
大学英文学科 時間割 2019 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 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

月 1 0701 前期 ドイツ語Ⅰ（文部） 増田好 B607 8004 前期 心理学Ⅰ（Ｂ） 中村浩 B402 8557 後期 現代世界の歴史〔東洋〕 秋山 A408 8154 後期 北方圏論（Ａ） 澤井 C500 8558 前期 現代世界の歴史〔西洋〕 山我 A501
0711 後期 ドイツ語Ⅱ（文部） 増田好 B607 1543 前期 ベイシック・リーディングＩ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303 8584 前期 教養演習Ｉ（Ｄ） 諸岡 C601 8601 前期 日本語表現Ｉ（英Ａ） 松浦年 B504 8194 前期 韓国・朝鮮の文化 鄭根珠 B400
0751 前期 フランス語Ⅰ（文部） 高野真 A504 1553 後期 ベイシック・リーディングⅡ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303 8594 後期 教養演習Ⅱ（Ｄ） 諸岡 C601 8602 前期 日本語表現Ｉ（英Ｂ） 田村早 C701 1562 前期 ベイシック・コンポジションＩ（Ｂ） ﾎﾞｾﾞｱ 情4実
0761 後期 フランス語Ⅱ（文部） 高野真 A504 1606 後期 演劇概論 高橋克 B402 8012 前期 身体の科学Ⅰ 佐々木敏 B402 8603 前期 日本語表現Ｉ（英Ｃ） 宮澤 A300 1572 後期 ベイシック・コンポジションⅡ（Ｂ） ﾎﾞｾﾞｱ 情4実
0801 前期 韓国語Ⅰ（文部Ａ） 松田 B403 1641 前期 アメリカ文学概論 斎藤彩 C700 8013 後期 身体の科学Ⅱ 佐々木敏 B402 8604 前期 日本語表現Ｉ（英Ｄ） 石垣 C501 8904 前期 教育学（Ａ） 鈴木剛 A703
0802 前期 韓国語Ⅰ（文部Ｂ） 千 B609 8137 前期 経済学Ⅰ 勝村 A503 8605 前期 日本語表現Ｉ（英Ｅ） 高島猛 A708
0811 後期 韓国語Ⅱ（文部Ａ） 千 B401 8231 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ａ） 山吉 A603 8606 前期 日本語表現Ｉ（英Ｆ） 高木維 B607
0812 後期 韓国語Ⅱ（文部Ｂ） 松田 C703 8235 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ） 山吉 A503 8651 後期 日本語表現Ⅱ（英Ａ） 松浦年 B609
0851 前期 中国語Ⅰ（文部Ａ） 藤井 A301 1644 前期 英語教育概論 湊 C400 8652 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｂ） 田村早 C701
0852 前期 中国語Ⅰ（文部Ｂ） 賀 C403 8863 前期 日本の経済［国際］（A） 秋森 A709 8653 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｃ） 宮澤 A300
0853 前期 中国語Ⅰ（文部Ｃ） 胡 A407 8654 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｄ） 石垣 C501
0860 前期 中国語Ⅰ（文部Ｄ） 田中英夫 C501 8655 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｅ） 高島猛 A708
0861 後期 中国語Ⅱ（文部Ａ） 藤井 A301 8656 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｆ） 中平 A507
0862 後期 中国語Ⅱ（文部Ｂ） 賀 C403 8872 後期 国際経済〔国際〕 原島 A509
0863 後期 中国語Ⅱ（文部Ｃ） 胡 A407
0870 後期 中国語Ⅱ（文部Ｄ） 田中英夫 C501

2 0931 前期 中国語と文化 山本 A300 8015 前期 スポーツ生理学 星野宏 A305 1922 前期 ｵｰﾗﾙ･ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝⅠ（Ｂ） ﾐﾗｰ A507 0721 前期 ドイツ語Ⅲ（文部） ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B507 8255 後期 比較宗教学 山我 A503

1112 前期 アカデミック・リーディングⅠ（Ｂ） ﾐﾗｰ B507 8551 後期 精神衛生学 田辺等 A403 1924 後期 ｵｰﾗﾙ･ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝⅡ（Ｂ） ﾐﾗｰ A507 0731 後期 ドイツ語Ⅳ（文部） ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B507 8938 前期 特別活動の研究（Ａ） 古谷 C402

1132 後期 アカデミック・リーディングⅡ（Ｂ） ﾐﾗｰ B507 0941 前期 韓国語と文化 鄭根珠 B400 0771 前期 フランス語Ⅲ（文部） ﾔﾔｳｨ C705

