
短大英文学科 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 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） ﾌﾗﾝｸ C702 7052 前期 90 英作文Ⅰ（A2） ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A702 7301 後期 90 通訳法Ⅰ（1） 田中直 CALL1 7057 前期 90 英作文Ⅰ（D1） ｸﾘｹﾞﾝ B403
7909 前期 90 心理学Ⅰ（短Ｂ） 藤木 C700 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7053 前期 90 英作文Ⅰ（B1） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 7501 前期 90 スタディ･スキルⅠ（A1） H.ﾄﾑｿﾝ 情10実，A403 7067 後期 90 英作文Ⅱ（D1） ｸﾘｹﾞﾝ B403
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） ﾌﾗﾝｸ C702 7062 後期 90 英作文Ⅱ（A2） ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A702 7502 前期 90 スタディ･スキルⅠ（A2） ｱｯｶｰﾏﾝ 情8実 7302 後期 90 通訳法Ⅰ（2） 田中直 CALL1
7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7063 後期 90 英作文Ⅱ（B1） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 7503 前期 90 スタディ･スキルⅠ（B1） 竹村 B604
7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ｶｰﾄﾆｰ C705 7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ﾌﾗﾝｸ C702 7094 前期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（D） 坂内 A607 7504 前期 90 スタディ･スキルⅠ（B2） 田中直 情3実
7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7099 後期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（D） H.ﾄﾑｿﾝ 情10実 7505 前期 90 スタディ･スキルⅠ（C1） ｺｯﾀｰ 情12実
7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ｶｰﾄﾆｰ C705 7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） ﾌﾗﾝｸ C702 7192 前期 90 リーディング・スキルⅠ（C） 竹村 A706 7506 前期 90 スタディ･スキルⅠ（C2） ﾏｳﾝ B605
7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7196 後期 90 リーディング・スキルⅡ（C） 竹村 A706 7507 前期 90 スタディ･スキルⅠ（D1） 森越 情9実
7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ｶｰﾄﾆｰ C705 7091 前期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（A） 坂内 A607 7508 前期 90 スタディ･スキルⅠ（D2） 白鳥 B603
7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ﾁｪｽﾊﾟ C701 7096 後期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（A） H.ﾄﾑｿﾝ 情10実
7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｶｰﾄﾆｰ C705 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 7191 前期 90 リーディング・スキルⅠ（B） 竹村 A407

7195 後期 90 リーディング・スキルⅡ（B） 竹村 A407

火 1 7902 前期 90 法学（短） 長屋 C500 7145 後期 90 アセンブリⅠ（短英） H.ﾄﾑｿﾝ，竹村 C400 7924 後期 90 環境の科学 矢吹 A605 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

7903 前期 90 生命の科学 三瀬 B500 7298 前期 90 海外事情 ｺｯﾀｰ 情12実 7018 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（C） 森越 CALL1 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

7910 後期 90 心理学Ⅱ（短Ｂ） 藤木 C500 7322 前期 90 英語技能演習Ⅰ（2） 竹内康 A706 7019 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（D） 森越 CALL1 7021 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（A） 森越 CALL2 7253 前期 90 訳読演習Ⅰ 梅田 A404

7921 後期 90 音楽と文化 小林 B502 7023 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（C） 森越 CALL1 7022 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（B） 森越 CALL2 7254 後期 90 訳読演習Ⅱ 梅田 A404

7321 前期 90 英語技能演習Ⅰ（1） 竹内康 A706 7024 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（D） 森越 CALL1 7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） H.ﾄﾑｿﾝ C701 7283 後期 90 海外研修ＢⅠ 竹村 A607

7422 後期 90 Japan StudiesⅡ ﾁｪｽﾊﾟ A706 7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） ﾁｪｽﾊﾟ C702 7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ﾁｪｽﾊﾟ C705

7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ﾘﾄﾝ C701 7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） H.ﾄﾑｿﾝ C701

7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ﾁｪｽﾊﾟ C702 7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ﾁｪｽﾊﾟ C705

7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ﾘﾄﾝ C701 7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） H.ﾄﾑｿﾝ C701

7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ﾁｪｽﾊﾟ C702 7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ﾁｪｽﾊﾟ C705

7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ﾘﾄﾝ C701 7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） H.ﾄﾑｿﾝ C701

7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） ﾁｪｽﾊﾟ C702 7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ﾁｪｽﾊﾟ C705

7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ﾘﾄﾝ C701 7056 前期 90 英作文Ⅰ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情11実

7066 後期 90 英作文Ⅱ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情11実

水 1 7951 前期 90 フランス語Ⅰ（1） 林宏 C600 7952 前期 90 フランス語Ⅰ（2） 林宏 C600 7916 前期 90 心理学Ⅰ（短Ａ） 中村浩 C700 7332 前期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅠ（2） ﾌﾗﾝｸ C501

7954 後期 90 フランス語Ⅱ（1） 林宏 C600 7955 後期 90 フランス語Ⅱ（2） 林宏 C600 7918 後期 90 心理学Ⅱ（短Ａ） 中村浩 C700 7337 後期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅡ（2） ﾌﾗﾝｸ C501

