
経営学部　2018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 002-0606(E) 水/２ 木/２ 18 経営

あ 2 青木　孝暢 アオキ　タカノブ 中級簿記論 002-0663(E) 水/３ 金/３ 25 経営

あ 3 青木　孝暢 アオキ　タカノブ ゼミナールⅠ-2 002-0962(E) 木/５ 6 経営

あ 4 青木　孝暢 アオキ　タカノブ 高等簿記論Ⅱ 002-1004(E) 金/１ 11 経営

あ 5 青﨑　智行 アオサキ トモユキ 流通論Ⅰ 003-0161(E) 月/２ 197 経営

あ 6 青﨑　智行 アオサキ トモユキ 広告論Ⅱ 003-0325(E) 火/１ 198 経営

あ 7 青﨑　智行 アオサキ トモユキ ゼミナールⅡ-2 003-0483(E) 火/４ 10 経営

あ 8 青﨑　智行 アオサキ トモユキ 流通論Ⅱ 003-0607(E) 水/２ 197 経営

い 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) 032-0370(E) 火/２ 198 経営

い 10 市川　千秋 イチカワ　チアキ ゼミナールⅡ-2 032-0429(E) 火/３ 20 経営

い 11 市川　千秋 イチカワ　チアキ 銀行論Ⅱ 032-0472(E) 火/４ 82 経営

い 12 市川　千秋 イチカワ　チアキ 国際金融論 032-0608(E) 水/２ 161 経営

い 13 市川　千秋 イチカワ　チアキ 銀行論Ⅱ 032-1051(E) 金/２ 46 経営

い 14 市川　千秋 イチカワ　チアキ ゼミナールⅠ-2 032-1164(E) 金/５ 12 経営

う 15 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ マーケティングⅡ/（他） 044-0131(E) 月/１ 110 経営

う 16 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ ゼミナールⅡ-2 044-0214(E) 月/３ 12 経営

う 17 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ 国際地域マネジメント 044-0367(E) 火/２ 26 経営

う 18 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ ゼミナールⅠ-2 044-0514(E) 火/５ 9 経営

う 19 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ マーケティングⅡ 044-0662(E) 水/３ 194 経営

お 20 小笠原　伸 オガサワラ　シン メディア制作演習Ⅱ(地域ﾒﾃﾞｨｱ) 056-0428(E) 火/３ 13 経営

お 21 小笠原　伸 オガサワラ　シン ゼミナールⅠ-2 056-0518(E) 火/５ 15 経営

お 22 小笠原　伸 オガサワラ　シン ＮＰＯ論 056-0558(E) 水/１ 55 経営

お 23 小笠原　伸 オガサワラ　シン ゼミナールⅡ-2 056-1054(E) 金/２ 16 経営

お 24 小笠原　伸 オガサワラ　シン 専門特講(新産業創造論) 056-1104(E) 金/３ 64 経営

お 25 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) 056-1163(E) 金/５ 13 経営

か 26 片岡　豊 カタオカ ユタカ ゼミナールⅡ-2 066-0479(E) 火/４ 12 経営

か 27 片岡　豊 カタオカ ユタカ 経営史Ⅱ 066-0604(E) 水/２ 67 経営

か 28 片岡　豊 カタオカ ユタカ 日本経営史Ⅱ 066-0879(E) 木/３ 185 経営

か 29 片岡　豊 カタオカ ユタカ ゼミナールⅠ-2 066-0963(E) 木/５ 14 経営

か 30 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 073-0312(E) 火/１ 45 経営

か 31 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 073-0345(E) 火/２ 43 経営

か 32 川上　代里子 カワカミ ヨリコ 異文化理解 073-0609(E) 水/２ 104 経営

か 33 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 073-0992(E) 金/１ 39 経営

か 34 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 073-1027(E) 金/２ 48 経営

か 35 川上　代里子 カワカミ ヨリコ 社会学Ｂ 073-1136(E) 金/４ 186 経営

く 36 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅠB 088-0459(E) 火/４ 金/３ 53 経営

く 37 Clemens Amann クレメンス　アマン 教養ゼミナールⅠ-2 088-0512(E) 火/５ 13 経営

く 38 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅠB 088-0593(E) 水/２ 金/２ 41 経営

