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仕      様      書  
 

 
件  名 ２０２０年度（後期）通信指導問題・単位認定試験問題作成実施支援委託業務 
 
１．目 的 
通信指導問題及び単位認定試験問題を作成するため、通信指導問題及び単位認定試験問題作成実

施支援委託業務を行う。 
 
２．業務概要 
新問題作成システムを使用し通信指導問題及び単位認定試験問題の作成に関わる作業並びに教員

の新問題作成システムの入力支援等を行う。 
 
３．業務実施内容 
通信指導問題及び単位認定試験問題の作成に関わる作業を行い、以下のものを作成する。 

（１）①及び（２）①に記載のある科目数は予定数を記載しており、試験実施に際し昨年度実績値

を大幅に超える場合はスケジュール及び費用について別途協議を行う。 
（※大幅にとは対前年比30科目以上の増減を想定） 
 
（１）通信指導問題等の作成 
 
  ① 予定科目数 

2021年度第1学期科目 新規：63科目、63種類（予定） 
                 修正：15科目、15種類（予定） 
 

② 実施業務 
ア）進捗状況管理 

本学で定めるスケジュールに合わせて、（１）①の科目に関して問題・講評コメント・解

答解説の校正や問題の入力状況の進捗管理等を行う。 
     
  イ）校正 
    教員がオンラインで入力してきた問題・講評コメント・解答解説に関して以下の校正を行

う。 
   ・本学が定める【通信指導問題作成マニュアル】を基に語尾の統一を行うこと。 

・設問・講評コメント・解答解説の校正についてはシステムを使用して出題者と行うこと。 
・講評コメントの中で本学教務システムに登録することができない文字等を含む問に関し

ては、別紙コメントとしてシステムを使用して作成すること。 
・設問・講評コメント・解答解説部分以外の校正については学生課と行うこと。 
・校正の完了については、出題者がシステムで完了をすることをもって完了とする。 
・内容や語句に不明点が生じた場合は、システム内の機能を使用し出題者に確認 
すること。 

・既設科目の修正に関しては使用される語句、用語、またその表記等については、当該科

目の本学印刷教材を確認し整合性を保つこと。 
 
  ウ）版下管理及び製品検査 
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    システムから抽出するデータを使用して作成した版下に関して以下の作業を行う。 
   ・作成した版下、印刷用データ及び本学が所有する版下、印刷用データを科目ごとに管理     

し、学生課の立会いの下印刷製造業者への貸与を実施すること。貸与する際には授受簿を

用意しその管理を行うこと。 
・問題冊子等製造時にすべての製品の完成前検査（表紙と中身が相違ないかを）実施し、

本学へ報告を行うこと。 
・版下・印刷データ等の管理にあたっては、第三者への漏洩を防ぐ対策を施すこと。 

 
（２）単位認定試験問題等の作成 

 
  ① 予定科目数 

ア）2020年度第2学期 学部 単位認定試験 286科目（2019年度第2学期実績 279科目） 
イ）2020年度第2学期 大学院 単位認定試験 58科目（2019年度第2学期実績 58科目） 
ウ）学部 単位認定試験災害用予備問題 2科目（2019年度第2学期実績 2科目） 
エ）大学院 単位認定試験災害用予備問題 1科目（2019年度第2学期実績 1科目） 
オ）単位互換校用単位認定試験（同問題）191科目（2019年度第2学期実績 191科目） 
カ）単位互換校用単位認定試験（別問題） 5科目（2019年度第2学期実績 5科目） 
キ）学部 障害学生用単位認定試験（別問題） 5科目（2019年度第2学期実績 5科目） 
ク）大学院 障害学生用単位認定試験（別問題） 0科目（2019年度第2学期実績 0科目） 

 
  ② 実施業務 

ア）進捗状況管理 
本学で定めるスケジュールに合わせて、（２）①ア）～ク）の科目に関して問題の校正や

問題の入力状況の進捗管理等を行う。 
   

イ）問題作成依頼のためのサンプル問題作成 
  当該学期分の択一式科目の全科目についてシステム内のサンプル抽出機能を使用し、サ 
ンプル問題の設定を行う。 
※新規開設科目、記述式科目、併用式科目、択一式科目であるが登録問題数の不足により 
サンプル問題作成ができない科目を除き全科目の設定を行う。 

 

ウ）著者校正問題の確認 
教員がオンラインで入力してきた問題に関して以下の校正を行う。 

・システムへ問題が正しく登録されているか確認する。 
・本学が定める「単位認定試験問題作成マニュアル」に基づいて語尾の統一を行う。 
・問題の文章について、誤字・脱字等がないか校正する。 
・使用される語句、用語、またその表記等については、当該科目の本学印刷教材（最新版）

と整合性が保たれているか確認する。 
・設問部分の校正についてはシステムを使用して確認し出題者と行う。 
・設問部分以外の校正についてはシステムを使用して学生課と行う。 
・校正の完了については、出題者がシステムで完了をすることをもって完了とする。 
・内容や語句に不明点が生じた場合は、速やかに出題者に確認する。 

 
エ）コース・プログラム別校正用版下の作成 

    著者校正が完了した全対象科目の版下をシステムの版下作成機能を使用して印刷し、これ
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をコース・プログラム別校正部会にかけ、印刷業者へ仮入稿を行う。 
 

オ）コース・プログラム別校正部会の修正内容の反映 
コース・プログラム別校正部会で修正が入った科目について、問題の修正をシステムへ反

映させ、システムの版下作成機能を使用して印刷し、学生課へ引き渡す。 
 

カ）入稿用版下の作成および入稿作業 
著者校正及びコース・プログラム別校正部会によって確認された問題の修正をすべて反映

し、印刷業者へ入稿するための入稿用版下をシステムの版下作成機能を使用して作成し、

入稿する。印刷業者への入稿については、学生課立ち会いの下、学生課の指定場所にて引

き渡す。 
 

キ）単位認定試験問題等の版下管理及び製品検査 
  作成した版下に関しては以下の作業を行う。 

 
 ・各工程において作成した版下については、完成前検査（数量が揃っているか等）実施し、 

本学へ報告を行う。  
  ・作成した版下の管理にあたっては、第三者への漏洩を防ぐ対策を施す。 
 
  ク）次学期の作成準備 

当該学期における事後訂正等を行い次学期の作成準備を行う。 
 

※作成する納品物については、４．納品物 （２）単位認定試験問題参照 
 
ケ）紙による問題確認を希望する教員に対する個別対応 

   ア）～ク）の業務のうち、システムの使用に不慣れな教員が紙での確認を希望した場合には、 
個別対応を行うこと。具体的には、システムの当該操作を代行し、システムの版下抽出機能 
を使って版下を用意し、学生課へ引き渡す。 
イ）サンプル問題作成、ウ）著者校正問題の確認や修正作業において、希望があった場合 

に対応することとする。 

 
（３）問題作成システムの操作サポート 

   ① システム操作に関する問合せ対応 

     教員が問題作成システムを使って、通信指導問題・単位認定試験問題作成を行ううえで、 

システムの操作方法、問題登録方法等に関する問合せに対応するため窓口を開設し対応ス 
タッフを用意のうえ一時対応を行う。 
 問合せ内容について、回答できないものについては、システム運用の受託者に確認のう 
え回答することとする。 

 
・専用電話番号：1回線以上 
・専用メールアドレス：1アドレス 
・電話応対担当1名以上（月～金9：15～17：30） 

      
   ② システムトラブル等技術的な問合せ対応 
     教員からのシステムトラブルや技術的な問題に対する問合せについては、システム運用
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を担当する事業者へ内容確認を行い、教員へ回答する。 
 
   ③ 問合せ内容の記録 
     問合せ内容についての記録を作成し、（６）②定例会で学生課へ報告する。 
 
（４）作業管理 

① 要望対応 
通信指導問題・単位認定試験実施支援委託業務を行う上で、学生課または主任講師から個

別要望がある場合には、対応方法を検討し必要とされることを行うこと。 
 

② 定例報告会 
作業の進捗状況、システム維持管理状況等学生課が必要とする事項について、以下の事項

により月1回の定例報告会を開催し報告する。 
また、学生課との検討を要する事項、または確認を要する事項がある場合は、定例報告会

において検討及び確認を行う。 
 ア）スケジュール及び実績の確認 
 イ）原稿受取状況の確認 
 ウ）入稿状況の確認 
 エ）その他（必要に応じて資料を作成する） 

 
４．問題作成システムの概要 

 
（１）問題作成システム概要およびマシン構成 

     問題作成システムの機能概要およびマシン構成は別紙を参照。 
・問題作成システム仕様 
 ア）サーバ × ２台 

             (a)OS    CentOS 7.7 
             (b)DB         MySQL 8 
             (c)WEB   Apache 2.4 
             (d)AP   PlayFramework 2.8 
             (e)開発言語   Scala 2.13.1 
     イ）クライアント × ９台 

  (a)OS       Microsoft Windows 10 
  (b)ソフトウェア 
  ・Google Chrome 

    ・Symantec Endpoint Protection 
    ・ESET Smart Security 
    ・Microsoft Office Home & Business 2019 
    ・Adobe Illustrator 
    ・Adobe Photoshop 
    ・Adobe Acrobat Professional 
    ・アンテナハウス 瞬間PDF 
    ・Math Type 
    ・Semitic Transliterator TranslitLSU 
    ・人名外字1500 
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    ・Font Avenue 
 

（２）問題作成システムの保守・改修について 
     問題作成システムの保守・改修に関することについては、システム運用を担当する事業 

者で行う。保守や改修について情報提供が必要な場合は対応すること。 
 

 （３）問題作成システムの操作について 
     問題作成システムの操作については、本学から提供する操作マニュアルを参照すること。 
    操作マニュアルについては、問題作成システムの開発に合わせてシステム開発受託者にて 
    作成されており、２０２０年７月上旬に提供予定である。 
 
５．納品物 
（１）通信指導問題 

   ① 通信指導問題冊子等 
ア）「表紙、封筒」、「マークシート封入袋」については、以下の通り学生課及び印刷業者

に納品すること。 
学生課 PDFファイル（CD-ROM媒体） 
印刷業者 illustrator .aiファイル（CD-ROM媒体） 

確認用JPG（CD-ROM媒体） 
版下（紙媒体） 

 
イ）「設問部」については、以下の通り学生課及び印刷業者に納品すること。 

学生課  PDFファイル（CD-ROM媒体） 
     Word（CD-ROM媒体） 
      
印刷業者 illustrator .aiファイル（CD-ROM媒体） 

版下（紙媒体） 
 
ウ）「バーコード」については、以下の通り印刷業者に納品すること。 

      印刷業者 illustrator .aiファイル（CD-ROM媒体） 
確認用JPG（CD-ROM媒体） 
版下（紙媒体） 
 

② 送付状 
学生課  PDFファイル（CD-ROM媒体） 
     Word（CD-ROM媒体） 
印刷業者 illustrator .aiファイル（CD-ROM媒体） 

確認用JPG（CD-ROM媒体） 
版下（紙媒体） 
 

   ③ 提出型問題のコメントデータ 
      学生課  CSVファイルをCD-ROM媒体で納品すること。 

CSV 又はText ファイルが作成できないコメント（別紙コメント）につい

ては、Word ファイル及び PDF ファイルを CD-ROM 媒体で納品するこ

と。 
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   ④ 自習型問題の解答・解説データ 

学生課  Wordファイル（CD-ROM媒体） 
PDFファイル（CD-ROM媒体） 
 

⑤ 謝金用登録問題リスト 
      学生課  Excelファイル（CD-ROM媒体） 
 
   ⑥ 校了版下授受簿 

      学生課 Excelファイル（CD-ROM媒体） 
 
   ⑦ 採点指示データ 

      学生課 CSVファイル（CD-ROM媒体） 
 
   ⑧ 編集内容一覧 
      学生課から受領したものを印刷業者へ 

Excelファイル（CD-ROM媒体） 
 
   ⑨ サイドライン一覧 
      学生課から受領したものを印刷業者へ 

Excelファイル（CD-ROM媒体） 
 
（２）単位認定試験問題 
    
  【版下関係】 
  ① サンプル問題版下 

  事前に問題が登録されている科目で、かつ教員がシステムを使わずに問題作成を行う

場合、該当科目分のみ作成する。採点指示書をつけて紙媒体で納品すること。 
  紙媒体で納品した科目と（２）②イ）においてシステム上でサンプル問題を設定した

科目について、科目コードと科目名を記載したサンプル問題提出リストも作成するこ

と。 
 
   ② 著者校正版下 

教員がシステムを使わずに著者校正を実施する場合、該当科目分のみ作成する。 
     採点指示書をつけて紙媒体で納品すること。 
  
   ③ コース・プログラム別校正部会用版下 

学内で開催されるコース・プログラム別校正部会に提出するための版下であり、問題作

成システムの版下作成機能を使用して作成する。 
 印刷会社への仮入稿用版下としても使用するため、それぞれ以下のように作成する。 
・コース・プログラム別校正部会用版下：（２）①ア）～エ）に該当する科目、択一式

及び併用式科目は採点指示書付き 
・印刷会社用版下：（２）①ア）～イ）に該当する科目、採点指示書なし 

     紙媒体で納品すること。科目ごとに版下の枚数を記入した仮入稿版下枚数一覧も作成す

ること。 
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   ④ 最終版下 

 コース・プログラム別校正部会で修正のあった科目のみ、修正内容を反映した最終版下

を作成する。学生課用の版下は採点指示書付きのものとし、印刷会社用の版下は採点指示

書なしとする。科目ごとに版下の枚数を記入した最終版下枚数一覧も作成すること。 
 
   ⑤ 単位互換校用最終入稿版下（同問題） 

（２）①オ）に該当する科目について、通常のものと表紙のみ異なるが試験問題は同問

の単位互換校用最終入稿版下を作成する。 
学生課用の版下は採点指示書付きのものとし、印刷会社用の版下は採点指示書なしとす

る。 
紙媒体及び PDF ファイルを納品すること。PDF ファイルはCD-ROM 媒体で納品する

こと。科目ごとに版下の枚数を記入した単位互換校用最終入稿版下（同問題）枚数一覧も

作成すること。 
 
⑥ 単位互換校用最終入稿版下（別問題） 

（２）①カ）に該当する科目について、通常のものと表紙が異なり、かつ、試験問題も

異なる単位互換校用最終入稿版下を作成する。 
学生課用の版下は採点指示書付きのものとし、印刷会社用の版下は採点指示書なしとす

る。 
紙媒体及び PDF ファイルを納品すること。PDF ファイルはCD-ROM 媒体で納品する

こと。 
 

⑦ 障害学生用単位認定試験（別問題） 
（２）①キ）～ク）に該当する科目について、音声用問題として不適切となった問題に

対して差し替えがあった場合に作成する。 
  採点指示書をつけて紙媒体で納品すること。 

 
【各種データ・様式関係】 
⑧ 登録問題リスト 
  WordファイルをCD-ROM媒体で納品すること。 
 
⑨ 問題識別情報記入票 
  ExcelファイルをCD-ROM媒体で納品すること。 
 
⑩ 試験データ 
  Excelファイルで納品すること 
 
⑪ 採点指示書・WAKABA取込用採点指示データ 

     採点指示書は紙媒体及びExcelファイルをCD-ROM媒体で納品すること。 
  WAKABA 取込用採点指示データは CSV を CD-ROM 媒体で納品すること。問題種別

が異なる科目がある場合には、CSVデータは別ファイルで作成すること。 
 
⑫ WAKABA公表用試験問題データ、WAKABA公表用解答データ 

WAKABA 公表用試験問題データは PDF ファイルを CD-ROM 媒体で納品すること。
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WAKABA 公表用解答データは Excel ファイル及び PDF ファイルを CD-ROM 媒体で

納品すること。 
 
⑬ 災害用予備問題の試験問題データ、災害用予備問題の解答データ 
  PDFファイルをCD-ROM媒体で納品すること 

 
⑭ 学習センター閲覧用解答データ 

     ExcelファイルをCD-ROM媒体で納品すること 
  
   ⑮ テキストデータ（点字用・音声読み上げ用） 
     テキストデータをCD-ROM媒体で納品すること 
  
     ※音声読み上げ用テキストデータについては、テキスト化困難な文字・図表等の対比一 

覧を作成し、合わせて納品すること 
 
   ⑯ 問題作成謝金リスト 

  Excelファイルで納品すること 
 
５．納期及び納品場所 

   本学の指定する時期及び場所に納品すること。 
 
６．契約期間 

２０２０年８月１日から２０２１年３月３１日まで 
  

７．業務実施場所 
 放送大学学園学務部学生課 別室 
 千葉県千葉市美浜区若葉２－１１ 

 
８．業務実施日 
（１）業務実施日 

 ６．に基づくものとする。なお、土曜・日曜・祝祭日及び別途協議の上取り決めた日は

除く。 
（２）業務時間 

     ９時１５分～１７時３０分（休憩時間１２時００分～１３時００分は除く） 
     上記以外の時間帯で業務を行う場合は、別途協議する。 
（３）報告書 

受託者は、毎月の業務完了後、作業報告書を提出すること。 
 
９．業務実施体制 

業務実施場所において、以下の管理者を配置する。管理者は、８．（１）（２）において 
定められた業務実施日及び業務時間に業務を行うこととする。 
・試験運用管理者 
・通信指導問題 問題作成管理者 
・単位認定試験問題 試験問題作成管理者 
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１０． 受託者に必要な技術・資格等 
（１）日本語の読み書き及び会話ができること。 

（２）Microsoft Word、Excelの使用及びパソコンの操作ができること。 
（３）本仕様書に示した業務を円滑に遂行できる能力を有すること。 
（４）問題作成システムの使用、点検等に関わる技術 
（５）受託者は、プライバシーマーク又は ISMS適合性認証を取得していること。 

 
１１．再委託等 
（１）受託者は、業務の全部を一括して又は分割して、第三者に請負わせたり再委託してはな 

らない。  
（２）業務の一部を第三者に請負わせたり再委託する場合、業務を請負った者は、あらかじめ所

定の事項について学園に申請をした上で承諾を得なければならない。  
  
 １２．引継 

請負者は、本契約期間が終了するにあたり、次の契約期間にかかる請負者が変更となる 
場合は、新規請負者への引継（約１か月）を行う。なお、発生する費用等は新規請負者の

