
大学英文学科 時間割 2021 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 8017 前期 運動の科学 星野宏 非対面 8014 後期 スポーツ医学 星野宏 8137 前期 経済学Ⅰ 勝村 C400 8169 後期 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ａ） 澤井 8194 前期 韓国・朝鮮の文化 申 C500
0701 前期 ドイツ語Ⅰ（文部） 覚知 A506 8287 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ａ） 山我 非対面 8142 後期 世界の近現代史Ⅱ 秋山 8288 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｂ） 山我 非対面 8227 前期 地域と世界基礎演習Ⅰ（Ａ） 諸岡 A400
0711 後期 ドイツ語Ⅱ（文部） 覚知 8297 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ａ） 山我 8231 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ａ） 山吉 非対面 8298 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｂ） 山我 8228 後期 地域と世界基礎演習Ⅱ（Ａ） 諸岡
0751 前期 フランス語Ⅰ（文部） 高野真 B403 1103 前期 Basic ReadingⅠ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303 8235 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ） 山吉 8601 前期 日本語表現Ｉ（英Ａ） 宮崎靖 A300 8553 後期 文学の世界 宮崎靖
0761 後期 フランス語Ⅱ（文部） 高野真 1108 後期 Basic ReadingⅡ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 1663 前期 英語コミュニケーション概論 湊 A408 8602 前期 日本語表現Ｉ（英Ｂ） 水川 C705 8806 後期 日本の歴史〔国際〕（Ｂ） 平井
0801 前期 韓国語Ⅰ（文部Ａ） 都 A301 1606 後期 演劇概論 高橋克 8762 前期 国際交流特別講義Ｂ（Ａ） 岡田み 非対面 8603 前期 日本語表現Ｉ（英Ｃ） 田村早 A500 8905 後期 教育学（Ｂ） 鈴木剛
0802 前期 韓国語Ⅰ（文部Ｂ） 松田 A303 1661 後期 Introduction to Fiction Writing グレイ 8775 後期 国際交流特別講義Ｂ（Ｂ） 岡田み 8604 前期 日本語表現Ｉ（英Ｄ） 諸岡 C701
0811 後期 韓国語Ⅱ（文部Ａ） 松田 8828 後期 日本の金融と経済〔国際〕（Ｂ） 南ホ 8605 前期 日本語表現Ｉ（英Ｅ） 木谷 B400
0812 後期 韓国語Ⅱ（文部Ｂ） 韓然 8606 前期 日本語表現Ｉ（英Ｆ） 石垣 C403
0851 前期 中国語Ⅰ（文部Ａ） 日野杉 B607 8651 後期 日本語表現Ⅱ（英Ａ） 宮崎靖
0852 前期 中国語Ⅰ（文部Ｂ） 大沼尚 B502 8652 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｂ） 水川
0853 前期 中国語Ⅰ（文部Ｃ） 胡 B609 8653 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｃ） 田村早
0861 後期 中国語Ⅱ（文部Ａ） 日野杉 8654 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｄ） 高島猛
0862 後期 中国語Ⅱ（文部Ｂ） 大沼尚 8655 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｅ） 木谷
0863 後期 中国語Ⅱ（文部Ｃ） 胡 8656 後期 日本語表現Ⅱ（英Ｆ） 石垣

8794 後期 環境経済（Ｂ） 野原
8904 前期 教育学（Ａ） 鈴木剛 C700

2 0931 前期 中国語と文化 山本 非対面 0941 前期 韓国語と文化 鄭根珠 非対面 1122 前期 Academic ReadingⅠ（Ｂ） ﾗｲｱﾝ A400 0721 前期 ドイツ語Ⅲ（文部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ A709 8959 前期 特別活動・総合的な学習時間の指導法（A） 岡積 C402

1986 前期 翻訳法ＢＩ ｺｰﾙﾏﾝ CALL3 1123 前期 Academic ReadingⅠ（Ｃ） フレナー A704 1127 後期 Academic ReadingⅡ（Ｂ） ﾗｲｱﾝ 0731 後期 ドイツ語Ⅳ（文部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ

1988 後期 翻訳法ＢＩＩ ｺｰﾙﾏﾝ 1128 後期 Academic ReadingⅡ（Ｃ） フレナー 0771 前期 フランス語Ⅲ（文部） ﾔﾔｳｨ A407

1908 前期 通訳法Ⅰ（文） 加藤和 CALL3 0781 後期 フランス語Ⅳ（文部） ﾔﾔｳｨ

1909 後期 通訳法Ⅱ（文） 加藤和 0821 前期 韓国語Ⅲ（文部Ａ） 崔 A605

8942 後期 教育方法論（Ｂ） 鳴海，鈴木剛，金子，田実 0822 前期 韓国語Ⅲ（文部Ｂ） 鄭根珠 A301

0831 後期 韓国語Ⅳ（文部Ａ） 都

0832 後期 韓国語Ⅳ（文部Ｂ） 芳賀

0871 前期 中国語Ⅲ（文部Ａ） 張阿 A504

0872 前期 中国語Ⅲ（文部Ｂ） 楊志 C703

0873 前期 中国語Ⅲ（文部Ｃ） 金博 A506

0881 後期 中国語Ⅳ（文部Ａ） 張阿

0882 後期 中国語Ⅳ（文部Ｂ） 楊志

0883 後期 中国語Ⅳ（文部Ｃ） 金博

3 1481 前期 グローバル・イシューズ 池 情4実 8108 前期 人間科学演習Ⅰ 星野宏 体育館MTG 1771 前期 イギリス小説研究Ａ 島田 B502 8081 通年 生涯スポーツⅠ（Ａ） 星野宏 体育館 8279 前期 キリスト教学演習Ⅰ 山吉 C403

