
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市ヶ谷リベラルアーツセンター  

２０２１年度 

ＩＬＡＣ科目／市ヶ谷 

基礎科目・総合科目 

時間割表 

 

法・文・経営・国際文化・人間環境・ 

キャリアデザイン学部 



★この時間割表は、５月１７日時点の内容です。  

※（4/23 追記）緊急事態宣言発令期間中は、行動方針レベル「３」となり、 

原則オンライン授業のみとなります。 

授業形態の詳細は、学習支援システムの各授業のお知らせで確認してください。 
 

  これ以降の時間割表（曜日時限、担当者、教室等）の変更は、学習支援システムより授業ごとにお知らせ

します。特に、各学期の授業開始時には、教室の変更が多くなるので、必ず学習支援システムで確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 また、時間割に関する各種資料は下記の「市ヶ谷リベラルアーツセンター掲示板」に掲載します。確認してください。

       

        

        

           

        

 

なお、大学の行動方針レベルにより、授業実施形態や教室等が変更になる場合があります。 

行動方針レベルは、大学のホームページにおいて発表しています。確認してください。 

https://www.hosei.ac.jp/ 

        

 

時間割表の見方 

 

 

 

★時間割表を確認する際の注意点 

 ※時間割表の中で「WEB掲示板」と記載されているものは、全て上記「市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板」

に掲載する各種資料で確認してください。 

 

 

 

（１）開講期・曜日・時限 

・時間割は、開講期・曜日・時限ごとに掲載しています。 

・曜日・時限が「曜日・時限なし」と記載されている授業は、あらかじめ設定された曜日・時限のないオンデマンド型（資

◆市ヶ谷リベラルアーツセンター（ILAC）掲示板 

 URL： https://hosei-keiji.jp/ilac 

  ※各種 ILAC 掲示板は、すべて公開済みです。 

◆学習支援システム 

※法政ポータルサイト（Hoppii）よりアクセスしてください。 

 URL： https://hoppii.hosei.ac.jp 

        

（１） （３） （９） （10） （11） （２） （４）～（８） （12） 

https://hoppii.hosei.ac.jp


料配付による）授業です。授業の資料や課題は、基本的に学習支援システムを通じて、担当教員の任意のタイミング

で掲出されます。授業の進め方について、詳細は、学習支援システムで確認してください。履修登録時は、履修登録

画面下部の「集中・その他」欄に表示されますので、希望の科目について履修登録してください。 

・（3/29更新）総合科目「行為の理論 A/B」は、「曜日・時限なし」から「木曜 3限」に変更になっています。履修希望者

はご留意ください。 

 

（２）登録番号 

・履修登録の際は、登録番号をよく確認してください。2017年度以降入学生は「（17以降）」の欄、2016年度以前入学

生は「（16以前）」の欄の登録番号で履修登録してください。 

・「抽選」＝抽選により受講者を決定します。詳しくは後述の「（４）抽選科目」および「履修上の主な注意」を確認してく

ださい。 

・「WEB掲示板」＝ 

① 英語必修科目（選択必修）・体育必修科目：別途、市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板にてクラス発表が

ありますので、自分のクラスの登録番号を確認してください。 

  URL：（英語必修科目）https://hosei-keiji.jp/ilac/eigoclass2021/  

      （体育必修科目）https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/  

 

② 諸外国語補講科目：必修科目への代替コードで履修登録してください。登録番号は別途、市ヶ谷リベラルアーツセ

ンター（ＩＬＡＣ）掲示板に掲載しています。確認してください。 

URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedulematome2021/  

  ・（2016年度以前入学生のみ）登録番号の末尾に「※」＝諸外国語の選択科目を必修科目に代替する場合、別途、

登録番号を掲載していますので、該当の登録番号を確認してください（該当の番号で登録しないと必修科目に代替

できず、単位習得しても選択科目の単位となります。ご注意ください。） 

   URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedulematome2021/  

 

（３）科目名 

・2017年度以降入学生は「（17以降）」の欄、2016年度以前入学生は「（16以前）」の欄の科目名を確認してください。 

 

（４）抽選科目 

 ・春学期授業開始前に、情報システムで抽選を実施する科目です。対象科目に「○」を付けています。 

 ・抽選申込期間は、2021年 4月 3日（土）午前 10：00～4月 6日（火）午前 9：00です。 

・詳細は市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板で確認してください。 

 URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/rishuguide2021/  ←※3/26（金）までに公開予定 

 

（５）定員（受講許可が必要な授業） 

  ・定員のある科目について、定員を記載しています。 

・選抜方法や選抜結果等、詳細は市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板で確認してください。 

URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/senbatukekka2021/  

https://hosei-keiji.jp/ilac/eigoclass2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedulematome2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedulematome2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/rishuguide2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/senbatukekka2021/


 

  （６）他学部公開科目 

   ・対象科目に「○」を付けています。 

・市ヶ谷リベラルアーツセンター主催の他学部公開科目については、自身の所属学部で配布される「2021年度他学

部公開科目一覧」にて、履修上の注意をよく確認のうえ、履修してください。 

 

（７）成績優秀者公開科目 

   ・対象科目に「○」を付けています。 

・詳細は「成績優秀者の他学部科目履修制度」の Webサイトを確認してください。 

（法政大学教育開発支援機構 Webサイト）https://www.hoseikyoiku.jp/risyu/index.html 

 

（８）ＧＯ科目 

 ・グローバル教育センターの WEBサイトにて ILAC科目でグローバル・オープン科目に指定されている科目を掲載し

ています。対象科目に「○」を付けています。 

・詳細は「グローバル・オープン科目」の Webサイトを確認してください。 

（グローバル教育センターWeb サイト）http://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/go/ 

 

※法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデザイン学部生は、履修登録したい科目の単位認定先を各学部の履

修の手引きで確認してください。 

 

（９）指定学部学年クラス        

  ・受講可能な学部・学科・クラス等を指定している科目があります。 

  ＜学部・学科の略称＞ 

    学部 ： 法＝法／文＝文／営＝経営／国＝国際文化／環＝人間環境／キ＝キャリアデザイン 

    学科 ： 哲＝哲／日＝日本文／英＝英文／史＝史／地＝地理／心＝心理 

  ・「WEB掲示板」＝別途、市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板にてクラス発表がありますので、学生証番号

により自分のクラスを確認してください。 

   URL：（英語必修科目）https://hosei-keiji.jp/ilac/eigoclass2021/ 

       （体育必修科目）https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/  

 

  （10）担当者 

  ・各授業の担当教員を記載しています。 

  ・「WEB掲示板」＝別途、市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板にてクラス発表がありますので、学生証番号

により自分のクラスを確認してください。発表日は ILAC臨時 WEB掲示板にてお知らせします。 

   URL：（英語必修科目）https://hosei-keiji.jp/ilac/eigoclass2021/ 

       （体育必修科目）https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/  

 

http://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/go/
https://hosei-keiji.jp/ilac/eigoclass2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/eigoclass2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/


  （11）教室【レベル１】 

  ・「教室名」：対面授業は、「教室」欄に記載された教室で授業を行います。 

   ・「（教室名）」「-（ハイフン）」：対面授業を実施せずにオンライン（オンデマンドまたはリアルタイム）で実施する科目で

す。教室が記載されている場合、その教室をオンライン授業受講の自習室として使用することができます。 

  ・教室番号の見方は以下のとおりです。 

数字４桁 ＝ボアソナードタワー（最初の 2桁は階数） 

   S＋数字３桁 ＝外濠校舎（"S"のあとの最初の１桁は階数） 

   F＋数字３桁 ＝富士見坂校舎（"F"のあとの最初の１桁は階数） 

   富士見坂遠隔講義室 ＝富士見坂校舎 1階 

   G＋数字３桁 ＝富士見ゲート（"G"のあとの最初の１桁は階数） 

   Y＋数字３桁 ＝大内山校舎（"Y"のあとの最初の１桁は階数）  

市ヶ谷体育 =市ヶ谷総合体育館 1階の掲示板で確認 

 

  （12）授業形態【レベル１】 

  ・主な授業形態 

 

  ・時間割表の見方 

  行動制限レベル：１での、授業形態 及び 対面授業時の教室を示しています。 

行動制限レベルが変更された場合は、時間割に示す授業方法から変更となる場合があります。 

学習支援システムのお知らせや、担当教員からの通知で確認してください。 

「授業形態」欄の記載 内容 

「対面あり」 ・教室での対面授業を、1回以上実施する科目です。なお、基礎疾患等により教室での

授業参加が困難な場合は、ハイフレックス配信（教室授業のライブ配信）等の対応を行

いますので担当教員に申し出てください。 

・一部の授業回で、オンライン（オンデマンド／リアルタイム／これらの組合せ）授業とな

る場合もあります。各回の授業方式は、学習支援システムのお知らせ等、教員からの

通知を確認してください。 

【注意！】 

すべて対面での実施とシラバス等で記載されていても、定員管理のため初回授業をオ

ンラインで実施する場合があります。学習支援システムで各授業のお知らせを必ず確

認してください。 

「オンラインのみ」 ・インターネットを使用し、オンラインのみ（リアルタイム／オンデマンド／これらの組合

せ）で授業を実施する科目です。 

対面 教室で対面で行う授業 

オンライン リアルタイム オンライン上でリアルタイム配信される講義や双方向での質疑応答、意見交換

などを行う授業。時間割通りの時間に実施されます。 

オンデマンド オンライン上で授業教材を配信し、小テストや課題による理解度確認や質疑応

答、意見交換などを行う授業。時間・回数に縛られず配信・学習できます。 



・オンライン授業の具体的な内容は、学習支援システムのお知らせ等、教員からの通

知を確認してください。 

【注意！】 

・特定の曜日時限に掲載された科目は、オンデマンド授業である場合も、同じ曜日に開

講されている他の科目は履修できません。 

 

