
授業コード 授業名 開講期 指定学部 学年 クラス 曜日時限 担当者 教室 授業形態

R0001 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語1組 土1 中和　彩子 F302 対面あり

R0002 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語1組 土1 中和　彩子 F302 対面あり

R0003 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語2組 土1 妻鹿　裕子 Y401 対面あり

R0004 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語2組 土1 妻鹿　裕子 Y402 対面あり

R0005 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語3組 水2 吉川　太惠子 Y701 対面あり

R0006 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語3組 水2 吉川　太惠子 Y701 対面あり

R0007 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語4組 水2 當麻　幸子 F501 対面あり

R0008 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語4組 水2 當麻　幸子 F501 対面あり

R0009 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語5組 土1 神　康介 F502 対面あり

R0010 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語5組 土1 神　康介 F502 対面あり

R0011 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語6組 水2 小川　真也 Y406F502 対面あり 7/1教室変更

R0012 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語6組 水2 小川　真也 S403 対面あり

R0013 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語7組 水2 岡崎　真美 - オンラインのみ

R0014 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語7組 水2 岡崎　真美 - オンラインのみ

R0015 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語8組 水2 鈴木　俊二 S406 対面あり

R0016 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語8組 水2 鈴木　俊二 S303 対面あり

R0017 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語9組 水2 高　友希子 （F301） オンラインのみ

R0018 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語9組 水2 高　友希子 F301 対面あり

R0019 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語10組 土1 藤井　道行 Y504 対面あり

R0020 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語10組 土1 藤井　道行 Y503 対面あり

R0021 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語11組 水2 北　文美子 (F508) オンラインのみ

R0022 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語11組 水2 北　文美子 F508 対面あり

R0023 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語12組 土1 根本　怜奈 F403 対面あり

R0024 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語12組 土1 根本　怜奈 F403 対面あり

R0025 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語13組 水2 余田　亜希 F303 対面あり

R0026 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語13組 水2 余田　亜希 F303 対面あり

R0027 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語14組 土1 深澤　清 (F404) オンラインのみ

R0028 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語14組 土1 深澤　清 (F404) オンラインのみ

R0029 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語15組 土1 岡崎　真美 - オンラインのみ

R0030 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語15組 土1 岡崎　真美 - オンラインのみ
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R0035 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語16組 水1 吉川　太惠子 Y701 対面あり

R0036 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語16組 水1 吉川　太惠子 Y701 対面あり

R0037 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語17組 土2 藤井　道行 Y404 対面あり

R0038 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語17組 土2 藤井　道行 Y404 対面あり

R0039 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語18組 土2 妻鹿　裕子 Y405 対面あり

R0040 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語18組 土2 妻鹿　裕子 Y406　Y503 対面あり

R0041 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語19組 土2 神　康介 F502 対面あり

R0042 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語19組 土2 神　康介 F502 対面あり

R0043 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語20組 水1 久慈　美貴 Y601 対面あり

R0044 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語20組 水1 久慈　美貴 Y601 対面あり

R0045 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語21組 水1 小川　真也 G602 対面あり

R0046 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語21組 水1 小川　真也 G601 対面あり

R0047 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語22組 水1 岡崎　真美 - オンラインのみ

R0048 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語22組 水1 岡崎　真美 - オンラインのみ

R0049 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語23組 水1 鈴木　俊二 G601 対面あり

R0050 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語23組 水1 鈴木　俊二 Y406　Ｓ301 対面あり　10/7教室変更

R0051 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語24組 水1 高　友希子 （F301） オンラインのみ

R0052 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語24組 水1 高　友希子 F301 対面あり

R0053 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語25組 水1 余田　亜希 F303 対面あり

R0054 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語25組 水1 余田　亜希 F303 対面あり

R0055 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語26組 水1 北　文美子 (F308) オンラインのみ

R0056 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語26組 水1 北　文美子 F309 対面あり

R0057 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語27組 土2 根本　怜奈 F403 対面あり

R0058 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語27組 土2 根本　怜奈 F403 対面あり

R0059 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語28組 土2 深澤　清 (F404) オンラインのみ

R0060 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語28組 土2 深澤　清 (F404) オンラインのみ

R0061 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語29組 土2 岡崎　真美 - オンラインのみ

R0062 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語29組 土2 岡崎　真美 - オンラインのみ

R0063 English１Ⅰ 春学期 法1年：英語30組 水1 當麻　幸子 F501 対面あり

R0064 English１Ⅱ 秋学期 法1年：英語30組 水1 當麻　幸子 F501 対面あり
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R0221 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語1組 水2 ジェフリー　B　タロフスキー (S307) オンラインのみ

R0222 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語1組 水2 ジェフリー　B　タロフスキー (S201) オンラインのみ