1773 前期 アメリカ小説研究Ａ 松井美 A702 8109 後期 人間科学演習Ⅱ 申 1910 前期 通訳法Ⅲ 加藤和 CALL3 1277 前期 Multi-Media English ﾗｲｱﾝ A400 8280 後期 キリスト教学演習Ⅱ 山吉

1851 後期 言語学 野町 1911 後期 通訳法Ⅳ 加藤和 1278 後期 Journalism English（Ａ） ﾗｲｱﾝ 1791 前期 Japanese Literature（Ａ） フレナー 非対面

1979 前期 第二言語習得論 柳町 C402 8915 後期 教育社会学 鈴木剛 1792 後期 Japanese Literature（Ｂ） フレナー

8907 前期 教育史 鈴木剛 非対面

火 1 8004 前期 心理学Ⅰ（Ｂ） 渡辺舞 C402 8009 後期 心理学Ⅱ（Ｂ） 渡辺舞 8023 通年 体育実技Ⅰ（Ｃ） 星野宏 体育館 8105 前期 物質の世界 堀田 非対面 8103 後期 科学と人間 佐藤俊

8008 後期 心理学Ⅱ（Ａ） 渡辺舞 8018 前期 体力育成論 森田 非対面 8115 前期 環境と人間Ⅰ（Ａ） 矢吹 非対面 8113 前期 生命の科学Ⅱ（Ａ） 田中歩 非対面 8128 前期 日本国憲法（Ｂ） 岩本 非対面

8021 通年 体育実技Ⅰ（Ａ） 星野宏，他 体育館 8022 通年 体育実技Ⅰ（Ｂ） 星野宏 体育館 8131 後期 法学 足立 8114 後期 生命の科学Ⅱ（Ｂ） 田中歩 8233 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｃ） 山吉 非対面

8218 前期 ヨーロッパの文化（Ａ） 山吉 非対面 8095 前期 哲学Ⅰ 麻生 非対面 8232 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｂ） 山吉 非対面 8185 後期 美術の世界 寺嶋 8237 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｃ） 山吉

8219 後期 ヨーロッパの文化（Ｂ） 山吉 8112 後期 生命の科学Ⅰ（Ｂ） 矢吹 8236 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｂ） 山吉 8308 後期 数学（Ｂ） 矢吹 8309 前期 自然・数理科学基礎演習Ⅰ 矢吹 A706

1102 前期 Basic ReadingⅠ（Ｂ） フレナー B607 1001 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ B501 8283 前期 人文科学基礎演習Ⅰ 宮澤 A300 1616 前期 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論Ⅰ 長谷川典 図4A，図4B 8822 前期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（Ａ） 岡田み 非対面

1107 後期 Basic ReadingⅡ（Ｂ） フレナー 1002 前期 Basic SpeakingⅠ（Ａ） バロー B301 8284 後期 人文科学基礎演習Ⅱ 宮澤 1617 後期 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論Ⅱ 長谷川典 8824 後期 日本社会における言語とジェンダー〔国際〕（Ｂ） 岡田み

1003 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ B505 1105 前期 Basic ReadingⅠ（Ｅ） フレナー B607 8810 前期 日本の社会〔国際〕（Ａ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 非対面

1004 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303 1110 後期 Basic ReadingⅡ（Ｅ） フレナー 8812 後期 日本の社会〔国際〕（Ｂ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1005 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B502 1141 前期 Basic CompositionⅠ（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ 情4実

1006 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B504 1146 前期 Basic CompositionⅠ（Ｆ） ｶｰﾄﾗｲﾄ 情3実

1007 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｆ） ﾐﾗｰ B400 1151 後期 Basic CompositionⅡ（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ

1008 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B401 1156 後期 Basic CompositionⅡ（Ｆ） ｶｰﾄﾗｲﾄ

1009 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B403 8787 前期 日韓比較文化論（Ａ） 鄭斗鎬 非対面

1010 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B405 8788 後期 日韓比較文化論（Ｂ） 鄭斗鎬

1011 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ

1012 後期 Basic SpeakingⅡ（Ａ） バロー

1013 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ

1014 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1015 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1016 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ

1017 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｆ） ﾐﾗｰ

1018 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ

1019 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ

1020 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ

2 8051 通年 体育実技Ⅱ（Ａ） 星野宏，他 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 8015 前期 スポーツ生理学 星野宏 非対面 1946 後期 インタラクション活動指導法 江口 8965 前期 特別支援教育概論（Ａ） 播磨 A401

