
短大英文学科 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 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 7925 後期 90 美術と文化 遠藤太，川部 A300 7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） ﾌﾗﾝｸ C703 7909 前期 90 心理学Ⅰ（短Ｂ） 藤木 A603 7052 前期 90 英作文Ⅰ（A2） ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A404 7901 前期 90 経済学Ⅰ（短） 山本慎 B402
7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ｶｰﾄﾆｰ C701 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ｳﾝ C705 7053 前期 90 英作文Ⅰ（B1） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 7062 後期 90 英作文Ⅱ（A2） ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A404 7908 後期 90 健康の科学 申 C501
7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ｳﾝ C705 7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ﾌﾗﾝｸ C703 7063 後期 90 英作文Ⅱ（B1） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実 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 情4実
7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ｶｰﾄﾆｰ C701 7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ｳﾝ C705 7094 前期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（D） H.ﾄﾑｿﾝ 情10実 7322 前期 90 英語技能演習Ⅰ（2） 竹内康 C402 7067 後期 90 英作文Ⅱ（D1） ｸﾘｹﾞﾝ 情4実
7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ｳﾝ C705 7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ﾌﾗﾝｸ C703 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9実 7302 後期 90 通訳法Ⅰ（2） 田中直 CALL1
7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ｶｰﾄﾆｰ C701 7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ｳﾝ C705 7321 前期 90 英語技能演習Ⅰ（1） 竹内康 C403
7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ｳﾝ C705 7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） ﾌﾗﾝｸ C703
7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ｶｰﾄﾆｰ C701 7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ｳﾝ C705
7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｳﾝ C705 7091 前期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅠ（A） H.ﾄﾑｿﾝ 情10実
7055 前期 90 英作文Ⅰ（C1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情12実 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
7111 前期 前45 英文法Ⅰ（A） 白鳥 A404 7113 前期 前45 英文法Ⅰ（C） 白鳥 A404
7112 前期 後45 英文法Ⅰ（B） 白鳥 A404 7114 前期 後45 英文法Ⅰ（D） 白鳥 A404
7116 後期 前45 英文法Ⅱ（A） 白鳥 A404 7118 後期 前45 英文法Ⅱ（C） 白鳥 A404
7117 後期 後45 英文法Ⅱ（B） 白鳥 A404 7119 後期 後45 英文法Ⅱ（D） 白鳥 A404

2 7345 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（K1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508 7147 前期 後45 エクステンシブ・リーディングⅠ（IL） ｱｯｶｰﾏﾝ 情5実，情8実 7481 前期 90 Life Science〔ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ〕Ⅰ ﾏｳﾝ A404 7436 前期 90 Perspectives in Literature 〔文学概論〕Ⅰ ﾏｳﾝ A501 7205 前期 90 ビジネス・イングリッシュⅠ ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A404

7346 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（K2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B400 7148 前期 前45 エクステンシブ・リーディングⅠ（JK） ｱｯｶｰﾏﾝ 情5実，情8実 7482 後期 90 Life Science〔ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ〕Ⅱ ﾏｳﾝ A501 7439 後期 90 Perspectives in Literature 〔文学概論〕Ⅱ ﾏｳﾝ A501 7208 後期 90 ビジネス・イングリッシュⅡ ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ A404

7347 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（L1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508 7341 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（I1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508

7348 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（L2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B400 7342 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（I2） ﾊﾞｰﾝｽﾞ A509

7355 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（K1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508 7343 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（J1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508

7356 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（K2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B400 7344 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（J2） ﾊﾞｰﾝｽﾞ A509

7357 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（L1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508 7351 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（I1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508

7358 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（L2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ B400 7352 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（I2） ﾊﾞｰﾝｽﾞ A509

7353 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（J1） W. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ A508

7354 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（J2） ﾊﾞｰﾝｽﾞ A509

火 1 7902 前期 90 法学（短） 長屋 A603 7145 後期 90 アセンブリⅠ（短英） 森越，ｱｯｶｰﾏﾝ A305 7018 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（C） 林晋 CALL1 7915 前期 90 社会学Ⅰ（短） 風戸 C702 7905 後期 90 科学概論 内山 A605

