
 2022年度　情報実習室・CALL教室 時間割（前期）
2022/4/11

曜日 教室 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） 教室 曜日

情1実 計量経済学（南 ホチョル） プログラミングⅠ(林　秀彦) 演習Ⅱ／専門演習Ⅰ(南　ホチョル) 情1実

情2実 住宅CAD設計Ⅰ（遠藤　太郎） 情2実

情3実 卒業研究Ⅰ(グレイ) 情3実

情4実 グローバル・イシューズ(池　ヒョンジュウ　直美) 基礎力養成塾Ⅰ(秋森　弘) 情4実

情5実 情報入門（経Ｅ）(古谷　次郎) エクステンシブ・リーディングⅠ(アッカーマン) 情報システム論Ⅰ(鈴木　克典) 情5実

情6実 情報入門（経Ａ）(下條　暁司) データベース論(佐藤　友暁)
情報セキュリティマネジメント／システム設計論(佐藤
友暁)

情6実

情7実 情報入門（経Ｂ）(渡辺　隼人) 経営情報学Ⅰ(鎌田　直矢) 情7実

情8実 エクステンシブ・リーディングⅠ(アッカーマン) 専門演習Ⅲ(R.トムソン) 演習Ⅰ(秋森　弘) 情8実

情9実 情報入門（経Ｃ）(小幡　直弘) 情9実

情10実 情報入門（経Ｄ）(日髙　慶美) ボキャブラリー・ビルディングⅠ(H.トムソン) ボキャブラリー・ビルディングⅠ(H.トムソン) 情10実

情11実 グラフィックデザイン演習Ⅰ(川部　大輔) 情11実

情12実 英作文Ⅰ(バーンズ) 英語（文学部Ⅲ・Ⅳ）／経済学科（英語）Ⅰ・Ⅱ 情12実

CALL1 英語（文部Ⅰ・Ⅱ） 英語（社部Ⅰ・Ⅱ） 英語（社部Ⅲ・Ⅳ） 英語（文学部Ⅲ・Ⅳ）／経済学科（英語）Ⅰ・Ⅱ CALL1

CALL2 Geography〔地理〕Ⅰ(アッカーマン) CALL2

CALL3 翻訳法ＢⅠ（コールマン) 通訳法Ⅰ(加藤　和代) 通訳法Ⅲ(加藤　和代) 専門演習Ⅲ(江口　均) 卒業研究Ⅰ(江口　均) CALL3

情1実 ソフトウェア開発論Ⅰ(林　秀彦) アプリケーション論（林　秀彦） 専門演習Ⅱ(林　秀彦) 情1実

情2実 基礎演習Ⅱ(松本　康一郎) 情2実

情3実 Basic CompositionⅠ(カートライト) 情3実

情4実
Academic EssayⅠ/アカデミック・エッセイⅠ(Ｃ)(リー
ムスト)

Basic CompositionⅠ(リームスト) 専門演習Ⅰ(鈴木　克典) 専門演習Ⅱ(鈴木　克典) 情4実

情5実 現代の国際社会(浦野) マルチメディア論（A)/情報メディア論Ⅰ(A)(佐藤　友
暁)

インタビュー・ルポルタージュ技法（A/B)（大島　寿美
子，阪井　宏）

心理学実験（栗林　克匡，眞嶋　良全，中田　龍三
郎）

心理学実験（栗林　克匡，眞嶋　良全，中田　龍三
郎）

情5実

情6実 現代の国際社会(金野) 情報入門（コＡ）(今井　史) 情6実

情7実 現代の国際社会(山口哲) 情報入門（コＢ）(金子　大輔)
心理学実験（栗林　克匡，眞嶋　良全，中田　龍三
郎）

心理学実験（栗林　克匡，眞嶋　良全，中田　龍三
郎）

情7実

情8実 生活創造専門演習(内山　智) 心理学研究方法論Ⅰ(豊村　和真) 情8実

情9実 情報入門（コＣ）(小幡　直弘)
Academic EssayⅠ/アカデミック・エッセイⅠＢ(ｸﾘｹﾞ
ﾝ)

