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この時間割表の内容は公開日以降、更新されません。変更情報の有無は、以下の学生ポータルメニューを参照して
ください。
教室変更以外の変更情報……「訂正表」
教室変更……授業開始から履修登録期間終了まで：「教室変更情報一覧」
　　　　　　※履修登録期間終了後は、各自の時間割表に表示されます。
なお、後期履修登録に関する詳細な情報は、後期授業開始に先立って、学生ポータルでお知らせします。

◎授業科目履修にあたっての注意事項
前期に履修登録を行わなければならない後期科目一覧
［青山スタンダード科目］
前期に履修登録を行わなければならない後期科目について
以下の後期科目は、前期履修登録期間中に履修登録を行います。
登 録
番 号

開　講
キャンパス 科目 曜日 時限 担当者 備考

+++++

青山・
相模原

健康・スポーツ演習

すべて

前期開講の「健康・スポーツ演習」と同時に抽選
を行います。
詳細は、身体の技能登録ガイダンスで説明します。

スポーツ運動実習
前期開講の「スポーツ運動実習」と同時に抽選を
行います。
詳細は、身体の技能登録ガイダンスで説明します。

（第二外国語）Ⅰ（Ａ）−２（再）/
（Ｂ）−２（再）

「（第二外国語）Ⅰ（Ａ）−１（再）/（Ｂ）−１（再）」
とセット履修のため、前期に抽選を行います。
「（第二外国語）Ⅰ（Ａ）−２（再）/（Ｂ）−２（再）」
のみ履修登録する場合でも、開講学期に関わらず
前期に抽選を行います。言語によって開講学期が
異なります。（注１）
所属キャンパス開講科目のみ履修可。

（第二外国語）Ⅱ−２ 「（第二外国語）Ⅱ−１」とセット履修のため、
前期に抽選を行います。（注２）

青山 （第二外国語）ⅡＡ−２/
Ｂ−２

「（第二外国語）ⅡＡ−１/Ｂ−１」とセット履修
のため、前期に抽選を行います。（注２）

青山・
相模原

（第二外国語）Ⅱ（Ａ）−２/
（Ｂ）−２/（Ｃ）−２

「（第二外国語）Ⅱ（Ａ）−１/（Ｂ）−１/（Ｃ）−１」
とセット履修のため、前期に抽選を行います。（注２）

青山
（第二外国語）Ⅲ−２ 「（第二外国語）Ⅲ−１」とセット履修のため、

前期に抽選を行います。（注２）
フランス語Ⅲ（Ａ）−２/
（Ｂ）−２

「フランス語Ⅲ（Ａ）−１/（Ｂ）−１」とセット
履修のため、前期に抽選を行います。（注２）

青山・
相模原

（第二外国語）会話（Ⅰ）−２/
会話（Ⅱ）−２

「（第二外国語）会話（Ⅰ）−１/（Ⅱ）−１」とセッ
ト履修のため、前期に抽選を行います。（注２）

青山
英語（ⅡＡ）−２/（ⅡＢ）−２ 「英語（ⅡＡ）−１/（ⅡＢ）−１」とセット履修

のため、前期に抽選を行います。（注２）

英語スキルⅠ−２ 「英語スキルⅠ−１」とセット履修のため、前期
に抽選を行います。

＊＊＊＊＊ 青山
インテンシブ・（第二外国語）
（Ａ）−２/（Ｂ）−２/
（Ｃ）−２/（Ｄ）−２

「インテンシブ・（第二外国語）（Ａ）−１/（Ｂ）
−１/（Ｃ）−１/（Ｄ）−１」とセット履修のため、
前期に選考を行います。（注２）

（注１）「（第二外国語）Ⅰ（Ａ）−２（再）/（Ｂ）−２（再）」のみ履修登録する場合、言語別の開講学期は下記の通り。

言語 開講学期
フランス語・ドイツ語・スペイン語・中国語 前期
ロシア語・韓国語・英語（理工、社情の外国人留学生のみ） 後期

（注２） 第二外国語中級・上級科目について、前期開講科目の「−１」のみ修得済の学生で、後期開講の「−２」の履
修を希望する場合は、履修登録期間中に在籍キャンパスの学務担当窓口にて履修登録を行ってください。
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その他注意事項
［青山スタンダード科目］
①「フレッシャーズ・セミナー」・「キャリアデザイン・セミナー」は人数制限の科目です。受講にあたっては、抽選も

しくは選考を行います。受講希望者は『青山スタンダード履修案内』を参照し、手続きには十分注意してください。
②登録番号表示が「＊＊＊＊＊」の科目は、選考を行う科目です。受講希望者は『青山スタンダード履修案内』を参照し、手
続きには十分注意してください。
③集中科目の履修は以下を参照してください。

登録番号 授業科目 担当者 備考

＊＊＊＊＊ サービス・ラーニングⅢ 趙　慶姖 講義内容を参照すること。

−−−−− 海外語学・キリスト教文化研修 リーディ
宗教センターが主催する対象の研修に参加した学生のみ
が履修可。詳細は、ガイダンスで説明。翌年前期に履修
登録。

−−−−− 海外語学・文化研修Ⅰ
内山　義英

国際センターが主催する対象の研修に参加した学生のみ
が履修可。詳細は、ガイダンスで説明。翌年前期に履修
登録。−−−−− 海外語学・文化研修Ⅱ

−−−−− インターンシップⅠ
内山　義英

国際センターが主催する対象の国外インターンシップに
参加した学生のみが履修可。詳細は、ガイダンスで説明。
翌年前期に履修登録。国内インターンシップの募集はなし。−−−−− インターンシップⅡ

＋＋＋＋＋ スポーツ運動実習
詳細は、年度初頭の身体の技能登録ガイダンスで説明。

＋＋＋＋＋ アドバンストスポーツ実習

④「健康・スポーツ演習」・「スポーツ運動実習」・「アドバンストスポーツ実習」の受講希望者は『青山スタンダード履
修案内』を参照し、年度初頭の身体の技能登録ガイダンスに必ず出席してください。
⑤「スポーツ運動実習（特別クラス）」は年度初頭の健康診断受診後、校医の面接を受け、保健管理センターで許可され
た学生に限り履修できます。なお、隔年開講であり、2023 年度は開講します。

《地球社会共生学部》
①科目名の下に「前期前半」「前期後半」「後期前半」「後期後半」と記載されている科目は、週に２回または２時限連続
で授業が行われます。週に２回または２時限連続の授業で一つの講義となっていますので、その両方に出席する必要
があります。片方だけを履修することはできません。各曜日の講義開始日・講義終了日は以下のとおりです。

前期前半 前期後半
曜日 ガイダンス授業 講義開始日 講義終了日 曜日 ガイダンス授業 講義開始日 講義終了日
月 ４月 10 日（月）４月 17 日（月）５月 29 日（月） 月 ４月 10 日（月） ６月５日（月） ７月 17 日（月）
火 ４月 11 日（火）４月 18 日（火）５月 30 日（火） 火 ４月 11 日（火） ６月６日（火） ７月 18 日（火）
水 ４月５日（水） ４月 12 日（水）５月 31 日（水） 水 ４月５日（水） ６月７日（水） ７月 19 日（水）
木 ４月６日（木） ４月 13 日（木） ６月１日（木） 木 ４月６日（木） ６月８日（木） ７月 20 日（木）
金 ４月７日（金） ４月 14 日（金） ６月２日（金） 金 ４月７日（金） ６月９日（金） ７月 21 日（金）
土 ４月８日（土） ４月 15 日（土）５月 27 日（土） 土 ４月８日（土） ６月３日（土） ７月 15 日（土）

後期前半 後期後半
曜日 ガイダンス授業 講義開始日 講義終了日 曜日 ガイダンス授業 講義開始日 講義終了日
月 ９月 18 日（月）９月 25 日（月）11 月 13 日（月） 月 ９月 18 日（月）11 月 20 日（月）１月 22 日（月）
火 ９月 19 日（火）９月 26 日（火） 11 月７日（火） 火 ９月 19 日（火）11 月 14 日（火） １月９日（火）
水 ９月 20 日（水）９月 27 日（水） 11 月８日（水） 水 ９月 20 日（水）11 月 15 日（水）１月 10 日（水）
木 ９月 21 日（木）９月 28 日（木） 11 月９日（木） 木 ９月 21 日（木）11 月 16 日（木）１月 18 日（木）
金 ９月 15 日（金）９月 22 日（金）11 月 10 日（金） 金 ９月 15 日（金）11 月 17 日（金）１月 19 日（金）
土 ９月 16 日（土）９月 30 日（土）11 月 25 日（土） 土 ９月 16 日（土） 12 月２日（土）１月 20 日（土）
（例）前期前半・火曜日と木曜日で週に２回授業が行われる科目の場合
　　　火曜日の講義開始日：４/18（火）、講義終了日：５/30（火）、
　　　木曜日の講義開始日：４/13（木）、講義終了日：６/１（木）となります。
　　　必ず両方の曜日の授業に出席してください。
　　　（ガイダンス授業は、４/６（木）または４/11（火）に行われます）
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②次の科目は以下の日程で授業を行います。

登録
番号

科目 担当者 教室 日程 時限

#####
地球共生学
（2019 年度以降入学者用）

松永　エリック・匡史
熊谷　奈緒子
福原　直樹
堀江　正伸
村上　広史
山下　隆之
小堀　真
咲川　可央子

E201
４/５（水）、４/12（水）、４/26（水）、５/17（水）、
５/31（水）、６/14（水）、６/28（水）、７/12（水）

１限

##### 留学準備セミナーⅠ

小堀　真
中川　利香
大澤　由実
菅野　美佐子
桑名　祐樹

E201
４/19（水）、５/10（水）、５/24（水）、６/７（水）、
６/21（水）、７/５（水）、７/19（水）

１限

③「インターンシッププロジェクトⅠ」「インターンシッププロジェクトⅡ」は、インターンシップを行った翌学期に履
修登録を行い、成績が付与されます。履修希望者は、学生ポータルで通知される説明資料を読んでから履修してくださ
い。

登録
番号

科　　目 担当者

＊＊＊＊＊ インターンシッププロジェクトⅠ 菅野　美佐子
＊＊＊＊＊ インターンシッププロジェクトⅡ 菅野　美佐子

④集中講義の履修登録については以下のとおりです。
登録
番号

科　　目 担当者 日　　程 教室

34543 スポーツとコミュニティ 岩渕　健輔
８/28（月）13：00～17：30　８/29（火）９：30～16：30
８/31（木）９：30～16：30　９/１（金）９：30～16：30
この科目は前期の履修登録期間中に必ず登録してください。

