
【2016後期】授業評価アンケート結果公開科目一覧

あ 1 青木　孝暢 アオキ タカノブ 財務会計論 1-482(H) 水/２ 金/１ 34 経営

2 青木　孝暢 アオキ タカノブ 高等簿記論Ⅱ 1-674(H) 木/２ 9 経営

3 青木　孝暢 アオキ タカノブ 中級簿記論 1-762(H) 木/４ 金/３ 29 経営

4 青木　孝暢 アオキ タカノブ ゼミナールⅡ-2（青木） 1-798(H) 木/５ 4 経営

5 青﨑　智行 アオサキ 　トモユキ ゼミナールⅠ-２（青崎） 2-158(H) 月/５ 18 経営

6 青﨑　智行 アオサキ 　トモユキ 広告論Ⅱ 2-349(H) 火/４ 198 経営

7 青﨑　智行 アオサキ 　トモユキ ゼミナールⅡ-2（青﨑） 2-398(H) 火/５ 15 経営

8 青﨑　智行 アオサキ 　トモユキ 流通論Ⅱ 2-435(H) 水/１ 196 経営

9 市川　千秋 イチカワ　チアキ 専門特講(古典芸能にみる経済学) 29-238(H) 火/２ 190 経営

10 市川　千秋 イチカワ　チアキ 銀行論Ⅱ 29-348(H) 火/４ 148 経営

11 市川　千秋 イチカワ　チアキ ゼミナールⅠ-２（市川） 29-383(H) 火/５ 20 経営

12 市川　千秋 イチカワ　チアキ 国際金融論 29-485(H) 水/２ 182 経営

13 市川　千秋 イチカワ　チアキ 銀行論Ⅱ 29-891(H) 金/２ 73 経営

14 市川　千秋 イチカワ　チアキ ゼミナールⅡ-2（市川） 29-997(H) 金/５ 23 経営

15 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ マーケティングⅡ/(他) 41-81(H) 月/３ 190 経営

16 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ ゼミナールⅠ-２（内堀） 41-154(H) 月/５ 10 経営

17 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ マーケティングⅡ/(他) 41-296(H) 火/３ 181 経営

18 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ ゼミナールⅡ-2（内堀） 41-394(H) 火/５ 7 経営

19 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ 国際地域マネジメント 41-542(H) 水/３ 43 経営

20 小笠原　伸 オガサワラ シン ﾒﾃﾞｨｱ制作演習Ⅱ(地域ﾒﾃﾞｨｱ) 52-303(H) 火/３ 10 経営

21 小笠原　伸 オガサワラ シン ゼミナールⅠ-２（小笠原） 52-391(H) 火/５ 15 経営

22 小笠原　伸 オガサワラ シン ＮＰＯ論 52-443(E) 水/１ 72 経営

23 小笠原　伸 オガサワラ シン 専門特講(新産業創造論) 52-895(H) 金/２ 45 経営

24 小笠原　伸 オガサワラ シン 教養特講(ｿｰｼｬﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ論) 52-937(H) 金/３ 59 経営

25 小笠原　伸 オガサワラ シン ゼミナールⅡ-2（小笠原） 52-1002(H) 金/５ 13 経営

か 26 片岡　豊 カタオカ　ユタカ ゼミナールⅠ-２（片岡） 63-384(H) 火/５ 16 経営

27 片岡　豊 カタオカ　ユタカ 経営史Ⅱ 63-479(H) 水/２ 103 経営

28 片岡　豊 カタオカ　ユタカ 日本経営史Ⅱ 63-717(H) 木/３ 131 経営

29 片岡　豊 カタオカ　ユタカ ゼミナールⅡ-2（片岡） 63-799(H) 木/５ 14 経営

30 川上　代里子 カワカミ　ヨリコ ReadingⅠB 70-177(H) 火/１ 38 経営

31 川上　代里子 カワカミ　ヨリコ ReadingⅠB 70-211(H) 火/２ 43 経営

32 川上　代里子 カワカミ　ヨリコ 異文化理解 70-486(H) 水/２ 80 経営

33 川上　代里子 カワカミ　ヨリコ ReadingⅠB 70-837(H) 金/１ 28 経営

34 川上　代里子 カワカミ　ヨリコ ReadingⅠB 70-870(H) 金/２ 42 経営

35 川上　代里子 カワカミ　ヨリコ 社会学Ｂ 70-969(E) 金/４ 64 経営

36 Clemens Amann クレメンス　アマン ドイツ語ⅡB 87-225(H) 火/２ 2 経営

37 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅠB 87-335(H) 火/４ 木/１ 50 経営

38 Clemens Amann クレメンス　アマン 教養ゼミナールⅠ-2(アマン) 87-382(H) 火/５ 13 経営

39 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅠB 87-469(H) 水/２ 金/２ 30 経営

