
短大英文学科 時間割 2017 履修登録用
Ⅰ講目 (8:50～10:20) Ⅱ講目 (10:30～12:00) Ⅲ講目 (13:00～14:30) Ⅳ講目 (14:40～16:10) Ⅴ講目 (16:20～17:50) Ⅵ講目 (18:00～19:30)

曜日 学年 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者 教室

月 1 7908 後期 90 健康の科学 佐々木敏 A607 7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） ﾁｪｽﾊﾟ C705 7052 前期 90 英作文Ⅰ（A2） ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A702 7057 前期 90 英作文Ⅰ（D1） ｸﾘｹﾞﾝ 情3実 7269 後期 90 総合講義ホスピタリティ 森越 A401
7915 前期 90 社会学Ⅰ（短） 風戸 A300 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ﾌﾗﾝｸ C701 7053 前期 90 英作文Ⅰ（B1） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 7067 後期 90 英作文Ⅱ（D1） ｸﾘｹﾞﾝ 情3実 7322 前期 90 英語技能演習Ⅰ（2） 黒澤 CALL2
7925 後期 90 美術と文化 遠藤太，川部 A300 7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ﾁｪｽﾊﾟ C705 7062 後期 90 英作文Ⅱ（A2） ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A702 7191 前期 90 リーディング・スキルⅠ（B） 竹村 C701
7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ﾌﾗﾝｸ C701 7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ﾌﾗﾝｸ C701 7063 後期 90 英作文Ⅱ（B1） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 7195 後期 90 リーディング・スキルⅡ（B） 竹村 C701
7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ﾁｪｽﾊﾟ C705 7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ﾁｪｽﾊﾟ C705 7192 前期 90 リーディング・スキルⅠ（C） 竹村 C701 7301 後期 90 通訳法Ⅰ（1） 田中直 CALL1
7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ﾌﾗﾝｸ C701 7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ﾌﾗﾝｸ C701 7196 後期 90 リーディング・スキルⅡ（C） 竹村 C701 7321 前期 90 英語技能演習Ⅰ（1） 黒澤 CALL2
7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ﾁｪｽﾊﾟ C705 7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） ﾁｪｽﾊﾟ C705
7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ﾌﾗﾝｸ C701 7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ﾌﾗﾝｸ C701
7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ﾁｪｽﾊﾟ C705 7113 前期 前45 英文法Ⅰ（C） 白鳥 A605
7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ﾌﾗﾝｸ C701 7114 前期 後45 英文法Ⅰ（D） 白鳥 A605
7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ﾁｪｽﾊﾟ C705 7118 後期 前45 英文法Ⅱ（C） 白鳥 A605
7111 前期 前45 英文法Ⅰ（A） 白鳥 A605 7119 後期 後45 英文法Ⅱ（D） 白鳥 A605
7112 前期 後45 英文法Ⅰ（B） 白鳥 A605 7286 後期 90 国語表現法 岡本 B504
7116 後期 前45 英文法Ⅱ（A） 白鳥 A605
7117 後期 後45 英文法Ⅱ（B） 白鳥 A605

火 1 7902 前期 90 法学（短） 長屋 A400 7145 前期 90 アセンブリⅠ（短英） コッター，白鳥 C400 7921 前期 90 音楽と文化 西井 A500 7016 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（A） 森越 CALL2 7905 後期 90 科学概論 内山 A301 7151 前期 90 スタディ・スキルⅠ（A1） H．トムソン B600
7903 前期 90 生命の科学 三瀬 B500 7302 後期 90 通訳法Ⅰ（2） 田中直 CALL1 7018 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（C） 森越 CALL2 7017 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（B） 森越 CALL2 7913 前期 90 人間と思想 佐藤俊 B607 7152 前期 90 スタディ・スキルⅠ（A2） ｱｯｶｰﾏﾝ 情8実
7283 後期 90 海外研修ＢⅠ 森越 A607 7019 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（D） 森越 CALL2 7021 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（A） 森越 CALL2 7153 前期 90 スタディ・スキルⅠ（B1） 坂内 B602

