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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2018年度 講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 ４時限 0010010023仏教概説[W] 武蔵野 ◎長尾　重輝 ◎武蔵野１２０３

後期 金曜日 ４時限 0010010023仏教概説[W] 武蔵野 ◎長尾　重輝 ◎武蔵野１２０３

前期 金曜日 ４時限 0010010024仏教概説[X] 武蔵野 ◎新作　慶明 ◎武蔵野１３０４

後期 金曜日 ４時限 0010010024仏教概説[X] 武蔵野 ◎新作　慶明 ◎武蔵野１３０４

前期 月曜日 ３時限 0010020001健康体育1[1/8] 武蔵野 ◎中村　剛/井口　祐貴/大久保　寛之/久木　直哉/樋口　和洋/吉田　明 ◎-

後期 月曜日 ３時限 0010020001健康体育1[1/8] 武蔵野 ◎中村　剛/井口　祐貴/大久保　寛之/久木　直哉/樋口　和洋/吉田　明 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010020009健康体育1[再履修1] 武蔵野 ◎中村　剛/北岡　和彦 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010020010健康体育1[再履修2] 武蔵野 ◎中村　剛/北岡　和彦 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010020011健康体育2 武蔵野 ◎中村　剛/北岡　和彦 ◎-

２学期不定期 その他 不定期 0010020012健康体育2[野外Ⅱ] 武蔵野 ◎中村　剛/北岡　和彦 ◎-

２学期不定期 その他 不定期 0010020013健康体育2[水泳] 武蔵野 ◎中村　剛/北岡　和彦 ◎-

４学期不定期 その他 不定期 0010020014健康体育2[スキーⅠ] 武蔵野 ◎中村　剛/北岡　和彦 ◎-

４学期不定期 その他 不定期 0010020015健康体育2[スキーⅡ] 武蔵野 ◎中村　剛/北岡　和彦 ◎-

前期不定期 その他 不定期 0010020016自己の探求[再履修]/武蔵野BASIS基礎[再履修] 武蔵野 ◎小川　桂一郎/一ノ瀬　正樹/漆原　徹/遠藤　祐介/貝塚　茂樹/小西　達也/新作　慶明/丸井　浩 ◎武蔵野１１０３

後期 木曜日 ５時限 偶数（2・4・6・8） 0010020019人生の歩き方を考える(キャリアデザイン)[c] 武蔵野 ◎中込　啓一/小川　桂一郎/土屋　忍 ◎雪頂講堂

後期 木曜日 ６時限 0010020022オリンピック文化論[武蔵野] 武蔵野 ◎北條　英勝 ◎武蔵野７２０１

後期 木曜日 ６時限 0010020023オリンピック文化論[有明] 有明 ◎北條　英勝 ◎有明３－３０１

後期不定期 その他 不定期 0010020026人生の歩き方を考える(キャリアデザイン)[再履修-c] 武蔵野 ◎中込　啓一/小川　桂一郎/土屋　忍 ◎雪頂講堂

２学期 火曜日 ３時限 0010030029コンピュータ基礎1[2h] 武蔵野 ◎阪井　清美 ◎武蔵野７１０１

２学期 火曜日 ４時限 0010030029コンピュータ基礎1[2h] 武蔵野 ◎阪井　清美 ◎武蔵野７１０１

２学期 火曜日 ３時限 0010030030コンピュータ基礎1[2i] 武蔵野 ◎高村　和志 ◎武蔵野７１０２

２学期 火曜日 ４時限 0010030030コンピュータ基礎1[2i] 武蔵野 ◎高村　和志 ◎武蔵野７１０２

２学期 火曜日 ３時限 0010030031コンピュータ基礎1[2j] 武蔵野 ◎星名　奈穂 ◎武蔵野７１０３

２学期 火曜日 ４時限 0010030031コンピュータ基礎1[2j] 武蔵野 ◎星名　奈穂 ◎武蔵野７１０３

２学期 火曜日 ３時限 0010030032コンピュータ基礎1[2k] 武蔵野 ◎椎名　英子 ◎武蔵野７１０４

２学期 火曜日 ４時限 0010030032コンピュータ基礎1[2k] 武蔵野 ◎椎名　英子 ◎武蔵野７１０４

３学期 火曜日 ３時限 0010030041コンピュータ基礎2[3a] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

３学期 火曜日 ４時限 0010030041コンピュータ基礎2[3a] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

３学期 火曜日 ３時限 0010030042コンピュータ基礎2[3b] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０２

３学期 火曜日 ４時限 0010030042コンピュータ基礎2[3b] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０２

３学期 水曜日 ３時限 0010030043コンピュータ基礎2[3c] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

３学期 水曜日 ４時限 0010030043コンピュータ基礎2[3c] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

３学期 水曜日 ３時限 0010030044コンピュータ基礎2[3d] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

３学期 水曜日 ４時限 0010030044コンピュータ基礎2[3d] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

３学期 水曜日 ５時限 0010030045コンピュータ基礎2[3e] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

３学期 水曜日 ６時限 0010030045コンピュータ基礎2[3e] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

３学期 水曜日 ５時限 0010030046コンピュータ基礎2[3f] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

３学期 水曜日 ６時限 0010030046コンピュータ基礎2[3f] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

３学期 木曜日 １時限 0010030047コンピュータ基礎2[3g] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１
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３学期 木曜日 ２時限 0010030047コンピュータ基礎2[3g] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

３学期 木曜日 １時限 0010030048コンピュータ基礎2[3h] 武蔵野 ◎藤原　整 ◎武蔵野７１０２

３学期 木曜日 ２時限 0010030048コンピュータ基礎2[3h] 武蔵野 ◎藤原　整 ◎武蔵野７１０２

３学期 金曜日 １時限 0010030049コンピュータ基礎2[3i] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

３学期 金曜日 ２時限 0010030049コンピュータ基礎2[3i] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

３学期 金曜日 １時限 0010030050コンピュータ基礎2[3j] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０２

３学期 金曜日 ２時限 0010030050コンピュータ基礎2[3j] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０２

３学期 金曜日 ３時限 0010030051コンピュータ基礎2[3k] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

３学期 金曜日 ４時限 0010030051コンピュータ基礎2[3k] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

３学期 金曜日 ３時限 0010030052コンピュータ基礎2[3l] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

３学期 金曜日 ４時限 0010030052コンピュータ基礎2[3l] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

４学期 火曜日 ３時限 0010030053コンピュータ基礎2[4a] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

４学期 火曜日 ４時限 0010030053コンピュータ基礎2[4a] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

４学期 火曜日 ３時限 0010030054コンピュータ基礎2[4b] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０４

４学期 火曜日 ４時限 0010030054コンピュータ基礎2[4b] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０４

４学期 水曜日 ３時限 0010030055コンピュータ基礎2[4c] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

４学期 水曜日 ４時限 0010030055コンピュータ基礎2[4c] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

４学期 水曜日 ３時限 0010030056コンピュータ基礎2[4d] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

４学期 水曜日 ４時限 0010030056コンピュータ基礎2[4d] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

４学期 水曜日 ５時限 0010030057コンピュータ基礎2[4e] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

４学期 水曜日 ６時限 0010030057コンピュータ基礎2[4e] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

４学期 水曜日 ５時限 0010030058コンピュータ基礎2[4f] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

４学期 水曜日 ６時限 0010030058コンピュータ基礎2[4f] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

４学期 木曜日 １時限 0010030059コンピュータ基礎2[4g] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

４学期 木曜日 ２時限 0010030059コンピュータ基礎2[4g] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

４学期 木曜日 １時限 0010030060コンピュータ基礎2[4h] 武蔵野 ◎藤原　整 ◎武蔵野７１０２

４学期 木曜日 ２時限 0010030060コンピュータ基礎2[4h] 武蔵野 ◎藤原　整 ◎武蔵野７１０２

４学期 金曜日 １時限 0010030061コンピュータ基礎2[4i] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

４学期 金曜日 ２時限 0010030061コンピュータ基礎2[4i] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０１

４学期 金曜日 １時限 0010030062コンピュータ基礎2[4j] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０２

４学期 金曜日 ２時限 0010030062コンピュータ基礎2[4j] 武蔵野 ◎斉藤　憲仁 ◎武蔵野７１０２

４学期 金曜日 ３時限 0010030063コンピュータ基礎2[4k] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

４学期 金曜日 ４時限 0010030063コンピュータ基礎2[4k] 武蔵野 ◎石川　恵理子 ◎武蔵野７１０１

４学期 金曜日 ３時限 0010030064コンピュータ基礎2[4l] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

４学期 金曜日 ４時限 0010030064コンピュータ基礎2[4l] 武蔵野 ◎大塚　祐一 ◎武蔵野７１０２

１学期 月曜日 ５時限 0010030065情報表現力1[1/5] 有明 ◎石川　恵理子 ◎有明２－４０１

１学期 月曜日 ６時限 0010030065情報表現力1[1/5] 有明 ◎石川　恵理子 ◎有明２－４０１

１学期 木曜日 ５時限 0010030066情報表現力1[2/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１

１学期 木曜日 ６時限 0010030066情報表現力1[2/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１
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２学期 木曜日 ５時限 0010030067情報表現力1[3/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１

２学期 木曜日 ６時限 0010030067情報表現力1[3/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１

１学期 金曜日 ５時限 0010030068情報表現力1[4/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

１学期 金曜日 ６時限 0010030068情報表現力1[4/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

２学期 金曜日 ５時限 0010030069情報表現力1[5/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

２学期 金曜日 ６時限 0010030069情報表現力1[5/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０２

３学期 月曜日 ５時限 0010030070情報表現力2[1/5] 有明 ◎石川　恵理子 ◎有明２－４０１

３学期 月曜日 ６時限 0010030070情報表現力2[1/5] 有明 ◎石川　恵理子 ◎有明２－４０１

３学期 木曜日 ５時限 0010030071情報表現力2[2/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１

３学期 木曜日 ６時限 0010030071情報表現力2[2/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１

４学期 木曜日 ５時限 0010030072情報表現力2[3/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１

４学期 木曜日 ６時限 0010030072情報表現力2[3/5] 有明 ◎斉藤　憲仁 ◎有明２－４０１

３学期 火曜日 ５時限 0010030073情報表現力2[4/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０４

３学期 火曜日 ６時限 0010030073情報表現力2[4/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０４

４学期 火曜日 ５時限 0010030074情報表現力2[5/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０４

４学期 火曜日 ６時限 0010030074情報表現力2[5/5] 武蔵野 ◎寺田　倫子 ◎武蔵野７１０４

２学期 火曜日 ５時限 0010030075情報分析力1[1/2] 武蔵野 ◎佐藤　佳弘 ◎武蔵野７２０２

２学期 火曜日 ６時限 0010030075情報分析力1[1/2] 武蔵野 ◎佐藤　佳弘 ◎武蔵野７２０２

３学期 木曜日 ５時限 0010030076情報分析力1[2/2] 有明 ◎佐藤　佳弘 ◎有明２－４０５

３学期 木曜日 ６時限 0010030076情報分析力1[2/2] 有明 ◎佐藤　佳弘 ◎有明２－４０５

４学期 金曜日 ５時限 0010030077情報分析力2[1/2] 武蔵野 ◎中村　太戯留 ◎武蔵野７１０２

４学期 金曜日 ６時限 0010030077情報分析力2[1/2] 武蔵野 ◎中村　太戯留 ◎武蔵野７１０２

４学期 木曜日 ５時限 0010030078情報分析力2[2/2] 有明 ◎中村　太戯留 ◎有明２－４０５

４学期 木曜日 ６時限 0010030078情報分析力2[2/2] 有明 ◎中村　太戯留 ◎有明２－４０５

２学期 火曜日 １時限 0010040003English for Studying Abroad 1[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３０８

２学期 火曜日 ２時限 0010040003English for Studying Abroad 1[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３０８

２学期 火曜日 １時限 0010040004English for Studying Abroad 1[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３１１

２学期 火曜日 ２時限 0010040004English for Studying Abroad 1[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３１１

２学期 水曜日 ５時限 0010040005English for Studying Abroad 1[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－４０１

２学期 水曜日 ６時限 0010040005English for Studying Abroad 1[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－４０１

３学期 火曜日 ５時限 0010040006English for Studying Abroad 1[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３１１

３学期 火曜日 ６時限 0010040006English for Studying Abroad 1[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３１１

３学期 水曜日 ５時限 0010040007English for Studying Abroad 1[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０２

３学期 水曜日 ６時限 0010040007English for Studying Abroad 1[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０２

４学期 火曜日 ５時限 0010040008English for Studying Abroad 1[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３１１

４学期 火曜日 ６時限 0010040008English for Studying Abroad 1[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１３１１

４学期 水曜日 ５時限 0010040009English for Studying Abroad 1[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

４学期 水曜日 ６時限 0010040009English for Studying Abroad 1[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

２学期 水曜日 １時限 0010040010English for Studying Abroad 2[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１１０４
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２学期 水曜日 ２時限 0010040010English for Studying Abroad 2[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１１０４

２学期 水曜日 １時限 0010040011English for Studying Abroad 2[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

２学期 水曜日 ２時限 0010040011English for Studying Abroad 2[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

２学期 金曜日 ５時限 0010040012English for Studying Abroad 2[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０４

２学期 金曜日 ６時限 0010040012English for Studying Abroad 2[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０４

３学期 金曜日 ５時限 0010040013English for Studying Abroad 2[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

３学期 金曜日 ６時限 0010040013English for Studying Abroad 2[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

３学期 金曜日 ５時限 0010040014English for Studying Abroad 2[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０４

３学期 金曜日 ６時限 0010040014English for Studying Abroad 2[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０４

４学期 金曜日 ５時限 0010040015English for Studying Abroad 2[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

４学期 金曜日 ６時限 0010040015English for Studying Abroad 2[a]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

４学期 金曜日 ５時限 0010040016English for Studying Abroad 2[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０４

４学期 金曜日 ６時限 0010040016English for Studying Abroad 2[c]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０４

前期 月曜日 １時限 0010040019スペイン語1A[sec-1/2] 武蔵野 ◎藤井　礼奈 ◎武蔵野１３１０

前期 月曜日 １時限 0010040020スペイン語1A[sec-2/2] 武蔵野 ◎宇野　和美 ◎武蔵野１２０７

前期 木曜日 ４時限 0010040023スペイン語1B[sec-1/2] 武蔵野 ◎藤井　礼奈 ◎武蔵野１３１０

前期 木曜日 ４時限 0010040024スペイン語1B[sec-2/2] 武蔵野 ◎柏木　典子 ◎武蔵野１３１１

後期 月曜日 １時限 0010040027スペイン語1C[sec-1/2] 武蔵野 ◎藤井　礼奈 ◎武蔵野１３１０

後期 月曜日 １時限 0010040028スペイン語1C[sec-2/2] 武蔵野 ◎宇野　和美 ◎武蔵野１２０７

後期 木曜日 ４時限 0010040031スペイン語1D[sec-1/2] 武蔵野 ◎藤井　礼奈 ◎武蔵野１３１０

後期 木曜日 ４時限 0010040032スペイン語1D[sec-2/2] 武蔵野 ◎柏木　典子 ◎武蔵野１３１１

前期 月曜日 １時限 0010040047ドイツ語1A[sec-1/2] 武蔵野 ◎秋元　和美 ◎武蔵野１３１２

前期 月曜日 １時限 0010040048ドイツ語1A[sec-2/2] 武蔵野 ◎鍵谷　優介 ◎武蔵野７２０２

前期 木曜日 ４時限 0010040051ドイツ語1B[sec-1/2] 武蔵野 ◎秋元　和美 ◎武蔵野１３０８

前期 木曜日 ４時限 0010040052ドイツ語1B[sec-2/2] 武蔵野 ◎若松　宣子 ◎武蔵野１２１２

後期 月曜日 １時限 0010040055ドイツ語1C[sec-1/2] 武蔵野 ◎秋元　和美 ◎武蔵野１３１２

後期 月曜日 １時限 0010040056ドイツ語1C[sec-2/2] 武蔵野 ◎鍵谷　優介 ◎武蔵野７２０２

後期 木曜日 ４時限 0010040059ドイツ語1D[sec-1/2] 武蔵野 ◎秋元　和美 ◎武蔵野１３０８

後期 木曜日 ４時限 0010040060ドイツ語1D[sec-2/2] 武蔵野 ◎若松　宣子 ◎武蔵野１２１２

前期 月曜日 １時限 0010040075フランス語1A[sec-1/2] 武蔵野 ◎久富　健 ◎武蔵野１３１１

前期 月曜日 １時限 0010040076フランス語1A[sec-2/2] 武蔵野 ◎森　真太郎 ◎武蔵野１３１３

前期 木曜日 ４時限 0010040079フランス語1B[sec-1/2] 武蔵野 ◎小谷　奈津子 ◎武蔵野７２０５

前期 木曜日 ４時限 0010040080フランス語1B[sec-2/2] 武蔵野 ◎丸山　真幸 ◎武蔵野７３０４

後期 月曜日 １時限 0010040083フランス語1C[sec-1/2] 武蔵野 ◎久富　健 ◎武蔵野１３１１

後期 月曜日 １時限 0010040084フランス語1C[sec-2/2] 武蔵野 ◎森　真太郎 ◎武蔵野１３１３

後期 木曜日 ４時限 0010040087フランス語1D[sec-1/2] 武蔵野 ◎小谷　奈津子 ◎武蔵野７２０５

後期 木曜日 ４時限 0010040088フランス語1D[sec-2/2] 武蔵野 ◎丸山　真幸 ◎武蔵野７３０４

前期 水曜日 ４時限 0010040139英語1A[Me-1] 武蔵野 ◎飯野　厚 ◎武蔵野６３０１

前期 水曜日 ４時限 0010040140英語1A[Me-10] 武蔵野 ◎荒井　惠子 ◎武蔵野１２０５
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前期 水曜日 ４時限 0010040141英語1A[Me-2] 武蔵野 ◎東郷　裕 ◎武蔵野１１０７