1113 前期 アカデミック・リーディングⅠ（Ｃ） フレナー A706 0781 後期 フランス語Ⅳ（文部） ﾔﾔｳｨ C705

1133 後期 アカデミック・リーディングⅡ（Ｃ） フレナー A706 0821 前期 韓国語Ⅲ（文部Ａ） 芳賀 B401

1908 前期 通訳法Ⅰ（文） 加藤和 CALL3 0822 前期 韓国語Ⅲ（文部Ｂ） 鄭根珠 B403

1909 後期 通訳法Ⅱ（文） 加藤和 CALL3 0831 後期 韓国語Ⅳ（文部Ａ） 芳賀 B401

0832 後期 韓国語Ⅳ（文部Ｂ） 崔 B403

0871 前期 中国語Ⅲ（文部Ａ） 張阿 A301

0872 前期 中国語Ⅲ（文部Ｂ） 山本 A303

0873 前期 中国語Ⅲ（文部Ｃ） 山田敦 A506

0881 後期 中国語Ⅳ（文部Ａ） 張阿 A301

0882 後期 中国語Ⅳ（文部Ｂ） 山本 A303

0883 後期 中国語Ⅳ（文部Ｃ） 山田敦 A506

8941 前期 教育方法論（Ａ） 古谷 C402

3 1645 前期 キリスト教と文学 ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ A505，A507 1071 前期 イングリッシュ・ディベートⅠ ﾗｹｯﾄ C600 1910 前期 通訳法Ⅲ 加藤和 CALL3 8082 通年 生涯スポーツⅠ（Ｂ） 星野宏 体育館 8281 前期 宗教と文化演習Ⅰ 山吉 B603

1653 前期 日本文化特講Ａ フレナー A706 1076 後期 イングリッシュ・ディベートⅡ ﾗｹｯﾄ C600 1911 後期 通訳法Ⅳ 加藤和 CALL3 1048 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ｈ） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 8285 後期 宗教と文化演習Ⅱ 山吉 B603

1851 後期 言語学 奥 A408 1058 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ｈ） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 1861 前期 コミュニケーション研究Ａ ｼﾞｮｴﾙ A500

1855 前期 英語学研究Ｃ 奥 B502 1862 後期 コミュニケーション研究Ｂ ｼﾞｮｴﾙ A500

1981 前期 ジャパニーズ・リテラチャー（A） フレナー B505

1982 後期 ジャパニーズ・リテラチャー（B） フレナー A607

8856 前期 日本の文学[国際]（A） フレナー B505

8857 後期 日本の文学[国際]（B） フレナー A607

4 8085 通年 生涯スポーツⅡ（Ｂ） 星野宏 体育館 1321 前期 専門演習Ⅲ 島田 B600 1361 前期 卒業研究Ⅰ 島田 B600

8981 後期 教職実践演習（中・高）（A） 古谷 情8実 1322 前期 専門演習Ⅲ 斎藤彩 B602 1362 前期 卒業研究Ⅰ 斎藤彩 B602

1324 前期 専門演習Ⅲ グレイ B606 1364 前期 卒業研究Ⅰ グレイ 情3実

1325 前期 専門演習Ⅲ 高橋克 B608 1365 前期 卒業研究Ⅰ 高橋克 B608

1331 後期 専門演習Ⅳ 島田 B600 1371 後期 卒業研究Ⅱ 島田 B600

1332 後期 専門演習Ⅳ 斎藤彩 B602 1372 後期 卒業研究Ⅱ 斎藤彩 B602

1334 後期 専門演習Ⅳ グレイ B606 1374 後期 卒業研究Ⅱ グレイ 情3実

1335 後期 専門演習Ⅳ 高橋克 B608 1375 後期 卒業研究Ⅱ 高橋克 B608

1421 前期 専門演習Ⅲ 長谷川典 C601 1461 前期 卒業研究Ⅰ 長谷川典 C601

1422 前期 専門演習Ⅲ 柳町 C602 1462 前期 卒業研究Ⅰ 柳町 C602

1423 前期 専門演習Ⅲ 高野照 C600 1463 前期 卒業研究Ⅰ 高野照 C600

1424 前期 専門演習Ⅲ ﾗｹｯﾄ C605 1464 前期 卒業研究Ⅰ ﾗｹｯﾄ C605

1425 前期 専門演習Ⅲ 江口 CALL3 1465 前期 卒業研究Ⅰ 江口 CALL3

1426 前期 専門演習Ⅲ 中地 C607 1466 前期 卒業研究Ⅰ 中地 C607

1427 前期 専門演習Ⅲ R.ﾄﾑｿﾝ C609 1467 前期 卒業研究Ⅰ R.ﾄﾑｿﾝ C609

1432 後期 専門演習Ⅳ 柳町 C602 1472 後期 卒業研究Ⅱ 柳町 C602

1433 後期 専門演習Ⅳ 高野照 C600 1473 後期 卒業研究Ⅱ 高野照 C600

1434 後期 専門演習Ⅳ ﾗｹｯﾄ C605 1474 後期 卒業研究Ⅱ ﾗｹｯﾄ C605

1435 後期 専門演習Ⅳ 江口 CALL3 1475 後期 卒業研究Ⅱ 江口 CALL3

1436 後期 専門演習Ⅳ 中地 C607 1476 後期 卒業研究Ⅱ 中地 C607

1437 後期 専門演習Ⅳ R.ﾄﾑｿﾝ C609 1477 後期 卒業研究Ⅱ R.ﾄﾑｿﾝ C609

火 1 8145 前期 統計学Ⅰ（A） 矢吹 A408 8009 後期 心理学Ⅱ（Ｂ） 渡辺舞 A305 8211 前期 ヨーロッパの文化Ⅰ（Ａ） 山我 A603 8105 前期 物質の世界 堀田 A403 8261 後期 現代と宗教 山我 A403