R0223 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語2組 水2 北原　ルック　明子 (Y401) オンラインのみ

R0224 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語2組 水2 北原　ルック　明子 (Y401) オンラインのみ

R0225 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語3組 土1 高橋　佳江 S306 対面あり

R0226 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語3組 土1 高橋　佳江 Y401 対面あり

R0227 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語4組 土1 中垣　恒太郎 (F311) オンラインのみ

R0228 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語4組 土1 中垣　恒太郎 (F311) オンラインのみ

R0229 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語5組 水2 ジェイソン　ポール　スミス (Y602) オンラインのみ

R0230 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語5組 水2 ジェイソン　ポール　スミス (Y703) オンラインのみ

R0231 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語6組 土1 NADER　Jamelea (Y604) オンラインのみ

R0232 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語6組 土1 NADER　Jamelea (Y501) オンラインのみ

R0233 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語7組 土1 ROBIN F WEICHERT 0609LL 対面あり

R0234 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語7組 土1 ROBIN F WEICHERT 0609LL 対面あり

R0235 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語8組 土1 新宅　美樹 (F301) オンラインのみ

R0236 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語8組 土1 新宅　美樹　小坂　恵理子 F301 対面あり

R0237 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語9組 土1 MICHAEL F.MURPHY F303 対面あり

R0238 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語9組 土1 MICHAEL F.MURPHY F303 対面あり

R0239 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語10組 水2 URBANOVA　Jana (0308LL) オンラインのみ

R0240 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語10組 水2 URBANOVA　Jana (0308LL) オンラインのみ

R0241 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語11組 土1 Andrew　E.　Chen (F304) オンラインのみ

R0242 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語11組 土1 Andrew　E.　Chen (F304) オンラインのみ

R0243 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語12組 水2 Richard.J.Burrows (F405) オンラインのみ

R0244 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語12組 水2 Richard.J.Burrows F405 対面あり

R0245 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語13組 土1 PATRICK M MCEVILLY 0508LL 対面あり

R0246 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語13組 土1 PATRICK M MCEVILLY 0508LL 対面あり

R0247 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語14組 水2 関野　佳苗 S306 対面あり

R0248 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語14組 水2 関野　佳苗 S306 対面あり

R0249 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語15組 水2 ゲンチ　ブルジュ F304 対面あり

R0250 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語15組 水2 ゲンチ　ブルジュ F304 対面あり
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R0255 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語16組 土2 中垣　恒太郎 (F311) オンラインのみ

R0256 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語16組 土2 中垣　恒太郎 (F311) オンラインのみ

R0257 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語17組 水1 ゲンチ　ブルジュ F304 対面あり

R0258 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語17組 水1 ゲンチ　ブルジュ F304 対面あり

R0259 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語18組 水1 ジェフリー　B　タロフスキー (G501) オンラインのみ

R0260 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語18組 水1 ジェフリー　B　タロフスキー (S205) オンラインのみ

R0261 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語19組 水1 北原　ルック　明子 (Y401) オンラインのみ

R0262 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語19組 水1 北原　ルック　明子 (Y401) オンラインのみ

R0263 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語20組 土2 NADER　Jamelea (S306) オンラインのみ

R0264 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語20組 土2 NADER　Jamelea (G402) オンラインのみ

R0265 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語21組 土2 高橋　佳江 S307 対面あり

R0266 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語21組 土2 高橋　佳江 S306 対面あり

R0267 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語22組 土2 ROBIN F WEICHERT 0609LL 対面あり

R0268 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語22組 土2 ROBIN F WEICHERT 0609LL 対面あり

R0269 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語23組 土2 新宅　美樹 (F301) オンラインのみ

R0270 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語23組 土2 新宅　美樹　小坂　恵理子 F301 対面あり

R0271 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語24組 土2 MICHAEL F.MURPHY F303 対面あり

R0272 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語24組 土2 MICHAEL F.MURPHY F303 対面あり

R0273 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語25組 土2 永井　大輔 F402 対面あり

R0274 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語25組 土2 永井　大輔 F402 対面あり

R0275 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語26組 土2 Andrew　E.　Chen (F304) オンラインのみ

R0276 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語26組 土2 Andrew　E.　Chen (F304) オンラインのみ

R0277 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語27組 水1 関野　佳苗 S505 対面あり

R0278 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語27組 水1 関野　佳苗 G402 対面あり

R0279 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語28組 水1 Richard.J.Burrows (F405) オンラインのみ

R0280 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語28組 水1 Richard.J.Burrows F405 対面あり

R0281 English２Ⅰ 春学期 法1年：英語29組 水1 ジェイソン　ポール　スミス (S407) オンラインのみ

R0282 English２Ⅱ 秋学期 法1年：英語29組 水1 ジェイソン　ポール　スミス (S505) オンラインのみ
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