負担とする。 
 
１３．その他 
（１）業務上の指示、依頼、確認は学園、受託者各々の管理責任者間で行うものとする。 

（２）なお、緊急な業務については、学生課担当者及び受託者双方で協議の上、処理にあたり、

双方の管理責任者へ事後報告するものとする。 

（３）受託者は、業務を実施するにあたり、施設の保安上の理由により管理体制及び 業務従事

者の名簿を放送大学学園へ提出するものとする。 

（４）受託者は、業務従事者の身元保証、健康管理等についてその責を負うものとする。 

（５）受託者及び業務従事者は、業務実施場所における盗難防止及び火元確認その他施設の安全

管理、整理整頓及び清掃を責任もって行い、学園が貸与するものについては、十分注意を

払い良好な管理を行うこと。 

（６）業務遂行に必要なパソコン、ネットワーク機器、机、椅子等の備品及びプリンタ用紙等の 
消耗品は、以下のとおり放送大学学園が用意する。 

・作業用パソコン端末 ・・・必要数 
・プリンタ ・・・必要数 
・外部に接続するネットワーク機器・・・一式 
・机 最大19個 
・椅子 最大21脚 

（７）受託者及び業務従事者は、業務上知り得た学園の機密に関する情報を、一切他に漏らして

はならない。 
（８）受託者及び業務従事者は、通信指導問題・単位認定試験問題の性質を考慮し、秘密保全に

万全を期す体制を有し、情報漏えい防止のための措置を十分講ずること。 
（９）受託者及び業務従事者は、本学が貸与する試験問題原稿及びデータベースに登録されてい

るデータ等を本契約の目的以外に使用しないこと。また、いかなる場合も本学の許可なく複

製を行わないこと。 

（10）受託者及び業務従事者は、本学が貸与する試験問題原稿及びデータベースに登録されてい

るデータ等を版下作成等で必要な場合を除き、作業室から持ち出さないこと。 
（11）受託者は、本業務の内容を十分に理解し、通信指導問題・単位認定試験問題作成実施支援



10 

委託業務を円滑に実施すること。 
  

以 上 

 

 



【別紙１】

新問題作成システム運用 年間スケジュール（2020年度予定）
No 作業 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
単位認定試験問題版下作成

1 2019年度2学期 単位認定試験事後訂正

2 2020年度1学期 単位認定試験問題版下作成

3 2020年度2学期 単位認定試験問題版下作成

4 単位互換校用版下作成

通信指導版下作成

6 2020年度2学期＆夏季集中科目 通信指導版下作成

7 2021年度1学期新規科目及び毎学期作成科目 通信指導版下作成

8 既設科目の修正

9
コメント2021年度1学期新規科目及び
毎学期作成科目データ作成

10 送付状

その他

11 登録問題リスト出力

12 版下サンプル作成（2021年度向け）

13 単位認定試験問題公開対応（PDF化）

14 正解公開対応

15 年度切り替え処理

16 WAKABAシステム連携

版下作成 校正修正 事前訂正 事後訂正

夏季
2学期

1学期 解答・解説（校正）

閉講科目データ移行処理

採点指示データ作成 採点指示データ受取＆取込

校正修正 事前訂正修正 事後訂正修正

１学期 コメント、別紙コメント作成

１学期 解答・解説作成

１学期

採点指示データ作成 採点指示データ受取＆取込

4〜7月は参考スケジュール

版下作成

１学期

１学期 問題

１学期 講評データ・別紙コメント

１学期 解答解説



別紙２　納品予定時期一覧

（１）通信指導問題

納品物 納品時期

①　通信指導問題冊子等 12月24日

ア）「表紙、封筒」、「マークシート封入袋」 12月24日

イ）「設問部」 12月24日

ウ）「バーコード」 12月24日

②　送付状 12月24日

③　提出型問題のコメントデータ 2月1日

④　自習型問題の解答・解説データ 3月1日

⑤　謝金用登録問題リスト 2月1日

⑥　校了版下授受簿 12月10日

⑦　採点指示データ 2月1日

⑧　編集内容一覧 12月10日

⑨　サイドライン一覧 12月24日

（２）単位認定試験問題

納品物 納品時期

①　サンプル問題版下 8月7日

②　著者校正版下
9月下旬～10月

（入稿時期の早い科目から順に、
複数回に分けて受領）

③　コース・プログラム別校正部会用版下
11月6日、9日、10日

（著者校正完了の早い科目から
順に、複数回に分けて受領）

④　最終版下 12月2日

⑤　単位互換校用最終入稿版下（同問題） 12月9日

⑥　単位互換校用最終入稿版下（別問題） 12月9日

⑦　障害学生用単位認定試験（別問題） 1月5日

⑧　登録問題リスト 8月7日

⑨　問題識別情報記入票 8月7日

⑩　試験データ 11月4日及び12月2日

⑪　採点指示書・WAKABA取込用採点指示データ 12月3日

⑫　WAKABA公表用試験問題データ、WAKABA公表用解答データ 1月20日

⑬　災害用予備問題の試験問題データ、災害用予備問題の解答データ 1月20日

⑭　学習センター閲覧用解答データ 1月20日

⑮　テキストデータ（点字用） 12月9日

⑮　テキストデータ（音声読み上げ用）、テキスト化困難な文字・図表等の対比一覧 1月4日

⑯　問題作成謝金リスト 12月25日



別紙３） 【問題作成システム機能概念図】

　　問題作成依頼

　　著者校正依頼

文言チェック・内容確認 　　　　問題・講評・採点指示

　　　進捗状況確認 　　　　サンプル問題作成

　　　　　印刷指示 著者校正入力

　　　事後修正入力

問題確認

問題ＤＢ 選択肢ＤＢ

コメントＤＢ

出題履歴ＤＢ

試験出題ＤＢ

試験ＤＢ

印刷用ＤＢ

送り状

提出型

コメント

試験データ

WAKABA

公表用解答

採点指示書

自習型

解答・解説

通信指導

問題冊子

問題識別

情報記入表

登録問題

リスト

WAKABA

取込用採点

指示

各種印刷用

版下

災害用

予備問題

WAKABA

公表用試験

問題

点字用テキ

ストデータ
学習センタ

閲覧用解答

データ

謝金用

登録問題

謝金用

登録問題

学生課

教員

通信指導 単位認定試験

印刷業者



別紙４　放送大学学園内業務実施室_マシン構成図（Windows7環境）　【参考】 2020.2.27

※現在の作業室の構成図です。
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2020年度２学期単位認定試験実施科目及び担当講師一覧

科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1118129 教育心理学概論（’１４） 8188069592 三宅　芳雄 択一 主任

1118137 教育学入門（’１５） 8184001866 永井　聖二 記述 主任

1118137 教育学入門（’１５） 8188102553 冨江　英俊 記述 分担

1118137 教育学入門（’１５） 8188159780 加藤　理 記述 分担

1118137 教育学入門（’１５） 8188161566 岡崎　友典 記述 主任

1118153 人格心理学（’１５） 8188162741 大山　泰宏 択一 主任

1118161 日本の近現代（’１５） 8188159424 季武　嘉也 択一 主任

1118161 日本の近現代（’１５） ZZ001428 有馬　学 択一 分担

1118161 日本の近現代（’１５） ZZ001430 中村　尚史 択一 分担

1118161 日本の近現代（’１５） ZZ001431 永島　広紀 択一 分担

1118188 『古事記』と『万葉集』（’１５） 8188058192 多田　一臣 択一 主任

1140027 運動と健康（’１８） 8188158916 関根　紀子 択一 主任

1140027 運動と健康（’１８） ZZ001634 福　典之 択一 分担

1140027 運動と健康（’１８） ZZ001756 内丸　仁 択一 分担

1140027 運動と健康（’１８） ZZ001757 小林　裕幸 択一 分担

1140027 運動と健康（’１８） ZZ001758 鈴木　宏哉 択一 分担

1140043 国際理解のために（’１９） 8181100640 高橋　和夫 記述 主任

1140051 問題解決の進め方（’１９） 8184003088 柴山　盛生 択一 主任

1140051 問題解決の進め方（’１９） 8188151197 秋光　淳生 択一 主任

1140051 問題解決の進め方（’１９） 8188157771 門奈　哲也 択一 分担

1150014 日本語リテラシー（’１６） 8188158297 滝浦　真人 択一 主任

1150022 日本語アカデミックライティング（’１７） 8181100420 坂井　素思 択一 分担

1150022 日本語アカデミックライティング（’１７） 8188008741 岩永　雅也 択一 分担

1150022 日本語アカデミックライティング（’１７） 8188081390 草光　俊雄 択一 主任

1150022 日本語アカデミックライティング（’１７） 8188158297 滝浦　真人 択一 主任

1150022 日本語アカデミックライティング（’１７） 8188162611 吉岡　一男 択一 分担

1160010 身近な統計（’１８） 8188149628 渡辺　美智子 択一 主任

1160010 身近な統計（’１８） 8188158293 石崎　克也 択一 主任

1160028 初歩からの数学（’１８） 8188022018 隈部　正博 択一 主任

1170015 情報学へのとびら（’１６） 8188153432 児玉　晴男 択一 分担

1170015 情報学へのとびら（’１６） 8188153438 加藤　浩 択一 主任

1170015 情報学へのとびら（’１６） 8188153448 大西　仁 択一 主任

1170015 情報学へのとびら（’１６） 8188153453 森本　容介 択一 分担

1170023 遠隔学習のためのパソコン活用（’１７） 8188151197 秋光　淳生 択一 主任

1170023 遠隔学習のためのパソコン活用（’１７） 8188153431 三輪　眞木子 択一 主任

1170023 遠隔学習のためのパソコン活用（’１７） 8188153440 仁科　エミ 択一 分担

1170023 遠隔学習のためのパソコン活用（’１７） 8188159482 辰己　丈夫 択一 分担

1234226 歴史と人間（’１４） 8188026777 杉森　哲也 択一 主任

1234226 歴史と人間（’１４） 8188058229 吉田　光男 択一 主任

1234226 歴史と人間（’１４） 8188081390 草光　俊雄 択一 分担

1234226 歴史と人間（’１４） 8188155433 宮下　志朗 択一 分担

1234226 歴史と人間（’１４） 8188161568 五味　文彦 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8181100420 坂井　素思 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8181100640 高橋　和夫 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188007203 梅干野　晁 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188021983 河合　明宣 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188033863 齋藤　正章 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188048310 山岡　龍一 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188094803 御厨　貴 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188119871 原田　順子 択一 主任

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188144815 道幸　哲也 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188153717 來生　新 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188154786 森岡　淸志 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188155465 岡田　光正 択一 分担

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188155466 北川　由紀彦 択一 主任

1234250 グローバル化と私たちの社会（’１５） 8188160560 髙木　保興 択一 分担

1234269 市民自治の知識と実践（’１５） 8188048310 山岡　龍一 記述 主任

1234269 市民自治の知識と実践（’１５） 8188056572 岡﨑　晴輝 記述 主任

1234269 市民自治の知識と実践（’１５） 8188154140 原島　良成 記述 分担

1234269 市民自治の知識と実践（’１５） 8188155466 北川　由紀彦 記述 分担

1234269 市民自治の知識と実践（’１５） ZZ001492 加留部　貴行 記述 分担

1234277 新しい時代の技術者倫理（’１５） 8188109428 札野　順 記述 主任

1234277 新しい時代の技術者倫理（’１５） ZZ000692 栃内　文彦 記述 分担

1234277 新しい時代の技術者倫理（’１５） ZZ000693 金光　秀和 記述 分担

1234277 新しい時代の技術者倫理（’１５） ZZ000811 夏目　賢一 記述 分担

1234277 新しい時代の技術者倫理（’１５） ZZ001496 岡部　幸徳 記述 分担

1234285 はじめての気象学（’１５） 8188151219 伊賀　啓太 択一 主任

1234285 はじめての気象学（’１５） 8188155952 田中　博 択一 主任

1234293 自然科学はじめの一歩（’１５） 8188022018 隈部　正博 択一 分担

1234293 自然科学はじめの一歩（’１５） 8188117146 二河　成男 択一 分担

1234293 自然科学はじめの一歩（’１５） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

1234293 自然科学はじめの一歩（’１５） 8188156682 大森　聡一 択一 主任

1234293 自然科学はじめの一歩（’１５） ZZ001469 井上　克也 択一 分担

1314734 英語で描いた日本（’１５） 8188082111 大橋　理枝 択一 主任

1420011 Walking with Writers（’１６） 8188156384 ステュウット・ヴァーナム-アットキン 択一 主任

1420011 Walking with Writers（’１６） 8188161216 井口　篤 択一 主任

1420020 英語事始め（’１７） 8188082111 大橋　理枝 択一 主任

1420020 英語事始め（’１７） 8188161221 佐藤　良明 択一 主任

1420020 英語事始め（’１７） ZZ001786 ロビンス　ロジャー　グレン 択一 分担

1420038 耳から学ぶ英語（’１８） 8188082111 大橋　理枝 択一 主任

1420038 耳から学ぶ英語（’１８） 8188161221 佐藤　良明 択一 主任

1420038 耳から学ぶ英語（’１８） ZZ001786 ロビンス　ロジャー　グレン 択一 分担

1420119 英語で読む大統領演説（’２０） 8188162697 宮本　陽一郎 択一 主任

1430017 ドイツ語Ⅰ（’１９） PRZZ001834 森　芳樹 択一 主任

1430017 ドイツ語Ⅰ（’１９） ZZ001902 イングリット・カウフマン 択一 分担

1430017 ドイツ語Ⅰ（’１９） ZZ001903 マリア＝ガブリエラ・シュミット 択一 分担

1430025 ドイツ語Ⅱ（’１９） PRZZ001834 森　芳樹 択一 主任

1430025 ドイツ語Ⅱ（’１９） ZZ001902 イングリット・カウフマン 択一 分担

1430025 ドイツ語Ⅱ（’１９） ZZ001903 マリア＝ガブリエラ・シュミット 択一 分担

1440012 フランス語Ⅰ（’１８） 8188162616 桑田　光平 択一 主任

1440012 フランス語Ⅰ（’１８） 8188162624 パトリック・ドゥヴォス 択一 主任

1440020 フランス語Ⅱ（’１８） 8188162624 パトリック・ドゥヴォス 択一 主任

1440020 フランス語Ⅱ（’１８） 8188162633 森元　庸介 択一 主任

1460013 中国語Ⅰ（’１８） 8188113356 宮本　徹 択一 主任

1460013 中国語Ⅰ（’１８） ZZ000919 盧　建 択一 分担

1460021 中国語Ⅱ（’１８） 8188113356 宮本　徹 択一 主任

1460021 中国語Ⅱ（’１８） ZZ000919 盧　建 択一 分担

1470019 初歩のスペイン語（’１７） 8188161575 木村　琢也 択一 主任



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1470019 初歩のスペイン語（’１７） ZZ001678 パロマ・トレナド 択一 分担

1480014 韓国語Ⅰ（’１６） 8188155852 浜之上　幸 択一 主任

1480022 韓国語Ⅱ（’１６） 8188160526 内山　政春 択一 主任

1480030 韓国語Ⅰ（’２０） 8188085772 生越　直樹 択一 主任

1480030 韓国語Ⅰ（’２０） 8188156448 永原　歩 択一 主任

1480049 韓国語Ⅱ（’２０） 8188085772 生越　直樹 択一 主任

1480049 韓国語Ⅱ（’２０） 8188156448 永原　歩 択一 主任

1490010 初歩のイタリア語（’１７） 8188161598 村松　真理子 択一 主任

1490010 初歩のイタリア語（’１７） 8188161604 ルドヴィーコ・チフェッリ 択一 主任

1518879 食安全性学（’１４） 8188123532 小城　勝相 択一 主任

1518879 食安全性学（’１４） 8188158238 一色　賢司 択一 主任

1518879 食安全性学（’１４） ZZ000169 西川　禎一 択一 分担

1518879 食安全性学（’１４） ZZ001301 香山　不二雄 択一 分担

1518879 食安全性学（’１４） ZZ001302 中嶋　康博 択一 分担

1518887 リスク社会のライフデザイン（’１４） 8188140428 宮本　みち子 択一 主任

1518887 リスク社会のライフデザイン（’１４） ZZ000615 中村　正 択一 分担

1518887 リスク社会のライフデザイン（’１４） ZZ001299 木本　喜美子 択一 分担

1518887 リスク社会のライフデザイン（’１４） PRZZ001300 田間　泰子 択一 分担

1518895 臨床家族社会学（’１４） 8188149776 清水　新二 択一 主任

1518895 臨床家族社会学（’１４） 8188152592 生島　浩 択一 分担

1518895 臨床家族社会学（’１４） 8188155622 南山　浩二 択一 分担

1518895 臨床家族社会学（’１４） ZZ001275 高梨　薫 択一 分担

1518895 臨床家族社会学（’１４） ZZ001287 加茂　陽 択一 分担

1518909 災害看護学・国際看護学（’１４） 8188158240 小原　真理子 択一 主任

1518909 災害看護学・国際看護学（’１４） ZZ001329 伊藤　尚子 択一 分担

1518909 災害看護学・国際看護学（’１４） ZZ001330 大澤　絵里 択一 分担

1518941 生活環境と情報認知（’１５） 8188041817 喜多　伸一 択一 分担

1518941 生活環境と情報認知（’１５） 8188155873 川原　靖弘 択一 主任

1518941 生活環境と情報認知（’１５） 8188159415 片桐　祥雅 択一 主任

1518941 生活環境と情報認知（’１５） ZZ001432 河口　信夫 択一 分担

1518941 生活環境と情報認知（’１５） ZZ001433 羅　志偉 択一 分担

1518968 認知症と生きる（’１５） 8188155872 井出　訓 択一 主任

1518968 認知症と生きる（’１５） ZZ001399 加藤　伸司 択一 分担

1518968 認知症と生きる（’１５） ZZ001400 六角　僚子 択一 分担

1518968 認知症と生きる（’１５） ZZ001401 角　徳文 択一 分担

1518992 少子社会の子ども家庭福祉（’１５） 8188159437 山縣　文治 択一 主任

1519034 看護学概説（’１６） 8188155872 井出　訓 択一 主任

1519034 看護学概説（’１６） 8188155874 戸ヶ里　泰典 択一 分担

1519034 看護学概説（’１６） 8188162848 井上　洋士 択一 主任

1519034 看護学概説（’１６） ZZ000945 一戸　真子 択一 分担

1519034 看護学概説（’１６） ZZ001540 山崎　裕美子 択一 分担

1519034 看護学概説（’１６） ZZ001541 熊谷　たまき 択一 分担

1519034 看護学概説（’１６） ZZ001542 伊藤　祐紀子 択一 分担

1519042 基礎看護学（’１６） 8188155874 戸ヶ里　泰典 択一 主任

1519042 基礎看護学（’１６） 8188160524 井上　智子 択一 主任

1519042 基礎看護学（’１６） ZZ001538 杉本　吉恵 択一 分担

1519042 基礎看護学（’１６） ZZ001539 辻本　朋美 択一 分担

1519042 基礎看護学（’１６） ZZ001544 伊丹　君和 択一 分担

1519042 基礎看護学（’１６） ZZ001545 四谷　淳子 択一 分担

1519042 基礎看護学（’１６） ZZ001556 山田　正己 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1519050 社会保険のしくみと改革課題（’１６） 8188115971 田中　耕太郎 択一 主任

