
科目区分 科目名

言語学基礎演習Ⅰ 塚本　秀樹
日本語学基礎演習Ⅱ 秋山　英治
言語学専門演習Ⅰ 塚本　秀樹
日本語学専門演習Ⅱ 秋山　英治
日本語学 秋山　英治
言語学概論Ⅰ 塚本　秀樹
日本語学概論Ⅱ 秋山　英治
言語学特講Ⅰ 塚本　秀樹
日本語学特講Ⅰ 清水　史
日本語学特講Ⅱ タマシ　カルメン
日本語学特講Ⅱ 秋山　英治
日本古典文学概論 西　耕生
日本古典文学概論 神楽岡　幼子
日本比較文学概論 田中　尚子
日本比較文学概論 中根　隆行
日本古典文学特講 西　耕生
日本古典文学特講 神楽岡　幼子
日本比較文学特講 田中　尚子

日本比較文学特講 中根　隆行

言語学演習Ａ 塚本　秀樹
言語学演習Ｂ 塚本　秀樹
言語学概論 塚本　秀樹
言語学特講 塚本　秀樹
日本語学演習Ａ 秋山　英治
日本語学演習Ｂ 秋山　英治
日本語学概論 秋山　英治
日本語学特講 清水　史
日本語学特講 タマシ　カルメン

日本語学特講 秋山　英治

日本文学基礎演習Ⅰ 西　耕生
日本文学基礎演習Ⅱ 田中　尚子
日本文学基礎演習Ⅲ 神楽岡　幼子
日本文学基礎演習Ⅳ 中根　隆行
日本文学専門演習Ⅰ 西　耕生
日本文学専門演習Ⅱ 田中　尚子
日本文学専門演習Ⅲ 神楽岡　幼子
日本文学専門演習Ⅳ 中根　隆行
日本文学史 中根　隆行 西　耕生 田中　尚子
日本文学概論Ⅰ 西　耕生
日本文学概論Ⅱ 田中　尚子
日本文学概論Ⅲ 神楽岡　幼子
日本文学概論Ⅳ 中根　隆行
日本文学特講Ⅰ 西　耕生
日本文学特講Ⅱ 田中　尚子
日本文学特講Ⅲ 神楽岡　幼子
日本文学特講Ⅳ 中根　隆行
日本文学演習Ａ 西　耕生
日本文学演習Ａ 田中　尚子
日本文学演習Ａ 神楽岡　幼子
日本文学演習Ａ 中根　隆行
日本文学演習Ｂ 西　耕生
日本文学演習Ｂ 田中　尚子
日本文学演習Ｂ 神楽岡　幼子
日本文学演習Ｂ 中根　隆行
日本文学概論 西　耕生
日本文学概論 神楽岡　幼子
日本文学概論 田中　尚子
日本文学概論 中根　隆行
日本文学特講 西　耕生
日本文学特講 神楽岡　幼子
日本文学特講 田中　尚子

日本文学特講 中根　隆行

中国文学基礎演習Ⅰ 　東風
中国文学基礎演習Ⅱ 諸田　美
中国文学専門演習Ⅰ 　東風
中国文学専門演習Ⅱ 諸田　美
中国文学 諸田　美
中国文学概論Ⅰ 　東風
中国文学概論Ⅱ 諸田　美
中国文学特講Ⅰ 　東風
中国文学特講Ⅱ 諸田　美
中国文学演習Ａ 　東風
中国文学演習Ａ 諸田　美
中国文学演習Ｂ 　東風
中国文学演習Ｂ 諸田　美
中国文学概論 　東風
中国文学概論 諸田　美
中国文学特講 　東風

中国文学特講 諸田　美

書道(書写を中心とする｡) 書道・書道概説（書写を中心とする。） 武智  正高

国語学(音声言語及び文章表現に関するも
のを含む。）

担当教員名

国語学(音声言語及び文章表現に関するも
のを含む。）

国文学(国文学史を含む｡)