8008 後期 心理学Ⅱ（Ａ） 渡辺舞 A403 8022 通年 体育実技Ⅰ（Ｂ） 星野宏 体育館 8212 後期 ヨーロッパの文化Ⅰ（Ｂ） 山我 A603 8185 後期 美術の世界 寺嶋 A503 8315 後期 数学Ⅰ（B） 矢吹 A401

8021 通年 体育実技Ⅰ（Ａ）
星野宏，工藤，永谷，菊地，大西，横山茜，古川，申

体育館 8095 前期 哲学Ⅰ（Ａ） 麻生 C700 8581 前期 教養演習Ｉ（Ａ） 宮澤 A406 8232 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｂ） 山吉 A603 8103 後期 科学と人間 佐藤俊 B405

8129 前期 日本国憲法（Ｃ） 篠田 A501 8553 前期 文学の世界 吉岡 A503 8591 後期 教養演習Ⅱ（Ａ） 宮澤 A406 8236 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｂ） 山吉 C401 8128 前期 日本国憲法（Ｂ） 岩本 A305

1542 前期 ベイシック・リーディングＩ（Ｂ） フレナー B401 1501 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ B605 8017 前期 運動の科学 佐々木敏 A401 1561 前期 ベイシック・コンポジションＩ（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ 情10実 8277 前期 イスラム教の思想と文化 山我 A403

1552 後期 ベイシック・リーディングⅡ（Ｂ） フレナー C403 1502 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ａ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B601 8018 後期 体力育成論 佐々木敏 A401 1571 後期 ベイシック・コンポジションⅡ（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ 情10実 8877 前期 比較文化Ａ〔国際〕 ｺｯﾀｰ 情12実

1503 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｂ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B600 8023 通年 体育実技Ⅰ（Ｃ） 星野宏 体育館 1616 前期 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論Ⅰ 長谷川典 図4A 8901 前期 教職入門（Ａ） 田実 A703

1504 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｃ） バロー B602 8096 前期 哲学Ⅰ（Ｂ） 麻生 A605 8861 前期 日本の社会[国際]（A） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

1505 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｄ） ｸﾗｲﾝ B603 8113 前期 生命の科学Ⅱ（Ａ） 干場 C700 8862 後期 日本の社会[国際]（B） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3

1506 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｅ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604 8114 後期 生命の科学Ⅱ（Ｂ） 干場 C700

1507 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｆ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B608 8115 前期 環境と人間Ⅰ（Ａ） 矢吹 A703

1508 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｇ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610 8131 後期 法学 足立 C400

1511 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ B605 1545 前期 ベイシック・リーディングＩ（Ｅ） フレナー A407

1512 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ａ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B601 1555 後期 ベイシック・リーディングⅡ（Ｅ） フレナー B501

1513 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｂ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B600 8877 前期 比較文化Ａ〔国際〕 延与 A708

1514 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｃ） バロー B602 8878 後期 比較文化Ｂ〔国際〕 延与 A708

1515 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｄ） ｸﾗｲﾝ B603

1516 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｅ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604

1517 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｆ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B608

1518 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｇ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610

2 8051 通年 体育実技Ⅱ（Ａ）
星野宏，工藤，永谷，菊地，大西，横山茜，古川，申

体育館 8052 通年 体育実技Ⅱ（Ｂ） 星野宏 体育館 8053 通年 体育実技Ⅱ（Ｃ） 星野宏 体育館 1975 前期 日本語教授法Ⅰ 岡田み A705 1583 前期 アカデミック・エッセイＩ（C） ﾘｰﾑｽﾄ 情10実 8966 後期 特別支援教育概論（Ｂ） 播磨 C401

1521 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（In） グレイ B605 0911 前期 ドイツ語と文化 増田好 C606 1111 前期 アカデミック・リーディングⅠ（Ａ） クイン A709 1976 後期 日本語教授法Ⅱ 岡田み A705 1593 後期 アカデミック・エッセイＩＩ（C） ﾘｰﾑｽﾄ 情10実

1522 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（A） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B603 8948 後期 教育相談論（Ｂ） 河岸 A408 1114 前期 アカデミック・リーディングⅠ（Ｄ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303

1523 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（B） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B601 1131 後期 アカデミック・リーディングⅡ（Ａ） クイン A709

1524 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（C） バロー B600 1134 後期 アカデミック・リーディングⅡ（Ｄ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303

1525 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（D） ｸﾗｲﾝ B608 1582 前期 アカデミック・エッセイＩ（B） ｸﾘｹﾞﾝ 情9実

1526 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（E） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604 1592 後期 アカデミック・エッセイＩＩ（B） ｸﾘｹﾞﾝ 情9実

1527 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（F） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B602

1528 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（G） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610

1531 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（In） グレイ B605

1532 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（A） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B603

1533 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（B） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B601

1534 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（C） バロー B600

1535 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（D） ｸﾗｲﾝ B608

1536 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（E） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604

1537 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（F） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B602

1538 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（G） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610

時限

(2013～2018年度入学生用)



大学英文学科 時間割 2019 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 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