1519069 人口減少社会の構想（’１７） 8188140428 宮本　みち子 択一 主任

1519069 人口減少社会の構想（’１７） 8188161571 大江　守之 択一 主任

1519069 人口減少社会の構想（’１７） ZZ001645 岡部　明子 択一 分担

1519069 人口減少社会の構想（’１７） ZZ001684 広井　良典 択一 分担

1519077 ソーシャルシティ（’１７） 8188007203 梅干野　晁 択一 分担

1519077 ソーシャルシティ（’１７） 8188152284 森　津太子 択一 分担

1519077 ソーシャルシティ（’１７） 8188155873 川原　靖弘 択一 主任

1519077 ソーシャルシティ（’１７） 8188161579 斎藤　参郎 択一 主任

1519077 ソーシャルシティ（’１７） ZZ001683 鈴木　淳一 択一 分担

1519085 リスクコミュニケーションの現在（’１８） 8188117518 奈良　由美子 択一 主任

1519085 リスクコミュニケーションの現在（’１８） 8188162627 平川　秀幸 択一 主任

1519085 リスクコミュニケーションの現在（’１８） ZZ001729 岸本　充生 択一 分担

1519085 リスクコミュニケーションの現在（’１８） ZZ001731 堀口　逸子 択一 分担

1519085 リスクコミュニケーションの現在（’１８） PRZZ001739 八木　絵香 択一 分担

1519093 在宅看護論（’１７） 8188154876 河野　あゆみ 択一 主任

1519093 在宅看護論（’１７） 8188161588 永田　智子 択一 主任

1519093 在宅看護論（’１７） ZZ000055 上野　まり 択一 分担

1519093 在宅看護論（’１７） ZZ001631 牛久保　美津子 択一 分担

1519093 在宅看護論（’１７） ZZ001632 福井　小紀子 択一 分担

1519093 在宅看護論（’１７） ZZ001633 高砂　裕子 択一 分担

1519107 障害を知り共生社会を生きる（’１７） 8188149563 吉川　雅博 択一 主任

1519107 障害を知り共生社会を生きる（’１７） 8188095849 大曽根　寛 択一 専任

1519123 看護管理と医療安全（’１８） 8188155843 飯島　佐知子 択一 主任

1519123 看護管理と医療安全（’１８） 8188156103 大島　弓子 択一 主任

1519123 看護管理と医療安全（’１８） 8188158508 兒玉　慎平 択一 分担

1519123 看護管理と医療安全（’１８） ZZ001072 森田　恵美子 択一 分担

1519123 看護管理と医療安全（’１８） ZZ001133 田中　幸子 択一 分担

1519123 看護管理と医療安全（’１８） ZZ001780 大西　麻未 択一 分担

1519131 社会福祉実践の理論と実際（’１８） 8188162636 横山　登志子 択一 主任

1519131 社会福祉実践の理論と実際（’１８） ZZ001770 新田　雅子 択一 分担

1519131 社会福祉実践の理論と実際（’１８） ZZ001771 大谷　京子 択一 分担

1519131 社会福祉実践の理論と実際（’１８） ZZ001772 山野　則子 択一 分担

1519131 社会福祉実践の理論と実際（’１８） ZZ001773 木原　活信 択一 分担

1519140 地域福祉の現状と課題（’１８） 8188077567 斉藤　弥生 択一 主任

1519140 地域福祉の現状と課題（’１８） 8188162613 上野谷　加代子 択一 主任

1519140 地域福祉の現状と課題（’１８） FU002021 藤井　博志 択一 分担

1519140 地域福祉の現状と課題（’１８） ZZ001736 小松　理佐子 択一 分担

1519158 食と健康（’１８） 8188161710 吉村　悦郎 択一 主任

1519158 食と健康（’１８） 8188162618 佐藤　隆一郎 択一 主任

1519158 食と健康（’１８） ZZ001481 下条　直樹 択一 分担

1519158 食と健康（’１８） ZZ001751 三浦　豊 択一 分担

1519166 公衆衛生（’１９） 8188156671 田城　孝雄 択一 主任

1519166 公衆衛生（’１９） 8188159439 横山　和仁 択一 主任

1519166 公衆衛生（’１９） ZZ001410 湯浅　資之 択一 分担

1519166 公衆衛生（’１９） ZZ001414 北村　文彦 択一 分担

1519166 公衆衛生（’１９） ZZ001441 篠原　厚子 択一 分担

1519166 公衆衛生（’１９） ZZ001442 黒澤　美智子 択一 分担

1519166 公衆衛生（’１９） ZZ001443 浦川　加代子 択一 分担

1519174 今日のメンタルヘルス（’１９） 8188152885 石丸　昌彦 択一 主任



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1519174 今日のメンタルヘルス（’１９） 8188154092 種市　康太郎 択一 分担

1519174 今日のメンタルヘルス（’１９） 8188157295 山口　創 択一 分担

1519174 今日のメンタルヘルス（’１９） PRTA000338 高橋　祥友 択一 分担

1519174 今日のメンタルヘルス（’１９） ZZ001937 高橋　晶 択一 分担

1519182 リハビリテーション（’１９） 8188151352 金田　嘉清 択一 主任

1519182 リハビリテーション（’１９） PRZZ001196 大塚　圭 択一 主任

1519182 リハビリテーション（’１９） ZZ001197 鈴木　めぐみ 択一 分担

1519182 リハビリテーション（’１９） ZZ001198 鈴木　由佳理 択一 分担

1519182 リハビリテーション（’１９） ZZ001915 櫻井　宏明 択一 分担

1519182 リハビリテーション（’１９） ZZ001918 山田　将之 択一 分担

1519182 リハビリテーション（’１９） ZZ001919 松田　文浩 択一 分担

1519182 リハビリテーション（’１９） ZZ001924 日高　艶子 択一 分担

1519190 高齢期の生活変動と社会的方策（’１９） 8188012114 山田　知子 択一 主任

1519190 高齢期の生活変動と社会的方策（’１９） 8188158475 片桐　由喜 択一 分担

1519190 高齢期の生活変動と社会的方策（’１９） ZZ001413 山本　美香 択一 分担

1519190 高齢期の生活変動と社会的方策（’１９） ZZ001444 嶌末　憲子 択一 分担

1519204 社会保障の国際動向と日本の課題（’１９） 8188159412 埋橋　孝文 択一 主任

1519204 社会保障の国際動向と日本の課題（’１９） ZZ001467 李　蓮花 択一 分担

1519204 社会保障の国際動向と日本の課題（’１９） PRZZ001835 居神　浩 択一 主任

1519204 社会保障の国際動向と日本の課題（’１９） ZZ001892 所　道彦 択一 分担

1519204 社会保障の国際動向と日本の課題（’１９） ZZ001893 山村　りつ 択一 分担

1519212 生活環境と情報認知（’２０） 8188041817 喜多　伸一 択一 分担

1519212 生活環境と情報認知（’２０） 8188155873 川原　靖弘 択一 主任

1519212 生活環境と情報認知（’２０） 8188159415 片桐　祥雅 択一 主任

1519212 生活環境と情報認知（’２０） ZZ001432 河口　信夫 択一 分担

1519212 生活環境と情報認知（’２０） ZZ001433 羅　志偉 択一 分担

1519220 コミュニティがつなぐ安全・安心（’２０） 8188117518 奈良　由美子 択一 分担

1519220 コミュニティがつなぐ安全・安心（’２０） PRZZ001951 林　春男 択一 主任

1519220 コミュニティがつなぐ安全・安心（’２０） PRZZ001994 野口　和彦 択一 分担

1519220 コミュニティがつなぐ安全・安心（’２０） PRZZ001995 天野　肇 択一 分担

1519220 コミュニティがつなぐ安全・安心（’２０） PRZZ001996 田村　圭子 択一 分担

1519239 リスク社会の家族変動（’２０） PRIN002245 稲葉　昭英 択一 分担

1519239 リスク社会の家族変動（’２０） PRZZ001300 田間　泰子 択一 主任

1519239 リスク社会の家族変動（’２０） PRZZ001979 山田　和代 択一 分担

1519239 リスク社会の家族変動（’２０） PRZZ001980 岩間　暁子 択一 分担

1519239 リスク社会の家族変動（’２０） PRZZ001981 筒井　淳也 択一 分担

1519247 家族問題と家族支援（’２０） 8188151869 岩田　美香 択一 分担

1519247 家族問題と家族支援（’２０） 8188155622 南山　浩二 択一 分担

1519247 家族問題と家族支援（’２０） 8188158893 湯原　悦子 択一 分担

1519247 家族問題と家族支援（’２０） PRZZ000246 株本　千鶴 択一 分担

1519247 家族問題と家族支援（’２０） PRZZ000298 下夷　美幸 択一 主任

1519263 ライフステージと社会保障（’２０） PRZZ001953 丸谷　浩介 択一 主任

1519271 精神疾患とその治療（’２０） 8188152885 石丸　昌彦 択一 主任

1519271 精神疾患とその治療（’２０） 8188160551 広瀬　宏之 択一 分担

1519271 精神疾患とその治療（’２０） 9999000075 白石　弘巳 択一 分担

1519310 災害看護学・国際看護学（’２０） PRZZ001973 神﨑　初美 択一 主任

1519310 災害看護学・国際看護学（’２０） PRZZ001974 西上　あゆみ 択一 主任

1519310 災害看護学・国際看護学（’２０） PRZZ001985 大澤　智子 択一 分担

1519310 災害看護学・国際看護学（’２０） PRZZ001986 渡瀨　淳一郎 択一 分担

1519310 災害看護学・国際看護学（’２０） PRZZ001987 駒形　朋子 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1528890 学力と学習支援の心理学（’１４） 8188089405 市川　伸一 択一 主任

1528890 学力と学習支援の心理学（’１４） ZZ001199 犬塚　美輪 択一 分担

1528890 学力と学習支援の心理学（’１４） ZZ001200 瀬尾　美紀子 択一 分担

1528890 学力と学習支援の心理学（’１４） ZZ001201 植阪　友理 択一 分担

1528890 学力と学習支援の心理学（’１４） ZZ001202 小林　寛子 択一 分担

1528920 肢体不自由児の教育（’１４） 8188153399 川間　健之介 択一 主任

1528920 肢体不自由児の教育（’１４） 8188153406 西川　公司 択一 主任

1528920 肢体不自由児の教育（’１４） 8188153628 徳永　豊 択一 分担

1528920 肢体不自由児の教育（’１４） PRZZ000878 長沼　俊夫 択一 分担

1528920 肢体不自由児の教育（’１４） ZZ000879 君塚　葵 択一 分担

1528939 錯覚の科学（’１４） 8188158242 菊池　聡 択一 主任

1528939 錯覚の科学（’１４） ZZ001304 金井　直 択一 分担

1528939 錯覚の科学（’１４） ZZ001336 齊藤　智 択一 分担

1528947 心理学研究法（’１４） 8188151223 大野木　裕明 択一 主任

1528947 心理学研究法（’１４） 8188158255 渡辺　直登 択一 主任

1528947 心理学研究法（’１４） ZZ001296 田中　俊也 択一 分担

1528947 心理学研究法（’１４） ZZ001297 林　洋一郎 択一 分担

1528947 心理学研究法（’１４） ZZ001298 樋口　貴広 択一 分担

1528955 社会心理学（’１４） 8188152284 森　津太子 択一 主任

1528955 社会心理学（’１４） ZZ000618 高比良　美詠子 択一 分担

1528955 社会心理学（’１４） ZZ000619 田中　知恵 択一 分担

1528955 社会心理学（’１４） ZZ001337 大江　朋子 択一 分担

1528963 認知行動療法（’１４） 8188047232 神村　栄一 択一 主任

1528963 認知行動療法（’１４） 8188094777 下山　晴彦 択一 主任

1528963 認知行動療法（’１４） ZZ001331 林　潤一郎 択一 分担

1528963 認知行動療法（’１４） ZZ001332 武藤　崇 択一 分担

1528963 認知行動療法（’１４） ZZ001333 石丸　径一郎 択一 分担

1528971 中高年の心理臨床（’１４） 8188158249 髙橋　正雄 択一 主任

1528971 中高年の心理臨床（’１４） 8188159562 齋藤　高雅 択一 主任

1528971 中高年の心理臨床（’１４） ZZ001099 松田　修 択一 分担

1528971 中高年の心理臨床（’１４） ZZ001318 倉本　英彦 択一 分担

1528971 中高年の心理臨床（’１４） ZZ001319 黒川　由紀子 択一 分担

1528980 心理臨床の基礎（’１４） 8188140449 小野　けい子 択一 主任

1528980 心理臨床の基礎（’１４） 8188154287 小川　俊樹 択一 分担

1528980 心理臨床の基礎（’１４） 8188155875 小林　真理子 択一 分担

1528980 心理臨床の基礎（’１４） ZZ000648 越川　房子 択一 分担

1528980 心理臨床の基礎（’１４） ZZ001322 豊嶋　良一 択一 分担

1529005 乳幼児の保育・教育（’１５） 8188159413 梅澤　実 択一 主任

1529005 乳幼児の保育・教育（’１５） 8188161566 岡崎　友典 択一 主任

1529005 乳幼児の保育・教育（’１５） ZZ000964 芦田川　祐子 択一 分担

1529005 乳幼児の保育・教育（’１５） ZZ000965 井上　清美 択一 分担

1529005 乳幼児の保育・教育（’１５） ZZ001446 押元　信幸 択一 分担

1529013 道徳教育の方法（’１５） 8188159418 堺　正之 択一 主任

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） 8188159409 安藤　隆男 択一 主任

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） ZZ001425 米田　宏樹 択一 分担

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） ZZ001447 岡　典子 択一 分担

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） ZZ001448 左藤　敦子 択一 分担

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） ZZ001449 岡崎　慎治 択一 分担

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） ZZ001628 宮内　久絵 択一 分担

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） ZZ001629 丹野　傑史 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1529021 特別支援教育基礎論（’１５） ZZ001630 任　龍在 択一 分担

1529048 知的障害教育総論（’１５） 8188085725 太田　俊己 択一 主任

1529048 知的障害教育総論（’１５） 8188159433 藤原　義博 択一 主任

1529048 知的障害教育総論（’１５） ZZ001409 高倉　誠一 択一 分担

1529048 知的障害教育総論（’１５） PRZZ001416 佐藤　愼二 択一 分担

1529048 知的障害教育総論（’１５） ZZ001425 米田　宏樹 択一 分担

1529056 心理カウンセリング序説（’１５） 8188082038 大場　登 択一 主任

1529056 心理カウンセリング序説（’１５） 8188094342 香川　克 択一 分担

1529056 心理カウンセリング序説（’１５） 8188154891 森　さち子 択一 分担

1529064 学校と法（’１６） 8188156076 坂田　仰 記述 主任

1529064 学校と法（’１６） ZZ001053 岩橋　健定 記述 分担

1529064 学校と法（’１６） ZZ001054 黒川　雅子 記述 分担

1529064 学校と法（’１６） ZZ001557 山田　知代 記述 分担

1529072 カリキュラムと学習過程（’１６） 8188007072 浅沼　茂 択一 主任

1529072 カリキュラムと学習過程（’１６） 8188160550 奈須　正裕 択一 主任

1529072 カリキュラムと学習過程（’１６） ZZ001587 北村　和夫 択一 分担

1529072 カリキュラムと学習過程（’１６） ZZ001588 久野　弘幸 択一 分担

1529072 カリキュラムと学習過程（’１６） ZZ001589 成田　幸夫 択一 分担

1529080 乳幼児心理学（’１６） 8188154211 金沢　創 択一 主任

1529080 乳幼児心理学（’１６） 8188154212 山口　真美 択一 主任

1529080 乳幼児心理学（’１６） IT001966 板倉　昭二 択一 分担

1529080 乳幼児心理学（’１６） ZZ001064 市川　寛子 択一 分担

1529080 乳幼児心理学（’１６） ZZ001066 麦谷　綾子 択一 分担

1529099 危機の心理学（’１７） 8188152284 森　津太子 択一 主任

1529099 危機の心理学（’１７） 8188160562 星　薫 択一 主任

1529102 心理臨床とイメージ（’１６） 8188095990 佐藤　仁美 択一 主任

1529102 心理臨床とイメージ（’１６） 8188117062 老松　克博 択一 分担

1529102 心理臨床とイメージ（’１６） 8188140449 小野　けい子 択一 主任

1529102 心理臨床とイメージ（’１６） KA001347 川嵜　克哲 択一 分担

1529102 心理臨床とイメージ（’１６） ZZ000835 岸本　寛史 択一 分担

1529110 心理臨床と身体の病（’１６） 8188155875 小林　真理子 択一 主任

1529110 心理臨床と身体の病（’１６） HA001895 橋本　洋子 択一 分担

1529110 心理臨床と身体の病（’１６） ZZ001558 小池　眞規子 択一 分担

1529110 心理臨床と身体の病（’１６） ZZ001577 矢永　由里子 択一 分担

1529110 心理臨床と身体の病（’１６） ZZ001579 幸田　るみ子 択一 分担

1529129 現代日本の教師－仕事と役割－（’１５） 8188000653 油布　佐和子 択一 主任

1529129 現代日本の教師－仕事と役割－（’１５） ZZ000444 佐久間　亜紀 択一 分担

1529129 現代日本の教師－仕事と役割－（’１５） ZZ000445 元兼　正浩 択一 分担

1529129 現代日本の教師－仕事と役割－（’１５） ZZ001582 岩立　京子 択一 分担

1529137 幼児教育の指導法（’１５） 8188160102 師岡　章 択一 主任

1529137 幼児教育の指導法（’１５） ZZ001580 佐久間　路子 択一 分担

1529137 幼児教育の指導法（’１５） ZZ001581 田中　浩二 択一 分担

1529145 教育課程の意義及び編成の方法（’１５） 8188160083 福元　真由美 択一 主任

1529145 教育課程の意義及び編成の方法（’１５） ZZ001595 神長　美津子 択一 分担

1529145 教育課程の意義及び編成の方法（’１５） ZZ001596 田代　幸代 択一 分担

1529153 幼児理解の理論及び方法（’１５） 8188026625 中澤　潤 択一 主任

1529153 幼児理解の理論及び方法（’１５） 8188085725 太田　俊己 択一 分担

1529153 幼児理解の理論及び方法（’１５） 8188106118 砂上　史子 択一 主任

1529153 幼児理解の理論及び方法（’１５） ZZ001592 當銀　玲子 択一 分担

1529153 幼児理解の理論及び方法（’１５） ZZ001599 岸井　慶子 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1529153 幼児理解の理論及び方法（’１５） ZZ001600 久留島　太郎 択一 分担

