
【2019後期】授業評価アンケート結果公開科目 (経営のみ）

あ 1 青木　孝暢 アオキ　タカノブ 財務会計論 001-0598(E) 水/２ 木/２ 26 経営

あ 2 青木　孝暢 アオキ　タカノブ 中級簿記論 001-0669(E) 水/３ 金/３ 55 経営

あ 3 青木　孝暢 アオキ　タカノブ ゼミナールⅠ-2 001-0986(E) 木/５ 5 経営

あ 4 青木　孝暢 アオキ　タカノブ 専門特講(商業簿記2級ｾﾐﾅｰ) 001-1030(E) 金/１ 20 経営

あ 5 青木　孝暢 アオキ　タカノブ ゼミナールⅡ-2 001-1200(E) 金/４ 6 経営

あ 6 青﨑　智行 アオサキ トモユキ 流通論Ⅰ 002-0129(E) 月/２ 195 経営

あ 7 青﨑　智行 アオサキ トモユキ 広告論Ⅱ 002-0306(E) 火/１ 198 経営

あ 8 青﨑　智行 アオサキ トモユキ 流通論Ⅱ 002-0599(E) 水/２ 194 経営

あ 9 新井　佐恵子 アライ　サエコ ベンチャービジネス論Ⅱ 010-0126(E) 月/２ 61 経営

あ 10 新井　佐恵子 アライ　サエコ インターネット起業論 010-0305(E) 火/１ 23 経営

い 11 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) 030-0349(E) 火/２ 197 経営

い 12 市川　千秋 イチカワ　チアキ 銀行論Ⅱ 030-0451(E) 火/４ 178 経営

い 13 市川　千秋 イチカワ　チアキ ゼミナールⅡ-2 030-0502(E) 火/５ 12 経営

い 14 市川　千秋 イチカワ　チアキ 国際金融論 030-0601(E) 水/２ 198 経営

い 15 市川　千秋 イチカワ　チアキ 銀行論Ⅱ 030-1081(E) 金/２ 77 経営

う 16 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ マーケティングⅡ/（他） 042-0085(E) 月/１ 194 経営

う 17 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ ゼミナールⅡ-2 042-0189(E) 月/３ 9 経営

う 18 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ 国際地域マネジメント 042-0347(E) 火/２ 197 経営

う 19 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ ゼミナールⅠ-2 042-0494(E) 火/５ 10 経営

う 20 内堀　敬則 ウチボリ　ヒロノリ マーケティングⅡ 042-0667(E) 水/３ 197 経営

お 21 小笠原　伸 オガサワラ　シン 地域メディア制作演習Ⅱ 053-0407(E) 火/３ 9 経営

お 22 小笠原　伸 オガサワラ　シン ゼミナールⅠ-2 053-0498(E) 火/５ 18 経営

お 23 小笠原　伸 オガサワラ　シン ＮＰＯ論 053-0543(E) 水/１ 66 経営

お 24 小笠原　伸 オガサワラ　シン 新産業創造論 053-1147(E) 金/３ 93 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) 053-1236(E) 金/５ 17 経営