前期 水曜日 ４時限 0010040142英語1A[Me-3] 武蔵野 ◎田村　雅昭 ◎武蔵野１１０５

前期 水曜日 ４時限 0010040143英語1A[Me-4] 武蔵野 ◎白戸　朝子 ◎武蔵野１１０４

前期 水曜日 ４時限 0010040144英語1A[Me-5] 武蔵野 ◎寺坂　有美 ◎武蔵野１１０８

前期 水曜日 ４時限 0010040145英語1A[Me-6] 武蔵野 ◎保谷　朋子 ◎武蔵野１１１１

前期 水曜日 ４時限 0010040146英語1A[Me-7] 武蔵野 ◎半田　恵美 ◎武蔵野６３０４

前期 水曜日 ４時限 0010040147英語1A[Me-8] 武蔵野 ◎影山　なおみ ◎武蔵野１２０７

前期 水曜日 ４時限 0010040148英語1A[Me-9] 武蔵野 ◎間中　和歌江 ◎武蔵野１１１０

前期 金曜日 ２時限 0010040201英語1B[Me-1] 武蔵野 ◎及川　一美 ◎武蔵野７３０１

前期 金曜日 ２時限 0010040202英語1B[Me-10] 武蔵野 ◎影山　なおみ ◎武蔵野１３１０

前期 金曜日 ２時限 0010040203英語1B[Me-2] 武蔵野 ◎小菅　敦子 ◎武蔵野１３１１

前期 金曜日 ２時限 0010040204英語1B[Me-3] 武蔵野 ◎山下　理恵子 ◎武蔵野１３１３

前期 金曜日 ２時限 0010040205英語1B[Me-4] 武蔵野 ◎阪口　慧 ◎武蔵野１１０８

前期 金曜日 ２時限 0010040206英語1B[Me-5] 武蔵野 ◎鈴木　希明 ◎武蔵野１１１１

前期 金曜日 ２時限 0010040207英語1B[Me-6] 武蔵野 ◎笠原　慎一朗 ◎武蔵野１３１２

前期 金曜日 ２時限 0010040208英語1B[Me-7] 武蔵野 ◎伊藤　孝一郎 ◎武蔵野１３０８

前期 金曜日 ２時限 0010040209英語1B[Me-8] 武蔵野 ◎半田　恵美 ◎武蔵野６４０４

前期 金曜日 ２時限 0010040210英語1B[Me-9] 武蔵野 ◎工藤　貴恵 ◎武蔵野７３０２

後期 水曜日 ４時限 0010040258英語1C[Me-1] 武蔵野 ◎飯野　厚 ◎武蔵野６３０１

後期 水曜日 ４時限 0010040259英語1C[Me-10] 武蔵野 ◎荒井　惠子 ◎武蔵野１２０５

後期 水曜日 ４時限 0010040260英語1C[Me-2] 武蔵野 ◎東郷　裕 ◎武蔵野１１０７

後期 水曜日 ４時限 0010040261英語1C[Me-3] 武蔵野 ◎田村　雅昭 ◎武蔵野１１０５

後期 水曜日 ４時限 0010040262英語1C[Me-4] 武蔵野 ◎黒崎　紫乃 ◎武蔵野１１０４

後期 水曜日 ４時限 0010040263英語1C[Me-5] 武蔵野 ◎寺坂　有美 ◎武蔵野１１０８

後期 水曜日 ４時限 0010040264英語1C[Me-6] 武蔵野 ◎山本　桂 ◎武蔵野１１１１

後期 水曜日 ４時限 0010040265英語1C[Me-7] 武蔵野 ◎半田　恵美 ◎武蔵野６３０４

後期 水曜日 ４時限 0010040266英語1C[Me-8] 武蔵野 ◎影山　なおみ ◎武蔵野１２０７

後期 水曜日 ４時限 0010040267英語1C[Me-9] 武蔵野 ◎間中　和歌江 ◎武蔵野１１１０

後期 金曜日 ２時限 0010040320英語1D[Me-1] 武蔵野 ◎及川　一美 ◎武蔵野７３０１

後期 金曜日 ２時限 0010040321英語1D[Me-10] 武蔵野 ◎影山　なおみ ◎武蔵野１３１０

後期 金曜日 ２時限 0010040322英語1D[Me-2] 武蔵野 ◎小菅　敦子 ◎武蔵野１３１１

後期 金曜日 ２時限 0010040323英語1D[Me-3] 武蔵野 ◎山下　理恵子 ◎武蔵野１２１２

後期 金曜日 ２時限 0010040324英語1D[Me-4] 武蔵野 ◎阪口　慧 ◎武蔵野１１０７

後期 金曜日 ２時限 0010040325英語1D[Me-5] 武蔵野 ◎鈴木　希明 ◎武蔵野１１１１

後期 金曜日 ２時限 0010040326英語1D[Me-6] 武蔵野 ◎笠原　慎一朗 ◎武蔵野１３１２

後期 金曜日 ２時限 0010040327英語1D[Me-7] 武蔵野 ◎伊藤　孝一郎 ◎武蔵野１３０８

後期 金曜日 ２時限 0010040328英語1D[Me-8] 武蔵野 ◎半田　恵美 ◎武蔵野６４０４

後期 金曜日 ２時限 0010040329英語1D[Me-9] 武蔵野 ◎工藤　貴恵 ◎武蔵野７３０２

前期 火曜日 １時限 0010040352英語2A[Ab-1] 有明 ◎山村　公恵 ◎有明１－２０５
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前期 火曜日 １時限 0010040353英語2A[Ab-2] 有明 ◎Lauren Blake Stikeleather ◎有明１－４０４

前期 火曜日 １時限 0010040354英語2A[Ab-3] 有明 ◎石塚　政行 ◎有明１－４０５

前期 火曜日 １時限 0010040355英語2A[Ab-4] 有明 ◎南部　恵美 ◎有明１－５０２

前期 火曜日 １時限 0010040356英語2A[Ab-5] 有明 ◎Carolyn Joanna Heaton ◎有明１－５０５

前期 火曜日 １時限 0010040357英語2A[Ab-6] 有明 ◎高橋　舞 ◎有明１－４０２

前期 金曜日 ４時限 0010040404英語2B[Ab-1] 有明 ◎古田島　綾子 ◎有明１－５０１

前期 金曜日 ４時限 0010040405英語2B[Ab-2] 有明 ◎梨本　貴志子 ◎有明１－４０５

前期 金曜日 ４時限 0010040406英語2B[Ab-3] 有明 ◎秋庭　はるみ ◎有明２－４０１

前期 金曜日 ４時限 0010040407英語2B[Ab-4] 有明 ◎近藤　真理 ◎有明１－５０７

前期 金曜日 ４時限 0010040408英語2B[Ab-5] 有明 ◎田村　雅昭 ◎有明１－５０５

前期 金曜日 ４時限 0010040409英語2B[Ab-6] 有明 ◎田口　秀樹 ◎有明１－４０４

後期 火曜日 １時限 0010040456英語2C[Ab-1] 有明 ◎山村　公恵 ◎有明１－２０５

後期 火曜日 １時限 0010040457英語2C[Ab-2] 有明 ◎Lauren Blake Stikeleather ◎有明１－４０４

後期 火曜日 １時限 0010040458英語2C[Ab-3] 有明 ◎石塚　政行 ◎有明１－４０５

後期 火曜日 １時限 0010040459英語2C[Ab-4] 有明 ◎南部　恵美 ◎有明１－５０２

後期 火曜日 １時限 0010040460英語2C[Ab-5] 有明 ◎Carolyn Joanna Heaton ◎有明１－５０５

後期 火曜日 １時限 0010040461英語2C[Ab-6] 有明 ◎高橋　舞 ◎有明１－４０２

後期 金曜日 ４時限 0010040507英語2D[Ab-1] 有明 ◎古田島　綾子 ◎有明１－５０１

後期 金曜日 ４時限 0010040508英語2D[Ab-2] 有明 ◎梨本　貴志子 ◎有明１－４０５

後期 金曜日 ４時限 0010040509英語2D[Ab-3] 有明 ◎秋庭　はるみ ◎有明２－４０１

後期 金曜日 ４時限 0010040510英語2D[Ab-4] 有明 ◎篠原　結城 ◎有明１－５０７

後期 金曜日 ４時限 0010040511英語2D[Ab-5] 有明 ◎田村　雅昭 ◎有明１－５０５

後期 金曜日 ４時限 0010040512英語2D[Ab-6] 有明 ◎田口　秀樹 ◎有明１－４０４

前期 火曜日 ２時限 0010040561英語3A[Ae-1] 有明 ◎Peter Anton Constnt O'Con ◎有明１－３０３

前期 火曜日 ２時限 0010040571英語3A[Ae-9] 有明 ◎Lauren Blake Stikeleather ◎有明１－４０２

前期 水曜日 １時限 0010040572英語3A[Af-1] 有明 ◎梨本　貴志子 ◎有明１－２０８

前期 水曜日 １時限 0010040573英語3A[Af-2] 有明 ◎原田　美穂 ◎有明１－３０７

前期 水曜日 １時限 0010040574英語3A[Af-3] 有明 ◎奥坊　光子 ◎有明１－２０１

前期 水曜日 １時限 0010040575英語3A[Af-4] 有明 ◎横田　まり子 ◎有明１－２０２

前期 水曜日 １時限 0010040576英語3A[Af-5] 有明 ◎Terry L. Wilson ◎有明１－２０３

前期 水曜日 １時限 0010040577英語3A[Af-6]/英語2E[再履修] 有明 ◎David Alexander McNEILL ◎有明１－２０４

前期 水曜日 １時限 0010040578英語3A[Af-7] 有明 ◎John Ormston ◎有明１－２０５

前期 水曜日 １時限 0010040579英語3A[Af-8] 有明 ◎Jeorge Alarcon ◎有明１－３０１

後期 水曜日 １時限 0010040592英語3B[Af-1] 有明 ◎梨本　貴志子 ◎有明１－２０８

後期 水曜日 １時限 0010040593英語3B[Af-2]/英語2F[再履修] 有明 ◎原田　美穂 ◎有明１－３０７

後期 水曜日 １時限 0010040594英語3B[Af-3] 有明 ◎奥坊　光子 ◎有明１－２０１

後期 水曜日 １時限 0010040595英語3B[Af-4] 有明 ◎横田　まり子 ◎有明１－２０２

後期 水曜日 １時限 0010040596英語3B[Af-5] 有明 ◎Boeuf Stephane ◎有明１－２０３

後期 水曜日 １時限 0010040597英語3B[Af-6] 有明 ◎David Alexander McNEILL ◎有明１－２０４
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後期 水曜日 １時限 0010040598英語3B[Af-7] 有明 ◎John Ormston ◎有明１－２０５

後期 水曜日 １時限 0010040599英語3B[Af-8] 有明 ◎Jeorge Alarcon ◎有明１－３０１

前期 月曜日 １時限 0010040604韓国語1A[sec-1/2] 武蔵野 ◎沈　民珪 ◎武蔵野６４０１

前期 月曜日 １時限 0010040605韓国語1A[sec-2/2] 武蔵野 ◎金　鉉洙 ◎武蔵野６３０４

前期 木曜日 ４時限 0010040609韓国語1B[sec-1/2] 武蔵野 ◎李　昌圭 ◎武蔵野１２０６

前期 木曜日 ４時限 0010040610韓国語1B[sec-2/2] 武蔵野 ◎沈　民珪 ◎武蔵野６３０４

後期 月曜日 １時限 0010040614韓国語1C[sec-1/2] 武蔵野 ◎沈　民珪 ◎武蔵野６４０１

後期 月曜日 １時限 0010040615韓国語1C[sec-2/2] 武蔵野 ◎金　鉉洙 ◎武蔵野６３０４

後期 木曜日 ４時限 0010040619韓国語1D[sec-1/2] 武蔵野 ◎李　昌圭 ◎武蔵野１２０６

後期 木曜日 ４時限 0010040620韓国語1D[sec-2/2] 武蔵野 ◎沈　民珪 ◎武蔵野６３０４

前期 月曜日 １時限 0010040636中国語1A[sec-1/2] 武蔵野 ◎遠藤　祐介 ◎武蔵野７２０９

前期 月曜日 １時限 0010040637中国語1A[sec-2/2] 武蔵野 ◎松本　秀士 ◎武蔵野６４０４

前期 木曜日 ４時限 0010040641中国語1B[sec-1/2] 武蔵野 ◎遠藤　祐介 ◎武蔵野１１１０

前期 木曜日 ４時限 0010040642中国語1B[sec-2/2] 武蔵野 ◎李　蕾 ◎武蔵野７３０１

後期 月曜日 １時限 0010040646中国語1C[sec-1/2] 武蔵野 ◎遠藤　祐介 ◎武蔵野７２０９

後期 月曜日 １時限 0010040647中国語1C[sec-2/2] 武蔵野 ◎松本　秀士 ◎武蔵野６４０４

後期 木曜日 ４時限 0010040651中国語1D[sec-1/2] 武蔵野 ◎遠藤　祐介 ◎武蔵野１１１０

後期 木曜日 ４時限 0010040652中国語1D[sec-2/2] 武蔵野 ◎李　蕾 ◎武蔵野７３０１

２学期 火曜日 １時限 0010040673English for Studying Abroad 1[c]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

２学期 火曜日 ２時限 0010040673English for Studying Abroad 1[c]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

２学期 水曜日 １時限 0010040674English for Studying Abroad 2[c]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

２学期 水曜日 ２時限 0010040674English for Studying Abroad 2[c]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

３学期 火曜日 ５時限 0010040675English for Studying Abroad 1[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１１１０

３学期 火曜日 ６時限 0010040675English for Studying Abroad 1[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１１１０

３学期 金曜日 ５時限 0010040676English for Studying Abroad 2[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

３学期 金曜日 ６時限 0010040676English for Studying Abroad 2[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

４学期 火曜日 ５時限 0010040677English for Studying Abroad 1[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１１１０

４学期 火曜日 ６時限 0010040677English for Studying Abroad 1[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎武蔵野１１１０

４学期 金曜日 ５時限 0010040678English for Studying Abroad 2[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

４学期 金曜日 ６時限 0010040678English for Studying Abroad 2[b]武蔵野 ◎教員未定 ◎-

１学期 月曜日 １時限 0010040683英語資格・検定試験対策A 武蔵野 ◎間中　和歌江 ◎武蔵野１２０５

１学期 木曜日 ４時限 0010040683英語資格・検定試験対策A 武蔵野 ◎東郷　裕 ◎武蔵野１２０５

３学期 月曜日 １時限 0010040684英語資格・検定試験対策B 武蔵野 ◎間中　和歌江 ◎武蔵野１２０５

３学期 木曜日 ４時限 0010040684英語資格・検定試験対策B 武蔵野 ◎東郷　裕 ◎武蔵野１２０５

２学期 木曜日 ５時限 0010040685社会現象を分析する[有明2/4] 有明 ◎林　良造 ◎有明３－３０１

２学期 木曜日 ６時限 0010040685社会現象を分析する[有明2/4] 有明 ◎林　良造 ◎有明３－３０１

４学期 木曜日 ５時限 0010040686社会現象を分析する[有明3/4] 有明 ◎林　良造 ◎有明４－３０６

４学期 木曜日 ６時限 0010040686社会現象を分析する[有明3/4] 有明 ◎林　良造 ◎有明４－３０６

２学期 月曜日 ５時限 0010040687英語資格・検定試験対策A 有明 ◎門田　祐次 ◎有明１－３０２
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２学期 月曜日 ６時限 0010040687英語資格・検定試験対策A 有明 ◎門田　祐次 ◎有明１－３０２

４学期 月曜日 ５時限 0010040688英語資格・検定試験対策B 有明 ◎門田　祐次 ◎有明１－３０２

４学期 月曜日 ６時限 0010040688英語資格・検定試験対策B 有明 ◎門田　祐次 ◎有明１－３０２

２学期 水曜日 ５時限 0010040689English for Studying Abroad 1[e]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０２

２学期 水曜日 ６時限 0010040689English for Studying Abroad 1[e]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０２

２学期 金曜日 ５時限 0010040690English for Studying Abroad 2[e]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

２学期 金曜日 ６時限 0010040690English for Studying Abroad 2[e]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

３学期 水曜日 ５時限 0010040691English for Studying Abroad 1[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０２

３学期 水曜日 ６時限 0010040691English for Studying Abroad 1[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０２

３学期 金曜日 ５時限 0010040692English for Studying Abroad 2[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

３学期 金曜日 ６時限 0010040692English for Studying Abroad 2[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

４学期 水曜日 ５時限 0010040693English for Studying Abroad 1[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０２

４学期 水曜日 ６時限 0010040693English for Studying Abroad 1[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－３０２

４学期 金曜日 ５時限 0010040694English for Studying Abroad 2[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

４学期 金曜日 ６時限 0010040694English for Studying Abroad 2[d]有明 ◎教員未定 ◎有明１－２０３

２学期 水曜日 ３時限 0010050019日本語リテラシー[b1] 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野１２０６

２学期 水曜日 ３時限 0010050020日本語リテラシー[b2] 武蔵野 ◎小針　奈津美 ◎武蔵野１２０９

２学期 水曜日 ３時限 0010050021日本語リテラシー[b3] 武蔵野 ◎柴田　幸子 ◎武蔵野１２１１

２学期 水曜日 ３時限 0010050022日本語リテラシー[b4] 武蔵野 ◎杉本　美穂 ◎武蔵野１２１２

２学期 水曜日 ３時限 0010050023日本語リテラシー[b5] 武蔵野 ◎和田　晃子 ◎武蔵野１３０８

２学期 水曜日 ３時限 0010050024日本語リテラシー[b6] 武蔵野 ◎宇野　聖子 ◎武蔵野１２１０

２学期 木曜日 ３時限 0010060001ホスピタリティマインド概論 有明 ◎角田　陽子 ◎有明３－３０１

２学期 木曜日 ４時限 0010060001ホスピタリティマインド概論 有明 ◎角田　陽子 ◎有明３－３０１

３学期 金曜日 ４時限 0010060002ホスピタリティマインド各論 有明 ◎角田　陽子 ◎有明１－４０３

３学期 金曜日 ５時限 0010060002ホスピタリティマインド各論 有明 ◎角田　陽子 ◎有明１－４０３

１学期 火曜日 １時限 0010060003基礎セルフディベロップメント[A1] 武蔵野 ◎山路　敦史/田辺　直行 ◎武蔵野１１０４

１学期 火曜日 ２時限 0010060003基礎セルフディベロップメント[A1] 武蔵野 ◎山路　敦史/田辺　直行 ◎武蔵野１１０４

３学期 火曜日 １時限 0010060003基礎セルフディベロップメント[A1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/都築　幹夫 ◎武蔵野１１０４

３学期 火曜日 ２時限 0010060003基礎セルフディベロップメント[A1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/都築　幹夫 ◎武蔵野１１０４

４学期 火曜日 １時限 0010060003基礎セルフディベロップメント[A1] 武蔵野 ◎小田切　祐詞/坪内　綾子 ◎武蔵野１１０４

４学期 火曜日 ２時限 0010060003基礎セルフディベロップメント[A1] 武蔵野 ◎小田切　祐詞/坪内　綾子 ◎武蔵野１１０４

１学期 火曜日 １時限 0010060004基礎セルフディベロップメント[A2] 武蔵野 ◎原田　美穂/神谷　亮 ◎武蔵野１１０５

１学期 火曜日 ２時限 0010060004基礎セルフディベロップメント[A2] 武蔵野 ◎原田　美穂/神谷　亮 ◎武蔵野１１０５

３学期 火曜日 １時限 0010060004基礎セルフディベロップメント[A2] 武蔵野 ◎新井　達郎/布施　元 ◎武蔵野１１０５

３学期 火曜日 ２時限 0010060004基礎セルフディベロップメント[A2] 武蔵野 ◎新井　達郎/布施　元 ◎武蔵野１１０５

４学期 火曜日 １時限 0010060004基礎セルフディベロップメント[A2] 武蔵野 ◎岩田　弘三/村田　奈々子 ◎武蔵野１１０５

４学期 火曜日 ２時限 0010060004基礎セルフディベロップメント[A2] 武蔵野 ◎岩田　弘三/村田　奈々子 ◎武蔵野１１０５

１学期 火曜日 １時限 0010060005基礎セルフディベロップメント[A3] 武蔵野 ◎橋本　健治/和田　慈 ◎武蔵野１１０７

１学期 火曜日 ２時限 0010060005基礎セルフディベロップメント[A3] 武蔵野 ◎橋本　健治/和田　慈 ◎武蔵野１１０７
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３学期 火曜日 １時限 0010060005基礎セルフディベロップメント[A3] 武蔵野 ◎那須井　美和子/倉田　由美子 ◎武蔵野１１０７

３学期 火曜日 ２時限 0010060005基礎セルフディベロップメント[A3] 武蔵野 ◎那須井　美和子/倉田　由美子 ◎武蔵野１１０７

４学期 火曜日 １時限 0010060005基礎セルフディベロップメント[A3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/佐々木　啓 ◎武蔵野１１０７

４学期 火曜日 ２時限 0010060005基礎セルフディベロップメント[A3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/佐々木　啓 ◎武蔵野１１０７