1529161 現代社会の児童生徒指導（’１７） 8188089117 古賀　正義 択一 主任

1529161 現代社会の児童生徒指導（’１７） 8188152542 田中　理絵 択一 分担

1529161 現代社会の児童生徒指導（’１７） 8188161601 山田　哲也 択一 主任

1529161 現代社会の児童生徒指導（’１７） ZZ001644 金子　真理子 択一 分担

1529170 子ども・青年の文化と教育（’１７） 8188029249 岩田　弘三 択一 主任

1529170 子ども・青年の文化と教育（’１７） 8188102553 冨江　英俊 択一 分担

1529170 子ども・青年の文化と教育（’１７） 8188161599 谷田川　ルミ 択一 主任

1529170 子ども・青年の文化と教育（’１７） ZZ001659 岡田　佳子 択一 分担

1529170 子ども・青年の文化と教育（’１７） ZZ001660 熊田　博喜 択一 分担

1529188 比較認知科学（’１７） 8188101099 藤田　和生 択一 主任

1529188 比較認知科学（’１７） PRZZ000366 友永　雅己 択一 分担

1529188 比較認知科学（’１７） ZZ000966 平田　聡 択一 分担

1529188 比較認知科学（’１７） ZZ001658 伊澤　栄一 択一 分担

1529196 心理統計法（’１７） 8188161587 豊田　秀樹 択一 主任

1529218 乳幼児・児童の心理臨床（’１７） 8188155875 小林　真理子 択一 主任

1529218 乳幼児・児童の心理臨床（’１７） 8188161583 塩﨑　尚美 択一 主任

1529218 乳幼児・児童の心理臨床（’１７） YO001278 吉田　弘道 択一 分担

1529218 乳幼児・児童の心理臨床（’１７） PRZZ001670 村松　健司 択一 分担

1529226 精神分析とユング心理学（’１７） 8188082038 大場　登 択一 主任

1529226 精神分析とユング心理学（’１７） 8188154891 森　さち子 択一 主任

1529234 交通心理学（’１７） 8188057120 向井　希宏 択一 主任

1529234 交通心理学（’１７） 8188154887 蓮花　一己 択一 主任

1529242 地域コミュニティと教育（’１８） 8188008741 岩永　雅也 択一 分担

1529242 地域コミュニティと教育（’１８） 8188123066 夏秋　英房 択一 主任

1529242 地域コミュニティと教育（’１８） 8188153403 玉井　康之 択一 主任

1529242 地域コミュニティと教育（’１８） 8188155400 宮田　美恵子 択一 分担

1529250 現代の家庭教育（’１８） 8188152542 田中　理絵 択一 主任

1529250 現代の家庭教育（’１８） ZZ001068 天童　睦子 択一 分担

1529250 現代の家庭教育（’１８） ZZ001804 遠藤　野ゆり 択一 分担

1529250 現代の家庭教育（’１８） ZZ001805 東野　充成 択一 分担

1529269 生理心理学（’１８） 8188155845 岡田　隆 記述 主任

1529277 教育の行政・政治・経営（’１９） 8188150723 村上　祐介 択一 分担

1529277 教育の行政・政治・経営（’１９） PRZZ001836 青木　栄一 択一 主任

1529277 教育の行政・政治・経営（’１９） PRZZ001837 川上　泰彦 択一 主任

1529285 知覚・認知心理学（’１９） PRZZ001846 石口　彰 択一 主任

1529285 知覚・認知心理学（’１９） ZZ001871 薬師神　玲子 択一 分担

1529285 知覚・認知心理学（’１９） ZZ001872 池田　まさみ 択一 分担

1529293 思春期・青年期の心理臨床（’１９） 8188162741 大山　泰宏 択一 主任

1529323 特別支援教育総論（’１９） 8188159778 加瀬　進 択一 主任

1529323 特別支援教育総論（’１９） OK001855 奥住　秀之 択一 分担

1529323 特別支援教育総論（’１９） PRZZ001855 髙橋　智 択一 主任

1529323 特別支援教育総論（’１９） ZZ001933 星　祐子 択一 分担

1529323 特別支援教育総論（’１９） ZZ001934 澤　隆史 択一 分担

1529323 特別支援教育総論（’１９） ZZ001935 村山　拓 択一 分担

1529323 特別支援教育総論（’１９） ZZ001936 藤野　博 択一 分担

1529331 肢体不自由児の教育（’２０） 8188153399 川間　健之介 択一 主任

1529331 肢体不自由児の教育（’２０） 8188153628 徳永　豊 択一 分担

1529331 肢体不自由児の教育（’２０） PRZZ000878 長沼　俊夫 択一 主任

1529331 肢体不自由児の教育（’２０） PRZZ002007 下山　直人 択一 分担
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1529331 肢体不自由児の教育（’２０） PRZZ002008 米山　明 択一 分担

1529340 学校と法（’２０） 8188156076 坂田　仰 記述 主任

1529340 学校と法（’２０） ZZ001054 黒川　雅子 記述 分担

1529340 学校と法（’２０） ZZ001557 山田　知代 記述 分担

1529340 学校と法（’２０） PRZZ002018 川　義郎 記述 分担

1529340 学校と法（’２０） PRZZ002019 小美野　達之 記述 分担

1529358 教育調査の基礎（’２０） PRZZ001952 藤田　武志 択一 主任

1529358 教育調査の基礎（’２０） PRZZ001954 西島　央 択一 主任

1529374 知的障害教育総論（’２０） 8188085725 太田　俊己 択一 主任

1529374 知的障害教育総論（’２０） ZZ001409 高倉　誠一 択一 分担

1529374 知的障害教育総論（’２０） PRZZ001416 佐藤　愼二 択一 主任

1529374 知的障害教育総論（’２０） PRZZ002009 菊地　一文 択一 分担

1529374 知的障害教育総論（’２０） PRZZ002010 坂本　裕 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） 8188159409 安藤　隆男 択一 主任

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） ZZ001425 米田　宏樹 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） ZZ001448 左藤　敦子 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） ZZ001449 岡崎　慎治 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） ZZ001629 丹野　傑史 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） ZZ001630 任　龍在 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） PRZZ002011 河合　康 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） PRZZ002012 一木　薫 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） PRZZ002013 小林　秀之 択一 分担

1529382 特別支援教育基礎論（’２０） PRZZ002015 藤井　和子 択一 分担

1529390 心理学研究法（’２０） PRZZ001993 三浦　麻子 択一 主任

1529390 心理学研究法（’２０） PRZZ002037 大竹　恵子 択一 分担

1529390 心理学研究法（’２０） PRZZ002038 小川　洋和 択一 分担

1529390 心理学研究法（’２０） PRZZ002039 佐藤　寛 択一 分担

1529390 心理学研究法（’２０） PRZZ002040 米山　直樹 択一 分担

1529404 錯覚の科学（’２０） 8188158242 菊池　聡 択一 主任

1529404 錯覚の科学（’２０） ZZ001304 金井　直 択一 分担

1529404 錯覚の科学（’２０） ZZ001336 齊藤　智 択一 分担

1529412 社会・集団・家族心理学（’２０） 8188152284 森　津太子 択一 主任

1529420 産業・組織心理学（’２０） 8188103337 山口　裕幸 択一 主任

1529420 産業・組織心理学（’２０） 8188158187 池田　浩 択一 分担

1529420 産業・組織心理学（’２０） PRZZ001988 柳澤　さおり 択一 分担

1529420 産業・組織心理学（’２０） PRZZ001989 三沢　良 択一 分担

1529420 産業・組織心理学（’２０） PRZZ001990 永野　光朗 択一 分担

1529439 認知行動療法（’２０） 8188047232 神村　栄一 択一 主任

1529439 認知行動療法（’２０） 8188094777 下山　晴彦 択一 主任

1529439 認知行動療法（’２０） ZZ001331 林　潤一郎 択一 分担

1529439 認知行動療法（’２０） PRZZ001977 松永　美希 択一 分担

1529439 認知行動療法（’２０） PRZZ001978 大月　友 択一 分担

1529447 臨床心理学概論（’２０） 8188155875 小林　真理子 択一 分担

1529447 臨床心理学概論（’２０） 8188159394 倉光　修 択一 主任

1529447 臨床心理学概論（’２０） 8188162741 大山　泰宏 択一 分担

1529447 臨床心理学概論（’２０） 9999000023 家接　哲次 択一 分担

1529447 臨床心理学概論（’２０） ZZ000648 越川　房子 択一 分担

1529447 臨床心理学概論（’２０） PRZZ002005 石橋　正浩 択一 分担

1529455 中高年の心理臨床（’２０） 8188159037 大川　一郎 択一 主任

1529455 中高年の心理臨床（’２０） 8188161306 大塚　泰正 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1529455 中高年の心理臨床（’２０） 8188162324 上手　由香 択一 分担

1529455 中高年の心理臨床（’２０） PRZZ001957 宇都宮　博 択一 主任

1529455 中高年の心理臨床（’２０） PRZZ002001 成本　迅 択一 分担

1529463 心理職の専門性（’２０） 8188130828 吉川　眞理 択一 主任

1529463 心理職の専門性（’２０） 9999000008 平野　直己 択一 主任

1529463 心理職の専門性（’２０） 9999000020 齊藤　徳仁 択一 分担

1529463 心理職の専門性（’２０） 9999000021 馬場　洋介 択一 分担

1529463 心理職の専門性（’２０） 9999000022 湯野　貴子 択一 分担

1529471 心理的アセスメント（’２０） 8188154968 森田　美弥子 択一 主任

1529471 心理的アセスメント（’２０） 8188161655 永田　雅子 択一 主任

1529471 心理的アセスメント（’２０） 9999000012 佐渡　忠洋 択一 分担

1529471 心理的アセスメント（’２０） 9999000013 纐纈　千晶 択一 分担

1529480 司法・犯罪心理学（’２０） 8188084941 廣井　亮一 択一 主任

1548476 現代経済学（’１９） 8188157164 依田　高典 択一 主任

1548484 財政と現代の経済社会（’１９） 8188159436 諸富　徹 択一 主任

1548492 国際法（’１９） 8188161709 柳原　正治 択一 主任

1548506 日本政治外交史（’１９） PRZZ001840 五百旗頭　薫 記述 主任

1548506 日本政治外交史（’１９） PRZZ001841 奈良岡　聰智 記述 主任

1548514 現代日本の政治（’１９） 8188159410 飯尾　潤 択一 主任

1548530 国際経営（’１９） 8188119871 原田　順子 択一 主任

1548530 国際経営（’１９） 8188157191 洞口　治夫 択一 主任

1548530 国際経営（’１９） ZZ001888 吉岡　英美 択一 分担

1548549 グローバル化と日本のものづくり（’１９） 8188154952 藤本　隆宏 択一 主任

1548549 グローバル化と日本のものづくり（’１９） 8188159422 新宅　純二郎 択一 主任

1548549 グローバル化と日本のものづくり（’１９） ZZ001451 善本　哲夫 択一 分担

1548549 グローバル化と日本のものづくり（’１９） ZZ001941 大木　清弘 択一 分担

1548557 経営情報学入門（’１９） PRZZ001654 木嶋　恭一 択一 主任

1548557 経営情報学入門（’１９） PRZZ001706 岸　眞理子 択一 主任

1548557 経営情報学入門（’１９） ZZ001946 佐藤　亮 択一 分担

1548557 経営情報学入門（’１９） ZZ001947 伊東　暁人 択一 分担

1548557 経営情報学入門（’１９） ZZ001948 藤井　章博 択一 分担

1548557 経営情報学入門（’１９） ZZ001949 出口　弘 択一 分担

1548557 経営情報学入門（’１９） ZZ001950 妹尾　大 択一 分担

1548565 災害社会学（’２０） 8188161322 金菱　清 択一 主任

1548573 金融と社会（’２０） 8188113969 野間　敏克 択一 主任

1548581 大学マネジメント論（’２０） 9999000004 戸村　理 択一 分担

1548581 大学マネジメント論（’２０） 9999000006 濱中　義隆 択一 分担

1548581 大学マネジメント論（’２０） 9999000009 福井　文威 択一 分担

1548581 大学マネジメント論（’２０） 9999000010 福留　東土 択一 分担

1548581 大学マネジメント論（’２０） 9999000011 両角　亜希子 択一 分担

1548581 大学マネジメント論（’２０） PRZZ000588 小方　直幸 択一 主任

1548590 中東の政治（’２０） 8181100640 高橋　和夫 記述 主任

1548603 ヨーロッパ政治史（’２０） PRZZ001959 中山　洋平 択一 主任

1548603 ヨーロッパ政治史（’２０） PRZZ001960 水島　治郎 択一 主任

1548611 現代東アジアの政治と社会（’２０） 8188105795 家近　亮子 択一 主任

1548620 行政学概説（’２０） PRZZ001970 金井　利之 併用 主任

1554743 南北アメリカの歴史（’１４） 8188158237 網野　徹哉 併用 主任

1554743 南北アメリカの歴史（’１４） 8188158251 橋川　健竜 併用 主任

1554743 南北アメリカの歴史（’１４） TA002156 高橋　均 併用 分担

1554743 南北アメリカの歴史（’１４） ZZ001281 安村　直己 併用 分担
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1554743 南北アメリカの歴史（’１４） ZZ001282 中野　由美子 併用 分担

1554760 ヨーロッパ文学の読み方―古典篇（’１４） 8188155433 宮下　志朗 記述 主任

1554760 ヨーロッパ文学の読み方―古典篇（’１４） 8188161216 井口　篤 記述 主任

1554760 ヨーロッパ文学の読み方―古典篇（’１４） 8188161598 村松　真理子 記述 分担

1554760 ヨーロッパ文学の読み方―古典篇（’１４） ZZ001306 中務　哲郎 記述 分担

1554760 ヨーロッパ文学の読み方―古典篇（’１４） ZZ001307 日向　太郎 記述 分担

1554778 文化人類学（’１４） 8188057843 奥野　克巳 択一 主任

1554778 文化人類学（’１４） 8188149689 内堀　基光 択一 主任

1554778 文化人類学（’１４） ZZ000503 石井　洋子 択一 分担

1554778 文化人類学（’１４） ZZ001277 飯田　卓 択一 分担

1554778 文化人類学（’１４） ZZ001278 岩谷　彩子 択一 分担

1554794 韓国朝鮮の歴史（’１５） 8188058229 吉田　光男 択一 主任

1554794 韓国朝鮮の歴史（’１５） ZZ001421 三ツ井　崇 択一 分担

1554794 韓国朝鮮の歴史（’１５） ZZ001422 井上　直樹 択一 分担

1554808 ヨーロッパの歴史Ⅱ（’１５） 8188081390 草光　俊雄 記述 主任

1554808 ヨーロッパの歴史Ⅱ（’１５） 8188157167 北川　勝彦 記述 分担

1554808 ヨーロッパの歴史Ⅱ（’１５） 8188159425 菅　靖子 記述 主任

1554816 上田秋成の文学（’１６） 8188042098 長島　弘明 択一 主任

1554824 日本語概説（’１５） 8188067108 月本　雅幸 択一 主任

1554824 日本語概説（’１５） 8188157939 金水　敏 択一 分担

1554824 日本語概説（’１５） ZZ001499 肥爪　周二 択一 分担

1554824 日本語概説（’１５） ZZ001501 山本　真吾 択一 分担

1554824 日本語概説（’１５） ZZ001502 篠崎　晃一 択一 分担

1554859 経験論から言語哲学へ（’１６） 8188151317 勢力　尚雅 択一 主任

1554859 経験論から言語哲学へ（’１６） 8188160552 古田　徹也 択一 主任

1554867 西洋芸術の歴史と理論（’１６） 8181100766 青山　昌文 択一 主任

1554875 博物館展示論（’１６） 8188153445 近藤　智嗣 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） 8188158296 稲村　哲也 択一 主任

1554875 博物館展示論（’１６） 8188161848 池谷　和信 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） ZZ000656 井上　洋一 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） ZZ001637 関野　吉晴 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） ZZ001638 鶴見　英成 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） ZZ001639 高橋　貴 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） ZZ001640 亀井　哲也 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） ZZ001676 園原　謙 択一 分担

1554875 博物館展示論（’１６） ZZ001677 出利葉　浩司 択一 分担

1554883 博物館教育論（’１６） 8188155860 大髙　幸 択一 主任

1554883 博物館教育論（’１６） 8188155861 寺島　洋子 択一 分担

1554883 博物館教育論（’１６） 8188160581 端山　聡子 択一 主任

1554891 舞台芸術の魅力（’１７） 8181100766 青山　昌文 択一 主任

1554891 舞台芸術の魅力（’１７） 8188151367 古井戸　秀夫 択一 分担

1554891 舞台芸術の魅力（’１７） ZZ001003 尼ヶ﨑　彬 択一 分担

1554891 舞台芸術の魅力（’１７） ZZ001004 森山　直人 択一 分担

1554891 舞台芸術の魅力（’１７） ZZ001020 鈴木　晶 択一 分担

1554905 現代フランス哲学に学ぶ（’１７） 8188161586 戸島　貴代志 択一 主任

1554905 現代フランス哲学に学ぶ（’１７） 8188161593 本郷　均 択一 主任

1554905 現代フランス哲学に学ぶ（’１７） ZZ001661 慎改　康之 択一 分担

1554905 現代フランス哲学に学ぶ（’１７） ZZ001662 杉村　靖彦 択一 分担

1554913 日本の古代中世（’１７） 8188067050 佐藤　信 択一 主任

1554913 日本の古代中世（’１７） 8188094850 本郷　和人 択一 分担
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1554913 日本の古代中世（’１７） 8188161706 近藤　成一 択一 主任