情9実

情10実 情10実

情11実 生活創造専門演習(川部　大輔) 英語（経部Ⅲ・Ⅳ） 写真表現(川部　大輔) 情11実

情12実 Intercultural CommunicationⅠ(コッター) 海外事情(コッター) Intercultural CommunicationⅠ(2)(コッター) 情12実

CALL1
英語メディア研究/Journalism English(Ｂ)/英語メディ
ア研究(Ａ)(Ｂ)(大島　寿美子)

英語（経部Ⅰ・Ⅱ） リスニング・スキルⅠ(林　晋太郎) リスニング・スキルⅠ(林　晋太郎) CALL1

CALL2 Geography〔地理〕Ⅰ(アッカーマン) 通訳法Ⅱ(田中　直子) 通訳法Ⅱ(田中 直子) CALL2

CALL3 ビジネス英語(赤坂　安奈) 日本の社会〔国際〕/日本社会における言語とジェン
ダー〔国際〕(A)(D. アンダーソン)

CALL3

情1実 シミュレーション論（林　秀彦） 情1実

情2実 情2実

情3実 情3実

情4実 情4実

情5実 マルチメディア論/情報メディア論Ⅰ(Ｂ)(佐藤　友暁) 情5実

情6実 情報入門（情A）(石田　雪也) 情報入門（法Ａ）(金子　大輔) 情6実

情7実 情報入門（情B）(大瀨　幸則) 情報入門（法Ｃ）(大瀨　幸則) 情7実

情8実 情8実

情9実 情報入門（情C）(古谷　次郎) 情報入門（法Ｂ）(古谷　次郎) 情9実

情10実 情報入門（情D)(鈴木　克典) 情報入門（法Ｄ）(山田　志真子) 情10実

情11実 ソフトウェア基礎（金子　大輔） 情11実

情12実 英語Ⅰ(ゲティングス) 情12実

CALL1 上級英語Ⅰ(ゲッツ) CALL1

CALL2 クリエイティブ・ライティングⅠ(Ａ)(フリーゼン) クリエイティブ・ライティングⅠＢ(フリーゼン) CALL2

CALL3 基礎演習Ⅰ(江口　均) リスニング・スキルⅢ(竹村　雅史) CALL3

情1実 計量経済学(南　ホチョル) プログラミングⅠ(林　秀彦) 情1実

情2実
Academic EssayⅠ(A)/アカデミック・エッセイⅠ(A)(バ
ロー)