時限

(2013～2018年度入学生用)
3 1901 前期 クリエイティブ・ライティングⅠ（A） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL1 8091 前期 身体と心の科学演習Ⅰ 佐々木敏 A601 1044 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ｄ） ｾﾞﾌ C403 1047 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ｇ） ｸﾘｹﾞﾝ A300 0914 前期 上級ドイツ語Ⅰ ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B503

1902 後期 クリエイティブ・ライティングⅡ（A） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL1 8093 後期 身体と心の科学演習Ⅱ 佐々木敏 A601 1054 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ｄ） ｾﾞﾌ C403 1057 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ｇ） ｸﾘｹﾞﾝ A300 0916 後期 上級ドイツ語Ⅱ ｵﾙﾃﾞﾊｰﾌｪﾙ B503

1301 前期 専門演習Ⅰ 島田 A406 1651 前期 欧米文化特講Ａ ｸﾗｲﾝ A607 1761 前期 英米詩研究Ａ 藤田佳 C501 1042 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ｂ） ｾﾞﾌ C403

1302 前期 専門演習Ⅰ 斎藤彩 A505 1652 後期 欧米文化特講Ｂ ｸﾗｲﾝ A607 1772 後期 イギリス小説研究Ｂ 藤田佳 C501 1052 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ｂ） ｾﾞﾌ C403

1304 前期 専門演習Ⅰ グレイ B606 1753 前期 アメリカ文学史Ａ 上西 C501 1993 前期 英語ワークショップＣ クイン A709 1948 前期 英語教育学演習Ｂ〔授業実践論〕 西原明 B609

1305 前期 専門演習Ⅰ 高橋克 C503 1754 後期 アメリカ文学史Ｂ 上西 C501 1994 後期 英語ワークショップＤ クイン A709 1981 前期 ジャパニーズ・リテラチャー（A） ｺｯﾀｰ 情12実

1311 後期 専門演習Ⅱ 島田 A406 1983 前期 ジャパニーズ・カルチャー（A） 延与 A708 1991 前期 英語ワークショップＡ フレナー A509

1312 後期 専門演習Ⅱ 斎藤彩 A505 1984 後期 ジャパニーズ・カルチャー（B） 延与 A708 1992 後期 英語ワークショップＢ フレナー A509

1314 後期 専門演習Ⅱ グレイ B606

1315 後期 専門演習Ⅱ 高橋克 C講堂

4 8962 通年 教育実習Ⅰ〔中学校〕 古谷，鳴海，田実，播磨 B402 1431 前期 専門演習Ⅳ 長谷川典 A507 8983 後期 教職実践演習（中・高）（C） 田実 C603 8986 後期 教職実践演習（中・高）（F） 鳴海 A301 8982 後期 教職実践演習（中・高）（B） 田実 B607

8963 通年 教育実習Ⅱ〔高等学校〕 古谷，鳴海，田実，播磨 B402 8984 後期 教職実践演習（中・高）（D） 播磨 C602

8978 通年 教育実習事前事後指導 古谷，鳴海，田実，播磨 B402

水 1 8102 前期 生命と倫理（Ａ） 増渕 A408 8155 後期 北方圏論（B） 澤井 A603 8575 前期 職業と人生Ⅰ（Ａ） 平野惠 A305 8146 後期 統計学Ⅰ（B） 矢吹 C502 8159 前期 北海道文化論Ⅰ（Ｂ） 出利葉 A305

8107 後期 生命と倫理（Ｂ） 増渕 A408 8582 前期 教養演習Ｉ（Ｂ） 矢吹 A505 8576 後期 職業と人生Ⅰ（Ｂ） 平野惠 A305 8158 前期 北海道文化論Ⅰ（Ａ） 出利葉 C講堂 8187 前期 中国の文化Ⅰ（A） 江尻 B507

8006 後期 心理学Ⅱ（Ｃ） 渡辺舞 B402 8005 前期 心理学Ⅰ（Ｃ） 中村浩 A503 8244 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｄ） 山我 A603 8188 後期 中国の文化Ⅰ（Ｂ） 江尻 B507

8024 通年 体育実技Ⅰ（Ｄ） 星野宏 体育館 8025 通年 体育実技Ⅰ（Ｅ） 星野宏 体育館 8248 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｄ） 山我 A603 8139 後期 経済学Ⅱ 岡部洋 A408

8151 後期 文化人類学 小西 A603 8112 後期 生命の科学Ⅰ（Ｂ） 矢吹 C502 8314 前期 数学Ⅰ（A） 矢吹 A705 8872 後期 国際経済〔国際〕 竹野内 A506

8181 前期 音楽の世界 寺田貴 C702 8233 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｃ） 山吉 A403 1544 前期 ベイシック・リーディングＩ（Ｄ） クイン B507

8274 後期 仏教の思想と文化 石飛 A403 8237 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｃ） 山吉 A400 1554 後期 ベイシック・リーディングⅡ（Ｄ） クイン B507