1554913 日本の古代中世（’１７） SA001447 佐々木　恵介 択一 分担

1554921 考古学（’１８） 8188116818 設楽　博己 択一 主任

1554921 考古学（’１８） 8188136091 藤尾　慎一郎 択一 分担

1554921 考古学（’１８） 8188161580 早乙女　雅博 択一 主任

1554921 考古学（’１８） ZZ001674 佐藤　宏之 択一 分担

1554921 考古学（’１８） ZZ001675 西秋　良宏 択一 分担

1554930 日本文学の名作を読む（’１７） 8188000826 島内　裕子 択一 主任

1554930 日本文学の名作を読む（’１７） 8188009373 島内　景二 択一 分担

1554930 日本文学の名作を読む（’１７） 8188154963 佐藤　至子 択一 分担

1554964 現代の危機と哲学（’１８） 8188016920 森　一郎 択一 主任

1554972 日本仏教を捉え直す（’１８） 8188036382 末木　文美士 択一 主任

1554972 日本仏教を捉え直す（’１８） 8188151318 頼住　光子 択一 主任

1554972 日本仏教を捉え直す（’１８） ZZ001724 大谷　栄一 択一 分担

1554980 東南アジアの歴史（’１８） 8188151294 古田　元夫 択一 主任

1554980 東南アジアの歴史（’１８） 8188162310 長田　紀之 択一 分担

1554980 東南アジアの歴史（’１８） ZZ001759 山本　博之 択一 分担

1554980 東南アジアの歴史（’１８） ZZ001784 坪井　祐司 択一 分担

1554980 東南アジアの歴史（’１８） ZZ001785 西　芳実 択一 分担

1554999 『方丈記』と『徒然草』（’１８） 8188000826 島内　裕子 択一 主任

1555006 文学批評への招待（’１８） 8184004139 丹治　愛 記述 主任

1555006 文学批評への招待（’１８） 8188151378 野崎　歓 記述 分担

1555006 文学批評への招待（’１８） 8188162635 山田　広昭 記述 主任

1555006 文学批評への招待（’１８） ZZ001778 エリス　俊子 記述 分担

1555006 文学批評への招待（’１８） ZZ001781 木村　茂雄 記述 分担

1555014 博物館情報・メディア論（’１８） 8188153432 児玉　晴男 択一 分担

1555014 博物館情報・メディア論（’１８） 8188153445 近藤　智嗣 択一 主任

1555014 博物館情報・メディア論（’１８） 8188155860 大髙　幸 択一 分担

1555014 博物館情報・メディア論（’１８） 8188158296 稲村　哲也 択一 主任

1555014 博物館情報・メディア論（’１８） ZZ001205 有田　寛之 択一 分担

1555022 日本美術史の近代とその外部（’１８） 8188162612 稲賀　繁美 記述 主任

1555030 文学・芸術・武道にみる日本文化（’１９） 8188159392 魚住　孝至 併用 主任

1555049 アメリカの芸術と文化（’１９） 8188161221 佐藤　良明 択一 主任

1555049 アメリカの芸術と文化（’１９） 8188162697 宮本　陽一郎 択一 主任

1555049 アメリカの芸術と文化（’１９） ZZ001930 生井　英考 択一 分担

1555049 アメリカの芸術と文化（’１９） ZZ001931 大和田　俊之 択一 分担

1555049 アメリカの芸術と文化（’１９） ZZ001932 栩木　玲子 択一 分担

1555057 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇（’１９） 8188151255 沼野　充義 記述 主任

1555057 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇（’１９） 8188151378 野崎　歓 記述 主任

1555057 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇（’１９） ZZ001905 野谷　文昭 記述 分担

1555057 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇（’１９） ZZ001906 大橋　洋一 記述 分担

1555057 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇（’１９） ZZ001907 大宮　勘一郎 記述 分担

1555057 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇（’１９） ZZ001908 阿部　公彦 記述 分担

1555065 博物館資料保存論（’１９） 8188147769 本田　光子 択一 主任

1555065 博物館資料保存論（’１９） 8188158296 稲村　哲也 択一 主任

1555065 博物館資料保存論（’１９） ZZ001914 西川　明彦 択一 分担

1555065 博物館資料保存論（’１９） ZZ001966 真鍋　真 択一 分担

1555065 博物館資料保存論（’１９） ZZ001967 嘉田　由紀子 択一 分担

1555073 博物館経営論（’１９） 8188151259 佐々木　亨 択一 主任

1555073 博物館経営論（’１９） 8188151306 亀井　修 択一 分担
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1555073 博物館経営論（’１９） 8188158296 稲村　哲也 択一 主任

1555073 博物館経営論（’１９） ZZ001889 平井　宏典 択一 分担

1555073 博物館経営論（’１９） ZZ001976 小津　稚加子 択一 分担

1555081 中国と東部ユーラシアの歴史（’２０） PRZZ001968 佐川　英治 択一 主任

1555081 中国と東部ユーラシアの歴史（’２０） PRZZ001975 杉山　清彦 択一 主任

1555081 中国と東部ユーラシアの歴史（’２０） PRZZ002003 小野寺　史郎 択一 分担

1555103 日本の近世（’２０） 8188026777 杉森　哲也 択一 主任

1555103 日本の近世（’２０） 8188030925 岩淵　令治 択一 分担

1555103 日本の近世（’２０） 8188159098 木村　直樹 択一 分担

1555103 日本の近世（’２０） 8188161940 神田　由築 択一 分担

1555103 日本の近世（’２０） PRKA001793 海原　亮 択一 分担

1555111 世界文学の古典を読む（’２０） 8188161598 村松　真理子 記述 主任

1555111 世界文学の古典を読む（’２０） PRKO002070 小林　宜子 記述 分担

1555111 世界文学の古典を読む（’２０） PROO001230 大木　康 記述 分担

1555111 世界文学の古典を読む（’２０） ZZ001307 日向　太郎 記述 分担

1555111 世界文学の古典を読む（’２０） PRZZ001317 横山　安由美 記述 主任

1555111 世界文学の古典を読む（’２０） PRZZ002024 西村　賀子 記述 分担

1555111 世界文学の古典を読む（’２０） PRZZ002025 瀧本　佳容子 記述 分担

1555120 「人新世」時代の文化人類学（’２０） 8188123511 大村　敬一 択一 主任

1555120 「人新世」時代の文化人類学（’２０） 9999000058 髙橋　絵里香 択一 分担

1555120 「人新世」時代の文化人類学（’２０） 9999000059 川田　牧人 択一 分担

1555120 「人新世」時代の文化人類学（’２０） 9999000060 箭内　匡 択一 分担

1555120 「人新世」時代の文化人類学（’２０） PRZZ000436 湖中　真哉 択一 主任

1562681 場と時間空間の物理（’１４） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

1562681 場と時間空間の物理（’１４） 8188160563 米谷　民明 択一 主任

1562720 動物の科学（’１５） 8188073740 東　正剛 択一 主任

1562720 動物の科学（’１５） 8188117146 二河　成男 択一 主任

1562720 動物の科学（’１５） IS001438 石浦　章一 択一 分担

1562720 動物の科学（’１５） ZZ000122 三浦　徹 択一 分担

1562720 動物の科学（’１５） ZZ001489 岡　良隆 択一 分担

1562738 植物の科学（’１５） 8188090479 塚谷　裕一 択一 主任

1562738 植物の科学（’１５） 8188152536 荒木　崇 択一 主任

1562738 植物の科学（’１５） ZZ000759 加藤　真 択一 分担

1562738 植物の科学（’１５） ZZ001453 平井　優美 択一 分担

1562738 植物の科学（’１５） ZZ001454 深城　英弘 択一 分担

1562754 量子と統計の物理（’１５） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

1562754 量子と統計の物理（’１５） 8188160563 米谷　民明 択一 主任

1562770 非ユークリッド幾何と時空（’１５） 8188159431 橋本　義武 記述 主任

1562789 エントロピーからはじめる熱力学（’１６） 8188158299 安池　智一 択一 主任

1562789 エントロピーからはじめる熱力学（’１６） 8188160523 秋山　良 択一 主任

1562800 化学反応論－分子の変化と機能（’１７） 8188158299 安池　智一 併用 主任

1562800 化学反応論－分子の変化と機能（’１７） 8188162620 鈴木　啓介 併用 分担

1562819 微分方程式（’１７） 8188158293 石崎　克也 択一 主任

1562827 線型代数学（’１７） 8188022018 隈部　正博 択一 主任

1562851 生物の進化と多様化の科学（’１７） 8188077530 大野　照文 択一 分担

1562851 生物の進化と多様化の科学（’１７） 8188117146 二河　成男 択一 主任

1562851 生物の進化と多様化の科学（’１７） FU001674 深津　武馬 択一 分担

1562851 生物の進化と多様化の科学（’１７） ZZ000317 長谷部　光泰 択一 分担

1562851 生物の進化と多様化の科学（’１７） ZZ001689 工樂　樹洋 択一 分担

1562860 現代を生きるための化学（’１８） 8188161222 橋本　健朗 択一 主任



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1562860 現代を生きるための化学（’１８） ZZ001743 三島　正規 択一 分担

1562860 現代を生きるための化学（’１８） ZZ001870 藤野　竜也 択一 分担

1562878 太陽と太陽系の科学（’１８） ZZ001972 渡部　潤一 択一 分担

1562878 太陽と太陽系の科学（’１８） 8188158390 吉川　真 択一 分担

1562878 太陽と太陽系の科学（’１８） 8188161707 谷口　義明 択一 主任

1562878 太陽と太陽系の科学（’１８） ZZ000856 宮本　英昭 択一 分担

1562886 解析入門（’１８） 8188151243 河添　健 択一 主任

1562894 生命分子と細胞の科学（’１９） 8188007528 藤原　晴彦 択一 分担

1562894 生命分子と細胞の科学（’１９） 8188117146 二河　成男 択一 主任

1562894 生命分子と細胞の科学（’１９） IS001438 石浦　章一 択一 分担

1562908 力と運動の物理（’１９） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

1562908 力と運動の物理（’１９） 8188160652 松井　哲男 択一 主任

1562908 力と運動の物理（’１９） ZZ001926 小玉　英雄 択一 分担

1562916 量子化学（’１９） 8188158299 安池　智一 併用 主任

1562916 量子化学（’１９） 8188161222 橋本　健朗 併用 主任

1562924 宇宙の誕生と進化（’１９） 8188161707 谷口　義明 択一 主任

1562924 宇宙の誕生と進化（’１９） SU000761 須藤　靖 択一 分担

1562924 宇宙の誕生と進化（’１９） ZZ001848 河野　孝太郎 択一 分担

1562924 宇宙の誕生と進化（’１９） ZZ001849 山岡　均 択一 分担

1562932 数学の歴史（’１９） 8188134398 三浦　伸夫 択一 主任

1562959 統計学（’１９） 8188152538 藤井　良宜 択一 主任

1562967 場と時間空間の物理（’２０） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

1562967 場と時間空間の物理（’２０） 8188160652 松井　哲男 択一 主任

1562967 場と時間空間の物理（’２０） ZZ001926 小玉　英雄 択一 分担

1562975 エントロピーからはじめる熱力学（’２０） 8188158299 安池　智一 択一 主任

1562975 エントロピーからはじめる熱力学（’２０） 8188160523 秋山　良 択一 主任

1570064 記号論理学（’１４） 8188153438 加藤　浩 択一 主任

1570064 記号論理学（’１４） 8188158250 土屋　俊 択一 主任

1570129 通信概論（’１４） 8188161569 近藤　喜美夫 択一 主任

1570137 数値の処理と数値解析（’１４） 8188158246 櫻井　鉄也 択一 主任

1570145 情報化社会と教育（’１４） 8188153437 苑　復傑 択一 主任

1570145 情報化社会と教育（’１４） 8188153439 中川　一史 択一 主任

1570145 情報化社会と教育（’１４） ZZ001335 中橋　雄 択一 分担

1570161 アルゴリズムとプログラミング（’１６） 8188153450 鈴木　一史 択一 主任

1570188 データの分析と知識発見（’１６） 8188151197 秋光　淳生 併用 主任

1570196 CGと画像合成の基礎（’１６） 8188153449 浅井　紀久夫 択一 主任

1570200 映像コンテンツの制作技術（’１６） 8188153445 近藤　智嗣 択一 主任

1570218 ユーザ調査法（’１６） 8188153431 三輪　眞木子 択一 分担

1570218 ユーザ調査法（’１６） 8188153442 高橋　秀明 択一 主任

1570218 ユーザ調査法（’１６） 8188153444 青木　久美子 択一 分担

1570218 ユーザ調査法（’１６） 8188153448 大西　仁 択一 分担

1570218 ユーザ調査法（’１６） 8188162610 黒須　正明 択一 主任

1570226 身近なネットワークサービス（’１６） 8188153452 葉田　善章 択一 主任

1570234 コンピュータの動作と管理（’１７） 8188153452 葉田　善章 択一 主任

1570242 問題解決の数理（’１７） 8188153448 大西　仁 択一 主任

1570250 教育のためのＩＣＴ活用（’１７） 8188153434 広瀬　洋子 択一 分担

1570250 教育のためのＩＣＴ活用（’１７） 8188153437 苑　復傑 択一 主任

1570250 教育のためのＩＣＴ活用（’１７） 8188153439 中川　一史 択一 主任

1570250 教育のためのＩＣＴ活用（’１７） 8188153451 辻　靖彦 択一 分担

1570269 データベース（’１７） 8188153443 芝﨑　順司 択一 主任



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1570269 データベース（’１７） 8188153449 浅井　紀久夫 択一 分担

1570269 データベース（’１７） 8188153451 辻　靖彦 択一 主任

1570269 データベース（’１７） 8188157259 小林　亜樹 択一 分担

1570277 データ構造とプログラミング（’１８） 8188153450 鈴木　一史 択一 主任

1570285 コンピュータとソフトウェア（’１８） 8188160651 中谷　多哉子 択一 主任

1570285 コンピュータとソフトウェア（’１８） 8188159482 辰己　丈夫 択一 主任

1570285 コンピュータとソフトウェア（’１８） 8188161933 兼宗　進 択一 分担

1570285 コンピュータとソフトウェア（’１８） ZZ001733 白銀　純子 択一 分担

1570293 デジタル情報の処理と認識（’１８） 8188153447 柳沼　良知 択一 主任

1570307 コンピュータと人間の接点（’１８） 8188157193 暦本　純一 択一 主任

1570307 コンピュータと人間の接点（’１８） 8188162610 黒須　正明 択一 主任

1570315 メディア論（’１８） 8188036267 水越　伸 択一 主任

1570315 メディア論（’１８） ZZ001749 劉　雪雁 択一 分担

1570315 メディア論（’１８） ZZ001750 飯田　豊 択一 分担

1570323 情報セキュリティと情報倫理（’１８） 8188090662 中西　通雄 択一 分担

1570323 情報セキュリティと情報倫理（’１８） 8188153436 山田　恒夫 択一 主任

1570323 情報セキュリティと情報倫理（’１８） 8188159482 辰己　丈夫 択一 主任

1570323 情報セキュリティと情報倫理（’１８） ZZ001305 村田　育也 択一 分担

1570323 情報セキュリティと情報倫理（’１８） ZZ001856 布施　泉 択一 分担

1570331 自然言語処理（’１９） 8188159417 黒橋　禎夫 択一 主任

1570340 情報社会のユニバーサルデザイン（’１９） 8188153434 広瀬　洋子 択一 主任

1570340 情報社会のユニバーサルデザイン（’１９） 8188158248 関根　千佳 択一 主任

1570340 情報社会のユニバーサルデザイン（’１９） ZZ001320 近藤　武夫 択一 分担

1570340 情報社会のユニバーサルデザイン（’１９） ZZ001321 榊原　直樹 択一 分担

1570358 Ｗｅｂのしくみと応用（’１９） 8188153453 森本　容介 択一 主任

1570358 Ｗｅｂのしくみと応用（’１９） 8188160852 伊藤　一成 択一 主任

1570366 データの分析と知識発見（’２０） 8188151197 秋光　淳生 併用 主任

1570374 映像コンテンツの制作技術（’２０） 8188153445 近藤　智嗣 択一 主任

1570390 ユーザ調査法（’２０） 8188153442 高橋　秀明 択一 主任

1570404 情報化社会におけるメディア教育（’２０） 8188153437 苑　復傑 択一 主任

1570404 情報化社会におけるメディア教育（’２０） 8188153439 中川　一史 択一 主任

1570404 情報化社会におけるメディア教育（’２０） ZZ001335 中橋　雄 択一 分担

1570412 身近なネットワークサービス（’２０） 8188153452 葉田　善章 択一 主任

1570420 アルゴリズムとプログラミング（’２０） 8188153450 鈴木　一史 択一 主任

1570439 コンピュータ通信概論（’２０） 8188153452 葉田　善章 択一 主任

1639285 社会と銀行（’１４） 8188154142 吉野　直行 択一 主任

1639285 社会と銀行（’１４） ZZ000881 福田　慎一 択一 分担

1639285 社会と銀行（’１４） ZZ000882 翁　百合 択一 分担

1639285 社会と銀行（’１４） ZZ000883 前多　康男 択一 分担

1639340 大学マネジメント論（’１４） 8184004542 舘　昭 記述 分担

1639340 大学マネジメント論（’１４） 8188151309 田中　義郎 記述 主任

1639340 大学マネジメント論（’１４） 8188151862 山本　眞一 記述 主任

1639340 大学マネジメント論（’１４） ZZ000660 工藤　敏夫 記述 分担

1639340 大学マネジメント論（’１４） ZZ000661 井原　徹 記述 分担

1639358 都市・建築の環境とエネルギー（’１４） 8188007203 梅干野　晁 択一 主任

1639358 都市・建築の環境とエネルギー（’１４） ZZ001291 金島　正治 択一 分担

1639358 都市・建築の環境とエネルギー（’１４） ZZ001292 宿谷　昌則 択一 分担

1639382 ロシアの政治と外交（’１５） 8188150519 横手　慎二 記述 主任

1639382 ロシアの政治と外交（’１５） ZZ001505 大串　敦 記述 分担

1639382 ロシアの政治と外交（’１５） ZZ001506 中馬　瑞貴 記述 分担
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1639404 地域と都市の防災（’１６） 8188151252 目黒　公郎 択一 主任