1021 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｉｎ） グレイ B501 0911 前期 ドイツ語と文化 寺尾 A404 1121 前期 Academic ReadingⅠ（Ａ） クイン A605 8016 後期 スポーツ栄養学 星野宏 8966 後期 特別支援教育概論（Ｂ） 播磨

1022 前期 Academic CommunicationⅠ（Ａ） バロー B301 1163 前期 Academic EssayⅠ（Ｃ） ﾘｰﾑｽﾄ 情4実 1124 前期 Academic ReadingⅠ（Ｄ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B507 1975 前期 日本語教授法Ⅰ 岡田み 非対面

1023 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ B505 1173 後期 Academic EssayⅡ（Ｃ） ﾘｰﾑｽﾄ 1126 後期 Academic ReadingⅡ（Ａ） クイン 1976 後期 日本語教授法Ⅱ 岡田み

1024 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303 8795 前期 Academic skills for Study Abroad（Ａ） 岡田み 非対面 1129 後期 Academic ReadingⅡ（Ｄ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1025 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B502 8796 後期 Academic skills for Study Abroad（Ｂ） 岡田み 1162 前期 Academic EssayⅠ（Ｂ） ｸﾘｹﾞﾝ 情10実

1026 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B504 8913 前期 教育行政論（Ａ） 鳴海 A500 1172 後期 Academic EssayⅡ（Ｂ） ｸﾘｹﾞﾝ

1027 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｆ） ﾐﾗｰ B400 8948 後期 教育相談論（Ｂ） 河岸

1028 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B401

1029 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B403

1030 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B405

1031 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｉｎ） グレイ

1032 後期 Academic CommunicationⅡ（Ａ） バロー

1033 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ

1034 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1035 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1036 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ

1037 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｆ） ﾐﾗｰ

1038 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ

1039 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ

1040 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ

3 1275 前期 English for Global Business ハメット 情11実 1301 前期 専門演習Ⅰ 島田 A508 1084 前期 Discussion and Debate I（Ｄ） ｾﾞﾌ C403 1081 前期 Discussion and Debate I（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ B405 0914 前期 上級ドイツ語Ⅰ ﾊｲﾈﾏﾝ A504

1280 前期 Journalism English（Ｂ） 大島寿 CALL1 1304 前期 専門演習Ⅰ グレイ A509 1094 後期 Discussion and DebateⅡ（Ｄ） ｾﾞﾌ 1091 後期 Discussion and DebateⅡ（Ａ） ﾘｰﾑｽﾄ 0916 後期 上級ドイツ語Ⅱ ﾊｲﾈﾏﾝ

1858 後期 英語学研究Ｆ ﾗｹｯﾄ 1305 前期 専門演習Ⅰ 高橋克 A706 1671 前期 欧米文化論Ａ ｸﾗｲﾝ A404 1761 前期 英米詩研究Ａ 藤田佳 C500 1082 前期 Discussion and Debate I（Ｂ） ｾﾞﾌ C403

1311 後期 専門演習Ⅱ 島田 1672 後期 欧米文化論Ｂ ｸﾗｲﾝ 1772 後期 イギリス小説研究Ｂ 藤田佳 1086 前期 Discussion and Debate I（Ｆ） ﾘｰﾑｽﾄ B405

1314 後期 専門演習Ⅱ グレイ 1781 前期 英米文学史Ａ 藤田佳 C500 1857 後期 英語学研究Ｅ 山木戸 1092 後期 Discussion and DebateⅡ（Ｂ） ｾﾞﾌ

1315 後期 専門演習Ⅱ 高橋克 1793 前期 Japanese Culture（Ａ） 延与 非対面 1096 後期 Discussion and DebateⅡ（Ｆ） ﾘｰﾑｽﾄ

1794 後期 Japanese Culture（Ｂ） 延与 1271 前期 English Workshop Ａ〔TOEFL対策〕 フレナー B607

1272 後期 English Workshop Ｂ〔TOEIC対策〕 フレナー

1950 前期 英語科教育概説Ⅱ 西原明 A407

(2019～2021年度入学生用)
時限



大学英文学科 時間割 2021 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

(2019～2021年度入学生用)
時限

水 1 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 8578 前期 学びとキャリア形成（Ａ） 平野惠 図4A，図4B 8139 後期 経済学Ⅱ 岡部洋 8197 前期 中国の文化（Ａ） 江尻 C700

8125 前期 社会科学基礎演習Ⅰ（Ａ） 水川 A508 8111 前期 生命の科学Ⅰ（Ａ） 矢吹 非対面 8579 後期 学びとキャリア形成（Ｂ） 平野惠 8149 前期 統計学（Ａ） 矢吹 A603 8198 後期 中国の文化（Ｂ） 江尻

8126 後期 社会科学基礎演習Ⅱ（Ａ） 水川 8150 後期 統計学（Ｂ） 矢吹 8168 前期 北海道・北方地域文化論Ⅰ（Ｂ） 出利葉 非対面 8767 後期 国際交流特別講義Ｆ シレガル

