
関西学院大学

教員名 職名 開講学部等 開講学期 授業科目名・クラス
淺野　淳博 教授 神学研究科前期 秋学期 新約聖書学特殊講義Ｂ
加納　和寛 教授 神学研究科前期 春学期 組織神学特殊講義Ｃ
加納　和寛 教授 神学研究科前期 秋学期 組織神学特殊講義Ｄ
小田部　進一 教授 神学研究科前期 秋学期 歴史神学特殊講義Ｂ
土井　健司 教授 神学研究科前期 春学期 歴史神学特殊講義Ａ
水野　隆一 教授 神学研究科前期 春学期 旧約聖書学特殊講義Ａ
水野　隆一 教授 神学研究科前期 秋学期 旧約聖書学特殊講義Ｂ
東　よしみ 准教授 神学研究科前期 春学期 新約聖書学特殊講義Ｄ
芦名　定道 任期制教員Ａ教授 神学研究科前期 春学期 キリスト教思想特殊講義Ｃ
芦名　定道 任期制教員Ａ教授 神学研究科前期 秋学期 キリスト教思想特殊講義Ｄ
稲増　一憲 教授 文学研究科前期 秋学期 社会心理学講義B／社会心理学特殊講義2
浦　啓之 教授 文学研究科前期 秋学期 英語学特殊講義2
榎本　庸男 教授 文学研究科前期 春学期 哲学文献研究1
小川　暁夫 教授 文学研究科前期 春学期 ドイツ語学特殊講義1
小川　暁夫 教授 文学研究科前期 秋学期 ドイツ語学特殊講義3
小澤　博 教授 文学研究科前期 春学期 イギリス文学文献研究1
小田　涼 教授 文学研究科前期 春学期 フランス語学特殊講義2
小田　涼 教授 文学研究科前期 秋学期 フランス語学特殊講義4
河上　繁樹 教授 文学研究科前期 秋学期 芸術史特殊講義3
楠本　紀代美 教授 文学研究科前期 春学期 英語学特殊講義1
久保　昭博 教授 文学研究科前期 秋学期 フランス文献研究4
久保田　真功 教授 文学研究科前期 春学期 実践教育学特殊講義2
久米　暁 教授 文学研究科前期 秋学期 哲学文献研究4
小谷　正登 教授 文学研究科前期 春学期 学校教育学特殊講義1
米虫　正巳 教授 文学研究科前期 春学期 哲学特殊講義1
坂本　優一郎 教授 文学研究科前期 春学期 西洋史学文献研究1
佐藤　達郎 教授 文学研究科前期 春学期 アジア史学特殊講義1
佐藤　達郎 教授 文学研究科前期 秋学期 アジア史学特殊講義3
白銀　夏樹 教授 文学研究科前期 秋学期 学校教育学特殊講義3
杉崎　鉱司 教授 文学研究科前期 秋学期 英語学文献研究1
竹山　友子 教授 文学研究科前期 秋学期 イギリス文学文献研究2
東浦　弘樹 教授 文学研究科前期 春学期 フランス文献研究2
中島　定彦 教授 文学研究科前期 春学期 心理科学特殊講義1
中谷　功治 教授 文学研究科前期 春学期 西洋史学文献研究2
新関　芳生 教授 文学研究科前期 春学期 アメリカ文学特殊講義1
新関　芳生 教授 文学研究科前期 秋学期 アメリカ文学特殊講義2
西山　けい子 教授 文学研究科前期 春学期 アメリカ文学文献研究1
西山　けい子 教授 文学研究科前期 秋学期 アメリカ文学文献研究2
橋本　伸也 教授 文学研究科前期 秋学期 西洋史学文献研究3
水越　知 教授 文学研究科前期 春学期 アジア史学特殊講義2
宮下　博幸 教授 文学研究科前期 春学期 ドイツ語学特殊講義2
宮下　博幸 教授 文学研究科前期 秋学期 ドイツ語学特殊講義4
村上　謙 教授 文学研究科前期 秋学期 日本語学文献研究2
村山　功光 教授 文学研究科前期 春学期 ドイツ文学史特殊講義1
村山　功光 教授 文学研究科前期 秋学期 ドイツ文学史特殊講義2
森　久美子 教授 文学研究科前期 春学期 社会心理学講義A／社会心理学特殊講義1
森田　雅也 教授 文学研究科前期 春学期 日本文学文献研究1
森田　雅也 教授 文学研究科前期 秋学期 日本文学文献研究2
横内　一雄 教授 文学研究科前期 春学期 イギリス文学特殊講義1
横内　一雄 教授 文学研究科前期 秋学期 イギリス文学特殊講義2
ルスターホルツ　Ａ． 教授 文学研究科前期 春学期 ドイツ文献研究1
ルスターホルツ　Ａ． 教授 文学研究科前期 秋学期 ドイツ文化特殊講義2
ルスターホルツ　Ａ． 教授 文学研究科前期 秋学期 ドイツ文献研究2
荻田　純久 准教授 文学研究科前期 秋学期 実践教育学特殊講義4
福岡　弘彬 准教授 文学研究科前期 春学期 日本文学特殊講義1
福岡　弘彬 准教授 文学研究科前期 秋学期 日本文学特殊講義4
水守　亜季 准教授 文学研究科前期 春学期 ドイツ文学特殊講義1
水守　亜季 准教授 文学研究科前期 秋学期 ドイツ文学特殊講義2
三津間　康幸 准教授 文学研究科前期 秋学期 西洋史学文献研究4
森川　裕貫 准教授 文学研究科前期 春学期 アジア史学文献研究1
アヴォカ　エリック 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 フランス文学特殊講義2
アヴォカ　エリック 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 フランス文学特殊講義4
赤阪　俊一 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 西洋史学特殊講義2
赤阪　俊一 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 西洋史学特殊講義3
浅野　麗 非常勤講師 文学研究科前期 春学期集中 日本文学特殊講義3
浅野　貴彦 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 哲学特殊講義2
荒川　正明 非常勤講師 文学研究科前期 春学期集中 芸術史特殊講義1
飯田　祐子 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 日本文学特殊講義6
池松　辰男 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期集中 宗教哲学特殊講義2
石山　裕慈 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 日本語学特殊講義4