か 26 片岡　豊 カタオカ ユタカ ゼミナールⅡ-2 064-0457(E) 火/４ 13 経営

か 27 片岡　豊 カタオカ ユタカ 経営史Ⅱ 064-0533(E) 水/１ 114 経営

か 28 片岡　豊 カタオカ ユタカ 日本経営史Ⅱ 064-0893(E) 木/３ 166 経営

か 29 片岡　豊 カタオカ ユタカ ゼミナールⅠ-2 064-0987(E) 木/５ 15 経営

か 30 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 071-0290(E) 火/１ 44 経営

か 31 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 071-0326(E) 火/２ 45 経営

か 32 川上　代里子 カワカミ ヨリコ 異文化理解 071-0602(E) 水/２ 114 経営

か 33 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 071-1015(E) 金/１ 36 経営

か 34 川上　代里子 カワカミ ヨリコ ReadingⅠB 071-1055(E) 金/２ 41 経営

か 35 川上　代里子 カワカミ ヨリコ 社会学Ｂ 071-1190(E) 金/４ 160 経営

く 36 國方　俊男 クニカタ　トシオ 教養特講(海外事情・国際社会の諸課題） 083-0228(E) 月/４ 140 経営

く 37 國方　俊男 クニカタ　トシオ ゼミナールⅠ-2 083-0270(E) 月/５ 11 経営

く 38 國方　俊男 クニカタ　トシオ 国際関係論（ヨーロッパ） 083-0308(E) 火/１ 92 経営

く 39 國方　俊男 クニカタ　トシオ 国際関係論（ヨーロッパ） 083-0346(E) 火/２ 90 経営

く 40 Clemens Amann クレメンス　アマン ドイツ語ⅡB 086-0336(E) 火/２ 7 経営

く 41 Clemens Amann クレメンス　アマン 教養ゼミナールⅠ-2 086-0493(E) 火/５ 2 経営

く 42 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅠB 086-0586(E) 水/２ 金/２ 37 経営

く 43 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅠB 086-0800(E) 木/１ 金/３ 47 経営

く 44 Clemens Amann クレメンス　アマン 教養ゼミナールⅡ-2 086-0833(E) 木/２ 12 経営

く 45 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅢB 086-0940(E) 木/４ 7 経営

く 46 Clemens Amann クレメンス　アマン フランス語ⅡB 086-1189(E) 金/４ 24 経営

く 47 黒澤　和人 クロサワ　カズト 決定の科学Ⅱ 087-0304(E) 火/１ 32 経営

く 48 黒澤　和人 クロサワ　カズト 情報社会科学Ｂ 087-0392(E) 火/３ 199 経営

く 49 黒澤　和人 クロサワ　カズト ゼミナールⅠ-2 087-0495(E) 火/５ 2 経営

く 50 黒澤　和人 クロサワ　カズト 経営情報科学Ⅱ 087-0595(E) 水/２ 41 経営

く 51 黒澤　和人 クロサワ　カズト 数学概論Ｂ 087-1144(E) 金/３ 162 経営

く 52 黒田　勉 クロダ　ツトム 経営管理論 088-0230(E) 月/４ 木/４ 106 経営

く 53 黒田　勉 クロダ　ツトム ゼミナールⅠ-2 088-0265(E) 月/５ 11 経営

く 54 黒田　勉 クロダ　ツトム 外書講読Ⅱ 088-0784(E) 水/５ 7 経営

く 55 黒田　勉 クロダ　ツトム ゼミナールⅡ-2 088-0992(E) 木/５ 3 経営

こ 56 後藤　謙次 ゴトウ ケンジ 教養特講(平成政治史研究) 094-1076(E) 金/２ 192 経営

さ 57 佐藤　智信 サトウ　トシノブ バスケットボール/（他） 107-0564(D) 水/１ 27 経営

さ 58 佐藤　智信 サトウ　トシノブ バスケットボール/（他） 107-0627(D) 水/２ 24 経営
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し 59 下村　健一 シモムラ ケンイチ 広告制作演習Ⅱ 117-0772(E) 水/４ 14 経営

し 60 下村　健一 シモムラ ケンイチ 専門特講(情報ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ技術) 117-0896(E) 木/３ 144 経営

し 61 下村　健一 シモムラ ケンイチ ゼミナールⅠ-2 117-0991(E) 木/５ 16 経営

し 62 張　承玖 ジャン　スング 国際経営論 118-0341(E) 火/２ 木/１ 113 経営

し 63 張　承玖 ジャン　スング 人材マネジメント論Ⅱ 118-0403(E) 火/３ 103 経営

し 64 張　承玖 ジャン　スング ゼミナールⅠ-2 118-0496(E) 火/５ 10 経営

し 65 張　承玖 ジャン　スング 多国籍企業論Ⅱ 118-0674(E) 水/３ 28 経営

し 66 張　承玖 ジャン　スング ゼミナールⅡ-2 118-0952(E) 木/４ 10 経営

す 67 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ アニメーション制作演習Ⅱ 126-0456(E) 火/４ 13 経営

す 68 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ゼミナールⅠ-2 126-0500(E) 火/５ 13 経営

す 69 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ エンタテインメント構造論Ⅱ 126-0538(E) 水/１ 135 経営

す 70 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ アニメーション制作演習Ⅱ 126-0606(E) 水/２ 11 経営

