂﾉﾘ 若干名 3年生以上

972 横浜国立大学 理工学部 理工学部開講 全学教育科目 情報工学概論 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 金 3 90 2 長尾 智晴 情報工学EP全教員 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾊﾙ ｼﾞｮｳﾎｳｺｳｶﾞｸEPｾﾞﾝｷｮｳｲﾝ 若干名

973 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 自然言語処理 対面 秋学期 水 1 90 2 森　辰則 ﾓﾘ ﾀﾂﾉﾘ 若干名 3年生以上

974 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 画像・音声情報処理 対面 秋学期 火 2 90 2 長尾　智晴 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾊﾙ 若干名 3年生以上

975 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 ことばと論理 対面 秋学期 水 1 90 2 藤井　友比呂 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 若干名 2年生以上

976 横浜国立大学 理工学部 理工学部 学部教育科目 理論言語学Ａ 対面 春学期 金 1 90 2 藤井　友比呂 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 若干名 3年生以上

977 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 学部教育科目 国際政治学講義 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 火 1 90 2 鎌原　勇太 ｶﾏﾊﾗ ﾕｳﾀ 若干名 3年生以上

978 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 学部教育科目 政治学演習 対面 春学期（第１ターム） 火 2 90 1 鎌原　勇太 ｶﾏﾊﾗ ﾕｳﾀ 若干名 2年生以上

979 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 学部教育科目 紛争と共生 対面 春学期（第２ターム） 火 2 90 1 鎌原　勇太 ｶﾏﾊﾗ ﾕｳﾀ 若干名 2年生以上

980 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 学部教育科目 高齢社会とリスクＡ 対面 秋学期（第４ターム） 水 2 90 1 安藤　孝敏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ 若干名 ２年生以上

981 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 学部教育科目 高齢社会とリスクＢ 対面 秋学期（第５ターム） 水 2 90 1 安藤　孝敏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ 若干名 ２年生以上

982 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 全学教育科目 人と動物の関係学 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｵﾝﾗｲﾝ 春学期 月 2 90 2 安藤　孝敏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ 若干名 １年生以上

983 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 学部教育科目 空間文化論講義 対面 秋学期 水 3 90 2 榑沼　範久 ｸﾚﾇﾏ ﾉﾘﾋｻ 若干名 2年生以上

984 横浜国立大学 都市科学部 都市科学部 学部教育科目 東アジア都市社会論講義 対面 春学期 金 2 90 2 辻　大和 ツジ ヤマト 若干名 2年生以上

985 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント レジャー施設のマネジメント 対面 春学期 月 1 100 2 奥野 圭 オクノ ケイ 若干名

986 横浜商科大学 商学部 経営情報 地域とスポーツ 対面 春学期 月 1 100 2 今里 讓 イマサト ユズル 若干名

987 横浜商科大学 商学部 商学 経営管理論/旧 経営管理論I 対面 春学期 金 2 100 2 小林 正光 コバヤシ マサミツ 若干名

988 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ﾐｸﾛ経済学/ﾐｸﾛ経済学II 対面 春学期 水 3 100 2 岩崎 雄也 イワサキ ユウヤ 若干名

989 横浜商科大学 商学部 商学 税務会計/税務会計1 対面 春学期 月 1 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名

990 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 データサイエンス入門/企業経営と情報ｼｽﾃﾑ1 対面 春学期 月 5 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

991 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 哲学/旧 哲学I 対面 春学期 月 2 100 2 東風 安生 コチ ヤスオ 若干名

992 横浜商科大学 商学部 商学 戦略的経営論/戦略的経営論1 対面 春学期 木 2 100 2 内田 学 ウチダ マナブ 若干名

993 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 健康科学/旧 健康科学I 対面 春学期 月 2 100 2 阪田 俊輔 サカタ シュンスケ 若干名

994 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経済学基礎 対面 春学期 月 2 100 2 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ 若干名

995 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 体力測定評価法 対面 春学期 月 3 100 2 谷中 拓哉 ヤナカ タクヤ 若干名

996 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 商学基礎/商学1 対面 春学期 木 2 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

997 横浜商科大学 商学部 商学 上級簿記 対面 春学期 月 2 100 4 林 太一 ハヤシ タイチ 若干名 月2,3限の履修で4単位

998 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ﾐｸﾛ経済学/ﾐｸﾛ経済学II 対面 春学期 木 4 100 2 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ 若干名

999 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光マネジメント/観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ2 対面 春学期 月 3 100 2 竹田 育広 タケダ ヤスヒロ 若干名

1000 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 データサイエンスとビジネス/企業経営と情報ｼｽﾃﾑ2 対面 春学期 月 2 100 2 渋瀬 雅彦 シブセ マサヒコ 若干名

1001 横浜商科大学 商学部 商学 ビッグデータ解析/意思決定と情報 対面 春学期 月 3 100 2 浮田 善文 ウキタ ヨシフミ 若干名

1002 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 データ・ビジュアライゼーション/学科特論(商)B 対面 春学期 金 4 100 2 田尻 慎太郎 タジリ シンタロウ 若干名

1003 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 データ・ビジュアライゼーション/学科特論(商)B 対面 秋学期 金 4 100 2 田尻 慎太郎 タジリ シンタロウ 若干名

1004 横浜商科大学 商学部 経営情報 ユニバーサルデザイン（スポーツ）入門 対面 春学期 火 1 100 2 永野 智久 ナガノ トモヒサ 若干名

1005 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 商学基礎/商学1 対面 春学期 月 4 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1006 横浜商科大学 商学部 商学 保険論/旧 保険論I 対面 春学期 水 4 100 2 山口 陽 ヤマグチ アキラ 若干名

1007 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ﾏｸﾛ経済学/旧 ﾏｸﾛ経済学I 対面 春学期 水 4 100 2 岩崎 雄也 イワサキ ユウヤ 若干名

1008 横浜商科大学 商学部 商学 ビジネスとAI/経営情報学1 対面 春学期 水 1 100 2 榎本 真俊 エノモト マサトシ 若干名

1009 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 宿泊ビジネス基礎/観光旅館のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 対面 春学期 月 4 100 2 坂本 真士 サカモト シンジ 若干名

1010 横浜商科大学 商学部 経営情報 倫理社会学1 対面 春学期 火 1 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1011 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 心理学/旧 心理学I 対面 春学期 火 1 100 2 諸上 詩帆 モロカミ シホ 若干名

1012 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ビジネス英語初級 対面 春学期 木 3 100 2 東本 裕子 トウモト ユウコ 若干名

1013 横浜商科大学 商学部 商学 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ論/旧 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ論I 対面 春学期 火 4 100 2 恩田 登志夫 オンダ トシオ 若干名

1014 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 旅行ビジネス基礎/現代の旅行業ﾋﾞｼﾞﾈｽ 対面 春学期 火 1 100 2 本間 准 ホンマ ジュン 若干名

1015 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光産業のリスクマネジメント/観光法規とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 対面 春学期 火 2 100 2 竹田 育広 タケダ ヤスヒロ 若干名

1016 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 社会心理学 対面 春学期 火 3 100 2 諸上 詩帆 モロカミ シホ 若干名

1017 横浜商科大学 商学部 商学 国際物流論/旧 国際物流論I 対面 春学期 火 3 100 2 恩田 登志夫 オンダ トシオ 若干名
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1018 横浜商科大学 商学部 商学 工業簿記/工業簿記1 対面 春学期 火 4 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名