Basic CompositionⅠ(バロー) 演習Ⅲ（修　震傑） 演習Ⅴ/演習Ⅱ（修　震傑） 情2実

情3実 英作文Ⅰ(カートニー） スタディ・スキルⅠ(H.トムソン) Basic CompositionⅠ(シュガーマン) 専門演習Ⅱ（大原　昌明） 情3実

情4実 Academic EssayⅠ(ｼｭｶﾞｰﾏﾝ) 演習Ⅰ(修　震傑) Basic CompositionⅠ(クリゲン) 専門演習Ⅰ(佐藤　友暁) 情4実

情5実 心理統計法(石川　悟) 英語（社部Ⅰ・Ⅱ） 英語（社部Ⅲ・Ⅳ） 英語（文学部Ⅲ・Ⅳ）／経済学科（英語）Ⅰ・Ⅱ 情5実

情6実 情報入門（英Ａ）(田邊　政之) 情報入門（計Ｃ）(田邊　政之) History〔歴史〕Ⅰ（ゲティングス） 情6実

情7実 情報入門（英Ｂ）(大瀨　幸則) 情報入門（計Ｂ）(江本　理恵) 多変量解析法/心理統計法(福心)(眞嶋　良全) 情7実

情8実 情報科教育法Ⅰ（Ａ）(金子　大輔) スタディ・スキルⅠ／Ⅲ(アッカーマン) 情8実

情9実 英語（文部Ⅰ・Ⅱ） 情報入門（英Ｃ）(古谷　次郎) 情報入門（計Ａ）(古谷　次郎) 情9実

情10実 英作文Ⅰ(マウン) 情報入門（英Ｄ）(金子　大輔) Basic CompositionⅠ(ボゼア) 情10実

情11実 英作文Ⅰ(バーンズ) 英語（文学部Ⅲ・Ⅳ）／経済学科（英語）Ⅰ・Ⅱ 情11実

情12実 英作文Ⅰ(ゲティングス) スタディ・スキルⅠ(コッター) オーラル・イングリッシュEⅠ(ゲティングス) オーラル・イングリッシュEⅠ(コッター)
比較文化〔国際〕／ジャパニーズ・カルチャー(A)／日
本の文化〔国際〕(Ａ)(コッター)

情12実

CALL1 英語学研究Ｂ(高野　照司) スタディ・スキルⅠ(田中　直子) リスニング・スキルⅠ(林　晋太郎) リスニング・スキルⅠ(林　晋太郎) CALL1

CALL2 英作文Ⅰ(D. アンダーソン) 発音法Ⅰ(田中　直子) 発音法Ⅰ(田中　直子) CALL2

CALL3 外国語演習[中国語](山本　範子) 専門演習Ⅰ(江口　均) 英語技能演習Ⅲ(有泉　さおり) CALL3

情1実 情1実

情2実 生活創造専門演習（住）（遠藤　太郎） 情2実

情3実 実践英語Ⅰ/ビジネス英語Ⅰ(経)(ゲティングス) 社会調査法(風戸　真理) 情3実

情4実
Academic EssayⅠ/アカデミック・エッセイⅠ(E)(グレ
イ)

Academic EssayⅠ/アカデミック・エッセイⅠ(D)（カー
トライト)

情4実

情5実 統計法基礎/応用統計法(柿原　久仁佳) エクステンシブ・リーディングⅠ(アッカーマン) 情5実

情6実 統計法基礎/応用統計法(柿原　久仁佳) 情報入門（福心Ｃ）(渡辺　隼人) 情報入門（臨Ａ）(渡辺　隼人) 神経・生理心理学/生理心理学(渡辺　隼人) 情6実

情7実 情報入門（福心Ｂ）(古谷　次郎) 情報入門（臨Ｂ）(米谷　さくら) 英語（経部Ⅲ・Ⅳ） 情7実

情8実 アカデミック・コミュニケーションⅠ(タン) エクステンシブ・リーディングⅠ(アッカーマン) 情8実

情9実 情報入門（福心Ａ）(山田　志真子) 情報入門（臨Ｃ）(山田　志真子) 基礎情報処理(内山　智，藤木　晶子) 基礎情報処理(内山　智，藤木　晶子) 情9実

情10実 情報入門(関谷　成実) 情報入門(関谷　成実)
映像技術演習Ⅰ（A)/映像技術演習（Ａ）(小幡　直
弘，妹尾　克利)

映像技術演習Ⅰ（B)/映像技術演習（B)(小幡　直弘，
妹尾　克利)

情10実

情11実 情報入門(関谷　成実) 情報入門(関谷　成実) 応用マルチメディア(小賀　聡) 情11実

情12実 オーラル・イングリッシュⅢ(コッター) 基礎情報処理(内山　智，藤木　晶子) 基礎情報処理(内山　智，藤木　晶子) 情12実

CALL1 英語学研究Ｄ(高野　照司) 応用ビジネスコンピューティング（山本　慎平） ボキャブラリー・ビルディングⅠ(H.トムソン) CALL1

CALL2 上級中国語Ⅰ(山本　範子) 英語（経部Ⅰ・Ⅱ） Introduction to Sports Theory(コッター) 国際交流特別講義Ｃ(フリーゼン) CALL2

CALL3 CALL3

※月曜日・Ⅵ講目 【社会教育実習（斎藤　仁史）】使用 赤字：毎回使用するわけではありません

木 木

金 金

月 月

火 火

水 水