★履修上の主な注意点 

 履修登録の際は、時間割表だけではなく、必ず、各学部履修の手引きを確認してください。 

 

 （１）【法・文・経営学部 1・2年】 情報処理演習Ⅰ/Ⅱ 

 ・WEB抽選を行います。詳しくは、市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板掲載の抽選ガイドで確認してください。 

 URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/rishuguide2021/  

 

（２）大人数授業 

・WEB抽選を行います。詳しくは、市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板掲載の抽選ガイドで確認してください。 

URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/rishuguide2021/  

 

（３）サイエンス・ラボＡ/Ｂ 

 ・春学期授業１週目に仮登録会を行います。詳しくは、市ヶ谷リベラルアーツセンター（ＩＬＡＣ）掲示板掲載の抽選ガイド

で確認してください。 

URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/risyuu2021/  

 

 （４）スポーツ総合演習 

 ・保健体育センターのガイダンス内容に従ってください。 

URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/  

 

 （５）【人間環境・キャリアデザイン学部】総合科目 

 ・人間環境・キャリアデザイン学部生は、法・文・経営・国際文化学部生に開講されている「総合科目」を「公開科目」とし

て履修可能です。登録番号が「Q6・・・」の科目が上記に該当する科目です。 

  他学部公開科目時間割表は下記に掲載しています（ページ下部）。 

 URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedulematome2021/ 

 

 （６）【法（国際政治除く）・文・経営学部 2年／パターン B選択】 朝鮮語 3AⅠ/Ⅱ・朝鮮語 4AⅠ/Ⅱ 

 ・「朝鮮語３AⅠ/Ⅱ」と「朝鮮語４AⅠ/Ⅱ」はリレー形式で授業を行います。  

  以下①～③のいずれかの組み合わせで履修してください（学部クラスの指定はありません）。  

    ①「朝鮮語３AⅠ/Ⅱ」（月曜 1時限・内山先生）＋「朝鮮語４ＡⅠ/Ⅱ」（木曜 1時限・梁先生） 

    ②「朝鮮語３AⅠ/Ⅱ」（月曜 5時限・内山先生）＋「朝鮮語４ＡⅠ/Ⅱ」（金曜 5時限・梁先生） 

    ③「朝鮮語３AⅠ/Ⅱ」（水曜 5時限・内山先生）＋「朝鮮語４ＡⅠ/Ⅱ」（金曜 4時限・梁先生） 

 

  上記組み合わせで履修しない場合は、試験時に不利益が発生する場合がありますので注意してください。 

  他にも履修可能な科目があります。詳細は、各学部履修の手引きを確認してください。 

https://hosei-keiji.jp/ilac/rishuguide2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/rishuguide2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/risyuu2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/taiiku2021/
https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedulematome2021/


           

 （７）【キャリアデザイン学部】4群（英語）選択科目 

 ・Practical English 等の英語選択科目の一部は、同科目・4群必修英語の代わりとして履修登録できます。詳細は「履

修の手引き」を参照してください。 

なお、システム上はあらかじめ「必修英語」扱いとしています。【選択英語として登録を希望】する場合は、履修登録期

間が終了するまでに、必ずキャリアデザイン学部窓口に申し出てください。  

  

 （８）リベラルアーツ特別実習 ～金融グローバルインターンシップ～ 

（コーディネーター：小原 丈明先生、ゲスト講師：イオン銀行 岩波 俊哉氏 ほか） 

 ・Google フォームにより履修申請を受け付けます。 

  詳細は、市ヶ谷リベラルアーツセンター（ILAC）掲示板で 6月以降に発表します。 

  シラバス：https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2119958&nendo=2021&gakubu_id=リベラルアーツ&gak

ubueng=AX&t_mode=pc 

 

 （９）フランス生活文化論 LA ～18-19 世紀フランスの観光・風景・建築～ 

（担当：河村 英和先生） 

 ・Google フォームにより履修申請を受け付けます。 

  詳細は市ヶ谷リベラルアーツセンター（ILAC）掲示板で確認してください。 

  URL：https://hosei-keiji.jp/ilac/francela2021/ 

  シラバス：https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2121424&nendo=2021&gakubu_id=リベラルアーツ&gak

ubueng=AX&t_mode=pc 

            

           

https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2119958&nendo=2021&gakubu_id=リベラルアーツ&gakubueng=AX&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2119958&nendo=2021&gakubu_id=リベラルアーツ&gakubueng=AX&t_mode=pc
https://hosei-keiji.jp/ilac/francela2021/
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2121424&nendo=2021&gakubu_id=リベラルアーツ&gakubueng=AX&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2121424&nendo=2021&gakubu_id=リベラルアーツ&gakubueng=AX&t_mode=pc


曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○
※「Ⅱ」とセッ

50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1185 西洋史Ⅰ P1155 西洋史Ⅰ ○ 営1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 S305 対面あり
Q2013 法学Ⅰ P2233 法学Ⅰ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 金子　匡良 - オンラインのみ
Q2363 社会学ＬＣ P2157 社会学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 徐　玄九 G503 対面あり
Q6301 自然環境のしくみとその変貌Ａ P6063 自然環境のしくみとその変貌 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 加藤　美雄 G403 対面あり
WEB掲示板 Academic English R&W Ⅰ WEB掲示板 Academic English Ⅰ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１-Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅰ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語１－Ⅰ　 WEB掲示板 英語１－Ⅰ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語２ WEB掲示板 英語２ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4001 ドイツ語１Ⅰ E2001 ドイツ語１：表現Ⅰ 法1年A 上田　知夫 F303 対面あり
R4141 ドイツ語１-Ⅰ E2501 ドイツ語１－Ⅰ 環1年G～L 畠山　勝彦 Y405 対面あり
R5019 フランス語１Ⅰ E3025 フランス語１Ⅰ 営1年F～R　 小幡　一雄 F406 対面あり
R5111 フランス語１-Ⅰ E3501 フランス語１－Ⅰ 環1年G～L 稲垣　正久 Y803 対面あり
R6201 ロシア語３Ⅰ E4013 ロシア語３Ⅰ 文2年　 木部　敬 Y505 対面あり
R7075 中国語２Ⅰ E5075 中国語２Ⅰ 法1年I・J 祝　振媛 F310 対面あり
R7111 中国語２Ⅰ E5131 中国語２Ⅰ 営1年R 耿　函 F403 対面あり
R7181 中国語１-Ⅰ E5501 中国語１－Ⅰ 環1年G～I 永江　貴子 (Y501) オンラインのみ
R7183 中国語１-Ⅰ E5503 中国語１－Ⅰ 環1年J～L 賀　蘭 Y601 対面あり
R7315 中国語３Ⅰ E5165 中国語３Ⅰ 文2年B～G 黄　海萍 S306 対面あり
R8161 スペイン語１-Ⅰ E6301 スペイン語１－Ⅰ 環1年G～L BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり
R8205 スペイン語３Ⅰ E6061 スペイン語３Ⅰ 法2年M コルメナ　ロメロ　ロベルト F408 対面あり
R8281 スペイン語７ E6207 スペイン語７ 国2年SA 大西　亮 S205 対面あり
R9061 朝鮮語１-Ⅰ E7201 朝鮮語１－Ⅰ 環1年 富所　明秀 (Y703) オンラインのみ
R9201 朝鮮語３ＡⅠ E7021 朝鮮語３Ⅰ(重点) 法文営2年 内山　政春 Y701 対面あり
R9233 朝鮮語３ＢⅠ E7039 朝鮮語３Ⅰ 文2年L～N 新谷　あゆり (0501) オンラインのみ
R9251 朝鮮語(３)Ⅰ E7077 朝鮮語(３)Ⅰ 法2年Y 李　英美 F506 対面あり
R3503 日本語１Ⅰ E8003 日本語１－Ⅰ 法1年 板井　美佐 (F504) オンラインのみ
F8057 日本語１-Ⅰ E8003 日本語１－Ⅰ キ1年 板井　美佐 (F504) オンラインのみ
P5801 Health and Physical Education 定員制 ○ 1～4年 秋本　成晴 市ヶ谷体育 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1186 西洋史Ⅱ P1156 西洋史Ⅱ ○ 営1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 S305 対面あり
Q2014 法学Ⅱ P2234 法学Ⅱ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 金子　匡良 - オンラインのみ
Q2364 社会学ＬＤ P2158 社会学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 徐　玄九 G503 対面あり
Q6302 自然環境のしくみとその変貌Ｂ P6063 自然環境のしくみとその変貌 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 加藤　美雄 G403 対面あり
WEB掲示板 Academic English R&W Ⅱ WEB掲示板 Academic English Ⅱ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１-Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語１－Ⅱ WEB掲示板 英語１－Ⅱ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語４ WEB掲示板 英語４ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4002 ドイツ語１Ⅱ E2002 ドイツ語１：表現Ⅱ 法1年A 上田　知夫 F303 対面あり
R4142 ドイツ語１-Ⅱ E2502 ドイツ語１－Ⅱ 環1年G～L 畠山　勝彦 Y801 対面あり
R5020 フランス語１Ⅱ E3026 フランス語１Ⅱ 営1年F～R　 小幡　一雄 F406 対面あり
R5112 フランス語１-Ⅱ E3502 フランス語１－Ⅱ 環1年G～L 稲垣　正久 Y803 対面あり
R6202 ロシア語３Ⅱ E4014 ロシア語３Ⅱ 文2年　 木部　敬 Y505 対面あり
R7076 中国語２Ⅱ E5076 中国語２Ⅱ 法1年I・J 祝　振媛 F310 対面あり
R7112 中国語２Ⅱ E5132 中国語２Ⅱ 営1年R 耿　函 F403 対面あり
R7182 中国語１-Ⅱ E5502 中国語１－Ⅱ 環1年G～I 永江　貴子 (Y501) オンラインのみ
R7184 中国語１-Ⅱ E5504 中国語１－Ⅱ 環1年J～L 賀　蘭 Y601 対面あり
R7316 中国語３Ⅱ E5166 中国語３Ⅱ 文2年B～G 黄　海萍 S306 対面あり
R8162 スペイン語１-Ⅱ E6302 スペイン語１－Ⅱ 環1年G～L BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり
R8206 スペイン語３Ⅱ E6062 スペイン語３Ⅱ 法2年M コルメナ　ロメロ　ロベルト F408 対面あり
R9062 朝鮮語１-Ⅱ E7202 朝鮮語１－Ⅱ 環1年 富所　明秀 Y703 対面あり
R9202 朝鮮語３ＡⅡ E7022 朝鮮語３Ⅱ(重点) 法文営2年 内山　政春 Y701 対面あり
R9234 朝鮮語３ＢⅡ E7040 朝鮮語３Ⅱ 文2年L～N 新谷　あゆり (0501) オンラインのみ
R9252 朝鮮語(３)Ⅱ E7078 朝鮮語(３)Ⅱ 法2年Y 李　英美 F507 対面あり
R3504 日本語１Ⅱ E8004 日本語１－Ⅱ 法1年 板井　美佐 F504 対面あり
F8058 日本語１-Ⅱ E8004 日本語１－Ⅱ キ1年 板井　美佐 F504 対面あり
F9104 Elementary Health and Physical Education 定員制 ○ 1～4年 秋本　成晴 市ヶ谷体育 対面あり
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備考