市澤　哲 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 日本史学文献研究1
市澤　哲 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 日本史学文献研究2
伊藤　均 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 倫理学特殊講義1
伊藤　均 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 哲学特殊講義4
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井上　徹 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 アジア史学文献研究2
井元　秀剛 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 フランス語学特殊講義1
井元　秀剛 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 フランス語学特殊講義3
岩城　卓二 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 日本古文書学1
岩城　卓二 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 日本古文書学2
岩根　久 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 フランス文学史特殊講義1
岩根　久 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 フランス文学史特殊講義3
岡田　勝明 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 哲学特殊講義3
小塩　真司 非常勤講師 文学研究科前期 春学期集中 心理科学特殊講義2
香川　雄一 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 地理学地域文化学資料研究1
河田　昌之 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 芸術史特殊講義2
河田　昌之 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 芸術史特殊講義4
熊田　司 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 芸術学特殊講義1
熊田　司 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 芸術学特殊講義3
坂井　秀弥 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期集中 日本考古学特殊講義2
澤田　和範 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 哲学文献研究3
新間　一美 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 中国文学特殊講義1
新間　一美 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 中国文学特殊講義2
芹澤　剛 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 日本語学特殊講義1
善明　宣夫 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 実践教育学特殊講義1
善明　宣夫 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 実践教育学特殊講義3
副島　猛 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 哲学史特殊講義2
高橋　厚 非常勤講師 文学研究科前期 春学期集中 宗教哲学特殊講義1
田中　きく代 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 西洋史学特殊講義1
田中　きく代 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 西洋史学特殊講義4
田和　正孝 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 地理学特殊講義1
東郷　雄二 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 フランス文献研究1
東郷　雄二 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 フランス文献研究3
豊島　直博 非常勤講師 文学研究科前期 春学期集中 日本考古学特殊講義1
豊原　正智 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 芸術学特殊講義2
豊原　正智 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 芸術学特殊講義4
中西　竜也 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 アジア史学特殊講義4
永盛　克也 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 フランス文学特殊講義1
