
開講部門 曜日時限 科目名 教員名 備考

ゼミ ⽉4 ゼミナール(4年) ⼭⽥　哲也 209 → 1407

ゼミ ⽉5 ゼミナール(3・4年) 酒井　太郎 302 → 216

ゼミ ⽉5 ゼミナール(3年) 辻　琢也 1306 → 1208

ゼミ ⽉5 共通ゼミナール(3・4年) 鵜飼　哲 1204 → ⼩ｾﾞﾐ2 国際研究館5階

教職 ⽉5 社会科教育法 杉浦　正幸 25 302

ゼミ ⽔3 ゼミナール(4年) ⾼柳　友彦 309 → 311

ゼミ ⽊4 ゼミナール(4年) 福富　満久 1316 → 22

ゼミ ⽊5 ゼミナール(3年) 福富　満久 1316 → 22

ゼミ ⾦5 共通ゼミナール(3・4年) 松原　真 1316 → 国際共1

開講部門 曜日時限 科目名 教員名 備考

学部 ⽉1･⽊1 会社法 ⽟井利幸・ 酒井太郎 406 → 401

学部 ⽉2 経済統計論Ｂ 飯塚　信夫 20 → 1203 統計学（経）

学部 ⽉2・⽊2 刑法（総論） 本庄　武 21 → 1202 夏学期（6/1〜）変更

学部 ⽕1 経済史Ｂ ⾕ヶ城　秀吉 38 → 26 外国史（経）

学部 ⽕1･⾦1 上級政治経済学Ⅰ ⽯倉　雅男 34 → 309

学部 ⽕1･⾦1 ⺠法（家族） ⽻⽣　⾹織 26 → 21

学部 ⽕2 マーケティング特論 神岡　太郎 403 → 東本館203B

学部 ⽕2 アメリカ社会史特論Z 丸⼭　雄⽣ 28 → 403 ⽐較⽂化（社）

学部 ⽕2 社会研究⼊⾨ゼミナール（⻄野　史⼦） ⻄野　史⼦ 210 → 106

学部 ⽕2･⾦2 基礎計量経済学 柳　貴英 21 → 1202 夏学期（6/1〜）変更

学部 ⽔1 Introductory Seminar
（Milen Martchev）Ａ ミレン・マルチェフ 307 → 38

学部 ⽔1 前期ゼミナール（英書講読）Ⅰ 佐々⽊　秀綱 101 → 214

学部 ⽔2 産業経済学Ⅰ ⻄村　淳⼀ 31 → 26

学部 ⽔2 現代経済論Ａ 森⼝善正・森宜⼈・
⼤⽉康弘 20 → 31

学部 ⽔2 基礎ゼミナール（Milen Martchev）Ａ ミレン・マルチェフ 307 → 38

学部 ⽔2 社会史史料講読（ヨーロッパ）B 阪⻄　紀⼦ 204 → 205

学部 ⽊1 導⼊ゼミナール ⽯⿊　圭 203 → 210

学部 ⽊3 ⺠法（他学部） ⼭本　弘明 405 → 36 夏学期（6/1〜）変更

学部 ⽊4 労働とジェンダー 村尾　祐美⼦ 304 → 401

学部 ⾦1 財務会計特論 円⾕　昭⼀ 38 → 212

学部 ⾦2 ⾦融フロンティア論
（みずほフィナンシャルグループ寄附講義） ⼤⽊　剛 31 → 26

学部 ⾦4 経営戦略特論 ⻄野　和美 20 → 309

201８年度　教室変更情報

通年　　（〜2018年5⽉末までの変更分）
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春夏学期　　学部科⽬　　（〜2018年5⽉末までの変更分）
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開講部門 曜日時限 科目名 教員名 備考

全学 ⽉1 教養ゼミナール（⼩泉　順也）Ａ ⼩泉　順也 2204 → 2203

全学 ⽉3 ⽇本語上級（⼝頭表現）Ⅱ 栁⽥　直美 国際4 → CAI1

全学 ⽉4 ⼼理学 樋⼝　収 2301 → 2201+ 2301 2301は映像配信

全学 ⽉5 ドイツ語初級（総合）Ⅰ(4) 杉内　有介 1305 → 2203 ⽉5のみ。⽊4は変更なし

全学 ⽉5 ロシア語初級（実践）Ⅰ 浜野　アーラ 2203 → 2204

全学 ⽕3 中国語中級（ＨＳＫ・中検対策）Ａ ⼤⻄　陽⼦ LLB → LLD

全学 ⽕3 中国語初級（速修）Ⅰ 壽⽼　素⼦ 1301 → 2202

全学 ⽕3 サイエンス⼯房（物理学）Ａ 台坂　博 1411 → 1414

全学 ⽕4 中国語中級（講読）Ａ ⼤⻄　陽⼦ LLB → LLD

全学 ⽕4 美術論（⻄洋） ⼩林　亜起⼦ 1202 → 2201

全学 ⽕5･⾦４ 中国語初級（総合）Ⅰ(11) 笹倉　⼀広 1301 → LLD ⽕5⾦4ともLLD

全学 ⽔1 ドイツ語初級（速修）Ⅰ ⼩岩　信治 国AV1 → 2202

全学 ⽔2 教養ゼミナール（今村　和宏）Ａ 今村　和宏 CAI2 → 国際共3 国際研究館5階

全学 ⽔2 教養ゼミナール（久保　哲司）Ａ 久保　哲司 1205 → 1316

全学 ⽔2 フランス語中級Ｌ 今村　純⼦ 1403 → 1312

全学 ⽔2 英語（ライティング・標準）Ⅱ 松本　和⼦ 1302 → LLD

HGP ⽔4 Japanese Art A 荒井　由紀 国際５ → ⼤会議室 国際研究館4階

HGP ⽔4 World Affairs E エド・フランコ 国際3 → CAI1

全学 ⽊2 英語（ライティング・標準）Ⅱ 畑江　⾥美 1310 → 1208

全学 ⽊3 数学概論 檜垣　優徳 1201 → 1401

全学 ⽊5 ドイツ語圏⽂学 森　正史 1202 → 2203

全学 ⾦1 教養ゼミナール（武村　知⼦）Ａ 武村　知⼦ 1313 → AV2 国際研究館4階

全学 ⾦2 ⼈⽂学⼊⾨（哲学・思想） 中井　亜佐⼦ほか ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾎｰﾙ → 31 1301→1201→ｲﾝﾃﾘH→
31

全学 ⾦4 集合と位相Ⅰ 中園　信孝 1101 → 1305 夏学期（6/1〜）変更

全学 ⾦4 教養ゼミナール（星名　宏修）Ａ 星名　宏修 1306 → 1312

全学 ⾦5 PACEⅠ（再履修1） 阿部　仁 1403 → 306

春夏学期　　全学科⽬　　（〜2018年5⽉末までの変更分）
変更情報