Q0432 キャリアデザイン入門 Q0432 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 髙橋　実 - オンラインのみ
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1081 言語学Ａ P1203 言語学Ⅰ 定員制 ○ 法1年A～W／法文営国環キ2～4年 板井　美佐 (F504) オンラインのみ
Q1019 外国文学Ａ P1021 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 近江屋　志穂 Y701 対面あり
Q1121 倫理学Ⅰ P1101 倫理学Ⅰ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 越部　良一 - オンラインのみ
Q1313 外国文学と文化ＬＥ P1043 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 大﨑　さやの Y504 対面あり
Q6121 中国の民族と文化Ａ P6106 中国の民族と文化 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 Y401 対面あり
Q2195 文化人類学 P2175 文化人類学Ⅰ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 梅村　絢美 - オンラインのみ
Q2011 法学Ⅰ P2231 法学Ⅰ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 水野　圭子 - オンラインのみ
抽選 教養化学ＬＢ 抽選 物質と環境Ⅱ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 中島　弘一 G403 対面あり
Q6307 確率の世界Ａ P6071 確率・統計 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 G402 対面あり
Q6323 イオンの科学Ａ P6125 イオンの科学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 向井　知大 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学(1000) 対面あり
WEB掲示板 Academic English R&W Ⅰ WEB掲示板 Academic English Ⅰ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１-Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅰ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語２ WEB掲示板 英語２ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語２－Ⅰ WEB掲示板 英語２－Ⅰ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語７ WEB掲示板 英語７ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4003 ドイツ語１Ⅰ E2003 ドイツ語１：表現Ⅰ 法1年B 児島　由理 F406 対面あり
R4143 ドイツ語１-Ⅰ E2503 ドイツ語１－Ⅰ 環1年A～F 辻　英史 0508LL 対面あり
R4243 ドイツ語４Ⅰ E2203 ドイツ語４Ⅰ(重点) 30 法文営2年 外山　知子 0803 対面あり
R4289 検定ドイツ語Ⅰ E2219※ 検定ドイツ語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ 上田　知夫 S302 対面あり
R5003 フランス語１Ⅰ E3003 フランス語１Ⅰ 法1年E・F 小幡　一雄 F304 対面あり
R5113 フランス語１-Ⅰ E3503 フランス語１－Ⅰ 環1年A～F 竹本　研史 Y704 対面あり
R5243 フランス語４Ⅰ E3209 フランス語４Ⅰ （重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 稲垣　正久 Y805 対面あり
R5249 フランス語４Ⅰ E3215 フランス語４Ⅰ （重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 鈴木　正道 F402　S404 対面あり 4/14教室変更
R6051 ロシア語２-Ⅰ E4505 ロシア語２－Ⅰ 環1年 佐藤　裕子 1204 対面あり 4/8　月2から月4へ変更

R6213 ロシア語４Ⅰ E4203 ロシア語４Ⅰ（重点） ○ 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 上野　理恵 S401 対面あり
R6215 ロシア語５Ⅰ E4205 ロシア語５Ⅰ（重点） ○ 法文営国環キ2～4年 エレーナ　三神 (0801) オンラインのみ
Q6707 ロシア語講読Ａ P6625 ロシア語講読Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木部　敬 Y801 対面あり
E4221 ロシア語補講１Ⅰ E4221 ロシア語補講１Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 0601　1204 対面あり 4/8　月4から月2へ変更

R7003 中国語１Ⅰ E5003 中国語１Ⅰ 法1年H 福木　滋久 (S205) オンラインのみ
R7185 中国語１-Ⅰ E5505 中国語１－Ⅰ 環1年A～C 永江　貴子 (Y501) オンラインのみ
R7187 中国語１-Ⅰ E5507 中国語１－Ⅰ 環1年D～F 賀　蘭 Y601 対面あり
R7303 中国語３Ⅰ E5143 中国語３Ⅰ 法2年H 祝　振媛 F310 対面あり
R7309 中国語３Ⅰ E5149 中国語３Ⅰ 法2年L 黄　海萍 F301 対面あり
R7311 中国語３Ⅰ E5157 中国語３Ⅰ 法2年U 耿　函 F401　G601 対面あり 4/20教室変更
Q6823 教養ゼミⅠ(中国の食文化) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岩田　和子 0610 対面あり
R8133 スペイン語(２)Ⅰ E6117 スペイン語（２）Ⅰ 法1年Y②（21A3142～21A3156、21A8302） 仮屋　浩子 S602 対面あり 3/31指定クラス更新
R8163 スペイン語１-Ⅰ E6303 スペイン語１－Ⅰ 環1年A～F BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり
R8227 スペイン語３Ⅰ E6087 スペイン語３Ⅰ 営2年M～Q コルメナ　ロメロ　ロベルト F309 対面あり
R8303 現代のスペイン語Ⅰ E6103※ 時事スペイン語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大西　亮 S601 対面あり

R9001 朝鮮語１Ⅰ E7001 朝鮮語１Ⅰ 法1年A～Ⅰ 吉良　佳奈江 (F404) オンラインのみ
3/26 月4から月2へ変更
3/29　指定クラス発表

R9011 朝鮮語１Ⅰ E7111 朝鮮語１Ⅰ 法1年Ｊ～W 永原　歩 Y402
対面あり
オンラインのみ

3/29指定クラス発表
4/5授業形態変更

R9223 朝鮮語３ＢⅠ E7029 朝鮮語３Ⅰ 法2年U～W、文2年A～I 新谷　あゆり (0507) オンラインのみ
R9231 朝鮮語３ＢⅠ E7037 朝鮮語３Ⅰ 法2年J～T 富所　明秀 (S301) オンラインのみ
R9289 朝鮮の文化と社会ＬＡ P6667 朝鮮の文化と社会Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 李　英美 S303 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法以外 竹内　洋輔 市ヶ谷体育 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習Ｓ WEB掲示板 スポーツ総合演習 法文営国環キ1～4年 佐藤　優希 市ヶ谷体育 対面あり
Q6501 スポーツ科学A P6201 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 西村　一帆 市ヶ谷体育 対面あり
Q6509 スポーツ科学A P6209 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 朝比奈　茂 市ヶ谷体育 対面あり
Q6515 スポーツ科学A P6215 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 秋本　成晴 市ヶ谷体育 対面あり
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備考

抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1082 言語学Ｂ P1204 言語学Ⅱ 定員制 ○ 法1年A～W／法文営国環キ2～4年 板井　美佐 F504 対面あり
Q1020 外国文学Ｂ P1022 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 近江屋　志穂 Y701 対面あり
Q1122 倫理学Ⅱ P1102 倫理学Ⅱ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 越部　良一 - オンラインのみ
Q1314 外国文学と文化ＬＦ P1044 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 大﨑　さやの Y504 対面あり
Q6122 中国の民族と文化Ｂ P6106 中国の民族と文化 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 Y401 対面あり
Q2012 法学Ⅱ P2232 法学Ⅱ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 水野　圭子 - オンラインのみ
Q2386 文化人類学Ｌ P2176 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 梅村　絢美 - オンラインのみ
Q3262 教養化学ＬＡ P3098 物質と環境Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 中島　弘一 G403 対面あり
Q6308 確率の世界Ｂ P6071 確率・統計 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 S407 対面あり
Q6324 イオンの科学Ｂ P6125 イオンの科学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 向井　知大 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学(1000) 対面あり
WEB掲示板 Academic English R&W Ⅱ WEB掲示板 Academic English Ⅱ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１-Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語２－Ⅱ WEB掲示板 英語２－Ⅱ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語４ WEB掲示板 英語４ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4004 ドイツ語１Ⅱ E2004 ドイツ語１：表現Ⅱ 法1年B 児島　由理 F406 対面あり
R4144 ドイツ語１-Ⅱ E2504 ドイツ語１－Ⅱ 環1年A～F 辻　英史 0508LL 対面あり
R4244 ドイツ語４Ⅱ E2204 ドイツ語４Ⅱ(重点) 30 法文営2年 外山　知子 0803 対面あり
R4290 検定ドイツ語Ⅱ E2220※ 検定ドイツ語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ 上田　知夫 S302 対面あり
R5004 フランス語１Ⅱ E3004 フランス語１Ⅱ 法1年E・F 小幡　一雄 F304 対面あり
R5114 フランス語１-Ⅱ E3504 フランス語１－Ⅱ 環1年A～F 竹本　研史 0603 対面あり
R5244 フランス語４Ⅱ E3210 フランス語４Ⅱ（重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 稲垣　正久 Y805 対面あり
R5250 フランス語４Ⅱ E3216 フランス語４Ⅱ（重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 鈴木　正道 F402　S404 対面あり 4/14教室変更
R6052 ロシア語２-Ⅱ E4506 ロシア語２－Ⅱ 環1年 佐藤　裕子 1204 対面あり 4/8　月2から月4へ変更

R6214 ロシア語４Ⅱ E4204 ロシア語４Ⅱ（重点） ○ 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 上野　理恵 G402 対面あり
R6216 ロシア語５Ⅱ E4206 ロシア語５Ⅱ（重点） ○ 法文営国環キ2～4年 エレーナ　三神 S403 対面あり
Q6708 ロシア語講読Ｂ P6626 ロシア語講読Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木部　敬 Y801 対面あり
E4222 ロシア語補講１Ⅱ E4222 ロシア語補講１Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 0505　1204 対面あり 4/8　月4から月2へ変更

R7004 中国語１Ⅱ E5004 中国語１Ⅱ 法1年H 福木　滋久 (Y505) オンラインのみ
R7186 中国語１-Ⅱ E5506 中国語１－Ⅱ 環1年A～C 永江　貴子 (Y501) オンラインのみ
R7188 中国語１-Ⅱ E5508 中国語１－Ⅱ 環1年D～F 賀　蘭 Y601 対面あり
R7304 中国語３Ⅱ E5144 中国語３Ⅱ 法2年H 祝　振媛 F306 対面あり
R7310 中国語３Ⅱ E5150 中国語３Ⅱ 法2年L 黄　海萍 F301 対面あり
R7312 中国語３Ⅱ E5158 中国語３Ⅱ 法2年U 耿　函 F401 対面あり
Q6824 教養ゼミⅡ(中国の食文化) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岩田　和子 S303 対面あり
R8134 スペイン語(２)Ⅱ E6118 スペイン語（２）Ⅱ 法1年Y②（21A3142～21A3156、21A8302） 仮屋　浩子 F506 対面あり 3/31指定クラス更新
R8164 スペイン語１-Ⅱ E6304 スペイン語１－Ⅱ 環1年A～F BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり

R8228 スペイン語３Ⅱ E6088 スペイン語３Ⅱ 営2年M～Q コルメナ　ロメロ　ロベルト F309 対面あり

R8304 現代のスペイン語Ⅱ E6104※ 時事スペイン語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 久木　正雄 0802 対面あり

R9002 朝鮮語１Ⅱ E7002 朝鮮語１Ⅱ 法1年A～Ⅰ 吉良　佳奈江 (F404) オンラインのみ
3/26 月4から月2へ変更
3/29　指定クラス発表

R9012 朝鮮語１Ⅱ E7112 朝鮮語１Ⅱ 法1年Ｊ～W 永原　歩 Y402
対面あり
オンラインのみ

3/29指定クラス発表
4/5授業形態変更

R9224 朝鮮語３ＢⅡ E7030 朝鮮語３Ⅱ 法2年U～W、文2年A～I 新谷　あゆり (0507) オンラインのみ
R9232 朝鮮語３ＢⅡ E7038 朝鮮語３Ⅱ 法2年J～T 富所　明秀 S301 対面あり
R9290 朝鮮の文化と社会ＬＢ P6668 朝鮮の文化と社会Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 李　英美 S203 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法以外 竹内　洋輔 市ヶ谷体育 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習Ｓ WEB掲示板 スポーツ総合演習 法文営国環キ1～4年 佐藤　優希 市ヶ谷体育 対面あり
Q6502 スポーツ科学B P6202 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 西村　一帆 市ヶ谷体育 対面あり
Q6510 スポーツ科学B P6210 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 朝比奈　茂 市ヶ谷体育 対面あり
Q6516 スポーツ科学B P6216 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 秋本　成晴 市ヶ谷体育 対面あり

秋学期月2



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1395 倫理学ＬⅠ P1123 倫理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 杉本　隆久 Y702　S205 対面あり 4/15教室変更
Q6133 キリスト教思想史Ａ P6035 キリスト教思想論 20　30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 酒井　健 S204 対面あり 4/5定員変更
Q2143 社会学Ⅰ P2153 社会学Ⅰ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 徐　玄九 - オンラインのみ
Q2201 文化人類学 P2181 文化人類学Ⅰ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 梅村　絢美 - オンラインのみ
Q2001 法学Ⅰ P2221 法学Ⅰ ○ 営1年K～U、国1年／法文営国環キ2～4年 山本　圭子 S406 対面あり
Q2325 経済学ＬＡ P2041 経済学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 陳　文挙 S407 対面あり 4/2月3から水3に変更
Q2401 社会思想ＬＡ P2213 社会思想Ⅰ ○ 法文営国環キ2～4年 洪　貴義 S405 対面あり
Q6207 福祉社会論Ａ P6119 福祉社会論 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 菅野　摂子 Y801 対面あり
Q3113 入門化学Ａ P3083 物質と環境Ⅰ ○ 法1年S～W､文1年P～V／法文営国環キ2～4年 小林　令子 - オンラインのみ
Q3019 教養数学Ａ P3419 教養数学Ａ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 Y804 対面あり

Q3231 教養生物学ＬＡ P3065 生命科学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 沼田　治 G403
対面あり
オンラインのみ 4/15授業形態変更

Q6335 人間と地球環境 P6123 人間と地球環境 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 宇野　真介 F408 対面あり
Q6337 ボルボックス生物論Ａ 60 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 植木　紀子 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ生物(0900) 対面あり
R2301 英語オーラル・コミュニケーションⅠ E0541 英語オーラル・コミュニケーションⅠ 24 ○ 法文営国1～4年 ALAN M NICHOLLS S602 対面あり
R2445 English PresentationⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 コートランド・デイビッド・スミス (F305) オンラインのみ
R2483 英語検定試験対策Ⅰ E0693 英語検定試験対策Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 飛田　英伸 F311 対面あり
R2631 英語検定試験対策Ⅰ E1713 英検準備Ⅰ 20 ○ 環2～4年 青山　恵子 F501 対面あり
R2651 ニュース英語Ⅰ E1717 Computer Assisted English Learning Ⅰ 20 ○ 環2～4年 塩谷　幸子 0309CL 対面あり
R2701 Practical English（オーラル・コミュニケーション）A-Ⅰ E1783 Practical English（オーラル・コミュニケーション）A－Ⅰ 25 キ1～4年 RICHARD SHEEHAN (S504) オンラインのみ
R2751 Practical English（英語検定試験対策）A-Ⅰ E1791 Practical English（英語検定試験対策）A－Ⅰ 25 キ1～4年 大和久　悌一郎 F506 対面あり
R2411 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 大曲　陽子 (F502) オンラインのみ
WEB掲示板 English３Ⅰ 法2年、文（史地心）2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R0801 入門英語(SSI)Ⅰ E0501 入門英語Ⅰ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 山﨑　暁子 Y404 対面あり
R4025 ドイツ語１Ⅰ E2025 ドイツ語１：表現Ⅰ 営1年A～F 児島　由理 S503　F302 対面あり 4/14教室変更
R4071 ドイツ語２Ⅰ E2063 ドイツ語２：読解Ⅰ 文1年T～W 柳橋　大輔 F403 対面あり
R4075 ドイツ語２Ⅰ E2067 ドイツ語２：読解Ⅰ 営1年G～L 天沼　春樹 Y602 対面あり
R4291 入門ドイツ語(SSI)Ⅰ WEB掲示板 スポーツ・ドイツ語Ⅰ 30 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 浦田　智 F304 対面あり
Q6423 ドイツ語コミュニケーション中級Ａ P6603 ドイツ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 Annette　Gruber (S401) オンラインのみ
Q6425 教養ゼミⅠ(独仏文化論) P6605 ドイツ語講読Ⅰ 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 辻　英史/竹本　研史 0902 対面あり
R5051 フランス語２Ⅰ E3045 フランス語２Ⅰ 文1年M 稲垣　正久 Y704 対面あり
R5207 フランス語３Ⅰ E3071 フランス語３Ⅰ 文2年A・B 柴崎　秀穂 F301 対面あり 3/31担当者変更
R6015 ロシア語２Ⅰ E4011 ロシア語２Ⅰ 営1年 上野　理恵 S301 対面あり
R6241 ロシア語の世界ＬＡ P0405 ロシア語の世界Ⅰ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 木部　敬 F302　S503 対面あり 4/14教室変更
Q6703 第三外国語としてのロシア語中級Ａ P6621 ロシア語中級Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 エレーナ　三神 (S402) オンラインのみ
R7043 中国語１Ⅰ E5063 中国語１Ⅰ 営1年T 福木　滋久 (F505) オンラインのみ
R7083 中国語２Ⅰ E5089 中国語２Ⅰ 法1年V 黄　海萍 Y505 対面あり
R7163 中国語２ E5403 中国語２ 国1年SA ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7381 中国語４Ⅰ E5311 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 祝　振媛 Y403 対面あり
R7401 中国語３-Ⅰ E5533 中国語３－Ⅰ 環2年G～I 日原　傳 F404 対面あり
R7263 中国語補講２Ⅰ E5335 中国語補講Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 劉　光赤 0609LL 対面あり
Q6819 資格中国語中級Ａ P6635 検定中国語Ⅲ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 渡辺　昭太 0308LL 対面あり
Q6815 中国語講読Ａ P6679 中国語講読Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岩田　和子 Y701 対面あり
R8151 スペイン語１ E6215 スペイン語１ 国1年非SA 大西　亮 Y502 対面あり
R8001 スペイン語１Ⅰ E6411 スペイン語１Ⅰ 法1年I～K 長谷川　悦夫 F503 対面あり