永盛　克也 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 フランス文学特殊講義3
橋本　正吾 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 哲学史特殊講義1
橋本　行洋 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 日本語学特殊講義2
浜野　研三 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 倫理学特殊講義2
浜野　研三 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 倫理学特殊講義4
久山　雄甫 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 ドイツ文化特殊講義1
ビルマン　Ｏ． 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 フランス文学史特殊講義2
ビルマン　Ｏ． 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 フランス文学史特殊講義4
福田　珠己 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 地理学地域文化学資料研究2
福本　薫 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 西洋考古学特殊講義1
細川　正義 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 日本文学特殊講義2
細川　正義 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 日本文学特殊講義5
南本　長穂 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 学校教育学特殊講義2
南本　長穂 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 学校教育学特殊講義4
嶺　秀樹 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 哲学文献研究2
嶺　秀樹 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 倫理学特殊講義3
安田　政彦 非常勤講師 文学研究科前期 春学期 日本史学特殊講義1
安田　政彦 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 日本史学特殊講義2
吉村　浩一 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期集中 心理科学特殊講義3
渡辺　千香子 非常勤講師 文学研究科前期 秋学期 西洋考古学特殊講義2
石田　眞得 教授 法学研究科前期 春学期 商法5
石田　眞得 教授 法学研究科前期 秋学期 商法6
伊勢田　道仁 教授 法学研究科前期 春学期 商法3
伊勢田　道仁 教授 法学研究科前期 秋学期 商法4
一高　龍司 教授 法学研究科前期 春学期 税法1
一高　龍司 教授 法学研究科前期 秋学期 税法2
植木　一幹 教授 法学研究科前期 春学期 法哲学基礎研究
植木　一幹 教授 法学研究科前期 秋学期 法哲学応用研究
上村　敏之 教授 法学研究科前期 春学期 財政学
内山　衛次 教授 法学研究科前期 春学期 民事訴訟法1
内山　衛次 教授 法学研究科前期 秋学期 民事訴訟法2
大西　邦弘 教授 法学研究科前期 春学期 民法3
大西　邦弘 教授 法学研究科前期 秋学期 民法4
岡田　博史 教授 法学研究科前期 春学期 自治体法務
岡本　仁宏 教授 法学研究科前期 春学期 ＮＰＯ・ＮＧＯ論
岡本　仁宏 教授 法学研究科前期 春学期 政治哲学
岡本　仁宏 教授 法学研究科前期 秋学期 政治理論
小川　禎友 教授 法学研究科前期 春学期 公共経済学
川村　康 教授 法学研究科前期 春学期 東洋法史基礎研究
川村　康 教授 法学研究科前期 秋学期 東洋法史応用研究
北山　俊哉 教授 法学研究科前期 春学期 地方自治論
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北山　俊哉 教授 法学研究科前期 秋学期 公共政策論
木村　仁 教授 法学研究科前期 春学期 英米法
木村　仁 教授 法学研究科前期 秋学期 英米私法
齋藤　民徒 教授 法学研究科前期 春学期 国際法
齋藤　民徒 教授 法学研究科前期 秋学期 国際紛争処理法
笹川　敏彦 教授 法学研究科前期 春学期 商法7
笹川　敏彦 教授 法学研究科前期 秋学期 商法8
善教　将大 教授 法学研究科前期 秋学期 政治学原論
高島　千代 教授 法学研究科前期 春学期 日本政治史概論
高島　千代 教授 法学研究科前期 秋学期 日本政治史各論
瀧　久範 教授 法学研究科前期 春学期 民法5
冨田　宏治 教授 法学研究科前期 春学期 政治思想史
冨田　宏治 教授 法学研究科前期 秋学期 政治思想
長岡　徹 教授 法学研究科前期 春学期 憲法1
長岡　徹 教授 法学研究科前期 秋学期 現代人権論
野田　崇 教授 法学研究科前期 春学期 行政法総論2
野田　崇 教授 法学研究科前期 秋学期 行政救済法
平山　幹子 教授 法学研究科前期 春学期 刑法1
平山　幹子 教授 法学研究科前期 秋学期 刑法2
水戸　考道 教授 法学研究科前期 春学期 比較政治・外交分析
水戸　考道 教授 法学研究科前期 秋学期 比較政治・外交論
武藤　祥 教授 法学研究科前期 春学期 西洋政治史概論
武藤　祥 教授 法学研究科前期 秋学期 西洋政治史各論
望月　康恵 教授 法学研究科前期 春学期 国際機構論
望月　康恵 教授 法学研究科前期 秋学期 国際協力論