8151 後期 文化人類学 小西 8167 前期 北海道・北方地域文化論Ⅰ（Ａ） 出利葉 非対面 8255 後期 比較宗教学 山我 8785 前期 日欧（経済）関係〔国際〕（Ａ） 原島 非対面

8291 前期 平和学 片岡 A503 8170 後期 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ｂ） 澤井 8277 前期 イスラム教の思想と文化 山我 非対面 8786 後期 日欧（経済）関係〔国際〕（Ｂ） 原島

1177 後期 英文法クリニック（Ａ） 高橋克 8181 前期 音楽の世界 寺田貴 非対面 1104 前期 Basic ReadingⅠ（Ｄ） クイン A404

1178 後期 英文法クリニック〔再履修〕（a） 高橋克 1177 後期 英文法クリニック（Ａ） 高橋克 1109 後期 Basic ReadingⅡ（Ｄ） クイン

1192 前期 基礎演習Ⅰ（Ｂ） 島田 A508 8766 後期 国際交流特別講義Ｅ シレガル

1193 前期 基礎演習Ⅰ（Ｃ） 江口 CALL3 8840 後期 国際経済〔国際〕（Ｂ） 竹野内

1194 前期 基礎演習Ⅰ（Ｄ） 中地 A507

1195 前期 基礎演習Ⅰ（Ｅ） 長谷川典 A506

1196 前期 基礎演習Ⅰ（Ｆ） 高野照 A407

1198 前期 基礎演習Ⅰ（Ｈ） 湊 A301

8782 後期 比較文化〔国際〕（Ｂ） ﾈﾝｼｭﾃｨｰﾙ

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 8587 前期 職業と人生（Ａ） 本田勝 A305，A403 0921 前期 フランス語と文化 五味田 非対面

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 8588 後期 職業と人生（Ｂ） 本田勝

8912 後期 教育心理学（Ｂ） 田辺毅 1202 後期 基礎演習Ⅱ（Ｂ） 中地

1203 後期 基礎演習Ⅱ（Ｃ） 湊

1204 後期 基礎演習Ⅱ（Ｄ） 高野照

1207 後期 基礎演習Ⅱ（Ｇ） 島田

1208 後期 基礎演習Ⅱ（H） 長谷川典

3 8082 通年 生涯スポーツⅠ（Ｂ） 星野宏 体育館 8099 前期 スポーツ指導論 星野宏 体育館MTG 0924 前期 上級フランス語Ⅰ 五味田 非対面 1085 前期 Discussion and Debate I（Ｅ） ﾊｰｽ B504 8933 後期 英語科教育実践指導Ⅱ 佐々木　晃

1251 前期 Creative WritingⅠ（Ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2 8100 後期 健康体力論 星野宏 0926 後期 上級フランス語Ⅱ 五味田 1095 後期 Discussion and DebateⅡ（Ｅ） ﾊｰｽ

1253 後期 Creative WritingⅡ（Ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ 1252 前期 Creative WritingⅠ（Ｂ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ CALL2 1083 前期 Discussion and Debate I（Ｃ） ﾊｰｽ B504

1276 後期 Speech Clinic ｸﾞﾘｰﾝ 1254 後期 Creative WritingⅡ（Ｂ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ 1093 後期 Discussion and DebateⅡ（Ｃ） ﾊｰｽ

1673 前期 欧米文化論Ｃ ｸﾞﾘｰﾝ A500 1655 前期 英米史Ａ ｸﾞﾘｰﾝ A500 8931 前期 英語科教育実践指導Ⅰ 湊 A301

1656 後期 英米史Ｂ ｸﾞﾘｰﾝ

1852 前期 英語史 園田 C700

1949 後期 児童英語教育実践指導 ｳﾞｧｰｼﾞﾙ

木 1 8026 通年 体育実技Ⅰ（Ｆ） 星野宏 体育館 8005 前期 心理学Ⅰ（Ｃ） 中村浩 非対面 8028 通年 体育実技Ⅰ（Ｈ） 星野宏 体育館 8117 前期 環境と人間Ⅰ（Ｂ） 矢吹 非対面 8290 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｄ） 山我 非対面

8133 前期 政治学Ⅰ 萱野 非対面 8006 後期 心理学Ⅱ（Ｃ） 中村浩 8208 前期 アメリカの文化（Ａ） 瀬名波 A403 8179 前期 日本の文化（Ａ） 諸岡 非対面 8300 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｄ） 山我

8135 後期 政治学Ⅱ 萱野 8027 通年 体育実技Ⅰ（Ｇ） 星野宏 体育館 8209 後期 アメリカの文化（Ｂ） 瀬名波 8310 後期 自然・数理科学基礎演習Ⅱ 矢吹 1142 前期 Basic CompositionⅠ（Ｂ） ﾎﾞｾﾞｱ 情10実

8234 前期 聖書の思想と文化Ⅰ（Ｄ） 山吉 非対面 8307 前期 数学（Ａ） 矢吹 A503 8274 後期 仏教の思想と文化 森口 1101 前期 Basic ReadingⅠ（Ａ） ﾊｰｽ C500 1152 後期 Basic CompositionⅡ（Ｂ） ﾎﾞｾﾞｱ