R8211 スペイン語３Ⅰ E6067 スペイン語３Ⅰ 文2年B～I コルメナ　ロメロ　ロベルト F309 対面あり

R9007 朝鮮語１Ⅰ E7005 朝鮮語１Ⅰ 営1年F～L 富所　明秀 (Y405) オンラインのみ 3/29指定クラス発表

G9954
R9051

朝鮮語４
朝鮮語１

E7101 朝鮮語１ 国1年SA 内山　政春 F306 対面あり
4/1授業コード、科目名訂
正（17以降のみ）

R9285 朝鮮語５AⅠ（講読） E7063 朝鮮語講読Ⅰ 30 ○
17以降生：法文営国3～4年
16以前生：法文営国環キ3～4年

吉良　佳奈江 (0508LL) オンラインのみ
F7224 朝鮮語５A-Ⅰ（講読） 17以降生：環キ3～4年 吉良　佳奈江 (0508LL) オンラインのみ
R3613 日本語４Ⅰ E8021 日本語４－Ⅰ 文2年 新谷　あゆり (0506) オンラインのみ
F8075 日本語４-Ⅰ F8083 日本語４－Ⅰ 環2年 新谷　あゆり (0506) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 環HIJ WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6523 教養ゼミⅠ(トレーニングを科学する・Basic course) P6223 スポーツ科学Ⅰ 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 伊藤　マモル 市ヶ谷体育 対面あり
Q6529 スポーツ科学A P6201 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 西村　一帆 市ヶ谷体育 対面あり
P2305 Social Science B 定員制 ○ 1～4年 SCHIFANO ADRIEN Y803 対面あり

春学期月3



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1396 倫理学ＬⅡ P1124 倫理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 杉本　隆久 Y702 対面あり
Q6134 キリスト教思想史Ｂ P6035 キリスト教思想論 20　30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 酒井　健 S204 対面あり 4/5定員変更
Q2144 社会学Ⅱ P2154 社会学Ⅱ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 徐　玄九 - オンラインのみ
Q2002 法学Ⅱ P2222 法学Ⅱ ○ 営1年K～U、国1年／法文営国環キ2～4年 山本　圭子 S406 対面あり
Q2326 経済学ＬＢ P2042 経済学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 陳　文挙 S407 対面あり 4/2月3から水3に変更

Q2402 社会思想ＬＢ P2214 社会思想Ⅱ ○ 法文営国環キ2～4年 洪　貴義 S405 対面あり
Q2392 文化人類学Ｌ P2182 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 梅村　絢美 - オンラインのみ
Q6208 福祉社会論Ｂ P6119 福祉社会論 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 菅野　摂子 Y601 対面あり
Q3114 入門化学Ｂ P3084 物質と環境Ⅱ ○ 法1年S～W､文1年P～V／法文営国環キ2～4年 小林　令子 - オンラインのみ
Q3020 教養数学Ｂ P3420 教養数学Ｂ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 Y804 対面あり
Q3232 教養生物学ＬＢ P3066 生命科学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 沼田　治 G403 対面あり
Q6336 Human Impact on the Global Environment P6124 Human Impact on the Global Environment 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 宇野　真介 F408 対面あり
Q6338 ボルボックス生物論Ｂ 60 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 植木　紀子 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ生物(0900) 対面あり
R2302 英語オーラル・コミュニケーションⅡ E0542 英語オーラル・コミュニケーションⅡ 24 ○ 法文営国1～4年 ALAN M NICHOLLS S502 対面あり
R2446 English PresentationⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 コートランド・デイビッド・スミス F305 対面あり
R2484 英語検定試験対策Ⅱ E0694 英語検定試験対策Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 飛田　英伸 F311 対面あり
R2632 英語検定試験対策Ⅱ E1714 英検準備Ⅱ 20 ○ 環2～4年 青山　恵子 Y603 対面あり
R2652 ニュース英語Ⅱ E1718 Computer Assisted English Learning Ⅱ 20 ○ 環2～4年 塩谷　幸子 0309CL 対面あり
R2702 Practical English（オーラル・コミュニケーション）A-Ⅱ E1784 Practical English（オーラル・コミュニケーション）A－Ⅱ 25 キ1～4年 RICHARD SHEEHAN S603 対面あり
R2752 Practical English（英語検定試験対策）A-Ⅱ E1792 Practical English（英語検定試験対策）A－Ⅱ 25 キ1～4年 大和久　悌一郎 S504 対面あり
R2412 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 大曲　陽子 F502 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅱ 法2年、文（史地心）2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R0802 入門英語(SSI)Ⅱ E0502 入門英語Ⅱ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 山﨑　暁子 Y404 対面あり
R4026 ドイツ語１Ⅱ E2026 ドイツ語１：表現Ⅱ 営1年A～F 児島　由理 S503　Y503 対面あり 4/14教室変更
R4072 ドイツ語２Ⅱ E2064 ドイツ語２：読解Ⅱ 文1年T～W 柳橋　大輔 F403 対面あり
R4076 ドイツ語２Ⅱ E2068 ドイツ語２：読解Ⅱ 営1年G～L 天沼　春樹 Y602 対面あり
R4292 入門ドイツ語(SSI)Ⅱ WEB掲示板 スポーツ・ドイツ語Ⅱ 30 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 浦田　智 F304 対面あり
Q6424 ドイツ語コミュニケーション中級Ｂ P6604 ドイツ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 Annette　Gruber (S401) オンラインのみ
Q6426 教養ゼミⅡ(独仏文化論) P6606 ドイツ語講読Ⅱ 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 辻　英史/竹本　研史 S601 対面あり
R5052 フランス語２Ⅱ E3046 フランス語２Ⅱ 文1年M 稲垣　正久 Y704 対面あり
R5208 フランス語３Ⅱ E3072 フランス語３Ⅱ 文2年A・B 柴崎　秀穂 F301 対面あり 3/31担当者変更
R6016 ロシア語２Ⅱ E4012 ロシア語２Ⅱ 営1年 上野　理恵 S303 対面あり
R6242 ロシア語の世界ＬＢ P0406 ロシア語の世界Ⅱ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 木部　敬 Y503　S503 対面あり 4/14教室変更
Q6704 第三外国語としてのロシア語中級Ｂ P6622 ロシア語中級Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 エレーナ　三神 S402 対面あり
R7044 中国語１Ⅱ E5064 中国語１Ⅱ 営1年T 福木　滋久 (F505) オンラインのみ
R7084 中国語２Ⅱ E5090 中国語２Ⅱ 法1年V 黄　海萍 Y505 対面あり
R7164 中国語４ E5404 中国語４ 国1年SA ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7382 中国語４Ⅱ E5312 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 祝　振媛 Y403 対面あり
R7402 中国語３-Ⅱ E5534 中国語３－Ⅱ 環2年G～I 日原　傳 F404 対面あり
R7264 中国語補講２Ⅱ E5336 中国語補講Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 劉　光赤 0609LL 対面あり
Q6820 資格中国語中級Ｂ P6636 検定中国語Ⅳ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 渡辺　昭太 0308LL 対面あり
Q6816 中国語講読Ｂ P6680 中国語講読Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岩田　和子 G401 対面あり
R8152 スペイン語３ E6216 スペイン語３ 国1年非SA 大西　亮 Y501 対面あり
R8002 スペイン語１Ⅱ E6412 スペイン語１Ⅱ 法1年I～K 長谷川　悦夫 F503 対面あり
R8212 スペイン語３Ⅱ E6068 スペイン語３Ⅱ 文2年B～I コルメナ　ロメロ　ロベルト S205 対面あり
R9008 朝鮮語１Ⅱ E7006 朝鮮語１Ⅱ 営1年F～L 富所　明秀 Y405 対面あり 3/29指定クラス発表
R9052 朝鮮語３ E7102 朝鮮語３ 国1年SA 内山　政春 F308 対面あり
R9286 朝鮮語５AⅡ（講読） E7064 朝鮮語講読Ⅱ 30 ○

17以降生：法文営国3～4年
16以前生：法文営国環キ3～4年

吉良　佳奈江 (0508LL) オンラインのみ
F7225 朝鮮語５A-Ⅱ（講読） 17以降生：環キ3～4年 吉良　佳奈江 (0508LL) オンラインのみ
R3614 日本語４Ⅱ E8022 日本語４－Ⅱ 文2年 新谷　あゆり (0505) オンラインのみ
F8076 日本語４-Ⅱ F8084 日本語４－Ⅱ 環2年 新谷　あゆり (0505) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 キIOP WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6524 教養ゼミⅡ(トレーニングを科学する・Advanced course) P6224 スポーツ科学Ⅱ 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 伊藤　マモル 市ヶ谷体育 対面あり
Q6530 スポーツ科学B P6202 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 西村　一帆 市ヶ谷体育 対面あり
P2304 Social Science A 定員制 ○ 1～4年 SCHIFANO ADRIEN S202 対面あり
F9102 Natural Science A 30 ○ 1～4年 宇野　真介 F408 対面あり