漢文学



科目区分 科目名 担当教員名

日本史基礎演習Ⅱ 胡　光
日本史基礎演習Ⅲ 中川　未来
アジア史基礎演習Ⅰ 水野　卓
アジア史基礎演習Ⅱ 髙橋　弘臣
東南アジア史基礎演習 菅谷　成子
西洋史基礎演習Ⅰ 齊藤　貴弘
西洋史基礎演習Ⅱ 吉田　正広
日本史専門演習Ⅱ 胡　光
日本史専門演習Ⅲ 中川　未来
アジア史専門演習Ⅰ 水野　卓
アジア史専門演習Ⅱ 髙橋　弘臣
東南アジア史専門演習 菅谷　成子
西洋史専門演習Ⅰ 齊藤　貴弘
西洋史専門演習Ⅱ 吉田　正広
日本史 胡　光 中川　未来
アジア史 菅谷　成子 吉田　正広 髙橋　弘臣 齊藤　貴弘 水野　卓
西洋史 齊藤　貴弘 吉田　正広 菅谷　成子 髙橋　弘臣 水野　卓
日本歴史概論Ⅱ 胡　光
日本歴史概論Ⅲ 中川　未来
アジア史概論Ⅰ 水野　卓
アジア史概論Ⅱ 髙橋　弘臣
東南アジア史概論 菅谷　成子
西洋史概論Ⅰ 齊藤　貴弘
西洋史概論Ⅱ 吉田　正広
日本史特講Ⅰ 寺内　浩
日本史特講Ⅱ 天野  真志
日本史特講Ⅱ 胡　光
日本史特講Ⅲ 中川　未来
アジア史特講Ⅱ 髙橋　弘臣
東南アジア史特講 菅谷　成子
西洋史特講Ⅰ 齊藤　貴弘
西洋史特講Ⅱ 吉田　正広
世界史 菅谷　成子 吉田　正広 髙橋　弘臣 齊藤　貴弘 水野　卓
世界史 齊藤　貴弘 吉田　正広 菅谷　成子 髙橋　弘臣 水野　卓
法制史 西村　隆誉志
西洋史特講 齊藤　貴弘
西洋史特講 吉田　正広
日本史演習Ａ 胡　光
日本史演習Ａ 中川　未来
アジア史演習Ａ 水野　卓
アジア史演習Ａ 髙橋　弘臣
東南アジア史演習Ａ 菅谷　成子
西洋史演習Ａ 吉田　正広
西洋史演習Ａ 齊藤　貴弘
日本史演習Ｂ 胡　光
日本史演習Ｂ 中川　未来
アジア史演習Ｂ 水野　卓
アジア史演習Ｂ 髙橋　弘臣
東南アジア史演習Ｂ 菅谷　成子
西洋史演習Ｂ 齊藤　貴弘
西洋史演習Ｂ 吉田　正広
日本歴史概論 胡　光
日本歴史概論 中川　未来
アジア史概論 水野　卓
アジア史概論 髙橋　弘臣
アジア史概論 菅谷　成子
西洋史概論 齊藤　貴弘
西洋史概論 吉田　正広
日本史特講 天野  真志
日本史特講 胡　光
日本史特講 中川　未来
日本史特講 寺内　浩
アジア史特講 髙橋　弘臣

東南アジア史特講 菅谷　成子

地理学基礎演習Ⅰ 兼子　純 石黒　聡士
地理学専門演習Ⅰ 兼子　純 石黒　聡士
人文地理学 兼子　純
自然地理学 石黒　聡士
地誌学 石黒　聡士
地理学概論Ⅰ 兼子　純
地理学特講Ⅰ 兼子　純
地理学演習Ａ 兼子　純 石黒　聡士
地理学演習Ａ 石黒　聡士 兼子　純
地理学演習Ｂ 兼子　純 石黒　聡士
地理学演習Ｂ 石黒　聡士 兼子　純
地理学概論 兼子　純
地理学概論 石黒　聡士
地理学特講 兼子　純

地理学特講 石黒　聡士

法律学概論 光信　一宏 田川　靖紘 西脇　秀一郎
法律学概論 井口　秀作 松本　圭史 松本　浩平
憲法組織論Ⅰ 井口　秀作
憲法人権論Ⅰ 光信　一宏
行政法総論 権　奇法
刑法総論Ⅰ 田川　靖紘
民法総論 松本　浩平
行政学 太田　響子
政治過程論 小林  悠太
社会保障法 鈴木　靜
競争法政策 佐藤  吾郎
現代イデオロギー論 野田　裕久
国際法 楢林　建司
政治システム論 福井　秀樹
歴史政治学 梶原　克彦
国際関係論 菅原　健志
憲法Ⅱ 光信　一宏
現代政治理論 野田　裕久
比較政治論 三上　了
家族法 羽月　章
会社法Ⅰ 岡田　陽介