7023 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（C） 森越 CALL2 7022 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（B） 森越 CALL2 7154 前期 90 スタディ・スキルⅠ（B2） 田中直 B603
7024 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（D） 森越 CALL2 7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） H．トムソン A507 7155 前期 90 スタディ・スキルⅠ（C1） コッター B604
7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） ｸﾄﾞｳ A506 7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ｸﾄﾞｳ A506 7156 前期 90 スタディ・スキルⅠ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ B605
7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ﾘﾄﾝ A507 7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） H．トムソン A507 7157 前期 90 スタディ・スキルⅠ（D1） 森越 B606
7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ｸﾄﾞｳ A506 7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ｸﾄﾞｳ A506 7158 前期 90 スタディ・スキルⅠ（D2） 白鳥 B608
7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ﾘﾄﾝ A507 7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） H．トムソン A507 7161 後期 90 スタディ・スキルⅡ（A1） H．トムソン B600
7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ｸﾄﾞｳ A506 7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ｸﾄﾞｳ A506 7162 後期 90 スタディ・スキルⅡ（A2） ｱｯｶｰﾏﾝ 情8実
7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ﾘﾄﾝ A507 7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） H．トムソン A507 7163 後期 90 スタディ・スキルⅡ（B1） 坂内 B602
7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） ｸﾄﾞｳ A506 7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｸﾄﾞｳ A506 7164 後期 90 スタディ・スキルⅡ（B2） 田中直 B603
7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ﾘﾄﾝ A507 7056 前期 90 英作文Ⅰ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情12実 7165 後期 90 スタディ・スキルⅡ（C1） コッター B604
7253 前期 90 訳読演習Ⅰ 梅田 A706 7066 後期 90 英作文Ⅱ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情12実 7166 後期 90 スタディ・スキルⅡ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ B605
7254 後期 90 訳読演習Ⅱ 梅田 A706 7167 後期 90 スタディ・スキルⅡ（D1） 森越 B606

7168 後期 90 スタディ・スキルⅡ（D2） 白鳥 B608

水 1 7951 前期 90 フランス語Ⅰ（1） 井川 B401 7952 前期 90 フランス語Ⅰ（2） 林宏 C600 7901 前期 90 経済学Ⅰ（短） 毛利 A401 7093 前期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（C） 坂内 A607
7954 後期 90 フランス語Ⅱ（1） 井川 B401 7955 後期 90 フランス語Ⅱ（2） 林宏 C600 7919 後期 90 経済学Ⅱ（短） 毛利 A401 7094 前期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（D） 坂内 A607
7961 前期 90 中国語Ⅰ（1） 顔 B609 7962 前期 90 中国語Ⅰ（2） 顔 B609 7924 後期 90 環境の科学 高橋孝 A605 7098 後期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（C） 坂内 A607
7963 前期 90 中国語Ⅰ（3） 霜鳥 A507 7965 後期 90 中国語Ⅱ（2） 顔 B609 7091 前期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（A） 坂内 A607 7099 後期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（D） 坂内 A607
7964 後期 90 中国語Ⅱ（1） 顔 B609 7982 前期 90 ハングルⅠ（2） 鄭 B607 7092 前期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（B） 坂内 A607 7332 前期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅠ（2） ﾌﾗﾝｸ C702
7966 後期 90 中国語Ⅱ（3） 霜鳥 A507 7987 後期 90 ハングルⅡ（2） 鄭 B607 7096 後期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（A） 坂内 A607 7337 後期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅡ（2） ﾌﾗﾝｸ C702
7971 前期 90 ドイツ語Ⅰ 下田 B503 7097 後期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（B） 坂内 A607
7974 後期 90 ドイツ語Ⅱ 下田 B503 7331 前期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅠ（1） ﾌﾗﾝｸ C702
7981 前期 90 ハングルⅠ（1） 鄭 B607 7336 後期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅡ（1） ﾌﾗﾝｸ C702
7986 後期 90 ハングルⅡ（1） 鄭 B607