8571 前期 平和学Ｉ 片岡 A501 1177 後期 英文法クリニック（Ａ） 高橋克 B500

1177 後期 英文法クリニック（Ａ） 高橋克 B500 1191 前期 基礎演習Ⅰ（Ａ） 斎藤彩 B600

1178 後期 英文法クリニック〔再履修〕（a） 高橋克 B500 1192 前期 基礎演習Ⅰ（Ｂ） 島田 B608

8811 通年 中国事情[国際] 賀 A704 1193 前期 基礎演習Ⅰ（Ｃ） 江口 CALL3

8861 前期 日本の社会[国際]（A） 岡田み A702 1194 前期 基礎演習Ⅰ（Ｄ） 中地 B603

8862 後期 日本の社会[国際]（B） 岡田み A702 1195 前期 基礎演習Ⅰ（Ｅ） 長谷川典 B602

1196 前期 基礎演習Ⅰ（Ｆ） 高野照 B601

1197 前期 基礎演習Ⅰ（Ｇ） 柳町 B604

1198 前期 基礎演習Ⅰ（Ｈ） 湊 B605

8878 後期 比較文化Ｂ〔国際〕 ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ C610

8883 前期 メディア論〔国際〕（A） 高橋純 A704

8884 後期 メディア論〔国際〕（B） 高橋純 A704

2 8054 通年 体育実技Ⅱ（Ｄ） 星野宏 体育館 8055 通年 体育実技Ⅱ（Ｅ） 星野宏 体育館 8311 前期 職業と人生Ⅱ（A） 本田勝 C502 0921 前期 フランス語と文化 五味田 B609

8535 前期 ソフトウェア基礎 金子 情11実 1201 後期 基礎演習Ⅱ（Ａ） 江口 CALL3 8312 後期 職業と人生Ⅱ（B） 本田勝 C502 8913 前期 教育行政論（Ａ） 鳴海 C401

1584 前期 アカデミック・エッセイＩ（D） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2 1202 後期 基礎演習Ⅱ（Ｂ） 中地 B603

1594 後期 アカデミック・エッセイＩＩ（D） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2 1203 後期 基礎演習Ⅱ（Ｃ） 湊 B605

8912 後期 教育心理学（Ｂ） 田辺毅 C402 1204 後期 基礎演習Ⅱ（Ｄ） 高野照 B601

1205 後期 基礎演習Ⅱ（Ｅ） 柳町 B604

1206 後期 基礎演習Ⅱ（Ｆ） 斎藤彩 B600

1207 後期 基礎演習Ⅱ（Ｇ） 島田 B608

8914 後期 教育行政論（B） 鳴海 C402

3 0944 前期 上級韓国語Ⅰ 鄭根珠 A504 8087 前期 スポーツ実技 星野宏，工藤 体育館 0924 前期 上級フランス語Ⅰ 五味田 B609 1045 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ｅ） ﾊｰｽ B403 8933 後期 英語科教育実践指導Ⅱ 山崎 B502

0946 後期 上級韓国語Ⅱ 鄭根珠 A504 8089 後期 健康運動実技 星野宏，工藤 体育館 0926 後期 上級フランス語Ⅱ 五味田 B609 1055 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ｅ） ﾊｰｽ B403

1041 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ A506 1046 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ｆ） ﾘｰﾑｽﾄ A506 1043 前期 イングリッシュ・ディスカッションⅠ（Ｃ） ﾊｰｽ B403 1875 前期 英語メディア研究Ｅ クイン B502

1051 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ A506 1056 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ｆ） ﾘｰﾑｽﾄ A506 1053 後期 イングリッシュ・ディスカッションⅡ（Ｃ） ﾊｰｽ B403 1876 後期 英語メディア研究Ｆ クイン B502

1765 前期 イギリス文化研究Ａ ｸﾞﾘｰﾝ A407 1655 前期 英米史Ａ ｸﾞﾘｰﾝ A407 1654 後期 日本文化特講Ｂ 宮澤 B400 1920 後期 クリエイティブ・ライティングⅡ（B） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2

1766 後期 イギリス文化研究Ｂ ｸﾞﾘｰﾝ A407 1656 後期 英米史Ｂ ｸﾞﾘｰﾝ A407 8931 前期 英語科教育実践指導Ⅰ 湊 B400

1871 前期 英語メディア研究Ａ 大島寿 CALL1 1852 前期 英語史 園田 A501

1872 後期 英語メディア研究Ｂ 大島寿 CALL1 1947 後期 英語教育学演習Ａ〔児童英語教育〕 ｳﾞｧｰｼﾞﾙ A405

1984 後期 ジャパニーズ・カルチャー（B） ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ C610

8915 前期 教育社会学 菅原 A605

4

木 1 8026 通年 体育実技Ⅰ（Ｆ） 星野宏 体育館 8027 通年 体育実技Ⅰ（Ｇ） 星野宏 体育館 8201 前期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅰ（Ａ） 瀬名波 C講堂 8241 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ａ） 古賀 B402 8242 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｂ） 古賀 B402

0701 前期 ドイツ語Ⅰ（文部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ B607 8133 前期 政治学Ⅰ 萱野 A705 8202 後期 ｱﾒﾘｶの文化Ⅰ（Ｂ） 瀬名波 C講堂 8245 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ａ） 古賀 B500 8246 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｂ） 古賀 B500