1639404 地域と都市の防災（’１６） 8188152548 村尾　修 択一 主任

1639404 地域と都市の防災（’１６） 8188159440 和田　章 択一 分担

1639412 環境の可視化（’１５） 8188007203 梅干野　晁 択一 主任

1639412 環境の可視化（’１５） 8188159429 中村　恭志 択一 主任

1639412 環境の可視化（’１５） ZZ001293 浅輪　貴史 択一 分担

1639412 環境の可視化（’１５） ZZ001452 山中　浩明 択一 分担

1639412 環境の可視化（’１５） ZZ001532 野中　崇志 択一 分担

1639420 移動と定住の社会学（’１６） 8188155466 北川　由紀彦 択一 主任

1639420 移動と定住の社会学（’１６） 8188160549 丹野　清人 択一 主任

1639439 東アジアの政治社会と国際関係（’１６） 8188105795 家近　亮子 択一 主任

1639439 東アジアの政治社会と国際関係（’１６） 8188158672 倉田　徹 択一 分担

1639439 東アジアの政治社会と国際関係（’１６） 8188160544 川島　真 択一 主任

1639439 東アジアの政治社会と国際関係（’１６） ZZ001561 平岩　俊司 択一 分担

1639447 パレスチナ問題（’１６） 8181100640 高橋　和夫 記述 主任

1639455 現代の行政と公共政策（’１６） 8188155851 西尾　隆 択一 主任

1639455 現代の行政と公共政策（’１６） ZZ001055 八代　尚宏 択一 分担

1639455 現代の行政と公共政策（’１６） ZZ001056 出雲　明子 択一 分担

1639455 現代の行政と公共政策（’１６） ZZ001058 大森　佐和 択一 分担

1639463 初級簿記（’１６） 8188033863 齋藤　正章 択一 主任

1639471 刑事法（’１６） 8188120039 白取　祐司 択一 主任

1639498 雇用社会と法（’１７） 8188144815 道幸　哲也 択一 主任

1639501 日本政治思想史（’１７） 8188161708 原　武史 記述 主任

1639510 アジア産業論（’１７） 8188021983 河合　明宣 択一 主任

1639510 アジア産業論（’１７） 8188086080 水野　正己 択一 分担

1639510 アジア産業論（’１７） 8188161576 朽木　昭文 択一 主任

1639510 アジア産業論（’１７） ZZ001324 藤島　廣二 択一 分担

1639510 アジア産業論（’１７） ZZ001649 古橋　元 択一 分担

1639528 ＮＰＯマネジメント（’１７） 8188021983 河合　明宣 択一 主任

1639528 ＮＰＯマネジメント（’１７） 8188033863 齋藤　正章 択一 分担

1639528 ＮＰＯマネジメント（’１７） 8188161572 大橋　正明 択一 主任

1639536 現代の内部監査（’１７） 8188033863 齋藤　正章 択一 主任

1639536 現代の内部監査（’１７） 8188152863 蟹江　章 択一 主任

1639544 マーケティング論（’１７） 8188161589 芳賀　康浩 択一 主任

1639544 マーケティング論（’１７） 8188161592 平木　いくみ 択一 主任

1639552 ファイナンス入門（’１７） 8188033863 齋藤　正章 択一 主任

1639552 ファイナンス入門（’１７） 8188155842 阿部　圭司 択一 主任

1639560 物質・材料工学と社会（’１７） 8188161582 里　達雄 択一 主任

1639560 物質・材料工学と社会（’１７） 8188161585 谷岡　明彦 択一 主任

1639579 家族と高齢社会の法（’１７） 8188161574 川島　志保 択一 主任

1639579 家族と高齢社会の法（’１７） 8188161584 関　ふ佐子 択一 主任

1639579 家族と高齢社会の法（’１７） ZZ001665 原田　啓一郎 択一 分担

1639579 家族と高齢社会の法（’１７） ZZ001680 榊原　富士子 択一 分担

1639579 家族と高齢社会の法（’１７） ZZ001681 布施　憲子 択一 分担

1639587 都市と農山村からみる身近な経済（’１８） 8181100420 坂井　素思 択一 分担

1639587 都市と農山村からみる身近な経済（’１８） 8188052929 伊藤　勝久 択一 主任

1639587 都市と農山村からみる身近な経済（’１８） 8188088328 坂田　裕輔 択一 主任

1639587 都市と農山村からみる身近な経済（’１８） 8188109894 新井　圭太 択一 主任

1639595 都市と地域の社会学（’１８） 8188154786 森岡　淸志 択一 主任

1639595 都市と地域の社会学（’１８） 8188155466 北川　由紀彦 択一 主任



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1639595 都市と地域の社会学（’１８） ZZ001726 伊藤　泰郎 択一 分担

1639595 都市と地域の社会学（’１８） ZZ001727 原田　謙 択一 分担

1639609 グローバル経済史（’１８） 8188162619 島田　竜登 択一 主任

1639609 グローバル経済史（’１８） 8188162630 水島　司 択一 主任

1639617 現代の国際政治（’１８） 8181100640 高橋　和夫 記述 主任

1639625 市民生活と裁判（’１８） 8188155847 川島　清嘉 択一 主任

1639625 市民生活と裁判（’１８） 8188161574 川島　志保 択一 主任

1639625 市民生活と裁判（’１８） ZZ001827 徳田　暁 択一 分担

1639625 市民生活と裁判（’１８） ZZ001828 中村　真由美 択一 分担

1639625 市民生活と裁判（’１８） ZZ001829 藤田　香織 択一 分担

1639633 行政法（’１８） 8188162638 渡邊　賢 択一 主任

1639641 著作権法（’１８） 8188078560 作花　文雄 択一 主任

1639650 管理会計（’１８） 8188033863 齋藤　正章 択一 主任

1639676 フードシステムと日本農業（’１８） 8188162625 新山　陽子 択一 主任

1639676 フードシステムと日本農業（’１８） KI002024 清原　昭子 択一 分担

1639676 フードシステムと日本農業（’１８） ZZ001793 関根　佳恵 択一 分担

1639676 フードシステムと日本農業（’１８） ZZ001794 工藤　春代 択一 分担

1639676 フードシステムと日本農業（’１８） ZZ001795 鬼頭　弥生 択一 分担

1639684 地球温暖化と社会イノベーション（’１８） 8188156582 六川　修一 択一 主任

1639684 地球温暖化と社会イノベーション（’１８） 8188162631 向井　人史 択一 主任

1639684 地球温暖化と社会イノベーション（’１８） ZZ001814 小倉　新司 択一 分担

1639684 地球温暖化と社会イノベーション（’１８） ZZ001815 八木　一行 択一 分担

1639684 地球温暖化と社会イノベーション（’１８） ZZ001816 佐野　大輔 択一 分担

1639692 住まいの環境デザイン（’１８） 8188007203 梅干野　晁 択一 主任

1639692 住まいの環境デザイン（’１８） 8188162623 田中　稲子 択一 主任

1639706 民法（’１７） 8188161597 武川　幸嗣 択一 主任

1710010 生活経済学（’１６） 8188109276 重川　純子 択一 主任

1710028 社会福祉への招待（’１６） 8188150783 黒岩　亮子 択一 分担

1710028 社会福祉への招待（’１６） 8188160525 岩田　正美 択一 主任

1710028 社会福祉への招待（’１６） ZZ001548 田中　恵美子 択一 分担

1710028 社会福祉への招待（’１６） ZZ001566 村田　文世 択一 分担

1710036 健康と社会（’１７） 8188154951 山崎　喜比古 択一 主任

1710036 健康と社会（’１７） 8188155874 戸ヶ里　泰典 択一 分担

1710036 健康と社会（’１７） 8188162848 井上　洋士 択一 主任

1710036 健康と社会（’１７） ZZ000944 高山　智子 択一 分担

1710036 健康と社会（’１７） ZZ000945 一戸　真子 択一 分担

1710044 疾病の成立と回復促進（’１７） 8188151433 佐伯　由香 択一 主任

1710044 疾病の成立と回復促進（’１７） 8188156671 田城　孝雄 択一 分担

1710044 疾病の成立と回復促進（’１７） 8188161573 岡田　忍 択一 主任

1710044 疾病の成立と回復促進（’１７） 8188161600 山内　豊明 択一 分担

1710044 疾病の成立と回復促進（’１７） ZZ001666 長嶋　洋治 択一 分担

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） 8188156671 田城　孝雄 択一 分担

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） 8188161581 櫻井　隆 択一 主任

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） 8188161591 服部　信孝 択一 主任

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） 8188162202 小川　薫 択一 分担

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） ZZ001388 内藤　俊夫 択一 分担

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） ZZ001713 射場　敏明 択一 分担

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） ZZ001714 代田　浩之 択一 分担

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） ZZ001716 小松　則夫 択一 分担

1710052 疾病の回復を促進する薬（’１７） ZZ001717 坂口　佐知 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1710060 睡眠と健康（’１７） 8188090903 林　光緒 択一 主任

1710060 睡眠と健康（’１７） 8188149766 宮崎　総一郎 択一 主任

1710060 睡眠と健康（’１７） ZZ001148 伊藤　洋 択一 分担

1710060 睡眠と健康（’１７） ZZ001149 勢井　宏義 択一 分担

1710087 生活における地理空間情報の活用（’１６） 8188155873 川原　靖弘 択一 主任

1710087 生活における地理空間情報の活用（’１６） 8188160580 関本　義秀 択一 主任

1710087 生活における地理空間情報の活用（’１６） ZZ001583 瀬戸　寿一 択一 分担

1710087 生活における地理空間情報の活用（’１６） ZZ001584 山田　育穂 択一 分担

1710087 生活における地理空間情報の活用（’１６） ZZ001585 中村　康久 択一 分担

1710095 生活者のための不動産学への招待（’１８） 8188081102 中西　正彦 択一 分担

1710095 生活者のための不動産学への招待（’１８） 8188157168 齊藤　広子 択一 主任

1710095 生活者のための不動産学への招待（’１８） 8188157184 中城　康彦 択一 主任

1710095 生活者のための不動産学への招待（’１８） ZZ001767 周藤　利一 択一 分担

1710095 生活者のための不動産学への招待（’１８） ZZ001769 藤原　徹 択一 分担

1710109 人体の構造と機能（’１８） 8188162614 岡田　隆夫 択一 主任

1710109 人体の構造と機能（’１８） 8188162617 坂井　建雄 択一 主任

1710117 感染症と生体防御（’１８） 8188069880 北村　聖 択一 主任

1710117 感染症と生体防御（’１８） 8188156671 田城　孝雄 択一 主任

1710117 感染症と生体防御（’１８） ZZ001384 北村　義浩 択一 分担

1710117 感染症と生体防御（’１８） ZZ001385 岩田　健太郎 択一 分担

1710117 感染症と生体防御（’１８） ZZ001386 矢野　晴美 択一 分担

1710117 感染症と生体防御（’１８） ZZ001387 高橋　優三 択一 分担

1710117 感染症と生体防御（’１８） ZZ001891 乾　啓洋 択一 分担

1710125 健康への力の探究（’１９） 8188154595 中山　和弘 択一 主任

1710125 健康への力の探究（’１９） 8188155874 戸ヶ里　泰典 択一 主任

1710125 健康への力の探究（’１９） 8188160658 米倉　佑貴 択一 分担

1710125 健康への力の探究（’１９） ZZ001885 孫　大輔 択一 分担

1710125 健康への力の探究（’１９） ZZ001886 佐藤　みほ 択一 分担

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） 8188156671 田城　孝雄 択一 主任

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） 8188159428 内藤　久士 択一 主任

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） ZZ001434 石島　旨章 択一 分担

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） ZZ001435 田村　好史 択一 分担

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） ZZ001436 森谷　敏夫 択一 分担

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） ZZ001437 鈴木　大地 択一 分担

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） ZZ001438 島田　和典 択一 分担

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） ZZ001942 本井　ゆみ子 択一 分担

1710133 健康長寿のためのスポートロジー（’１９） ZZ001943 戸塚　ゆ加里 択一 分担

1710141 人間にとって貧困とは何か（’１９） 8188159430 西澤　晃彦 択一 主任

1710150 生活経済学（’２０） 8188109276 重川　純子 択一 主任

1720015 発達科学の先人たち（’１６） 8188008741 岩永　雅也 択一 主任

1720015 発達科学の先人たち（’１６） 8188152284 森　津太子 択一 分担

1720015 発達科学の先人たち（’１６） 8188159562 齋藤　高雅 択一 分担

1720015 発達科学の先人たち（’１６） 8188160562 星　薫 択一 主任

1720015 発達科学の先人たち（’１６） 8188161566 岡崎　友典 択一 分担

1720023 発達心理学概論（’１７） 8188153629 塘　利枝子 択一 分担

1720023 発達心理学概論（’１７） 8188160653 向田　久美子 択一 主任

1720023 発達心理学概論（’１７） ZZ001651 上原　泉 択一 分担

1720023 発達心理学概論（’１７） ZZ001652 福島　朋子 択一 分担

1720040 戦後日本教育史（’１８） 8188162615 貝塚　茂樹 択一 主任

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188008741 岩永　雅也 択一 分担
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1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188082038 大場　登 択一 分担

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188095990 佐藤　仁美 択一 主任

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188140449 小野　けい子 択一 分担

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188152281 小川　正人 択一 分担

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188152284 森　津太子 択一 分担

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188154287 小川　俊樹 択一 分担

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188155875 小林　真理子 択一 分担

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188159394 倉光　修 択一 分担

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188160650 田中　統治 択一 主任

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188160653 向田　久美子 択一 主任

1720058 心理と教育へのいざない（’１８） 8188161705 岩崎　久美子 択一 分担

1720066 心理学概論（’１８） 8188152284 森　津太子 択一 主任

1720066 心理学概論（’１８） 8188160653 向田　久美子 択一 主任

1720066 心理学概論（’１８） 8188162743 進藤　聡彦 択一 分担

1720074 教育社会学概論（’１９） 8188008741 岩永　雅也 択一 主任

1720082 教育・学校心理学（’２０） 8188154822 谷口　明子 択一 主任

1720082 教育・学校心理学（’２０） 8188162743 進藤　聡彦 択一 主任

1730010 社会学入門（’１６） 8188154786 森岡　淸志 択一 主任

1730010 社会学入門（’１６） ZZ000839 安河内　恵子 択一 分担

1730029 政治学へのいざない（’１６） 8188048310 山岡　龍一 記述 主任

1730029 政治学へのいざない（’１６） 8188094803 御厨　貴 記述 主任

1730029 政治学へのいざない（’１６） ZZ001555 苅部　直 記述 分担

1730037 現代会計（’１６） 8188160546 齋藤　真哉 択一 主任

1730045 環境問題のとらえ方と解決方法（’１７） 8188007203 梅干野　晁 択一 分担

1730045 環境問題のとらえ方と解決方法（’１７） 8188155465 岡田　光正 択一 主任

1730045 環境問題のとらえ方と解決方法（’１７） 8188160575 藤江　幸一 択一 主任

1730045 環境問題のとらえ方と解決方法（’１７） ZZ001711 小林　剛 択一 分担

1730045 環境問題のとらえ方と解決方法（’１７） ZZ001712 亀屋　隆志 択一 分担

1730053 技術経営の考え方（’１７） 8188161596 宮崎　久美子 択一 主任

1730053 技術経営の考え方（’１７） PRZZ001654 木嶋　恭一 択一 分担

1730053 技術経営の考え方（’１７） ZZ001655 辻本　将晴 択一 分担

1730053 技術経営の考え方（’１７） ZZ001656 田中　義敏 択一 分担

1730053 技術経営の考え方（’１７） ZZ001657 仙石　愼太郎 択一 分担

1730061 社会統計学入門（’１８） 8188056745 林　拓也 択一 主任

1730061 社会統計学入門（’１８） ZZ001047 石田　光規 択一 分担

1730061 社会統計学入門（’１８） ZZ001057 田辺　俊介 択一 分担

1730070 法学入門（’１８） 8188161709 柳原　正治 択一 主任

1730070 法学入門（’１８） ZZ001753 西　英昭 択一 分担

1730070 法学入門（’１８） ZZ001754 山口　亮介 択一 分担

1730070 法学入門（’１８） ZZ001755 沖　祐太郎 択一 分担

1730088 経営学概論（’１８） 8188085793 山田　幸三 択一 主任

1730096 経済社会を考える（’１９） 8181100420 坂井　素思 択一 主任

1730096 経済社会を考える（’１９） PRZZ001928 間々田　孝夫 択一 主任

1730100 社会調査の基礎（’１９） 8188067312 山口　恵子 択一 主任

1730100 社会調査の基礎（’１９） 8188155466 北川　由紀彦 択一 主任

1730118 グローバル化時代の日本国憲法（’１９） PRZZ001839 山元　一 択一 主任

1730126 現代の会計（’２０） 8188160546 齋藤　真哉 択一 主任

1740016 西洋哲学の起源（’１６） 8188016339 荻野　弘之 記述 主任

1740016 西洋哲学の起源（’１６） 8188066916 桑原　直己 記述 主任

1740024 世界文学への招待（’１６） 8188155433 宮下　志朗 択一 主任
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1740024 世界文学への招待（’１６） 8188160543 小野　正嗣 択一 主任