秋学期月3
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公開科目
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教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1021 外国文学Ａ P1023 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 吉井　涼子 Y803 対面あり
Q1123 倫理学Ⅰ P1103 倫理学Ⅰ ○ 文1年L～X・キ／法文営国環キ2～4年 杉本　隆久 Y605　Y506 対面あり 4/15教室変更
Q1131 倫理学Ⅰ P1111 倫理学Ⅰ ○ 営1年J～U／法文営国環キ2～4年 佐藤　英明 G401 対面あり
Q1447 日本史ＬⅠ P1185 日本史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　多聞 Y801 対面あり
Q6119 教養ゼミⅠ(現代思想) P6019 人間存在論 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 森村　修 0507 対面あり
Q6101 漢字･漢文学Ａ P6001 漢字・漢文学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 加納　留美子 Y704 対面あり
Q6109 身体表現論Ａ P6009 身体表現論（バレエの世界） 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 深谷　公宣 G502 対面あり
Q6111 美術論Ａ P6011 美術論 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 稲垣　立男 S406 対面あり
Q6137 異文化コミュニケーション論Ａ P6039 異文化コミュニケーション論 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山本　そのこ (F408) オンラインのみ
Q2041 経済学Ⅰ P2031 経済学Ⅰ ○ 法1年A～N／法文国環キ2～4年 玉之内　直 S307 対面あり
Q2131 社会学Ⅰ P2141 社会学Ⅰ ○ 法1年A～N／法文営国環キ2～4年 菅野　摂子 Y606 対面あり
Q2217 社会思想Ⅰ P2207 社会思想Ⅰ ○ 文1年A～B、営1年J～U､環1年／法文営国環キ2～4年 洪　貴義 Y702 対面あり
Q2111 地理学Ⅰ P2091 地理学Ⅰ ○ 法環1年／法文営国環キ2～4年 高木　正 Y406 対面あり
Q3121 入門化学Ａ P3091 物質と環境Ⅰ ○ 法1年A～H･Y､文1年L～N／法文営国環キ2～4年 小林　令子 - オンラインのみ

Q3011 教養数学Ａ P3411 教養数学Ａ ○ キ1年／法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 Y506Y605　G601 対面あり 4/15・23教室変更

Q3171 天文学Ａ P3111 天文学Ⅰ ○ 文環1年／法文営国環キ2～4年 福島　登志夫 - オンラインのみ
Q3065 入門物理学Ａ P3035 原子から宇宙までⅠ ○ 営1年K～U／法文営国環キ2～4年 鈴木　裕武 Y805 対面あり
Q3213 発展数学ＬⅠ P3483 発展数学Ⅰ ○ 法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 G602 対面あり

Q3233 教養生物学ＬＡ P3067 生命科学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 沼田　治 G503
対面あり
オンラインのみ 4/15授業形態変更

Q6317 教養ゼミⅠ(自然史 〜沖縄本島北部ヤンバル地域の自然と文化〜) P6117 自然史 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 島野　智之 0802 対面あり
Q6325 光と色の科学Ａ P6095 光と色の科学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中島　弘一 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学(1000) 対面あり
R2395 English Academic WritingⅠ E0615 英語アカデミック・ライティングⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 ALAN M NICHOLLS S407 対面あり

R2613 English through Movies and Drama Ⅰ E1707 English through Movies and Drama Ⅰ 20 ○ 環2～4年 舟橋　美香 0610　0805
対面あり
オンラインのみ

3/29授業形態変更
5/17教室変更

R2711 Practical English（オーラル・コミュニケーション）B-Ⅰ E1785 Practical English（オーラル・コミュニケーション）B－Ⅰ 25 キ1～4年 RICHARD SHEEHAN (0705) オンラインのみ
WEB掲示板 English３Ⅰ 法2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4019 ドイツ語１Ⅰ E2019 ドイツ語１：表現Ⅰ 文1年L・P 柳橋　大輔 F504 対面あり
R4101 ドイツ語(１)Ⅰ E2231 ドイツ語（１）Ⅰ 法1年Y 天沼　春樹 Y602 対面あり
R4227 ドイツ語３Ⅰ E2109 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 営2年K 笠原　賢介 (Y701) オンラインのみ
R5219 フランス語３Ⅰ E3085 フランス語３Ⅰ 営2年F～R 瀬戸　和子 F407 対面あり
R6011 ロシア語２Ⅰ E4007 ロシア語２Ⅰ 法1年　 上野　理恵 0801　Y402 対面あり 4/20教室変更
F4003 ロシア語（２）Ⅰ G9003 ロシア語（２）Ⅰ 国政1年 上野　理恵 0801　Y402 対面あり 4/20教室変更
R6051 ロシア語２-Ⅰ E4505 ロシア語２－Ⅰ 環1年 佐藤　裕子 1204　0601 対面あり 4/8　月2から月4へ変更

E4221 ロシア語補講１Ⅰ E4221 ロシア語補講１Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 0601 対面あり 4/8　月4から月2へ変更

Q6705 実用ロシア語Ａ P6623 ロシア語コミュニケーションⅠ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 エレーナ　三神 (0804) オンラインのみ
R7115 中国語２Ⅰ E5093 中国語２Ⅰ 営1年G～K ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7105 中国語２Ⅰ E5125 中国語２Ⅰ 営1年L 劉　光赤 0609LL 対面あり
R8007 スペイン語１Ⅰ E6005 スペイン語１Ⅰ 法1年N～V 長谷川　悦夫 F503 対面あり
R8219 スペイン語３Ⅰ E6085 スペイン語３Ⅰ 営2年D・E コルメナ　ロメロ　ロベルト F402 対面あり
R9001 朝鮮語１Ⅰ E7001 朝鮮語１Ⅰ 吉良　佳奈江 (Y402) オンラインのみ 3/26 月4から月2へ変更

R9005 朝鮮語１Ⅰ E7009 朝鮮語１Ⅰ 文1年P～X 富所　明秀 (Y804) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9013 朝鮮語１Ⅰ E7113 朝鮮語１Ⅰ 文1年L～N 吉良　佳奈江 Y604 対面あり 3/29指定クラス発表
R9015 朝鮮語１Ⅰ E7119 朝鮮語１Ⅰ 営1年A～E 内山　政春 Y601 対面あり 3/29指定クラス発表
R3623 日本の文化と社会ＬＡ P6669 日本の文化と社会Ⅰ 30 ○ 2～4年　※定員制 尾形　太郎 F501 対面あり
Q5451 健康の科学ＬＡ P0501 健康の科学Ⅰ 定員制 ○ 法文営国環キ1～4年 藤平　杏子 Y405 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 吉岡　卓 情報実習室B 対面あり
Q1022 外国文学Ｂ P1024 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 吉井　涼子 Y803 対面あり
Q1124 倫理学Ⅱ P1104 倫理学Ⅱ ○ 文1年L～X・キ／法文営国環キ2～4年 杉本　隆久 G402 対面あり
Q1132 倫理学Ⅱ P1112 倫理学Ⅱ ○ 営1年J～U／法文営国環キ2～4年 佐藤　英明 G401 対面あり
Q1448 日本史ＬⅡ P1186 日本史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　多聞 Y601 対面あり
Q6120 教養ゼミⅡ(現代思想) P6019 人間存在論 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 森村　修 0702 対面あり
Q6102 漢字･漢文学Ｂ P6001 漢字・漢文学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 加納　留美子 Y704 対面あり
Q6110 身体表現論Ｂ P6009 身体表現論（バレエの世界） 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 深谷　公宣 G502 対面あり
Q6112 美術論Ｂ P6011 美術論 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 稲垣　立男 G601 対面あり
Q6138 異文化コミュニケーション論Ｂ P6039 異文化コミュニケーション論 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山本　そのこ F408 対面あり
Q2042 経済学Ⅱ P2032 経済学Ⅱ ○ 法1年A～N／法文国環キ2～4年 玉之内　直 S307 対面あり
Q2132 社会学Ⅱ P2142 社会学Ⅱ ○ 法1年A～N／法文営国環キ2～4年 菅野　摂子 Y606 対面あり
Q2218 社会思想Ⅱ P2208 社会思想Ⅱ ○ 文1年A～B、営1年J～U､環1年／法文営国環キ2～4年 洪　貴義 G501 対面あり
Q2112 地理学Ⅱ P2092 地理学Ⅱ ○ 法環1年／法文営国環キ2～4年 高木　正 Y406 対面あり
Q3122 入門化学Ｂ P3092 物質と環境Ⅱ ○ 法1年A～H･Y､文1年L～N／法文営国環キ2～4年 小林　令子 - オンラインのみ
Q3012 教養数学Ｂ P3412 教養数学Ｂ ○ キ1年／法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 Y802 対面あり
Q3172 天文学Ｂ P3112 天文学Ⅱ ○ 文環1年／法文営国環キ2～4年 福島　登志夫 - オンラインのみ
Q3066 入門物理学Ｂ P3036 原子から宇宙までⅡ ○ 営1年K～U／法文営国環キ2～4年 鈴木　裕武 Y805 対面あり
Q3214 発展数学ＬⅡ P3484 発展数学Ⅱ ○ 法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 G602 対面あり
Q3234 教養生物学ＬＢ P3068 生命科学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 沼田　治 G403 対面あり
Q6318 教養ゼミⅡ(自然史 〜沖縄本島北部ヤンバル地域の自然と文化〜) P6117 自然史 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 島野　智之 0802 対面あり
Q6326 光と色の科学Ｂ P6095 光と色の科学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中島　弘一 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学(1000) 対面あり
R2396 English Academic WritingⅡ E0616 英語アカデミック・ライティングⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 ALAN M NICHOLLS 0601 対面あり