１学期 火曜日 １時限 0010060006基礎セルフディベロップメント[A4] 武蔵野 ◎鈴木　啓二/中村　亮太 ◎武蔵野１１０８

１学期 火曜日 ２時限 0010060006基礎セルフディベロップメント[A4] 武蔵野 ◎鈴木　啓二/中村　亮太 ◎武蔵野１１０８

３学期 火曜日 １時限 0010060006基礎セルフディベロップメント[A4] 武蔵野 ◎杉浦　隆之/今福　理博 ◎武蔵野１１０８

３学期 火曜日 ２時限 0010060006基礎セルフディベロップメント[A4] 武蔵野 ◎杉浦　隆之/今福　理博 ◎武蔵野１１０８

４学期 火曜日 １時限 0010060006基礎セルフディベロップメント[A4] 武蔵野 ◎竹村　厚士/刈間　文俊 ◎武蔵野１１０８

４学期 火曜日 ２時限 0010060006基礎セルフディベロップメント[A4] 武蔵野 ◎竹村　厚士/刈間　文俊 ◎武蔵野１１０８

１学期 火曜日 １時限 0010060007基礎セルフディベロップメント[B1] 武蔵野 ◎西澤　直子/山路　敦史 ◎武蔵野１１１０

１学期 火曜日 ２時限 0010060007基礎セルフディベロップメント[B1] 武蔵野 ◎西澤　直子/山路　敦史 ◎武蔵野１１１０

３学期 火曜日 １時限 0010060007基礎セルフディベロップメント[B1] 武蔵野 ◎田辺　直行/都築　幹夫 ◎武蔵野１１１０

３学期 火曜日 ２時限 0010060007基礎セルフディベロップメント[B1] 武蔵野 ◎田辺　直行/都築　幹夫 ◎武蔵野１１１０

４学期 火曜日 １時限 0010060007基礎セルフディベロップメント[B1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/小田切　祐詞 ◎武蔵野１１１０

４学期 火曜日 ２時限 0010060007基礎セルフディベロップメント[B1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/小田切　祐詞 ◎武蔵野１１１０

１学期 火曜日 １時限 0010060008基礎セルフディベロップメント[B2] 武蔵野 ◎遠藤　祐介/原田　美穂 ◎武蔵野１１１１

１学期 火曜日 ２時限 0010060008基礎セルフディベロップメント[B2] 武蔵野 ◎遠藤　祐介/原田　美穂 ◎武蔵野１１１１

３学期 火曜日 １時限 0010060008基礎セルフディベロップメント[B2] 武蔵野 ◎神谷　亮/新井　達郎 ◎武蔵野１１１１

３学期 火曜日 ２時限 0010060008基礎セルフディベロップメント[B2] 武蔵野 ◎神谷　亮/新井　達郎 ◎武蔵野１１１１

４学期 火曜日 １時限 0010060008基礎セルフディベロップメント[B2] 武蔵野 ◎川西　縫衣子/岩田　弘三 ◎武蔵野１１１１

４学期 火曜日 ２時限 0010060008基礎セルフディベロップメント[B2] 武蔵野 ◎川西　縫衣子/岩田　弘三 ◎武蔵野１１１１

１学期 火曜日 １時限 0010060009基礎セルフディベロップメント[B3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/和田　慈 ◎武蔵野１２０４

１学期 火曜日 ２時限 0010060009基礎セルフディベロップメント[B3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/和田　慈 ◎武蔵野１２０４

３学期 火曜日 １時限 0010060009基礎セルフディベロップメント[B3] 武蔵野 ◎橋本　健治/那須井　美和子 ◎武蔵野１２０４

３学期 火曜日 ２時限 0010060009基礎セルフディベロップメント[B3] 武蔵野 ◎橋本　健治/那須井　美和子 ◎武蔵野１２０４

４学期 火曜日 １時限 0010060009基礎セルフディベロップメント[B3] 武蔵野 ◎倉田　由美子/佐々木　啓 ◎武蔵野１２０４

４学期 火曜日 ２時限 0010060009基礎セルフディベロップメント[B3] 武蔵野 ◎倉田　由美子/佐々木　啓 ◎武蔵野１２０４

１学期 火曜日 １時限 0010060010基礎セルフディベロップメント[B4] 武蔵野 ◎刈間　文俊/鈴木　啓二 ◎武蔵野１２０５

１学期 火曜日 ２時限 0010060010基礎セルフディベロップメント[B4] 武蔵野 ◎刈間　文俊/鈴木　啓二 ◎武蔵野１２０５

３学期 火曜日 １時限 0010060010基礎セルフディベロップメント[B4] 武蔵野 ◎佐々木　史織/杉浦　隆之 ◎武蔵野１２０５

３学期 火曜日 ２時限 0010060010基礎セルフディベロップメント[B4] 武蔵野 ◎佐々木　史織/杉浦　隆之 ◎武蔵野１２０５

４学期 火曜日 １時限 0010060010基礎セルフディベロップメント[B4] 武蔵野 ◎森　千紘/竹村　厚士 ◎武蔵野１２０５

４学期 火曜日 ２時限 0010060010基礎セルフディベロップメント[B4] 武蔵野 ◎森　千紘/竹村　厚士 ◎武蔵野１２０５

１学期 火曜日 １時限 0010060011基礎セルフディベロップメント[C1] 武蔵野 ◎西澤　直子/小田切　祐詞 ◎武蔵野１２０６

１学期 火曜日 ２時限 0010060011基礎セルフディベロップメント[C1] 武蔵野 ◎西澤　直子/小田切　祐詞 ◎武蔵野１２０６

３学期 火曜日 １時限 0010060011基礎セルフディベロップメント[C1] 武蔵野 ◎山路　敦史/田辺　直行 ◎武蔵野１２０６

３学期 火曜日 ２時限 0010060011基礎セルフディベロップメント[C1] 武蔵野 ◎山路　敦史/田辺　直行 ◎武蔵野１２０６

４学期 火曜日 １時限 0010060011基礎セルフディベロップメント[C1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/都築　幹夫 ◎武蔵野１２０６
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４学期 火曜日 ２時限 0010060011基礎セルフディベロップメント[C1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/都築　幹夫 ◎武蔵野１２０６

１学期 火曜日 １時限 0010060012基礎セルフディベロップメント[C2] 武蔵野 ◎岩田　弘三/遠藤　祐介 ◎武蔵野１２０７

１学期 火曜日 ２時限 0010060012基礎セルフディベロップメント[C2] 武蔵野 ◎岩田　弘三/遠藤　祐介 ◎武蔵野１２０７

３学期 火曜日 １時限 0010060012基礎セルフディベロップメント[C2] 武蔵野 ◎原田　美穂/神谷　亮 ◎武蔵野１２０７

３学期 火曜日 ２時限 0010060012基礎セルフディベロップメント[C2] 武蔵野 ◎原田　美穂/神谷　亮 ◎武蔵野１２０７

４学期 火曜日 １時限 0010060012基礎セルフディベロップメント[C2] 武蔵野 ◎川西　縫衣子/新井　達郎 ◎武蔵野１２０７

４学期 火曜日 ２時限 0010060012基礎セルフディベロップメント[C2] 武蔵野 ◎川西　縫衣子/新井　達郎 ◎武蔵野１２０７

１学期 火曜日 １時限 0010060013基礎セルフディベロップメント[C3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/佐々木　啓 ◎武蔵野１２０９

１学期 火曜日 ２時限 0010060013基礎セルフディベロップメント[C3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/佐々木　啓 ◎武蔵野１２０９

３学期 火曜日 １時限 0010060013基礎セルフディベロップメント[C3] 武蔵野 ◎橋本　健治/和田　慈 ◎武蔵野１２０９

３学期 火曜日 ２時限 0010060013基礎セルフディベロップメント[C3] 武蔵野 ◎橋本　健治/和田　慈 ◎武蔵野１２０９

４学期 火曜日 １時限 0010060013基礎セルフディベロップメント[C3] 武蔵野 ◎那須井　美和子/倉田　由美子 ◎武蔵野１２０９

４学期 火曜日 ２時限 0010060013基礎セルフディベロップメント[C3] 武蔵野 ◎那須井　美和子/倉田　由美子 ◎武蔵野１２０９

１学期 火曜日 １時限 0010060014基礎セルフディベロップメント[C4] 武蔵野 ◎竹村　厚士/刈間　文俊 ◎武蔵野１２１０

１学期 火曜日 ２時限 0010060014基礎セルフディベロップメント[C4] 武蔵野 ◎竹村　厚士/刈間　文俊 ◎武蔵野１２１０

３学期 火曜日 １時限 0010060014基礎セルフディベロップメント[C4] 武蔵野 ◎鈴木　啓二/佐々木　史織 ◎武蔵野１２１０

３学期 火曜日 ２時限 0010060014基礎セルフディベロップメント[C4] 武蔵野 ◎鈴木　啓二/佐々木　史織 ◎武蔵野１２１０

４学期 火曜日 １時限 0010060014基礎セルフディベロップメント[C4] 武蔵野 ◎杉浦　隆之/森　千紘 ◎武蔵野１２１０

４学期 火曜日 ２時限 0010060014基礎セルフディベロップメント[C4] 武蔵野 ◎杉浦　隆之/森　千紘 ◎武蔵野１２１０

１学期 火曜日 １時限 0010060015基礎セルフディベロップメント[D1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/小田切　祐詞 ◎武蔵野１２１１

１学期 火曜日 ２時限 0010060015基礎セルフディベロップメント[D1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/小田切　祐詞 ◎武蔵野１２１１

３学期 火曜日 １時限 0010060015基礎セルフディベロップメント[D1] 武蔵野 ◎高橋　恵美子/山路　敦史 ◎武蔵野１２１１

３学期 火曜日 ２時限 0010060015基礎セルフディベロップメント[D1] 武蔵野 ◎高橋　恵美子/山路　敦史 ◎武蔵野１２１１

４学期 火曜日 １時限 0010060015基礎セルフディベロップメント[D1] 武蔵野 ◎田辺　直行/都築　幹夫 ◎武蔵野１２１１

４学期 火曜日 ２時限 0010060015基礎セルフディベロップメント[D1] 武蔵野 ◎田辺　直行/都築　幹夫 ◎武蔵野１２１１

１学期 火曜日 １時限 0010060016基礎セルフディベロップメント[D2] 武蔵野 ◎新保　奈穂美/岩田　弘三 ◎武蔵野１２１２

１学期 火曜日 ２時限 0010060016基礎セルフディベロップメント[D2] 武蔵野 ◎新保　奈穂美/岩田　弘三 ◎武蔵野１２１２

３学期 火曜日 １時限 0010060016基礎セルフディベロップメント[D2] 武蔵野 ◎村田　奈々子/原田　美穂 ◎武蔵野１２１２

３学期 火曜日 ２時限 0010060016基礎セルフディベロップメント[D2] 武蔵野 ◎村田　奈々子/原田　美穂 ◎武蔵野１２１２

４学期 火曜日 １時限 0010060016基礎セルフディベロップメント[D2] 武蔵野 ◎神谷　亮/新井　達郎 ◎武蔵野１２１２

４学期 火曜日 ２時限 0010060016基礎セルフディベロップメント[D2] 武蔵野 ◎神谷　亮/新井　達郎 ◎武蔵野１２１２

１学期 火曜日 １時限 0010060017基礎セルフディベロップメント[D3] 武蔵野 ◎矢澤　美香子/佐々木　啓 ◎武蔵野１３０８

１学期 火曜日 ２時限 0010060017基礎セルフディベロップメント[D3] 武蔵野 ◎矢澤　美香子/佐々木　啓 ◎武蔵野１３０８

３学期 火曜日 １時限 0010060017基礎セルフディベロップメント[D3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/和田　慈 ◎武蔵野１３０８

３学期 火曜日 ２時限 0010060017基礎セルフディベロップメント[D3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/和田　慈 ◎武蔵野１３０８

４学期 火曜日 １時限 0010060017基礎セルフディベロップメント[D3] 武蔵野 ◎橋本　健治/那須井　美和子 ◎武蔵野１３０８

４学期 火曜日 ２時限 0010060017基礎セルフディベロップメント[D3] 武蔵野 ◎橋本　健治/那須井　美和子 ◎武蔵野１３０８

１学期 火曜日 １時限 0010060018基礎セルフディベロップメント[D4] 武蔵野 ◎今福　理博/竹村　厚士 ◎武蔵野１３１０

１学期 火曜日 ２時限 0010060018基礎セルフディベロップメント[D4] 武蔵野 ◎今福　理博/竹村　厚士 ◎武蔵野１３１０
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３学期 火曜日 １時限 0010060018基礎セルフディベロップメント[D4] 武蔵野 ◎刈間　文俊/鈴木　啓二 ◎武蔵野１３１０

３学期 火曜日 ２時限 0010060018基礎セルフディベロップメント[D4] 武蔵野 ◎刈間　文俊/鈴木　啓二 ◎武蔵野１３１０

４学期 火曜日 １時限 0010060018基礎セルフディベロップメント[D4] 武蔵野 ◎中村　亮太/杉浦　隆之 ◎武蔵野１３１０

４学期 火曜日 ２時限 0010060018基礎セルフディベロップメント[D4] 武蔵野 ◎中村　亮太/杉浦　隆之 ◎武蔵野１３１０

１学期 火曜日 １時限 0010060019基礎セルフディベロップメント[E1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/都築　幹夫 ◎武蔵野１３１１

１学期 火曜日 ２時限 0010060019基礎セルフディベロップメント[E1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/都築　幹夫 ◎武蔵野１３１１

３学期 火曜日 １時限 0010060019基礎セルフディベロップメント[E1] 武蔵野 ◎小田切　祐詞/高橋　恵美子 ◎武蔵野１３１１

３学期 火曜日 ２時限 0010060019基礎セルフディベロップメント[E1] 武蔵野 ◎小田切　祐詞/高橋　恵美子 ◎武蔵野１３１１

４学期 火曜日 １時限 0010060019基礎セルフディベロップメント[E1] 武蔵野 ◎山路　敦史/田辺　直行 ◎武蔵野１３１１

４学期 火曜日 ２時限 0010060019基礎セルフディベロップメント[E1] 武蔵野 ◎山路　敦史/田辺　直行 ◎武蔵野１３１１

１学期 火曜日 １時限 0010060020基礎セルフディベロップメント[E2] 武蔵野 ◎新保　奈穂美/新井　達郎 ◎武蔵野１３１２

１学期 火曜日 ２時限 0010060020基礎セルフディベロップメント[E2] 武蔵野 ◎新保　奈穂美/新井　達郎 ◎武蔵野１３１２

３学期 火曜日 １時限 0010060020基礎セルフディベロップメント[E2] 武蔵野 ◎岩田　弘三/村田　奈々子 ◎武蔵野１３１２

３学期 火曜日 ２時限 0010060020基礎セルフディベロップメント[E2] 武蔵野 ◎岩田　弘三/村田　奈々子 ◎武蔵野１３１２

４学期 火曜日 １時限 0010060020基礎セルフディベロップメント[E2] 武蔵野 ◎原田　美穂/神谷　亮 ◎武蔵野１３１２

４学期 火曜日 ２時限 0010060020基礎セルフディベロップメント[E2] 武蔵野 ◎原田　美穂/神谷　亮 ◎武蔵野１３１２

１学期 火曜日 １時限 0010060021基礎セルフディベロップメント[E3] 武蔵野 ◎那須井　美和子/矢澤　美香子 ◎武蔵野１３１３

１学期 火曜日 ２時限 0010060021基礎セルフディベロップメント[E3] 武蔵野 ◎那須井　美和子/矢澤　美香子 ◎武蔵野１３１３

３学期 火曜日 １時限 0010060021基礎セルフディベロップメント[E3] 武蔵野 ◎佐々木　啓/香坂　直樹 ◎武蔵野１３１３

３学期 火曜日 ２時限 0010060021基礎セルフディベロップメント[E3] 武蔵野 ◎佐々木　啓/香坂　直樹 ◎武蔵野１３１３

４学期 火曜日 １時限 0010060021基礎セルフディベロップメント[E3] 武蔵野 ◎橋本　健治/和田　慈 ◎武蔵野１３１３

４学期 火曜日 ２時限 0010060021基礎セルフディベロップメント[E3] 武蔵野 ◎橋本　健治/和田　慈 ◎武蔵野１３１３

１学期 火曜日 １時限 0010060022基礎セルフディベロップメント[E4] 武蔵野 ◎杉浦　隆之/今福　理博 ◎武蔵野７２０２

１学期 火曜日 ２時限 0010060022基礎セルフディベロップメント[E4] 武蔵野 ◎杉浦　隆之/今福　理博 ◎武蔵野７２０２

３学期 火曜日 １時限 0010060022基礎セルフディベロップメント[E4] 武蔵野 ◎竹村　厚士/刈間　文俊 ◎武蔵野７２０２

３学期 火曜日 ２時限 0010060022基礎セルフディベロップメント[E4] 武蔵野 ◎竹村　厚士/刈間　文俊 ◎武蔵野７２０２

４学期 火曜日 １時限 0010060022基礎セルフディベロップメント[E4] 武蔵野 ◎鈴木　啓二/中村　亮太 ◎武蔵野７２０２

４学期 火曜日 ２時限 0010060022基礎セルフディベロップメント[E4] 武蔵野 ◎鈴木　啓二/中村　亮太 ◎武蔵野７２０２

１学期 火曜日 １時限 0010060023基礎セルフディベロップメント[F1] 武蔵野 ◎田辺　直行/都築　幹夫 ◎武蔵野７２０３

１学期 火曜日 ２時限 0010060023基礎セルフディベロップメント[F1] 武蔵野 ◎田辺　直行/都築　幹夫 ◎武蔵野７２０３

３学期 火曜日 １時限 0010060023基礎セルフディベロップメント[F1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/小田切　祐詞 ◎武蔵野７２０３

３学期 火曜日 ２時限 0010060023基礎セルフディベロップメント[F1] 武蔵野 ◎山岸　久雄/小田切　祐詞 ◎武蔵野７２０３

４学期 火曜日 １時限 0010060023基礎セルフディベロップメント[F1] 武蔵野 ◎坪内　綾子/山路　敦史 ◎武蔵野７２０３

４学期 火曜日 ２時限 0010060023基礎セルフディベロップメント[F1] 武蔵野 ◎坪内　綾子/山路　敦史 ◎武蔵野７２０３

１学期 火曜日 １時限 0010060024基礎セルフディベロップメント[F2] 武蔵野 ◎神谷　亮/新井　達郎 ◎武蔵野７２０５

１学期 火曜日 ２時限 0010060024基礎セルフディベロップメント[F2] 武蔵野 ◎神谷　亮/新井　達郎 ◎武蔵野７２０５

３学期 火曜日 １時限 0010060024基礎セルフディベロップメント[F2] 武蔵野 ◎布施　元/岩田　弘三 ◎武蔵野７２０５

３学期 火曜日 ２時限 0010060024基礎セルフディベロップメント[F2] 武蔵野 ◎布施　元/岩田　弘三 ◎武蔵野７２０５

４学期 火曜日 １時限 0010060024基礎セルフディベロップメント[F2] 武蔵野 ◎村田　奈々子/原田　美穂 ◎武蔵野７２０５
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４学期 火曜日 ２時限 0010060024基礎セルフディベロップメント[F2] 武蔵野 ◎村田　奈々子/原田　美穂 ◎武蔵野７２０５

１学期 火曜日 １時限 0010060025基礎セルフディベロップメント[F3] 武蔵野 ◎橋本　健治/那須井　美和子 ◎武蔵野７２０８

１学期 火曜日 ２時限 0010060025基礎セルフディベロップメント[F3] 武蔵野 ◎橋本　健治/那須井　美和子 ◎武蔵野７２０８

３学期 火曜日 １時限 0010060025基礎セルフディベロップメント[F3] 武蔵野 ◎倉田　由美子/佐々木　啓 ◎武蔵野７２０８

３学期 火曜日 ２時限 0010060025基礎セルフディベロップメント[F3] 武蔵野 ◎倉田　由美子/佐々木　啓 ◎武蔵野７２０８

４学期 火曜日 １時限 0010060025基礎セルフディベロップメント[F3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/和田　慈 ◎武蔵野７２０８

