
 

 

●学年担任 ●専門ゼミナールA・B ●卒業研究・自由研究

専攻 （３年生） （４年生）

マクヴェイ．P． C. 犬飼　孝夫 犬飼　孝夫

町　惠理子 岩澤　知子 岩澤　知子

トリキアン．M 内尾　太一 梅田　  徹

スニース．R 梅田　  徹 大関　浩美

ストラック．A． N. 大関　浩美 川久保　剛

花田　太平 大野　仁美 草本　  晶

佐藤　良子 川久保　剛 黒須　里美

望月　正道 草本　  晶 近藤　  彩

佐藤　繭香 黒須　里美 匂坂　智子

チジャック．O 近藤　  彩 櫻井　良樹

シュッテレ．H 匂坂　智子 佐藤　繭香

中国語 温　    琳 櫻井　良樹 杉浦　滋子

モーガン．J． M． 佐藤　繭香 瀬川真由美

ウォーカー. R．J 清水　  麗 高本　香織

マクノートン．A．S 杉浦　滋子 田中　俊弘

コリンズ．K．J 瀬川真由美 千葉　庄寿

高本　香織 高本　香織 中山　  理

日影　尚之 田中　俊弘 野林　靖彦

田中　俊弘 千葉　庄寿 橋本富太郎

犬飼　孝夫 中山　  理 日影　尚之

森　  秀夫 野林　靖彦 松島　正明

チジャック．O 橋本富太郎 松田　  徹

シュッテレ．H 日影　尚之 宮下　和大

中国語 邱　イー琪 松島　正明 望月　正道

松田　徹 森　  秀夫

宮下　和大 森　  勇俊

望月　正道 山川　和彦

森　  秀夫 渡邊　  信

森　  勇俊 温　    琳

山川　和彦 コリンズ．K．J

渡邊　  信 シュッテレ．H

温　    琳 ストラック．A． N.

コリンズ．K．J トリキアン．M

シュッテレ．H マクノートン．A．S

ストラック．A． N. マクヴェイ．P． C.

トリキアン．M ヨネスク．M

マクノートン．A．S

マクヴェイ．P． C.