1019 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光文化論/旧 観光文化論I 対面 春学期 木 4 100 2 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 若干名

1020 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会計基礎 対面 春学期 火 3 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名

1021 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会社運営の実践1 対面 春学期 火 4 100 4 高橋 篤史 タカハシ アツシ 若干名

1022 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント ホスピタリティ・マーケティング 対面 春学期 火 3 100 2 竹田 育広 タケダ ヤスヒロ 若干名

1023 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 マーケティング1/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論1 対面 春学期 火 4 100 2 諸上 詩帆 モロカミ シホ 若干名

1024 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 航空ｻｰﾋﾞｽと空港のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/空港経営と航空ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究 対面 春学期 水 1 100 2 原田 昌彦 ハラダ マサヒコ 若干名

1025 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 倫理学/旧 倫理学I 対面 春学期 水 2 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1026 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 外国人観光客がわかる日本語表現 対面 春学期 水 2 100 2 綛田 はるみ カセダ ハルミ 若干名

1027 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 文学/旧 文学I 対面 春学期 木 2 100 2 綛田 はるみ カセダ ハルミ 若干名

1028 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 文学/旧 文学I 対面 春学期 水 1 100 2 綛田 はるみ カセダ ハルミ 若干名

1029 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 日本国憲法 対面 春学期 水 1 100 2 亀井 隆太 カメイ リュウタ 若干名

1030 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経営学2/旧 経営学II 対面 春学期 水 3 100 2 吉田 渉 ヨシダ ワタル 若干名

1031 横浜商科大学 商学部 商学 財務諸表論/財務諸表論1 対面 春学期 水 1 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1032 横浜商科大学 商学部 商学 人的資源管理論/旧 人的資源管理論I 対面 春学期 水 1 100 2 田中 聖華 タナカ セイカ 若干名

1033 横浜商科大学 商学部 商学 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門/旧 ﾋﾞｼﾞﾈｽとﾃﾞｻﾞｲﾝ 対面 春学期 水 1 100 2 橘田 洋子 キツダ ヨウコ 若干名

1034 横浜商科大学 商学部 経営情報 ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ/旧 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究 対面 春学期 水 2 100 2 小島 敏明 コジマ トシアキ 若干名

1035 横浜商科大学 商学部 商学 初級簿記1/簿記論1 対面 春学期 水 2 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1036 横浜商科大学 商学部 商学 商業施設デザイン/商業施設ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 対面 春学期 水 2 100 2 吹田 良平 スイタ リョウヘイ 若干名

1037 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 日本史/旧 日本史I 対面 春学期 水 2 100 2 伊藤 拓也 イトウ タクヤ 若干名

1038 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 社会学/旧 社会学I 対面 春学期 木 1 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1039 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 統計学/旧 統計学I 対面 春学期 水 2 100 2 小林 雅人 コバヤシ マサト 若干名

1040 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会計学2/旧 会計学II 対面 春学期 火 1 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1041 横浜商科大学 商学部 商学 民法2/旧 民法II 対面 春学期 水 2 100 2 亀井 隆太 カメイ リュウタ 若干名

1042 横浜商科大学 商学部 商学 流通論/旧 流通ｼｽﾃﾑ論I 対面 春学期 火 1 100 2 須磨 武司 スマ タケシ 若干名

1043 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光資源論/世界の観光資源 対面 春学期 月 2 100 2 竹田 育広 タケダ ヤスヒロ 若干名

1044 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツビジネス 対面 春学期 水 2 100 2 村林 裕 ムラバヤシ ユタカ 若干名

1045 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 日本史/旧 日本史I 対面 春学期 水 3 100 2 伊藤 拓也 イトウ タクヤ 若干名

1046 横浜商科大学 商学部 経営情報 倫理社会学2 対面 春学期 木 2 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1047 横浜商科大学 商学部 経営情報 倫理社会学1 対面 春学期 水 1 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1048 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 環境科学/旧 環境科学I 対面 春学期 木 1 100 2 小林 雅人 コバヤシ マサト 若干名

1049 横浜商科大学 商学部 商学 広告論/旧 広告論I 対面 春学期 木 1 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1050 横浜商科大学 商学部 経営情報 情報セキュリティ 対面 春学期 金 3 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1051 横浜商科大学 商学部 経営情報 情報セキュリティ 対面 春学期 火 5 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1052 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツと経営/ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究 対面 春学期 木 2 100 2 山本 将利 ヤマモト マサトシ 若干名

1053 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツとまちづくり/ｽﾎﾟｰﾂによる地域振興 対面 春学期 水 1 100 2 小島 敏明 コジマ トシアキ 若干名

1054 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 健康科学/旧 健康科学I 対面 春学期 木 2 100 2 池村 司 イケムラ ツカサ 若干名

1055 横浜商科大学 商学部 商学 モバイルアプリ開発の基礎/情報ｼｽﾃﾑとﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ2 対面 春学期 水 2 100 2 榎本 真俊 エノモト マサトシ 若干名

1056 横浜商科大学 商学部 商学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ論/旧 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ論I 対面 春学期 金 3 100 2 小林 正光 コバヤシ マサミツ 若干名

1057 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 横浜の観光計画と課題/観光まちづくりのﾃﾞｻﾞｲﾝ 対面 春学期 木 2 100 2 秋山 友志 アキヤマ トモユキ 若干名

1058 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会計学1/旧 会計学I 対面 春学期 月 3 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名

1059 横浜商科大学 商学部 商学 初級簿記1/簿記論1 対面 春学期 木 2 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1060 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 日本の古美術と伝統行事/ｱｰﾄによる地域振興 対面 春学期 木 3 100 2 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 若干名

1061 横浜商科大学 商学部 商学 マーケティングリサーチ 対面 春学期 木 5 100 2 渋瀬 雅彦 シブセ マサヒコ 若干名

1062 横浜商科大学 商学部 経営情報 生理学概論 対面 春学期 木 3 100 2 池村 司 イケムラ ツカサ 若干名

1063 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 健康科学/旧 健康科学I 対面 春学期 木 3 100 2 稲見 崇孝 イナミ タカユキ 若干名

1064 横浜商科大学 商学部 商学 情報社会の倫理/情報倫理 対面 春学期 金 4 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1065 横浜商科大学 商学部 商学 情報社会の倫理/情報倫理 対面 春学期 火 4 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1066 横浜商科大学 商学部 商学 租税法1/税法1 対面 春学期 木 3 100 2 佐藤 義文 サトウ ヨシフミ 若干名

1067 横浜商科大学 商学部 商学 ソーシャルメディアマーケティング/電子商取引の実際 対面 春学期 木 3 100 2 柳田 義継 ヤナギダ ヨシツグ 若干名

1068 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会計基礎 対面 春学期 木 1 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1069 横浜商科大学 商学部 経営情報 ライフステージ論 対面 春学期 木 4 100 2 稲見 崇孝 イナミ タカユキ 若干名

1070 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 世界史/西洋史 対面 春学期 木 4 100 2 羽田 功 ハダ イサオ 若干名

