2019年度 情報実習室・CALL教室時間割（後期）
曜日

教室

Ⅰ講目（8:50～10:20）

Ⅱ講目（10:30～12:00）

情1実

Ⅴ講目（16:20～17:50）

英作文Ⅱ(B1)(ハリー クリゲン)

情5実

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ(1)(山本 慎平)

情6実

情報活用Ⅰ(経Ａ)(古谷 次郎)

情7実

英語Ⅰ・Ⅱ（文学部）

情8実
情報活用Ⅱ(経Ｂ)(石田 雪也)

情10実

イングリッシュ・ディスカッションⅡ(Ｈ)(ハリー クリゲ
ン)

卒業研究Ⅱ(Ｐ．グレイ)

情3実

Basic CompositionⅡ(Ｂ)(アラン ボゼア)
ベイシック・コンポジションⅡ(Ｂ)(アラン ボゼア)

情4実

情報システム論Ⅱ(鈴木 克典)

情5実
英語Ⅲ・Ⅳ（文学部）

経営情報学Ⅱ(鎌田 直矢)

英語Ⅲ・Ⅳ（社会福祉学部）

商業科教育法Ⅱ(古谷 次郎)

教職実践演習（中・高）(A)(古谷 次郎)

英語Ⅰ・Ⅱ（社会福祉学部）
ボキャブラリー・ビルディングⅡ(A)(H．トムソン)

ボキャブラリー・ビルディングⅡ(D)(H．トムソン)

情6実
情7実
専門演習Ⅰ(秋森 弘) 演習Ⅰ(Ｄ)(秋森 弘)
演習Ⅱ(Ｄ)(秋森 弘)

情9実

マーケティング・リサーチ(韓 文煕)

情10実

生活学基礎演習ＩＩ(心)(藤木 晶子)

CALL1

通訳法Ⅰ(1)(田中 直子)

CALL2
CALL3

通訳法Ⅱ(文)(加藤 和代)

情1実

情3実

CALL2

卒業研究Ⅱ(江口 均)

CALL3

インタビュー技法(Ａ)(大島 寿美子,阪井 宏)

専門演習Ⅰ(林 秀彦)

専門演習Ⅱ(林 秀彦)

情1実

心理学実験(豊村 和真)

心理学実験(豊村 和真)

情2実

専門演習Ⅱ(黄 雅雯)

情3実

専門演習Ⅰ(鈴木 克典)

専門演習Ⅱ(鈴木 克典)

情4実

観察訓練演習(Ａ)・(B)(片岡 徹,寺林 暁良)

観察訓練演習(Ａ)・（B)(片岡 徹,寺林 暁良)

情5実

心理学実験演習(コＡ)(後藤 靖宏,田辺 毅彦,石川
悟,柿原 久仁佳,大瀨 幸則)
心理学実験演習(コB)(後藤 靖宏,田辺 毅彦,石川
悟,柿原 久仁佳,大瀨 幸則)

心理学実験演習(コＡ)(後藤 靖宏,田辺 毅彦,石川
悟,柿原 久仁佳,大瀨 幸則)
心理学実験演習(コB)(後藤 靖宏,田辺 毅彦,石川
悟,柿原 久仁佳,大瀨 幸則)

インターネット論(佐藤 友暁)

情6実

情報活用Ⅰ(コＡ)(田所 智)

情7実

英語Ⅰ・Ⅱ（経済学部）

情8実

通信ネットワーク論(田所 智)

生活創造専門演習(情)(内山 智)

情9実

情報活用Ⅰ(コＢ)(金子 大輔)

情10実

情報メディア論Ⅱ(Ａ)(佐藤 友暁)

情11実

アカデミック・エッセイＩＩ(B)(ハリー クリゲン)

生活創造専門演習(ク)(川部 大輔)

情12実
クリエイティブ・ライティングⅡ(A)(ケンレイ フリーゼ
ン)
英語Ⅰ・Ⅱ（経済学部）

CALL3 アカデミック・ライティングⅡ(Ｂ．デビッドソン)

リスニング・スキルⅣ(三ツ木 真実)

情1実

基礎演習Ⅱ(D)(林 秀彦)

英語Ⅲ・Ⅳ（経済学部）

情8実

心理学実験(豊村 和真)

心理学実験(豊村 和真)

情9実

Basic CompositionⅡ(Ａ)(ピーター リームスト)
ベイシック・コンポジションⅡ(Ａ)(ピーター リームスト)

アカデミック・エッセイＩＩ(C)(ピーター リームスト)

情10実

英作文Ⅱ(C2)(Ｒ．ゲティングス)

Ｗｅｂパブリッシング(川部 大輔)

情11実

Intercultural Communication(異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)
生活創造専門演習(心)(藤木 晶子)
Ⅱ(2)(Ｍ．コッター)

情12実

リスニング・スキルⅡ(A)・（B)(森越 京子)

CALL1

Geography〔地理〕Ⅱ(2)(Ｋ．アッカーマン)