R2614 English through Movies and Drama Ⅱ E1708 English through Movies and Drama Ⅱ 20 ○ 環2～4年 舟橋　美香 0610　0805
対面あり
オンラインのみ

3/29授業形態変更
5/17教室変更

R2712 Practical English（オーラル・コミュニケーション）B-Ⅱ E1786 Practical English（オーラル・コミュニケーション）B－Ⅱ 25 キ1～4年 RICHARD SHEEHAN 0705 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅱ 法2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4020 ドイツ語１Ⅱ E2020 ドイツ語１：表現Ⅱ 文1年L・P 柳橋　大輔 F504 対面あり
R4102 ドイツ語(１)Ⅱ E2232 ドイツ語（１）Ⅱ 法1年Y 天沼　春樹 Y602 対面あり
R4228 ドイツ語３Ⅱ E2110 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 営2年K 笠原　賢介 (Y701) オンラインのみ
R5220 フランス語３Ⅱ E3086 フランス語３Ⅱ 営2年F～R 瀬戸　和子 F407 対面あり
R6012 ロシア語２Ⅱ E4008 ロシア語２Ⅱ 法1年　 上野　理恵 Y604 対面あり
F4004 ロシア語（２）Ⅱ G9004 ロシア語（２）Ⅱ 国政1年 上野　理恵 Y604 対面あり
R6052 ロシア語２-Ⅱ E4506 ロシア語２－Ⅱ 環1年 佐藤　裕子 1204　0505 対面あり 4/8　月2から月4へ変更

E4222 ロシア語補講１Ⅱ E4222 ロシア語補講１Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 0505 対面あり 4/8　月4から月2へ変更

Q6706 実用ロシア語Ｂ P6624 ロシア語コミュニケーションⅡ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 エレーナ　三神 0804 対面あり
R7116 中国語２Ⅱ E5094 中国語２Ⅱ 営1年G～K ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7106 中国語２Ⅱ E5126 中国語２Ⅱ 営1年L 劉　光赤 0609LL 対面あり
R8008 スペイン語１Ⅱ E6006 スペイン語１Ⅱ 法1年N～V 長谷川　悦夫 F503 対面あり
R8220 スペイン語３Ⅱ E6086 スペイン語３Ⅱ 営2年D・E コルメナ　ロメロ　ロベルト F402 対面あり
R9002 朝鮮語１Ⅱ E7002 朝鮮語１Ⅱ 吉良　佳奈江 (Y402) オンラインのみ 3/26 月4から月2へ変更

R9006 朝鮮語１Ⅱ E7010 朝鮮語１Ⅱ 文1年P～X 富所　明秀 Y804 対面あり 3/29指定クラス発表

R9014 朝鮮語１Ⅱ E7114 朝鮮語１Ⅱ 文1年L～N 吉良　佳奈江 G503 対面あり 3/29指定クラス発表

R9016 朝鮮語１Ⅱ E7120 朝鮮語１Ⅱ 営1年A～E 内山　政春 Y801 対面あり 3/29指定クラス発表
R3624 日本の文化と社会ＬＢ P6670 日本の文化と社会Ⅱ 30 ○ 2～4年　※定員制 尾形　太郎 0504 対面あり
Q5452 健康の科学ＬＢ P0502 健康の科学Ⅱ 定員制 ○ 法文営国環キ1～4年 阿部　巧 Y405 対面あり

秋学期

月4

春学期



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0301 情報処理演習 P0301 情報処理演習 ○ キ1～4年 担当者未定 情報実習室A 対面あり
4/5　2021年度開講取り
消し

Q1445 日本史ＬⅠ P1183 日本史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 貫井　裕恵 Y802 対面あり
Q1393 倫理学ＬⅠ P1121 倫理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　英明 Y404 対面あり
Q1411 論理学ＬⅠ P1097 論理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 佐々木　護 Y504 対面あり
Q2197 文化人類学 P2177 文化人類学Ⅰ ○ 文1年A～N､キ1年／法文営国環キ2～4年 長沢　利明 - オンラインのみ
Q2003 法学Ⅰ P2223 法学Ⅰ ○ 法1年I～N・Y、キ1年／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 Y704　G601 対面あり 4/14教室変更
Q2355 地理学ＬＣ P2101 地理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 高木　正 Y506 対面あり
Q3057 入門物理学Ａ P3027 原子から宇宙までⅠ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 鈴木　裕武 Y604 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅰ 法2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板

E1457 補講英語１・２－Ⅰ　 E1457 補講英語１・２－Ⅰ キ2～3年（再履修のみ） 舟橋　美香 F506
対面あり
オンラインのみ 3/29授業形態変更

R5251 フランス語(３)Ⅰ E3247 フランス語(３)Ⅰ 法2年Y 瀬戸　和子 F407 対面あり
R6033 ロシア語２ E4303 ロシア語２ 国1年SA 佐藤　千登勢 0308LL　0907 対面あり 4/22教室変更
R7095 中国語２Ⅰ E5109 中国語２Ⅰ 文1年X 劉　光赤 0508LL　0609LL 対面あり 4/12教室変更
R8031 スペイン語１Ⅰ E6021 スペイン語１Ⅰ 営1年M～Q 長谷川　悦夫 Y804 対面あり
R8091 スペイン語２Ⅰ E6051 スペイン語２Ⅰ 営1年T・U BARRIENTOS R J DAVID Y801 対面あり
R9003 朝鮮語１Ⅰ E7003 朝鮮語１Ⅰ 文1年A～I 吉良　佳奈江 (Y601) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9203 朝鮮語３ＡⅠ E7023 朝鮮語３Ⅰ(重点) 法文営2年 内山　政春 F309 対面あり
R3505 日本語１Ⅰ E8005 日本語１－Ⅰ 営1年 尾形　太郎 Y803 対面あり
F8059 日本語１-Ⅰ E8005 日本語１－Ⅰ 国環1年 尾形　太郎 Y803 対面あり
Q1446 日本史ＬⅡ P1184 日本史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 貫井　裕恵 Y802 対面あり
Q1394 倫理学ＬⅡ P1122 倫理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　英明 Y702 対面あり
Q1412 論理学ＬⅡ P1098 論理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 佐々木　護 Y504 対面あり
Q2004 法学Ⅱ P2224 法学Ⅱ ○ 法1年I～N・Y、キ1年／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 Y704　G601 対面あり 4/14教室変更
Q2356 地理学ＬＤ P2102 地理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 高木　正 Y506 対面あり
Q2388 文化人類学Ｌ P2178 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 長沢　利明 G403 対面あり
Q3058 入門物理学Ｂ P3028 原子から宇宙までⅡ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 鈴木　裕武 Y604 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅱ 法2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板

E1458 補講英語１・２－Ⅱ E1458 補講英語１・２－Ⅱ キ2～3年（再履修のみ） 舟橋　美香 S301
対面あり
オンラインのみ 3/29授業形態変更

R5252 フランス語(３)Ⅱ E3248 フランス語(３)Ⅱ 法2年Y 瀬戸　和子 F407 対面あり
R6032 ロシア語３ E4302 ロシア語３ 国1年SA 佐藤　千登勢 0308LL　0907 対面あり 4/22教室変更
R7096 中国語２Ⅱ E5110 中国語２Ⅱ 文1年X 劉　光赤 0508LL　0609LL 対面あり 4/12教室変更
R8032 スペイン語１Ⅱ E6022 スペイン語１Ⅱ 営1年M～Q 長谷川　悦夫 Y804 対面あり
R8092 スペイン語２Ⅱ E6052 スペイン語２Ⅱ 営1年T・U BARRIENTOS R J DAVID Y801 対面あり
R9004 朝鮮語１Ⅱ E7004 朝鮮語１Ⅱ 文1年A～I 吉良　佳奈江 (Y601) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9204 朝鮮語３ＡⅡ E7024 朝鮮語３Ⅱ(重点) 法文営2年 内山　政春 F404 対面あり
R3506 日本語１Ⅱ E8006 日本語１－Ⅱ 営1年 尾形　太郎 Y803 対面あり
F8060 日本語１-Ⅱ E8006 日本語１－Ⅱ 国環1年 尾形　太郎 Y803 対面あり

春学期 WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法以外の学部再履修・社会人 朝比奈　茂 市ヶ谷体育 対面あり
秋学期 WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法以外の学部再履修・社会人 竹内　洋輔 市ヶ谷体育 対面あり