F301

##### はじめての空間情報システム 羽田　康祐

９/６（水）１～５限
９/７（木）１～５限
９/８（金）１～５限
この科目は前期の履修登録期間中に必ず登録してください。

B420b

34546 特殊講義 C（Ⅲ） 小林　誉明
８/14（月）９：30～ 16：30　８/15（火）９：30～ 16：30
８/17（木）９：30～ 16：30　８/18（金）９：30～ 15：00
この科目は前期の履修登録期間中に必ず登録してください。

F306

34542 アジアの農業 牛草　哲朗

９/11（月）１～４限
９/12（火）１～４限
９/13（水）１～４限
９/14（木）１～３限
この科目は前期の履修登録期間中に必ず登録してください。

F306

+++++
特殊講義 B（Ⅵ）
（2019 年度以降入学者用）

中村　武彦

９/30（土）１～３限、10/４（水）４～５限
10/28（土）１～３限、11/１（水）４～５限
11/25（土）１～３限、11/29（水）４～５限
この科目は後期の履修登録期間中に必ず登録してください。

B402

+++++
特殊講義 C（Ⅰ）
（2018 年度以前入学者用）

中村　武彦

９/30（土）１～３限、10/４（水）４～５限
10/28（土）１～３限、11/１（水）４～５限
11/25（土）１～３限、11/29（水）４～５限
この科目は後期の履修登録期間中に必ず登録してください。

B402

+++++
Drone Journalism
（2019 年度以降入学者用）

古橋　大地

11/25（土）１～５限
12/２（土）１～５限
12/９（土）１～５限
この科目は後期の履修登録期間中に必ず登録してください。

B405
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+++++
Topics in Japanese Geography Ⅲ
（2018 年度以前入学者用）

古橋　大地

11/25（土）１～５限
12/２（土）１～５限
12/９（土）１～５限
この科目は後期の履修登録期間中に必ず登録してください。

B405

⑤「演習（卒論）」について
以下の科目は後期に開講される曜日・時限不定科目です。
履修希望者は、授業要覧 P.31 をよく読み、担当者の指示に従って、後期（※以外）に各自履修登録してください。

登録番号 授業科目 担当者
34567 演習（卒論） 岡本　真佐子
34568 演習（卒論） 樺島　榮一郎
34569 演習（卒論） 菊池　尚代（※前期に登録）
34570 演習（卒論） 熊谷　奈緒子
34571 演習（卒論） 桑島　京子
34572 演習（卒論） 林　拓也
34573 演習（卒論） 福原　直樹
34574 演習（卒論） 古橋　大地
34575 演習（卒論） 升本　潔
34576 演習（卒論） 松永　エリック・匡史
34577 演習（卒論） 村上　広史
34580 演習（卒論） 亀井ダイチ　アンドリュー
34581 演習（卒論） 小堀　真
34578 演習（卒論） 齋藤　大輔
34579 演習（卒論） 咲川　可央子

⑥「アジア留学」「アジア理解Ⅰ」「アジア理解Ⅱ」（2019 年度以降入学者用）について
以下の科目は、集中科目として開講されます。
対象者に対し、大学側で履修登録を行いますので、指定された担当者のクラスで履修してください。

登録番号 授業科目 担当者

##### アジア留学
齋藤　大輔
大澤　由実

##### アジア理解Ⅰ

山下　隆之
桑島　京子
升本　潔
咲川　可央子
橋本　彩花

##### アジア理解Ⅱ 岡本　真佐子
##### アジア理解Ⅱ 樺島　榮一郎
##### アジア理解Ⅱ 菊池　尚代（※前期に登録）
##### アジア理解Ⅱ 熊谷　奈緒子
##### アジア理解Ⅱ 桑島　京子
##### アジア理解Ⅱ 林　拓也
##### アジア理解Ⅱ 福原　直樹
##### アジア理解Ⅱ 古橋　大地
##### アジア理解Ⅱ 堀江　正伸
##### アジア理解Ⅱ 升本　潔
##### アジア理解Ⅱ 松永　エリック・匡史
##### アジア理解Ⅱ 村上　広史
##### アジア理解Ⅱ 亀井ダイチ　アンドリュー
##### アジア理解Ⅱ 小堀　真
##### アジア理解Ⅱ 齋藤　大輔
##### アジア理解Ⅱ 咲川　可央子

##### アジア理解Ⅱ

山下　隆之
桑島　京子
咲川　可央子
菅野　美佐子
橋本　彩花
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月曜日　オンライン授業（オンデマンド型）
CoursePower 等における授業コンテンツの掲載日時や課題等の詳細については、必ず講義内容を確認してください。

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

+++++ 自己理解（個別科目） 前 1～4 松下　みどり

+++++ 現代社会の諸問題（総合科目） 前 1～4
内山　義英
咲川　可央子
野呂　純一

+++++ 現代社会の諸問題（総合科目） 前 1～4
咲川　可央子
野呂　純一
内山　義英

+++++ 現代社会の諸問題（総合科目） 前 1～4
野呂　純一
内山　義英
咲川　可央子

+++++ 歴史と人間（個別科目） 後 1～4 細口　泰宏

+++++ 現代社会と教育人間学Ａ 前 2～4 鈴木　俊之

+++++ 現代社会と教育人間学Ｂ 後 2～4 鈴木　俊之

+++++ 先端エレクトロニクス 後 2～4
松本　洋和
須賀　良介
石河　泰明

+++++ ヨーロッパ史Ａ 後 2～4 小風　尚樹

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者
34282
<木>

現代アジア経済史
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 林　拓也

34283 特殊講義Ｍ（Ⅳ）（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 菊池　尚代

34284 メディアと思想潮流（２０１８年度以前入学者用） 前 2～4 菊池　尚代
34285
<木>

特殊講義Ｂ（Ⅰ）
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 林　拓也

月曜日１時限（９：00 ～ 10：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 平田　大輔 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 平田　大輔 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（フィットネス） 前 2～4 田原　陽介 A棟アリーナ

月曜日２時限（11：00 ～ 12：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 平田　大輔 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 平田　大輔 A棟アリーナ

+++++ 情報社会科学Ａ 前 2～4 稲葉　由之 D114

+++++ 情報社会科学Ｂ 後 2～4 稲葉　由之 D114

+++++ 自然科学概論Ｂ 後 2～4 小谷　太郎 F408

+++++ スポーツ運動実習（フィットネス） 前 2～4 田原　陽介 A棟アリーナ

+++++ アドバンストスポーツ実習(前期＋集中 ) 前 2～4 安井　年文 A棟アリーナ
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

#####
<木 3>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

#####
<火 1>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

#####
<火 1>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D108

#####
<火 1>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 D109

#####
<火 1>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

34214
<木 2>

文化人類学入門
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 1～4 岡本　真佐子 F306

+++++
<木 3>

空間情報学基礎Ⅰ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 村上　広史 B406

+++++
<木 3>

空間情報学基礎Ⅱ
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 村上　広史 B406

+++++ 共生の社会学 前 2～4 橋本　彩花 F307
34218
<木 2>

地域の社会学
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 岡本　真佐子 F306

34219 政治の社会学 後 2～4 山田　陽 D115

34220 国際関係論 前 2～4 熊谷　奈緒子 D115
34221
<金 4>

社会・人間開発論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 桑島　京子 F401

34222 アジアの都市インフラ 前 2～4 升本　潔 F301

+++++ Issues in Modern Japanese Education（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 橋本　彩花 F306

+++++ Topics in Japanese History Ⅳ（２０１８年度以前入学者用） 後 1～4 橋本　彩花 F306

月曜日３時限（13：20 ～ 14：50）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

＊＊＊＊＊ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 安井　年文 F409

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 遠藤　俊典 A棟アリーナ

月曜日２時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 田原　陽介 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 井上　直子 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 小木曽　一之 A棟アリーナ

+++++ 社会学Ａ 前 2～4 立松　隆介 E204

+++++ 社会学Ｂ 後 2～4 立松　隆介 E206

+++++ スポーツ運動実習（テニス） 前 2～4 井上　直子 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（卓球） 後 2～4 遠藤　俊典 A棟アリーナ

+++++ ウェブプログラミング 前 2～4 伊藤　雄一 B424

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
34225
<木 2>

アジアの言語と文化Ⅲ（近代タイ史）
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 1～4 林　拓也 D107

34226 国際協力論入門 後 1～4 升本　潔 F301

+++++ 空間的思考 前 2～4 村上　広史 B423

+++++ 空間の利用と立地 後 2～4 村上　広史 B425

34229 国際比較論 前 2～4 熊谷　奈緒子 D112

34230 南アジア地域社会論 前 2～4 菅野　美佐子 F407

34231 日本経済論（2019 年度以降入学者用） 後 2～4 林　拓也 F305

34232 日本経済入門（2018 年度以前入学者用） 後 1～4 林　拓也 F305

##### 演習ⅡＡ 前 4 桑島　京子 B406

##### 演習ⅡＢ 後 4 桑島　京子 B406

月曜日４時限（15：05 ～ 16：35）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

＊＊＊＊＊ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 遠藤　俊典 F304

+++++ 現代社会の諸問題（個別科目） 前 1～4 河見　誠 E303

+++++ 数理科学の視点 後 2～4 植田　美佳 E206

＊＊＊＊＊ スポーツバイオメカニクス 前 2～4 小木曽　一之 F201

38024 スポーツ生理学 後 2～4 小木曽　一之 F304

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

月曜日３時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

#####
<火 5>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

#####
<水 5>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

#####
<水 5>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 D108

#####
<水 5>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D109

#####
<水 5>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 D110

+++++
<月 5>

空間情報の取得技術
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 古橋　大地 B406

+++++
<木 4>

空間調査・測定法
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 村上　広史 B401

+++++
<木 4>

空間分析
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 村上　広史 B401

+++++
<月 5>

応用空間情報学Ⅱ
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 関　治之 B406

34253
<木 2>

文化の社会学
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 岡本　真佐子 D107

34254
<金 2>

国際協力実践論
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 堀江　正伸 D302

34255
<木 2>

エンパワーメント論
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 菅野　美佐子 F307

34256 地球環境と資源 前 2～4 升本　潔 F408
34257
<木 2>

アジアンビジネス論
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 林　拓也 F308

+++++
<月 5>

特殊講義Ｃ（Ⅳ）
（2019 年度以降入学者用）（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 石坂　貴美 B402

+++++
<月 5>

貧困と開発
（2018 年度以前入学者用）（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 石坂　貴美 B402