7903 前期 90 生命の科学 三瀬 A703 7019 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（D） 林晋 CALL1 7917 後期 90 社会学Ⅱ（短） 風戸 B301 7913 前期 90 人間と思想 佐藤俊 A401

7910 後期 90 心理学Ⅱ（短Ｂ） 藤木 C702 7023 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（C） 林晋 CALL1 7016 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（A） 林晋 CALL1 7253 前期 90 訳読演習Ⅰ 延与 A705

7024 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（D） 林晋 CALL1 7017 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（B） 林晋 CALL1 7254 後期 90 訳読演習Ⅱ 竹内康 C502

7035 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C1） ﾘﾄﾝ A506 7021 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（A） 林晋 CALL1 7283 後期 90 海外研修ＢⅠ 田中直 CALL2

7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ﾌﾗﾝｸ C705 7022 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（B） 林晋 CALL1

7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ﾘﾄﾝ A506 7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ﾏｳﾝ C701

7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ﾌﾗﾝｸ C705 7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ｱｯｶｰﾏﾝ C705

7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） Ｄ．Ｈ C703 7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ﾏｳﾝ C701

7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ﾌﾗﾝｸ C705 7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ｱｯｶｰﾏﾝ C705

7047 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D1） Ｄ．Ｈ C703 7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ﾏｳﾝ C701

7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ﾌﾗﾝｸ C705 7042 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A2） ｱｯｶｰﾏﾝ C705

7191 前期 90 リーディング・スキルⅠ（B） 竹村 A500 7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ﾏｳﾝ C701

7195 後期 90 リーディング・スキルⅡ（B） 竹村 A500 7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｱｯｶｰﾏﾝ C705

7192 前期 90 リーディング・スキルⅠ（C） 竹村 A500

7196 後期 90 リーディング・スキルⅡ（C） 竹村 A500

2 7496 前期 90 Intercultural Communication(異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)Ⅰ（1） ｺｯﾀｰ 情12実 7146 前期 90 アセンブリⅡ（短英） 森越，ｱｯｶｰﾏﾝ A305 7451 前期 90 Geography〔地理〕Ⅰ（1） ｱｯｶｰﾏﾝ CALL2 7497 前期 90 Intercultural Communication(異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)Ⅰ（2） ｺｯﾀｰ 情12実 7305 前期 90 通訳法Ⅱ（2） 田中直 CALL2

7498 後期 90 Intercultural Communication(異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)Ⅱ（１） ｺｯﾀｰ 情12実 7454 後期 90 Geography〔地理〕Ⅱ（1） ｱｯｶｰﾏﾝ CALL2 7499 後期 90 Intercultural Communication(異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)Ⅱ（2） ｺｯﾀｰ 情11実

7304 前期 90 通訳法Ⅱ（1） 田中直 CALL2

水 1 7951 前期 90 フランス語Ⅰ（1） 林宏 A509 7952 前期 90 フランス語Ⅰ（2） 林宏 A509 7916 前期 90 心理学Ⅰ（短Ａ） 中村浩 C500 7924 後期 90 環境の科学 矢吹 A404

7954 後期 90 フランス語Ⅱ（1） 林宏 A303 7955 後期 90 フランス語Ⅱ（2） 林宏 A303 7918 後期 90 心理学Ⅱ（短Ａ） 中村浩 C401 7332 前期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅠ（2） ﾌﾗﾝｸ C402

7961 前期 90 中国語Ⅰ（1） 顔 A400 7962 前期 90 中国語Ⅰ（2） 顔 A400 7971 前期 90 ドイツ語Ⅰ 佐藤和 A303 7337 後期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅡ（2） ﾌﾗﾝｸ B405

7963 前期 90 中国語Ⅰ（3） 霜鳥 A506 7965 後期 90 中国語Ⅱ（2） 顔 C705 7974 後期 90 ドイツ語Ⅱ 佐藤和 A301

7964 後期 90 中国語Ⅱ（1） 顔 C705 7982 前期 90 ハングルⅠ（2） 鄭斗鎬 B607 7331 前期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅠ（1） ﾌﾗﾝｸ C402