0711 後期 ドイツ語Ⅱ（文部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ B607 8135 後期 政治学Ⅱ 萱野 A705 8592 後期 教養演習Ⅱ（Ｂ） 矢吹 A505 1541 前期 ベイシック・リーディングＩ（Ａ） ﾊｰｽ A400 8267 後期 東アジアの宗教思想と文化 近藤浩 A403

0751 前期 フランス語Ⅰ（文部） 五味田 A504 8401 前期 情報入門（英Ａ） 大瀨 情6実 8028 通年 体育実技Ⅰ（Ｈ） 星野宏 体育館 1551 後期 ベイシック・リーディングⅡ（Ａ） ﾊｰｽ A400 8317 後期 数学Ⅱ 矢吹 A408

0761 後期 フランス語Ⅱ（文部） 五味田 A504 8402 前期 情報入門（英Ｂ） 中嶋輝 情7実 8111 前期 生命の科学Ⅰ（Ａ） 矢吹 A500 8863 前期 日本の経済［国際］（A） コウ A605 0015 前期 社会学Ⅰ 水川 A705

0801 前期 韓国語Ⅰ（文部Ａ） 鄭斗鎬 B403 8403 前期 情報入門（英Ｃ） 金子 情9実 8295 前期 北星学 日高 A305 8117 前期 環境と人間Ⅰ（Ｂ） 矢吹 B405

0802 前期 韓国語Ⅰ（文部Ｂ） 松田 B609 8451 後期 情報活用Ⅰ（英Ａ） 田邊 情6実 1563 前期 ベイシック・コンポジションＩ（Ｃ） ダイアナ　シュガーマン 情4実 1942 後期 英語教育学講座 江口 B507

0811 後期 韓国語Ⅱ（文部Ａ） 松田 B401 8452 後期 情報活用Ⅰ（英Ｂ） 田所 情7実 1564 前期 ベイシック・コンポジションＩ（Ｄ） ｸﾘｹﾞﾝ 情5実 8883 前期 メディア論〔国際〕（A） R.ﾄﾑｿﾝ A300

0812 後期 韓国語Ⅱ（文部Ｂ） 鄭斗鎬 C703 8491 後期 情報活用Ⅱ（英Ｃ） 中嶋輝 情9実 1565 前期 ベイシック・コンポジションＩ（Ｅ） バロー 情2実 8884 後期 メディア論〔国際〕（B） R.ﾄﾑｿﾝ A300

0851 前期 中国語Ⅰ（文部Ａ） 胡 A301 8492 後期 情報活用Ⅱ（英Ｄ） 大瀨 情10実 1573 後期 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4実 8905 後期 教育学（Ｂ） 鈴木剛 A401

0852 前期 中国語Ⅰ（文部Ｂ） 森若 C403 1574 後期 ベイシック・コンポジションⅡ（Ｄ） ｸﾘｹﾞﾝ 情5実

0853 前期 中国語Ⅰ（文部Ｃ） 網谷 A407 1575 後期 ベイシック・コンポジションⅡ（Ｅ） バロー 情2実

0860 前期 中国語Ⅰ（文部Ｄ） 藤井 C501

0861 後期 中国語Ⅱ（文部Ａ） 胡 A301

0862 後期 中国語Ⅱ（文部Ｂ） 森若 C403

0863 後期 中国語Ⅱ（文部Ｃ） 網谷 A407

0870 後期 中国語Ⅱ（文部Ｄ） 藤井 C501

2 8056 通年 体育実技Ⅱ（Ｆ） 星野宏 体育館 8016 後期 スポーツ栄養学 岡野，岡部哲 A403 8058 通年 体育実技Ⅱ（Ｈ） 星野宏 体育館 0721 前期 ドイツ語Ⅲ（文部） 増田好 B507 1115 前期 アカデミック・リーディングⅠ（Ｅ） ﾊｰｽ A400 8965 前期 特別支援教育概論（Ａ） 播磨 C402

1903 前期 パブリック・スピーキング（Ａ） ﾗｹｯﾄ B507 8057 通年 体育実技Ⅱ（Ｇ） 星野宏 体育館 1986 前期 翻訳法ＢＩ R.ﾄﾑｿﾝ A508 0731 後期 ドイツ語Ⅳ（文部） 増田好 B507 1135 後期 アカデミック・リーディングⅡ（Ｅ） ﾊｰｽ A400

1906 後期 プレゼンテーション・スキルズ（Ａ） ﾗｹｯﾄ B507 1581 前期 アカデミック・エッセイＩ（A） バロー 情10実 1988 後期 翻訳法ＢＩＩ R.ﾄﾑｿﾝ A508 0771 前期 フランス語Ⅲ（文部） 五味田 C705 8937 前期 道徳教育の研究 鈴木剛 A703

8947 前期 教育相談論（Ａ） 河岸 A401 1591 後期 アカデミック・エッセイＩＩ（A） バロー 情1実 0781 後期 フランス語Ⅳ（文部） 五味田 C705 8939 後期 特別活動の研究（Ｂ） 古谷 C402