木 1 7912 前期 90 ジェンダー論（短） 藤原 C500 7054 前期 90 英作文Ⅰ（B2） ｶｰﾄﾆｰ A508 7003 前期 前45 発音法Ⅰ（C） 田中直 CALL1 7001 前期 前45 発音法Ⅰ（A） 田中直 CALL1 7916 前期 90 心理学Ⅰ（短） 藤木 C500
7918 後期 90 心理学Ⅱ（短） 藤木 A703 7055 前期 90 英作文Ⅰ（C1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情12実 7004 前期 後45 発音法Ⅰ（D） 田中直 CALL1 7002 前期 後45 発音法Ⅰ（B） 田中直 CALL1 7917 後期 90 社会学Ⅱ（短） 風戸 B502
7051 前期 90 英作文Ⅰ（A1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情12実 7058 前期 90 英作文Ⅰ（D2） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 7008 後期 前45 発音法Ⅱ（C） 田中直 CALL1 7006 後期 前45 発音法Ⅱ（A） 田中直 CALL1 7298 前期 90 海外事情 コッター 情4実
7061 後期 90 英作文Ⅱ（A1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情12実 7064 後期 90 英作文Ⅱ（B2） ｶｰﾄﾆｰ A508 7009 後期 後45 発音法Ⅱ（D） 田中直 CALL1 7007 後期 後45 発音法Ⅱ（B） 田中直 CALL1 7324 後期 90 英語技能演習Ⅱ 有泉 CALL3
7271 前期 90 プレゼンテーション・ディスカッションＩ ｶｰﾄﾆｰ 情4実 7065 後期 90 英作文Ⅱ（C1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情12実 7016 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（A） 森越 CALL2 7018 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（C） 森越 CALL2
7273 後期 90 プレゼンテーション・ディスカッションＩＩ ｶｰﾄﾆｰ 情4実 7068 後期 90 英作文Ⅱ（D2） D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 7017 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（B） 森越 CALL2 7019 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（D） 森越 CALL2

7021 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（A） ｸﾄﾞｳ CALL2 7023 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（C） ｸﾄﾞｳ CALL2
7022 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（B） ｸﾄﾞｳ CALL2 7024 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（D） ｸﾄﾞｳ CALL2
7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ﾔﾝｸﾞ C701 7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） コッター 情4実
7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ｱｯｶｰﾏﾝ A506 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実
7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ﾔﾝｸﾞ C701 7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） コッター 情4実
7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ｱｯｶｰﾏﾝ A506 7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実
7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ﾔﾝｸﾞ C701 7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） コッター 情4実
7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ｱｯｶｰﾏﾝ A506 7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実
7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ﾔﾝｸﾞ C701 7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） コッター 情4実
7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｱｯｶｰﾏﾝ A506 7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実
7093 前期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（C） H．トムソン 情10実 7091 前期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（A） H．トムソン 情10実
7094 前期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（D） H．トムソン 情10実 7092 前期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（B） H．トムソン 情10実
7098 後期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（C） H．トムソン 情10実 7096 後期 後45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（A） H．トムソン 情10実
7099 後期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（D） H．トムソン 情10実 7097 後期 前45 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（B） H．トムソン 情10実

金 1 7933 前期 90 スポーツⅠ（Ｙ） 角田 体育館 7914 前期 90 数の世界 内山 B503 7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） ﾁｬﾄﾞｳｨｯｸ B609 7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ｱﾄｷﾝｽ A709
7937 後期 90 スポーツⅡ（Ｙ） 角田 体育館 7934 前期 90 スポーツⅠ（Ｚ） 角田 体育館 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ﾌﾗﾝｸ A506
7943 前期 90 キリスト教学Ⅰ 日高 B500 7938 後期 90 スポーツⅡ（Ｚ） 角田 体育館 7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ﾁｬﾄﾞｳｨｯｸ B609 7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ｱﾄｷﾝｽ A709
7945 後期 90 キリスト教学Ⅱ 日高 B500 7222 前期 90 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ（2） 堤 A404 7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ﾌﾗﾝｸ A506
7221 前期 90 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ（1） 堤 A404 7386 前期 90 情報入門（短CD） 関谷 情10実，情11実 7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ﾁｬﾄﾞｳｨｯｸ B609 7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ｱﾄｷﾝｽ A709
7223 後期 90 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ（3） 堤 C608 7390 後期 90 情報活用（短CD） 関谷 情10実，情11実 7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ﾌﾗﾝｸ A506
7385 前期 90 情報入門（短AB） 関谷 情10実，情11実 7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） ﾁｬﾄﾞｳｨｯｸ B609 7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ｱﾄｷﾝｽ A709
7389 後期 90 情報活用（短AB） 関谷 情10実，情11実 7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ﾌﾗﾝｸ A506