月曜日５時限（16：50 ～ 18：20）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 日常生活の数理 後 2～4 植田　美佳 E206

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

月曜日４時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

#####
<水 3>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

#####
<火 2>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

#####
<火 2>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 D108

#####
<火 2>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D109

#####
<火 2>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

ペア
<月 4>

空間情報の取得技術
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 古橋　大地 B406

ペア
<月 4>

応用空間情報学Ⅱ
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 関　治之 B406

34274 ジェンダーの社会学 前 2～4 菅野　美佐子 F306

34275 環境の社会学 後 2～4 倉島　孝行 F201

34276 北東アジア地域社会論 前 2～4 桑島　京子 E206

34277 地域開発論 後 2～4 桑島　京子 F309
ペア
<月 4>

特殊講義Ｃ（Ⅳ）
（2019 年度以降入学者用）（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 石坂　貴美 B402

ペア
<月 4>

貧困と開発
（2018 年度以前入学者用）（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 石坂　貴美 B402

##### 演習ⅠＡ 前 3 林　拓也 D207

##### 演習ⅠＢ 後 3 林　拓也 D207

##### 演習ⅡＡ 前 4 岡本　真佐子 D107

##### 演習ⅡＢ 後 4 岡本　真佐子 D107

火曜日　オンライン授業（オンデマンド型）
CoursePower 等における授業コンテンツの掲載日時や課題等の詳細については、必ず講義内容を確認してください。

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

+++++ ウェルカム・レクチャー 前 1のみ

稲積　宏誠
阪本　浩
大宮　謙
原　晋
下山　淳一
田崎　勝也
矢吹　初
岸田　一隆
髙村　正志

+++++ 現代社会の諸問題（個別科目） 前 1～4 今田　奈帆美

月曜日５時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

+++++ 科学・技術の視点（個別科目）河島先生の本科目は後期 2コマあるが講義内容は同じ 後 1～4 河島　茂生

+++++ 科学・技術の視点（個別科目）本科目は後期 2コマあるが講義内容は同じ 後 1～4 河島　茂生

+++++ キリスト教生命倫理 後 2～4 吉岡　康子

+++++ キリスト教環境倫理 後 2～4 島田　由紀

+++++ 教育学Ａ 前 2～4 山口　理沙

+++++ 教育学Ｂ 前 2～4 山口　理沙

+++++ 平和を考えるＡ 前 2～4 西山　利佳

+++++ 経済学Ａ 前 2～4 矢吹　初

+++++ 経済学Ｂ 後 2～4 矢吹　初

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 前 2～4 小薗　康範

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 前 2～4 小薗　康範

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 後 2～4 小薗　康範

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 後 2～4 小薗　康範

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

34356 アジアの言語と文化Ⅳ（アセアン文化基礎） 後 1～4 齋藤　大輔

34357 経済学入門 前 1～4 山下　隆之
+++++
<金>

空間情報の表現技術
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 髙田　百合奈

+++++
<金>

空間情報の共有技術
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 髙田　百合奈

火曜日１時限（９：00 ～ 10：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L 小嶋　洋介 F402

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L 小嶋　洋介 F402

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L 佐藤　修司 D207

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L 佐藤　修司 D207

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 清水　純子 F304

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 清水　純子 F304

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L ミゲス F306

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L ミゲス F306

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L 松本　秀士 F310

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L 早川　泉 F309

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L 陳　喜 F401

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L 韓　氷 F305

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L 松本　秀士 F310

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L 早川　泉 F309

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L 陳　喜 F401

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L 韓　氷 F305

火曜日オンライン（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### キリスト教概論Ⅱ 前
物科 2・
数サ 2・
物数 2

福嶋　裕子 E307

##### キリスト教概論Ⅱ 後 電気 2 福嶋　裕子 E307

##### 日本語（ⅠＳ）Ｂ（交換留学生用） 前 3～4 永野　浩美 B303

##### 日本語（ⅠＦ）Ｂ（交換留学生用） 後 3～4 森　幸穂 B303

+++++ スポーツ運動実習（バレーボール） 前 2～4 流郷　吐夢 A棟アリーナ

+++++ アドバンストスポーツ実習(前期＋集中 ) 前 2～4 井上　直子 A棟アリーナ

+++++ スポーツ心理学 後 2～4 流郷　吐夢 E205

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 2>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 2>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D108

ペア
<月 2>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 D109

ペア
<月 2>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

34286 地球市民論入門 前 1～4 堀江　正伸 F407

+++++ 統計学入門 後 1～4 宋　俊憲 B424
34288
<木 1>

経営学入門
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 松永　エリック・匡史 E304

34289 環境と健康 後 2～4 木ノ上　高章 F406

+++++ 国際機構論 後 2～4 熊谷　奈緒子 F405
+++++
<金 2>

持続的開発論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 幸地　茂 B405

+++++ 経済統計学 前 2～4 宋　俊憲 B420b

34293 経営組織論（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 松永　エリック・匡史 D114

34294 アジア太平洋経済統合論 後 2～4 中川　利香 D111

火曜日２時限（11：00 ～ 12：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ キャリアデザイン・セミナー 前 1のみ 原　晋 F308

+++++ キャリアデザイン・セミナー 後 1のみ 原　晋 F308

+++++ 自己理解（個別科目） 前 1～4 瀧　将之 E101

+++++ 自己理解（個別科目） 後 1～4 植月　美希 E103

+++++ 現代社会の諸問題（個別科目） 後 1～4 木村　元 E202

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 小嶋　洋介 F402

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 黒川　学 F305

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 小嶋　洋介 F402

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 黒川　学 F305

火曜日１時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F ケ ル バ ー　 阿 部　 ス
ヴェン D207

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F 朝広　謙次郎 D313

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F ケ ル バ ー　 阿 部　 ス
ヴェン D207

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F 朝広　謙次郎 D313

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 清水　純子 F304

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 清水　純子 F304

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F ミゲス F306

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F ミゲス F306

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 王　晴 F404

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 早川　泉 F309

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 松本　秀士 F310

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 陳　喜 F401

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 王　晴 F404

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 早川　泉 F309

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 松本　秀士 F310

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 陳　喜 F401

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 流郷　吐夢 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 流郷　吐夢 A棟アリーナ

38085 聖書の中の女性たち（旧約） 前 2～4 福嶋　裕子 D114

+++++ 文化人類学Ａ 前 2～4 片上　英俊 D113

+++++ 文化人類学Ｂ 後 2～4 片上　英俊 D113

+++++ 心理学Ａ 前 2～4 蔵本　真紀子 E301

+++++ 心理学Ｂ 後 2～4 蔵本　真紀子 E301

+++++ 自然史 後 2～4 中園　嘉巳 D115

+++++ 日本社会史Ａ 前 2～4 村井　哲也 D202

+++++ 現代史Ａ 後 2～4 村井　哲也 F301

38093 スペイン語圏の社会と文化Ａ 後 2～4 早川　育 D317

+++++ 韓国語会話（Ⅰ）−１ 前 2～4 李　柱憲 D203

+++++ 韓国語会話（Ⅰ）−２ 後 2～4 李　柱憲 D203

##### 日本語（ⅡＳ）Ｂ（交換留学生用） 前 3～4 藤牧　喜久子 F204

##### 日本語（ⅡＦ）Ｂ（交換留学生用） 後 3～4 藤牧　喜久子 F204

+++++ スポーツ運動実習（ゴルフ） 前 2～4 渡辺　博之 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（ゴルフ） 後 2～4 渡辺　博之 A棟アリーナ

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 5>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 5>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 D108

火曜日２時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 5>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D109

ペア
<月 5>
<木 1>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

#####
<水 1>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Advanced) 前 2 亀 井 ダ イ チ　 ア ン ド
リュー D204

+++++ ビジネスマナー演習 後 1～4 福島　由美 E204

34297 国際政治学入門 前 1～4 熊谷　奈緒子 E105

+++++ インタビュー演習 前 2～4 菊池　尚代 B404

+++++ 応用空間情報学Ⅰ 前 2～4 有馬　貴之 B401

34300 社会階層論 前 2～4 桑名　祐樹 F307

+++++ 社会調査法Ⅱ 後 2～4 桑名　祐樹 B402
34302
<金 1>

比較文化論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 齋藤　大輔 D107

+++++ 国際協力戦略論 後 2～4 幸地　茂 B404

34304 紛争・難民・平和構築 前 2～4 堀江　正伸 F407
34305
<金 1>

国際金融論
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 中川　利香 D110

34306
<金 1>

国際投資貿易論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 中川　利香 D212

34307 アジアの観光 前 2～4 府川　尚弘 F406

34308 特殊講義Ｍ（Ⅲ）（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 樺島　榮一郎 F410

34309 文化資源とメディア（２０１８年度以前入学者用） 前 2～4 樺島　榮一郎 F410

34310 特殊講義Ｃ（Ⅱ） 前 2～4 青木　武信 F408

34311 特殊講義Ｃ（Ⅴ）（２０１９年度以降入学者用） 後 2～4 堀江　正伸 F407

34312 人間の安全保障論（２０１８年度以前入学者用） 後 2～4 堀江　正伸 F407

##### 演習ⅠＡ 前 3 古橋　大地 B406

##### 演習ⅠＢ 後 3 古橋　大地 B406

##### 演習ⅡＡ 前 4 村上　広史 D111

##### 演習ⅡＢ 後 4 村上　広史 D111

火曜日３時限（13：20 ～ 14：50）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 矢吹　初 B402

+++++ フレッシャーズ・セミナー 後 1のみ 木村　元 D208

+++++ 現代社会の諸問題（個別科目） 後 1～4 矢吹　初 E301

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 黒川　学 F301

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 黒川　学 F301

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 ケ ル バ ー　 阿 部　 ス
ヴェン D207

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 ケ ル バ ー　 阿 部　 ス
ヴェン D207

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 早川　育 D317

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 早川　育 D317

火曜日２時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 清水　純子 F304

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 清水　純子 F304

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 王　晴 F404

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 陳　喜 D307

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 韓　氷 F409

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 王　晴 F404

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 陳　喜 D307

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 韓　氷 F409

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 中尾　道子 F401

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 中尾　道子 F401

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 中尾　道子 F401

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 中尾　道子 F401

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 李　柱憲 D209

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 D209

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 李　柱憲 D209

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 D209

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 流郷　吐夢 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 流郷　吐夢 A棟アリーナ