す 71 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ファブリケーション演習Ⅱ 126-0678(E) 水/３ 16 経営

す 72 菅野　嘉則 スガノ　ヨシノリ ゼミナールⅡ-2 126-0898(E) 木/３ 5 経営

す 73 鈴木　仁里 スズキ　ニサト 国際経営論 130-0082(E) 月/１ 金/３ 127 経営

す 74 鈴木　仁里 スズキ　ニサト 国際経営論 130-0184(E) 月/３ 金/５ 51 経営

す 75 鈴木　仁里 スズキ　ニサト ゼミナールⅠ-2 130-0269(E) 月/５ 16 経営

す 76 鈴木　仁里 スズキ　ニサト 外書講読Ⅰ 130-0603(E) 水/２ 15 経営

す 77 鈴木　仁里 スズキ　ニサト ゼミナールⅡ-2 130-1086(E) 金/２ 21 経営

す 78 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ 海外留学Ⅰ 132-0002(E) 27 経営

す 79 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ ReadingⅠB 132-0169(E) 月/３ 15 経営

す 80 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ ReadingⅠB 132-0221(E) 月/４ 15 経営

す 81 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ ReadingⅡB 132-0385(E) 火/３ 6 経営

す 82 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 132-0675(E) 水/３ 19 経営

す 83 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ OralⅢB 132-0875(E) 木/３ 4 経営

す 84 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ OralⅠB 132-1063(E) 金/２ 15 経営

す 85 Stephanie Yuuko　Iso ステファニーユウコ　イソ OralⅠB 132-1132(E) 金/３ 15 経営

す 86 （藤森吉之）・Stephanie Yuuko Iso イソ・フジモリ 留学準備英語B 132-0223(E) （月/４） 木/１ 15 経営

す 87 （藤森吉之）・Stephanie Yuuko Iso イソ・フジモリ 留学準備英語B 132-0261(E) （月/５） 木/２ 15 経営

た 88 髙橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅠB 140-0527(E) 水/１ 金/４ 50 経営

た 89 髙橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅠB 140-0587(E) 水/２ 木/２ 46 経営

た 90 髙橋　節子 タカハシ　セツコ スペイン語ⅡB 140-1071(E) 金/２ 17 経営

た 91 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 比較文化論Ｂ/（他） 143-0120(D) 月/２ 172 経営

た 92 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 国際関係論(アメリカ) 143-0535(E) 水/１ 121 経営

た 93 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 比較文化論Ｂ 143-0663(E) 水/３ 181 経営

た 94 高畑　昭男 タカハタ　アキオ 時事英語Ⅱ 143-0838(E) 木/２ 168 経営

た 95 高畑　昭男 タカハタ　アキオ ゼミナールⅡ-2 143-0954(E) 木/４ 20 経営

ち 96 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅡ(基礎)/キャリアデザイン 150-0179(E) 月/３ 195 経営

ち 97 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅠ(入門) 150-0263(E) 月/５ 62 経営

ち 98 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅢ(実践) 150-0307(E) 火/１ 56 経営

ち 99 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅡ(基礎)/キャリアデザイン 150-0442(E) 火/４ 196 経営

ち 100 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ キャリアデザインⅣ(演習) 150-0600(E) 水/２ 21 経営

ち 101 力石　正弘 チカライシ　マサヒロ インターンシップⅠ 150-0676(E) 水/３ 101 経営

と 102 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ 経営組織論 156-0534(E) 水/１ 金/４ 43 経営

と 103 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ 経営学 156-0666(E) 水/３ 木/４ 87 経営

と 104 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ ゼミナールⅡ-2 156-0840(E) 木/２ 12 経営

と 105 飛田　幸宏 トビタ　ユキヒロ ゼミナールⅠ-2 156-1237(E) 金/５ 10 経営

に 106 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 企業論 166-0084(E) 月/１ 73 経営

に 107 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 専門特講(企業文化論) 166-0187(E) 月/３ 108 経営

に 108 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ 外書講読Ⅰ 166-0405(E) 火/３ 62 経営

に 109 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ ゼミナールⅠ-2 166-0501(E) 火/５ 10 経営