7966 後期 90 中国語Ⅱ（3） 霜鳥 C703 7987 後期 90 ハングルⅡ（2） 鄭斗鎬 B503 7336 後期 90 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾊﾞｲﾌﾞﾙⅡ（1） ﾌﾗﾝｸ B405

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 B503

2 7313 前期 90 日英言語文化比較Ⅰ 林晋 C402 7958 前期 90 フランス語Ⅲ 高野真 B401 7967 前期 90 中国語Ⅲ 顔 A400 7978 前期 90 ドイツ語Ⅲ 佐藤和 A303

7315 後期 90 日英言語文化比較Ⅱ 林晋 B401 7959 後期 90 フランス語Ⅳ 高野真 A704 7969 後期 90 中国語Ⅳ 顔 C705 7979 後期 90 ドイツ語Ⅳ 佐藤和 A301

7484 前期 90 Anthropology〔人類学〕Ⅰ 石原 A408 7231 前期 90 リスニング・スキルⅢ 竹村 CALL3

7487 後期 90 Anthropology〔人類学〕Ⅱ 石原 C502 7233 後期 90 リスニング・スキルⅣ 竹村 CALL3

木 1 7914 前期 90 数の世界 内山 A500 7912 後期 90 ジェンダー論（短） 藤原 A305 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 C402

7051 前期 90 英作文Ⅰ（A1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情11実 7921 後期 90 音楽と文化 小林 A603 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 C502

7054 前期 90 英作文Ⅰ（B2） ｶｰﾄﾆｰ 情3実 7065 後期 90 英作文Ⅱ（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 CALL2

7056 前期 90 英作文Ⅰ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情12実 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

7058 前期 90 英作文Ⅰ（D2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 7016 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（A） 林晋 A703 7018 前期 前45 リスニング・スキルⅠ（C） 林晋 A703

7061 後期 90 英作文Ⅱ（A1） ﾊﾞｰﾝｽﾞ 情11実 7017 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（B） 林晋 A703 7019 前期 後45 リスニング・スキルⅠ（D） 林晋 A703

7064 後期 90 英作文Ⅱ（B2） ｶｰﾄﾆｰ 情3実 7021 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（A） 林晋 CALL3 7023 後期 前45 リスニング・スキルⅡ（C） 林晋 CALL3

7066 後期 90 英作文Ⅱ（C2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情12実 7022 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（B） 林晋 CALL3 7024 後期 後45 リスニング・スキルⅡ（D） 林晋 CALL3

7068 後期 90 英作文Ⅱ（D2） D. ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ CALL3 7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） H.ﾄﾑｿﾝ C701 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） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情8実 7036 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（C2） ﾏｳﾝ C705

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） 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） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情8実 7038 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D2） ﾏｳﾝ C705

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） 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） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7046 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C2） ﾏｳﾝ C705

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） ｺｯﾀｰ 情12実

7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情3実 7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ﾏｳﾝ C705

2 7991 前期 90 ハングルⅢ 田 A605 7187 後期 90 スタディ・スキルⅣ（H1） 森越 B609 7204 後期 90 英米文学Ⅱ 竹内康 A501 7149 後期 90 エクステンシブ・リーディングⅡ ｱｯｶｰﾏﾝ 情8実 7457 前期 90 History〔歴史〕Ⅰ ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情6実

7995 後期 90 ハングルⅣ 田 A400 7203 前期 90 英米文学Ⅰ 湯浅 C700 7267 前期 90 ホスピタリティと観光 森越 B405 7327 前期 90 英語技能演習Ⅲ 有泉 CALL2 7459 後期 90 History〔歴史〕Ⅱ ｹﾞﾃｨﾝｸﾞｽ 情12実

7241 前期 90 英語学Ⅰ 白鳥 C501 7452 前期 90 Geography〔地理〕Ⅰ（2） ｱｯｶｰﾏﾝ CALL2 7442 前期 90 International Business[国際ビジネス] H.ﾄﾑｿﾝ C400