守屋　浩光 教授 法学研究科前期 春学期 日本法史基礎研究
守屋　浩光 教授 法学研究科前期 秋学期 日本法史応用研究
安岡　匡也 教授 法学研究科前期 春学期 社会保障論A／社会保障論Ａ
安岡　匡也 教授 法学研究科前期 秋学期 社会保障論B／社会保障論Ｂ
柳井　健一 教授 法学研究科前期 春学期 比較憲法
柳井　健一 教授 法学研究科前期 秋学期 憲法2
柳屋　孝安 教授 法学研究科前期 春学期 雇用関係法
柳屋　孝安 教授 法学研究科前期 秋学期 労使関係法
山口　亮子 教授 法学研究科前期 春学期 民法7
山口　亮子 教授 法学研究科前期 秋学期 民法8
山田　直子 教授 法学研究科前期 春学期 刑事訴訟法1
山田　直子 教授 法学研究科前期 秋学期 刑事訴訟法2
山田　真裕 教授 法学研究科前期 春学期 政治行動論1
山田　真裕 教授 法学研究科前期 秋学期 政治過程論
吉田　元子 教授 法学研究科前期 春学期 民事訴訟法3
渡邊　力 教授 法学研究科前期 春学期 民法1
渡邊　力 教授 法学研究科前期 秋学期 民法2
田中　優輝 准教授 法学研究科前期 春学期 刑法3
田中　優輝 准教授 法学研究科前期 秋学期 刑法4
谷川　和幸 准教授 法学研究科前期 春学期 知的財産法1
谷川　和幸 准教授 法学研究科前期 秋学期 知的財産法2
橋場　典子 准教授 法学研究科前期 春学期 法社会学基礎研究
橋場　典子 准教授 法学研究科前期 秋学期 法社会学応用研究
松田　真治 准教授 法学研究科前期 春学期 商法10
松田　真治 准教授 法学研究科前期 秋学期 商法11
山代　忠邦 准教授 法学研究科前期 春学期 民法9
山代　忠邦 准教授 法学研究科前期 秋学期 民法10
安部　祥太 助教 法学研究科前期 春学期 刑事政策1
安部　祥太 助教 法学研究科前期 秋学期 刑事政策2
松本　和洋 助教 法学研究科前期 春学期 西洋法史基礎研究
松本　和洋 助教 法学研究科前期 秋学期 西洋法史応用研究
小池　未来 専任講師 法学研究科前期 春学期 国際手続法1
小池　未来 専任講師 法学研究科前期 秋学期 国際私法
原田　賢一郎 任期制教員Ａ教授 法学研究科前期 春学期 公務員制・人事論
原田　賢一郎 任期制教員Ａ教授 法学研究科前期 秋学期 公共政策特講1
赤星　聖 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 国際政治理論
岡野　祐子 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 国際手続法2
籠谷　公司 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 政治行動論2
久保　成史 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 経済法
近藤　光男 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 商法1
近藤　光男 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 商法2
澤井　啓 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 国際取引法
島田　茂 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 行政法総論1
曽和　俊文 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 環境法
田中　通裕 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 民法11
田中　通裕 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 民法12
西尾　幸夫 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 商法9
西村　めぐみ 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 国際関係史
野一色　直人 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 税法3
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野一色　直人 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 税法4
林　智良 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 ローマ法基礎研究
林　智良 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 ローマ法応用研究
前田　忠弘 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 比較犯罪学1
前田　忠弘 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 比較犯罪学2
山崎　康仕 非常勤講師 法学研究科前期 春学期 法思想史基礎研究
山崎　康仕 非常勤講師 法学研究科前期 秋学期 法思想史応用研究
秋吉　史夫 教授 経済学研究科前期 春学期 金融機関論
秋吉　史夫 教授 経済学研究科前期 秋学期 資本市場論
猪野　弘明 教授 経済学研究科前期 秋学期 産業組織論特論
上村　敏之 教授 経済学研究科前期 春学期 財政学
大土井　涼二 教授 経済学研究科前期 秋学期 応用マクロ経済学Ａ
小川　禎友 教授 経済学研究科前期 春学期 公共経済学
北山　俊哉 教授 経済学研究科前期 春学期 地方自治論
久保　真 教授 経済学研究科前期 春学期 経済学史A
久保　真 教授 経済学研究科前期 秋学期 経済学史B