8238 後期 聖書の思想と文化Ⅱ（Ｄ） 山吉 8401 前期 情報入門（英Ａ） 金子 情6実 8289 前期 キリスト教の歴史Ⅰ（Ｃ） 山我 非対面 1106 後期 Basic ReadingⅡ（Ａ） ﾊｰｽ 8768 後期 国際交流特別講義Ｇ（Ａ） シレガル

0701 前期 ドイツ語Ⅰ（文部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ A506 8402 前期 情報入門（英Ｂ） 田邊 情7実 8295 前期 北星学 日高 図4A，図4B 1967 後期 英語科教育概説Ⅰ 江口 8781 前期 比較文化〔国際〕（Ａ） ｺｯﾀｰ 非対面

0711 後期 ドイツ語Ⅱ（文部） ｱｰﾉﾙﾄﾞ 8403 前期 情報入門（英Ｃ） 大瀨 情9実 8299 後期 キリスト教の歴史Ⅱ（Ｃ） 山我 1969 前期 英語文学論 松田寿 A401 8901 前期 教職入門（Ａ） 田実 C700

0751 前期 フランス語Ⅰ（文部） 五味田 B403 8404 前期 情報入門（英Ｄ） 中嶋輝 情10実 1143 前期 Basic CompositionⅠ（Ｃ） ｼｭｶﾞｰﾏﾝ 情3実 8830 前期 マネジメント論〔国際〕（Ａ） コウ 非対面

0761 後期 フランス語Ⅱ（文部） 五味田 8451 後期 情報活用Ⅰ（英Ａ） 中嶋輝 1144 前期 Basic CompositionⅠ（Ｄ） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 8832 後期 マネジメント論〔国際〕（Ｂ） コウ

0801 前期 韓国語Ⅰ（文部Ａ） 松田 A301 8452 後期 情報活用Ⅰ（英Ｂ） 田邊 1145 前期 Basic CompositionⅠ（Ｅ） バロー 情2実

0802 前期 韓国語Ⅰ（文部Ｂ） 芳賀 A303 8491 後期 情報活用Ⅱ（英Ｃ） 大瀨 1153 後期 Basic CompositionⅡ（Ｃ） ｼｭｶﾞｰﾏﾝ

0811 後期 韓国語Ⅱ（文部Ａ） 芳賀 8492 後期 情報活用Ⅱ（英Ｄ） 金子 1154 後期 Basic CompositionⅡ（Ｄ） ｸﾘｹﾞﾝ

0812 後期 韓国語Ⅱ（文部Ｂ） 松田 1155 後期 Basic CompositionⅡ（Ｅ） バロー

0851 前期 中国語Ⅰ（文部Ａ） 胡 B607 8790 後期 メディア論〔国際〕（Ｂ） 阪井

0852 前期 中国語Ⅰ（文部Ｂ） 網谷 B502 8803 前期 日本のサブカルチャー（Ａ） 山本 非対面

0853 前期 中国語Ⅰ（文部Ｃ） 山田敦 B609

0861 後期 中国語Ⅱ（文部Ａ） 胡

0862 後期 中国語Ⅱ（文部Ｂ） 網谷

0863 後期 中国語Ⅱ（文部Ｃ） 山田敦

2 8010 後期 健康管理学 森田 8057 通年 体育実技Ⅱ（Ｇ） 星野宏 体育館 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） 寺尾 A709 1125 前期 Academic ReadingⅠ（Ｅ） ﾊｰｽ A404 8960 後期 特別活動・総合的な学習時間の指導法（B） 岡積

8056 通年 体育実技Ⅱ（Ｆ） 星野宏 体育館 1161 前期 Academic EssayⅠ（Ａ） バロー 情2実 0731 後期 ドイツ語Ⅳ（文部） 寺尾 1130 後期 Academic ReadingⅡ（Ｅ） ﾊｰｽ

1166 前期 Academic EssayⅠ（Ｆ） ｼｭｶﾞｰﾏﾝ 情4実 1171 後期 Academic EssayⅡ（Ａ） バロー 0771 前期 フランス語Ⅲ（文部） 五味田 A407 8958 後期 道徳教育の理論と実践 鈴木剛

1176 後期 Academic EssayⅡ（Ｆ） ｼｭｶﾞｰﾏﾝ 0781 後期 フランス語Ⅳ（文部） 五味田

1255 前期 Public Speaking（Ａ） ﾗｹｯﾄ A607 0821 前期 韓国語Ⅲ（文部Ａ） 鄭根珠 A605

1257 後期 Presentation Skills（Ａ） ﾗｹｯﾄ 0822 前期 韓国語Ⅲ（文部Ｂ） 呉泰 A301

1262 前期 Oral InterpretationⅠ（Ｂ） ﾐﾗｰ B505 0831 後期 韓国語Ⅳ（文部Ａ） 鄭根珠

1264 後期 Oral InterpretationⅡ（Ｂ） ﾐﾗｰ 0832 後期 韓国語Ⅳ（文部Ｂ） 鄭斗鎬

8947 前期 教育相談論（Ａ） 河岸 A501 0871 前期 中国語Ⅲ（文部Ａ） 今野美 A504

0872 前期 中国語Ⅲ（文部Ｂ） ｹｲ C703

0873 前期 中国語Ⅲ（文部Ｃ） 森若 A506

0881 後期 中国語Ⅳ（文部Ａ） 今野美

0882 後期 中国語Ⅳ（文部Ｂ） ｹｲ

0883 後期 中国語Ⅳ（文部Ｃ） 森若

3 1645 前期 キリスト教と文学 ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ B400 1401 前期 専門演習Ⅰ 長谷川典 B401 1855 前期 英語学研究Ｃ 山木戸 B502 1273 前期 Online English クイン A404 1486 後期 統計実習 ﾌﾘｰﾏﾝ