1071 横浜商科大学 商学部 商学 マーケティング2/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論2 対面 春学期 月 3 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1072 横浜商科大学 商学部 経営情報 インターネットビジネス/ﾈｯﾄﾜｰｸとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1 対面 春学期 木 4 100 2 髙﨑 航也 タカサキ コウヤ 若干名

1073 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ビジネスプラン作成の基礎 対面 春学期 木 5 100 2 佐々 徹 サッサ トオル 若干名

1074 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 商学基礎/商学1 対面 春学期 金 2 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1075 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 民法1/旧 民法I 対面 春学期 金 1 100 2 亀井 隆太 カメイ リュウタ 若干名

1076 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会社法1/旧 会社法I 対面 春学期 金 3 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1077 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツ法務 対面 春学期 金 2 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1078 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 心理学/旧 心理学I 対面･ｵﾝﾗｲﾝ併用 春学期 金 3 100 2 大島 研介 オオシマ ケンスケ 若干名



令和5年度　横浜市内単位互換　提供科目一覧

ID 大学名称 学部名称 学科名称 科目名 開講方法 履修期間 曜日 時限 授業時間 （分） 単位数 担当者名 担当者名（ｶﾅ） 受入学生数 その他の出願条件

1079 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 環境科学/旧 環境科学I 対面 春学期 金 2 100 2 小林 雅人 コバヤシ マサト 若干名

1080 横浜商科大学 商学部 商学 マーケティング2/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論2 対面 春学期 金 2 100 2 内田 学 ウチダ マナブ 若干名

1081 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経済学基礎 対面 春学期 火 4 100 2 津山 智行 ツヤマ トモユキ 若干名

1082 横浜商科大学 商学部 商学 経済政策/旧 経済政策I 対面 春学期 月 4 100 2 津山 智行 ツヤマ トモユキ 若干名

1083 横浜商科大学 商学部 商学 金融論/旧 金融論I 対面 春学期 火 3 100 2 津山 智行 ツヤマ トモユキ 若干名

1084 横浜商科大学 商学部 商学 デジタルマーケティング/経営とITの実際 対面 春学期 木 4 100 2 柳田 義継 ヤナギダ ヨシツグ 若干名

1085 横浜商科大学 商学部 商学 消費者行動論 対面 春学期 金 3 100 2 渋瀬 雅彦 シブセ マサヒコ 若干名

1086 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツツーリズム 対面 春学期 金 3 100 2 山本 将利 ヤマモト マサトシ 若干名

1087 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 マーケティング1/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論1 対面 春学期 木 4 100 2 内田 学 ウチダ マナブ 若干名

1088 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経営学1/旧 経営学I 対面 春学期 金 3 100 2 内田 学 ウチダ マナブ 若干名

1089 横浜商科大学 商学部 経営情報 インターネットビジネス/ﾈｯﾄﾜｰｸとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1 対面 春学期 月 3 100 2 柳田 義継 ヤナギダ ヨシツグ 若干名

1090 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光学/観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ1 対面 春学期 金 3 100 2 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 若干名

1091 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 文化人類学/旧 文化人類学I 対面 春学期 火 5 100 2 工藤 久貢 クドウ ヒサツグ 若干名

1092 横浜商科大学 商学部 商学 国際経済学/国際経済と貿易 対面 春学期 金 4 100 2 伊藤 穣 イトウ ユタカ 若干名

1093 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 商取引法/商法1 対面 春学期 金 4 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1094 横浜商科大学 商学部 商学 経営組織論/旧 経営組織論I 対面 春学期 金 4 100 2 奈良 堂史 ナラ タカシ 若干名

1095 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光地のブランディング/観光ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 対面･ｵﾝﾗｲﾝ併用 秋学期 金 1 100 2 武田 修美 タケダ オサミ 若干名

1096 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツ企業経営/ｽﾎﾟｰﾂ産業研究 対面 春学期 金 4 100 2 山本 将利 ヤマモト マサトシ 若干名

1097 横浜商科大学 商学部 商学 中級簿記 対面 春学期 金 2 100 4 佐藤 義文 サトウ ヨシフミ 若干名 金2,3限の履修で4単位

1098 横浜商科大学 商学部 商学 中級簿記 対面 春学期 金 3 100 4 佐藤 義文 サトウ ヨシフミ 若干名 金2,3限の履修で4単位

1099 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 職業指導1 対面 春学期 金 5 100 2 小菅 清香 コスゲ サヤカ 若干名

1100 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 知的財産権法 対面 秋学期 火 3 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1101 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 知的財産権法 対面 春学期 金 5 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1102 横浜商科大学 商学部 経営情報 健康づくりのための栄養学 対面 春学期 土 2 100 2 渡口 槙子 トグチ マキコ 若干名

1103 横浜商科大学 商学部 商学 租税法1/税法1 対面 春学期 土 1 100 2 高崎 洋一 タカサキ ヒロカズ 若干名

1104 横浜商科大学 商学部 商学 グローバルマーケティング/国際ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 対面 春学期 土 2 100 2 近藤 純二郎 コンドウ ジュンジロウ 若干名

1105 横浜商科大学 商学部 商学 商品企画とeコマース/経営情報特論A 対面 秋学期 0 100 2 高橋 篤史 タカハシ アツシ 若干名

1106 横浜商科大学 商学部 経営情報 地域とスポーツ 対面 秋学期 月 1 100 2 今里 讓 イマサト ユズル 若干名

1107 横浜商科大学 商学部 商学 経営管理論/旧 経営管理論I 対面 秋学期 土 1 100 2 天尾 美花 アマオ ミカ 若干名

1108 横浜商科大学 商学部 商学 税務会計/税務会計1 対面 秋学期 月 1 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名

1109 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 データサイエンス入門/企業経営と情報ｼｽﾃﾑ1 対面 秋学期 月 5 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1110 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光交通ビジネス基礎/現代の観光交通ﾋﾞｼﾞﾈｽ 対面 秋学期 月 3 100 2 竹田 育広 タケダ ヤスヒロ 若干名

1111 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 哲学/旧 哲学I 対面 秋学期 月 2 100 2 東風 安生 コチ ヤスオ 若干名

1112 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 マーケティング1/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論1 対面 秋学期 月 2 100 2 渋瀬 雅彦 シブセ マサヒコ 若干名

1113 横浜商科大学 商学部 商学 上級簿記 対面 春学期 月 3 100 4 林 太一 ハヤシ タイチ 若干名 月2,3限の履修で4単位

1114 横浜商科大学 商学部 商学 上級簿記 対面 秋学期 月 3 100 4 林 太一 ハヤシ タイチ 若干名 月3,4限の履修で4単位

1115 横浜商科大学 商学部 商学 上級簿記 対面 秋学期 月 4 100 4 林 太一 ハヤシ タイチ 若干名 月3,4限の履修で4単位

1116 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光まちづくり/まちづくりの手法と政策 対面 秋学期 月 2 100 2 秋山 友志 アキヤマ トモユキ 若干名

1117 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント イベントビジネス/ｲﾍﾞﾝﾄ企画･運営研究 対面 秋学期 月 3 100 2 庄子 真 ショウジ シン 若干名

1118 横浜商科大学 商学部 経営情報 チームマネジメント（コーチング） 対面 秋学期 月 3 100 2 阪田 俊輔 サカタ シュンスケ 若干名

1119 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 トレーニング論 対面 秋学期 火 4 100 2 谷中 拓哉 ヤナカ タクヤ 若干名