く 39 Clemens Amann クレメンス　アマン ドイツ語ⅢB 088-0787(E) 木/１ 1 経営

く 40 Clemens Amann クレメンス　アマン 教養ゼミナールⅡ-2 088-0822(E) 木/２ 5 経営

く 41 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅢB 088-0918(E) 木/４ 6 経営

く 42 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅡB 088-1135(E) 金/４ 13 経営

く 43 黒澤　和人 クロサワ　カズト マルチメディア論Ⅱ 089-0362(E) 火/２ 78 経営

く 44 黒澤　和人 クロサワ　カズト 専門特講(情報処理資格講座) 089-0427(E) 火/３ 28 経営

く 45 黒澤　和人 クロサワ　カズト ゼミナールⅠ-2 089-0515(E) 火/５ 6 経営

く 46 黒澤　和人 クロサワ　カズト 経営情報科学Ⅱ 089-0603(E) 水/２ 46 経営

く 47 黒澤　和人 クロサワ　カズト 解析学 089-1044(E) 金/２ 81 経営

く 48 黒澤　和人 クロサワ　カズト 科学史Ｂ 089-1099(E) 金/３ 167 経営

く 49 黒澤　和人 クロサワ　カズト ゼミナールⅡ-2 089-1142(E) 金/４ 8 経営

く 50 黒田　勉 クロダ　ツトム 経営管理論 090-0254(E) 月/４ 木/４ 105 経営

く 51 黒田　勉 クロダ　ツトム ゼミナールⅠ-2 090-0290(E) 月/５ 3 経営

く 52 黒田　勉 クロダ　ツトム 外書講読Ⅱ 090-0773(E) 水/５ 13 経営

く 53 黒田　勉 クロダ　ツトム ゼミナールⅡ-2 090-0967(E) 木/５ 9 経営

し 54 張　承玖 ジャン　スング 国際経営論 119-0361(E) 火/２ 木/３ 118 経営

し 55 張　承玖 ジャン　スング 人材マネジメント論Ⅱ 119-0421(E) 火/３ 68 経営

し 56 張　承玖 ジャン　スング ゼミナールⅠ-2 119-0516(E) 火/５ 10 経営

し 57 張　承玖 ジャン　スング 多国籍企業論Ⅱ 119-0667(E) 水/３ 31 経営

し 58 張　承玖 ジャン　スング ゼミナールⅡ-2 119-0932(E) 木/４ 8 経営
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し 59 新川　清治 シンカワ　セイジ TOEICⅡB/英語演習(TOEIC)ⅡB 124-0582(E) 水/２ 6 経営

し 60 新川　清治 シンカワ　セイジ VocabularyB 124-1132(E) 金/４ 17 経営

し 61 新川清治（・Stephanie Yuuko Iso） シンカワ・イソ 留学準備英語B 124-0779(E) 木/１ （木/２） 17 経営

し 62 新川清治（・Stephanie Yuuko Iso） シンカワ・イソ 留学準備英語B 124-0780(E) （木/１） 木/２ 15 経営

し 63 新川清治（・Helge Maruyama） シンカワ・マルヤマ 留学準備英語B 124-0815(E) （木/２） 金/２ 15 経営

す 64 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ メディア制作演習Ⅱ(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ) 126-0478(E) 火/４ 17 経営

す 65 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ゼミナールⅠ-2 126-0520(E) 火/５ 8 経営

す 66 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ＩＴメディア論Ⅱ 126-0554(E) 水/１ 198 経営

す 67 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ メディア制作演習Ⅱ(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ) 126-0614(E) 水/２ 11 経営

す 68 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ 専門特講(ﾒﾃﾞｨｱ制作(3Dﾌﾟﾘﾝﾄ)) 126-0671(E) 水/３ 16 経営

す 69 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ゼミナールⅡ-2 126-0883(E) 木/３ 12 経営