桑原　秀史 教授 経済学研究科前期 春学期 流通経済論特論Ａ
桑原　秀史 教授 経済学研究科前期 秋学期 流通経済論特論Ｂ
小林　伸生 教授 経済学研究科前期 春学期 現代産業論特論Ａ
小林　伸生 教授 経済学研究科前期 秋学期 現代産業論特論Ｂ
地道　正行 教授 経済学研究科前期 春学期前半 統計基礎理論／統計基礎理論B
田中　敦 教授 経済学研究科前期 秋学期 金融政策論
寺本　益英 教授 経済学研究科前期 秋学期 日本経済史A
寺本　益英 教授 経済学研究科前期 秋学期 日本経済史B
寺本　益英 教授 経済学研究科前期 秋学期 経済史Ａ
利光　強 教授 経済学研究科前期 秋学期 国際経済学A
西村　智 教授 経済学研究科前期 春学期 家計経済学Ａ
西村　智 教授 経済学研究科前期 秋学期 家計経済学Ｂ
野田　崇 教授 経済学研究科前期 春学期 行政法総論2
野村　宗訓 教授 経済学研究科前期 春学期 規制経済論Ａ
野村　宗訓 教授 経済学研究科前期 秋学期 規制経済論Ｂ
原田　哲史 教授 経済学研究科前期 秋学期 社会思想史B
東田　啓作 教授 経済学研究科前期 秋学期 環境・資源経済学Ｂ
藤井　英次 教授 経済学研究科前期 秋学期 国際経済学B
藤原　憲二 教授 経済学研究科前期 春学期 国際経済政策A
藤原　憲二 教授 経済学研究科前期 春学期 国際経済政策B
堀　敬一 教授 経済学研究科前期 春学期 金融論Ａ
堀　敬一 教授 経済学研究科前期 秋学期 金融論Ｂ
本郷　亮 教授 経済学研究科前期 春学期 近代経済学史Ａ
本郷　亮 教授 経済学研究科前期 秋学期 近代経済学史Ｂ
前田　高志 教授 経済学研究科前期 春学期 自治体経営論Ａ
前田　高志 教授 経済学研究科前期 秋学期 自治体経営論Ｂ
安岡　匡也 教授 経済学研究科前期 春学期 社会保障論A／社会保障論Ａ
安岡　匡也 教授 経済学研究科前期 秋学期 社会保障論B／社会保障論Ｂ
山鹿　久木 教授 経済学研究科前期 春学期 空間経済学Ａ
山鹿　久木 教授 経済学研究科前期 秋学期 空間経済学Ｂ
入谷　純 国内客員教授 経済学研究科前期 春学期 経済数学A
入谷　純 国内客員教授 経済学研究科前期 秋学期 経済数学B
國濱　剛 准教授 経済学研究科前期 春学期 経済統計分析A
國濱　剛 准教授 経済学研究科前期 秋学期 経済統計分析B
國濱　剛 准教授 経済学研究科前期 秋学期 統計基礎理論A
高島　正憲 准教授 経済学研究科前期 秋学期 経済史Ｂ
任　龍 専任講師 経済学研究科前期 秋学期 応用マクロ経済学Ｂ
井口　泰 非常勤講師 経済学研究科前期 春学期 労働経済学A
井口　泰 非常勤講師 経済学研究科前期 春学期 Ｊａｐａｎｅｓｅ ａｎｄ Ａｓｉａｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ Ａ
井口　泰 非常勤講師 経済学研究科前期 秋学期 労働経済学B
井口　泰 非常勤講師 経済学研究科前期 秋学期 Ｊａｐａｎｅｓｅ ａｎｄ Ａｓｉａｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ Ｂ
小川　啓一 非常勤講師 経済学研究科前期 秋学期 外国経済史A
小川　啓一 非常勤講師 経済学研究科前期 秋学期 外国経済史B
島田　茂 非常勤講師 経済学研究科前期 春学期 行政法総論1
曽和　俊文 非常勤講師 経済学研究科前期 秋学期 環境法
横山　直子 非常勤講師 経済学研究科前期 春学期 租税法A
横山　直子 非常勤講師 経済学研究科前期 春学期 租税法B
渡辺　邦博 非常勤講師 経済学研究科前期 春学期 経済哲学A
渡辺　邦博 非常勤講師 経済学研究科前期 秋学期 経済哲学B
阿萬　弘行 教授 商学研究科前期 春学期 金融論特殊講義I
阿萬　弘行 教授 商学研究科前期 秋学期 金融論特殊講義II
石淵　順也 教授 商学研究科前期 春学期 マーケティング・リサーチ特殊講義
石淵　順也 教授 商学研究科前期 秋学期 マーケティング・サイエンス特殊講義
伊藤　秀和 教授 商学研究科前期 秋学期 ロジスティクス・マネジメント特殊講義
井上　達男 教授 商学研究科前期 春学期 会計学特殊講義I
井上　達男 教授 商学研究科前期 秋学期 会計学特殊講義II
上田　耕治 教授 商学研究科前期 秋学期前半 会計ディスクロージャー論特殊講義
王　イク 教授 商学研究科前期 秋学期 中国企業会計／アジア会計論特殊講義
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岡田　太志 教授 商学研究科前期 春学期 リスクマネジメント特殊講義
岡田　太志 教授 商学研究科前期 秋学期 保険論特殊講義
岡村　浩一郎 教授 商学研究科前期 春学期 イノベーション論特殊講義
岡村　浩一郎 教授 商学研究科前期 秋学期 ＩＴビジネス論特殊講義
岡村　秀夫 教授 商学研究科前期 春学期 ファイナンス論特殊講義
岡村　秀夫 教授 商学研究科前期 秋学期 コーポレートファイナンス論特殊講義
川端　基夫 教授 商学研究科前期 春学期 商業論特殊講義
川端　基夫 教授 商学研究科前期 秋学期 流通政策論特殊講義
小菅　正伸 教授 商学研究科前期 春学期 原価計算論特殊講義
小菅　正伸 教授 商学研究科前期 秋学期 コストマネジメント論特殊講義
阪　智香 教授 商学研究科前期 春学期 会計情報論特殊講義
地道　正行 教授 商学研究科前期 春学期 ビジネス・スタティスティックス特殊講義
地道　正行 教授 商学研究科前期 秋学期 ビジネスモデリング特殊講義
菅原　智 教授 商学研究科前期 春学期 簿記論特殊講義I
寺地　孝之 教授 商学研究科前期 春学期 金融史特殊講義
寺地　孝之 教授 商学研究科前期 秋学期 外国金融史特殊講義
西本　章宏 教授 商学研究科前期 春学期 マーケティング戦略特殊講義
西本　章宏 教授 商学研究科前期 秋学期 マーケティング・コミュニケーション特殊講義