1120 横浜商科大学 商学部 商学 マーケティングリサーチ 対面 秋学期 月 3 100 2 渋瀬 雅彦 シブセ マサヒコ 若干名

1121 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ﾐｸﾛ経済学/ﾐｸﾛ経済学II 対面 秋学期 水 4 100 2 岩崎 雄也 イワサキ ユウヤ 若干名

1122 横浜商科大学 商学部 商学 デジタルマーケティング/経営とITの実際 対面 秋学期 木 4 100 2 柳田 義継 ヤナギダ ヨシツグ 若干名

1123 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 社会保障論 対面 秋学期 水 4 100 2 山口 陽 ヤマグチ アキラ 若干名

1124 横浜商科大学 商学部 経営情報 ユニバーサルデザイン（スポーツ）企画 対面 秋学期 月 4 100 2 永野 智久 ナガノ トモヒサ 若干名

1125 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 商学基礎/商学1 対面 秋学期 金 1 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1126 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント グローバル時代の観光市場/観光市場の動向と展望 対面 秋学期 木 3 100 2 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ 若干名

1127 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ﾏｸﾛ経済学/旧 ﾏｸﾛ経済学I 対面 秋学期 水 3 100 2 岩崎 雄也 イワサキ ユウヤ 若干名

1128 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ﾏｸﾛ経済学/旧 ﾏｸﾛ経済学I 対面 秋学期 木 2 100 2 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ 若干名

1129 横浜商科大学 商学部 商学 ビジネスとAI/経営情報学1 対面 秋学期 水 1 100 2 榎本 真俊 エノモト マサトシ 若干名

1130 横浜商科大学 商学部 商学 ソーシャルメディアマーケティング/電子商取引の実際 対面 秋学期 金 5 100 2 柳田 義継 ヤナギダ ヨシツグ 若干名

1131 横浜商科大学 商学部 経営情報 倫理社会学1 対面 秋学期 木 1 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1132 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 心理学/旧 心理学I 対面 秋学期 火 1 100 2 諸上 詩帆 モロカミ シホ 若干名

1133 横浜商科大学 商学部 経営情報 横浜のイベント研究 対面 秋学期 火 2 100 2 小島 敏明 コジマ トシアキ 若干名

1134 横浜商科大学 商学部 商学 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ論/旧 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ論I 対面 秋学期 火 4 100 2 恩田 登志夫 オンダ トシオ 若干名

1135 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 ビジネス英語中級 対面 秋学期 火 3 100 2 三枝 葉子 ｻｲｸﾞｻ ﾖｳｺ 若干名

1136 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 データサイエンスとビジネス/企業経営と情報ｼｽﾃﾑ2 対面 秋学期 火 4 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1137 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 社会心理学 対面 秋学期 火 3 100 2 諸上 詩帆 モロカミ シホ 若干名

1138 横浜商科大学 商学部 商学 国際物流論/旧 国際物流論I 対面 秋学期 火 3 100 2 恩田 登志夫 オンダ トシオ 若干名

1139 横浜商科大学 商学部 商学 会計監査論/会計監査論1 対面 秋学期 火 3 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名
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1140 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 持続可能な観光政策/国際文化交流研究 対面 秋学期 火 3 100 2 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 若干名

1141 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント フードビジネス基礎/現代の観光物販ﾋﾞｼﾞﾈｽ 対面 秋学期 月 1 100 2 竹田 育広 タケダ ヤスヒロ 若干名

1142 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 料飲店のマネジメント/料飲ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究 対面 秋学期 火 3 100 2 竹田 育広 タケダ ヤスヒロ 若干名

1143 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会計基礎 対面 秋学期 月 3 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名

1144 横浜商科大学 商学部 商学 ユニバーサルデザイン 対面 春学期 火 4 100 2 水野 映子 ミズノ エイコ 若干名

1145 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 マーケティング1/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論1 対面 秋学期 火 4 100 2 諸上 詩帆 モロカミ シホ 若干名

1146 横浜商科大学 商学部 商学 経済政策/旧 経済政策I 対面 秋学期 月 3 100 2 津山 智行 ツヤマ トモユキ 若干名

1147 横浜商科大学 商学部 商学 金融論/旧 金融論I 対面 秋学期 火 4 100 2 津山 智行 ツヤマ トモユキ 若干名

1148 横浜商科大学 商学部 商学 情報社会の倫理/情報倫理 対面 秋学期 月 3 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1149 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント ホテルマネジメント/ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 対面 秋学期 火 2 100 2 大野 正人 オオノ マサヒト 若干名

1150 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会社運営の基礎/ﾓﾊﾞｲﾙ時代のIT活用 対面 秋学期 火 4 100 2 高橋 篤史 タカハシ アツシ 若干名

1151 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 横浜企業家研究/専門特論A 対面 秋学期 月 3 100 2 佐々 徹 サッサ トオル 若干名

1152 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 倫理学/旧 倫理学I 対面 秋学期 水 1 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1153 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 文学/旧 文学I 対面 秋学期 木 2 100 2 綛田 はるみ カセダ ハルミ 若干名

1154 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 文学/旧 文学I 対面 秋学期 水 1 100 2 綛田 はるみ カセダ ハルミ 若干名

1155 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 日本国憲法 対面 秋学期 水 1 100 2 亀井 隆太 カメイ リュウタ 若干名

1156 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経営学1/旧 経営学I 対面 秋学期 水 3 100 2 吉田 渉 ヨシダ ワタル 若干名

1157 横浜商科大学 商学部 商学 人的資源管理論/旧 人的資源管理論I 対面 秋学期 水 1 100 2 田中 聖華 タナカ セイカ 若干名

1158 横浜商科大学 商学部 商学 英文会計 対面 秋学期 木 3 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1159 横浜商科大学 商学部 商学 初級簿記1/簿記論1 対面 秋学期 木 1 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1160 横浜商科大学 商学部 商学 初級簿記2/簿記論2 対面 秋学期 水 2 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1161 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 外国人観光客がわかる日本語表現 対面 秋学期 水 2 100 2 綛田 はるみ カセダ ハルミ 若干名

1162 横浜商科大学 商学部 経営情報 心理学（スポーツ） 対面 秋学期 月 2 100 2 阪田 俊輔 サカタ シュンスケ 若干名

1163 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 日本史/旧 日本史I 対面 秋学期 水 2 100 2 伊藤 拓也 イトウ タクヤ 若干名

1164 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 社会学/旧 社会学I 対面 秋学期 火 1 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1165 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 統計学/旧 統計学I 対面 秋学期 水 2 100 2 小林 雅人 コバヤシ マサト 若干名

1166 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 民法1/旧 民法I 対面 秋学期 水 2 100 2 亀井 隆太 カメイ リュウタ 若干名

1167 横浜商科大学 商学部 商学 流通論/旧 流通ｼｽﾃﾑ論I 対面 秋学期 火 1 100 2 須磨 武司 スマ タケシ 若干名

1168 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 日本史/旧 日本史I 対面 秋学期 水 3 100 2 伊藤 拓也 イトウ タクヤ 若干名