1854 前期 英語学研究Ｂ 高野照 CALL1 1402 前期 専門演習Ⅰ 柳町 B502 1866 前期 異文化コミュニケーション研究Ａ クイン A404 1274 後期 English for Tourist Industry クイン 1487 前期 Social Media Research R.ﾄﾑｿﾝ C402

1856 後期 英語学研究Ｄ 高野照 1403 前期 専門演習Ⅰ 高野照 B504 1867 後期 異文化コミュニケーション研究Ｂ クイン 1488 後期 Cross-cultural Psychology ﾌﾘｰﾏﾝ

1404 前期 専門演習Ⅰ ﾗｹｯﾄ B609 1977 前期 日本語教授法Ⅲ 岡田み 非対面 1762 後期 英米詩研究Ｂ 松田寿

1405 前期 専門演習Ⅰ 江口 CALL3 8944 後期 生徒・進路指導の理論と実践（B） 田実 1774 後期 アメリカ小説研究Ｂ 瀬名波

1406 前期 専門演習Ⅰ 中地 A408 1853 前期 英語学研究Ａ 柳町 C502

1407 前期 専門演習Ⅰ R.ﾄﾑｿﾝ B301 8916 前期 英語科教育法Ⅰ 江口 C402

1411 後期 専門演習Ⅱ 長谷川典

1412 後期 専門演習Ⅱ 柳町

1413 後期 専門演習Ⅱ 高野照

1414 後期 専門演習Ⅱ ﾗｹｯﾄ

1415 後期 専門演習Ⅱ 江口

1416 後期 専門演習Ⅱ 中地

1417 後期 専門演習Ⅱ R.ﾄﾑｿﾝ



大学英文学科 時間割 2021 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

(2019～2021年度入学生用)
時限

金 1 8029 通年 体育実技Ⅰ（Ｉ） 星野宏 体育館 8031 通年 体育実技Ⅰ（Ｊ） 星野宏 体育館 8003 前期 心理学Ⅰ（Ａ） 高橋雅 非対面 8097 後期 哲学Ⅱ 西永 8123 後期 環境と人間Ⅱ（Ｂ） 吉田磨

8127 前期 日本国憲法（Ａ） 岩本 非対面 8140 前期 投資と社会 直井 非対面 8012 前期 身体の科学Ⅰ 森田 C500 8121 後期 環境と人間Ⅱ（Ａ） 吉田磨 8141 前期 世界の近現代史Ⅰ 山我 非対面

8143 後期 社会学Ⅱ 西脇裕 8229 前期 地域と世界基礎演習Ⅰ（Ｂ） 諸岡 A706 8013 後期 身体の科学Ⅱ 森田 8129 前期 日本国憲法（Ｃ） 篠田 非対面 8223 前期 国際・比較文化論（Ａ） 金昌 A705

8195 前期 現代社会と倫理（Ａ） 村松 非対面 8230 後期 地域と世界基礎演習Ⅱ（Ｂ） 諸岡 8032 通年 体育実技Ⅰ（Ｋ） 申 体育館 8180 前期 日本の文化（Ｂ） 諸岡 非対面 8224 後期 国際・比較文化論（Ｂ） 金昌

8196 後期 現代社会と倫理（Ｂ） 村松 8294 後期 ジェンダーと社会 森川 8153 前期 メディアと社会 原島，勝村 C400 8193 後期 日本の文化（Ｃ） 諸岡 8321 前期 社会科学基礎演習Ⅰ（Ｂ） 水川 B504

1664 前期 Introduction to Digital Media R.ﾄﾑｿﾝ C403 1001 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ B501 1602 後期 イギリス文学概論 島田 1643 後期 応用言語学概論 柳町 8322 後期 社会科学基礎演習Ⅱ（Ｂ） 水川

1665 後期 グローバル・スタディーズ概論 中地 1002 前期 Basic SpeakingⅠ（Ａ） バロー B301 1614 前期 社会言語学概論 高野照 A503 1662 前期 Introduction to English Linguistics ﾗｹｯﾄ A403 8774 後期 国際交流特別講義Ｇ（Ｂ） シレガル

1003 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ B505 8791 前期 コミュニケーション論〔国際〕（Ａ） R.ﾄﾑｿﾝ 非対面 8763 前期 国際交流特別講義Ｃ（Ａ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ 非対面 8804 後期 日本のサブカルチャー（Ｂ） 諸岡