7113 前期 前45 英文法Ⅰ（C） 白鳥 A605 7111 前期 前45 英文法Ⅰ（A） 白鳥 A605
7114 前期 後45 英文法Ⅰ（D） 白鳥 A605 7112 前期 後45 英文法Ⅰ（B） 白鳥 A605
7118 後期 前45 英文法Ⅱ（C） 白鳥 A605 7116 後期 前45 英文法Ⅱ（A） 白鳥 A605
7119 後期 後45 英文法Ⅱ（D） 白鳥 A605 7117 後期 後45 英文法Ⅱ（B） 白鳥 A605
7190 前期 90 リーディング・スキルⅠ（A） 竹村 B400 7193 前期 90 リーディング・スキルⅠ（D） 竹村 B400
7194 後期 90 リーディング・スキルⅡ（A） 竹村 B400 7197 後期 90 リーディング・スキルⅡ（D） 竹村 B400

土 1

【遠隔授業・集中講義】 《クラス指定について》 (履修登録時に注意すること） 《注意事項》
学年 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者 ◎ 基礎教養科目は、時間割により、履修できない場合もある。 ◆　時間割の表記について

遠隔授業 1 ◎ 必修科目は、Ｗｅｂ履修システムに登録済み。登録画面上で確認すること。 教室の「情○実」は、第○情報実習室。「CALL○」は、A館２階のCALL第○。
集中講義 1 7268 前期 90 インターンシップ 田中直，H．トムソン なお、他の科目は自分で選択すること。わからないことは、担任の先生と相談すること。 「図４A」は、図書館棟４階、Ａ教室。　「図４Ｂ」は、Ｂ教室。

7275 後期 90 グローバル・インターンシップA 田中直 　　「コード」は、履修登録コード。
7276 後期 90 グローバル・インターンシップB 田中直，H．トムソン 「ハングルⅠ・Ⅱ」 …原則として（１）…CDクラス　（２）…ABクラス　他の科目（第二外国語を含む）とぶつかる時は、変更可能。 ◆　「前半または後半」と記載されている科目は、４５分授業につき授業時間に注意すること。
7284 後期 90 海外研修ＢⅡ 森越 「フランス語Ⅰ・Ⅱ」 …原則として（１）…CDクラス　（２）…ABクラス　他の科目（第二外国語を含む）とぶつかる時は、変更可能。 ◆　事前登録しないと履修できない科目（別紙参照）があるので注意すること。
7285 後期 90 海外研修Ａ ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 「中国語Ⅰ・Ⅱ」  …原則として（１）…A,C1クラス　（２）…Bクラス （３）…D,C2クラス　他の科目（第二外国語を含む）とぶつかる時は、変更可能。
7298 後期 90 海外事情 コッター - 「スポーツⅠ・Ⅱ」　… ( Ｙ )… CDクラス　( Ｚ )… ABクラス 《授業の出席について》

※キリスト教学とスポーツを、両方履修したい学生は、どちらかを２年生で履修して下さい。 ◆　教室変更が多いので、教室変更掲示を毎回確認すること。
《クラス指定》 「イングリッシュ・バイブルⅠ・Ⅱ」 … Ⅰのみ、Ⅱのみ、Ⅰ・Ⅱ両方、いずれの方法でも履修可能。 ◆　欠席回数が全授業回数の１／３を超えた場合は、試験の受験資格を失うこととなるので、十分注意すること。

Ａ Ａ1  「通訳法Ⅰ」 …　　（１） … CDクラス　（２） … ABクラス ※ 授業の出席回数については、自己管理すること。
Ａ2  「グローバル・インターンシップ」  …希望者は、後日、説明会がありますので、掲示板をよく確認し、説明会に参加してください。

Ｂ Ｂ1

Ｂ2 ※ オーラルⅢ・Ⅳ、エクステンシブ・リーディングⅠは、Ｉ～Ｌのクラスで分けられ、
Ｃ Ｃ1     既に自動で履修登録されております。Ｗｅｂの履修登録画面で自分のクラスを確認してください（４／１から確認可能）。

Ｃ2

Ｄ Ｄ1

Ｄ2

期間

期間 開講期間および注意事項

事前説明会に必ず出席すること。教室・講時等の詳細は掲示で通知する。

事前説明会に必ず出席すること。教室・講時等の詳細は掲示で通知する。

事前説明会に必ず出席すること。教室・講時等の詳細は掲示で通知する。

履修条件・日程・内容等をシラバスで確認すること。

(2017年度入学生用)
時限

期間 期間 期間

4月1日（土）のオリエンテーションで説明いたします。

期間 期間

事前説明会に必ず出席すること。教室・講時等の詳細は掲示で通知する。