４学期 火曜日 ２時限 0010060025基礎セルフディベロップメント[F3] 武蔵野 ◎香坂　直樹/和田　慈 ◎武蔵野７２０８

１学期 火曜日 １時限 0010060026基礎セルフディベロップメント[F4] 武蔵野 ◎中村　亮太/杉浦　隆之 ◎武蔵野７２０９

１学期 火曜日 ２時限 0010060026基礎セルフディベロップメント[F4] 武蔵野 ◎中村　亮太/杉浦　隆之 ◎武蔵野７２０９

３学期 火曜日 １時限 0010060026基礎セルフディベロップメント[F4] 武蔵野 ◎今福　理博/竹村　厚士 ◎武蔵野７２０９

３学期 火曜日 ２時限 0010060026基礎セルフディベロップメント[F4] 武蔵野 ◎今福　理博/竹村　厚士 ◎武蔵野７２０９

４学期 火曜日 １時限 0010060026基礎セルフディベロップメント[F4] 武蔵野 ◎刈間　文俊/鈴木　啓二 ◎武蔵野７２０９

４学期 火曜日 ２時限 0010060026基礎セルフディベロップメント[F4] 武蔵野 ◎刈間　文俊/鈴木　啓二 ◎武蔵野７２０９

１学期 火曜日 １時限 0010060027基礎セルフディベロップメント[Eng-1] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/教員未定 ◎武蔵野１１０３

１学期 火曜日 ２時限 0010060027基礎セルフディベロップメント[Eng-1] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/教員未定 ◎武蔵野１１０３

３学期 火曜日 １時限 0010060027基礎セルフディベロップメント[Eng-1] 武蔵野 ◎Donna WEEKS/宮﨑　淳 ◎武蔵野１１０３

３学期 火曜日 ２時限 0010060027基礎セルフディベロップメント[Eng-1] 武蔵野 ◎Donna WEEKS/宮﨑　淳 ◎武蔵野１１０３

４学期 火曜日 １時限 0010060027基礎セルフディベロップメント[Eng-1] 武蔵野 ◎宍戸　拓人/Boeuf Stephane ◎武蔵野１１０３

４学期 火曜日 ２時限 0010060027基礎セルフディベロップメント[Eng-1] 武蔵野 ◎宍戸　拓人/Boeuf Stephane ◎武蔵野１１０３

３学期 火曜日 １時限 0010060028基礎セルフディベロップメント[Eng-FA] 武蔵野 ◎Donna WEEKS/宮﨑　淳 ◎武蔵野１１０３

３学期 火曜日 ２時限 0010060028基礎セルフディベロップメント[Eng-FA] 武蔵野 ◎Donna WEEKS/宮﨑　淳 ◎武蔵野１１０３

４学期 火曜日 １時限 0010060028基礎セルフディベロップメント[Eng-FA] 武蔵野 ◎宍戸　拓人/Boeuf Stephane ◎武蔵野１１０３

４学期 火曜日 ２時限 0010060028基礎セルフディベロップメント[Eng-FA] 武蔵野 ◎宍戸　拓人/Boeuf Stephane ◎武蔵野１１０３

３学期不定期 その他 不定期 0010060028基礎セルフディベロップメント[Eng-FA] 武蔵野 ◎菅原　克也/Peter Anton Constnt O'Con◎武蔵野６５０１

１学期 水曜日 １時限 0010060029基礎セルフディベロップメント[A5] 武蔵野 ◎永野　潤/中村　光宏 ◎武蔵野１１０４

１学期 水曜日 ２時限 0010060029基礎セルフディベロップメント[A5] 武蔵野 ◎永野　潤/中村　光宏 ◎武蔵野１１０４

３学期 水曜日 １時限 0010060029基礎セルフディベロップメント[A5] 武蔵野 ◎小川　桂一郎/今福　理博 ◎武蔵野１１０４

３学期 水曜日 ２時限 0010060029基礎セルフディベロップメント[A5] 武蔵野 ◎小川　桂一郎/今福　理博 ◎武蔵野１１０４

４学期 水曜日 １時限 0010060029基礎セルフディベロップメント[A5] 武蔵野 ◎荒木　泰貴/仁村　悟 ◎武蔵野１１０４

４学期 水曜日 ２時限 0010060029基礎セルフディベロップメント[A5] 武蔵野 ◎荒木　泰貴/仁村　悟 ◎武蔵野１１０４

１学期 水曜日 １時限 0010060030基礎セルフディベロップメント[A6] 武蔵野 ◎高井　寛/三浦　千明 ◎武蔵野１１０５

１学期 水曜日 ２時限 0010060030基礎セルフディベロップメント[A6] 武蔵野 ◎高井　寛/三浦　千明 ◎武蔵野１１０５

３学期 水曜日 １時限 0010060030基礎セルフディベロップメント[A6] 武蔵野 ◎正木　春彦/酒井　美絵子 ◎武蔵野１１０５

３学期 水曜日 ２時限 0010060030基礎セルフディベロップメント[A6] 武蔵野 ◎正木　春彦/酒井　美絵子 ◎武蔵野１１０５

４学期 水曜日 １時限 0010060030基礎セルフディベロップメント[A6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/笹川　あゆみ ◎武蔵野１１０５

４学期 水曜日 ２時限 0010060030基礎セルフディベロップメント[A6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/笹川　あゆみ ◎武蔵野１１０５

１学期 水曜日 １時限 0010060031基礎セルフディベロップメント[A7] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/林　康弘 ◎武蔵野１１０７

１学期 水曜日 ２時限 0010060031基礎セルフディベロップメント[A7] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/林　康弘 ◎武蔵野１１０７

３学期 水曜日 １時限 0010060031基礎セルフディベロップメント[A7] 武蔵野 ◎山岸　久雄/平田　徳恵 ◎武蔵野１１０７
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３学期 水曜日 ２時限 0010060031基礎セルフディベロップメント[A7] 武蔵野 ◎山岸　久雄/平田　徳恵 ◎武蔵野１１０７

４学期 水曜日 １時限 0010060031基礎セルフディベロップメント[A7] 武蔵野 ◎小田　義幸/板山　真弓 ◎武蔵野１１０７

４学期 水曜日 ２時限 0010060031基礎セルフディベロップメント[A7] 武蔵野 ◎小田　義幸/板山　真弓 ◎武蔵野１１０７

１学期 水曜日 １時限 0010060032基礎セルフディベロップメント[A8] 武蔵野 ◎小泉　順也/長谷川　理 ◎武蔵野１１０８

１学期 水曜日 ２時限 0010060032基礎セルフディベロップメント[A8] 武蔵野 ◎小泉　順也/長谷川　理 ◎武蔵野１１０８

３学期 水曜日 １時限 0010060032基礎セルフディベロップメント[A8] 武蔵野 ◎村上　貴久/新津　尚子 ◎武蔵野１１０８

３学期 水曜日 ２時限 0010060032基礎セルフディベロップメント[A8] 武蔵野 ◎村上　貴久/新津　尚子 ◎武蔵野１１０８

４学期 水曜日 １時限 0010060032基礎セルフディベロップメント[A8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/山根　徹也 ◎武蔵野１１０８

４学期 水曜日 ２時限 0010060032基礎セルフディベロップメント[A8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/山根　徹也 ◎武蔵野１１０８

１学期 水曜日 １時限 0010060033基礎セルフディベロップメント[B5] 武蔵野 ◎仁村　悟/永野　潤 ◎武蔵野１１１０

１学期 水曜日 ２時限 0010060033基礎セルフディベロップメント[B5] 武蔵野 ◎仁村　悟/永野　潤 ◎武蔵野１１１０

３学期 水曜日 １時限 0010060033基礎セルフディベロップメント[B5] 武蔵野 ◎中村　光宏/小川　桂一郎 ◎武蔵野１１１０

３学期 水曜日 ２時限 0010060033基礎セルフディベロップメント[B5] 武蔵野 ◎中村　光宏/小川　桂一郎 ◎武蔵野１１１０

４学期 水曜日 １時限 0010060033基礎セルフディベロップメント[B5] 武蔵野 ◎佐藤　克士/荒木　泰貴 ◎武蔵野１１１０

４学期 水曜日 ２時限 0010060033基礎セルフディベロップメント[B5] 武蔵野 ◎佐藤　克士/荒木　泰貴 ◎武蔵野１１１０

１学期 水曜日 １時限 0010060034基礎セルフディベロップメント[B6] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ/高井　寛 ◎武蔵野１１１１

１学期 水曜日 ２時限 0010060034基礎セルフディベロップメント[B6] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ/高井　寛 ◎武蔵野１１１１

３学期 水曜日 １時限 0010060034基礎セルフディベロップメント[B6] 武蔵野 ◎三浦　千明/正木　春彦 ◎武蔵野１１１１

３学期 水曜日 ２時限 0010060034基礎セルフディベロップメント[B6] 武蔵野 ◎三浦　千明/正木　春彦 ◎武蔵野１１１１

４学期 水曜日 １時限 0010060034基礎セルフディベロップメント[B6] 武蔵野 ◎小町　美由紀/黒河内　利臣 ◎武蔵野１１１１

４学期 水曜日 ２時限 0010060034基礎セルフディベロップメント[B6] 武蔵野 ◎小町　美由紀/黒河内　利臣 ◎武蔵野１１１１

１学期 水曜日 １時限 0010060035基礎セルフディベロップメント[B7] 武蔵野 ◎板山　真弓/一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野１２０４

１学期 水曜日 ２時限 0010060035基礎セルフディベロップメント[B7] 武蔵野 ◎板山　真弓/一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野１２０４

３学期 水曜日 １時限 0010060035基礎セルフディベロップメント[B7] 武蔵野 ◎中西　崇文/山岸　久雄 ◎武蔵野１２０４

３学期 水曜日 ２時限 0010060035基礎セルフディベロップメント[B7] 武蔵野 ◎中西　崇文/山岸　久雄 ◎武蔵野１２０４

４学期 水曜日 １時限 0010060035基礎セルフディベロップメント[B7] 武蔵野 ◎平田　徳恵/小田　義幸 ◎武蔵野１２０４

４学期 水曜日 ２時限 0010060035基礎セルフディベロップメント[B7] 武蔵野 ◎平田　徳恵/小田　義幸 ◎武蔵野１２０４

１学期 水曜日 １時限 0010060036基礎セルフディベロップメント[B8] 武蔵野 ◎佐原　徹哉/小泉　順也 ◎武蔵野１２０５

１学期 水曜日 ２時限 0010060036基礎セルフディベロップメント[B8] 武蔵野 ◎佐原　徹哉/小泉　順也 ◎武蔵野１２０５

３学期 水曜日 １時限 0010060036基礎セルフディベロップメント[B8] 武蔵野 ◎上林　憲行/村上　貴久 ◎武蔵野１２０５

３学期 水曜日 ２時限 0010060036基礎セルフディベロップメント[B8] 武蔵野 ◎上林　憲行/村上　貴久 ◎武蔵野１２０５

４学期 水曜日 １時限 0010060036基礎セルフディベロップメント[B8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/新津　尚子 ◎武蔵野１２０５

４学期 水曜日 ２時限 0010060036基礎セルフディベロップメント[B8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/新津　尚子 ◎武蔵野１２０５

１学期 水曜日 １時限 0010060037基礎セルフディベロップメント[C5] 武蔵野 ◎金　安妮/仁村　悟 ◎武蔵野１２０６

１学期 水曜日 ２時限 0010060037基礎セルフディベロップメント[C5] 武蔵野 ◎金　安妮/仁村　悟 ◎武蔵野１２０６

３学期 水曜日 １時限 0010060037基礎セルフディベロップメント[C5] 武蔵野 ◎永野　潤/中村　光宏 ◎武蔵野１２０６

３学期 水曜日 ２時限 0010060037基礎セルフディベロップメント[C5] 武蔵野 ◎永野　潤/中村　光宏 ◎武蔵野１２０６

４学期 水曜日 １時限 0010060037基礎セルフディベロップメント[C5] 武蔵野 ◎小川　桂一郎/佐藤　克士 ◎武蔵野１２０６

４学期 水曜日 ２時限 0010060037基礎セルフディベロップメント[C5] 武蔵野 ◎小川　桂一郎/佐藤　克士 ◎武蔵野１２０６
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１学期 水曜日 １時限 0010060038基礎セルフディベロップメント[C6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/笹川　あゆみ ◎武蔵野１２０７

１学期 水曜日 ２時限 0010060038基礎セルフディベロップメント[C6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/笹川　あゆみ ◎武蔵野１２０７

３学期 水曜日 １時限 0010060038基礎セルフディベロップメント[C6] 武蔵野 ◎高井　寛/三浦　千明 ◎武蔵野１２０７

３学期 水曜日 ２時限 0010060038基礎セルフディベロップメント[C6] 武蔵野 ◎高井　寛/三浦　千明 ◎武蔵野１２０７

４学期 水曜日 １時限 0010060038基礎セルフディベロップメント[C6] 武蔵野 ◎正木　春彦/小町　美由紀 ◎武蔵野１２０７

４学期 水曜日 ２時限 0010060038基礎セルフディベロップメント[C6] 武蔵野 ◎正木　春彦/小町　美由紀 ◎武蔵野１２０７

１学期 水曜日 １時限 0010060039基礎セルフディベロップメント[C7] 武蔵野 ◎小田　義幸/板山　真弓 ◎武蔵野１２０９

１学期 水曜日 ２時限 0010060039基礎セルフディベロップメント[C7] 武蔵野 ◎小田　義幸/板山　真弓 ◎武蔵野１２０９

３学期 水曜日 １時限 0010060039基礎セルフディベロップメント[C7] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/中西　崇文 ◎武蔵野１２０９

３学期 水曜日 ２時限 0010060039基礎セルフディベロップメント[C7] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/中西　崇文 ◎武蔵野１２０９

４学期 水曜日 １時限 0010060039基礎セルフディベロップメント[C7] 武蔵野 ◎山岸　久雄/平田　徳恵 ◎武蔵野１２０９

４学期 水曜日 ２時限 0010060039基礎セルフディベロップメント[C7] 武蔵野 ◎山岸　久雄/平田　徳恵 ◎武蔵野１２０９

１学期 水曜日 １時限 0010060040基礎セルフディベロップメント[C8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/佐原　徹哉 ◎武蔵野１２１０

１学期 水曜日 ２時限 0010060040基礎セルフディベロップメント[C8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/佐原　徹哉 ◎武蔵野１２１０

３学期 水曜日 １時限 0010060040基礎セルフディベロップメント[C8] 武蔵野 ◎小泉　順也/上林　憲行 ◎武蔵野１２１０

３学期 水曜日 ２時限 0010060040基礎セルフディベロップメント[C8] 武蔵野 ◎小泉　順也/上林　憲行 ◎武蔵野１２１０

４学期 水曜日 １時限 0010060040基礎セルフディベロップメント[C8] 武蔵野 ◎村上　貴久/新津　尚子 ◎武蔵野１２１０

４学期 水曜日 ２時限 0010060040基礎セルフディベロップメント[C8] 武蔵野 ◎村上　貴久/新津　尚子 ◎武蔵野１２１０

１学期 水曜日 １時限 0010060041基礎セルフディベロップメント[D5] 武蔵野 ◎高橋　典嗣/金　安妮 ◎武蔵野１２１１

１学期 水曜日 ２時限 0010060041基礎セルフディベロップメント[D5] 武蔵野 ◎高橋　典嗣/金　安妮 ◎武蔵野１２１１

３学期 水曜日 １時限 0010060041基礎セルフディベロップメント[D5] 武蔵野 ◎仁村　悟/永野　潤 ◎武蔵野１２１１

３学期 水曜日 ２時限 0010060041基礎セルフディベロップメント[D5] 武蔵野 ◎仁村　悟/永野　潤 ◎武蔵野１２１１

４学期 水曜日 １時限 0010060041基礎セルフディベロップメント[D5] 武蔵野 ◎中村　光宏/小川　桂一郎 ◎武蔵野１２１１

４学期 水曜日 ２時限 0010060041基礎セルフディベロップメント[D5] 武蔵野 ◎中村　光宏/小川　桂一郎 ◎武蔵野１２１１

１学期 水曜日 １時限 0010060042基礎セルフディベロップメント[D6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/荻野　雅 ◎武蔵野１２１２

１学期 水曜日 ２時限 0010060042基礎セルフディベロップメント[D6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/荻野　雅 ◎武蔵野１２１２

３学期 水曜日 １時限 0010060042基礎セルフディベロップメント[D6] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ/高井　寛 ◎武蔵野１２１２

３学期 水曜日 ２時限 0010060042基礎セルフディベロップメント[D6] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ/高井　寛 ◎武蔵野１２１２

４学期 水曜日 １時限 0010060042基礎セルフディベロップメント[D6] 武蔵野 ◎三浦　千明/正木　春彦 ◎武蔵野１２１２

４学期 水曜日 ２時限 0010060042基礎セルフディベロップメント[D6] 武蔵野 ◎三浦　千明/正木　春彦 ◎武蔵野１２１２

１学期 水曜日 １時限 0010060043基礎セルフディベロップメント[D7] 武蔵野 ◎平田　徳恵/小田　義幸 ◎武蔵野１３０８

１学期 水曜日 ２時限 0010060043基礎セルフディベロップメント[D7] 武蔵野 ◎平田　徳恵/小田　義幸 ◎武蔵野１３０８

３学期 水曜日 １時限 0010060043基礎セルフディベロップメント[D7] 武蔵野 ◎板山　真弓/一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野１３０８

３学期 水曜日 ２時限 0010060043基礎セルフディベロップメント[D7] 武蔵野 ◎板山　真弓/一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野１３０８

４学期 水曜日 １時限 0010060043基礎セルフディベロップメント[D7] 武蔵野 ◎林　康弘/山岸　久雄 ◎武蔵野１３０８

４学期 水曜日 ２時限 0010060043基礎セルフディベロップメント[D7] 武蔵野 ◎林　康弘/山岸　久雄 ◎武蔵野１３０８

１学期 水曜日 １時限 0010060044基礎セルフディベロップメント[D8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/新津　尚子 ◎武蔵野１３１０

１学期 水曜日 ２時限 0010060044基礎セルフディベロップメント[D8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/新津　尚子 ◎武蔵野１３１０

３学期 水曜日 １時限 0010060044基礎セルフディベロップメント[D8] 武蔵野 ◎山根　徹也/小泉　順也 ◎武蔵野１３１０
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３学期 水曜日 ２時限 0010060044基礎セルフディベロップメント[D8] 武蔵野 ◎山根　徹也/小泉　順也 ◎武蔵野１３１０

４学期 水曜日 １時限 0010060044基礎セルフディベロップメント[D8] 武蔵野 ◎長谷川　理/村上　貴久 ◎武蔵野１３１０

４学期 水曜日 ２時限 0010060044基礎セルフディベロップメント[D8] 武蔵野 ◎長谷川　理/村上　貴久 ◎武蔵野１３１０

１学期 水曜日 １時限 0010060045基礎セルフディベロップメント[E5] 武蔵野 ◎小川　桂一郎/高橋　典嗣 ◎武蔵野１３１１

１学期 水曜日 ２時限 0010060045基礎セルフディベロップメント[E5] 武蔵野 ◎小川　桂一郎/高橋　典嗣 ◎武蔵野１３１１

３学期 水曜日 １時限 0010060045基礎セルフディベロップメント[E5] 武蔵野 ◎金　安妮/仁村　悟 ◎武蔵野１３１１

３学期 水曜日 ２時限 0010060045基礎セルフディベロップメント[E5] 武蔵野 ◎金　安妮/仁村　悟 ◎武蔵野１３１１

４学期 水曜日 １時限 0010060045基礎セルフディベロップメント[E5] 武蔵野 ◎永野　潤/中村　光宏 ◎武蔵野１３１１

４学期 水曜日 ２時限 0010060045基礎セルフディベロップメント[E5] 武蔵野 ◎永野　潤/中村　光宏 ◎武蔵野１３１１

１学期 水曜日 １時限 0010060046基礎セルフディベロップメント[E6] 武蔵野 ◎阿久津　裕彦/正木　春彦 ◎武蔵野１３１２

１学期 水曜日 ２時限 0010060046基礎セルフディベロップメント[E6] 武蔵野 ◎阿久津　裕彦/正木　春彦 ◎武蔵野１３１２

３学期 水曜日 １時限 0010060046基礎セルフディベロップメント[E6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/笹川　あゆみ ◎武蔵野１３１２