+++++ 倫理学Ａ 前 2～4 瀧　将之 E101

+++++ 平和を考えるＢ 後 2～4 西山　利佳 D212

+++++ 社会と情報（２０１６年度以降入学者用） 後 2～4 髙田　百合奈 E307

+++++ 社会情報論（２０１５年度以前入学者用） 後 2～4 髙田　百合奈 E307

+++++ かたちの科学 後 2～4 中園　嘉巳 D115

+++++ ドイツ語Ⅱ（Ａ）−１ 前 2～4 安家　達也 F303

+++++ ドイツ語Ⅱ（Ａ）−２ 後 2～4 安家　達也 F303

+++++ スペイン語Ⅱ（Ｂ）−１ 前 2～4 ミゲス F306

+++++ スペイン語Ⅱ（Ｂ）−２ 後 2～4 ミゲス F306

##### 日本語（ⅢＳ）Ｂ（交換留学生用） 前 3～4 藤牧　喜久子 F204

##### 日本語（ⅢＦ）Ｂ（交換留学生用） 後 3～4 藤牧　喜久子 F204

38138 日本学Ａ（交換留学生・外国人留学生のみ） 前 2～4 亀井ダイチ　アンド
リュー D115

+++++ スポーツ運動実習（バドミントン） 前 2～4 井上　直子 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（ゴルフ） 前 2～4 渡辺　博之 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（ゴルフ） 後 2～4 渡辺　博之 A棟アリーナ

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

火曜日３時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

#####
<水 5>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

34327
<木 2>

社会学入門
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 小堀　真 E103

34328 グローバル社会メディア論 前 2～4 菊池　尚代 D112
+++++
<木 2>

宗教の社会学
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 小堀　真 B405

34330
<金 2>

東南アジア地域社会論
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 齋藤　大輔 F410

34331
<木 2>

国際経済学
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 山下　隆之 D112

34332
<木 2>

マクロ経済学
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 山下　隆之 D210

34333
<木 2>

地域経済Ⅰ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 山下　隆之 D112

34334
<木 2>

アジア新興国国別戦略研究Ⅰ
（2018 年度以前入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 山下　隆之 D112

##### 演習ⅠＡ 前 3 村上　広史 D111

##### 演習ⅠＢ 後 3 村上　広史 D111

##### 演習ⅡＡ 前 4 樺島　榮一郎 D201

##### 演習ⅡＢ 後 4 樺島　榮一郎 D201

##### 演習ⅡＡ 前 4 升本　潔 研究室

##### 演習ⅡＢ 後 4 升本　潔 研究室

34341 War Memory in Modern Japan（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 熊谷　奈緒子 F407

34342 Topics in Japanese History Ⅱ（２０１８年度以前入学者用） 後 1～4 熊谷　奈緒子 F407

火曜日４時限（15：05 ～ 16：35）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 湯川　秀樹 D307

+++++ 自己理解（総合科目） 後 1～4
藤谷　正太
坂本　秀人
壁谷　彰慶

E201

+++++ 自己理解（総合科目） 後 1～4
坂本　秀人
藤谷　正太
壁谷　彰慶

E202

+++++ 自己理解（総合科目） 後 1～4
藤谷　正太
壁谷　彰慶
坂本　秀人

E205

+++++ 科学・技術の視点（個別科目） 前 1～4 三條　和博 E206

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－１ 前 地 1 梶田　裕 F305

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－２ 後 地 1 梶田　裕 F305

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－１ 前 地 1 朝広　謙次郎 D313

火曜日３時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２ 後 地 1 朝広　謙次郎 D313

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 地 1 早川　育 D317

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 地 1 早川　育 D317

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 地 1 ミゲス F306

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 地 1 ミゲス F306

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 地 1 韓　氷 F409

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 地 1 王　晴 F404

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 地 1 韓　氷 F409

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 地 1 王　晴 F404

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 地 1 李　柱憲 D209

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 D209

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 地 1 李　柱憲 D209

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 D209

+++++ 情報社会論 前 2～4 古橋　大地 B408

+++++ 生命と生態系（環境と生物） 後 2～4 中園　嘉巳 D115

##### 日本語（ⅣＳ）Ｂ（交換留学生用） 前 3～4 長松谷　有紀 F301

##### 日本語（ⅣＦ）Ｂ（交換留学生用） 後 3～4 長松谷　有紀 F301

+++++ Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　Ａ 前 2～4 齋藤　修三 D112

+++++ 情報スキルⅡ 前 2～4 内野　文貴 B406

+++++ 情報スキルⅡ 後 2～4 内野　文貴 B406

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

34343 アジアの歴史と文化 前 2～4 齋藤　大輔 E105

34344 ホスピタリティ論 後 2～4 尾川　佳子 F201

34345 Practical Essay Writing Ⅱ（２０１９年度以降入学者用） 後 3～4 亀井ダイチ　アンド
リュー F204

#####
<火 5>

演習ⅠＡ
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 3 菊池　尚代 B405

#####
<火 5>

演習ⅠＢ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 3 菊池　尚代 B405

+++++
<火 5>

Advanced Resilient Communities against Disaster
（2019 年度以降入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 ブラウン B401

+++++
<火 5>

Topics in Japanese Geography Ⅱ
（2018 年度以前入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 ブラウン B401

火曜日５時限（16：50 ～ 18：20）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 梶田　裕 F305

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 梶田　裕 F305

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 朝広　謙次郎 D313

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 朝広　謙次郎 D313

+++++ スペイン語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 早川　育 D307

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 ミゲス F306

火曜日４時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 ミゲス F306

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 陳　喜 F401

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 韓　氷 F409

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 陳　祖蓓 F204

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 陳　喜 F401

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 韓　氷 F409

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 陳　祖蓓 F204

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 中尾　道子 F309

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 中尾　道子 F309

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 中尾　道子 F309

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 中尾　道子 F309

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 李　柱憲 D209

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 D209

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 李　柱憲 D209

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 D209

+++++ ボランティア・市民協働論 前 2～4 飯島　泰裕 E101

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 4>
<木 1>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

34350 ジャーナリズム取材演習 前 2～4 福原　直樹 D112

34351 社会学概論 前 2～4 桑名　祐樹 F307

34352 社会変動論 後 2～4 桑名　祐樹 F307

+++++ 特殊講義ＳＩ（Ⅱ） 後 2～4 田中　康平 B405
ペア
<火 4>

演習ⅠＡ
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 3 菊池　尚代 B405

ペア
<火 4>

演習ⅠＢ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 3 菊池　尚代 B405

##### 演習ⅡＡ 前 4 古橋　大地 B406

火曜日５時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 演習ⅡＢ 後 4 古橋　大地 B406
ペア
<火 4>

Advanced Resilient Communities against Disaster
（2019 年度以降入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 ブラウン B401

ペア
<火 4>

Topics in Japanese Geography Ⅱ
（2018 年度以前入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 ブラウン B401

水曜日　オンライン授業（オンデマンド型）
CoursePower 等における授業コンテンツの掲載日時や課題等の詳細については、必ず講義内容を確認してください。

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

+++++ 福祉と人間Ａ 後 2～4 横堀　昌子

+++++ 感性ビジネスＣ―ファッション・ビジネス戦略論― 前 2～4 樺島　榮一郎

+++++ 感性ビジネスＤ―ファッション・ビジネス戦略論― 後 2～4 樺島　榮一郎

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

34402 特殊講義Ｍ（Ⅰ） 前 2～4 菊池　尚代

水曜日１時限（９：00 ～ 10：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### キリスト教概論Ⅰ 前 電気 1 福嶋　裕子 E106

##### キリスト教概論Ⅰ 前 コ 1D～F 吉岡　康子 E204

##### キリスト教概論Ⅰ 後 機創 1 福嶋　裕子 E106

+++++ フランス語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 松村　悠子 F304

+++++ フランス語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 松村　悠子 F304

+++++ フランス語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 小嶋　洋介 F201

+++++ スペイン語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 山田　晶雄 F310

+++++ 中国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 松本　秀士 F410

+++++ 中国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 松本　秀士 F410

##### キリスト教概論Ⅱ 前 社 2A～C 大石　周平 E105

+++++ 美術Ａ 前 2～4 趙　慶姫 E104

+++++ 美術Ｂ 後 2～4 趙　慶姫 B424

##### 日本事情ⅡＳ（交換留学生用） 前 3～4 高橋　裕子 F409

##### 日本事情ⅡＦ（交換留学生用） 後 3～4 高橋　裕子 F409

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<火 2>
<木 4>
<金 5>

Academic English(Advanced) 前 2 亀 井 ダ イ チ　 ア ン ド
リュー D204

火曜日５時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 地球共生学
（２０１９年度以降入学者用）（日程は授業時間割表・巻頭を参照） 1

松永　エリック・匡史
熊谷　奈緒子
堀江　正伸
山下　隆之
咲川　可央子
福原　直樹
村上　広史
小堀　真

E201

##### 留学準備セミナーⅠ
（２０１９年度以降入学者用）（日程は授業時間割表・巻頭を参照） 1

小堀　真
中川　利香
大澤　由実
菅野　美佐子
桑名　祐樹

E201

34362 社会的企業論 前 2～4 黒田　一賢 F305

34363 Economic and Industrial Development Policy in Postwar Japan
（２０１９年度以降入学者用） 前 1～4 小林　俊之 F401

34364 Topics in Japanese Economy, Business, and Policy Ⅲ（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 小林　俊之 F401

34365 Financial Systems and Economic Development in Postwar Japan
（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 小林　俊之 F401

34366 Topics in Japanese Economy, Business, and Policy Ⅱ（２０１８年度以前入学者用） 後 1～4 小林　俊之 F401

水曜日２時限（11：00 ～ 12：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 後 1のみ 藤原　淳賀 D312

+++++ フレッシャーズ・セミナー 後 1のみ 木村　元 D208

##### キリスト教概論Ⅰ 前 化生 1 福嶋　裕子 E106

##### キリスト教概論Ⅰ 前 情テク 1 藤本　満 E305

##### キリスト教概論Ⅰ 前 コ 1A～C 吉岡　康子 E204

38226 キリスト教概論Ⅰ
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 大石　周平 E105

##### キリスト教概論Ⅰ 後
物科 1・
数サ 1・
物数 1

福嶋　裕子 E103

+++++ ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 竹村　恭一郎 F310

+++++ 中国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 松本　秀士 F410

+++++ 文学Ａ 前 2～4 加藤　麻衣子 D115

+++++ 文学Ｂ 後 2～4 加藤　麻衣子 D115

+++++ 美術史Ａ 前 2～4 趙　慶姫 E104

+++++ 美術史Ｂ 後 2～4 趙　慶姫 E106

+++++ 野鳥の生態 前 2～4 青木　雄司 D112

+++++ フランス語Ⅱ（Ａ）−１ 前 2～4 松村　悠子 F304

+++++ フランス語Ⅱ（Ａ）−２ 後 2～4 松村　悠子 F304

+++++ 中国語Ⅱ（Ａ）−１ 前 2～4 安　小鉄 F202

+++++ 中国語Ⅱ（Ａ）−２ 後 2～4 安　小鉄 F202

##### 日本語（ⅠＳ）Ｃ（交換留学生用） 前 3～4 森　幸穂 B303

##### 日本語（ⅠＦ）Ｃ（交換留学生用） 後 3～4 森　幸穂 B303

##### 日本語（ⅡＳ）Ｃ（交換留学生用） 前 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本語（ⅡＦ）Ｃ（交換留学生用） 後 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本語（ⅢＳ）Ｃ（交換留学生用） 前 3～4 高橋　裕子 F409