7242 後期 90 英語学Ⅱ 白鳥 A404 7455 後期 90 Geography〔地理〕Ⅱ（2） ｱｯｶｰﾏﾝ CALL2

7243 前期 90 日本語教授法 田村早 C701

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） ｶｰﾄﾆｰ B504 7031 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A1） ｱｯｶｰﾏﾝ 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） ｺｯﾀｰ C705 7032 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅠ（A2） ﾌﾗﾝｸ C705

7945 前期 90 キリスト教学Ⅱ 日高 C700 7943 後期 90 キリスト教学Ⅰ 日高 C700 7037 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（D1） ｶｰﾄﾆｰ B504 7033 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B1） ｱｯｶｰﾏﾝ C701

7221 前期 90 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｽｷﾙ（1） 堤 A404 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） ｺｯﾀｰ C705 7034 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅠ（B2） ﾌﾗﾝｸ C705

7223 後期 90 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｽｷﾙ（3） 堤 A300 7286 後期 90 国語表現法 岡本 B503 7045 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（C1） ｶｰﾄﾆｰ B405 7041 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅡ（A1） ｱｯｶｰﾏﾝ C701

7385 前期 90 情報入門（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） 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） ﾌﾗﾝｸ C705

7389 後期 90 情報活用（短AB） 関谷 情10実，情11実 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） ｶｰﾄﾆｰ B405 7043 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B1） ｱｯｶｰﾏﾝ C701

7048 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（D2） ｺｯﾀｰ 情12実 7044 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅡ（B2） ﾌﾗﾝｸ C705

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） H.ﾄﾑｿﾝ CALL2 7098 後期 90 ボキャブラリー・ビルディングⅡ（C） H.ﾄﾑｿﾝ CALL2

7113 前期 前45 英文法Ⅰ（C） 白鳥 A404 7111 前期 前45 英文法Ⅰ（A） 白鳥 A404

7114 前期 後45 英文法Ⅰ（D） 白鳥 A404 7112 前期 後45 英文法Ⅰ（B） 白鳥 A404

7118 後期 前45 英文法Ⅱ（C） 白鳥 A404 7116 後期 前45 英文法Ⅱ（A） 白鳥 A404

7119 後期 後45 英文法Ⅱ（D） 白鳥 A404 7117 後期 後45 英文法Ⅱ（B） 白鳥 A404

7190 前期 90 リーディング・スキルⅠ（A） 竹村 A500 7193 前期 90 リーディング・スキルⅠ（D） 竹村 A500

7194 後期 90 リーディング・スキルⅡ（A） 竹村 A500 7197 後期 90 リーディング・スキルⅡ（D） 竹村 A500

2 7341 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（I1） ｶｰﾄﾆｰ A508 7147 前期 前45 エクステンシブ・リーディングⅠ（IL） ｱｯｶｰﾏﾝ 情5実，情8実 7255 前期 90 比較文化Ⅰ 林晋 C702 7430 前期 90 Introduction to Sports Theory 〔ｽﾎﾟｰﾂ概論〕 ｺｯﾀｰ CALL3

7342 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（I2） ｺｯﾀｰ 情12実 7148 前期 後45 エクステンシブ・リーディングⅠ（JK） ｱｯｶｰﾏﾝ 情5実，情8実 7256 後期 90 比較文化Ⅱ 林晋 A605 7433 後期 90 Ainu and Maori Studies 〔ｱｲﾇとﾏｵﾘ研究〕 ｺｯﾀｰ 情12実

7343 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（J1） ｶｰﾄﾆｰ A508 7345 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（K1） ｶｰﾄﾆｰ A508

7344 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（J2） ｺｯﾀｰ 情12実 7346 前期 前45 オーラル・イングリッシュⅢ（K2） ｳﾝ A401

7351 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（I1） ｶｰﾄﾆｰ A508 7347 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（L1） ｶｰﾄﾆｰ A508

7352 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（I2） ｺｯﾀｰ A509 7348 前期 後45 オーラル・イングリッシュⅢ（L2） ｳﾝ A401