３学期 水曜日 ２時限 0010060046基礎セルフディベロップメント[E6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/笹川　あゆみ ◎武蔵野１３１２

４学期 水曜日 １時限 0010060046基礎セルフディベロップメント[E6] 武蔵野 ◎高井　寛/三浦　千明 ◎武蔵野１３１２

４学期 水曜日 ２時限 0010060046基礎セルフディベロップメント[E6] 武蔵野 ◎高井　寛/三浦　千明 ◎武蔵野１３１２

１学期 水曜日 １時限 0010060047基礎セルフディベロップメント[E7] 武蔵野 ◎山岸　久雄/平田　徳恵 ◎武蔵野１３１３

１学期 水曜日 ２時限 0010060047基礎セルフディベロップメント[E7] 武蔵野 ◎山岸　久雄/平田　徳恵 ◎武蔵野１３１３

３学期 水曜日 １時限 0010060047基礎セルフディベロップメント[E7] 武蔵野 ◎小田　義幸/板山　真弓 ◎武蔵野１３１３

３学期 水曜日 ２時限 0010060047基礎セルフディベロップメント[E7] 武蔵野 ◎小田　義幸/板山　真弓 ◎武蔵野１３１３

４学期 水曜日 １時限 0010060047基礎セルフディベロップメント[E7] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/林　康弘 ◎武蔵野１３１３

４学期 水曜日 ２時限 0010060047基礎セルフディベロップメント[E7] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹/林　康弘 ◎武蔵野１３１３

１学期 水曜日 １時限 0010060048基礎セルフディベロップメント[E8] 武蔵野 ◎村上　貴久/新津　尚子 ◎武蔵野７２０２

１学期 水曜日 ２時限 0010060048基礎セルフディベロップメント[E8] 武蔵野 ◎村上　貴久/新津　尚子 ◎武蔵野７２０２

３学期 水曜日 １時限 0010060048基礎セルフディベロップメント[E8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/山根　徹也 ◎武蔵野７２０２

３学期 水曜日 ２時限 0010060048基礎セルフディベロップメント[E8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/山根　徹也 ◎武蔵野７２０２

４学期 水曜日 １時限 0010060048基礎セルフディベロップメント[E8] 武蔵野 ◎小泉　順也/長谷川　理 ◎武蔵野７２０２

４学期 水曜日 ２時限 0010060048基礎セルフディベロップメント[E8] 武蔵野 ◎小泉　順也/長谷川　理 ◎武蔵野７２０２

１学期 水曜日 １時限 0010060049基礎セルフディベロップメント[F5] 武蔵野 ◎中村　光宏/小川　桂一郎 ◎武蔵野７２０３

１学期 水曜日 ２時限 0010060049基礎セルフディベロップメント[F5] 武蔵野 ◎中村　光宏/小川　桂一郎 ◎武蔵野７２０３

３学期 水曜日 １時限 0010060049基礎セルフディベロップメント[F5] 武蔵野 ◎今福　理博/金　安妮 ◎武蔵野７２０３

３学期 水曜日 ２時限 0010060049基礎セルフディベロップメント[F5] 武蔵野 ◎今福　理博/金　安妮 ◎武蔵野７２０３

４学期 水曜日 １時限 0010060049基礎セルフディベロップメント[F5] 武蔵野 ◎仁村　悟/永野　潤 ◎武蔵野７２０３

４学期 水曜日 ２時限 0010060049基礎セルフディベロップメント[F5] 武蔵野 ◎仁村　悟/永野　潤 ◎武蔵野７２０３

１学期 水曜日 １時限 0010060050基礎セルフディベロップメント[F6] 武蔵野 ◎三浦　千明/正木　春彦 ◎武蔵野７２０５

１学期 水曜日 ２時限 0010060050基礎セルフディベロップメント[F6] 武蔵野 ◎三浦　千明/正木　春彦 ◎武蔵野７２０５

３学期 水曜日 １時限 0010060050基礎セルフディベロップメント[F6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/荻野　雅 ◎武蔵野７２０５

３学期 水曜日 ２時限 0010060050基礎セルフディベロップメント[F6] 武蔵野 ◎黒河内　利臣/荻野　雅 ◎武蔵野７２０５

４学期 水曜日 １時限 0010060050基礎セルフディベロップメント[F6] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ/高井　寛 ◎武蔵野７２０５

４学期 水曜日 ２時限 0010060050基礎セルフディベロップメント[F6] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ/高井　寛 ◎武蔵野７２０５
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１学期 水曜日 １時限 0010060051基礎セルフディベロップメント[F7] 武蔵野 ◎林　康弘/山岸　久雄 ◎武蔵野７２０８

１学期 水曜日 ２時限 0010060051基礎セルフディベロップメント[F7] 武蔵野 ◎林　康弘/山岸　久雄 ◎武蔵野７２０８

３学期 水曜日 １時限 0010060051基礎セルフディベロップメント[F7] 武蔵野 ◎平田　徳恵/小田　義幸 ◎武蔵野７２０８

３学期 水曜日 ２時限 0010060051基礎セルフディベロップメント[F7] 武蔵野 ◎平田　徳恵/小田　義幸 ◎武蔵野７２０８

４学期 水曜日 １時限 0010060051基礎セルフディベロップメント[F7] 武蔵野 ◎板山　真弓/一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野７２０８

４学期 水曜日 ２時限 0010060051基礎セルフディベロップメント[F7] 武蔵野 ◎板山　真弓/一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野７２０８

１学期 水曜日 １時限 0010060052基礎セルフディベロップメント[F8] 武蔵野 ◎長谷川　理/村上　貴久 ◎武蔵野７２０９

１学期 水曜日 ２時限 0010060052基礎セルフディベロップメント[F8] 武蔵野 ◎長谷川　理/村上　貴久 ◎武蔵野７２０９

３学期 水曜日 １時限 0010060052基礎セルフディベロップメント[F8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/新津　尚子 ◎武蔵野７２０９

３学期 水曜日 ２時限 0010060052基礎セルフディベロップメント[F8] 武蔵野 ◎小谷　奈津子/新津　尚子 ◎武蔵野７２０９

４学期 水曜日 １時限 0010060052基礎セルフディベロップメント[F8] 武蔵野 ◎山根　徹也/小泉　順也 ◎武蔵野７２０９

４学期 水曜日 ２時限 0010060052基礎セルフディベロップメント[F8] 武蔵野 ◎山根　徹也/小泉　順也 ◎武蔵野７２０９

１学期 金曜日 ５時限 0010060053外国の歴史[武蔵野] 武蔵野 ◎竹村　厚士 ◎武蔵野１２０１

１学期 金曜日 ６時限 0010060053外国の歴史[武蔵野] 武蔵野 ◎竹村　厚士 ◎武蔵野１２０１

１学期 木曜日 ５時限 0010060054外国の歴史[有明1/2] 有明 ◎小澤　一郎 ◎有明４－３０３

１学期 木曜日 ６時限 0010060054外国の歴史[有明1/2] 有明 ◎小澤　一郎 ◎有明４－３０３

２学期 木曜日 ５時限 0010060055外国の歴史[有明2/2] 有明 ◎小澤　一郎 ◎有明４－３０１

２学期 木曜日 ６時限 0010060055外国の歴史[有明2/2] 有明 ◎小澤　一郎 ◎有明４－３０１

３学期 金曜日 ５時限 0010060057環境学への展望[武蔵野] 武蔵野 ◎瀬川　浩司 ◎武蔵野１１０２

３学期 金曜日 ６時限 0010060057環境学への展望[武蔵野] 武蔵野 ◎瀬川　浩司 ◎武蔵野１１０２

２学期 月曜日 ５時限 0010060058環境学への展望[有明] 有明 ◎瀬川　浩司 ◎有明４－３０６

２学期 月曜日 ６時限 0010060058環境学への展望[有明] 有明 ◎瀬川　浩司 ◎有明４－３０６

４学期 水曜日 ５時限 0010060059芸術のすすめ[武蔵野1/2] 武蔵野 ◎岩城　賢太郎/R.J.Emmert/福田　孝/宮川　健郎/三浦　一朗/楊　昆鵬 ◎武蔵野１３０２

４学期 水曜日 ６時限 0010060059芸術のすすめ[武蔵野1/2] 武蔵野 ◎岩城　賢太郎/R.J.Emmert/福田　孝/宮川　健郎/三浦　一朗/楊　昆鵬 ◎武蔵野１３０２

２学期 火曜日 ５時限 0010060060芸術のすすめ[武蔵野2/2] 武蔵野 ◎松尾　梨沙 ◎雪頂講堂

２学期 火曜日 ６時限 0010060060芸術のすすめ[武蔵野2/2] 武蔵野 ◎松尾　梨沙 ◎雪頂講堂

２学期 月曜日 ５時限 0010060061芸術のすすめ[有明1/2] 有明 ◎三浦　裕子 ◎有明４－３０３

２学期 月曜日 ６時限 0010060061芸術のすすめ[有明1/2] 有明 ◎三浦　裕子 ◎有明４－３０３

１学期 木曜日 ５時限 0010060062芸術のすすめ[有明2/2] 有明 ◎松尾　梨沙 ◎有明３－３０２

１学期 木曜日 ６時限 0010060062芸術のすすめ[有明2/2] 有明 ◎松尾　梨沙 ◎有明３－３０２

３学期 火曜日 ５時限 0010060063現代メディアの探求[武蔵野] 武蔵野 ◎堀口　剛 ◎武蔵野１２０１

３学期 火曜日 ６時限 0010060063現代メディアの探求[武蔵野] 武蔵野 ◎堀口　剛 ◎武蔵野１２０１

１学期 月曜日 ５時限 0010060064現代メディアの探求[有明] 有明 ◎堀口　剛 ◎有明３－３０２

１学期 月曜日 ６時限 0010060064現代メディアの探求[有明] 有明 ◎堀口　剛 ◎有明３－３０２

１学期 木曜日 ５時限 0010060066市民の社会貢献[武蔵野] 武蔵野 ◎熊田　博喜 ◎武蔵野１１０２

１学期 木曜日 ６時限 0010060066市民の社会貢献[武蔵野] 武蔵野 ◎熊田　博喜 ◎武蔵野１１０２

４学期 月曜日 ５時限 0010060067市民の社会貢献[有明] 有明 ◎渡辺　芳 ◎有明３－３０２

４学期 月曜日 ６時限 0010060067市民の社会貢献[有明] 有明 ◎渡辺　芳 ◎有明３－３０２

１学期 火曜日 ５時限 0010060068社会現象を分析する[武蔵野] 武蔵野 ◎岩田　弘三 ◎武蔵野１２０３
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１学期 火曜日 ６時限 0010060068社会現象を分析する[武蔵野] 武蔵野 ◎岩田　弘三 ◎武蔵野１２０３

３学期 月曜日 ５時限 0010060069社会現象を分析する[有明1/4] 有明 ◎新津　尚子 ◎有明３－３０２

３学期 月曜日 ６時限 0010060069社会現象を分析する[有明1/4] 有明 ◎新津　尚子 ◎有明３－３０２

２学期 月曜日 ５時限 0010060070社会現象を分析する[有明4/4] 有明 ◎板山　真弓 ◎有明４－３０１

２学期 月曜日 ６時限 0010060070社会現象を分析する[有明4/4] 有明 ◎板山　真弓 ◎有明４－３０１

４学期 火曜日 ５時限 0010060071社会情報と生活[武蔵野1/2] 武蔵野 ◎佐藤　佳弘 ◎武蔵野１２０１

４学期 火曜日 ６時限 0010060071社会情報と生活[武蔵野1/2] 武蔵野 ◎佐藤　佳弘 ◎武蔵野１２０１

２学期 金曜日 ５時限 0010060072社会情報と生活[武蔵野2/2] 武蔵野 ◎小島　清信 ◎武蔵野１１０２

２学期 金曜日 ６時限 0010060072社会情報と生活[武蔵野2/2] 武蔵野 ◎小島　清信 ◎武蔵野１１０２

１学期 木曜日 ５時限 0010060073社会情報と生活[有明1/5] 有明 ◎佐藤　佳弘 ◎有明４－３０６

１学期 木曜日 ６時限 0010060073社会情報と生活[有明1/5] 有明 ◎佐藤　佳弘 ◎有明４－３０６

２学期 木曜日 ５時限 0010060074社会情報と生活[有明2/5] 有明 ◎三谷　慶一郎 ◎有明４－３０６

２学期 木曜日 ６時限 0010060074社会情報と生活[有明2/5] 有明 ◎三谷　慶一郎 ◎有明４－３０６

２学期 火曜日 ５時限 0010060076人間の心理を探る[武蔵野] 武蔵野 ◎荒井　理帆 ◎武蔵野１１０２

２学期 火曜日 ６時限 0010060076人間の心理を探る[武蔵野] 武蔵野 ◎荒井　理帆 ◎武蔵野１１０２

３学期 木曜日 ５時限 0010060077人間の心理を探る[有明1/2] 有明 ◎平田　万理子 ◎有明３－３０２

３学期 木曜日 ６時限 0010060077人間の心理を探る[有明1/2] 有明 ◎平田　万理子 ◎有明３－３０２

２学期 金曜日 ５時限 0010060078市民生活と権利を考える[武蔵野2/3] 武蔵野 ◎田門　浩 ◎武蔵野１１０３

２学期 金曜日 ６時限 0010060078市民生活と権利を考える[武蔵野2/3] 武蔵野 ◎田門　浩 ◎武蔵野１１０３

１学期 金曜日 ５時限 0010060079市民生活と権利を考える[武蔵野1/3] 武蔵野 ◎外岡　潤 ◎武蔵野１１０１

１学期 金曜日 ６時限 0010060079市民生活と権利を考える[武蔵野1/3] 武蔵野 ◎外岡　潤 ◎武蔵野１１０１

３学期 木曜日 ５時限 0010060080市民生活と権利を考える[有明2/4] 有明 ◎木庭　顕 ◎有明４－３０６

３学期 木曜日 ６時限 0010060080市民生活と権利を考える[有明2/4] 有明 ◎木庭　顕 ◎有明４－３０６

３学期 木曜日 ５時限 0010060081市民生活と権利を考える[有明3/4] 有明 ◎田門　浩 ◎有明４－３０１

３学期 木曜日 ６時限 0010060081市民生活と権利を考える[有明3/4] 有明 ◎田門　浩 ◎有明４－３０１

２学期 木曜日 ５時限 0010060082数学的ものの考え方[有明] 有明 ◎小川　桂一郎 ◎有明４－３０３

２学期 木曜日 ６時限 0010060082数学的ものの考え方[有明] 有明 ◎小川　桂一郎 ◎有明４－３０３

４学期 金曜日 ５時限 0010060083数学的ものの考え方[武蔵野] 武蔵野 ◎渡辺　知規 ◎武蔵野６５０１

４学期 金曜日 ６時限 0010060083数学的ものの考え方[武蔵野] 武蔵野 ◎渡辺　知規 ◎武蔵野６５０１

４学期 木曜日 ５時限 0010060084生命科学と人間[有明] 有明 ◎鈴木　智也 ◎有明４－３０１

４学期 木曜日 ６時限 0010060084生命科学と人間[有明] 有明 ◎鈴木　智也 ◎有明４－３０１

４学期 木曜日 ５時限 0010060086生命科学と人間[武蔵野] 武蔵野 ◎粥川　準二 ◎武蔵野１１０２

４学期 木曜日 ６時限 0010060086生命科学と人間[武蔵野] 武蔵野 ◎粥川　準二 ◎武蔵野１１０２

２学期 月曜日 ５時限 0010060087哲学への探索[有明2/3] 有明 ◎金子　裕介 ◎有明３－３０２

２学期 月曜日 ６時限 0010060087哲学への探索[有明2/3] 有明 ◎金子　裕介 ◎有明３－３０２

３学期 火曜日 ５時限 0010060088哲学への探索[武蔵野1/2] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野１２０３

３学期 火曜日 ６時限 0010060088哲学への探索[武蔵野1/2] 武蔵野 ◎一ノ瀬　正樹 ◎武蔵野１２０３

４学期 月曜日 ５時限 0010060089日本の歴史[武蔵野] 武蔵野 ◎漆原　徹 ◎武蔵野１３０４

４学期 月曜日 ６時限 0010060089日本の歴史[武蔵野] 武蔵野 ◎漆原　徹 ◎武蔵野１３０４
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１学期 月曜日 ５時限 0010060090日本の歴史[有明1/2] 有明 ◎漆原　徹 ◎有明４－３０３

１学期 月曜日 ６時限 0010060090日本の歴史[有明1/2] 有明 ◎漆原　徹 ◎有明４－３０３

３学期 月曜日 ５時限 0010060091日本の歴史[有明2/2] 有明 ◎山内　昌之 ◎有明１－４０６

３学期 月曜日 ６時限 0010060091日本の歴史[有明2/2] 有明 ◎山内　昌之 ◎有明１－４０６

１学期 火曜日 ５時限 0010060092文化人類学への誘い[武蔵野] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ ◎武蔵野１２０１