40 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅢB 87-750(H) 木/４ 2 経営

41 Clemens Amann クレメンス　アマン 教養ゼミナールⅡ-2(アマン) 87-793(H) 木/５ 5 経営

42 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅡB 87-968(H) 金/４ 6 経営

43 黒澤　和人 クロサワ　カズト マルチメディア論Ⅱ 89-230(H) 火/２ 32 経営

44 黒澤　和人 クロサワ　カズト ゼミナールⅠ-２（黒澤） 89-385(H) 火/５ 11 経営

45 黒澤　和人 クロサワ　カズト 経営情報科学Ⅱ 89-477(H) 水/２ 42 経営

46 黒澤　和人 クロサワ　カズト 数学概論Ｂ 89-887(H) 金/２ 126 経営

47 黒澤　和人 クロサワ　カズト 解析学 89-970(H) 金/４ 26 経営

48 黒澤　和人 クロサワ　カズト ゼミナールⅡ-2（黒澤） 89-998(H) 金/５ 7 経営

49 黒田　勉 クロダ　ツトム 経営管理論 90-122(H) 月/４ 木/４ 61 経営

50 黒田　勉 クロダ　ツトム ゼミナールⅠ-２（黒田） 90-155(H) 月/５ 10 経営

51 黒田　勉 クロダ　ツトム 外書講読Ⅱ(黒田勉) 90-633(H) 水/５ 19 経営

52 黒田　勉 クロダ　ツトム ゼミナールⅡ-2（黒田） 90-800(H) 木/５ 11 経営
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し 53 張　承玖 ジャン　スング 国際経営論 115-228(H) 火/２ 木/３ 119 経営

54 張　承玖 ジャン　スング 人材マネジメント論Ⅱ 115-297(H) 火/３ 13 経営

55 張　承玖 ジャン　スング ゼミナールⅠ-２（張） 115-386(H) 火/５ 12 経営

56 張　承玖 ジャン　スング 多国籍企業論Ⅱ 115-543(H) 水/３ 28 経営

57 張　承玖 ジャン　スング ゼミナールⅡ-2（張） 115-801(H) 木/５ 6 経営

58 新川　清治 シンカワ　セイジ VocabularyB 120-187(H) 火/１ 19 経営

59 新川　清治 シンカワ　セイジ TOEICⅡB/英語演習(TOEIC)ⅡB 120-464(H) 水/２ 9 経営

60 新川清治（・Doris　Watanabe） ﾌｸ：ｼﾝｶﾜ・ﾜﾀﾅﾍﾞ 留学準備英語Ｂ 120-219(H) 火/２ （木/２） 17 経営

61 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ﾒﾃﾞｨｱ制作演習Ⅱ(ｱﾆﾒ) 122-354(H) 火/４ 24 経営

62 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ゼミナールⅠ-２（菅野） 122-393(H) 火/５ 9 経営

63 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ITメディア論Ⅱ 122-488(H) 水/２ 92 経営

64 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ﾒﾃﾞｨｱ制作演習Ⅱ(ｱﾆﾒ) 122-764(H) 木/４ 19 経営

65 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ゼミナールⅡ-2（菅野） 122-808(H) 木/５ 8 経営

た 66 高橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅠB 134-424(H) 水/１ 金/４ 46 経営

67 高橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅠB 134-470(H) 水/２ 金/３ 41 経営

68 高橋　節子 タカハシ　セツコ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を磨こう 134-761(H) 木/４ 46 経営

69 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 比較文化論Ｂ/(他) 138-34(H) 月/２ 180 経営

70 高畑　昭男 タカハタ　アキオ ゼミナールⅠ-２（高畑） 138-157(H) 月/５ 16 経営

71 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 国際関係論(アメリカ) 138-436(H) 水/１ 83 経営

72 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 時事英語Ⅱ 138-721(H) 木/３ 90 経営

73 高畑　昭男 タカハタ　アキオ ゼミナールⅡ-2（高畑） 138-806(H) 木/５ 12 経営

74 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ 経営組織論 154-429(H) 水/１ 金/４ 30 経営

75 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ 経営学 154-539(H) 水/３ 木/４ 24 経営

76 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ ゼミナールⅡ-2（飛田） 154-802(H) 木/５ 10 経営

77 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ ゼミナールⅠ-２（飛田） 154-993(H) 金/５ 10 経営

に 78 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 経営学 161-39(H) 月/２ 火/４ 21 経営

79 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ ゼミナールⅠ-２（西谷） 161-159(H) 月/５ 6 経営

80 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 外書講読Ⅰ（西谷） 161-300(H) 火/３ 18 経営

81 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 企業論 161-430(H) 水/１ 38 経営

82 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 専門特講(企業文化論) 161-489(H) 水/２ 22 経営

は 83 范　力 ハン　リキ 比較文化論Ｂ/(他) 183-282(H) 火/３ 192 経営

84 范　力 ハン　リキ ゼミナールⅠ-２（范） 183-392(H) 火/５ 5 経営

85 范　力 ハン　リキ 国際関係論（東北アジア） 183-720(H) 木/３ 66 経営

86 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 経営情報科学Ⅱ 184-3(H) 月/１ 40 経営

87 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 教育方法論Ｓ 184-511(H) 水/２ 21 経営