##### 日本語（ⅢＦ）Ｃ（交換留学生用） 後 3～4 高橋　裕子 F409

水曜日１時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 日本語（ⅣＳ）Ｃ（交換留学生用） 前 3～4 白鳥　智美 F301

##### 日本語（ⅣＦ）Ｃ（交換留学生用） 後 3～4 白鳥　智美 F301

38247 フランス語圏の社会と文化Ａ 前 2～4 小嶋　洋介 E205

38248 ドイツ語圏の社会と文化Ｂ 後 2～4 ケルバー　阿部　ス
ヴェン D113

38249 中国語圏の社会と文化Ａ 後 2～4 松本　秀士 F410

+++++ キャリアデザイン基礎 後 2～4 宇田　美江 D114

+++++ キャリアデザイン応用 前 3～4 宇田　美江 D211

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 桑島　京子 D101

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 林　拓也 D105

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 福原　直樹 D103

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 堀江　正伸 D203

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 中川　利香 B420a

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 村上　広史 B405

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 升本　潔 D204

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 小堀　真 B404

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 齋藤　大輔 D102

##### 基礎演習Ⅰ
（２０１９年度以降入学者用） 前 1 咲川　可央子 D104

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 桑島　京子 D101

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 林　拓也 D105

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 福原　直樹 D103

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 堀江　正伸 D203

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 中川　利香 B420a

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 村上　広史 B405

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 升本　潔 D204

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 小堀　真 B404

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 齋藤　大輔 D102

##### 基礎演習Ⅱ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1 咲川　可央子 D104

##### フィールドスタディーⅡ
（2018 年度以前入学者用）（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 3 岡本　真佐子 D109

##### フィールドスタディーⅡ
（2018 年度以前入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 3 岡本　真佐子 D109

##### 留学準備セミナーⅡ（2019 年度以降入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1

小堀　真
菅野　美佐子
大澤　由実
中川　利香
桑名　祐樹

E201

##### 留学準備セミナーⅢ（2019 年度以降入学者用）（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2
熊谷　奈緒子
大澤　由実
菅野　美佐子
桑名　祐樹

E201

34391 人口の社会学 前 2～4 池　周一郎 F204

34392 特殊講義Ｍ（Ⅱ） 後 2～4 香丸　宏 E105

水曜日２時限（つづき）
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水曜日３時限（13：20 ～ 14：50）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 後 1のみ 秋富　創 D314

+++++ キャリアデザイン・セミナー 前 1のみ 宇田　美江 D211

+++++ フランス語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 岡田　彩香 F301

+++++ フランス語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 岡田　彩香 F301

+++++ フランス語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 松村　悠子 F201

+++++ ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 竹村　恭一郎 F310

+++++ スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 山田　晶雄 F410

+++++ 中国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 安　小鉄 F202

+++++ 中国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 安　小鉄 F202

+++++ 中国語Ⅱ（Ｂ）−１ 前 2～4 松本　秀士 F203

+++++ 中国語Ⅱ（Ｂ）−２ 後 2～4 松本　秀士 F203

##### 日本事情ⅠＳ（交換留学生用） 前 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本事情ⅠＦ（交換留学生用） 後 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本事情ⅢＳ（交換留学生用） 前 3～4 高橋　裕子 F409

##### 日本事情ⅢＦ（交換留学生用） 後 3～4 高橋　裕子 F409

##### 日本事情ⅣＳ（交換留学生用） 前 3～4 白鳥　智美 B406

##### 日本事情ⅣＦ（交換留学生用） 後 3～4 白鳥　智美 B406

＊＊＊＊＊ 囲碁で養うロジカルシンキング 後 2～4 田尻　悠人 E105

+++++ 世界遺産入門 前 2～4 細谷　正文 E102

＊＊＊＊＊ ホスピタリティ・マネジメント 後 2～4
内山　義英
猪田　京子
塩崎　雅子

F304

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 F401

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 F204

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 F309

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 F404

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 桑島　京子 F405

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 F401

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 F204

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 F309

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 F404

ペア
<月 5>
<金 2>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 桑島　京子 F405
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

34393 文化芸術コミュニティ論 後 2～4 岡崎　松恵 F408

+++++ 特殊講義ＳＩ（Ⅰ） 前 2～4 千葉　達朗 B425

+++++ 特殊講義Ｓ（Ⅰ） 後 2～4 又平　恵美子 B401

34396 特殊講義Ｓ（Ⅵ）（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 咲川　可央子 F406

34397 特殊講義Ｂ（Ⅲ）（２０１８年度以前入学者用） 前 2～4 咲川　可央子 F406

水曜日４時限（15：05 ～ 16：35）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 中国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 安　小鉄 F202

38273 キリスト教概論Ⅱ
（再履修者用） 前

理・社
3～4

地・コ 4
杉本　玲子 F407

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

34398 健康社会情報学 前 2～4 佐藤　敏彦 F307

34399 ＮＰＯ／ＮＧＯ論 前 2～4 中山　雅之 F308

水曜日５時限（16：50 ～ 18：20）

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 F401

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 F204

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 F309

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 F404

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 桑島　京子 F405

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 F401

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 F204

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 F309

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 F404

ペア
<火 3>
<金 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 桑島　京子 F405

ペア
<月 4>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 F304

ペア
<月 4>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 F310

水曜日３時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 4>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 F406

ペア
<月 4>
<木 3>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 F409

+++++ Ｗｅｂ入門と情報リテラシー 前 1～4 本多　賢 B423

+++++ Ｗｅｂコミュニケーション 後 1～4 本多　賢 B423

木曜日　オンライン授業（オンデマンド型）
CoursePower 等における授業コンテンツの掲載日時や課題等の詳細については、必ず講義内容を確認してください。

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

+++++ 自己理解（総合科目） 後 1～4
齋藤　修三
松村　伸一
山田　美穂子

+++++ 自己理解（総合科目） 後 1～4
松村　伸一
山田　美穂子
齋藤　修三

+++++ 自己理解（総合科目） 後 1～4
山田　美穂子
齋藤　修三
松村　伸一

+++++ 現代社会の諸問題（個別科目） 前 1～4 秋富　創

+++++ 法学（日本国憲法を含む）Ａ 前 2～4 信澤　久美子

+++++ 法学（日本国憲法を含む）Ｂ 後 2～4 信澤　久美子

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 前 2～4 小薗　康範

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 前 2～4 小薗　康範

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 後 2～4 小薗　康範

+++++ 健康医学小薗先生の本科目は前後期 2コマあるが講義内容は同じ 後 2～4 小薗　康範

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

34471 ミクロ経済学 前 2～4 山下　隆之
ペア
<月>

現代アジア経済史
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 林　拓也

ペア
<月>

特殊講義Ｂ（Ⅰ）
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 林　拓也

木曜日１時限（９：00 ～ 10：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 後 1のみ 古橋　大地 B403

+++++ キャリアデザイン・セミナー 前 1のみ 小川　誠子 D209

##### キリスト教概論Ⅰ 後 社 1A～C 大宮　謙 E105

+++++ 科学・技術の視点（総合科目） 前 1～4

平田　普三
諏訪　牧子
鈴木　志野
黒谷　明美
木谷　茂

E101

水曜日５時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 科学・技術の視点（総合科目） 前 1～4

平田　普三
諏訪　牧子
鈴木　志野
黒谷　明美
木谷　茂

E102

+++++ 歴史と人間（個別科目） 後 1～4 田邊　有亮 E202

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 久保　みゆき F201

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 久保　みゆき F201

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 竹村　恭一郎 F301

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 竹村　恭一郎 F301

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 半澤　忠彦 F403

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 半澤　忠彦 F403

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 綿貫　哲郎 F304

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 李　晶 F310

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 陳　喜 F401

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 綿貫　哲郎 F304

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 李　晶 F310

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 陳　喜 F401

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 コ 1 李　相旭 F404

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F404

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 コ 1 李　相旭 F404

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F404

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 コ 1 蔡　熙鏡 F409

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 蔡　熙鏡 F409

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 コ 1 蔡　熙鏡 F409

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 蔡　熙鏡 F409

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 橋本　早予 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 水野　浩幸 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 橋本　早予 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 水野　浩幸 A棟アリーナ

##### キリスト教概論Ⅱ 前 社 2D～F 大宮　謙 E106

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

木曜日１時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 4>
<火 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 5>
<火 2>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 5>
<火 2>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 D108

ペア
<月 5>
<火 2>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D109

ペア
<月 5>
<火 2>
<金 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

ペア
<火 1>

経営学入門
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 松永　エリック・匡史 E304

34403 フィールドワーク論（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 岡本　真佐子 F305

34404 国際文化関係論 前 2～4 大澤　由実 D114

+++++ 特殊講義Ｃ（Ⅵ）（２０１９年度以降入学者用） 後 2～4 佐々木　英子 F305

+++++ パフォーミング・アーツとコミュニティ（２０１８年度以前入学者用） 後 2～4 佐々木　英子 F305

木曜日２時限（11：00 ～ 12：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 杉田　穏子 D202

+++++ キャリアデザイン・セミナー 前 1のみ 小川　誠子 D209

##### キリスト教概論Ⅰ 後 社 1D～F 大宮　謙 E205

+++++ 科学・技術の視点（個別科目） 前 1～4 岸田　一隆 E102

+++++ 科学・技術の視点（個別科目） 後 1～4 岸田　一隆 E102

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 地 1 久保　みゆき F303

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 地 1 久保　みゆき F303

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 地 1 竹村　恭一郎 F201

##### ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 地 1 竹村　恭一郎 F201

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 地 1 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 地 1 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 地 1 内田　利菜 F405