1004 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303 8792 後期 コミュニケーション論〔国際〕（Ｂ） R.ﾄﾑｿﾝ 8764 後期 国際交流特別講義Ｃ（Ｂ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ

1005 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B502 8826 前期 日本の金融と経済〔国際〕（Ａ） 秋森 非対面

1006 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B504 8902 後期 教職入門（Ｂ） 田実

1007 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｆ） ﾐﾗｰ B400

1008 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B401

1009 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B403

1010 前期 Basic SpeakingⅠ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B405

1011 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｉｎ） ﾗｹｯﾄ

1012 後期 Basic SpeakingⅡ（Ａ） バロー

1013 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ

1014 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1015 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1016 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ

1017 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｆ） ﾐﾗｰ

1018 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ

1019 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ

1020 後期 Basic SpeakingⅡ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ

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） 申 体育館 1985 前期 翻訳法ＡＩ 後藤健 A408 1261 前期 Oral InterpretationⅠ（Ａ） グレイ B502

1021 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｉｎ） グレイ 情8実 1165 前期 Academic EssayⅠ（Ｅ） グレイ 情4実 1164 前期 Academic EssayⅠ（Ｄ） ｶｰﾄﾗｲﾄ 情4実 1987 後期 翻訳法ＡＩＩ 後藤健 1263 後期 Oral InterpretationⅡ（Ａ） グレイ

1022 前期 Academic CommunicationⅠ（Ａ） バロー B301 1175 後期 Academic EssayⅡ（Ｅ） グレイ 1174 後期 Academic EssayⅡ（Ｄ） ｶｰﾄﾗｲﾄ 8941 前期 教育方法論（Ａ） 鳴海，鈴木剛，金子，田実 A705

1023 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ B505 8914 後期 教育行政論（B） 鳴海 1256 前期 Public Speaking（Ｂ） ﾐﾗｰ B507

1024 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A303 1258 後期 Presentation Skills（Ｂ） ﾐﾗｰ

1025 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B502

1026 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ B504

1027 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｆ） ﾐﾗｰ B400

1028 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ B401

1029 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ B403

1030 前期 Academic CommunicationⅠ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ B405

1031 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｉｎ） グレイ

1032 後期 Academic CommunicationⅡ（Ａ） バロー

1033 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｂ） ｸﾗｲﾝ

1034 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｃ） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1035 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｄ） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

1036 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｅ） ﾊﾞｰﾝｽﾞ

1037 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｆ） ﾐﾗｰ

1038 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｇ） ﾌﾘｰｾﾞﾝ

1039 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｈ） ｳﾞｧｰｼﾞﾙ

1040 後期 Academic CommunicationⅡ（Ｉ） ﾌﾞﾗﾝｸﾘｰ

3 0934 前期 上級中国語Ⅰ 山本 CALL2 0944 前期 上級韓国語Ⅰ 鄭根珠 C702 1088 前期 Discussion and Debate I（Ｈ） ｳｨｰﾗｰ B401 1482 後期 グローバル・アクターズ 中地 1764 後期 演劇研究Ｂ 高橋克

0936 後期 上級中国語Ⅱ 今野美 0946 後期 上級韓国語Ⅱ 鄭根珠 1098 後期 Discussion and DebateⅡ（Ｈ） ｳｨｰﾗｰ 1485 前期 インターナショナル・スタディーズ 中地 C700 8943 前期 生徒・進路指導の理論と実践（A） 田実 A408

1674 前期 欧米文化論Ｄ 岡本晃 C401 1087 前期 Discussion and Debate I（Ｇ） ｳｨｰﾗｰ B507 1917 前期 翻訳法Ⅲ 後藤健 A408 1763 前期 演劇研究Ａ 高橋克 C400

1782 後期 英米文学史Ｂ 岡本晃 1097 後期 Discussion and DebateⅡ（Ｇ） ｳｨｰﾗｰ 1918 後期 翻訳法Ⅳ 後藤健

8917 後期 英語科教育法Ⅱ 白鳥

土 1 1178 後期 英文法クリニック〔再履修〕（a） 高橋克

2

3

《注意事項》 《教室の表記》
【遠隔授業・集中講義】 ・他学科科目については、「Ｃａｍｐｕｓ Ｇｕｉｄｅ Ｗｅｂ」上で時間割を公開している。 ・「非対面」は、Zoomを利用したリアルタイム授業、または、オンデマンド授業。

学年 ｺｰﾄﾞ 期間 科目名 担当者 　必要がある者はWeb上で確認すること。 ・「A〇〇〇」など、教室名が表示されている科目は対面での授業。
遠隔授業 1 0015 前期 社会学Ⅰ 水川 ・事前登録が必要な科目は、事前に申込をし、当選結果を確認のうえ履修登録すること。 　※基本的には対面で実施されるが、授業日によっては非対面となる可能性がある。

8019 前期 心理学Ⅰ（遠隔） 中嶋輝 　　 　※対面・非対面に関わらず、事前にMoodleで各科目の内容を確認すること。
2 《授業の出席について》
3 ・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。 ・「情○実」は、第○情報実習室。「CALL○」は、A館２階のCALL第○。