ヨネスク．M

担任

ドイツ語・ドイ
ツ文化

2年生

ドイツ語・ドイ
ツ文化

1年生

英語コミュニ
ケーション

英語リベラル
アーツ

英語コミュニ
ケーション

英語リベラル
アーツ

外国語学部 学年担任およびゼミ・卒業研究担当者 

★オフィスアワー制度 

 麗澤大学のオフィスアワー制度は、専任

教員が研究室で個別に授業や研究等の質問

に応じたり、所属しているゼミ生（3・4年

生）やクラス担任が担当する学生（1・2年

生）の生活上の相談窓口となる学生のサ

ポート制度です。 

 本学の在学生は誰でも制度を活用できま

す。オフィスアワーの詳細は、「履修案

内」に記載されています。実施の曜日・時

間等を確認し、事前に予約が必要な場合は

必要な手続きをしてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

●１年生クラス担任

担当科目　 クラス 担当教員 担当科目　 クラス 担当教員

KA 大野　正英 BA 寺本　佳苗

KB 下田　健人 BB 横田　理宇

KC 池川真里亜 BC 吉田健一郎

KD 森田　龍二 BD 鈴木　大介

●２年生クラス担任

担当科目　 クラス 担当教員 担当科目　 クラス 担当教員

1 佐久間裕秋 1 高　    巖

2 中島　真志 2 横田　理宇

3 小野　宏哉 3 佐藤　政則

4 髙橋　秀樹 C 陳　  玉雄

C 陳　  玉雄

担当科目　 クラス 担当教員 担当科目　 クラス 担当教員

S ュニック　ヴィクトリ F 水野　時孝

G 山下　美樹 C 陳　  玉雄

K 小野　宏哉

B 藤野　真也

担当科目　 クラス 担当教員

A 豊嶋　建広

B 井下　佳織

C 陳　  玉雄

グローバル基礎演習A・B

会計ファイナンス専攻

会計ファイナンス基礎演習A・B

スポーツビジネス専攻

スポーツビジネス基礎演習A・B

経済学基礎演習A・B

経営専攻

経営学基礎演習A・B

グローバル人材育成専攻

経済専攻／観光・地域創生専攻

基礎ゼミナールA・B

経営専攻／AIビジネス専攻／スポーツビジネス専攻

基礎ゼミナールA・B

経済専攻

経済学部 クラス担任およびゼミ担当者 

★オフィスアワー制度 

 麗澤大学のオフィスアワー制度は、専任教員

が研究室で個別に授業や研究等の質問に応じた

り、所属しているゼミ生（3・4年生）やクラス

担任が担当する学生（1・2年生）の生活上の相

談窓口となる学生のサポート制度です。 

 本学の在学生は誰でも制度を活用できます。

オフィスアワーの詳細は、「履修案内」に記載

されています。実施の曜日・時間等を確認し、

事前に予約が必要な場合は必要な手続きをして

ください。 

 



 

 

 

 

 

●３年生ゼミナール担当者 ●４年生ゼミナール担当者

担当科目 クラス 担当教員 担当科目 クラス 担当教員

K1 大野　正英 K1 大野　正英

K2 小野　宏哉 K2 小野　宏哉

K4 下田　健人 K3 上村　昌司

K5 趙　家林 K4 下田　健人

K6 ラウ　シン イー K5 趙　家林

K7 高辻　秀興 K6 ラウ　シン イー

K8 髙橋　秀樹 K7 高辻　秀興

K9 中島　真志 K8 髙橋　秀樹

K10 大越　利之 K9 中島　真志

K11 陳　玉雄 K10 大越　利之

G1 堀内　一史 K11 陳　玉雄

G2 八木　秀次 K12 馬場　靖憲

G3 徳永　澄憲 G1 堀内　一史

G4 永田　雅啓 G2 八木　秀次

G5 熊野　留理子 G3 徳永　澄憲

G6 齋藤　之誉 G4 永田　雅啓

G7 山下　美樹 G5 熊野　留理子

G8 ミロシュニック　ヴィクトリア G6 齋藤　之誉

B2 大場　裕之 G7 山下　美樹

B3 佐藤　政則 G8 ミロシュニック　ヴィクトリア

B4 高　巖 B2 大場　裕之

B6 近藤　明人 B3 佐藤　政則

B7 吉田　健一郎 B4 高　巖

F1 籠　義樹 B5 中野　千秋

F5 水野　時孝 B6 近藤　明人

F6 篠藤　涼子 B7 吉田　健一郎

F7 鈴木　大介 F1 籠　義樹

S1 豊嶋　建広 F2 上村　昌司

S2 井下　佳織 F3 佐久間　裕秋

S3 江島　顕一 F5 水野　時孝

S5 寺本　佳苗 F6 篠藤　涼子

Z1 上村　昌司 F7 鈴木　大介

S1 豊嶋　建広

S2 井下　佳織

S3 江島　顕一

S5 寺本　佳苗

Z1 上村　昌司

ゼミナールⅠ・Ⅱ

ゼミナールⅢ・Ⅳ



 

 

 

 

 

 

 

 

●１年生クラス担任

担任

担任

代表

担当科目　 クラス 担当教員

G1 中野　千秋

G2 中村　昭裕

G3 中村　昭裕／内藤　知加恵

松島　正明

グローバルビジネス専攻

基礎ゼミナールA・B

日本学・国際コミュニケーション専攻

主担任
（8人ずつ学生を2年間継続的に担任）

担当教員

大関　浩美

野林　靖彦

宮下　和大

近藤　  彩

杉浦　滋子

大関　浩美

黒須　里美

櫻井　良樹

副担任
（基礎ゼミナールA・B担当者）

国際交流・国際協力専攻

担当教員

国際学部 クラス担任 

★オフィスアワー制度 

 麗澤大学のオフィスアワー制度は、専任教員が研究室で個別に授業や研究等の質問に応じたり、所属

しているゼミ生（3・4年生）やクラス担任が担当する学生（1・2年生）の生活上の相談窓口となる学

生のサポート制度です。 

 本学の在学生は誰でも制度を活用できます。オフィスアワーの詳細は、「履修案内」に記載されてい

ます。実施の曜日・時間等を確認し、事前に予約が必要な場合は必要な手続きをしてください。 