CALL3
情1実
情2実
情3実

情報活用Ⅰ(法Ａ)(中嶋 輝明)

情5実

情報メディア論Ⅱ(Ｂ)(佐藤 友暁)

情6実

情報活用Ⅰ(情Ａ)(金子 大輔)

情7実

情報活用Ⅰ(情Ｂ)(下條 暁司)

情8実

情4実

基礎演習Ⅰ(Ａ)(大原 昌明,黄 雅雯,佐藤 友暁)

History〔歴史〕Ⅱ(Ｒ．ゲティングス)

情5実
情6実
情7実

情報活用Ⅱ(法Ｂ)(金子 大輔)

情8実

情10実 情報活用Ⅱ(情Ｄ)(中嶋 輝明)

基礎演習Ⅰ(Ｃ)(西脇 隆二,松本 康一郎,鎌田 直矢)

情10実

情11実

英語Ⅱ(Ａ)(Ｒ．ゲティングス)

情報活用Ⅱ(情Ｃ)(鎌田 直矢)

インテリアデザイン演習(山田 羽純)

情11実

ビジネス英語Ⅱ(経)(Ｒ．ゲティングス)
実践英語Ⅱ(Ｒ．ゲティングス)

情12実
CALL1

CALL2 アカデミック・エッセイＩＩ(D)(ケンレイ フリーゼン)

国際交流特別講義Ｃ(ｂ)(ケンレイ フリーゼン)

CALL3 英語メディア研究Ｂ(大島 寿美子)

基礎演習Ⅱ(Ａ)(江口 均)

情1実

スタディ・スキルⅣ(E1)(H．トムソン)

ソフトウェア開発論Ⅱ(林 秀彦)

情2実

スタディ・スキルⅣ(F2)(田中 直子)

Basic CompositionⅡ(Ｅ)(スティーヴン バロー)
ベイシック・コンポジションⅡ(Ｅ)(スティーヴン バロー)

情3実

アカデミック・エッセイＩＩ(A)(スティーヴン バロー)

福祉臨床研究法ＢⅡ(西田 充潔)

情4実

社会学Ⅱ(短)(風戸 真理)

Basic CompositionⅡ(Ｃ)(ダイアナ シュガーマン)
ベイシック・コンポジションⅡ(Ｃ)(ダイアナ シュガーマン)

情5実

基礎演習Ⅰ(Ｂ)(山口 博教,鈴木 克典,韓 文煕)

Basic CompositionⅡ(Ｄ)(ハリー クリゲン)
ベイシック・コンポジションⅡ(Ｄ)(ハリー クリゲン)

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ(2)(山本 慎平)

情報活用Ⅰ(英Ａ)(田邊 政之)

CALL2

情報活用Ⅰ(計Ａ)(古谷 次郎)

プログラミングⅡ(Ｂ)(林 秀彦)

情1実

専門演習Ⅰ(佐藤 友暁)

専門演習Ⅱ(佐藤 友暁)

情2実

演習Ⅰ〔３年次〕(原島 正衛)

専門演習Ⅱ(大原 昌明)
演習Ⅲ(Ｊ)(大原 昌明)

情3実

科学的研究法基礎実習(A)
(濱 保久,蓑内 豊,後藤 靖宏,大島 寿美子,田辺 毅彦,石川
悟,片岡 徹,阪井 宏,柿原 久仁佳,寺林 暁良)

科学的研究法基礎実習(A)
(濱 保久,蓑内 豊,後藤 靖宏,大島 寿美子,田辺 毅彦,石川
悟,片岡 徹,阪井 宏,柿原 久仁佳,寺林 暁良)

情4実

コミュニティワーク実習(杉岡 直人,松岡 是伸,畠山
明子)

コミュニティワーク実習(杉岡 直人,松岡 是伸,畠山
明子)

情5実

情報活用Ⅰ(英Ｂ)(田所 智)

情報活用Ⅰ(計Ｂ)(田邊 政之)

情8実

スタディ・スキルⅣ(E2)(Ｋ．アッカーマン)

オーラル・イングリッシュⅡ(A2)(Ｋ．アッカーマン)
オーラル・イングリッシュⅡ(B2)(Ｋ．アッカーマン)

エクステンシブ・リーディングⅡ(Ｋ．アッカーマン)

英語Ⅰ・Ⅱ（文学部）

クリエイティブ・ライティングⅡ(B)(ケンレイ フリーゼ
ン)

CALL3

情7実

情9実

情6実
情7実
情8実

情報活用Ⅱ(英Ｃ)(中嶋 輝明)

情報活用Ⅱ(計Ｃ)(中嶋 輝明)

英語Ⅲ・Ⅳ（文学部）

情10実

情報活用Ⅱ(英Ｄ)(大瀨 幸則)

情報活用Ⅱ(計Ｄ)(金子 大輔)

英語Ⅰ・Ⅱ（経済学科）

情11実 英作文Ⅱ(A1)(ブライアン バーンズ)

英作文Ⅱ(C1)(ブライアン バーンズ)