１学期 火曜日 ６時限 0010060092文化人類学への誘い[武蔵野] 武蔵野 ◎笹川　あゆみ ◎武蔵野１２０１

１学期 木曜日 ５時限 0010060093文化人類学への誘い[有明] 有明 ◎北條　英勝 ◎有明３－３０１

１学期 木曜日 ６時限 0010060093文化人類学への誘い[有明] 有明 ◎北條　英勝 ◎有明３－３０１

４学期 月曜日 ５時限 0010060094文学を読み解く楽しみ[有明] 有明 ◎鵜飼　伴子 ◎有明４－３０６

４学期 月曜日 ６時限 0010060094文学を読み解く楽しみ[有明] 有明 ◎鵜飼　伴子 ◎有明４－３０６

３学期 金曜日 ５時限 0010060095文学を読み解く楽しみ[武蔵野] 武蔵野 ◎菅原　克也 ◎武蔵野６４０７

３学期 金曜日 ６時限 0010060095文学を読み解く楽しみ[武蔵野] 武蔵野 ◎菅原　克也 ◎武蔵野６４０７

４学期 月曜日 ５時限 0010060096芸術のすすめ[Eng] 有明 ◎R.J.Emmert ◎有明１－４０６

４学期 月曜日 ６時限 0010060096芸術のすすめ[Eng] 有明 ◎R.J.Emmert ◎有明１－４０６

４学期 木曜日 ５時限 0010060097哲学への探索[Eng] 有明 ◎一ノ瀬　正樹 ◎有明１－４０７

４学期 木曜日 ６時限 0010060097哲学への探索[Eng] 有明 ◎一ノ瀬　正樹 ◎有明１－４０７

３学期 木曜日 ５時限 0010060098生命科学と人間[Eng] 有明 ◎Boeuf Stephane ◎有明４－３０３

３学期 木曜日 ６時限 0010060098生命科学と人間[Eng] 有明 ◎Boeuf Stephane ◎有明４－３０３

３学期 月曜日 ５時限 0010060099社会現象を分析する[Eng] 有明 ◎板山　真弓 ◎有明１－５０８

３学期 月曜日 ６時限 0010060099社会現象を分析する[Eng] 有明 ◎板山　真弓 ◎有明１－５０８

３学期 金曜日 ５時限 0010060100プレゼンテーション[武蔵野] 武蔵野 ◎中村　太戯留 ◎武蔵野７１０２

３学期 金曜日 ６時限 0010060100プレゼンテーション[武蔵野] 武蔵野 ◎中村　太戯留 ◎武蔵野７１０２

３学期 木曜日 ５時限 0010060101プレゼンテーション[有明] 有明 ◎中村　太戯留 ◎有明２－４０２

３学期 木曜日 ６時限 0010060101プレゼンテーション[有明] 有明 ◎中村　太戯留 ◎有明２－４０２

１学期 月曜日 ５時限 0010060102人間の心理を探る[有明2/2] 有明 ◎勝　野吏子 ◎有明４－３０６

１学期 月曜日 ６時限 0010060102人間の心理を探る[有明2/2] 有明 ◎勝　野吏子 ◎有明４－３０６

３学期 木曜日 ５時限 0010060103社会情報と生活[有明3/5] 有明 ◎三谷　慶一郎 ◎有明４－４１１

３学期 木曜日 ６時限 0010060103社会情報と生活[有明3/5] 有明 ◎三谷　慶一郎 ◎有明４－４１１

４学期 木曜日 ５時限 0010060104社会情報と生活[有明4/5] 有明 ◎三谷　慶一郎 ◎有明４－４１２

４学期 木曜日 ６時限 0010060104社会情報と生活[有明4/5] 有明 ◎三谷　慶一郎 ◎有明４－４１２

４学期 月曜日 ５時限 0010060105社会情報と生活[有明5/5] 有明 ◎小島　清信 ◎有明４－３０３

４学期 月曜日 ６時限 0010060105社会情報と生活[有明5/5] 有明 ◎小島　清信 ◎有明４－３０３

３学期 金曜日 ５時限 0010060106市民生活と権利を考える[武蔵野3/3] 武蔵野 ◎佐藤　智晶 ◎武蔵野１２０６

３学期 金曜日 ６時限 0010060106市民生活と権利を考える[武蔵野3/3] 武蔵野 ◎佐藤　智晶 ◎武蔵野１２０６

２学期 金曜日 ５時限 0010060107市民生活と権利を考える[有明1/4] 有明 ◎佐藤　智晶 ◎有明１－２０６

２学期 金曜日 ６時限 0010060107市民生活と権利を考える[有明1/4] 有明 ◎佐藤　智晶 ◎有明１－２０６

４学期 金曜日 ５時限 0010060108市民生活と権利を考える[有明4/4] 有明 ◎佐藤　智晶 ◎有明１－３０６

４学期 金曜日 ６時限 0010060108市民生活と権利を考える[有明4/4] 有明 ◎佐藤　智晶 ◎有明１－３０６

１学期 月曜日 ５時限 0010060109哲学への探索[有明1/3] 有明 ◎佐藤　裕之 ◎有明１－２０６

32/  18



2018/ 4/ 5

時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2018年度 講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

１学期 月曜日 ６時限 0010060109哲学への探索[有明1/3] 有明 ◎佐藤　裕之 ◎有明１－２０６

３学期 月曜日 ５時限 0010060110哲学への探索[有明3/3] 有明 ◎佐藤　裕之 ◎有明１－２０６

３学期 月曜日 ６時限 0010060110哲学への探索[有明3/3] 有明 ◎佐藤　裕之 ◎有明１－２０６

４学期 金曜日 ５時限 0010060111哲学への探索[武蔵野2/2] 武蔵野 ◎佐藤　裕之 ◎武蔵野１３０２

４学期 金曜日 ６時限 0010060111哲学への探索[武蔵野2/2] 武蔵野 ◎佐藤　裕之 ◎武蔵野１３０２

通年不定期 その他 不定期 0010070001フィールド･スタディーズ 武蔵野 ◎教員未定/山田　均 ◎-

４学期不定期 その他 不定期 0010080006インターンシップ1[後期クラス] 有明 ◎教員未定 ◎-

４学期不定期 その他 不定期 0010080008インターンシップ2[後期クラス] 有明 ◎教員未定 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010080009インターンシップ3［a］ 武蔵野 ◎小西　和信 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010080010インターンシップ3［c］ 有明 ◎土屋　忍/小谷　忠典 ◎-

２・３学期不定期 その他 不定期 0010080013海外インターンシップ1 有明 ◎教員未定 ◎-

２・３学期不定期 その他 不定期 0010080014海外インターンシップ2 有明 ◎教員未定 ◎-

２・３学期不定期 その他 不定期 0010080015海外インターンシップ3 有明 ◎教員未定 ◎-

前期不定期 その他 不定期 0010080016インターンシップ3[学科FS-1] 武蔵野 ◎楊　昆鵬 ◎-

後期不定期 その他 不定期 0010080016インターンシップ3[学科FS-1] 武蔵野 ◎楊　昆鵬 ◎-

後期不定期 その他 不定期 0010080017インターンシップ3[学科FS-2] 武蔵野 ◎神吉　宇一 ◎-

後期不定期 その他 不定期 0010080018インターンシップ3[学科FS-3] 武蔵野 ◎神吉　宇一 ◎-

２学期不定期 その他 不定期 0010080019インターンシップ3[学科FS-4] 武蔵野 ◎初谷　和行/川上　暁子/櫻井　千佳子/生井　亮司 ◎-

３学期不定期 その他 不定期 0010080019インターンシップ3[学科FS-4] 武蔵野 ◎初谷　和行/川上　暁子/櫻井　千佳子/生井　亮司 ◎-

４学期不定期 その他 不定期 0010080019インターンシップ3[学科FS-4] 武蔵野 ◎初谷　和行/川上　暁子/櫻井　千佳子/生井　亮司 ◎-

２学期不定期 その他 不定期 0010080020インターンシップ3[学科FS-5] 武蔵野 ◎小西　聖子 ◎-

３学期不定期 その他 不定期 0010080020インターンシップ3[学科FS-5] 武蔵野 ◎小西　聖子 ◎-

４学期不定期 その他 不定期 0010080020インターンシップ3[学科FS-5] 武蔵野 ◎小西　聖子 ◎-

１学期不定期 その他 不定期 0010080021インターンシップ3[学科FS-6] 武蔵野 ◎松田　達 ◎-

２学期不定期 その他 不定期 0010080021インターンシップ3[学科FS-6] 武蔵野 ◎松田　達 ◎-

３学期不定期 その他 不定期 0010080021インターンシップ3[学科FS-6] 武蔵野 ◎松田　達 ◎-

２学期不定期 その他 不定期 0010080022インターンシップ3[学科FS-7] 武蔵野 ◎高橋　大樹/姜　雪潔/積田　淳史/新津　泰昭/渡部　博志 ◎-

３学期不定期 その他 不定期 0010080022インターンシップ3[学科FS-7] 武蔵野 ◎高橋　大樹/姜　雪潔/積田　淳史/新津　泰昭/渡部　博志 ◎-

２学期 水曜日 １時限 0010080024インターンシップ(事前研究) 有明 ◎土屋　忍 ◎有明３－３０１

２・３学期不定期 その他 不定期 0010080025インターンシップ１ 有明 ◎土屋　忍 ◎-

２・３学期不定期 その他 不定期 0010080026インターンシップ２ 有明 ◎土屋　忍 ◎-

２学期 水曜日 ４時限 0010080027インターンシップ(事前研究) 武蔵野 ◎土屋　忍 ◎武蔵野１３１０

前期 火曜日 ５時限 0010090001サブ・メジャー(ゼミナール)2［a］ 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７３０２

後期 火曜日 ５時限 0010090001サブ・メジャー(ゼミナール)2［a］ 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７３０２

通年不定期 その他 不定期 0010090002サブ・メジャー(ゼミナール)2[c] 有明 ◎土屋　忍/小谷　忠典 ◎-

前期 火曜日 ６時限 0010090005サブ・メジャー(総合研究)2[a] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７２０７

後期 火曜日 ６時限 0010090005サブ・メジャー(総合研究)2[a] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７２０７

通年不定期 その他 不定期 0010090006サブ・メジャー(総合研究)2[c] 有明 ◎土屋　忍/小谷　忠典 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010090007インターンシップ3［b］ 武蔵野 ◎石上　和敬/漆原　徹/長尾　重輝/新作　慶明/日野　慧運 ◎-
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通年不定期 その他 不定期 0010090009インターンシップ3［d］ 有明 ◎上村　智士郎 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010090010インターンシップ3［e］ 有明 ◎山田　均 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010090011インターンシップ3［g］ 有明 ◎内藤　文隆 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010090012インターンシップ3［h］ 有明 ◎梅田　大輔 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010090013インターンシップ3［i］ 武蔵野 ◎久富　健 ◎-

前期 金曜日 ６時限 0010090015サブ・メジャー(ゼミナール)1［b］ 武蔵野 ◎石上　和敬/長尾　重輝/新作　慶明 ◎武蔵野７３０２

前期 月曜日 ６時限 0010090017サブ・メジャー(ゼミナール)2[d] 有明 ◎上村　智士郎 ◎有明１－５０５

後期 月曜日 ６時限 0010090017サブ・メジャー(ゼミナール)2[d] 有明 ◎上村　智士郎 ◎有明１－５０５

前期 木曜日 ６時限 0010090018サブ・メジャー(ゼミナール)1[e] 有明 ◎山田　均 ◎有明１－８０３

後期 木曜日 ５時限 0010090019サブ・メジャー(ゼミナール)1[f] 有明 ◎舛本　直文 ◎有明１－５０１

前期 木曜日 ５時限 0010090020サブ・メジャー(ゼミナール)2[g] 有明 ◎内藤　文隆 ◎有明１－５０６

前期 木曜日 ６時限 0010090020サブ・メジャー(ゼミナール)2[g] 有明 ◎内藤　文隆 ◎有明１－５０６

後期不定期 その他 不定期 0010090020サブ・メジャー(ゼミナール)2[g] 有明 ◎内藤　文隆 ◎有明１－５０６

前期 木曜日 ６時限 0010090021サブ・メジャー(ゼミナール)2[h] 有明 ◎梅田　大輔 ◎有明１－５０２

後期不定期 その他 不定期 0010090021サブ・メジャー(ゼミナール)2[h] 有明 ◎梅田　大輔 ◎-

通年不定期 その他 不定期 0010090024サブ・メジャー(総合研究)2[b] 武蔵野 ◎中村　剛 ◎-

前期 月曜日 ５時限 0010090026サブ・メジャー(総合研究)2[d] 有明 ◎上村　智士郎 ◎有明１－５０５

後期 月曜日 ５時限 0010090026サブ・メジャー(総合研究)2[d] 有明 ◎上村　智士郎 ◎有明１－５０５

前期 月曜日 ５時限 0010090027サブ・メジャー(総合研究)2[e] 有明 ◎角田　陽子 ◎有明１－７０９

後期 月曜日 ５時限 0010090027サブ・メジャー(総合研究)2[e] 有明 ◎角田　陽子 ◎有明１－７０９

通年不定期 その他 不定期 0010090028サブ・メジャー(総合研究)2[f] 有明 ◎竹内　利明 ◎有明１－９０４

前期 木曜日 ５時限 0010090029サブ・メジャー(総合研究)2[g] 有明 ◎内藤　文隆 ◎有明１－５０６

後期 木曜日 ６時限 0010090029サブ・メジャー(総合研究)2[g] 有明 ◎内藤　文隆 ◎有明１－５０６

前期 月曜日 ６時限 0010090030サブ・メジャー(総合研究)2[h] 有明 ◎梅田　大輔 ◎有明１－５０２

後期 月曜日 ６時限 0010090030サブ・メジャー(総合研究)2[h] 有明 ◎梅田　大輔 ◎有明１－５０２

前期 木曜日 ６時限 0010090031サブ・メジャー(総合研究)2[i] 有明 ◎中園　和仁 ◎有明１－５０４

後期 木曜日 ６時限 0010090031サブ・メジャー(総合研究)2[i] 有明 ◎中園　和仁 ◎有明１－５０４

前期 火曜日 ５時限 0010090033サブ・メジャー(ゼミナール)2［i］ 武蔵野 ◎久富　健 ◎武蔵野７３０１

後期 火曜日 ５時限 0010090033サブ・メジャー(ゼミナール)2［i］ 武蔵野 ◎久富　健 ◎武蔵野７３０１

前期不定期 その他 不定期 0010090034サブ・メジャー(ゼミナール)1［l］ 武蔵野 ◎土屋　忍/後藤　新/渡部　博志 ◎-

後期不定期 その他 不定期 0010090034サブ・メジャー(ゼミナール)1［l］ 武蔵野 ◎土屋　忍/後藤　新/渡部　博志 ◎-

前期 水曜日 ５時限 0010100001しあわせを考える［武蔵野］ 武蔵野 ◎渡部　博志/明石　修/Donna WEEKS/土屋　忍/生井　亮司/西本　照真 ◎武蔵野６４０４

前期 水曜日 ６時限 0010100001しあわせを考える［武蔵野］ 武蔵野 ◎渡部　博志/明石　修/Donna WEEKS/土屋　忍/生井　亮司/西本　照真 ◎武蔵野６４０４

前期 水曜日 ５時限 0010100002しあわせを考える［有明］ 有明 ◎渡部　博志/明石　修/Donna WEEKS/土屋　忍/生井　亮司/西本　照真 ◎有明１－３０３

前期 水曜日 ６時限 0010100002しあわせを考える［有明］ 有明 ◎渡部　博志/明石　修/Donna WEEKS/土屋　忍/生井　亮司/西本　照真 ◎有明１－３０３

後期 木曜日 ４時限 0010100003証券ビジネス論 有明 ◎野村證券株式会社 ◎有明４－３０１

後期 火曜日 ６時限 0010100004金融リテラシー(金融と人生設計) 有明 ◎金融広報中央委員会 ◎有明３－３０２

後期 水曜日 ５時限 0010100005未来型都市とメディア 有明 ◎株式会社BSフジ ◎有明１－４０３

前期 金曜日 ４時限 0010100006寄付講座1 武蔵野 ◎宮川　健郎 ◎武蔵野１２０２
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１学期 火曜日 １時限 2210200029日本語1A［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野６４０１

１学期 火曜日 ２時限 2210200029日本語1A［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野６４０１

２学期 火曜日 １時限 2210200030日本語1B［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野６４０１

２学期 火曜日 ２時限 2210200030日本語1B［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野６４０１

３学期 火曜日 １時限 2210200031日本語1C［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野７２０６

３学期 火曜日 ２時限 2210200031日本語1C［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野７２０６

４学期 火曜日 １時限 2210200032日本語1D［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野７２０６

４学期 火曜日 ２時限 2210200032日本語1D［v］ 武蔵野 ◎坂井　菜緒 ◎武蔵野７２０６

１学期 火曜日 １時限 2210200033日本語1A［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野６３０１

１学期 火曜日 ２時限 2210200033日本語1A［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野６３０１

２学期 火曜日 １時限 2210200034日本語1B［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野６３０１

２学期 火曜日 ２時限 2210200034日本語1B［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野６３０１

３学期 火曜日 １時限 2210200035日本語1C［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野７３０１

３学期 火曜日 ２時限 2210200035日本語1C［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野７３０１

４学期 火曜日 １時限 2210200036日本語1D［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野７３０１

４学期 火曜日 ２時限 2210200036日本語1D［w］ 武蔵野 ◎高橋　桂子 ◎武蔵野７３０１

１学期 木曜日 ５時限 2210200061日本語2A［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

１学期 木曜日 ６時限 2210200061日本語2A［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

２学期 木曜日 ５時限 2210200062日本語2B［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

２学期 木曜日 ６時限 2210200062日本語2B［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

３学期 木曜日 ５時限 2210200063日本語2C［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

３学期 木曜日 ６時限 2210200063日本語2C［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

４学期 木曜日 ５時限 2210200064日本語2D［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

４学期 木曜日 ６時限 2210200064日本語2D［z］ 有明 ◎坂井　菜緒 ◎有明１－４０１

前期 木曜日 １時限 2210200191日本事情１ 武蔵野 ◎山辺　真理子 ◎武蔵野１３０８

後期 木曜日 １時限 2210200192日本事情２ 武蔵野 ◎山辺　真理子 ◎武蔵野６５０５

１学期 火曜日 １時限 2210200240日本語1A［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０２

１学期 火曜日 ２時限 2210200240日本語1A［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０２

２学期 火曜日 １時限 2210200241日本語1B［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０２

２学期 火曜日 ２時限 2210200241日本語1B［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０２

３学期 火曜日 １時限 2210200242日本語1C［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０８

３学期 火曜日 ２時限 2210200242日本語1C［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０８

４学期 火曜日 １時限 2210200243日本語1D［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０８

４学期 火曜日 ２時限 2210200243日本語1D［x］ 武蔵野 ◎難波　房枝 ◎武蔵野６４０８

１学期 火曜日 １時限 2210200244日本語1A［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３

１学期 火曜日 ２時限 2210200244日本語1A［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３

２学期 火曜日 １時限 2210200245日本語1B［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３

２学期 火曜日 ２時限 2210200245日本語1B［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３

３学期 火曜日 １時限 2210200246日本語1C［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３
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３学期 火曜日 ２時限 2210200246日本語1C［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３

４学期 火曜日 １時限 2210200247日本語1D［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３

４学期 火曜日 ２時限 2210200247日本語1D［y］ 武蔵野 ◎佐々木　馨 ◎武蔵野７３０３

１学期 火曜日 １時限 2210200248日本語1A［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

１学期 火曜日 ２時限 2210200248日本語1A［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

２学期 火曜日 １時限 2210200249日本語1B［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

２学期 火曜日 ２時限 2210200249日本語1B［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

３学期 火曜日 １時限 2210200250日本語1C［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

３学期 火曜日 ２時限 2210200250日本語1C［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

４学期 火曜日 １時限 2210200251日本語1D［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

４学期 火曜日 ２時限 2210200251日本語1D［z］ 武蔵野 ◎為我井　志保 ◎武蔵野６４０３

前期不定期 その他 不定期 30010001生涯学習概論（司書） 武蔵野 ◎島田　貴司 ◎武蔵野１２０１

前期不定期 その他 不定期 30010002生涯学習概論（司書） 有明 ◎島田　貴司 ◎有明１－５０２

前期 木曜日 １時限 30010003図書館概論 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７２０４

前期 月曜日 １時限 30010004図書館概論 有明 ◎小西　和信 ◎有明１－５０６

後期 金曜日 ２時限 30010005図書館情報技術論[1/2] 武蔵野 ◎星野　雅英 ◎武蔵野７１０３

後期 金曜日 ３時限 30010006図書館情報技術論[2/2] 武蔵野 ◎星野　雅英 ◎武蔵野７１０４

後期 火曜日 １時限 30010007図書館情報技術論 有明 ◎星野　雅英 ◎有明２－４０５

前期 火曜日 ３時限 30010008図書館制度・経営論 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野６５０１

前期 水曜日 ２時限 30010009図書館制度・経営論 有明 ◎小西　和信 ◎有明１－３０８

前期 金曜日 ２時限 30010010図書館サービス概論 武蔵野 ◎星野　雅英 ◎武蔵野６４０８

前期 火曜日 ２時限 30010011図書館サービス概論 有明 ◎星野　雅英 ◎有明１－５０１

前期 水曜日 ４時限 30010012情報サービス論 有明 ◎小泉　真理 ◎有明１－４０５

前期 水曜日 １時限 30010013情報サービス論 武蔵野 ◎小泉　真理 ◎武蔵野１２０３

後期 水曜日 １時限 30010014情報サービス演習Ⅰ 武蔵野 ◎小泉　真理 ◎武蔵野１２０２

後期 水曜日 ４時限 30010015情報サービス演習Ⅰ 有明 ◎小泉　真理 ◎有明１－２０１

前期 火曜日 １時限 30010016情報サービス演習Ⅱ[1/2] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７１０１

後期 火曜日 １時限 30010017情報サービス演習Ⅱ[2/2] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７２０４

前期 水曜日 １時限 30010018情報サービス演習Ⅱ 有明 ◎小西　和信 ◎有明２－４０１

後期 木曜日 ６時限 30010019図書館情報資源概論 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野１１０３