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 地 1 内田　利菜 F405

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 地 1 綿貫　哲郎 F204

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 地 1 李　晶 F310

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 地 1 綿貫　哲郎 F204

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 地 1 李　晶 F310

木曜日１時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 地 1 李　相旭 F404

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F404

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 地 1 李　相旭 F404

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F404

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 橋本　早予 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 水野　浩幸 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 橋本　早予 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 水野　浩幸 A棟アリーナ

##### キリスト教概論Ⅱ 前 地 3 杉本　玲子 E104

##### キリスト教概論Ⅱ 後 地 3 藤原　淳賀 E307

38335 新約聖書と人間 前 2～4 大宮　謙 D112

+++++ 文学Ａ 前 2～4 西山　利佳 F407

+++++ 人間関係とコミュニケーションＡ 前 2～4 武田　美亜 E202

+++++ 人間関係とコミュニケーションＢ 後 2～4 武田　美亜 E202

+++++ 法学（日本国憲法を含む）Ａ 前 2～4 鄭　裕靜 E301

+++++ 法学（日本国憲法を含む）Ｂ 後 2～4 鄭　裕靜 E206

+++++ 福祉と人間Ｂ 前 2～4 横堀　昌子 D307

+++++ ゲノム 後 2～4 諏訪　牧子 D115

+++++ 生命の連続（遺伝） 後 2～4 中園　嘉巳 F305

38344 ロシア語圏の社会と文化Ａ 後 2～4 ポダルコ D113

+++++ ドイツ語Ⅱ（Ｂ）−１ 前 2～4 田中　亜美 F302

+++++ ドイツ語Ⅱ（Ｂ）−２ 後 2～4 田中　亜美 F302

+++++ スペイン語Ⅱ（Ａ）−１ 前 2～4 半澤　忠彦 F403

+++++ スペイン語Ⅱ（Ａ）−２ 後 2～4 半澤　忠彦 F403

+++++ スポーツ運動実習（サッカー） 前 2～4 今川　正浩 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（サッカー） 後 2～4 今川　正浩 A棟アリーナ

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 3>

アジアの言語と文化Ⅲ（近代タイ史）
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 1～4 林　拓也 D107

ペア
<火 3>

社会学入門
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 小堀　真 E103

ペア
<月 2>

文化人類学入門
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 1～4 岡本　真佐子 F306

+++++ グローバリゼーションの社会学 前 2～4 大澤　由実 E307
ペア
<月 4>

文化の社会学
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 岡本　真佐子 D107

ペア
<火 3>

宗教の社会学
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 小堀　真 B405

ペア
<月 2>

地域の社会学
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 岡本　真佐子 F306

+++++ 現代社会論 前 2～4 小堀　真 B403
ペア
<月 4>

エンパワーメント論
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 菅野　美佐子 F307

ペア
<火 3>

国際経済学
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 山下　隆之 D112

ペア
<火 3>

マクロ経済学
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 山下　隆之 D210

ペア
<火 3>

地域経済Ⅰ
（2019 年度以降入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 山下　隆之 D112

木曜日２時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<火 3>

アジア新興国国別戦略研究Ⅰ
（2018 年度以前入学者用）（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 山下　隆之 D112

ペア
<月 4>

アジアンビジネス論
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 林　拓也 F308

+++++ Practical Essay Writing Ⅰ（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 菊池　尚代 B407

+++++ レポート作成法演習（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 菊池　尚代 B407

34411 Introduction to Japanese Culture（２０１９年度以降入学者用） 前 1～4 小川　忠 D114

34412 Topics in Japanese Culture Ⅰ（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 小川　忠 D114

34413 Introduction to Japanese Politics and Society（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 亀井ダイチ　アンド
リュー D108

34414 Topics in Japanese History Ⅲ（２０１８年度以前入学者用） 後 1～4 亀井ダイチ　アンド
リュー D108

木曜日３時限（13：20 ～ 14：50）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 湯川　秀樹 D209

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 平岡　敦 F403

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 平岡　敦 F403

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 竹村　恭一郎 F409

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 竹村　恭一郎 F409

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 内田　利菜 F405

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 内田　利菜 F405

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 韓　氷 F305

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 植松　希久磨 F309

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 王　晴 F301

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 韓　氷 F305

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 植松　希久磨 F309

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 王　晴 F301

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 社 1 李　相旭 F404

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F404

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 社 1 李　相旭 F404

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F404

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 社 1 蔡　熙鏡 F310

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 蔡　熙鏡 F310

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 社 1 蔡　熙鏡 F310

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 蔡　熙鏡 F310

38374 世界の諸宗教 前 2～4 角田　佑一 F204

+++++ 法学（日本国憲法を含む）Ａ 前 2～4 鄭　裕靜 E206

+++++ 法学（日本国憲法を含む）Ｂ 後 2～4 鄭　裕靜 E206

+++++ 技術史Ａ 前 2～4 岸田　一隆 E104

+++++ 技術史Ｂ 後 2～4 岸田　一隆 E104

木曜日２時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 自然観の変遷 後 2～4 中園　嘉巳 F306

38380 ドイツ語圏の社会と文化Ａ 前 2～4 田中　亜美 E106

+++++ スポーツ運動実習（サッカー） 前 2～4 今川　正浩 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（サッカー） 後 2～4 今川　正浩 A棟アリーナ

+++++ 国際ビジネス入門Ａ 前 2～4 稲積　宏誠 D113

+++++ 国際ビジネス入門Ｂ 後 2～4 稲積　宏誠 D113

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 2>
<金 4>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 4>
<水 5>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 4>
<水 5>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 D108

ペア
<月 4>
<水 5>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D109

ペア
<月 4>
<水 5>
<金 2>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 D110

34415 アジアの言語と文化Ⅰ（タイ語初級） 後 1～4 福冨　渉 F304

34416 アジアの言語と文化Ⅱ（タイ語中級）（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 福冨　渉 F304

34417 アジアの言語と文化Ⅱ（タイ語中級）（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 福冨　渉 F304

+++++ コミュニケーション論演習 前 1～4 又平　恵美子 B423

+++++ ロジカル・シンキング入門 後 1～4 又平　恵美子 F201

34420 メディア・コミュニティ（２０１９年度以降入学者用） 前 1～4 菊池　尚代 E305

34421 メディア・コミュニティ（２０１８年度以前入学者用） 前 2～4 菊池　尚代 E305

+++++ 統計学入門 後 1～4 小堀　真 B403

34423 ジャーナリズムの歴史（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 福原　直樹 D115

木曜日３時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

34424 ジャーナリズムの歴史（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 福原　直樹 D115
ペア
<月 2>

空間情報学基礎Ⅰ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 村上　広史 B406

ペア
<月 2>

空間情報学基礎Ⅱ
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 村上　広史 B406

34425 グローバル世論動向論 後 2～4 福原　直樹 D115

34426 社会調査論Ⅱ 後 2～4 辻井　敦大 D111

+++++ 社会調査法Ⅰ 前 2～4 小堀　真 B403

34428 国際経営戦略論 後 2～4 松永　エリック・匡史 D107

+++++ 特殊講義Ｂ（Ⅳ）（２０１９年度以降入学者用） 後 2～4 咲川　可央子 D110

+++++ アジア新興国国別戦略研究Ⅱ（２０１８年度以前入学者用） 後 2～4 咲川　可央子 D110

34431 Modern Japanese History: From Samurai Age to Modernity
（２０１９年度以降入学者用） 前 1～4 亀井ダイチ　アンド

リュー D107

34432 Topics in Japanese History Ⅰ（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 亀井ダイチ　アンド
リュー D107

木曜日４時限（15：05 ～ 16：35）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F 平岡　敦 F302

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F 國房　吉太郎 F201

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F 平岡　敦 F302

##### フランス語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F 國房　吉太郎 F201

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 田中　亜美 F204

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 遠山　明子 F409

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 田中　亜美 F204

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 遠山　明子 F409

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～F 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～F 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F ペレスアルフォンソ F303

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F ペレスアルフォンソ F303

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F 植松　希久磨 F309

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F 吉冨　透 F310

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F 韓　氷 F305

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～F 王　晴 F401

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F 植松　希久磨 F309

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F 吉冨　透 F310

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F 韓　氷 F305

##### 中国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～F 王　晴 F401

+++++ 韓国語Ⅱ−１ 前 2～4 李　相旭 F404

+++++ 韓国語Ⅱ−２ 後 2～4 李　相旭 F404

木曜日３時限（つづき）
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 2>
<火 1>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 2>
<火 1>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D108

ペア
<月 2>
<火 1>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 D109

ペア
<月 2>
<火 1>
<金 5>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

ペア
<火 2>
<水 1>
<金 5>

Academic English(Advanced) 前 2 亀 井 ダ イ チ　 ア ン ド
リュー D204

34433
<木 5>

情報インパクト論入門
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 樺島　榮一郎 F307

+++++
<木 5>

空間情報システム入門Ⅰ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 1～4 古橋　大地 B406

+++++
<木 5>

空間情報システム入門Ⅱ
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 古橋　大地 B425

34436
<木 5>

メディアの法律と倫理
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 樺島　榮一郎 F408

+++++
<木 5>

空間情報デザイン基礎
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 古橋　大地 B406

34438
<木 5>

ニュースライティング
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 樺島　榮一郎 F304

ペア
<月 4>

空間調査・測定法
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 村上　広史 B401

ペア
<月 4>

空間分析
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 村上　広史 B401

34439
<木 5>

知的財産と公共性
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 樺島　榮一郎 D111

34440 自然災害とリスク管理 前 2～4 宇根　寛 D105

34441 多文化共生論 後 2～4 亀井ダイチ　アンド
リュー D115

34442 ツーリズムマネジメント 前 2～4 三浦　知子 F407

+++++ 特殊講義Ｓ（Ⅳ）（２０１９年度以降入学者用） 後 2～4 開内　文乃 F308

+++++ 福祉の社会学（２０１８年度以前入学者用） 後 2～4 開内　文乃 F308

##### 演習ⅠＡ 前 3 岡本　真佐子 D107

##### 演習ⅠＢ 後 3 岡本　真佐子 D107

##### 演習ⅠＡ 前 3 小堀　真 研究室

##### 演習ⅠＢ 後 3 小堀　真 研究室

##### 演習ⅠＡ 前 3 福原　直樹 D302

##### 演習ⅠＢ 後 3 福原　直樹 D302

##### 演習ⅡＡ 前 4 松永　エリック・匡史 D303

##### 演習ⅡＢ 後 4 松永　エリック・匡史 D303
#####
<木 5>

演習ⅡＡ
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 4 菊池　尚代 B405

#####
<木 5>

演習ⅡＢ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 4 菊池　尚代 B405

##### 演習ⅡＡ 前 4 咲川　可央子 D202

##### 演習ⅡＢ 後 4 咲川　可央子 D202

34457 Travel and Tourism in Contemporary Japan（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 三浦　知子 F407

34458 Topics in Japanese Economy, Business, and Policy Ⅰ（２０１８年度以前入学者用） 後 1～4 三浦　知子 F407

木曜日４時限（つづき）
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木曜日５時限（16：50 ～ 18：20）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### キリスト教概論Ⅰ 前 地 1 前半 飯田　仰 E106