グラフィックデザイン演習Ⅱ(川部 大輔)

デジタルグラフィックス基礎(川部 大輔)

情11実

情12実

スタディ・スキルⅣ(G1)(Ｍ．コッター)

英語Ⅲ・Ⅳ（社会福祉学部）

オーラル・イングリッシュⅡ(D1)(Ｍ．コッター)

情12実

CALL1

外国語演習[中国語](山本 範子)

発音法Ⅱ(C)(田中 直子)
発音法Ⅱ(D)(田中 直子)

発音法Ⅱ(A)(田中 直子)
発音法Ⅱ(B)(田中 直子)

CALL1

CALL2 英語学研究Ｄ(高野 照司)

専門演習Ⅱ(江口 均)

CALL3

英作文Ⅱ(D2)(デビッド アンダーソン)

木

情9実
応用情報処理(内山 智)

情10実

CALL2
女性と文化Ⅱ(川名 早苗)

英語技能演習Ⅱ(有泉 さおり)

情1実

CALL3
情1実

情2実

生活創造専門演習(住)(遠藤 太郎)

情3実

情2実
情報活用Ⅱ(臨Ｃ)(中嶋 輝明)

情4実

アカデミック・エッセイＩＩ(E)(Ｐ．グレイ)

情5実

専門演習Ⅳ(豊村 和真)

Basic CompositionⅡ(Ｆ)(Ｊ．カートライト)

卒業論文(豊村 和真)

情3実

情報収集と検索(内山 智)

情4実

情報処理(Ｄ)(佐藤 友暁)

情6実

情報処理(Ａ)(鎌田 直矢)

情報活用Ⅰ(福心Ａ)(金子 大輔)

情7実

情報処理(Ｃ)(佐藤 友暁)

情報活用Ⅱ(福心Ｂ)(渡辺 隼人)

情8実

アカデミック・コミュニケーションＩＩ(In)(Ｐ．グレイ)

情報科教育法Ⅱ(古谷 次郎)

情報活用Ⅱ(臨Ｄ)(下條 暁司)

情報活用Ⅰ(臨Ｂ)(山田 志真子)

情5実
経営情報論(生)(山本 慎平)

情6実
情7実

情9実

英語Ⅰ・Ⅱ（経済学部）

情報活用Ⅰ(臨Ａ)(渡辺 隼人)

情10実 情報活用(短AB)(関谷 成実)

情報活用(短CD)(関谷 成実)

情報処理(Ｂ)(鎌田 直矢)

情11実 情報活用(短AB)(関谷 成実)

情報活用(短CD)(関谷 成実)

情8実
英語Ⅲ・Ⅳ（経済学部）

情9実
情10実

マルチメディア(1)(小賀 聡)

マルチメディア(2)(小賀 聡)

Ainu and Maori Studies 〔ｱｲﾇとﾏｵﾘ研究〕(Ｍ．コッ
ター)

情12実

情11実
情12実

CALL1

CALL1

CALL2 上級中国語Ⅱ(山本 範子)
CALL3

水

情9実

CALL1

情6実

火

CALL2
日本の社会〔国際〕(Ｂ)(デビッド アンダーソン)

情12実

金

情7実

情3実

情9実

木

情6実

情2実

情4実

水

リスニング・スキルⅡ(C)(森越 京子)
リスニング・スキルⅡ(D)(森越 京子)

CALL2 Geography〔地理〕Ⅱ(1)(Ｋ．アッカーマン)

CALL1

通訳法Ⅲ(加藤 和代)

情報活用Ⅱ(コＤ)(小幡 直弘)
英語と文化(Ａ)(西原 明希)

情12実

通訳法Ⅰ(2)(田中 直子)

専門演習Ⅳ(江口 均)

情報活用Ⅱ(コＣ)(今井 史)

情4実

Intercultural Communication(異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)
Ⅱ(１)(Ｍ．コッター)

通訳法Ⅳ(加藤 和代)

情2実

CALL1

月

情11実

情12実

火

情8実

英語Ⅰ・Ⅱ（経済学科）

情11実

情5実

曜日

情2実

データ解析入門(高田 洋)

情4実

教室
情1実

住宅ＣＡＤ設計Ⅱ(遠藤 太郎)

情3実

情9実

Ⅳ講目（14:40～16:10）

プログラミングⅡ(Ａ)(林 秀彦)

情2実

月

Ⅲ講目（13:00～14:30）

2019/9/13

英語Ⅰ・Ⅱ（経済学部）

英語Ⅲ・Ⅳ（経済学部）
ボキャブラリー・ビルディングⅡ(B) （田辺 智也）

※火曜日・Ⅵ講目／第８実習室⇒【スタディ・スキルⅡ(A2)：Ｋ．アッカーマン】および第９実習室⇒【スタディ・スキルⅡ(D1)：森越 京子】使用

ボキャブラリー・ビルディングⅡ(B) （田辺 智也）

CALL2
CALL3

赤字：毎回使用するわけではありません

金