商法総則・商行為法Ⅰ 山口　和子

地理学(地誌を含む｡)

「法律学，政治学」

日本史及び外国史



科目区分 科目名 担当教員名

経済学概論 佐藤　智秋 髙橋　基泰 中西　泰造 新関　剛史 高橋　勇介 近廣　昌志 和田　寿博
財政学Ⅰ 高橋　勇介
経済政策 中西　泰造
社会政策論 長井　偉訓
法社会学 小佐井　良太
西洋経済史 髙橋　基泰
金融論 近廣　昌志
社会学基礎演習Ⅱ 野崎　賢也
社会学基礎演習Ⅲ 朝井　志歩
社会学専門演習Ⅱ 野崎　賢也
社会学専門演習Ⅲ 朝井　志歩
社会学 野崎　賢也 朝井　志歩
社会学概論Ⅱ 野崎　賢也
社会学概論Ⅲ 朝井　志歩
社会学特講Ⅰ 竹川　郁雄
社会学特講Ⅱ 野崎　賢也
社会学特講Ⅲ 朝井　志歩
国際金融システム論 近廣　昌志
国際貿易論 松井　隆幸
世界経済学 西尾  圭一郎
経営管理論 和田　寿博
マクロ経済学Ⅰ 新関　剛史
マクロ経済学Ⅱ 新関　剛史
マーケティング概論 谷本　貴之
経済学史 赤間　道夫
社会学演習Ａ 野崎　賢也
社会学演習Ａ 朝井　志歩
社会学演習Ｂ 野崎　賢也
社会学演習Ｂ 朝井　志歩
社会学概論 野崎　賢也
社会学概論 朝井　志歩
社会学特講 竹川　郁雄
社会学特講 野崎　賢也

社会学特講 朝井　志歩

倫理思想史特講 太田　裕信
哲学基礎演習Ⅰ 松本　長彦
哲学基礎演習Ⅱ 山本　與志隆
倫理思想史基礎演習 太田　裕信
哲学専門演習Ⅰ 松本　長彦
哲学専門演習Ⅱ 山本　與志隆
倫理思想史専門演習 太田　裕信
哲学 松本　長彦 山本　與志隆 太田　裕信
哲学概論Ⅰ 松本　長彦
哲学概論Ⅱ 山本　與志隆
倫理思想史概論 太田　裕信
哲学特講Ⅰ 松本　長彦
哲学特講Ⅱ 山脇  雅夫
哲学特講Ⅱ 山本　與志隆
法理学 上山　友一
法思想史 上山　友一
哲学演習Ａ 松本　長彦
哲学演習Ａ 山本　與志隆
倫理思想史演習Ａ 太田　裕信
哲学演習Ｂ 松本　長彦
哲学演習Ｂ 山本　與志隆
哲学演習Ｂ 松本　長彦 山本　與志隆 太田　裕信
倫理思想史演習Ｂ 太田　裕信
倫理思想史演習Ｂ 松本　長彦 山本　與志隆 太田　裕信
哲学概説 松本　長彦
哲学概説 山本　與志隆
哲学特講 松本　長彦
哲学特講 山脇  雅夫

哲学特講 山本　與志隆

英語学基礎演習Ⅰ 今泉　志奈子
英語学基礎演習Ⅱ 小川　勉
英語学専門演習Ⅰ 今泉　志奈子
英語学専門演習Ⅱ 小川　勉
英語学 小川　勉 今泉　志奈子
英語学概論Ⅰ 今泉　志奈子
英語学概論Ⅱ 小川　勉
英語学特講Ⅰ 今泉　志奈子
英語学特講Ⅱ 小川　勉
英語学演習Ａ 今泉　志奈子
英語学演習Ａ 小川　勉
英語学演習Ｂ 今泉　志奈子
英語学演習Ｂ 小川　勉
英語学 小川　勉 今泉　志奈子
英語学概論 今泉　志奈子
英語学概論 小川　勉
英語学特講 今泉　志奈子