##### キリスト教概論Ⅰ 後 地 1 後半 藤原　淳賀 E106

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 國房　吉太郎 F301

##### フランス語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 國房　吉太郎 F301

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 遠山　明子 F406

##### ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 遠山　明子 F406

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 山田　晶雄 F410

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1G～L ペレスアルフォンソ F303

##### スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1G～L ペレスアルフォンソ F303

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 韓　氷 F305

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 吉冨　透 F310

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 植松　希久磨 F309

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1G～L 王　晴 F401

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 韓　氷 F305

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 吉冨　透 F310

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 植松　希久磨 F309

##### 中国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1G～L 王　晴 F401

+++++ 科学思想史Ａ 後 2～4 坂本　秀人 E105

+++++ フランス語Ⅱ（Ｂ）−１ 前 2～4 平岡　敦 F302

+++++ フランス語Ⅱ（Ｂ）−２ 後 2～4 平岡　敦 F302

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<木 4>

情報インパクト論入門
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 樺島　榮一郎 F307

ペア
<木 4>

空間情報システム入門Ⅰ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 1～4 古橋　大地 B406

ペア
<木 4>

空間情報システム入門Ⅱ
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 古橋　大地 B425

ペア
<木 4>

メディアの法律と倫理
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 樺島　榮一郎 F408

ペア
<木 4>

空間情報デザイン基礎
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 古橋　大地 B406

ペア
<木 4>

ニュースライティング
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 樺島　榮一郎 F304

ペア
<木 4>

知的財産と公共性
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 樺島　榮一郎 D111

+++++ 家族の社会学 前 2～4 開内　文乃 F308

34460 社会調査論Ⅰ 前 2～4 辻井　敦大 D111

34461 地域経済Ⅱ（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 加藤　珠比 F307

34462 アフリカ諸国国別戦略研究（２０１８年度以前入学者用） 前 2～4 加藤　珠比 F307

##### 演習ⅠＡ 前 3 松永　エリック・匡史 D303

##### 演習ⅠＢ 後 3 松永　エリック・匡史 D303

##### 演習ⅠＡ 前 3 咲川　可央子 D202
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 演習ⅠＢ 後 3 咲川　可央子 D202
ペア
<木 4>

演習ⅡＡ
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 4 菊池　尚代 B405

ペア
<木 4>

演習ⅡＢ
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 4 菊池　尚代 B405

##### 演習ⅡＡ 前 4 福原　直樹 D302

##### 演習ⅡＢ 後 4 福原　直樹 D302

+++++ Surveying and Cartography in Japan（2019 年度以降入学者用） 前 1～4 宇根　寛 D105

+++++ Topics in Japanese Geography Ⅳ（2018 年度以前入学者用） 前 1～4 宇根　寛 D105

金曜日　オンライン授業（オンデマンド型）
CoursePower 等における授業コンテンツの掲載日時や課題等の詳細については、必ず講義内容を確認してください。

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

+++++ 自己理解（個別科目） 前 1～4 西山　利佳

+++++ 歴史と人間（総合科目） 前 1～4
山田　美穂子
小林　瑞乃
輪島　達郎

+++++ 歴史と人間（総合科目） 前 1～4
小林　瑞乃
輪島　達郎
山田　美穂子

+++++ 歴史と人間（総合科目） 前 1～4
輪島　達郎
山田　美穂子
小林　瑞乃

+++++ 歴史と人間（総合科目） 後 1～4
眞鍋　早紀
水本　和美
山本　みなみ

+++++ 歴史と人間（総合科目） 後 1～4
水本　和美
山本　みなみ
眞鍋　早紀

+++++ 歴史と人間（総合科目） 後 1～4
山本　みなみ
眞鍋　早紀
水本　和美

+++++ 歴史と人間（個別科目） 前 1～4 小林　瑞乃

+++++ 歴史と人間（個別科目） 後 1～4 輪島　達郎

+++++ 音楽Ｂ 後 2～4 広瀬　大介

+++++ 感性ビジネスＡ―ファッション産業のフロンティア― 前 2～4 樺島　榮一郎

+++++ 感性ビジネスＢ―ファッション産業のフロンティア― 後 2～4 樺島　榮一郎

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

34524 アジアの経済入門 前 1～4 中川　利香
ペア
<火>

空間情報の表現技術
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 髙田　百合奈

ペア
<火>

空間情報の共有技術
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 髙田　百合奈

金曜日１時限（９：00 ～ 10：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### キリスト教概論Ⅰ 後 経シス 1 野崎　卓道 D113

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 川田　尚弘 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 伴　好彦 A棟アリーナ

木曜日５時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 川田　尚弘 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 伴　好彦 A棟アリーナ

##### キリスト教概論Ⅱ 前 経シス 2 加山　真路 E102

##### キリスト教概論Ⅱ 後 化生 2 加山　真路 E102

+++++ 科学史 後 2～4 千葉　淳一 E104

##### 日本語（ⅠＳ）Ｄ（交換留学生用） 前 3～4 長松谷　有紀 F301

##### 日本語（ⅠＦ）Ｄ（交換留学生用） 後 3～4 長松谷　有紀 F301

##### 日本語（ⅣＳ）Ｄ（交換留学生用） 前 3～4 高橋　裕子 B408

##### 日本語（ⅣＦ）Ｄ（交換留学生用） 後 3～4 高橋　裕子 B408

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

34472 地域社会保健福祉論 前 2～4 木ノ上　高章 F306
ペア
<火 2>

比較文化論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 齋藤　大輔 D107

ペア
<火 2>

国際金融論
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 中川　利香 D110

ペア
<火 2>

国際投資貿易論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 中川　利香 D212

金曜日２時限（11：00 ～ 12：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 北村　文昭 F403

+++++ 科学・技術の視点（総合科目） 後 1～4
中田　恭子
長谷川　美貴
松田　哲也

E206

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1～4 川田　尚弘 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1～4 川田　尚弘 A棟アリーナ

##### キリスト教概論Ⅱ 後 情テク 2 福嶋　裕子 E102

+++++ 哲学Ａ 前 2～4 入不二　基義 E302

+++++ 哲学Ｂ 後 2～4 入不二　基義 E302

+++++ ライフサイエンス 後 2～4 中園　嘉巳 F204

##### 日本語（ⅡＳ）Ｄ（交換留学生用） 前 3～4 長松谷　有紀 F305

##### 日本語（ⅡＦ）Ｄ（交換留学生用） 後 3～4 長松谷　有紀 F305

##### 日本語（ⅢＳ）Ｄ（交換留学生用） 前 3～4 高橋　裕子 B408

##### 日本語（ⅢＦ）Ｄ（交換留学生用） 後 3～4 高橋　裕子 B408

+++++ スポーツ運動実習（テニス） 前 2～4 伴　好彦 A棟アリーナ

+++++ スポーツ運動実習（テニス） 後 2～4 伴　好彦 A棟アリーナ

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

金曜日１時限（つづき）



〔地球社会共生学部〕

─ 34 ─

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 5>
<水 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 4>
<水 5>
<木 3>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 4>
<水 5>
<木 3>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 D108

ペア
<月 4>
<水 5>
<木 3>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D109

ペア
<月 4>
<水 5>
<木 3>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 D110

34473 アジアの言語と文化Ⅴ（マレー語初級）（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 鈴木　柳 F401

+++++ リーダーシップ論演習Ⅰ 前 1～4 原　晋 F306

+++++ リーダーシップ論演習Ⅱ 後 1～4 原　晋 F306

34476 日本語学概論 前 1～4 田中　弥生 E303

34477 日本語教授法 後 1～4 田中　弥生 F407
ペア
<火 3>

東南アジア地域社会論
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 齋藤　大輔 F410

34478 アジアの政治と文化 前 2～4 齋藤　大輔 F309
ペア
<月 4>

国際協力実践論
（後期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 堀江　正伸 D302

ペア
<火 1>

持続的開発論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 幸地　茂 B405

34479 特殊講義Ｂ（Ⅴ）（２０１９年度以降入学者用） 後 2～4 幸地　茂 F310

34480 中南米諸国国別戦略研究（２０１８年度以前入学者用） 後 2～4 幸地　茂 F310

##### 演習ⅠＡ 前 3 熊谷　奈緒子 D203

##### 演習ⅠＢ 後 3 熊谷　奈緒子 D203

金曜日３時限（13：20 ～ 14：50）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ 健康・スポーツ演習 前 1 青栁　篤
宮崎　純一 A棟アリーナ

+++++ 健康・スポーツ演習 後 1 青栁　篤
宮崎　純一 A棟アリーナ

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 北村　文昭 F403

金曜日２時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 髙田　百合奈 B403

+++++ 現代社会の諸問題（個別科目） 前 1～4 草野　邦明 E203

##### キリスト教概論Ⅱ 前 機創 2 福嶋　裕子 E202

##### キリスト教概論Ⅱ 前 コ 3A～C 吉岡　康子 E102

##### キリスト教概論Ⅱ 後 コ 3D～F 吉岡　康子 E102

+++++ 論理学Ａ 前 2～4 入不二　基義 E302

+++++ 論理学Ｂ 後 2～4 入不二　基義 E302

38474 中国史Ａ 前 2～4 日野　康一郎 E201

+++++ コンピュータと社会 後 2～4 戸辺　義人
ロペズ B402

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

34483 国際開発学入門 後 1～4 桑島　京子 E204

34484 ジャーナリスト論 後 2～4 福原　直樹 F410

+++++ 応用空間情報学Ⅲ 前 2～4 原田　豊 B405

34486 教育の社会学 前 2～4 辰巳　哲子 F308
34487
<金 4>

特殊講義Ｂ（Ⅱ）
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 大友　貴史 F306

+++++ Practical English Workshop Ⅰ（２０１９年度以降入学者用） 前 3～4 ガダード B303

+++++ リーダーシップワークショップⅠ（２０１８年度以前入学者用） 前 2～4 ガダード B303

+++++ Practical English Workshop Ⅱ（２０１９年度以降入学者用） 後 3～4 ガダード B303

+++++ リーダーシップワークショップⅡ（２０１８年度以前入学者用） 後 2～4 ガダード B303

##### 演習ⅠＡ 前 3 亀井ダイチ　アンド
リュー D208

##### 演習ⅠＢ 後 3 亀井ダイチ　アンド
リュー D208

##### 演習ⅡＡ 前 4 熊谷　奈緒子 D203

##### 演習ⅡＢ 後 4 熊谷　奈緒子 D203

+++++ Traditional Art and Culture in Modern Japan（２０１９年度以降入学者用） 前 1～4 大澤　由実 D316

+++++ Topics in Japanese Culture Ⅲ（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 大澤　由実 D316