0821 前期 韓国語Ⅲ（文部Ａ） 鄭根珠 B401

0822 前期 韓国語Ⅲ（文部Ｂ） 井上敦 B403

0831 後期 韓国語Ⅳ（文部Ａ） 鄭根珠 B401

0832 後期 韓国語Ⅳ（文部Ｂ） 井上敦 B403

0871 前期 中国語Ⅲ（文部Ａ） 山本 A301

0872 前期 中国語Ⅲ（文部Ｂ） 賀 A303

0873 前期 中国語Ⅲ（文部Ｃ） ケイ A506

0881 後期 中国語Ⅳ（文部Ａ） 山本 A301

0882 後期 中国語Ⅳ（文部Ｂ） 賀 A303

0883 後期 中国語Ⅳ（文部Ｃ） ケイ A506

3 1411 前期 専門演習Ⅱ 長谷川典 B600 1401 前期 専門演習Ⅰ 長谷川典 B600 1767 前期 アメリカ文化研究Ａ 上西 A607 1762 後期 英米詩研究Ｂ 松田寿 B609

1854 前期 英語学研究Ｂ 高野照 CALL2 1402 前期 専門演習Ⅰ 柳町 B601 1866 前期 異文化コミュニケーション研究Ａ 青木 C501 1774 後期 アメリカ小説研究Ｂ 瀬名波 C401

1856 後期 英語学研究Ｄ 高野照 CALL2 1403 前期 専門演習Ⅰ 高野照 B602 1867 後期 異文化コミュニケーション研究Ｂ 青木 A507 1853 前期 英語学研究Ａ 柳町 C401

1404 前期 専門演習Ⅰ ﾗｹｯﾄ B604 1977 前期 日本語教授法Ⅲ 岡田み A702 8907 後期 教育史 鈴木剛 A300

1405 前期 専門演習Ⅰ 江口 CALL2 8946 後期 生活指導の研究（Ｂ） 田実 C501 8916 前期 英語科教育法Ⅰ 江口 C702

1406 前期 専門演習Ⅰ 中地 B608

1407 前期 専門演習Ⅰ R.ﾄﾑｿﾝ B610

1412 後期 専門演習Ⅱ 柳町 B601

1413 後期 専門演習Ⅱ 高野照 B602

1414 後期 専門演習Ⅱ ﾗｹｯﾄ B604

1415 後期 専門演習Ⅱ 江口 CALL2

1416 後期 専門演習Ⅱ 中地 B608

1417 後期 専門演習Ⅱ R.ﾄﾑｿﾝ B610

4 0952 通年 外国語演習[ドイツ語] 増田好 A505 8985 後期 教職実践演習（中・高）（E） 鳴海 A405

0953 通年 外国語演習[フランス語] 五味田 A601

0954 通年 外国語演習[中国語] 山本 CALL1

0955 通年 外国語演習[韓国語] 鄭根珠 A701



大学英文学科 時間割 2019 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 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 教室

時限

(2013～2018年度入学生用)
金 1 8171 前期 日本の文化Ⅰ（A） 諸岡 A501 8583 前期 教養演習Ｉ（Ｃ） 水川 B503 8172 後期 日本の文化Ⅰ（B） 諸岡 C400 8243 前期 キリスト教の歴史と文化Ⅰ（Ｃ） 古賀 A603 8123 後期 環境と人間Ⅱ（Ｂ） 吉田磨 C501

8029 通年 体育実技Ⅰ（Ｉ） 星野宏 体育館 8593 後期 教養演習Ⅱ（Ｃ） 水川 B503 8003 前期 心理学Ⅰ（Ａ） 高橋雅 A305 8247 後期 キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ｃ） 古賀 B500 8234 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｄ） 山吉 A300

8127 前期 日本国憲法（Ａ） 岩本 A403 8014 後期 スポーツ医学 佐々木敏 A401 8032 通年 体育実技Ⅰ（K） 星野宏 体育館 8555 後期 投資の仕組み 陸川 A503 8238 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｄ） 山吉 A300

8143 後期 社会学Ⅱ 西脇裕 B405 8031 通年 体育実技Ⅰ（Ｊ） 星野宏 体育館 8153 前期 メディアと社会 原島，勝村 C400 8565 前期 国際文化論Ⅰ（Ａ） 金　昌震 A704

8294 後期 ジェンダーと社会 森川 B402 1602 後期 イギリス文学概論 島田 B507 8566 後期 国際文化論Ⅰ（Ｂ） 金　昌震 A704

1501 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ B605 1614 前期 社会言語学概論 高野照 C700 8097 後期 哲学Ⅱ 西永 A403

1502 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ａ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B601 8902 後期 教職入門（Ｂ） 田実 A400 8121 後期 環境と人間Ⅱ（Ａ） 吉田磨 C501

1503 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｂ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B600 1642 前期 英語学概論 ﾗｹｯﾄ B500

1504 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｃ） バロー B602 1643 後期 応用言語学概論 柳町 A603

1505 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｄ） ｸﾗｲﾝ B603

1506 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｅ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604

1507 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｆ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B608

1508 前期 ベイシック・スピーキングＩ（Ｇ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610

1511 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ B605

1512 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ａ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B601

1513 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｂ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B600

1514 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｃ） バロー B602

1515 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｄ） ｸﾗｲﾝ B603

1516 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｅ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604

1517 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｆ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B608