野瀬　正治 教授 商学研究科前期 春学期 経営社会学特殊講義
野瀬　正治 教授 商学研究科前期 秋学期 産業社会学特殊講義
林　隆敏 教授 商学研究科前期 春学期 監査制度論特殊講義
林　隆敏 教授 商学研究科前期 秋学期 監査基準論特殊講義
土方　嘉徳 教授 商学研究科前期 春学期 情報処理論特殊講義I
土方　嘉徳 教授 商学研究科前期 秋学期 情報処理論特殊講義II
広瀬　憲三 教授 商学研究科前期 春学期 国際通商政策論特殊講義
藤沢　武史 教授 商学研究科前期 春学期 国際マーケティング論特殊講義
藤沢　武史 教授 商学研究科前期 秋学期 多国籍企業論特殊講義
松本　雄一 教授 商学研究科前期 春学期 人的資源論特殊講義
松本　雄一 教授 商学研究科前期 秋学期 人材開発論特殊講義
水野　敬三 教授 商学研究科前期 春学期 ビジネス・エコノミックス特殊講義I
水野　敬三 教授 商学研究科前期 秋学期 ビジネス・エコノミックス特殊講義II
水野　敬三 教授 商学研究科前期 秋学期 産業組織論特殊講義
山口　隆之 教授 商学研究科前期 春学期 企業形態論特殊講義
山口　隆之 教授 商学研究科前期 秋学期 中小企業経営論特殊講義
山地　範明 教授 商学研究科前期 春学期前半 財務諸表論特殊講義1
山地　範明 教授 商学研究科前期 春学期後半 財務諸表論特殊講義2
山地　範明 教授 商学研究科前期 秋学期後半 財務諸表論特殊講義3
吉川　晃史 教授 商学研究科前期 春学期 意思決定会計論特殊講義
吉川　晃史 教授 商学研究科前期 秋学期 業績管理会計論特殊講義
渡辺　敏雄 教授 商学研究科前期 春学期 経営管理論特殊講義
渡辺　敏雄 教授 商学研究科前期 秋学期 現代経営管理特殊講義
浦野　充洋 准教授 商学研究科前期 春学期 経営組織論特殊講義
榎本　俊一 准教授 商学研究科前期 春学期 国際通商システム論特殊講義
榎本　俊一 准教授 商学研究科前期 秋学期 グローバル戦略経営論特殊講義
高森　桃太郎 准教授 商学研究科前期 春学期 国際ビジネスコミュニケーション論特殊講義
高森　桃太郎 准教授 商学研究科前期 秋学期 国際取引交渉論特殊講義
譚　鵬 准教授 商学研究科前期 春学期 財務諸表構造論特殊講義
譚　鵬 准教授 商学研究科前期 秋学期 財務諸表分析論特殊講義
月岡　靖智 准教授 商学研究科前期 春学期 資金調達論特殊講義
月岡　靖智 准教授 商学研究科前期 秋学期 投資理論特殊講義
永田　修一 准教授 商学研究科前期 春学期 統計学特殊講義I
永田　修一 准教授 商学研究科前期 秋学期 統計学特殊講義II
森谷　周一 准教授 商学研究科前期 春学期 経営戦略論特殊講義
信夫　千佳子 非常勤講師 商学研究科前期 春学期 生産理論特殊講義
久島　幸雄 非常勤講師 商学研究科前期 春学期 貿易商務論特殊講義
井坂　元彦 教授 理工学研究科前期 春学期 情報理論特論
今岡　進 教授 理工学研究科前期 秋学期 環境応答分子論
井村　誠孝 教授 理工学研究科前期 春学期 マルチメディア工学特論
大崎　浩一 教授 理工学研究科前期 秋学期 非線形問題特論II
大杉　英史 教授 理工学研究科前期 秋学期 代数学特論II
大谷　清 教授 理工学研究科前期 秋学期 腫瘍学特論
大谷　昇 教授 理工学研究科前期 春学期 エネルギー半導体特論II
小笠原　一禎 教授 理工学研究科前期 秋学期 解析系化学特論V／無機化学特論I
岡村　隆 教授 理工学研究科前期 秋学期 量子力学特論II
沖米田　司 教授 理工学研究科前期 春学期 膜タンパク質薬理学特論／免疫学特論
沖米田　司 教授 理工学研究科前期 春学期 膜タンパク質薬理学特論／免疫学特論
小倉　鉄平 教授 理工学研究科前期 春学期 ナノ物性特論I
片寄　晴弘 教授 理工学研究科前期 秋学期 インタラクション科学特論
加藤　知 教授 理工学研究科前期 春学期 物性物理学特論IV
川端　豪 教授 理工学研究科前期 春学期 音声認識特論
北原　和明 教授 理工学研究科前期 秋学期 数値解析特論II
楠瀬　正昭 教授 理工学研究科前期 春学期 量子力学特論I
工藤　卓 教授 理工学研究科前期 秋学期 ニューロロボティクス特論
倉橋　拓也 教授 理工学研究科前期 秋学期 合成系化学特論III／有機化学特論III
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倉橋　拓也 教授 理工学研究科前期 秋学期 合成系化学特論III／有機化学特論III
黒瀬　俊 教授 理工学研究科前期 春学期 多様体特論II
河野　恭之 教授 理工学研究科前期 春学期 ヒューマンインタフェース特論
嵯峨　宣彦 教授 理工学研究科前期 春学期 メカノシステム特論
重藤　真介 教授 理工学研究科前期 春学期 解析系化学特論III／化学特論II
重藤　真介 教授 理工学研究科前期 春学期 解析系化学特論III／化学特論II
示野　信一 教授 理工学研究科前期 秋学期 微分幾何学特論II
田中　裕久 教授 理工学研究科前期 秋学期 エネルギー材料特論I
谷口　亨 教授 理工学研究科前期 春学期 物性物理学特論III
田和　圭子 教授 理工学研究科前期 春学期 機能探索化学特論II／物理化学特論V
田和　圭子 教授 理工学研究科前期 春学期 機能探索化学特論II／物理化学特論V
千葉　光一 教授 理工学研究科前期 秋学期 環境分析・地球化学特論II／化学特論I
千葉　光一 教授 理工学研究科前期 秋学期 環境分析・地球化学特論II／化学特論I
千代延　大造 教授 理工学研究科前期 秋学期 確率論特論II
壷井　基裕 教授 理工学研究科前期 秋学期 環境分析・地球化学特論IV／分析化学特論I
壷井　基裕 教授 理工学研究科前期 秋学期 環境分析・地球化学特論IV／分析化学特論I
藤　博幸 教授 理工学研究科前期 春学期 バイオインフォマティクス特論
徳山　豪 教授 理工学研究科前期 春学期 計算幾何学特論
長田　典子 教授 理工学研究科前期 春学期 感性工学特論