1740024 世界文学への招待（’１６） ZZ001549 藤井　光 択一 分担

1740024 世界文学への招待（’１６） ZZ001550 岡　真理 択一 分担

1740024 世界文学への招待（’１６） ZZ001551 阿部　賢一 択一 分担

1740024 世界文学への招待（’１６） ZZ001552 渡辺　直紀 択一 分担

1740024 世界文学への招待（’１６） ZZ001553 マイケル・エメリック 択一 分担

1740032 ラテン語の世界（’１６） 8188160553 ヘルマン・ゴチェフスキ 択一 主任

1740032 ラテン語の世界（’１６） 8188161216 井口　篤 択一 主任

1740040 新しい言語学（’１８） 8188158297 滝浦　真人 択一 主任

1740040 新しい言語学（’１８） ZZ001671 森　雄一 択一 分担

1740040 新しい言語学（’１８） ZZ001673 熊谷　智子 択一 分担

1740040 新しい言語学（’１８） ZZ001820 松井　智子 択一 分担

1740067 哲学・思想を今考える（’１８） 8188159392 魚住　孝至 併用 主任

1740075 日本文学における古典と近代（’１８） 8188000826 島内　裕子 択一 主任

1740083 総合人類学としてのヒト学（’１８） 8188162621 高倉　浩樹 択一 主任

1740083 総合人類学としてのヒト学（’１８） ZZ000852 梅﨑　昌裕 択一 分担

1740083 総合人類学としてのヒト学（’１８） ZZ001775 今村　薫 択一 分担

1740083 総合人類学としてのヒト学（’１８） ZZ001776 深山　直子 択一 分担

1740083 総合人類学としてのヒト学（’１８） ZZ001777 赤堀　雅幸 択一 分担

1740091 現代人文地理学（’１８） 8188153977 佐藤　廉也 択一 主任

1740091 現代人文地理学（’１８） 8188156616 宮澤　仁 択一 主任

1740091 現代人文地理学（’１８） ZZ001760 矢部　直人 択一 分担

1740091 現代人文地理学（’１８） ZZ001761 池口　明子 択一 分担

1740091 現代人文地理学（’１８） ZZ001766 村山　良之 択一 分担

1740105 漢文の読み方（’１９） 8188113356 宮本　徹 択一 主任

1740105 漢文の読み方（’１９） 8188152518 近藤　浩之 択一 分担

1740105 漢文の読み方（’１９） PRZZ001876 松江　崇 択一 主任

1740105 漢文の読み方（’１９） ZZ001881 和田　英信 択一 分担

1740105 漢文の読み方（’１９） ZZ001882 小寺　敦 択一 分担

1740113 コミュニケーション学入門（’１９） 8188082111 大橋　理枝 択一 主任

1740113 コミュニケーション学入門（’１９） 8188149608 根橋　玲子 択一 主任

1740113 コミュニケーション学入門（’１９） ZZ001895 桝本　智子 択一 分担

1740113 コミュニケーション学入門（’１９） ZZ001896 佐々木　由美 択一 分担

1740113 コミュニケーション学入門（’１９） ZZ001897 花光　里香 択一 分担

1740121 博物館概論（’１９） 8188147769 本田　光子 択一 分担

1740121 博物館概論（’１９） 8188154886 吉田　憲司 択一 分担

1740121 博物館概論（’１９） 8188155860 大髙　幸 択一 分担

1740121 博物館概論（’１９） 8188158296 稲村　哲也 択一 主任

1740121 博物館概論（’１９） ZZ000656 井上　洋一 択一 分担

1740130 日本語学入門（’２０） 8188158297 滝浦　真人 択一 主任

1740130 日本語学入門（’２０） PRZZ002028 石黒　圭 択一 分担

1740130 日本語学入門（’２０） PRZZ002029 衣畑　智秀 択一 分担

1740130 日本語学入門（’２０） PRZZ002030 澤村　美幸 択一 分担

1740130 日本語学入門（’２０） PRZZ002031 前田　直子 択一 分担

1750011 日常生活のデジタルメディア（’１８） 8188153442 高橋　秀明 択一 主任

1750011 日常生活のデジタルメディア（’１８） 8188153444 青木　久美子 択一 主任

1750020 情報・メディアと法（’１８） 8188153432 児玉　晴男 択一 主任

1750038 計算の科学と手引き（’１９） 8188159482 辰己　丈夫 択一 主任

1750038 計算の科学と手引き（’１９） 8188160576 村上　祐子 択一 分担

1750038 計算の科学と手引き（’１９） PRZZ000526 高岡　詠子 択一 主任



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1750038 計算の科学と手引き（’１９） ZZ001153 西田　知博 択一 分担

1750046 情報理論とデジタル表現（’１９） 8188153438 加藤　浩 択一 主任

1750046 情報理論とデジタル表現（’１９） 8188153449 浅井　紀久夫 択一 主任

1750046 情報理論とデジタル表現（’１９） 8188153453 森本　容介 択一 分担

1760017 生物環境の科学（’１６） 8188159393 加藤　和弘 択一 主任

1760025 初歩からの物理（’１６） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

1760025 初歩からの物理（’１６） 8188160563 米谷　民明 択一 主任

1760033 ダイナミックな地球（’１６） 8188153405 鳥海　光弘 択一 主任

1760033 ダイナミックな地球（’１６） 8188156682 大森　聡一 択一 主任

1760033 ダイナミックな地球（’１６） ZZ001573 河野　健 択一 分担

1760033 ダイナミックな地球（’１６） ZZ001574 米山　邦夫 択一 分担

1760041 入門微分積分（’１６） 8188158293 石崎　克也 択一 主任

1760068 物理の世界（’１７） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

1760068 物理の世界（’１７） 8188160652 松井　哲男 択一 主任

1760076 化学結合論－分子の構造と機能（’１７） 8188161222 橋本　健朗 択一 主任

1760076 化学結合論－分子の構造と機能（’１７） ZZ001743 三島　正規 択一 分担

1760076 化学結合論－分子の構造と機能（’１７） ZZ001744 廣田　耕志 択一 分担

1760076 化学結合論－分子の構造と機能（’１７） ZZ001745 西長　亨 択一 分担

1760076 化学結合論－分子の構造と機能（’１７） ZZ001746 佐藤　総一 択一 分担

1760084 初歩からの宇宙の科学（’１７） 8188162611 吉岡　一男 択一 主任

1760092 初歩からの生物学（’１８） 8188117146 二河　成男 択一 主任

1760092 初歩からの生物学（’１８） 8188159393 加藤　和弘 択一 主任

1760106 初歩からの化学（’１８） 8188158299 安池　智一 択一 主任

1760106 初歩からの化学（’１８） 8188162620 鈴木　啓介 択一 主任

1760114 入門線型代数（’１９） 8188022018 隈部　正博 択一 主任

1847465 途上国を考える（’１４） 8188021983 河合　明宣 択一 主任

1847465 途上国を考える（’１４） 8188160560 髙木　保興 択一 主任

1847490 技術マネジメントの法システム（’１４） 8188153432 児玉　晴男 択一 主任

1847490 技術マネジメントの法システム（’１４） ZZ001311 山川　隆一 択一 分担

1847490 技術マネジメントの法システム（’１４） ZZ001312 加藤　浩 択一 分担

1847503 暮らしに役立つバイオサイエンス（’１５） 8188156886 岩橋　均 択一 主任

1847503 暮らしに役立つバイオサイエンス（’１５） 8188159421 重松　亨 択一 主任

1847503 暮らしに役立つバイオサイエンス（’１５） ZZ001415 髙橋　淳子 択一 分担

1847503 暮らしに役立つバイオサイエンス（’１５） ZZ001417 井口　晃徳 択一 分担

1847503 暮らしに役立つバイオサイエンス（’１５） ZZ001456 安部　博子 択一 分担

1847520 多様なキャリアを考える（’１５） 8181100420 坂井　素思 択一 分担

1847520 多様なキャリアを考える（’１５） 8188119871 原田　順子 択一 主任

1847520 多様なキャリアを考える（’１５） 8188144815 道幸　哲也 択一 主任

1847520 多様なキャリアを考える（’１５） 8188154786 森岡　淸志 択一 分担

1847520 多様なキャリアを考える（’１５） ZZ001468 角方　正幸 択一 分担

1847538 環境と社会（’１５） 8188027750 大塚　直 択一 主任

1847538 環境と社会（’１５） 8188102862 植田　和弘 択一 主任

1847546 証券市場と私たちの経済（’１５） 8188113969 野間　敏克 択一 主任

1847546 証券市場と私たちの経済（’１５） 8188154333 清水　葉子 択一 分担

1847546 証券市場と私たちの経済（’１５） ZZ001484 須藤　時仁 択一 分担

1847546 証券市場と私たちの経済（’１５） ZZ001485 若園　智明 択一 分担

1847554 世界の中の日本（’１５） 8181100640 高橋　和夫 記述 主任

1847562 進化する情報社会（’１５） 8188104750 小牧　省三 択一 主任

1847562 進化する情報社会（’１５） 8188153432 児玉　晴男 択一 主任

1847562 進化する情報社会（’１５） SI002145 下條　真司 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1847562 進化する情報社会（’１５） ZZ000974 國領　二郎 択一 分担

1847562 進化する情報社会（’１５） ZZ001529 今川　拓郎 択一 分担

1887335 母性看護学（’２０） 8188155647 岡山　久代 択一 分担

1887335 母性看護学（’２０） 8188158245 齋藤　いずみ 択一 主任

1887335 母性看護学（’２０） 9999000003 立岡　弓子 択一 分担

1887335 母性看護学（’２０） 9999000005 西岡　笑子 択一 分担

1887335 母性看護学（’２０） 9999000007 菱沼　由梨 択一 分担

1887343 小児看護学（’１６） 8188123752 筒井　真優美 択一 分担

1887343 小児看護学（’１６） 8188152485 江本　リナ 択一 主任

1887343 小児看護学（’１６） PRZZ000213 鈴木　真知子 択一 分担

1887343 小児看護学（’１６） PRZZ000832 川名　るり 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） 8188162626 林　直子 択一 主任

1887351 成人看護学（’１８） 8188162848 井上　洋士 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） 8188162863 佐藤　まゆみ 択一 主任

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001326 髙栁　千賀子 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001796 亀井　智子 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001797 山田　緑 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001798 米田　昭子 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001799 綿貫　成明 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001800 野崎　真奈美 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001801 佐藤　正美 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001802 鈴木　久美 択一 分担

1887351 成人看護学（’１８） PRZZ001803 岡　美智代 択一 分担

1887360 精神看護学（’１９） 8188153948 松下　年子 択一 主任

1887360 精神看護学（’１９） PRZZ001843 田辺　有理子 択一 主任

1887360 精神看護学（’１９） PRZZ001899 吉川　隆博 択一 分担

1887360 精神看護学（’１９） PRZZ001900 辻脇　邦彦 択一 分担

1887360 精神看護学（’１９） PRZZ001901 森　千鶴 択一 分担

1887378 老年看護学（’１９） 8188155872 井出　訓 択一 主任

1887378 老年看護学（’１９） ZZ001556 山田　正己 択一 分担

1887378 老年看護学（’１９） PRZZ001877 谷口　珠実 択一 分担

1887378 老年看護学（’１９） PRZZ001878 山川　みやえ 択一 分担

1887378 老年看護学（’１９） PRZZ001879 松岡　千代 択一 分担

1910019 社会福祉と法（’１６） 8188095849 大曽根　寛 択一 主任

1910019 社会福祉と法（’１６） 8188155566 原田　欣宏 択一 分担

1910019 社会福祉と法（’１６） 8188159590 廣田　久美子 択一 分担

1910019 社会福祉と法（’１６） ZZ001533 木村　茂喜 択一 分担

1910019 社会福祉と法（’１６） ZZ001546 奥貫　妃文 択一 分担

1910027 死生学のフィールド（’１８） 8188151658 鈴木　康明 択一 分担

1910027 死生学のフィールド（’１８） 8188152885 石丸　昌彦 択一 主任

1910027 死生学のフィールド（’１８） 8188161658 坂口　幸弘 択一 分担

1910027 死生学のフィールド（’１８） 8188162634 山崎　浩司 択一 主任

1910027 死生学のフィールド（’１８） ZZ001806 会田　薫子 択一 分担

1910027 死生学のフィールド（’１８） ZZ001808 鈴木　由利子 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） 8188117518 奈良　由美子 択一 主任

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） 8188152267 上田　和勇 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） 8188158296 稲村　哲也 択一 主任

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） 8188160060 山本　太郎 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） SI001478 清水　展 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） ZZ000434 阿部　健一 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） ZZ001863 鈴木　康弘 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） ZZ001864 山極　壽一 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） ZZ001865 村山　美穂 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） ZZ001866 藤井　純夫 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） ZZ001867 杉山　三郎 択一 分担

1910035 レジリエンスの諸相（’１８） ZZ001869 平野　真理 択一 分担

1910043 社会福祉と法（’２０） 8188095849 大曽根　寛 択一 主任

1910043 社会福祉と法（’２０） 8188155566 原田　欣宏 択一 分担

1910043 社会福祉と法（’２０） 8188159590 廣田　久美子 択一 分担

1910043 社会福祉と法（’２０） ZZ001533 木村　茂喜 択一 分担

1910043 社会福祉と法（’２０） ZZ001546 奥貫　妃文 択一 分担

1920014 色と形を探究する（’１７） 8181100420 坂井　素思 択一 分担

1920014 色と形を探究する（’１７） 8188082111 大橋　理枝 択一 分担

1920014 色と形を探究する（’１７） 8188095990 佐藤　仁美 択一 主任

1920014 色と形を探究する（’１７） 8188117146 二河　成男 択一 主任

1920014 色と形を探究する（’１７） 8188162611 吉岡　一男 択一 分担

1930010 権力の館を考える（’１６） 8181100640 高橋　和夫 記述 分担

1930010 権力の館を考える（’１６） 8188094803 御厨　貴 記述 主任

1930010 権力の館を考える（’１６） ZZ001562 井上　章一 記述 分担

1930010 権力の館を考える（’１６） ZZ001563 五十嵐　太郎 記述 分担

1930028 海からみた産業と日本（’１６） 8188119871 原田　順子 択一 主任

1930028 海からみた産業と日本（’１６） 8188158205 池田　龍彦 択一 主任

1930028 海からみた産業と日本（’１６） ZZ001564 石原　伸志 択一 分担

1930028 海からみた産業と日本（’１６） ZZ001565 北田　桃子 択一 分担

1930028 海からみた産業と日本（’１６） ZZ001576 合田　浩之 択一 分担

1930036 エネルギーと社会（’１９） 8188159427 堤　敦司 択一 主任

1930036 エネルギーと社会（’１９） 8188162742 迫田　章義 択一 主任

1930036 エネルギーと社会（’１９） ZZ001525 藤井　康正 択一 分担

1930036 エネルギーと社会（’１９） ZZ001527 岩船　由美子 択一 分担

1930036 エネルギーと社会（’１９） ZZ001605 寺井　隆幸 択一 分担

1930044 開発経済学：アジアの農村から（’２０） PRZZ001971 大野　昭彦 択一 主任

1930044 開発経済学：アジアの農村から（’２０） PRZZ001982 加治佐　敬 択一 分担

1930044 開発経済学：アジアの農村から（’２０） PRZZ001983 藤田　幸一 択一 分担

1930044 開発経済学：アジアの農村から（’２０） PRZZ001984 Chansathith Chaleunsinh 択一 分担

1930109 新時代の組織経営と働き方（’２０） 8181100420 坂井　素思 択一 分担

1930109 新時代の組織経営と働き方（’２０） 8188119871 原田　順子 択一 主任

1930109 新時代の組織経営と働き方（’２０） 8188154786 森岡　淸志 択一 分担

1930109 新時代の組織経営と働き方（’２０） 9999000002 関口　倫紀 択一 分担

1930109 新時代の組織経営と働き方（’２０） PRZZ000847 大内　章子 択一 分担

1930109 新時代の組織経営と働き方（’２０） PRZZ000848 権丈　英子 択一 分担

1930109 新時代の組織経営と働き方（’２０） PRZZ001961 若林　直樹 択一 主任

1940015 音を追究する（’１６） 8181100420 坂井　素思 択一 分担

1940015 音を追究する（’１６） 8188082111 大橋　理枝 択一 主任

1940015 音を追究する（’１６） 8188095990 佐藤　仁美 択一 主任

1940015 音を追究する（’１６） 8188156681 岸根　順一郎 択一 分担

1940015 音を追究する（’１６） 8188157722 高松　晃子 択一 分担

1940015 音を追究する（’１６） ZZ001591 亀川　徹 択一 分担

1950010 情報化社会と国際ボランティア（’１９） 8188153436 山田　恒夫 択一 主任

1950010 情報化社会と国際ボランティア（’１９） 8188162955 小川　寿美子 択一 分担

1950010 情報化社会と国際ボランティア（’１９） NA002169 中村　安秀 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

1950010 情報化社会と国際ボランティア（’１９） ZZ001920 林　薫 択一 分担

1950029 ＡＩシステムと人・社会との関係（’２０） 8188151197 秋光　淳生 択一 分担

1950029 ＡＩシステムと人・社会との関係（’２０） 8188160651 中谷　多哉子 択一 主任

1950029 ＡＩシステムと人・社会との関係（’２０） PRZZ001962 山口　高平 択一 主任

1950037 情報技術が拓く人間理解（’２０） 8188117146 二河　成男 択一 分担

1950037 情報技術が拓く人間理解（’２０） 8188153440 仁科　エミ 択一 主任

1950037 情報技術が拓く人間理解（’２０） 8188157868 稲葉　利江子 択一 分担

1950037 情報技術が拓く人間理解（’２０） 8188159482 辰己　丈夫 択一 主任

1950037 情報技術が拓く人間理解（’２０） PRZZ002006 角　康之 択一 分担

5140013 小学校外国語教育教授基礎論（’１７） 8188161846 粕谷　恭子 択一 主任

5140013 小学校外国語教育教授基礎論（’１７） 8188161847 直山　木綿子 択一 主任

5140013 小学校外国語教育教授基礎論（’１７） 8188162291 大城　賢 択一 分担

5140013 小学校外国語教育教授基礎論（’１７） ZZ001825 大里　弘美 択一 分担

5140013 小学校外国語教育教授基礎論（’１７） ZZ001826 山田　誠志 択一 分担

8910650 生活ガバナンス研究（’１５） 8184002278 木下　勇 択一 分担

8910650 生活ガバナンス研究（’１５） 8188084407 赤塚　朋子 択一 分担

8910650 生活ガバナンス研究（’１５） 8188117518 奈良　由美子 択一 主任

8910650 生活ガバナンス研究（’１５） 8188140428 宮本　みち子 択一 主任

8910650 生活ガバナンス研究（’１５） ZZ001473 津富　宏 択一 分担

8910669 家族生活研究（’１５） 8188140428 宮本　みち子 択一 主任

8910669 家族生活研究（’１５） 8188149776 清水　新二 択一 主任

8910669 家族生活研究（’１５） ZZ000776 上野　加代子 択一 分担

8910669 家族生活研究（’１５） ZZ000808 神原　文子 択一 分担

8910669 家族生活研究（’１５） ZZ001457 吉原　千賀 択一 分担

8910677 食健康科学（’１５） 8188123532 小城　勝相 択一 主任

8910677 食健康科学（’１５） 8188123548 菊﨑　泰枝 択一 分担

8910677 食健康科学（’１５） 8188136416 清水　誠 択一 主任

8910677 食健康科学（’１５） 8188162618 佐藤　隆一郎 択一 分担

8910677 食健康科学（’１５） ZZ001481 下条　直樹 択一 分担

8910707 精神医学特論（’１６） 8188152885 石丸　昌彦 択一 主任

8910707 精神医学特論（’１６） 8188160551 広瀬　宏之 択一 主任

8910715 生活リスクマネジメント（’１７） 8188117518 奈良　由美子 択一 主任

8910723 健康・スポーツ科学研究（’１７） 8188158916 関根　紀子 択一 主任

8910723 健康・スポーツ科学研究（’１７） ZZ001634 福　典之 択一 分担

8910723 健康・スポーツ科学研究（’１７） ZZ001635 澤田　亨 択一 分担

8910723 健康・スポーツ科学研究（’１７） ZZ001636 村上　晴香 択一 分担

8910731 生活変動と社会福祉（’１８） 8188012114 山田　知子 択一 主任

8910731 生活変動と社会福祉（’１８） 8188020026 石渡　和実 択一 分担

8910731 生活変動と社会福祉（’１８） ZZ001762 森田　明美 択一 分担

8910731 生活変動と社会福祉（’１８） ZZ001764 今井　小の実 択一 分担

8910740 福祉政策の課題（’１８） 8188095849 大曽根　寛 記述 主任

8910740 福祉政策の課題（’１８） 8188117041 金川　めぐみ 記述 分担

8910740 福祉政策の課題（’１８） 8188149963 永井　順子 記述 分担

8910740 福祉政策の課題（’１８） 8188153002 深谷　裕 記述 分担

8910740 福祉政策の課題（’１８） 8188156131 森田　慎二郎 記述 分担

8910758 ヘルスリサーチの方法論（’１９） 8188154230 森　真喜子 択一 分担

8910758 ヘルスリサーチの方法論（’１９） 8188155874 戸ヶ里　泰典 択一 分担

8910758 ヘルスリサーチの方法論（’１９） 8188157219 伊藤　美樹子 択一 分担

8910758 ヘルスリサーチの方法論（’１９） 8188162848 井上　洋士 択一 主任

8910758 ヘルスリサーチの方法論（’１９） ZZ001208 木下　康仁 択一 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