集中講義 1 1681 通年 English PracticumⅠ 江口，長谷川典 授業の出席回数については、自己管理すること。 ・「図４A」は、図書館棟４階、Ａ教室。
1685 通年 Overseas English StudiesⅠ 江口，長谷川典 ・週２回授業が行われる科目でも、２回とも同じ教室で行うとは限らないので注意すること。 ・「図４Ｂ」は、図書館棟４階、Ｂ教室。
1687 通年 Overseas English ExperienceⅠ 江口，長谷川典 ・教室変更が多いので、「教室変更掲示」 を毎回確認すること。
1691 通年 海外英語短期研修 江口 ・後期の教室は、後期開始前に掲示等で案内するので確認すること。

2 8531 前期 ハードウェア基礎 中嶋輝 《クラス指定》
0913 後期 海外事情（ﾄﾞｲﾂ語） 寺尾 《１年次配当科目のクラス指定》 【教育心理学】 ・・・(B）クラスで履修登録すること。
0923 後期 海外事情（ﾌﾗﾝｽ語） 五味田 以下の科目は履修登録.Webに登録済み。履修登録画面で確認すること（1年次のみ）。
0933 前期 海外事情（中国語） 山本 【基礎演習Ⅰ】 【基礎演習Ⅱ】
0943 前期 海外事情（韓国語） 鄭根珠 【Basic ReadingⅠ・Ⅱ】 （A） 2001001～2001022
1682 通年 English PracticumⅡ 江口，長谷川典 【Basic CompositionⅠ・Ⅱ】 （B） 2001023～2001043
1686 通年 Overseas English StudiesⅡ 江口，長谷川典 【外国語科目Ⅰ・Ⅱ】 （C） 2001044～2001064
1688 通年 Overseas English ExperienceⅡ 江口，長谷川典 【情報入門】 （D） 2001065～2001084
1692 後期 海外プロジェクト研修Ⅰ 阪井 【情報活用ⅠまたはⅡ】 （G） 2001085～2001105
1970 前期 現代英語の音声と文法 大川 【学びとキャリア形成】 （Ｈ）2001106～2001127

3 1683 通年 English PracticumⅢ 江口，長谷川典 　  【日本語表現Ⅰ・Ⅱ】 ※ 担当者が「基礎演習Ⅰ」と同じになった場合は、学科長に相談すること。
1689 通年 Overseas English ExperienceⅢ 江口，長谷川典 【Basic SpeakingⅠ・Ⅱ】

【英文法クリニック】 【Academic ReadingⅠ・Ⅱ】
（A） 2001001～2001026

《再履修について》 （B） 2001027～2001051
【外国語科目】 …教育支援課掲示板で確認すること。 （C） 2001052～2001077
【情報科目】 …教育支援課掲示板で確認すること。 （D） 2001078～2001102
【日本語科目】 …教育支援課掲示板で確認すること。 （E） 2001103～2001127
【英文法クリニック】 …「英文法クリニック(ａ）：履修コード1178」で履修すること。
【Basic SpeakingⅠ・Ⅱ】 【Academic EssayⅠ･Ⅱ】
【Academic CommunicationⅠ・Ⅱ】 （A） 2001085～2001105
【Basic CompositionⅠ・Ⅱ】 （B） 2001106～2001127
【Basic ReadingⅠ・Ⅱ】 （C） 2001001～2001022
【Academic ReadingⅠ・Ⅱ】 （D） 2001023～2001043
【Academic EssayⅠ・Ⅱ】 （E） 2001044～2001064
【基礎演習Ⅰ】… 教育支援課 ③ 番窓口もしくは高野英文学科長に出向き指示を受けること。 （F） 2001065～2001084
【基礎演習Ⅱ】… 教育支援課 ③ 番窓口もしくは高野英文学科長に出向き指示を受けること。
【学びとキャリア形成】 … 右記参照のこと。 【学びとキャリア形成】・・・再履修は（Ａ）クラスに登録すること。

【職業と人生】 ・・・履修する場合は、（B）クラスに登録すること。（２年次生のみ履修可）

・「体育館MTG」は、体育館ミーティングルーム。

　　　グレイ教授またはラケット教授の研究室に出向き指示をうけること。

履修希望者は、4/2 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、4/2 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、4/2 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、4/2 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、4/7 10：50からのガイダンスに出席すること。
8/17（火）～8/20（金）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する。

　　　但し、必修クラスと重なる場合は、グレイ教授またはラケット教授の
　　　研究室に出向き指示を受けること。

履修希望者は、4/7 10：50からのガイダンスに出席すること。
履修希望者は、4/7 10：50からのガイダンスに出席すること。
履修希望者は、4/2 13：00からのガイダンスに出席すること。
8/23（月）～8/26（木）教室・講時等の詳細は7月上旬に掲示等で通知する。

履修希望者は、4/7 10：50からのガイダンスに出席すること。

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

　　　前年度と同じクラスで履修すること。

履修希望者は、4/7 10：50からのガイダンスに出席すること。
履修希望者は、4/7 10：50からのガイダンスに出席すること。