に 110 西谷　勢至子 ニシタニ セイコ ゼミナールⅡ-2 166-0607(E) 水/２ 10 経営

は 111 范　力 ハン　リキ 国際関係論(東北アジア) 184-0345(E) 火/２ 111 経営

は 112 范　力 ハン　リキ ゼミナールⅠ-2 184-0499(E) 火/５ 10 経営

は 113 范　力 ハン　リキ 中国語ⅢB 184-0588(E) 水/２ 4 経営

は 114 范　力 ハン　リキ 比較文化論Ｂ 184-0801(E) 木/１ 101 経営

は 115 范　力 ハン　リキ 専門特講（中国経済） 184-0839(E) 木/２ 96 経営

は 116 范　力 ハン　リキ ゼミナールⅡ-2 184-0955(E) 木/４ 5 経営

ひ 117 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 経営情報科学Ⅱ 186-0081(E) 月/１ 42 経営

ひ 118 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 財務管理論 186-0127(E) 月/２ 木/３ 6 経営

ひ 119 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ ゼミナールⅠ-2 186-0266(E) 月/５ 1 経営

ひ 120 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 教育方法・技術論Ｓ 186-0636(E) 水/２ 9 経営

ひ 121 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 経営・経済データ統計Ⅱ 186-0668(E) 水/３ 6 経営

ひ 122 樋口　和彦 ヒグチ　カズヒコ 経営情報科学Ⅱ 186-0834(E) 木/２ 43 経営
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ふ 123 藤井　健 フジイ　タケシ 国際経営論 216-0402(E) 火/３ 水/１ 196 経営

ふ 124 藤井　健 フジイ　タケシ ゼミナールⅠ-2 216-0497(E) 火/５ 25 経営

ふ 125 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 216-1077(E) 金/２ 45 経営

ふ 126 藤井　健 フジイ　タケシ ゼミナールⅡ-2 216-1202(E) 金/４ 18 経営

ふ 127 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ ゼミナールⅡ-2 217-0408(E) 火/３ 20 経営

ふ 128 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ 簿記論 217-0449(E) 火/４ 金/１ 196 経営

ふ 129 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ 税務会計論Ⅰ 217-0671(E) 水/３ 13 経営

ふ 130 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ 税務会計論Ⅱ 217-1080(E) 金/２ 12 経営

ふ 131 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ 専門特講(商業簿記3級ｾﾐﾅｰ) 217-1197(E) 金/４ 41 経営

ふ 132 藤浪　英也 フジナミ　ヒデナリ ゼミナールⅠ-2 217-1238(E) 金/５ 14 経営

ふ 133 舩田　眞里子 フナダ　マリコ ディープラーニング 218-0596(E) 水/２ 14 経営

ふ 134 舩田　眞里子 フナダ　マリコ データ分析法Ⅱ 218-0835(E) 木/２ 12 経営

ふ 135 舩田　眞里子 フナダ　マリコ ゼミナールⅡ-2 218-0953(E) 木/４ 6 経営

ふ 136 舩田　眞里子 フナダ　マリコ ＷｅｂプログラミングⅡ 218-1028(E) 金/１ 15 経営

ふ 137 舩田　眞里子 フナダ　マリコ 経営情報科学Ⅱ 218-1194(E) 金/４ 44 経営

ふ 138 舩田　眞里子 フナダ　マリコ ゼミナールⅠ-2 218-1239(E) 金/５ 10 経営

ふ 139 古瀬　一隆 フルセ　カズタカ 経営情報科学Ⅱ 219-0125(E) 月/２ 6 経営

ふ 140 古瀬　一隆 フルセ　カズタカ ゼミナールⅠ-2 219-0272(E) 月/５ 1 経営

ふ 141 古瀬　一隆 フルセ　カズタカ 経営情報科学Ⅱ 219-0531(E) 水/１ 16 経営

ふ 142 古瀬　一隆 フルセ　カズタカ データサイエンスⅡ 219-1029(E) 金/１ 17 経営

ふ 143 古瀬　一隆 フルセ　カズタカ データベース論Ⅱ 219-1079(E) 金/２ 11 経営

ふ 144 古瀬　一隆 フルセ　カズタカ マルチメディア論Ⅱ 219-1195(E) 金/４ 20 経営

へ 145 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ OralⅡB 220-0577(E) 水/２ 50 経営