1169 横浜商科大学 商学部 商学 経済史/旧 日本経済史I 対面 春学期 金 2 100 2 藤田 康範 フジタ ヤスノリ 若干名

1170 横浜商科大学 商学部 商学 経済史/旧 日本経済史I 対面 秋学期 金 2 100 2 藤田 康範 フジタ ヤスノリ 若干名

1171 横浜商科大学 商学部 商学 管理会計論/管理会計論1 対面 秋学期 水 1 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1172 横浜商科大学 商学部 商学 管理会計論/管理会計論1 対面 秋学期 火 4 100 2 高津 勝 タカツ マサル 若干名

1173 横浜商科大学 商学部 経営情報 倫理社会学2 対面 秋学期 水 2 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1174 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 環境科学/旧 環境科学I 対面 秋学期 木 1 100 2 小林 雅人 コバヤシ マサト 若干名

1175 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 マーケティング1/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論1 対面 秋学期 月 3 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1176 横浜商科大学 商学部 商学 広告論/旧 広告論I 対面 秋学期 木 2 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1177 横浜商科大学 商学部 経営情報 情報セキュリティ 対面 秋学期 金 4 100 2 田中 辰雄 タナカ タツオ 若干名

1178 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツと経営/ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究 対面 秋学期 金 3 100 2 山本 将利 ヤマモト マサトシ 若干名

1179 横浜商科大学 商学部 商学 ブランドマネジメント 対面 秋学期 木 1 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1180 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 横浜リサーチツアー 対面 秋学期 木 2 100 2 秋山 友志 アキヤマ トモユキ 若干名

1181 横浜商科大学 商学部 経営情報 バイオメカニクス 対面 秋学期 木 2 100 2 谷中 拓哉 ヤナカ タクヤ 若干名

1182 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 社会学/旧 社会学I 対面 秋学期 木 2 100 2 加藤 英一 カトウ エイイチ 若干名

1183 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 健康科学/旧 健康科学I 対面 秋学期 木 2 100 2 池村 司 イケムラ ツカサ 若干名

1184 横浜商科大学 商学部 商学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ論/旧 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ論I 対面 秋学期 土 1 100 2 竹野 洋一 タケノ ヨウイチ 若干名

1185 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 統計学/旧 統計学I 対面 秋学期 木 3 100 2 小林 雅人 コバヤシ マサト 若干名

1186 横浜商科大学 商学部 商学 マーケティングリサーチ 対面 秋学期 木 3 100 2 渋瀬 雅彦 シブセ マサヒコ 若干名

1187 横浜商科大学 商学部 経営情報 生理学概論 対面 秋学期 木 3 100 2 池村 司 イケムラ ツカサ 若干名

1188 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 健康科学/旧 健康科学I 対面 秋学期 木 3 100 2 稲見 崇孝 イナミ タカユキ 若干名

1189 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会計学1/旧 会計学I 対面 秋学期 火 1 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1190 横浜商科大学 商学部 商学 租税法2/税法2 対面 秋学期 木 3 100 2 佐藤 義文 サトウ ヨシフミ 若干名

1191 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント コンテンツツーリズム/観光ﾒﾃﾞｨｱ研究 対面 秋学期 木 4 100 2 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 若干名

1192 横浜商科大学 商学部 商学 アプリ制作 対面 秋学期 水 2 100 2 榎本 真俊 エノモト マサトシ 若干名

1193 横浜商科大学 商学部 経営情報 ライフステージ論 対面 秋学期 木 4 100 2 稲見 崇孝 イナミ タカユキ 若干名

1194 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 世界史/西洋史 対面 秋学期 木 4 100 2 羽田 功 ハダ イサオ 若干名

1195 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経営学2/旧 経営学II 対面 秋学期 木 4 100 2 内田 学 ウチダ マナブ 若干名

1196 横浜商科大学 商学部 商学 財務諸表分析/財務諸表論2 対面 秋学期 木 2 100 2 遠谷 貴裕 トオヤ タカヒロ 若干名

1197 横浜商科大学 商学部 経営情報 インターネットビジネス/ﾈｯﾄﾜｰｸとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1 対面 秋学期 木 4 100 2 髙﨑 航也 タカサキ コウヤ 若干名

1198 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会社運営の基礎/ﾓﾊﾞｲﾙ時代のIT活用 対面 秋学期 木 4 100 2 高橋 篤史 タカハシ アツシ 若干名

1199 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会社運営の実践2 対面 秋学期 木 5 100 4 高橋 篤史 タカハシ アツシ 若干名

1200 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光産業の異文化マネジメント 対面 秋学期 火 1 100 2 小泉 京美 コイズミ キョウミ 若干名
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1201 横浜商科大学 商学部 経営情報 横浜のプロスポーツビジネス 対面 秋学期 水 2 100 2 小島 敏明 コジマ トシアキ 若干名

1202 横浜商科大学 商学部 商学 民法2/旧 民法II 対面 秋学期 金 2 100 2 亀井 隆太 カメイ リュウタ 若干名

1203 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 民法1/旧 民法I 対面 秋学期 金 1 100 2 亀井 隆太 カメイ リュウタ 若干名

1204 横浜商科大学 商学部 商学 戦略的経営論/戦略的経営論1 対面 秋学期 金 4 100 2 清水 健太 シミズ ケンタ 若干名

1205 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 心理学/旧 心理学I 対面･ｵﾝﾗｲﾝ併用 秋学期 金 2 100 2 大島 研介 オオシマ ケンスケ 若干名

1206 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 環境科学/旧 環境科学I 対面 秋学期 金 2 100 2 小林 雅人 コバヤシ マサト 若干名

1207 横浜商科大学 商学部 商学 マーケティング2/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論2 対面 秋学期 月 4 100 2 内田 学 ウチダ マナブ 若干名

1208 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経営学1/旧 経営学I 対面 秋学期 金 3 100 2 内田 学 ウチダ マナブ 若干名

1209 横浜商科大学 商学部 商学 商品開発論/商品企画論 対面 秋学期 金 2 100 2 若林 宏保 ワカバヤシ ヒロヤス 若干名

1210 横浜商科大学 商学部 商学 会社法2/旧 会社法II 対面 秋学期 金 3 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1211 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 会社法1/旧 会社法I 対面 秋学期 金 2 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1212 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光学/観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ1 対面 秋学期 金 3 100 2 中村 純子 ナカムラ ジュンコ 若干名

1213 横浜商科大学 商学部 商学 グローバルマーケティング/国際ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 対面 秋学期 土 2 100 2 近藤 純二郎 コンドウ ジュンジロウ 若干名

1214 横浜商科大学 商学部 商学 中級簿記 対面 秋学期 金 2 100 4 佐藤 義文 サトウ ヨシフミ 若干名 金2,3限の履修で4単位

1215 横浜商科大学 商学部 商学 中級簿記 対面 秋学期 金 3 100 4 佐藤 義文 サトウ ヨシフミ 若干名 金2,3限の履修で4単位

1216 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント コミュニティデザイン/ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝ研究 対面･ｵﾝﾗｲﾝ併用 春学期 金 1 100 2 武田 修美 タケダ オサミ 若干名

1217 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 経済学基礎 対面 秋学期 木 4 100 2 佐藤 浩之 サトウ ヒロユキ 若干名

1218 横浜商科大学 商学部 経営情報 地域スポーツイベント 対面 秋学期 金 4 100 2 山本 将利 ヤマモト マサトシ 若干名

1219 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 文化人類学/旧 文化人類学I 対面 秋学期 火 5 100 2 工藤 久貢 クドウ ヒサツグ 若干名