7961 前期 90 中国語Ⅰ（1） 顔 B609 7962 前期 90 中国語Ⅰ（2） 顔 B609 7331 前期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅠ（1） ﾌﾗﾝｸ C501

7963 前期 90 中国語Ⅰ（3） 霜鳥 A507 7965 後期 90 中国語Ⅱ（2） 顔 B609 7336 後期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅡ（1） ﾌﾗﾝｸ C501

7964 後期 90 中国語Ⅱ（1） 顔 B609 7982 前期 90 ハングルⅠ（2） 鄭斗鎬 B607

7966 後期 90 中国語Ⅱ（3） 霜鳥 A507 7987 後期 90 ハングルⅡ（2） 鄭斗鎬 B607

7971 前期 90 ドイツ語Ⅰ 下田 B503 7421 前期 90 Japan StudiesⅠ 原 C401

7974 後期 90 ドイツ語Ⅱ 下田 B503

7981 前期 90 ハングルⅠ（1） 鄭斗鎬 B607

7986 後期 90 ハングルⅡ（1） 鄭斗鎬 B607

木 1 7051 前期 90 英作文Ⅰ（A1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情11実 7915 前期 90 社会学Ⅰ（短） 風戸 C501 7914 前期 90 数の世界 内山 B503 7912 後期 90 ジェンダー論（短） 和田美 C700 7901 前期 90 経済学Ⅰ（短） 山本慎 A401

7061 後期 90 英作文Ⅱ（A1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情11実 7917 後期 90 社会学Ⅱ（短） 風戸 情4実 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 7919 後期 90 経済学Ⅱ（短） 山本慎 C501

7054 前期 90 英作文Ⅰ（B2） ｶｰﾄﾆｰ A508 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 7269 後期 90 総合講義ホスピタリティ 森越 A703

7055 前期 90 英作文Ⅰ（C1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情11実 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 7324 後期 90 英語技能演習Ⅱ 有泉 CALL3

7058 前期 90 英作文Ⅰ（D2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 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

7064 後期 90 英作文Ⅱ（B2） ｶｰﾄﾆｰ A508 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

7065 後期 90 英作文Ⅱ（C1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情11実 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

7068 後期 90 英作文Ⅱ（D2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 7021 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（A） 竹内康 CALL2 7023 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（C） 竹内康 CALL2

7022 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（B） 竹内康 CALL2 7024 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（D） 竹内康 CALL2

7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） ｺｯﾀｰ 情12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 情8実 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ﾏｳﾝ C701

7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ｺｯﾀｰ 情12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 情8実 7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ﾏｳﾝ C701

7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ﾏｳﾝ C701 7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ｺｯﾀｰ 情12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 情8実 7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ﾏｳﾝ C701

7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ﾏｳﾝ C701 7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） ｺｯﾀｰ C702

7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｱｯｶｰﾏﾝ 情8実 7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ﾏｳﾝ 情12実

金 1 7933 前期 90 スポーツⅠ（Ｙ） 星野宏 体育館 7934 前期 90 スポーツⅠ（Ｚ） 星野宏 体育館 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 C702 7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ﾌﾗﾝｸ C701

7937 後期 90 スポーツⅡ（Ｙ） 星野宏 体育館 7938 後期 90 スポーツⅡ（Ｚ） 星野宏 体育館 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ｱﾄｷﾝｽ B503 7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ｱﾄｷﾝｽ B503

7221 前期 90 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ（1） 堤 A404 7943 後期 90 キリスト教学Ⅰ 日高 B500 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 C702 7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ﾌﾗﾝｸ C701

7223 後期 90 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ（3） 堤 C608 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） ｱﾄｷﾝｽ B503 7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ｱﾄｷﾝｽ B503

7385 前期 90 情報入門（短AB） 関谷 情10実，情11実 7286 後期 90 国語表現法 岡本 A607 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 C702 7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ﾌﾗﾝｸ C701

7389 後期 90 情報活用（短AB） 関谷 情10実，情11実 7386 前期 90 情報入門（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） ｱﾄｷﾝｽ B503 7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ｱﾄｷﾝｽ B503

7390 後期 90 情報活用（短CD） 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 C702 7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ﾌﾗﾝｸ C701

7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ｱﾄｷﾝｽ B503 7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｱﾄｷﾝｽ B503

7092 前期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（B） H.ﾄﾑｿﾝ 情10実 7093 前期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（C） H.ﾄﾑｿﾝ 情10実

7097 後期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（B） 坂内 A607 7098 後期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（C） 坂内 A607

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】

学年 ｺｰﾄﾞ 科目名 担当者
遠隔授業 1
集中講義 1 7277 後期 集中 グローバル・インターンシップ 森越

7284 後期 集中 海外研修ＢⅡ 竹村

7285 後期 集中 海外研修Ａ 田中直

7298 後期 集中 海外事情 ｺｯﾀｰ

(2019年度入学生用)
時限

期間 期間 期間 期間 期間

履修条件・日程・内容等をシラバスで確認すること。
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。

－

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。