す 70 鈴木　仁里 スズキ ニサト 国際経営論 130-0128(E) 月/１ 金/３ 169 経営

す 71 鈴木　仁里 スズキ ニサト 国際経営論 130-0204(E) 月/３ 金/５ 99 経営

す 72 鈴木　仁里 スズキ ニサト ゼミナールⅠ-2 130-0294(E) 月/５ 22 経営

す 73 鈴木　仁里 スズキ ニサト 外書講読Ⅰ 130-0611(E) 水/２ 8 経営

す 74 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ 異文化間コミュニケーション 132-0668(E) 水/３ 17 経営

す 75 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ OralⅢB 132-0864(E) 木/３ 5 経営

す 76 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ OralⅠB 132-1035(E) 金/２ 15 経営

す 77 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ OralⅠB 132-1089(E) 金/３ 15 経営

す 78 （新川清治・）Stephanie Yuuko Iso イソ・シンカワ 留学準備英語B 132-0779(E) （木/１） 木/２ 15 経営

す 79 （新川清治・）Stephanie Yuuko Iso イソ・シンカワ 留学準備英語B 132-0780(E) 木/１ （木/２） 15 経営

た 80 髙橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅠB 139-0544(E) 水/１ 金/４ 55 経営

た 81 髙橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅠB 139-0594(E) 水/２ 木/２ 48 経営

た 82 髙橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅡB 139-1041(E) 金/２ 10 経営

た 83 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 比較文化論Ｂ/（他） 142-0155(D) 月/２ 136 経営

た 84 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 国際関係論(アメリカ) 142-0552(E) 水/１ 160 経営

た 85 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 比較文化論Ｂ 142-0656(E) 水/３ 177 経営

た 86 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 時事英語Ⅱ 142-0826(E) 木/２ 153 経営

た 87 高畑　昭男 タカハタ　アキオ ゼミナールⅡ-2 142-0934(E) 木/４ 14 経営

ち 88 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅢ(実践） 150-0207(E) 月/３ 29 経営

ち 89 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅡ(基礎) 150-0288(E) 月/５ 97 経営

ち 90 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅢ(実践) 150-0326(E) 火/１ 45 経営

ち 91 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅡ(基礎) 150-0465(E) 火/４ 194 経営

ち 92 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅣ(演習) 150-0551(E) 水/１ 20 経営

と 93 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ 経営組織論 157-0549(E) 水/１ 金/４ 40 経営

と 94 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ 経営学 157-0661(E) 水/３ 木/４ 108 経営

と 95 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ ゼミナールⅡ-2 157-0828(E) 木/２ 11 経営

と 96 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ ゼミナールⅠ-2 157-1165(E) 金/５ 12 経営

に 97 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 企業論 165-0130(E) 月/１ 61 経営

に 98 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 専門特講(企業文化論) 165-0212(E) 月/３ 62 経営

に 99 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 外書講読Ⅰ 165-0424(E) 火/３ 34 経営

に 100 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ ゼミナールⅠ-2 165-0521(E) 火/５ 10 経営

に 101 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ ゼミナールⅡ-2 165-0615(E) 水/２ 3 経営

は 102 范　力 ハン　リキ 国際関係論(東北アジア) 185-0366(E) 火/２ 176 経営

は 103 范　力 ハン　リキ ゼミナールⅠ-2 185-0519(E) 火/５ 8 経営

は 104 范　力 ハン　リキ 中国語ⅢB 185-0595(E) 水/２ 3 経営

は 105 范　力 ハン　リキ 比較文化論Ｂ 185-0788(E) 木/１ 162 経営

は 106 范　力 ハン　リキ ゼミナールⅡ-2 185-0935(E) 木/４ 3 経営

ひ 107 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 経営情報科学Ⅱ 186-0127(E) 月/１ 48 経営

ひ 108 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 財務管理論 186-0160(E) 月/２ 木/３ 5 経営

ひ 109 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 教職実践演習(中・高) 186-0573(E) 水/１ 18 経営

ひ 110 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 教育方法論Ｓ 186-0634(E) 水/２ 20 経営

ひ 111 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 経営情報科学Ⅱ 186-0823(E) 木/２ 45 経営

ふ 112 藤井　健 フジイ　タケシ 国際経営論 218-0420(E) 火/３ 水/１ 142 経営

ふ 113 藤井　健 フジイ　タケシ ゼミナールⅠ-2 218-0517(E) 火/５ 19 経営

ふ 114 藤井　健 フジイ　タケシ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 218-1049(E) 金/２ 21 経営