1220 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 商取引法/商法1 対面 秋学期 金 4 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1221 横浜商科大学 商学部 商学 AIアプリケーションの開発/情報ｼｽﾃﾑ開発研究2 対面 秋学期 金 4 100 2 浮田 善文 ウキタ ヨシフミ 若干名

1222 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 職業指導2 対面 秋学期 金 5 100 2 小菅 清香 コスゲ サヤカ 若干名

1223 横浜商科大学 商学部 商学・観光マネジメント・経営情報 労働法 対面 秋学期 金 5 100 2 宮坂 友造 ミヤサカ ユウゾウ 若干名

1224 横浜商科大学 商学部 商学 租税法2/税法2 対面 秋学期 土 1 100 2 高崎 洋一 タカサキ ヒロカズ 若干名

1225 横浜商科大学 商学部 経営情報 スポーツビジネスとファイナンス 対面 秋学期 木 2 100 2 山本 将利 ヤマモト マサトシ 若干名

1226 横浜商科大学 商学部 観光マネジメント 観光情報の作成と発信/観光調査とﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 対面 秋学期 月 1 100 2 奥野 圭 オクノ ケイ 若干名

1227 横浜市立大学 共通 共通 総合講義（国際関係論） 対面 前期 水 4 90 2 上村 雄彦 ｳｴﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 若干名

1228 横浜市立大学 共通 共通 総合講義（環境論入門） 対面 後期 水 5 90 2 靑 正澄 ｱｵ ﾏｻｽﾞﾐ 若干名

1229 横浜市立大学 共通 共通 総合講義（現代社会とジェンダー） 対面 前期 月 5 90 2 佐藤 響子 ｻﾄｳ ｷﾖｳｺ 若干名

1230 横浜市立大学 共通 共通 文学研究入門 対面 前期 月 3 90 2 庄司 達也 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾂﾔ 若干名

1231 横浜市立大学 共通 共通 社会学入門ａ 対面 前期 水 5 90 2 角田 隆一 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 若干名

1232 横浜市立大学 共通 共通 課題探究科目（現代社会の見方） 対面 前期 火 3 90 2 渡會 知子 ﾜﾀﾗｲ ﾄﾓｺ 若干名

1233 横浜市立大学 共通 共通 特別講座（地理学入門） 対面 後期 火 2 90 2 有馬 貴之 ｱﾘﾏ ﾀｶﾕｷ 若干名

1234 横浜市立大学 共通 共通 アメリカ文学入門 対面 後期 金 5 90 2 中谷 崇 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶｼ 若干名

1235 横浜市立大学 共通 共通 課題探究科目（歴史から今を知る） 対面 後期 月 3 90 2 山根 徹也 ﾔﾏﾈ ﾃﾂﾔ 若干名

1236 横浜市立大学 共通 共通 経済学入門Ⅰa 対面 前期 水 4 90 2 加藤 弘陸 ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 若干名 経済学入門Ⅰbと同一科目のため、経済学入門Ⅰb履修者は履修不可

1237 横浜市立大学 共通 共通 経済学入門Ⅰb 対面 前期 火 3 90 2 康 聖一 ｶﾝ ｿﾝｲﾙ 若干名 経済学入門Ⅰaと同一科目のため、経済学入門Ⅰa履修者は履修不可

1238 横浜市立大学 共通 共通 ビジネス統計Ⅰa 対面 前期 水 4 90 2 白石 小百合 ｼﾗｲｼ ｻﾕﾘ 若干名

1239 横浜市立大学 共通 共通 経済学入門Ⅱc 対面 後期 金 4 90 2 中園 善行 ﾅｶｿﾞﾉ ﾖｼﾕｷ 若干名

1240 横浜市立大学 共通 共通 ゲーム理論入門（戦略的思考入門）b 対面 後期 金 4 90 2 中村 祐太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 若干名

1241 横浜市立大学 共通 共通 ビジネス統計Ⅱa 対面 後期 水 4 90 2 白石 小百合 ｼﾗｲｼ ｻﾕﾘ 若干名

1242 横浜市立大学 共通 共通 課題探究科目（ライフサイクルの経済学） 対面 後期 火 3 90 2 康 聖一 ｶﾝ ｿﾝｲﾙ 若干名

1243 横浜市立大学 共通 共通 総合講義（物質と生命） 対面 前期 金 4 90 2 横山 崇 他 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ 若干名

1244 横浜市立大学 共通 共通 物理学概説Ａa 対面 前期 水 5 90 2 橘 勝 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾙ 若干名

1245 横浜市立大学 共通 共通 化学概説Ａ 対面 前期 月 4 90 2 及川 雅人 他 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾄ 若干名

1246 横浜市立大学 共通 共通 生物学概説Ａ 対面 前期 水 4 90 2 辻 寛之 他 ﾂｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 若干名

1247 横浜市立大学 共通 共通 生物学概説Ｃ 対面 後期 水 5 90 2 塩田 肇 他 ｼｵﾀ ﾊｼﾞﾒ 若干名

1248 横浜市立大学 共通 共通 化学概説Ｃ 対面 後期 火 5 90 2 本多 尚 他 ﾎﾝﾀﾞ ﾋｻｼ 若干名

1249 横浜市立大学 共通 共通 キャリア形成実習(横浜の産業と企業理解) 対面 集中前期 - - - 1 吉永 崇 河瀬 恵子 ﾖｼﾅｶﾞﾀｶｼ ｶﾜｾ ｹｲｺ 受講希望者多数の場合は抽選により決定

・留学生（日本語能力N2以上）対象。

・事前ガイダンス（要出席）4/11(火)12:10~12：40

・8/7(月)～8/11(金)みなとみらいサテライトキャンパスで実施予定。

1250 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 哲学的人間論Ａ 対面 前期 金 5 90 2 三上 真司 ﾐｶﾐ ｼﾝｼﾞ 若干名

1251 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 哲学的人間論Ｂ 対面 後期 金 5 90 2 三上 真司 ﾐｶﾐ ｼﾝｼﾞ 若干名

1252 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 東洋思想 対面 前期 火 3 90 2 小幡 敏行 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 若干名

1253 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 現代社会論 対面 前期前半 水・木 2・2 90 2 角田 隆一 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 若干名 週２回

1254 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 社会学 対面 前期 火 2 90 2 渡會 知子 ﾜﾀﾗｲ ﾄﾓｺ 若干名

1255 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 エスニシティ論 対面 前期前半 木 1・2 90 2 坪谷 美欧子 ﾂﾎﾞﾔ ﾐｵｺ 若干名 週２回

1256 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 グローバル政治論 対面 前期前半 火・金 2・3 90 2 上村 雄彦 ｳｴﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 若干名 週２回

1257 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 メディア社会論 対面 前期後半 水・木 2・2 90 2 角田 隆一 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 若干名 週２回

1258 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 社会理論 対面 後期 火 2 90 2 渡會 知子 ﾜﾀﾗｲ ﾄﾓｺ 若干名

1259 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 国際経済社会論 対面 前期 月 3 90 2 和仁 道郎 ﾜﾆ ﾐﾁﾛｳ 若干名