1518 後期 ベイシック・スピーキングⅡ（Ｇ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610

2 8059 通年 体育実技Ⅱ（Ｉ） 星野宏 体育館 8061 通年 体育実技Ⅱ（Ｊ） 星野宏 体育館 8062 通年 体育実技Ⅱ（K） 星野宏 体育館 1985 前期 翻訳法ＡＩ 斎藤彩 C402 1921 前期 ｵｰﾗﾙ･ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝⅠ（Ａ） グレイ A506

1521 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（In） グレイ 情8実 1585 前期 アカデミック・エッセイＩ（E） グレイ 情4実 8251 前期 キリスト教の世界観・人間観 古賀 B500 1987 後期 翻訳法ＡＩＩ 斎藤彩 C402 1923 後期 ｵｰﾗﾙ･ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝⅡ（Ａ） グレイ A506

1522 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（A） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B603 1595 後期 アカデミック・エッセイＩＩ（E） グレイ 情4実 1904 前期 パブリック・スピーキング（Ｂ） ﾐﾗｰ A704 8942 後期 教育方法論（Ｂ） 古谷 C502

1523 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（B） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B601 1907 後期 プレゼンテーション・スキルズ（Ｂ） ﾐﾗｰ B505

1524 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（C） バロー B600

1525 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（D） ｸﾗｲﾝ B608

1526 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（E） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604

1527 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（F） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B602

1528 前期 アカデミック・コミュニケーションＩ（G） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610

1531 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（In） グレイ 情8実

1532 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（A） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B603

1533 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（B） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B601

1534 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（C） バロー B600

1535 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（D） ｸﾗｲﾝ B608

1536 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（E） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B604

1537 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（F） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B602

1538 後期 アカデミック・コミュニケーションＩＩ（G） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B610

3 0934 前期 上級中国語Ⅰ 山本 CALL2 1751 前期 イギリス文学史Ａ 斎藤彩 C402 8081 通年 生涯スポーツⅠ（Ａ） 佐々木敏，工藤 体育館 1763 前期 演劇研究Ａ 高橋克 A404 8945 前期 生活指導の研究（Ａ） 田実 A400

0936 後期 上級中国語Ⅱ 山本 CALL2 1752 後期 イギリス文学史Ｂ 斎藤彩 C402 1771 前期 イギリス小説研究Ａ 島田 B507 1764 後期 演劇研究Ｂ 高橋克 A404

1768 後期 アメリカ文化研究Ｂ 松井美 A607 1995 前期 英語ワークショップＥ ｳｨｰﾗｰ C702 1863 前期 コミュニケーション研究Ｃ 湊 C401 1873 後期 英語メディア研究Ｃ 中地 A705

1773 前期 アメリカ小説研究Ａ 松井美 B401 1996 後期 英語ワークショップＦ ｳｨｰﾗｰ C702 1864 後期 コミュニケーション研究Ｄ 湊 C401 1874 前期 英語メディア研究Ｄ 中地 A705

8917 後期 英語科教育法Ⅱ 白鳥 C701 1917 前期 翻訳法Ⅲ 後藤健 A706

1918 後期 翻訳法Ⅳ 後藤健 A706

1919 前期 クリエイティブ・ライティングⅠ（B） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2

1981 前期 ジャパニーズ・リテラチャー（A） 山本 A702

1982 後期 ジャパニーズ・リテラチャー（B） 山本 A702

8856 前期 日本の文学[国際]（A） 山本 A702

8857 後期 日本の文学[国際]（B） 山本 A702

4

土 1 1178 後期 英文法クリニック〔再履修〕（a） 高橋克 B500

2

3

4

【遠隔授業・集中講義】

学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者
遠隔授業 1 8019 前期 心理学Ⅰ（遠隔） 中嶋輝

2

3

4
集中講義 1

2 8531 後期 ハードウェア基礎 中嶋輝

0913 後期 海外事情（ﾄﾞｲﾂ語） 増田好

0923 後期 海外事情（ﾌﾗﾝｽ語） 五味田

0933 前期 海外事情（中国語） 山本

0943 前期 海外事情（韓国語） 鄭根珠

1621 通年 海外短期英語研修（Ａ） 江口

1628 通年 海外短期英語研修（Ｂ） 江口

2181 前期 海外短期研修（A） 大島寿

2184 通年 海外短期研修（Ｃ） 江口

3

4

開講期間および注意事項

１回目の授業日と教室は３学部共通の掲示板で通知する

1/30（木）～2/3（月）教室・講時等の詳細は1月上旬に掲示等で通知する
履修希望者は、4/3 11：00～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/3 11：00～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/3 11：00～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/3 11：00～の外国語「海外事情」オリエンテーションに出席すること

履修希望者は、4/4 10：50～の「海外短期英語研修(A)・(B)、海外短期研修(A)・(C)」ガイダンスに出席すること

履修希望者は、4/4 10：50～の「海外短期英語研修(A)・(B)、海外短期研修(A)・(C)」ガイダンスに出席すること

履修希望者は4/4 10：50～の「海外短期英語研修(A)・(B)、海外短期研修(A)・(C)」ガイダンスに出席すること

履修希望者は、4/4 10：50～の「海外短期英語研修(A)・(B)、海外短期研修(A)・(C)」ガイダンスに出席すること