英語学特講 小川　勉

英米文学基礎演習Ⅰ 井上　彰
英米文学基礎演習Ⅱ 寺尾　勝行
英米文学専門演習Ⅰ 井上　彰
英米文学専門演習Ⅱ 寺尾　勝行
英米文学 寺尾　勝行 井上　彰
英米文学概論Ⅰ 井上　彰
英米文学概論Ⅱ 寺尾　勝行
英米文学特講Ⅰ 井上　彰
英米文学特講Ⅱ 寺尾　勝行
英米文学演習Ａ 井上　彰
英米文学演習Ａ 寺尾　勝行
英米文学演習Ｂ 井上　彰
英米文学演習Ｂ 寺尾　勝行
英米文学 寺尾　勝行 井上　彰
英米文学概論 井上　彰
英米文学概論 寺尾　勝行
英米文学特講 井上　彰

英米文学特講 寺尾　勝行

英語学

英米文学

「社会学，経済学」

「哲学，倫理学，宗教学」



科目区分 科目名 担当教員名

英語コミュニケーション論基礎演習Ⅰ 木下　英文
英語コミュニケーション論基礎演習Ⅱ 高橋　千佳
英語コミュニケーション論専門演習Ⅰ 木下　英文
英語コミュニケーション論専門演習Ⅱ 高橋　千佳
英語コミュニケーション論 高橋　千佳 早田　美保 マークス・エドワード・ダニエル

英語コミュニケーション論概論Ⅰ 木下　英文
英語コミュニケーション論概論Ⅱ 高橋　千佳
英語コミュニケーション論特講Ⅰ 木下　英文
英語コミュニケーション論特講Ⅰ 岩井  千秋
英語コミュニケーション論特講Ⅱ 高橋　千佳
英語コミュニケーション論演習Ａ 木下　英文
英語コミュニケーション論演習Ａ 高橋　千佳
英語コミュニケーション論演習Ｂ 木下　英文
英語コミュニケーション論演習Ｂ 高橋　千佳
英語コミュニケーション論 高橋　千佳 早田　美保 マークス・エドワード・ダニエル

英語コミュニケーション論概論 木下　英文
英語コミュニケーション論概論 高橋　千佳
英語コミュニケーション論特講 木下　英文
英語コミュニケーション論特講 高橋　千佳
英語コミュニケーション論特講 岩井  千秋

英語コミュニケーション 高橋　千佳 早田　美保 マークス・エドワード・ダニエル

英米文化基礎演習Ⅱ マークス・エドワード・ダニエル

英米文化専門演習Ⅱ マークス・エドワード・ダニエル

英米文化 木下　英文
英米文化概論Ⅱ マークス・エドワード・ダニエル

英米文化特講Ⅰ 加藤　好文
英米文化特講Ⅱ マークス・エドワード・ダニエル

異文化理解 木下　英文
応用英語学概論Ⅰ 木下　英文
応用英語学概論Ⅱ 高橋　千佳
応用英語学特講Ⅰ 木下　英文
応用英語学特講Ⅱ 高橋　千佳
応用英語学特講Ⅰ 岩井  千秋
応用英語学基礎演習Ⅰ 木下　英文
応用英語学基礎演習Ⅱ 高橋　千佳
応用英語学専門演習Ⅰ 木下　英文
応用英語学専門演習Ⅱ 高橋　千佳
英米文化演習Ａ マークス・エドワード・ダニエル

英米文化演習Ｂ マークス・エドワード・ダニエル

英米文化 木下　英文
英米文化概論 マークス・エドワード・ダニエル

英米文化特講 加藤　好文

英米文化特講 マークス・エドワード・ダニエル

心理学基礎演習Ⅰ 十河　宏行
心理学基礎演習Ⅱ 大塚　由美子
心理学専門演習Ⅰ 十河　宏行
心理学専門演習Ⅱ 大塚　由美子
心理学概論Ⅰ 十河　宏行
心理学概論Ⅱ 大塚　由美子
心理学特講Ⅰ 十河　宏行
心理学特講Ⅱ 大塚　由美子
心理学概論 十河　宏行

心理学概論 大塚　由美子

英語コミュニケーション

異文化理解

「哲学，倫理学，宗教学，心理学」