88 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 経営情報科学Ⅱ 184-671(H) 木/２ 37 経営

89 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ ゼミナールⅠ-２（樋口和彦） 184-794(H) 木/５ 3 経営

90 藤井　健 フジイ　タケシ 国際経営論 220-294(H) 火/３ 水/１ 101 経営

91 藤井　健 フジイ　タケシ ゼミナールⅠ-２（藤井健） 220-387(H) 火/５ 11 経営

92 藤井　健 フジイ　タケシ ゼミナールⅡ-2（藤井健） 220-999(H) 金/５ 12 経営

93 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ ゼミナールⅠ-２（藤浪） 225-388(H) 火/５ 18 経営

94 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ 簿記論 225-433(H) 水/１ 金/２ 20 経営

95 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ 税務会計論Ⅰ 225-483(H) 水/２ 8 経営

96 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ ゼミナールⅡ-2（藤浪） 225-1000(H) 金/５ 6 経営

97 舩田　眞里子 フナダ　マリコ WebﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅡ/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語Ⅱ 227-851(H) 金/１ 19 経営

98 舩田　眞里子 フナダ　マリコ 経営情報科学Ⅱ 227-972(H) 金/４ 42 経営

99 舩田　眞里子 フナダ　マリコ ゼミナールⅠ-２（舩田） 227-994(H) 金/５ 9 経営

100 星　法子 ホシ　ノリコ 会計情報システム論Ⅱ 232-232(H) 火/２ 6 経営

101 星　法子 ホシ　ノリコ 管理会計論Ⅱ 232-347(H) 火/４ 9 経営

102 星　法子 ホシ　ノリコ ゼミナールⅡ-2（星） 232-395(H) 火/５ 10 経営

103 星　法子 ホシ　ノリコ ゼミナールⅠ-２（星） 232-795(H) 木/５ 8 経営

104 堀　眞由美 ホリ　マユミ マナーの基本 234-86(H) 月/３ 184 経営

105 堀　眞由美 ホリ　マユミ ゼミナールⅠ-２（堀） 234-156(H) 月/５ 2 経営

106 堀　眞由美 ホリ　マユミ 情報社会経済論Ⅱ 234-350(H) 火/４ 14 経営

107 堀　眞由美 ホリ　マユミ ゼミナールⅡ-2（堀） 234-396(H) 火/５ 3 経営

108 堀　眞由美 ホリ　マユミ ビジネスマナーⅡ 234-484(H) 水/２ 44 経営
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も 109 師　啓二 モロ　ケイジ 経営情報科学Ⅱ 255-40(H) 月/２ 43 経営

110 師　啓二 モロ　ケイジ 専門特殊講義Ⅰ(法学情報科学Ⅰ) 255-162(H) 月/５ 20 経営

111 師　啓二 モロ　ケイジ 経営情報科学Ⅱ 255-293(H) 火/３ 41 経営

112 師　啓二 モロ　ケイジ 物理学Ｂ 255-381(E) 火/５ 15 経営

113 師　啓二 モロ　ケイジ 物理学Ｂ 255-476(H) 水/２ 171 経営

や 114 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ 経営戦略論 256-295(H) 火/３ 金/２ 22 経営

115 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ ゼミナールⅡ-2（柳川） 256-397(H) 火/５ 3 経営

116 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ 商学総論Ⅱ 256-434(H) 水/１ 28 経営

117 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ 経営学史 256-939(H) 金/３ 30 経営

118 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ ゼミナールⅠ-２（柳川） 256-995(H) 金/５ 3 経営

119 山田　覚 ヤマダ　サトル 工業簿記論 262-231(H) 火/２ 木/２ 63 経営

120 山田　覚 ヤマダ　サトル ゼミナールⅠ-２（山田覚） 262-389(H) 火/５ 13 経営

121 山田　覚 ヤマダ　サトル 外書講読Ⅰ(山田覚) 262-487(H) 水/２ 17 経営

122 山田　覚 ヤマダ　サトル 原価計算論Ⅱ 262-541(H) 水/３ 25 経営

123 山田　覚 ヤマダ　サトル 管理会計論Ⅰ 262-718(H) 木/３ 20 経営

124 山田　覚 ヤマダ　サトル ゼミナールⅡ-2（山田覚） 262-804(H) 木/５ 11 経営

125 山田　徳彦 ヤマダ　ノリヒコ 産業と現代社会 263-719(H) 木/３ 198 経営

126 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ミクロ経済学Ⅱ 273-234(H) 火/２ 54 経営

127 吉川　薫 ヨシカワ　カオル 現代日本経済論Ⅱ／Ｂ 273-299(H) 火/３ 177 経営

128 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ゼミナールⅠ-２（吉川） 273-390(H) 火/５ 11 経営

129 吉川　薫 ヨシカワ　カオル 経済政策 273-442(E) 水/１ 34 経営

130 吉川　薫 ヨシカワ　カオル マクロ経済学Ⅱ 273-940(H) 金/３ 45 経営

131 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ゼミナールⅡ-2（吉川） 273-1001(H) 金/５ 12 経営