1260 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 日本文化史Ａ 対面 前期前半 水 4・5 90 2 松本 郁代 ﾏﾂﾓﾄ ｲｸﾖ 若干名 週２回
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1261 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 中国文化論Ａ 対面 前期前半 火・水 2・3 90 2 小幡 敏行 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 若干名 週２回

1262 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 中国文化論Ｂ 対面 前期後半 火・水 2・3 90 2 小幡 敏行 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 若干名 週２回

1263 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 東南アジア史 対面 前期前半 火・金 3・3 90 2 柿崎 一郎 ｶｷｻﾞｷ ｲﾁﾛｳ 若干名 週２回

1264 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 イギリス文化論 対面 前期 木 1 90 2 加藤 千博 ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ 若干名

1265 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 ドイツ文化論Ａ 対面 後期 木 2 90 2 大澤 遼可 ｵｵｻﾜ ﾊﾙｶ 若干名

1266 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 アングロ・アメリカ文芸批評論 対面 前期 水 5 90 2 中谷 崇 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶｼ 若干名

1267 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 中東社会・文化論 対面 前期前半 月 3・4 90 2 山﨑 和美 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 若干名 週２回

1268 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 演劇文化論 対面 前期 水 2 90 2 岩崎 徹 ｲﾜｻｷ ﾄｵﾙ 若干名

1269 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 都市計画論 対面 前期前半 火 1・2 90 2 中西 正彦 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋｺ 若干名 週２回

1270 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 都市と暮らし ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期前半 木 3・4 90 2 齊藤 広子 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 若干名 週２回

1271 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 比較社会システム論 対面 前期 水 2 90 2 影山 摩子弥 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｺﾔ 若干名

1272 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 地方自治論 対面 前期前半 月・水 2・2 90 2 新垣 二郎 ｱﾗｶｷ ｼﾞﾛｳ 若干名 週２回

1273 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 地域ＣＳＲ論 対面 後期 水 2 90 2 影山 摩子弥 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｺﾔ 若干名

1274 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 都市デザイン論 対面 前期後半 月・水 2・2 90 2 鈴木 伸治 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 若干名 週２回

1275 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 参加・協働論 対面 後期 木 2 90 2 三輪 律江 ﾐﾜ ﾉﾘｴ 若干名

1276 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 表象文化論 対面 後期 金 4 90 2 岩崎 徹 ｲﾜｻｷ ﾄｵﾙ 若干名

1277 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 観光政策論 対面 後期 金 2 90 2 有馬 貴之 ｱﾘﾏ ﾀｶﾕｷ 若干名

1278 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 日本近現代史Ａ 対面 後期 火 4 90 2 本宮 一男 ﾓﾄﾐﾔ ｶｽﾞｵ 若干名

1279 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 イスラーム地域史Ａ 対面 後期 火 5 90 2 山﨑 和美 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 若干名

1280 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 都市財政論 対面 後期 火 2 90 2 大島 誠 ｵｵｼﾏ ﾏｺﾄ 若干名

1281 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 グローバル公共政策論 対面 後期 火 2 90 2 上村 雄彦 ｳｴﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 若干名

1282 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 環境ＩＳＯ論 対面 集中前期 - - - 2 影山 摩子弥 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｺﾔ 若干名 ・日程調整中 ・みなとみらいサテライトキャンパスで実施

1283 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 都市防災計画論 対面 前期後半 火 1・2 90 2 石川 永子 ｲｼｶﾜ ｴｲｺ 若干名 週２回

1284 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 日本の都市計画と都市開発 対面 後期 火 1 90 2 中西 正彦 他 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋｺ 若干名

1285 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 不動産マネジメント論 対面 後期 火 3 90 2 齊藤 広子 ﾜﾆ ﾐﾁﾛｳ 若干名

1286 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 経済政策Ⅰ 対面 前期前半 木 1・2 90 2 大塚 章弘 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾛ 若干名 週２回

1287 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 ミクロ経済学Ⅰb 対面 前期前半 火 3・4 90 2 中村 祐太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 若干名 週２回

1288 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 金融論Ⅰ 対面 前期 火 3 90 2 随 清遠 ｽﾞｲ ｾｲｴﾝ 若干名

1289 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 公共経済学 対面 前期 水 2 90 2 和田 淳一郎 ﾜﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 若干名 本学のミクロ経済学に相当するIntermediate（2年生レベル）のミクロ経済学が履修済みであること

1290 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 経営労務 対面 集中前期 - - - 2 小泉 大輔 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 若干名 6/12(月)～6/16(金)、 6/19(月)～6/21(水)1時限~2時限

1291 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 組織行動論 対面 前期 金 3 90 2 吉永 崇史 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶｼ 若干名

1292 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 人的資源管理論 対面 前期前半 金 1・2 90 2 小泉 大輔 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 若干名 週２回

1293 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 情報の経済学Ⅰ 対面 前期前半 火・木 5・2 90 2 康 聖一 ｶﾝ ｿﾝｲﾙ 若干名 週２回

1294 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 ファイナンス理論 対面 前期 水 2 90 2 康 聖一 ｶﾝ ｿﾝｲﾙ 若干名

1295 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 租税法 対面 後期 火 2 90 2 高橋 隆幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 若干名

1296 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 税務会計論 対面 後期 水 5 90 2 高橋 隆幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 若干名

1297 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 国際税務戦略 対面 後期 水 4 90 2 高橋 隆幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 若干名

1298 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 経営組織論 対面 後期 金 1 90 2 吉永 崇史 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶｼ 若干名

1299 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 ミクロ経済学Ⅱb 対面 後期 金 2 90 2 中村 祐太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 若干名

1300 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 情報の経済学Ⅱ 対面 後期 水 2 90 2 康 聖一 ｶﾝ ｿﾝｲﾙ 若干名

1301 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 ゲーム理論 対面 後期 月 3 90 2 中村 祐太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 若干名

1302 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 公共政策 対面 後期 水 2 90 2 和田 淳一郎 ﾜﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 若干名 本学の経済学入門Iに相当する入門（1年生）レベルのミクロ経済学が履修済みであること

1303 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 都市経済学 対面 後期 水 1 90 2 大塚 章弘 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾛ 若干名

1304 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 経済政策Ⅱ 対面 後期 木 1 90 2 大塚 章弘 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾛ 若干名

1305 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 金融論Ⅱ 対面 後期 火 3 90 2 随 清遠 ｽﾞｲ ｾｲｴﾝ 若干名

1306 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 計量経済学Ⅱ 対面 後期 水 1 90 2 坂口 利裕 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ 若干名

1307 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 公共選択論 対面 後期 水 4 90 2 和田 淳一郎 ﾜﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 若干名 本学のミクロ経済学に相当するIntermediate（2年生レベル）のミクロ経済学が履修済みであること

1308 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 地方財政学 対面 後期 月 4 90 2 鞠 重鎬 ｸﾂｸ ｼﾞﾕﾝﾎ 若干名

1309 横浜市立大学 国際商学部 国際商学科 民法・物権Ⅱ 対面 後期 金 3 90 2 大澤 正俊 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄｼ 若干名

1310 横浜市立大学 理学部 理学科 熱力学 対面 前期後半 水・金 2・3 90 2 Micheletto Ruggero ﾐｹﾚｯﾄ ﾙｼﾞｪﾛ 若干名 週２回、英語による講義