西谷　滋人 教授 理工学研究科前期 秋学期 マルチスケールシミュレーション特論
羽村　季之 教授 理工学研究科前期 秋学期 物質創成化学特論II
藤原　明比古 教授 理工学研究科前期 通年集中 物理学特殊講義IV／ナノ物性特殊講義II
藤原　明比古 教授 理工学研究科前期 通年集中 物理学特殊講義IV／ナノ物性特殊講義II
藤原　伸介 教授 理工学研究科前期 秋学期 環境微生物学特論
藤原　司 教授 理工学研究科前期 春学期 解析学特論II
増田　佳代 教授 理工学研究科前期 春学期 代数幾何学特論II
松田　祐介 教授 理工学研究科前期 春学期 植物環境生理学特論
巳波　弘佳 教授 理工学研究科前期 秋学期 離散数学特論
森崎　泰弘 教授 理工学研究科前期 春学期 物質創成化学特論III／有機化学特論V
森崎　泰弘 教授 理工学研究科前期 春学期 物質創成化学特論III／有機化学特論V
森本　孝之 教授 理工学研究科前期 秋学期 金融・保険数学特論II
矢ヶ崎　篤 教授 理工学研究科前期 春学期 合成系化学特論IV／無機化学特論III
矢ヶ崎　篤 教授 理工学研究科前期 春学期 合成系化学特論IV／無機化学特論III
山根　英司 教授 理工学研究科前期 春学期 関数方程式特論II
吉川　浩史 教授 理工学研究科前期 春学期 エネルギー材料特論III
若林　克法 教授 理工学研究科前期 秋学期 ナノ物性特論III
澤田　信一 国内客員教授 理工学研究科前期 春学期 量子力学特論IV
澤田　信一 国内客員教授 理工学研究科前期 春学期 物理学特論II
堂谷　忠靖 国内客員教授 理工学研究科前期 通年集中 物理学特殊講義VIII
森下　喜弘 国内客員准教授 理工学研究科前期 通年集中 生命科学特殊講義I
阪上　潔 准教授 理工学研究科前期 秋学期 物性物理学特論V
作元　雄輔 准教授 理工学研究科前期 春学期 アルゴリズム理論特論
昌子　浩登 准教授 理工学研究科前期 春学期 現象数学特論II
武田　直也 准教授 理工学研究科前期 春学期 生物間相互作用特論
宗景　ゆり 准教授 理工学研究科前期 秋学期 植物分子生物学特論
大間知　潤子 専任講師 理工学研究科前期 春学期 解析系化学特論IV／物理化学特論IV
大間知　潤子 専任講師 理工学研究科前期 春学期 解析系化学特論IV／物理化学特論IV
植村　英明 非常勤講師 理工学研究科前期 通年集中 数理科学特殊講義I
木下　勇 非常勤講師 理工学研究科前期 通年集中 知的財産特論
久野　成夫 非常勤講師 理工学研究科前期 通年集中 物理学特殊講義XV
斎藤　武 非常勤講師 理工学研究科前期 秋学期 量子力学特論III
奈良　重俊 非常勤講師 理工学研究科前期 秋学期 物理学特論I
前川　隆昭 非常勤講師 理工学研究科前期 秋学期 情報科学特殊講義II
前川　隆昭 非常勤講師 理工学研究科前期 通年集中 情報科学特殊講義I
宮西　正宜 非常勤講師 理工学研究科前期 春学期 数理科学特殊講義II
石川　圭一 教授 言語コミュニケーション前期 春学期 言語教育学
内田　充美 教授 言語コミュニケーション前期 春学期 対照言語学
梅咲　敦子 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 コーパス言語学
大高　博美 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 音声科学
門田　修平 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 第二言語習得
工藤　多恵 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語教育教材研究
氏木　道人 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語教育法
住　政二郎 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 教育評価Ｂ
住吉　誠 教授 言語コミュニケーション前期 春学期 辞書学
田中　裕幸 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 言語構造論
中川　慎二 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 授業分析
中野　陽子 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 心理言語学
宮原　一成 教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語圏文化（イギリス）Ａ
村上　陽子 教授 言語コミュニケーション前期 春学期 社会言語学
山田　一美 教授 言語コミュニケーション前期 春学期 言語科学
ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 春学期 異文化コミュニケーション論1
ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 春学期 英語インテンシブ・リスニング1
ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 春学期 英語オーラル・プレゼンテーション1
ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 春学期 英語アカデミック・ライティング1
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ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 異文化コミュニケーション論2
ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語インテンシブ・リスニング2
ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語オーラル・プレゼンテーション2
ナウラン　Ａ． 言語特別准教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語アカデミック・ライティング2
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 言語コミュニケーション前期 春学期 スピーチ・コミュニケーション論1
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 言語コミュニケーション前期 春学期 英語ディベート1
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 スピーチ・コミュニケーション論2
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語ディベート2
島貫　香代子 准教授 言語コミュニケーション前期 春学期 英語圏文化（アメリカ）Ｂ
井狩　幸男 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 早期英語教育理論
ウエノ　ジェシカ 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 春学期 英語クリエイティブ・ライティング1
ウエノ　ジェシカ 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語クリエイティブ・ライティング2
大喜多　喜夫 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 春学期 英語教育実践
奥田　隆一 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 言語表現論
加賀田　哲也 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 春学期 小学校英語教育実践
竹内　理 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 春学期 言語教育研究法1
立花　千尋 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 カリキュラムデザイン
名部井　敏代 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 言語教育研究法2
難波　和彦 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 バイリンガリズム
ヴィスゲイティス 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 春学期 言語学習心理学
ホワイト　ショーン 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 春学期 英語と文化1
ホワイト　ショーン 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 英語と文化2
山本　英一 非常勤講師 言語コミュニケーション前期 秋学期 言語語用論
池埜　聡 教授 人間福祉研究科前期 通年 アドバンスト・フィールドワーク
池埜　聡 教授 人間福祉研究科前期 秋学期 ソーシャルワーク実践研究
今井　小の実 教授 人間福祉研究科前期 秋学期 ジェンダー福祉研究
大和　三重 教授 人間福祉研究科前期 春学期 高齢者福祉研究
孫　良 教授 人間福祉研究科前期 春学期 人間福祉文献研究（英語）
馬場　幸子 教授 人間福祉研究科前期 秋学期 子ども家庭福祉研究
藤井　博志 教授 人間福祉研究科前期 秋学期 地域福祉研究
松岡　克尚 教授 人間福祉研究科前期 春学期 障害者福祉研究
安田　美予子 教授 人間福祉研究科前期 秋学期 質的調査法
林　眞帆 准教授 人間福祉研究科前期 秋学期 保健医療福祉研究
安藤　幸 非常勤講師 人間福祉研究科前期 秋学期 国際福祉研究
生田　正幸 非常勤講師 人間福祉研究科前期 秋学期 福祉情報研究
芝野　松次郎 非常勤講師 人間福祉研究科前期 春学期 ソーシャルワークＥＢＰ研究
藤岡　純一 非常勤講師 人間福祉研究科前期 秋学期 福祉行財政研究
三島　亜紀子 非常勤講師 人間福祉研究科前期 春学期 社会福祉学理論研究
室田　保夫 非常勤講師 人間福祉研究科前期 秋学期 社会福祉思想史研究
今津屋　直子 教授 教育学研究科前期 秋学期 初等教育学内容特殊講義(家庭)
丹羽　登 教授 教育学研究科前期 秋学期 臨床教育学特殊講義Ｆ
藤井　恭子 教授 教育学研究科前期 秋学期 臨床教育学特殊講義Ｃ
藤木　大三 教授 教育学研究科前期 秋学期 初等教育学内容特殊講義(体育)
峯岸　由治 教授 教育学研究科前期 春学期 初等教育学内容特殊講義(社会)
宮本　健市郎 教授 教育学研究科前期 秋学期 中等教育思想史特殊講義
山本　健治 教授 教育学研究科前期 春学期 臨床教育学特殊講義Ｂ
山本　健治 教授 教育学研究科前期 秋学期 臨床教育学特殊講義Ｄ
金田　茂裕 准教授 教育学研究科前期 秋学期 教育心理学特殊講義
江田　慧子 助教 教育学研究科前期 春学期 初等教育学内容特殊講義(理科)
武田　信吾 助教 教育学研究科前期 秋学期 初等教育学内容特殊講義(図工)
大下　卓司 非常勤講師 教育学研究科前期 秋学期 初等教育課程特殊講義
金納　史佳 非常勤講師 教育学研究科前期 秋学期 臨床教育学特殊講義Ｅ
小山　理子 非常勤講師 教育学研究科前期 春学期 教育統計研究法
定金　浩一 非常勤講師 教育学研究科前期 春学期 臨床教育学特殊講義Ａ
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