後期 月曜日 １時限 30010020図書館情報資源概論 有明 ◎小西　和信 ◎有明２－４０５

前期 木曜日 ２時限 30010021情報資源組織論 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７２０４

前期 水曜日 ５時限 30010022情報資源組織論 有明 ◎小西　和信 ◎有明１－４０５

後期 木曜日 １時限 30010023情報資源組織演習Ⅰ[1/2] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎-

後期 木曜日 ２時限 30010024情報資源組織演習Ⅰ[2/2] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎-

後期 月曜日 ２時限 30010025情報資源組織演習Ⅰ 有明 ◎小西　和信 ◎有明１－５０６

後期 火曜日 ３時限 30010026情報資源組織演習Ⅱ[1/2] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７２０１

後期 火曜日 ５時限 30010027情報資源組織演習Ⅱ[2/2] 武蔵野 ◎小西　和信 ◎武蔵野７２０４

後期 水曜日 ２時限 30010028情報資源組織演習Ⅱ 有明 ◎小西　和信 ◎有明１－５０７
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前期 月曜日 １時限 30010029児童サービス論[1/2] 武蔵野 ◎張替　恵子 ◎武蔵野１１０８

前期 月曜日 ２時限 30010030児童サービス論[2/2] 武蔵野 ◎張替　恵子 ◎武蔵野１１０８

後期 月曜日 １時限 30010031児童サービス論 有明 ◎張替　恵子 ◎有明１－５０３

前期 金曜日 １時限 30010032図書館情報資源特論 武蔵野 ◎星野　雅英 ◎武蔵野６４０８

前期 火曜日 １時限 30010033図書館情報資源特論 有明 ◎星野　雅英 ◎有明１－５０１

後期 金曜日 １時限 30010034図書・図書館史 武蔵野 ◎星野　雅英 ◎武蔵野７２０１

後期 火曜日 ２時限 30010035図書・図書館史 有明 ◎星野　雅英 ◎有明１－９０４

後期不定期 その他 不定期 30010036図書館基礎特論 武蔵野 ◎小西　和信 ◎-

前期 月曜日 ４時限 3200100001法学1(法学の基礎)［法律学科クラス］ 武蔵野 ◎池田　眞朗/金尾　悠香 ◎武蔵野１１０１

後期 月曜日 ５時限 3200100002法学2(法学概論) 武蔵野 ◎金尾　悠香 ◎武蔵野１２０１

前期 火曜日 ５時限 3200100003民法1A(総則) 武蔵野 ◎古谷　英恵 ◎武蔵野１１０１

後期 火曜日 ５時限 3200100004民法1B(総則) 武蔵野 ◎古谷　英恵 ◎武蔵野１１０１

前期 月曜日 ２時限 3200100005憲法1(統治)[法律学科クラス] 武蔵野 ◎上代　庸平 ◎武蔵野１１０１

後期 月曜日 ２時限 3200100006憲法2(人権)[法律学科クラス] 武蔵野 ◎上代　庸平 ◎武蔵野１１０２

１学期 水曜日 ４時限 3200100007刑法1(総論) 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明３－３０２

１学期 木曜日 １時限 3200100007刑法1(総論) 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明３－３０２

１学期 火曜日 ３時限 3200100008民法2A(物権) 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明３－３０２

１学期 金曜日 ２時限 3200100008民法2A(物権) 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明３－３０２

３学期 火曜日 ４時限 3200100009民法2B(担保物権) 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明３－３０１

３学期 金曜日 ２時限 3200100009民法2B(担保物権) 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明３－３０１

１学期 火曜日 ２時限 3200100010民法3A(債権各論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

１学期 水曜日 ３時限 3200100010民法3A(債権各論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

２学期 火曜日 ２時限 3200100011民法3B(債権各論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

２学期 水曜日 ３時限 3200100011民法3B(債権各論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

３学期 月曜日 ３時限 3200100012民法4A(債権総論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

３学期 火曜日 ２時限 3200100012民法4A(債権総論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

４学期 月曜日 ３時限 3200100013民法4B(債権総論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

４学期 火曜日 ２時限 3200100013民法4B(債権総論) 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明３－３０２

２学期 木曜日 ３時限 3200100014刑法2(各論) 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明３－３０２

２学期 金曜日 ２時限 3200100014刑法2(各論) 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明３－３０２

３学期 水曜日 ２時限 3200100015刑法3(各論) 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明１－４０７

３学期 木曜日 ３時限 3200100015刑法3(各論) 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明１－４０７

４学期 木曜日 ３時限 3200100016企業法総論 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明４－３０３

４学期 金曜日 ２時限 3200100016企業法総論 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明４－３０３

２学期 火曜日 ４時限 3200100017オリンピックと法律学A 有明 ◎板橋　功/岡部　正勝/上代　庸平 ◎有明３－３０２

２学期 火曜日 ５時限 3200100017オリンピックと法律学A 有明 ◎板橋　功/岡部　正勝/上代　庸平 ◎有明３－３０２

４学期 火曜日 ４時限 3200100018オリンピックと法律学B 有明 ◎板橋　功/岡部　正勝/上代　庸平 ◎有明１－３０７

４学期 火曜日 ５時限 3200100018オリンピックと法律学B 有明 ◎板橋　功/岡部　正勝/上代　庸平 ◎有明１－３０７

１学期 月曜日 ５時限 3200100019日本民事法1(法学の基礎、民法総則) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－３０２
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１学期 月曜日 ６時限 3200100019日本民事法1(法学の基礎、民法総則) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－３０２

２学期 金曜日 ５時限 3200100020日本民事法2(物権法、契約法、不法行為法) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－３０２

２学期 金曜日 ６時限 3200100020日本民事法2(物権法、契約法、不法行為法) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－３０２

３学期 金曜日 ５時限 3200100021日本民事法3(担保物権法、債権総論) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－５０６

３学期 金曜日 ６時限 3200100021日本民事法3(担保物権法、債権総論) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－５０６

４学期 金曜日 ５時限 3200100022日本民事法4(会社法、知財法) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－５０６

４学期 金曜日 ６時限 3200100022日本民事法4(会社法、知財法) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－５０６

１学期 木曜日 ３時限 3200100023資格ガイダンス 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明３－３０２

１学期 木曜日 ４時限 3200100023資格ガイダンス 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明３－３０２

後期 木曜日 ２時限 3200100024プレゼミ 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－９０４

後期 木曜日 ２時限 3200100025プレゼミ 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－９０６

後期 木曜日 ２時限 3200100026プレゼミ 有明 ◎古谷　英恵 ◎有明１－９０７

後期 木曜日 ２時限 3200100027プレゼミ 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－４０２

後期 木曜日 ２時限 3200100028プレゼミ 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－７０７

後期 木曜日 ４時限 3200100029プレゼミ 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－８０９

後期 木曜日 ２時限 3200100030プレゼミ 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明１－９０８

後期 木曜日 ２時限 3200100031プレゼミ 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－７０８

後期 木曜日 ２時限 3200100032プレゼミ 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明１－７０２

後期 木曜日 ２時限 3200100033プレゼミ 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－７０９

後期 木曜日 ２時限 3200100034プレゼミ 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明１－５０６

後期 木曜日 ２時限 3200100035プレゼミ 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－３０４

後期 木曜日 ２時限 3200100036プレゼミ 有明 ◎相澤　英孝 ◎有明１－２０５

２学期不定期 その他 不定期 3200100037International Lectures(Law)有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－３０４

４学期 水曜日 ３時限 3200100038情報法 有明 ◎相澤　英孝 ◎有明１－３０８

４学期 金曜日 ２時限 3200100038情報法 有明 ◎相澤　英孝 ◎有明１－３０８

２学期 月曜日 １時限 3200100039マーケティング法 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－２０６

２学期 木曜日 ２時限 3200100039マーケティング法 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－２０６

２学期 月曜日 ３時限 3200100040民法演習 有明 ◎兼子　裕/角田　寛人 ◎有明１－４０３

２学期 水曜日 ２時限 3200100040民法演習 有明 ◎兼子　裕/角田　寛人 ◎有明１－４０３

３学期 水曜日 ４時限 3200100041民法5A(親族法) 有明 ◎犬伏　由子 ◎有明１－４０６

３学期 水曜日 ５時限 3200100041民法5A(親族法) 有明 ◎犬伏　由子 ◎有明１－４０６

４学期 水曜日 ４時限 3200100042民法5B(相続法) 有明 ◎犬伏　由子 ◎有明１－４０６

４学期 水曜日 ５時限 3200100042民法5B(相続法) 有明 ◎犬伏　由子 ◎有明１－４０６

１学期 木曜日 ４時限 3200100043民事訴訟法1 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－２０６

１学期 金曜日 １時限 3200100043民事訴訟法1 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－２０６

２学期 火曜日 １時限 3200100044民事訴訟法2 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－５０８

２学期 木曜日 １時限 3200100044民事訴訟法2 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－５０８

３学期 月曜日 ５時限 3200100045刑事訴訟法1 有明 ◎菅　弘一 ◎有明１－４０７

３学期 月曜日 ６時限 3200100045刑事訴訟法1 有明 ◎菅　弘一 ◎有明１－４０７
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４学期 月曜日 ５時限 3200100046刑事訴訟法2 有明 ◎菅　弘一 ◎有明１－４０７

４学期 月曜日 ６時限 3200100046刑事訴訟法2 有明 ◎菅　弘一 ◎有明１－４０７

１学期 木曜日 １時限 3200100047会社法1 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－３０７

１学期 木曜日 ２時限 3200100047会社法1 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－３０７

２学期 水曜日 ３時限 3200100048会社法2 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－２０６

２学期 水曜日 ４時限 3200100048会社法2 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－２０６

４学期 月曜日 ４時限 3200100049行政法1(総論①)［1/2クラス］ 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－３０６

４学期 水曜日 ３時限 3200100049行政法1(総論①)［1/2クラス］ 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－３０６

１学期 月曜日 ４時限 3200100050行政法1(総論①)［2/2クラス］ 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－２０８

１学期 水曜日 ４時限 3200100050行政法1(総論①)［2/2クラス］ 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－２０８

２学期 月曜日 ４時限 3200100051行政法2(総論②) 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－４０６

２学期 木曜日 ２時限 3200100051行政法2(総論②) 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－４０６

３学期 月曜日 ３時限 3200100052行政救済法 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－３０６

３学期 水曜日 ３時限 3200100052行政救済法 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－３０６

１学期 火曜日 ２時限 3200100053租税法1［法律学科クラス］ 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－５０３

１学期 金曜日 ２時限 3200100053租税法1［法律学科クラス］ 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－５０３

２学期 火曜日 ２時限 3200100054租税法2［法律学科クラス］ 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－５０３

２学期 金曜日 ２時限 3200100054租税法2［法律学科クラス］ 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－５０３

１学期 火曜日 ３時限 3200100055地方自治法1(自治の法と制度) 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－２０６

１学期 火曜日 ４時限 3200100055地方自治法1(自治の法と制度) 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－２０６

３学期 火曜日 ４時限 3200100056地方自治法2(自治体政策法務論) 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－４０７

３学期 火曜日 ５時限 3200100056地方自治法2(自治体政策法務論) 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－４０７

２学期 火曜日 ３時限 3200100057国際法1 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－２０６

２学期 火曜日 ４時限 3200100057国際法1 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－２０６

４学期 木曜日 ３時限 3200100058国際機構論 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－３０８

４学期 木曜日 ４時限 3200100058国際機構論 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－３０８

３学期 火曜日 ３時限 3200100059国際法2 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－２０６

３学期 火曜日 ４時限 3200100059国際法2 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－２０６

４学期 火曜日 ２時限 3200100060国際私法 有明 ◎北澤　安紀 ◎有明１－４０６

４学期 火曜日 ３時限 3200100060国際私法 有明 ◎北澤　安紀 ◎有明１－４０６

前期 月曜日 ２時限 3200100061英米法 有明 ◎樋口　範雄 ◎有明１－２０８

３学期 火曜日 ４時限 3200100062アジア法(中国法・韓国法) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－４０８

３学期 火曜日 ５時限 3200100062アジア法(中国法・韓国法) 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－４０８

４学期 火曜日 ４時限 3200100063アジア法(東南アジア法) 有明 ◎松尾　弘 ◎有明１－４０８

４学期 火曜日 ５時限 3200100063アジア法(東南アジア法) 有明 ◎松尾　弘 ◎有明１－４０８

３学期 月曜日 ３時限 3200100064労働法1 有明 ◎富永　晃一 ◎有明１－４０６

３学期 月曜日 ４時限 3200100064労働法1 有明 ◎富永　晃一 ◎有明１－４０６

４学期 月曜日 ３時限 3200100065労働法2 有明 ◎富永　晃一 ◎有明１－２０７

４学期 月曜日 ４時限 3200100065労働法2 有明 ◎富永　晃一 ◎有明１－２０７
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４学期 月曜日 １時限 3200100066社会保障法 有明 ◎松井　孝太 ◎有明３－３０２

４学期 月曜日 ２時限 3200100066社会保障法 有明 ◎松井　孝太 ◎有明３－３０２

３学期 月曜日 １時限 3200100067企業取引法 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－４０６

３学期 月曜日 ２時限 3200100067企業取引法 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－４０６

４学期 火曜日 ４時限 3200100068経済法(独禁法) 有明 ◎高橋　均 ◎有明１－４０７

４学期 火曜日 ５時限 3200100068経済法(独禁法) 有明 ◎高橋　均 ◎有明１－４０７

１学期 火曜日 ２時限 3200100069知的財産法 有明 ◎相澤　英孝 ◎有明１－４０６

１学期 金曜日 ２時限 3200100069知的財産法 有明 ◎相澤　英孝 ◎有明１－４０６

２学期 火曜日 ３時限 3200100070消費者法 有明 ◎前田　美千代 ◎有明１－４０７

２学期 火曜日 ４時限 3200100070消費者法 有明 ◎前田　美千代 ◎有明１－４０７

１学期 月曜日 ３時限 3200100071金融法 有明 ◎兼子　裕 ◎有明１－２０６

１学期 水曜日 ３時限 3200100071金融法 有明 ◎兼子　裕 ◎有明１－２０６

３学期 火曜日 １時限 3200100072ＩＴ関係法 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－２０６

３学期 金曜日 ２時限 3200100072ＩＴ関係法 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－２０６

１学期 月曜日 １時限 3200100073刑事政策 有明 ◎太田　達也 ◎有明１－３０７

１学期 月曜日 ２時限 3200100073刑事政策 有明 ◎太田　達也 ◎有明１－３０７

前期 水曜日 ５時限 3200100074不動産評価論(東京都不動産鑑定士協会寄付講座) 有明 ◎斉木　正人 ◎有明１－５０９

４学期 火曜日 １時限 3200100076法律学文献講読(英語) 有明 ◎古谷　英恵 ◎有明１－５０７

４学期 金曜日 １時限 3200100076法律学文献講読(英語) 有明 ◎古谷　英恵 ◎有明１－５０７

後期 木曜日 ４時限 3200100077ビジネス法律英語 有明 ◎八代　英輝 ◎有明１－３０７

１学期 水曜日 ２時限 3200100078企業エクスターンシップ［1・3学期クラス］ 有明 ◎鈴木　清貴/教員未定 ◎有明１－４０３

３学期 水曜日 ２時限 3200100078企業エクスターンシップ［1・3学期クラス］ 有明 ◎鈴木　清貴/教員未定 ◎有明１－４０３

１学期 水曜日 ２時限 3200100079企業エクスターンシップ［1・4学期クラス］ 有明 ◎鈴木　清貴/教員未定 ◎有明１－４０３

４学期 水曜日 ２時限 3200100079企業エクスターンシップ［1・4学期クラス］ 有明 ◎鈴木　清貴/教員未定 ◎有明１－４０３

３学期 火曜日 ２時限 3200100080執行・保全・倒産法 有明 ◎三上　威彦 ◎有明４－４０３

３学期 金曜日 １時限 3200100080執行・保全・倒産法 有明 ◎三上　威彦 ◎有明４－４０３

後期 木曜日 ２時限 3200100081高齢化社会と法 有明 ◎樋口　範雄 ◎有明１－２０７

４学期 水曜日 ３時限 3200100082プレゼンゼミ［a］ 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－８０９

４学期 金曜日 ２時限 3200100082プレゼンゼミ［a］ 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－８０９

４学期 水曜日 ３時限 3200100083プレゼンゼミ［b］ 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明１－３０５

４学期 金曜日 ２時限 3200100083プレゼンゼミ［b］ 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明１－３０５

前期 金曜日 ３時限 3200100084ゼミナール1 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－８０１

前期 金曜日 ３時限 3200100085ゼミナール1 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－３０１

前期 金曜日 ３時限 3200100086ゼミナール1 有明 ◎古谷　英恵 ◎有明１－８０３

前期 金曜日 ３時限 3200100087ゼミナール1 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－８０４

前期 金曜日 ３時限 3200100088ゼミナール1 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－８０５

前期 金曜日 ３時限 3200100089ゼミナール1 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－８０６

前期 金曜日 ５時限 3200100090ゼミナール1 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明１－８０７

前期 木曜日 ３時限 3200100091ゼミナール1 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－８１０
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前期 金曜日 ３時限 3200100092ゼミナール1 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明１－８０７

前期 金曜日 ３時限 3200100093ゼミナール1 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明１－８０９

前期 木曜日 ３時限 3200100094ゼミナール1 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－９０４

前期 金曜日 ３時限 3200100095ゼミナール1 有明 ◎相澤　英孝 ◎有明１－８１０

前期 金曜日 ３時限 3200100096ゼミナール1 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－９０４

前期 金曜日 ３時限 3200100097ゼミナール1 有明 ◎樋口　範雄 ◎有明１－９０６

後期 金曜日 ３時限 3200100098ゼミナール2 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－８０１

後期 金曜日 ３時限 3200100099ゼミナール2 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－３０１

後期 金曜日 ３時限 3200100100ゼミナール2 有明 ◎古谷　英恵 ◎有明１－８０３

後期 金曜日 ３時限 3200100101ゼミナール2 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－８０４

後期 金曜日 ３時限 3200100102ゼミナール2 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－８０５

後期 金曜日 ３時限 3200100103ゼミナール2 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－８０６

後期 金曜日 ５時限 3200100104ゼミナール2 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明１－８０７

後期 木曜日 ３時限 3200100105ゼミナール2 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－９０４

後期 金曜日 ３時限 3200100106ゼミナール2 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明１－８０７

後期 金曜日 ３時限 3200100107ゼミナール2 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明１－８０９

後期 木曜日 ３時限 3200100108ゼミナール2 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－８１０

後期 金曜日 ３時限 3200100109ゼミナール2 有明 ◎相澤　英孝 ◎有明１－８１０

後期 金曜日 ３時限 3200100110ゼミナール2 有明 ◎金　安妮 ◎有明１－９０４

後期 金曜日 ３時限 3200100111ゼミナール2 有明 ◎樋口　範雄 ◎有明１－９０６

前期 金曜日 ４時限 3200100112ゼミナール3 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－８０１

前期 金曜日 ４時限 3200100113ゼミナール3 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－３０１

前期 金曜日 ４時限 3200100114ゼミナール3 有明 ◎古谷　英恵 ◎有明１－８０３

前期 金曜日 ４時限 3200100115ゼミナール3 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－８０４

前期 金曜日 ４時限 3200100116ゼミナール3 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－８０５

前期 金曜日 ４時限 3200100117ゼミナール3 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－８０６

前期 火曜日 ３時限 3200100118ゼミナール3 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－９０８

前期 金曜日 ２時限 3200100119ゼミナール3 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明１－８０７

前期 木曜日 ４時限 3200100120ゼミナール3 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－８１０

前期 金曜日 ４時限 3200100121ゼミナール3 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明１－８０９

前期 金曜日 ４時限 3200100122ゼミナール3 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明１－８０７