+++++ Cool Japan: Contextualizing Contemporary Popular Culture（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 大澤　由実 E206

+++++ Topics in Japanese Culture Ⅳ（２０１８年度以前入学者用） 後 1～4 大澤　由実 E206
+++++
<金 4>

New Frontiers in Geospatial Gaming
（2019 年度以降入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 山口　祐輔 B401

+++++
<金 4>

Topics in Japanese Geography Ⅰ
（2018 年度以前入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 山口　祐輔 B401

金曜日４時限（15：05 ～ 16：35）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

＊＊＊＊＊ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 原　晋 F310

+++++ フレッシャーズ・セミナー 前 1のみ 松村　伸一 D202

＊＊＊＊＊ フレッシャーズ・セミナー 後 1のみ 原　晋 F310

+++++ 宇宙科学 前 2～4 吉川　真 E206

38480 韓国・朝鮮の社会と文化Ａ 後 2～4 木村　直也 F304

金曜日３時限（つづき）
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

38481 日本学Ｂ（交換留学生・外国人留学生のみ） 後 2～4 森　幸穂 E307

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<月 2>
<木 3>

Academic English(Reading & Writing) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 5>
<火 2>
<木 1>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 5>
<火 2>
<木 1>

Academic English(Applied Skills) 前 2 咲川　可央子 D108

ペア
<月 5>
<火 2>
<木 1>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D109

ペア
<月 5>
<火 2>
<木 1>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

34502 現代日本の論点 後 2～4 福原　直樹 F410

+++++ 社会心理学概論（２０１９年度以降入学者用） 前 2～4 山田　理絵 D114

+++++ 社会心理学入門（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 山田　理絵 D114
ペア
<月 2>

社会・人間開発論
（前期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 桑島　京子 F401

34505 アジアの交通・物流 後 2～4 島村　真澄 F309

34506 特殊講義Ｓ（Ⅴ）（２０１９年度以降入学者用） 後 2～4 内田　智 F301

34507 現代思想論（２０１８年度以前入学者用） 後 2～4 内田　智 F301
ペア
<金 3>

特殊講義Ｂ（Ⅱ）
（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 2～4 大友　貴史 F306

##### 演習ⅠＡ 前 3 升本　潔 D112

##### 演習ⅠＢ 後 3 升本　潔 D112

##### 演習ⅠＡ 前 3 堀江　正伸 D302

##### 演習ⅠＢ 後 3 堀江　正伸 D302

##### 演習ⅠＡ 前 3 齋藤　大輔 D111

##### 演習ⅠＢ 後 3 齋藤　大輔 D111

金曜日４時限（つづき）



〔地球社会共生学部〕
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 演習ⅡＡ 前 4 亀井ダイチ　アンド
リュー D208

##### 演習ⅡＢ 後 4 亀井ダイチ　アンド
リュー D208

ペア
<金 3>

New Frontiers in Geospatial Gaming
（2019 年度以降入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 山口　祐輔 B401

ペア
<金 3>

Topics in Japanese Geography Ⅰ
（2018 年度以前入学者用）（後期後半、授業時間割表・巻頭を参照） 後 1～4 山口　祐輔 B401

金曜日５時限（16：50 ～ 18：20）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

＊＊＊＊＊ アメリカ合衆国の社会と文化Ａ 後 2～4 黒岩　裕 D113

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 菊池　尚代 D101

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 咲川　可央子 D102

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 堀江　正伸 D103

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅰ 前 1 桑島　京子 D105

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 橋本　彩花 D101

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 咲川　可央子 D102

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 堀江　正伸 D103

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 熊谷　奈緒子 D104

ペア
<火 3>
<水 5>

Academic English(Speaking & Listening) Ⅱ 後 1 桑島　京子 D105

ペア
<月 2>
<火 1>
<木 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 菊池　尚代 D106

ペア
<月 2>
<火 1>
<木 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 堀江　正伸 D108

ペア
<月 2>
<火 1>
<木 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 熊谷　奈緒子 D109

ペア
<月 2>
<火 1>
<木 4>

Academic English(Applied Skills) 前 2 桑島　京子 D110

ペア
<火 2>
<水 1>
<木 4>

Academic English(Advanced) 前 2 亀 井 ダ イ チ　 ア ン ド
リュー D204

##### 演習ⅠＡ 前 3 樺島　榮一郎 D203

##### 演習ⅠＢ 後 3 樺島　榮一郎 D203

##### 演習ⅠＡ 前 3 桑島　京子 B406

金曜日４時限（つづき）



〔地球社会共生学部〕
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 演習ⅠＢ 後 3 桑島　京子 B406

##### 演習ⅡＡ 前 4 齋藤　大輔 D111

##### 演習ⅡＢ 後 4 齋藤　大輔 D111

34522 Lifestyle and Society in Japan（２０１９年度以降入学者用） 後 1～4 岸　佑 F204

34523 Topics in Japanese Culture Ⅱ（２０１８年度以前入学者用） 後 1～4 岸　佑 F204

土曜日　オンライン授業（オンデマンド型）
CoursePower 等における授業コンテンツの掲載日時や課題等の詳細については、必ず講義内容を確認してください。

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

+++++ 青山学院大学の歴史 前 2～4 鈴木　勇一郎

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者

オンライン授業はありません

土曜日１時限（９：00 ～ 10：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ スペイン語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 半澤　忠彦 F309

+++++ スペイン語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 半澤　忠彦 F309

##### ロシア語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理・社・地
・コ 1 シラウァ F301

+++++ ロシア語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 シラウァ F301

##### ロシア語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理・社・地
・コ 1 シラウァ F301

+++++ ロシア語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 シラウァ F301

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1I～L 近藤　友梨 F308

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 近藤　友梨 F308

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1I～L 近藤　友梨 F308

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 近藤　友梨 F308

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1A～D 李　柱憲 F306

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1E～H 李　相旭 F304

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 F306

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F304

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1A～D 李　柱憲 F306

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1E～H 李　相旭 F304

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 F306

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F304

金曜日５時限（つづき）



〔地球社会共生学部〕
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地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
34525
<土 2>

スポーツ・エンタメ・メディア
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 佐野　徹 F307

土曜日２時限（11：00 ～ 12：30）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ ドイツ語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 隈井　秀人 F303

+++++ ドイツ語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 隈井　秀人 F303

+++++ スペイン語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 半澤　忠彦 F309

+++++ スペイン語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 半澤　忠彦 F309

##### ロシア語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理・社・地
・コ 1 土田　久美子 F310

+++++ ロシア語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 土田　久美子 F310

##### ロシア語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理・社・地
・コ 1 土田　久美子 F310

+++++ ロシア語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 土田　久美子 F310

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1A～D 李　相旭 F304

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－１ 前 理 1E～H 近藤　友梨 F308

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F304

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 近藤　友梨 F308

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1A～D 李　相旭 F304

##### 韓国語Ⅰ（Ａ）－２ 後 理 1E～H 近藤　友梨 F308

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　相旭 F304

+++++ 韓国語Ⅰ（Ａ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 近藤　友梨 F308

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１ 前 理 1I～L 李　柱憲 F306

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 F306

##### 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２ 後 理 1I～L 李　柱憲 F306

+++++ 韓国語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 李　柱憲 F306

+++++ ロシア語Ⅱ−１ 前 2～4 シラウァ F301

+++++ ロシア語Ⅱ−２ 後 2～4 シラウァ F301

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室
ペア
<土 1>

スポーツ・エンタメ・メディア
（前期前半、授業時間割表・巻頭を参照） 前 2～4 佐野　徹 F307

34526 Japanese Economic Cooperation with Developing Countries（２０１９年度以降入学者用） 前 1～4 志賀　裕朗 F202

34527 Topics in Japanese Economy, Business, and Policy Ⅳ（２０１８年度以前入学者用） 前 1～4 志賀　裕朗 F202

土曜日３時限（13：20 ～ 14：50）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

+++++ ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－１
（再履修者用） 前 理・社・地

・コ 2～4 隈井　秀人 F303

+++++ ドイツ語Ⅰ（Ｂ）－２
（再履修者用） 後 理・社・地

・コ 2～4 隈井　秀人 F303

38537 日本語Ⅱ−１（外国人留学生用） 前 地 2～4 奥村　大志 F301

土曜日１時限（つづき）



〔地球社会共生学部〕
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青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

38538 日本語Ⅱ−２（外国人留学生用） 後 地 2～4 奥村　大志 F301

##### 日本語（ⅠＳ）Ａ（交換留学生用） 前 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本語（ⅠＦ）Ａ（交換留学生用） 後 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本語（ⅢＳ）Ａ（交換留学生用） 前 3～4 土田　久美子 F310

##### 日本語（ⅢＦ）Ａ（交換留学生用） 後 3～4 土田　久美子 F310

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 演習ⅡＡ 前 4 林　拓也 研究室

##### 演習ⅡＢ 後 4 林　拓也 研究室

土曜日４時限（15：05 ～ 16：35）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 日本語（ⅡＳ）Ａ（交換留学生用） 前 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本語（ⅡＦ）Ａ（交換留学生用） 後 3～4 荒谷　啓子 B304

##### 日本語（ⅣＳ）Ａ（交換留学生用） 前 3～4 白鳥　智美 B406

##### 日本語（ⅣＦ）Ａ（交換留学生用） 後 3～4 白鳥　智美 B406

土曜日５時限（16：50 ～ 18：20）

青山スタンダード科目
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

＊＊＊＊＊ サービス・ラーニングⅠ 前 2～4 吉岡　康子 F304

＊＊＊＊＊ サービス・ラーニングⅡ 後 2～4 吉岡　康子 F304

地球社会共生学部
登 録
番 号 科　　　　　　　目 学期 学 年

クラス 担 当 者 教室

##### 演習ⅡＡ 前 4 小堀　真 研究室

##### 演習ⅡＢ 後 4 小堀　真 研究室

土曜日３時限（つづき）