ふ 115 藤井　健 フジイ　タケシ ゼミナールⅡ-2 218-1143(E) 金/４ 12 経営

ふ 116 舩田　眞里子 フナダ　マリコ ＷｅｂプログラミングⅡ 221-1003(E) 金/１ 19 経営

ふ 117 舩田　眞里子 フナダ　マリコ 経営情報科学Ⅱ 221-1139(E) 金/４ 48 経営

ふ 118 舩田　眞里子 フナダ　マリコ ゼミナールⅠ-2 221-1167(E) 金/５ 7 経営
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ほ 119 星　法子 ホシ　ノリコ 会計情報システム論Ⅱ 225-0364(E) 火/２ 12 経営

ほ 120 星　法子 ホシ　ノリコ ゼミナールⅡ-2 225-0430(E) 火/３ 12 経営

ほ 121 星　法子 ホシ　ノリコ 管理会計論Ⅱ 225-0471(E) 火/４ 18 経営

ほ 122 星　法子 ホシ　ノリコ 専門特講(商業簿記3級ｾﾐﾅｰ) 225-0670(E) 水/３ 37 経営

ほ 123 星　法子 ホシ　ノリコ 経営分析論Ⅱ 225-0881(E) 木/３ 24 経営

ほ 124 星　法子 ホシ　ノリコ ゼミナールⅠ-2 225-0964(E) 木/５ 4 経営

も 125 師　啓二 モロ　ケイジ 経営情報科学Ⅱ 250-0158(E) 月/２ 45 経営

も 126 師　啓二 モロ　ケイジ 専門特講Ⅰ(法学情報科学Ⅰ) 250-0296(E) 月/５ 13 経営

も 127 師　啓二 モロ　ケイジ 経営情報科学Ⅱ 250-0419(E) 火/３ 46 経営

も 128 師　啓二 モロ　ケイジ 物理学Ｂ 250-0510(E) 火/５ 46 経営

も 129 師　啓二 モロ　ケイジ 物理学Ｂ 250-0602(D) 水/２ 120 経営

や 130 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ ゼミナールⅡ-1 249-0396(D) 前火/４ 1 経営

や 131 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ 商学総論Ⅰ 249-0478(D) 前水/１ 16 経営

や 132 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ 専門特講（会社で働くということ） 249-1022(D) 前金/２ 37 経営

や 133 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ 経営学史 249-1048(D) 前金/３ 28 経営

や 134 栁川　高行 ヤナガワ　タカユキ ゼミナールⅠ-2 251-1168(E) 金/５ 3 経営

や 135 山田　覚 ヤマダ　サトル 工業簿記論 256-0363(E) 火/２ 木/２ 41 経営

や 136 山田　覚 ヤマダ　サトル ゼミナールⅡ-2 256-0482(E) 火/４ 6 経営

や 137 山田　覚 ヤマダ　サトル 外書講読Ⅰ 256-0610(E) 水/２ 8 経営

や 138 山田　覚 ヤマダ　サトル 原価計算論Ⅱ 256-0664(E) 水/３ 11 経営

や 139 山田　覚 ヤマダ　サトル 管理会計論Ⅰ 256-0880(E) 木/３ 8 経営

や 140 山田　覚 ヤマダ　サトル ゼミナールⅠ-2 256-0965(E) 木/５ 7 経営

よ 141 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ミクロ経済学Ⅱ 265-0365(E) 火/２ 102 経営

よ 142 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ゼミナールⅡ-2 265-0432(E) 火/３ 9 経営

よ 143 吉川　薫 ヨシカワ　カオル 現代日本経済論Ⅱ 265-0473(E) 火/４ 55 経営

よ 144 吉川　薫 ヨシカワ　カオル 経済政策 265-0557(E) 水/１ 21 経営

よ 145 吉川　薫 ヨシカワ　カオル マクロ経済学Ⅱ 265-1102(E) 金/３ 57 経営

よ 146 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ゼミナールⅠ-2 265-1170(E) 金/５ 9 経営