後期 金曜日 ４時限 3200100123ゼミナール4 有明 ◎金井　高志 ◎有明１－８０１

後期 金曜日 ４時限 3200100124ゼミナール4 有明 ◎金尾　悠香 ◎有明１－３０１

後期 金曜日 ４時限 3200100125ゼミナール4 有明 ◎古谷　英恵 ◎有明１－８０３

後期 金曜日 ４時限 3200100126ゼミナール4 有明 ◎佐藤　直人 ◎有明１－８０４

後期 金曜日 ４時限 3200100127ゼミナール4 有明 ◎小島　千枝 ◎有明１－８０５

後期 金曜日 ４時限 3200100128ゼミナール4 有明 ◎上代　庸平 ◎有明１－８０６

後期 火曜日 ３時限 3200100129ゼミナール4 有明 ◎三上　威彦 ◎有明１－９０８

後期 金曜日 ２時限 3200100130ゼミナール4 有明 ◎池田　眞朗 ◎有明１－８０７
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後期 木曜日 ４時限 3200100131ゼミナール4 有明 ◎竹之内　一幸 ◎有明１－９０４

後期 金曜日 ４時限 3200100132ゼミナール4 有明 ◎荒木　泰貴 ◎有明１－８０９

後期 金曜日 ４時限 3200100133ゼミナール4 有明 ◎鈴木　清貴 ◎有明１－８０７

通年不定期 その他 不定期 3200100134卒業論文 有明 ◎金井　高志 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100135卒業論文 有明 ◎金尾　悠香 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100136卒業論文 有明 ◎古谷　英恵 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100137卒業論文 有明 ◎佐藤　直人 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100138卒業論文 有明 ◎小島　千枝 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100139卒業論文 有明 ◎上代　庸平 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100140卒業論文 有明 ◎三上　威彦 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100141卒業論文 有明 ◎池田　眞朗 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100142卒業論文 有明 ◎竹之内　一幸 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100143卒業論文 有明 ◎荒木　泰貴 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100144卒業論文 有明 ◎鈴木　清貴 ◎-

後期不定期 その他 不定期 3200100147国家公務員育成プログラム2 武蔵野 ◎竹之内　一幸/国井　昌彦 ◎武蔵野６３０３

通年不定期 その他 不定期 3200100501育成プログラム1_憲法1 有明 ◎大野　純一 ◎有明１－３０８

通年不定期 その他 不定期 3200100502育成プログラム1_憲法2 有明 ◎大野　純一 ◎有明１－４０７

通年不定期 その他 不定期 3200100503育成プログラム1_行政法1 有明 ◎松浦　明義 ◎有明１－４０６

通年不定期 その他 不定期 3200100504育成プログラム1_行政法2 有明 ◎松浦　明義 ◎有明１－４０６

通年不定期 その他 不定期 3200100505育成プログラム1_民法1 有明 ◎松浦　明義 ◎有明１－３０５

通年不定期 その他 不定期 3200100506育成プログラム1_民法2 有明 ◎松浦　明義 ◎有明１－３０５

通年不定期 その他 不定期 3200100507育成プログラム1_憲法3S_総 有明 ◎柴田　孝之 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100508育成プログラム2_民法1_総 有明 ◎柴田　孝之 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100509育成プログラム1_行政法1_総 有明 ◎柴田　孝之 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100510育成プログラム2_刑法1_総 有明 ◎柴田　孝之 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100511育成プログラム1_商法1_総 有明 ◎柴田　孝之 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100512育成プログラム3_憲法3_総 有明 ◎松浦　明義 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100513育成プログラム4_民法3_総 有明 ◎山梨　貴弘 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100514育成プログラム3_行政法2_総 有明 ◎山梨　貴弘 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100515育成プログラム2_憲法_般 有明 ◎野村　豊 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100516育成プログラム3_民法3_般 有明 ◎野村　豊 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200100517育成プログラム2_行政法_般 有明 ◎野村　豊 ◎-

３学期 水曜日 ３時限 3200200019政治学史1 有明 ◎中村　孝文 ◎有明３－３０２

３学期 金曜日 １時限 3200200019政治学史1 有明 ◎中村　孝文 ◎有明３－３０２

４学期 水曜日 ３時限 3200200020政治学史2 有明 ◎中村　孝文 ◎有明３－３０１

４学期 金曜日 １時限 3200200020政治学史2 有明 ◎中村　孝文 ◎有明３－３０１

４学期 火曜日 １時限 3200200029日本政治論 有明 ◎Donna WEEKS ◎有明４－３０６

４学期 火曜日 ２時限 3200200029日本政治論 有明 ◎Donna WEEKS ◎有明４－３０６

１学期 火曜日 ４時限 3200200030行政学 有明 ◎深谷　健 ◎有明１－３０６
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１学期 木曜日 ２時限 3200200030行政学 有明 ◎深谷　健 ◎有明１－３０６

３学期 火曜日 ４時限 3200200031公共政策論1 有明 ◎深谷　健 ◎有明４－３０１

３学期 木曜日 １時限 3200200031公共政策論1 有明 ◎深谷　健 ◎有明４－３０１

４学期 火曜日 ４時限 3200200032公共政策論2 有明 ◎深谷　健 ◎有明３－３０１

４学期 木曜日 １時限 3200200032公共政策論2 有明 ◎深谷　健 ◎有明３－３０１

１学期 月曜日 ３時限 3200200033計量政治学 有明 ◎三村　憲弘 ◎有明２－４０２/有明２－４０３/有明２－４０４

１学期 月曜日 ４時限 3200200033計量政治学 有明 ◎三村　憲弘 ◎有明２－４０２/有明２－４０３/有明２－４０４

２学期不定期 その他 不定期 3200200066International Lectures (Politics)有明 ◎Donna WEEKS ◎有明１－２０５

３学期 水曜日 ３時限 3200200073現代政治理論1 有明 ◎青木　裕子 ◎有明１－３０８

３学期 金曜日 ２時限 3200200073現代政治理論1 有明 ◎青木　裕子 ◎有明１－３０８

４学期 月曜日 ２時限 3200200074現代政治理論2 有明 ◎青木　裕子 ◎有明４－４１１

４学期 金曜日 ２時限 3200200074現代政治理論2 有明 ◎青木　裕子 ◎有明４－４１１

２学期 月曜日 ３時限 3200200075公共選択論 有明 ◎三村　憲弘 ◎有明１－３０７

２学期 月曜日 ４時限 3200200075公共選択論 有明 ◎三村　憲弘 ◎有明１－３０７

３学期 木曜日 ２時限 3200200079公共管理論 有明 ◎中村　絢子 ◎有明１－５０３

３学期 金曜日 ２時限 3200200079公共管理論 有明 ◎中村　絢子 ◎有明１－５０３

１学期 水曜日 ５時限 3200200082立法過程論 有明 ◎水戸　克典 ◎有明１－５０３

１学期 水曜日 ６時限 3200200082立法過程論 有明 ◎水戸　克典 ◎有明１－５０３

３学期 月曜日 ５時限 3200200083政策過程論 有明 ◎山﨑　新 ◎有明１－４０４

３学期 月曜日 ６時限 3200200083政策過程論 有明 ◎山﨑　新 ◎有明１－４０４

２学期 火曜日 ２時限 3200200085地方自治 有明 ◎深谷　健 ◎有明１－３０６

２学期 金曜日 ２時限 3200200085地方自治 有明 ◎深谷　健 ◎有明１－３０６

３学期 火曜日 ５時限 3200200088国際関係論 有明 ◎中園　和仁 ◎有明１－５０９

３学期 水曜日 ３時限 3200200088国際関係論 有明 ◎中園　和仁 ◎有明１－５０９

１学期 水曜日 ５時限 3200200140経済学Ｓ1(経済学入門) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明３－３０１

１学期 金曜日 ５時限 3200200140経済学Ｓ1(経済学入門) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明３－３０１

２学期 月曜日 ３時限 3200200141経済学Ｓ2(ミクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

２学期 水曜日 ４時限 3200200141経済学Ｓ2(ミクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

３学期 水曜日 ４時限 3200200142経済学Ｓ3(ミクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

３学期 水曜日 ５時限 3200200142経済学Ｓ3(ミクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

２学期 月曜日 ４時限 3200200143経済学Ｓ4(マクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

２学期 水曜日 ５時限 3200200143経済学Ｓ4(マクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

４学期 水曜日 ５時限 3200200144経済学S5(マクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

４学期 水曜日 ６時限 3200200144経済学S5(マクロ経済学) 有明 ◎江頭　隆治 ◎有明１－３０６

１学期 木曜日 ５時限 3200200145キャリア開発［a］ 有明 ◎名取　守秋 ◎有明１－３０３

１学期 木曜日 ６時限 3200200145キャリア開発［a］ 有明 ◎名取　守秋 ◎有明１－３０３

１学期 木曜日 ５時限 3200200146キャリア開発［b］ 有明 ◎本木　雄也 ◎有明１－３０７

１学期 木曜日 ６時限 3200200146キャリア開発［b］ 有明 ◎本木　雄也 ◎有明１－３０７

３学期 木曜日 ５時限 3200200147キャリア開発［c］ 有明 ◎新保  友恵 ◎有明１－３０３
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３学期 木曜日 ６時限 3200200147キャリア開発［c］ 有明 ◎新保  友恵 ◎有明１－３０３

３学期 木曜日 ５時限 3200200148キャリア開発［d］ 有明 ◎本木　雄也 ◎有明１－３０７

３学期 木曜日 ６時限 3200200148キャリア開発［d］ 有明 ◎本木　雄也 ◎有明１－３０７

前期 木曜日 ５時限 3200200149地方公務員特殊研究1(数的処理、図形問題) 有明 ◎上原　誠司/斉藤　勝 ◎有明１－４０６

前期 木曜日 ６時限 3200200149地方公務員特殊研究1(数的処理、図形問題) 有明 ◎上原　誠司/斉藤　勝 ◎有明１－４０６

後期 火曜日 ５時限 3200200151地方公務員特殊研究2(判断推理等) 有明 ◎上原　誠司/斉藤　秀昭 ◎有明４－３０１

後期 火曜日 ６時限 3200200151地方公務員特殊研究2(判断推理等) 有明 ◎上原　誠司/斉藤　秀昭 ◎有明４－３０１

前期 火曜日 ５時限 3200200153地方公務員特殊研究3(社会科学) 有明 ◎斉藤　勝/松田　馨/守冨 茂 ◎有明４－３０１

前期 火曜日 ６時限 3200200153地方公務員特殊研究3(社会科学) 有明 ◎斉藤　勝/松田　馨/守冨 茂 ◎有明４－３０１

後期 金曜日 ５時限 3200200156地方公務員特殊研究4(一般教養) 有明 ◎斉藤　勝/小林　政博/斉藤　秀昭/松田　馨 ◎有明１－４０８

後期 金曜日 ６時限 3200200156地方公務員特殊研究4(一般教養) 有明 ◎斉藤　勝/小林　政博/斉藤　秀昭/松田　馨 ◎有明１－４０８

前期不定期 その他 不定期 3200200163国家公務員育成プログラム1 武蔵野 ◎田辺　直行 ◎武蔵野６４０２

通年不定期 その他 不定期 3200200501育成プログラム1_人文社会科学1 武蔵野 ◎大野　純一 ◎武蔵野７２０９

通年不定期 その他 不定期 3200200502育成プログラム1_人文社会科学2 武蔵野 ◎野村　豊 ◎武蔵野６４０３

通年不定期 その他 不定期 3200200503育成プログラム1_数的処理1 武蔵野 ◎野村　豊 ◎武蔵野６４０１

通年不定期 その他 不定期 3200200504育成プログラム1_数的処理2 武蔵野 ◎野村　豊 ◎武蔵野６３０２

通年不定期 その他 不定期 3200200505育成プログラム1_文章理解1 武蔵野 ◎大野　純一 ◎武蔵野７３０４

通年不定期 その他 不定期 3200200506育成プログラム1_文章理解2 武蔵野 ◎大野　純一 ◎武蔵野７３０４

通年不定期 その他 不定期 3200200507育成プログラム1_数的処理3 有明 ◎野村　豊 ◎有明１－３０６

通年不定期 その他 不定期 3200200508育成プログラム2_数的処理4 有明 ◎野村　豊 ◎有明１－３０６

通年不定期 その他 不定期 3200200509育成プログラム1_数的処理3_総 有明 ◎岡野　朋一 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200510育成プログラム2_数的処理5_総/般 有明 ◎野村　豊 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200511育成プログラム2_社会_総/般 有明 ◎野村　豊 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200512育成プログラム1_文章理解_総/般 有明 ◎長谷川　弘美 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200513育成プログラム4_理科_総/般 有明 ◎岡野　朋一 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200514育成プログラム1_1次試験専門_総 有明 ◎永野　康次 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200515育成プログラム1_政治学_般 有明 ◎新谷　浩史 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200516育成プログラム1_行政学_般 有明 ◎新谷　浩史 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200517育成プログラム1_社会学_般 有明 ◎新谷　浩史 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200518育成プログラム1_国際関係_般 有明 ◎西　広一郎 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3200200519育成プログラム1_2次試験対策_総 有明 ◎大野　純一 ◎-

２学期 月曜日 ５時限 3300100001共生原理 武蔵野 ◎A. チャールズ・ミュラー ◎武蔵野１１０１

２学期 月曜日 ６時限 3300100001共生原理 武蔵野 ◎A. チャールズ・ミュラー ◎武蔵野１１０１

１学期 火曜日 ４時限 3300100021ミクロ経済学1 有明 ◎石原　真三子 ◎有明３－３０２

１学期 木曜日 ２時限 3300100021ミクロ経済学1 有明 ◎石原　真三子 ◎有明３－３０２

３学期 月曜日 ３時限 3300100022ミクロ経済学2 有明 ◎新倉　博明 ◎有明４－３０１

３学期 木曜日 ２時限 3300100022ミクロ経済学2 有明 ◎新倉　博明 ◎有明４－３０１

１学期 火曜日 ２時限 3300100023マクロ経済学1 有明 ◎田中　茉莉子 ◎有明４－３０１

１学期 金曜日 ２時限 3300100023マクロ経済学1 有明 ◎田中　茉莉子 ◎有明４－３０１
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３学期 火曜日 ２時限 3300100024マクロ経済学2 有明 ◎田中　茉莉子 ◎有明４－３０６

３学期 金曜日 ２時限 3300100024マクロ経済学2 有明 ◎田中　茉莉子 ◎有明４－３０６

３学期 月曜日 ２時限 3300100043財政学1 有明 ◎大久保　和正 ◎有明３－３０１

３学期 水曜日 ６時限 3300100043財政学1 有明 ◎大久保　和正 ◎有明３－３０１

４学期 月曜日 ２時限 3300100044財政学2 有明 ◎大久保　和正 ◎有明１－４０７

４学期 金曜日 ２時限 3300100044財政学2 有明 ◎大久保　和正 ◎有明１－４０７

３学期 火曜日 ４時限 3300100056経済政策論 有明 ◎小坂　賢太 ◎有明１－３０６

３学期 金曜日 ２時限 3300100056経済政策論 有明 ◎小坂　賢太 ◎有明１－３０６

２学期 金曜日 ５時限 3300100109国家公務員育成プログラム3 有明 ◎大久保　和正 ◎有明１－３０１

３学期 火曜日 ５時限 3300100110国家公務員育成プログラム4 有明 ◎大久保　和正 ◎有明１－３０１

通年不定期 その他 不定期 3300100501育成プログラム1_経済原論1 有明 ◎丸尾　旭 ◎有明４－３０５

通年不定期 その他 不定期 3300100502育成プログラム1_経済原論2 有明 ◎丸尾　旭 ◎有明４－３０５

通年不定期 その他 不定期 3300100503育成プログラム1_経済原論3 有明 ◎丸尾　旭 ◎有明１－４０７

通年不定期 その他 不定期 3300100504育成プログラム5_経済原論1_般 有明 ◎斉藤　浩史 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3300100505育成プログラム1_財政学_般 有明 ◎斉藤　浩史 ◎-

通年不定期 その他 不定期 3300100506育成プログラム1_経営学_般 有明 ◎高坂　賢一 ◎-

１学期 火曜日 ６時限 3300200003経営学概論1[1/2] 武蔵野 ◎新津　泰昭 ◎武蔵野７２０１

１学期 金曜日 ６時限 3300200003経営学概論1[1/2] 武蔵野 ◎新津　泰昭 ◎武蔵野７２０１

１学期 火曜日 ６時限 3300200004経営学概論1[2/2] 有明 ◎新津　泰昭 ◎有明３－３０１

１学期 金曜日 ６時限 3300200004経営学概論1[2/2] 有明 ◎新津　泰昭 ◎有明３－３０１

２学期 火曜日 ４時限 3300200005経営学概論2 有明 ◎星野　雄介 ◎有明４－３０１

２学期 金曜日 ４時限 3300200005経営学概論2 有明 ◎星野　雄介 ◎有明４－３０１

１学期 火曜日 １時限 3300200022マーケティング論1 有明 ◎古川　一郎 ◎有明３－３０１

１学期 木曜日 １時限 3300200022マーケティング論1 有明 ◎古川　一郎 ◎有明３－３０１

３学期 火曜日 １時限 3300200023マーケティング論2 有明 ◎古川　一郎 ◎有明３－３０２

３学期 木曜日 １時限 3300200023マーケティング論2 有明 ◎古川　一郎 ◎有明３－３０２

２学期 火曜日 １時限 3300200024経営戦略論1 有明 ◎高橋　大樹 ◎有明３－３０２

２学期 金曜日 １時限 3300200024経営戦略論1 有明 ◎高橋　大樹 ◎有明３－３０２

４学期 火曜日 １時限 3300200025経営戦略論2 有明 ◎高橋　大樹 ◎有明３－３０２

４学期 金曜日 １時限 3300200025経営戦略論2 有明 ◎高橋　大樹 ◎有明３－３０２

１学期 月曜日 ２時限 3300200026会計学1 有明 ◎高瀨　央 ◎有明４－３０１

１学期 木曜日 ２時限 3300200026会計学1 有明 ◎高瀨　央 ◎有明４－３０１

２学期 月曜日 ２時限 3300200027会計学2 有明 ◎高瀨　央 ◎有明４－３０１

２学期 木曜日 ２時限 3300200027会計学2 有明 ◎高瀨　央 ◎有明４－３０１

３学期 水曜日 ４時限 3300200035金融論1［経営学科クラス］ 有明 ◎田邉　昌徳 ◎有明３－３０２

３学期 水曜日 ５時限 3300200035金融論1［経営学科クラス］ 有明 ◎田邉　昌徳 ◎有明３－３０２

４学期 水曜日 ４時限 3300200036金融論2［経営学科クラス］ 有明 ◎田邉　昌徳 ◎有明３－３０１

４学期 水曜日 ５時限 3300200036金融論2［経営学科クラス］ 有明 ◎田邉　昌徳 ◎有明３－３０１

２学期 火曜日 ３時限 3300200047中小企業経営論 有明 ◎姜　雪潔 ◎有明４－３０６
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２学期 火曜日 ４時限 3300200047中小企業経営論 有明 ◎姜　雪潔 ◎有明４－３０６

４学期 金曜日 ５時限 3300300003会計学入門［2/2］/経営学概論2［2/2］ 武蔵野 ◎鵜川　正樹 ◎武蔵野１２０２

４学期 金曜日 ６時限 3300300003会計学入門［2/2］/経営学概論2［2/2］ 武蔵野 ◎鵜川　正樹 ◎武蔵野１２０２

１学期 月曜日 ２時限 3300300013企業と社会［再履修クラス］ 武蔵野 ◎星野　雄介 ◎武蔵野６３０８

１学期 火曜日 ４時限 3300300013企業と社会［再履修クラス］ 武蔵野 ◎星野　雄介 ◎武蔵野６３０８

    1214件
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