へ 146 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ OralⅠB 220-0656(E) 水/３ 15 経営

へ 147 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ 経済英語Ⅱ 220-0771(E) 水/４ 13 経営

へ 148 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ OralⅡB 220-0789(E) 木/１ 45 経営

へ 149 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ OralⅡB 220-0874(E) 木/３ 46 経営

へ 150 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ OralⅡA 220-0935(E) 木/４ 21 経営

へ 151 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ OralⅠB 220-1021(E) 金/１ 42 経営

へ 152 Helge Maruyama ヘルゲ　マルヤマ OralⅠB 220-1061(E) 金/２ 46 経営

へ 153 （藤森吉之）・Helge Maruyama マルヤマ・フジモリ 留学準備英語B 220-0171(E) （月/３） 木/２ 15 経営

ほ 154 星　法子 ホシ　ノリコ 会計情報システム論Ⅱ 223-0343(E) 火/２ 7 経営

ほ 155 星　法子 ホシ　ノリコ ゼミナールⅡ-2 223-0409(E) 火/３ 4 経営

ほ 156 星　法子 ホシ　ノリコ 管理会計論Ⅱ 223-0450(E) 火/４ 5 経営

ほ 157 星　法子 ホシ　ノリコ 専門特講(商業簿記3級ｾﾐﾅｰ) 223-0677(E) 水/３ 32 経営

ほ 158 星　法子 ホシ　ノリコ 経営分析論Ⅱ 223-0895(E) 木/３ 9 経営

ほ 159 星　法子 ホシ　ノリコ ゼミナールⅠ-2 223-0988(E) 木/５ 2 経営

も 160 元田　成 モトダ セイ テレビ番組制作演習Ⅱ 244-0235(E) 月/４ 7 経営

も 161 元田　成 モトダ セイ ゼミナールⅠ-2 244-0268(E) 月/５ 14 経営

も 162 元田　成 モトダ セイ ゼミナールⅡ-2 244-0411(E) 火/３ 8 経営

も 163 元田　成 モトダ セイ メディアリテラシーⅡ 244-0455(E) 火/４ 140 経営

も 164 元田　成 モトダ セイ ジャーナリズム論Ⅱ 244-0605(E) 水/２ 125 経営

や 165 山田　覚 ヤマダ　サトル 工業簿記論 255-0342(E) 火/２ 木/２ 47 経営

や 166 山田　覚 ヤマダ　サトル ゼミナールⅡ-2 255-0458(E) 火/４ 7 経営

や 167 山田　覚 ヤマダ　サトル 専門特講(工業簿記2級ｾﾐﾅｰ) 255-0539(E) 水/１ 8 経営

や 168 山田　覚 ヤマダ　サトル 原価計算論Ⅱ 255-0670(E) 水/３ 14 経営

や 169 山田　覚 ヤマダ　サトル 管理会計論Ⅰ 255-0894(E) 木/３ 9 経営

や 170 山田　覚 ヤマダ　サトル ゼミナールⅠ-2 255-0989(E) 木/５ 7 経営

や 171 山田　徳彦 ヤマダ　ノリヒコ 基礎ゼミナール 256-0655(E) 水/３ 15 経営

や 172 山田　徳彦 ヤマダ　ノリヒコ 産業と現代社会 256-0804(E) 木/１ 192 経営

や 173 山田　徳彦 ヤマダ　ノリヒコ 地域経済論Ⅱ/（他） 256-1083(E) 金/２ 155 経営

よ 174 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ミクロ経済学Ⅱ 263-0344(E) 火/２ 53 経営

よ 175 吉川　薫 ヨシカワ　カオル ゼミナールⅡ-2 263-0410(E) 火/３ 9 経営

よ 176 吉川　薫 ヨシカワ　カオル 現代日本経済論Ⅱ 263-0452(E) 火/４ 44 経営

よ 177 吉川　薫 ヨシカワ　カオル 経済政策 263-0542(E) 水/１ 9 経営

よ 178 吉川　薫 ヨシカワ　カオル マクロ経済学Ⅱ 263-1150(E) 金/３ 44 経営