7353 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（J1） ｶｰﾄﾆｰ A508 7355 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（K1） ｶｰﾄﾆｰ A508

7354 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（J2） ｺｯﾀｰ A509 7356 後期 前45 オーラル・イングリッシュⅣ（K2） ｳﾝ C401

7357 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（L1） ｶｰﾄﾆｰ A508

7358 後期 後45 オーラル・イングリッシュⅣ（L2） ｳﾝ C401

(2017～2018年度入学生用)
時限

期間 期間 期間 期間 期間 期間



短大英文学科 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 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

(2017～2018年度入学生用)
時限

期間 期間 期間 期間 期間 期間

土 1

2

【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 「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。
2 「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。

集中講義 1 7275 前期 集中 グローバル・インターンシップA（１） 森越 　※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。
7279 後期 集中 グローバル・インターンシップA（２） 森越 　※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。
7284 後期 集中 海外研修ＢⅡ 田中直 ・ 通訳法Ⅰ（１）・・・ A1・B・D1クラス
7285 後期 集中 海外研修Ａ ｺｯﾀｰ ・ 通訳法Ⅰ（２）・・・A2・C・D2クラス

2

・ 英語技能演習Ⅰ（１）・・・A・Cクラス 「コード」は、履修登録コード。

・ 英語技能演習Ⅰ（２）・・・B・Dクラス

・ フランス語Ⅰ・Ⅱ（１）・・・C・Dクラス
・ フランス語Ⅰ・Ⅱ（２）・・・A・Bクラス 《授業の出席について》
・ ハングルⅠ・Ⅱ（１）・・・C・Dクラス
・ ハングルⅠ・Ⅱ（２）・・・A・Bクラス
・ 中国語Ⅰ・Ⅱ（１）・・・A・C1クラス
・ 中国語Ⅰ・Ⅱ（２）・・・Bクラス
・ 中国語Ⅰ・Ⅱ（３）・・・D・C2クラス

・ スポーツⅠ・Ⅱ（Y）・・・C・Dクラス
・ スポーツⅠ・Ⅱ（Z）・・・A・Bクラス

《その他》
・ イングリッシュ・バイブルⅠ・Ⅱ・・・Ⅰのみ、Ⅱのみの履修も可能。
・ グローバル・インターンシップA・・・（１）は、基本2年生が履修すること。（２）は、基本1年生が履修すること。

※希望者は後日、説明会がありますので、掲示をよく確認し、説明会に参加してください。
・

※他の科目とぶつかる時は、担任の先生に相談すること。
・ オーラル・イングリッシュⅢ・Ⅳ、エクステンシブ・リーディングⅠは、I～Lのクラスで分けられ、

既に自動で履修登録されております。Webの履修登録画面で、自分のクラスを確認してください。

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。

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 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。

《履修登録の際に注意すること》　 《注意事項》
◎ 基礎教養科目は、時間割により、履修できない場合もある。 ◆　時間割の表記について
◎ 必修科目は、履修登録.Webに登録済み。登録画面上で確認すること。
その他の科目は、自分で選択し登録すること。分からないことは、担任の先生に相談すること。

《クラス指定について》　 (指定通り履修すること）

教室の「情○実」は、第○情報実習室。「CALL○」は、A館２階のCALL第○。
「図４A」は、図書館棟４階、Ａ教室。　「図４Ｂ」は、Ｂ教室。

◆　「前半または後半」と記載されている科目は、４５分授業につき授業時間に注意すること。

◆　事前登録しないと履修できない科目（別紙参照）があるので注意すること。

◆　教室変更が多いので、教室変更掲示を毎回確認すること。
※ 授業の出席回数については、自己管理すること。
◆　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。

※他の科目（第二外国語を含む）とぶつかる時は、担任の先生に相談すること。

※スポーツ、キリスト教学、国語表現法がぶつかる場合は、どれかを2年生で履修してください。

心理学Ⅰ・Ⅱ・・・短英の学生は、心理学Ⅰ・Ⅱ（短A）を履修すること。