1311 横浜市立大学 理学部 理学科 地学概説 対面 前期後半 火・金 3・4 90 2 金 亜伊 ｷﾑ ｱｲ 若干名 週２回

1312 横浜市立大学 理学部 理学科 基礎無機化学 対面 前期後半 火・水 1・4 90 2 篠﨑 一英 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾃﾙ 若干名 週２回

1313 横浜市立大学 理学部 理学科 化学熱力学 対面 前期前半 火・水 5・4 90 2 本多 尚 ﾎﾝﾀﾞ ﾋｻｼ 若干名 週２回

1314 横浜市立大学 理学部 理学科 細胞生物学 対面 前期前半 月・水 2・3 90 2 小島 伸彦 ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ 若干名 週２回

1315 横浜市立大学 理学部 理学科 遺伝学 対面 前期前半 水・金 1・5 90 2 木下 哲 ｷﾉｼﾀ ﾃﾂ 若干名 週２回

1316 横浜市立大学 理学部 理学科 植物生理学Ⅰ ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 前期 金 4 90 2 嶋田 幸久 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾋｻ 若干名

1317 横浜市立大学 理学部 理学科 人体の解剖生理学 対面 前期 火 2 90 2 立石 健祐 ﾀﾃｲｼ ｹﾝｽｹ 若干名

1318 横浜市立大学 理学部 理学科 薬理学 対面 前期 木 2 90 2 佐々木 幸生 他 ｻｻｷ ﾕｷｵ 若干名

1319 横浜市立大学 理学部 理学科 創薬有機化学 対面 前期 金 2 90 2 及川 雅人 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾄ 若干名

1320 横浜市立大学 理学部 理学科 化学反応速度論 対面 前期 金 1 90 2 野々瀬 真司 ﾉﾉｾ ｼﾝｼﾞ 若干名

1321 横浜市立大学 理学部 理学科 量子化学 対面 前期 火 5 90 2 島崎 智実 他 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾋｻ 若干名

1322 横浜市立大学 理学部 理学科 動物生理学Ⅱ 対面 前期 火 2 90 2 佐藤 友美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 若干名
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1323 横浜市立大学 理学部 理学科 資源生物利用学 対面 前期 木 2 90 2 坂 智広 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ 若干名

1324 横浜市立大学 理学部 理学科 再生発生学 対面 前期 水 2 90 2 内山 英穂 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾎ 若干名

1325 横浜市立大学 理学部 理学科 環境毒性学 対面 前期 金 2 90 2 Kanaly Robert ｶﾅﾘｰ ﾛﾊﾞｰﾄ 若干名 英語による講義

1326 横浜市立大学 理学部 理学科 生命情報科学 対面 前期 火 3 90 2 池口 満徳 他 ｲｹｸﾞﾁ ﾐﾂﾉﾘ 若干名

1327 横浜市立大学 理学部 理学科 創薬分析化学 対面 前期 金 4 90 2 川崎 ナナ 他 ｶﾜｻｷ ﾅﾅ 若干名

1328 横浜市立大学 理学部 理学科 特講(Science English) 対面 前期後半 月・火 5・5 90 2 水嶋 春朔 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｭﾝｻｸ 若干名 週２回

1329 横浜市立大学 理学部 理学科 植物生理学Ⅱ 対面 後期 水 1 90 2 塩田 肇 ｼｵﾀ ﾊｼﾞﾒ 若干名

1330 横浜市立大学 理学部 理学科 微生物学 対面 後期 金 1 90 2 沓名 伸介 ｸﾂﾅ ｼﾝｽｹ 若干名

1331 横浜市立大学 理学部 理学科 動物生理学Ⅰ 対面 後期 水 4 90 2 荒谷 康昭 ｱﾗﾀﾆ ﾔｽｱｷ 若干名

1332 横浜市立大学 理学部 理学科 有機化学 対面 後期前半 水・金 2・4 90 2 及川 雅人 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾄ 若干名 週２回

1333 横浜市立大学 理学部 理学科 エネルギー変換 対面 後期 木 2 90 2 野々瀬 真司 ﾉﾉｾ ｼﾝｼﾞ 若干名

1334 横浜市立大学 理学部 理学科 タンパク質の構造生物化学 対面 後期 水 5 90 2 有田 恭平 他 ｱﾘﾏ ﾀｶﾕｷ 若干名

1335 横浜市立大学 理学部 理学科 遺伝子の生物化学 対面 後期 月 3 90 2 池上 貴久 他 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾋｻ 若干名

1336 横浜市立大学 理学部 理学科 分子細胞医科学 対面 後期 木 2 90 2 鈴木 厚 他 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 若干名

1337 横浜市立大学 理学部 理学科 遺伝子機能科学 ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 水 3 90 2 古久保 哲朗 他 ｺｸﾎﾞ ﾃﾂﾛｳ 若干名

1338 横浜市立大学 理学部 理学科 先端タンパク質科学 ﾘｱﾙﾀｲﾑ型ｵﾝﾗｲﾝ 後期 水 2 90 2 高橋 栄夫 他 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 若干名

1339 横浜市立大学 理学部 理学科 基礎量子力学 対面 後期 水 3 90 2 北 幸海 ﾓﾄﾐﾔ ｶｽﾞｵ 若干名

1340 横浜市立大学 理学部 理学科 統計力学 対面 後期 水 1 90 2 木下 郁雄 ｷﾉｼﾀ ｲｸｵ 若干名

1341 横浜市立大学 理学部 理学科 マテリアルデザイン 対面 後期 水 3 90 2 橘 勝 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾙ 若干名

1342 横浜市立大学 理学部 理学科 知覚情報科学 対面 後期 金 1 90 2 Micheletto Ruggero ﾐｹﾚｯﾄ ﾙｼﾞｪﾛ 若干名 英語による講義

1343 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 集合・位相 対面 前期 火 3 90 2 藤田 慎也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 若干名

1344 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 調査設計論 対面 前期 木 1 90 2 土屋 隆裕 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 若干名

1345 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 臨床研究・疫学入門Ⅰ 対面 前期 火 4 90 2 水嶋 春朔 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｭﾝｻｸ 若干名

1346 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 計量経済学モデリングAⅡ 対面 前期 月 3 90 2 上田 雅夫 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｵ 若干名

1347 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 金融時系列モデリング 対面 前期 水 3 90 2 上田 雅夫 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｵ 若干名

1348 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 組合せ論 対面 前期 水 4 90 2 藤田 慎也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 若干名

1349 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 代数学 対面 前期 月 3 90 2 藤田 慎也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 若干名

1350 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 サンプリング法 対面 前期 月 1 90 2 土屋 隆裕 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 若干名

1351 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 量子計算モデリング 対面 前期 金 1 90 2 立川 仁典 ﾀﾁｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 若干名

1352 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 多変量データ解析 対面 後期 木 2 90 2 鈴木 雅智 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄﾓ 若干名

1353 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 統計モデリングⅠ 対面 後期 月 2 90 2 冨田 誠 ｷﾀ ﾕｷｳﾐ 若干名

1354 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 計量経済学モデリングAⅠ 対面 後期 金 3 90 2 上田 雅夫 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｵ 若干名

1355 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 自然科学モデリング 対面 後期 火 4 90 2 立川 仁典 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 若干名

1356 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 並列分散処理 対面 後期 月 2 90 2 佐藤 彰洋 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 若干名