8910758 ヘルスリサーチの方法論（’１９） ZZ001211 木原　雅子 択一 分担

8910758 ヘルスリサーチの方法論（’１９） ZZ001938 大北　全俊 択一 分担

8910766 スポーツ・健康医科学（’１９） 8188159416 河合　祥雄 択一 主任

8910766 スポーツ・健康医科学（’１９） ZZ001503 大西　朋 択一 分担

8910766 スポーツ・健康医科学（’１９） ZZ001504 佐賀　典生 択一 分担

8910774 コミュニティヘルスケア研究（’１９） 8188150779 櫻井　尚子 記述 分担

8910774 コミュニティヘルスケア研究（’１９） 8188156671 田城　孝雄 記述 主任

8910774 コミュニティヘルスケア研究（’１９） 8188159434 星　旦二 記述 主任

8910774 コミュニティヘルスケア研究（’１９） ZZ002035 栗盛　須雅子 記述 分担

8910774 コミュニティヘルスケア研究（’１９） ZZ002036 児玉　小百合 記述 分担

8920664 海外の教育改革（’１５） 8188159419 坂野　慎二 択一 主任

8920664 海外の教育改革（’１５） 8188159432 藤田　晃之 択一 主任

8920664 海外の教育改革（’１５） SA002007 澤野　由紀子 択一 分担

8920664 海外の教育改革（’１５） ZZ001463 植田　みどり 択一 分担

8920664 海外の教育改革（’１５） ZZ001464 杉本　均 択一 分担

8920672 発達心理学特論（’１５） 8188026625 中澤　潤 択一 分担

8920672 発達心理学特論（’１５） 8188140449 小野　けい子 択一 分担

8920672 発達心理学特論（’１５） 8188140847 荻野　美佐子 択一 主任

8920672 発達心理学特論（’１５） ZZ001458 平林　秀美 択一 分担

8920672 発達心理学特論（’１５） ZZ001459 都筑　学 択一 分担

8920680 現代社会心理学特論（’１５） 8188152284 森　津太子 択一 主任

8920702 教育行政と学校経営（’１６） 8188151264 勝野　正章 併用 主任

8920702 教育行政と学校経営（’１６） 8188152281 小川　正人 併用 主任

8920702 教育行政と学校経営（’１６） ZZ001063 本多　正人 併用 分担

8920710 道徳教育の理念と実践（’１６） 8188154875 押谷　由夫 記述 主任

8920710 道徳教育の理念と実践（’１６） MO001981 諸富　祥彦 記述 分担

8920710 道徳教育の理念と実践（’１６） ZZ000402 新井　浅浩 記述 分担

8920710 道徳教育の理念と実践（’１６） PRZZ001642 西野　真由美 記述 分担

8920710 道徳教育の理念と実践（’１６） ZZ001643 永田　繁雄 記述 分担

8920729 カリキュラム編成論（’１７） 8188087303 田中　博之 記述 主任

8920737 教育文化の社会学（’１７） 8188089101 稲垣　恭子 択一 主任

8920745 成人発達心理学（’１７） 8188158916 関根　紀子 記述 分担

8920745 成人発達心理学（’１７） 8188160562 星　薫 記述 主任

8920753 生涯学習の新たな動向と課題（’１８） 8188162622 立田　慶裕 択一 主任

8920761 教育心理学特論（’１８） 8188069592 三宅　芳雄 択一 主任

8920761 教育心理学特論（’１８） 8188155942 白水　始 択一 主任

8920761 教育心理学特論（’１８） ZZ001858 齊藤　萌木 択一 分担

8920761 教育心理学特論（’１８） ZZ001859 飯窪　真也 択一 分担

8920770 成人の発達と学習（’１９） 8188161705 岩崎　久美子 択一 主任

8920788 教育行政と学校経営（’２０） 8188150723 村上　祐介 併用 主任

8920788 教育行政と学校経営（’２０） 8188151264 勝野　正章 併用 主任

8920788 教育行政と学校経営（’２０） ZZ001063 本多　正人 併用 分担

8920796 道徳教育の理念と実践（’２０） 8188154875 押谷　由夫 記述 分担

8920796 道徳教育の理念と実践（’２０） 8188162615 貝塚　茂樹 記述 分担

8920796 道徳教育の理念と実践（’２０） PRZZ000750 渡辺　弥生 記述 分担

8920796 道徳教育の理念と実践（’２０） PRZZ001642 西野　真由美 記述 主任

8930678 社会的協力論（’１４） 8181100420 坂井　素思 記述 主任

8930686 地域の発展と産業（’１５） 8188021983 河合　明宣 記述 主任

8930686 地域の発展と産業（’１５） 8188149750 月原　敏博 記述 分担

8930686 地域の発展と産業（’１５） ZZ001528 古川　彰 記述 分担



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

8930686 地域の発展と産業（’１５） AN000163 安藤　和雄 記述 分担

8930686 地域の発展と産業（’１５） ZZ001001 竹田　晋也 記述 分担

8930694 経済政策（’１７） 8188161595 松原　隆一郎 択一 主任

8930708 公共哲学（’１７） 8188048310 山岡　龍一 記述 主任

8930708 公共哲学（’１７） 8188153401 齋藤　純一 記述 主任

8930708 公共哲学（’１７） 8188162627 平川　秀幸 記述 分担

8930708 公共哲学（’１７） ZZ001537 須賀　晃一 記述 分担

8930724 公共政策（’１７） 8188094803 御厨　貴 記述 主任

8930724 公共政策（’１７） ZZ001667 片山　善博 記述 分担

8930724 公共政策（’１７） ZZ001668 砂原　庸介 記述 分担

8930724 公共政策（’１７） ZZ001669 手塚　洋輔 記述 分担

8930724 公共政策（’１７） ZZ001679 増田　寛也 記述 分担

8930732 現代訴訟法（’１７） 8188161594 町村　泰貴 択一 主任

8930767 都市社会構造論（’１８） 8188153404 玉野　和志 択一 分担

8930767 都市社会構造論（’１８） 8188154786 森岡　淸志 択一 主任

8930767 都市社会構造論（’１８） 8188155466 北川　由紀彦 択一 主任

8930767 都市社会構造論（’１８） ZZ001725 高木　恒一 択一 分担

8930775 人的資源管理（’１８） 8188119871 原田　順子 択一 主任

8930775 人的資源管理（’１８） 8188162628 平野　光俊 択一 主任

8930775 人的資源管理（’１８） ZZ001276 中村　志保 択一 分担

8930775 人的資源管理（’１８） ZZ001327 三輪　卓己 択一 分担

8930775 人的資源管理（’１８） ZZ001732 野村　佳子 択一 分担

8930783 地域産業の発展と主体形成（’２０） 8188155071 北川　太一 記述 主任

8930783 地域産業の発展と主体形成（’２０） 8188163109 則藤　孝志 記述 分担

8930783 地域産業の発展と主体形成（’２０） PRZZ001998 中村　貴子 記述 分担

8930783 地域産業の発展と主体形成（’２０） PRZZ001999 宮部　和幸 記述 分担

8930783 地域産業の発展と主体形成（’２０） PRZZ002000 段野　聡子 記述 分担

8930791 社会的協力論（’２０） 8181100420 坂井　素思 記述 主任

8940592 アフリカ世界の歴史と文化（’１３） 8188081390 草光　俊雄 記述 主任

8940592 アフリカ世界の歴史と文化（’１３） 8188155433 宮下　志朗 記述 分担

8940592 アフリカ世界の歴史と文化（’１３） 8188155587 石川　博樹 記述 分担

8940592 アフリカ世界の歴史と文化（’１３） 8188157167 北川　勝彦 記述 主任

8940614 中世・ルネサンス文学（’１４） 8188067092 河合　祥一郎 記述 分担

8940614 中世・ルネサンス文学（’１４） 8188155433 宮下　志朗 記述 主任

8940614 中世・ルネサンス文学（’１４） 8188161216 井口　篤 記述 主任

8940614 中世・ルネサンス文学（’１４） 8188161598 村松　真理子 記述 分担

8940614 中世・ルネサンス文学（’１４） PRZZ001317 横山　安由美 記述 分担

8950571 家族心理学特論（’１４） 8188078796 亀口　憲治 択一 主任

8950580 投影査定心理学特論（’１５） 8188154287 小川　俊樹 択一 主任

8950580 投影査定心理学特論（’１５） 8188159411 伊藤　宗親 択一 主任

8950580 投影査定心理学特論（’１５） ZZ001419 佐藤　秀行 択一 分担

8950580 投影査定心理学特論（’１５） ZZ001423 佐々木　裕子 択一 分担

8950580 投影査定心理学特論（’１５） ZZ001424 青木　佐奈枝 択一 分担

8950598 心理・教育統計法特論（’１５） 8188157228 岩佐　和典 択一 分担

8950598 心理・教育統計法特論（’１５） 8188159414 小野寺　孝義 択一 主任

8950598 心理・教育統計法特論（’１５） ZZ001488 大久保　街亜 択一 分担

8950598 心理・教育統計法特論（’１５） ZZ001491 樫村　正美 択一 分担

8950601 学校臨床心理学・地域援助特論（’１５） 8188094342 香川　克 択一 分担

8950601 学校臨床心理学・地域援助特論（’１５） 8188136039 佐々木　誠 択一 分担

8950601 学校臨床心理学・地域援助特論（’１５） 8188159394 倉光　修 択一 主任
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8950601 学校臨床心理学・地域援助特論（’１５） ZZ000672 坂上　頼子 択一 分担

8950601 学校臨床心理学・地域援助特論（’１５） PRZZ000959 伊藤　亜矢子 択一 分担

8950601 学校臨床心理学・地域援助特論（’１５） ZZ001462 中島　正雄 択一 分担

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188082038 大場　登 択一 分担

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188095990 佐藤　仁美 択一 分担

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188140449 小野　けい子 択一 分担

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188152885 石丸　昌彦 択一 分担

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188154287 小川　俊樹 択一 主任

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188155875 小林　真理子 択一 分担

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188159394 倉光　修 択一 主任

8950610 臨床心理学特論（’１７） 8188159562 齋藤　高雅 択一 分担

8950628 心理臨床における法と倫理（’１７） 8188149994 津川　律子 択一 主任

8950628 心理臨床における法と倫理（’１７） 8188156102 元永　拓郎 択一 主任

8950628 心理臨床における法と倫理（’１７） KU002255 窪田　由紀 択一 分担

8950628 心理臨床における法と倫理（’１７） ZZ001646 池田　政俊 択一 分担

8950628 心理臨床における法と倫理（’１７） ZZ001647 川畑　直人 択一 分担

8950636 臨床心理学研究法特論（’１８） 8188154287 小川　俊樹 択一 主任

8950636 臨床心理学研究法特論（’１８） 8188157287 名取　琢自 択一 分担

8950636 臨床心理学研究法特論（’１８） 8188161306 大塚　泰正 択一 分担

8950636 臨床心理学研究法特論（’１８） 8188162632 望月　聡 択一 主任

8950636 臨床心理学研究法特論（’１８） NA000853 永井　撤 択一 分担

8950644 臨床心理面接特論Ⅰ（’１９） 8188082038 大場　登 択一 分担

8950644 臨床心理面接特論Ⅰ（’１９） 8188140449 小野　けい子 択一 分担

8950644 臨床心理面接特論Ⅰ（’１９） 8188154287 小川　俊樹 択一 分担

8950644 臨床心理面接特論Ⅰ（’１９） 8188155875 小林　真理子 択一 主任

8950644 臨床心理面接特論Ⅰ（’１９） 8188159394 倉光　修 択一 分担

8950644 臨床心理面接特論Ⅰ（’１９） 8188162741 大山　泰宏 択一 主任

8950652 障害児・障害者心理学特論（’１９） 8188158235 大六　一志 択一 主任

8950652 障害児・障害者心理学特論（’１９） ZZ001449 岡崎　慎治 択一 分担

8950652 障害児・障害者心理学特論（’１９） PRZZ001844 山中　克夫 択一 主任

8950652 障害児・障害者心理学特論（’１９） ZZ001909 伊澤　幸洋 択一 分担

8950652 障害児・障害者心理学特論（’１９） ZZ001921 五味　洋一 択一 分担

8950652 障害児・障害者心理学特論（’１９） ZZ001922 高橋　知音 択一 分担

8950660 司法矯正・犯罪心理学特論（’２０） 8188159603 橋本　和明 択一 主任

8950679 臨床心理面接特論Ⅱ（’１９） 8188082038 大場　登 択一 分担

8950679 臨床心理面接特論Ⅱ（’１９） 8188095990 佐藤　仁美 択一 主任

8950679 臨床心理面接特論Ⅱ（’１９） 8188140449 小野　けい子 択一 分担

8950679 臨床心理面接特論Ⅱ（’１９） 8188155875 小林　真理子 択一 分担

8950679 臨床心理面接特論Ⅱ（’１９） 8188159394 倉光　修 択一 分担

8950679 臨床心理面接特論Ⅱ（’１９） 8188162741 大山　泰宏 択一 主任

8960623 数理科学（’１５） 8188158293 石崎　克也 択一 主任

8960631 計算論（’１６） 8188022018 隈部　正博 択一 主任

8960640 現代物理の展望（’１９） 8188156681 岸根　順一郎 択一 主任

8960640 現代物理の展望（’１９） 8188160652 松井　哲男 択一 主任

8960640 現代物理の展望（’１９） KA001479 金子　邦彦 択一 分担

8960640 現代物理の展望（’１９） ZZ001923 家　泰弘 択一 分担

8960640 現代物理の展望（’１９） ZZ001926 小玉　英雄 択一 分担

8960640 現代物理の展望（’１９） ZZ001927 川合　光 択一 分担

8970076 知的創造サイクルの法システム（’１４） 8188153432 児玉　晴男 併用 主任

8970092 データベースと情報管理（’１６） 8188153431 三輪　眞木子 択一 主任



科目コード 科目名 講師コード 氏名 形式 役割区分

8970092 データベースと情報管理（’１６） 8188153447 柳沼　良知 択一 主任

8970092 データベースと情報管理（’１６） 8188153453 森本　容介 択一 分担

8970114 音楽・情報・脳（’１７） 8188153440 仁科　エミ 記述 主任

8970114 音楽・情報・脳（’１７） 8188157165 河合　徳枝 記述 主任

8970114 音楽・情報・脳（’１７） ZZ001214 本田　学 記述 分担

8970130 情報学の技術（’１８） 8188160651 中谷　多哉子 択一 主任

8970130 情報学の技術（’１８） 8188159482 辰己　丈夫 択一 主任

8970130 情報学の技術（’１８） ZZ001742 大西　淳 択一 分担

8970130 情報学の技術（’１８） ZZ001747 神林　靖 択一 分担

8970130 情報学の技術（’１８） ZZ001748 片峯　恵一 択一 分担

8970149 ソフトウェア工学（’１９） 8188160651 中谷　多哉子 択一 主任

8970149 ソフトウェア工学（’１９） PRZZ001910 中島　震 択一 主任

8970149 ソフトウェア工学（’１９） ZZ001911 阿萬　裕久 択一 分担

8970149 ソフトウェア工学（’１９） ZZ001912 横山　真一郎 択一 分担

8970149 ソフトウェア工学（’１９） ZZ001944 岸　知二 択一 分担

8970157 コンピューティング（’１９） 8188152540 萩谷　昌己 併用 主任

8970165 知財制度論（’２０） 8188153432 児玉　晴男 択一 主任

8970173 マルチメディア情報処理（’２０） 8188153447 柳沼　良知 択一 主任

8980004 日本史史料論（’１５） 8188026777 杉森　哲也 記述 主任

8980004 日本史史料論（’１５） 8188113555 土田　宏成 記述 分担

8980004 日本史史料論（’１５） 8188161568 五味　文彦 記述 主任

8980004 日本史史料論（’１５） ZZ001472 鐘江　宏之 記述 分担

8980012 国文学研究法（’１５） 8188000826 島内　裕子 択一 主任

8980020 道を極める－日本人の心の歴史（’１６） 8188159392 魚住　孝至 記述 主任

8980039 東アジア近世近代史研究（’１７） 8188058229 吉田　光男 記述 主任

8980039 東アジア近世近代史研究（’１７） 8188160544 川島　真 記述 分担

8980039 東アジア近世近代史研究（’１７） ZZ001421 三ツ井　崇 記述 分担

8980039 東アジア近世近代史研究（’１７） ZZ001543 夫馬　進 記述 分担

8980047 人類文化の現在：人類学研究（’１６） 8188149689 内堀　基光 記述 主任

8980047 人類文化の現在：人類学研究（’１６） 8188160554 山本　真鳥 記述 主任

8980047 人類文化の現在：人類学研究（’１６） ZZ001547 木村　大治 記述 分担

8980047 人類文化の現在：人類学研究（’１６） ZZ001569 森田　敦郎 記述 分担

8980047 人類文化の現在：人類学研究（’１６） ZZ001570 細谷　広美 記述 分担

8980055 異言語との出会い（’１７） 8188082111 大橋　理枝 記述 分担

8980055 異言語との出会い（’１７） 8188113356 宮本　徹 記述 分担

8980055 異言語との出会い（’１７） 8188155433 宮下　志朗 記述 分担

8980055 異言語との出会い（’１７） 8188158297 滝浦　真人 記述 主任

8980055 異言語との出会い（’１７） 8188161221 佐藤　良明 記述 主任

8980063 美学・芸術学研究（’１９） 8181100766 青山　昌文 択一 主任

8980071 朝鮮の歴史と社会－近世近代（’２０） 8188163239 須川　英徳 択一 主任

8980071 朝鮮の歴史と社会－近世近代（’２０） PRTU001285 月脚　達彦 択一 分担

8980071 朝鮮の歴史と社会－近世近代（’２０） ZZ001421 三ツ井　崇 択一 分担