春学期

秋学期

月5

月6



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0201 情報リテラシーⅠ P0201 情報リテラシーⅠ 国１年 色川　進 情報実習室E 対面あり
Q1187 西洋史Ⅰ P1157 西洋史Ⅰ ○ 法1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 Y406　S205 対面あり 4/14教室変更
Q1421 東洋史ＬⅠ P1141 東洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 岡安　勇 S406 対面あり
Q6135 教養ゼミⅠ(アラビア語入門) P6113 アラブの言語と文化 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 江村　裕文 F406 対面あり
Q2361 社会学ＬＡ P2159 社会学Ⅰ ○ 法文営国環キ2～4年 松下　優一 Y704 対面あり
Q3031 基礎数学Ⅰ P3451 基礎数学Ⅰ ○ 営1年A･B・C／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 F306 対面あり
Q3043 基礎数学Ⅰ P3463 基礎数学Ⅰ ○ 営1年G･H･J／法文営国環キ2～4年 江口　直日 Y502　F305 対面あり 4/12教室変更
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年S～Y、文1年T～V／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語１－Ⅰ　 WEB掲示板 英語１－Ⅰ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4005 ドイツ語１Ⅰ E2005 ドイツ語１：表現Ⅰ 法1年C・D 高木　葉子 Y602 対面あり
R4121 ドイツ語１ E2301 ドイツ語１ 国1年SA 林　志津江 S503 対面あり
R5001 フランス語１Ⅰ E3001 フランス語１Ⅰ 法1年D 武田　昭彦 - オンラインのみ
R7009 中国語１Ⅰ E5009 中国語１Ⅰ 法1年L 鷲巣　益美 Y503 対面あり
R7031 中国語１Ⅰ E5047 中国語１Ⅰ 営1年E 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7099 中国語２Ⅰ E5115 中国語２Ⅰ 営1年D 祝　振媛 0609LL 対面あり
R7143 中国語(１)Ⅰ E5383 中国語（１）Ⅰ 法1年Y②（21A3100～21A3126） 岩田　和子 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
R7317 中国語３Ⅰ E5167 中国語３Ⅰ 文2年H・I 耿　函 S407 対面あり
R7329 中国語３Ⅰ E5187 中国語３Ⅰ 営2年E 周　重雷 F407 対面あり
R8021 スペイン語１Ⅰ E6017 スペイン語１Ⅰ 営1年G 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R8019 スペイン語１Ⅰ E6025 スペイン語１Ⅰ 営1年D～F 岡本　年正 Y405 対面あり
R8067 スペイン語２Ⅰ E6035 スペイン語２Ⅰ 法1年N～V 大貫　良史 F402 対面あり
R8075 スペイン語２Ⅰ E6043 スペイン語２Ⅰ 文1年R～T OSNO I DE SASAKUBO H Y402 対面あり
R9227 朝鮮語３ＢⅠ E7033 朝鮮語３Ⅰ 営2年A～L 富所　明秀 (F311) オンラインのみ
R3603 日本語３Ⅰ E8015 日本語３－Ⅰ 営2年 戸村　佳代 F401 対面あり
F8069 日本語３-Ⅰ E8015 日本語３－Ⅰ 国2年 戸村　佳代 F401 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：英文LMN WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q1188 西洋史Ⅱ P1158 西洋史Ⅱ ○ 法1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 G501 対面あり
Q1422 東洋史ＬⅡ P1142 東洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 岡安　勇 S406 対面あり
Q6136 教養ゼミⅡ(アラビア語入門) P6113 アラブの言語と文化 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 江村　裕文 F406 対面あり
Q2362 社会学ＬＢ P2160 社会学Ⅱ ○ 法文営国環キ2～4年 松下　優一 Y704 対面あり
Q3032 基礎数学Ⅱ P3452 基礎数学Ⅱ ○ 営1年A･B・C／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 F306 対面あり
Q3044 基礎数学Ⅱ P3464 基礎数学Ⅱ ○ 営1年G･H･J／法文営国環キ2～4年 江口　直日 Y502　F305 対面あり 4/12教室変更
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 法1年S～Y、文1年T～V／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語１－Ⅱ WEB掲示板 英語１－Ⅱ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4006 ドイツ語１Ⅱ E2006 ドイツ語１：表現Ⅱ 法1年C・D 高木　葉子 Y602 対面あり
R4122 ドイツ語３ E2302 ドイツ語３ 国1年SA 林　志津江 S503 対面あり
R5002 フランス語１Ⅱ E3002 フランス語１Ⅱ 法1年D 武田　昭彦 F502 対面あり
R7010 中国語１Ⅱ E5010 中国語１Ⅱ 法1年L 鷲巣　益美 Y503 対面あり
R7032 中国語１Ⅱ E5048 中国語１Ⅱ 営1年E 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7100 中国語２Ⅱ E5116 中国語２Ⅱ 営1年D 祝　振媛 0609LL 対面あり
R7144 中国語(１)Ⅱ E5384 中国語（１）Ⅱ 法1年Y②（21A3100～21A3126） 岩田　和子 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
R7318 中国語３Ⅱ E5168 中国語３Ⅱ 文2年H・I 耿　函 S407 対面あり
R7330 中国語３Ⅱ E5188 中国語３Ⅱ 営2年E 周　重雷 F407 対面あり
R8022 スペイン語１Ⅱ E6018 スペイン語１Ⅱ 営1年G 宮田　絵津子 F507 対面あり
R8020 スペイン語１Ⅱ E6026 スペイン語１Ⅱ 営1年D～F 岡本　年正 Y405 対面あり
R8068 スペイン語２Ⅱ E6036 スペイン語２Ⅱ 法1年N～V 大貫　良史 F402 対面あり
R8076 スペイン語２Ⅱ E6044 スペイン語２Ⅱ 文1年R～T OSNO I DE SASAKUBO H Y402 対面あり
R9228 朝鮮語３ＢⅡ E7034 朝鮮語３Ⅱ 営2年A～L 富所　明秀 F311 対面あり
R3604 日本語３Ⅱ E8016 日本語３－Ⅱ 営2年 戸村　佳代 F401 対面あり
F8070 日本語３-Ⅱ E8016 日本語３－Ⅱ 国2年 戸村　佳代 F401 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：哲AB・日E WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり

春学期

秋学期

火1



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 中村　文隆 情報実習室B 対面あり
Q0215 情報リテラシーⅡ P0215 情報リテラシーⅡ 国１年 色川　進 情報実習室E 対面あり
Q1153 論理学Ⅰ P1093 論理学Ⅰ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 菅沢　龍文 S306 対面あり
Q2171 政治学Ⅰ P2131 政治学Ⅰ ○ 営1年Q～U､国1年／法文営国環キ2～4年 面　一也 S505 対面あり
Q2017 法学Ⅰ P2237 法学Ⅰ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y805 対面あり
Q3015 教養数学Ａ P3415 教養数学Ａ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 F401　S406 対面あり 4/20教室変更
Q3037 基礎数学Ⅰ P3457 基礎数学Ⅰ ○ 営1年R・S／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 Y405 対面あり
Q3041 基礎数学Ⅰ P3461 基礎数学Ⅰ ○ 営1年N／法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 - オンラインのみ
Q3047 基礎数学Ⅰ P3467 基礎数学Ⅰ ○ 営1年K･L・M／法文営国環キ2～4年 江口　直日 F406 対面あり
Q3067 入門物理学Ａ P3037 原子から宇宙までⅠ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 Y501 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 文1年P～R、国1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q3223 教養物理学ＬＢ P3041 原子から宇宙までⅠ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 S307 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語２－Ⅰ WEB掲示板 英語２－Ⅰ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2305 英語オーラル・コミュニケーションⅠ E0545 英語オーラル・コミュニケーションⅠ 24 ○ 法文営国1～4年 LASSEGARD JAMES S504 対面あり
R2391 English Academic WritingⅠ E0611 英語アカデミック・ライティングⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 DYLAN O SCUDDER (0903) オンラインのみ
R2723 English for Study AbroadⅡ E1797 English for Study AbroadⅡ 25 キ1～4年 北　文美子 (0605) オンラインのみ
WEB掲示板 英語７ WEB掲示板 英語７ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4057 ドイツ語２Ⅰ E2047 ドイツ語２：読解Ⅰ 法1年E・S 高木　葉子 Y602 対面あり
R4283 ドイツ語表現法Ⅰ E2213※ ドイツ語表現法Ⅰ 20 ○ ○ 法文営国環キ2年～ Schmidt　Ute S501 対面あり
R4262 ドイツ語８ E2309 ドイツ語８ 国2年SA 熊田　泰章 0802 対面あり
R4273 ドイツ語３-Ⅰ E2519 ドイツ語３-Ⅰ 環2年G～L 辻　英史 F306 対面あり
R5047 フランス語２Ⅰ E3041 フランス語２Ⅰ 文1年A・B 武田　昭彦 - オンラインのみ
R5095 フランス語５ E3305 フランス語５ 国1年SA PHILIPPE JORDY 0308LL 対面あり
R5279 時事フランス語Ⅰ E3227※ 時事フランス語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 大中　一彌 F301 対面あり
R7011 中国語１Ⅰ E5017 中国語１Ⅰ 法1年U 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7015 中国語１Ⅰ E5025 中国語１Ⅰ 文1年B・E 柴崎　公美子 Y703 対面あり

R7021 中国語１Ⅰ E5033 中国語１Ⅰ 文1年Q 岩田　和子
F501　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/12教室変更

R7071 中国語２Ⅰ E5071 中国語２Ⅰ 法1年G 孫　琦 0609LL 対面あり
R7109 中国語２Ⅰ E5129 中国語２Ⅰ 営1年O・Q 柯　明 Y601 対面あり
R7141 中国語(１)Ⅰ E5381 中国語（１）Ⅰ 法1年Y①（21A3072～21A3099） 鷲巣　益美 Y503 対面あり 3/31指定クラス更新
R7161 中国語１ E5401 中国語１ 国1年SA 鈴木　靖 0309CL 対面あり
R7172 中国語２ E5418 中国語２ 国1年非SA 祝　振媛 F403 対面あり
R7351 中国語３Ⅰ E5215 中国語３Ⅰ 営2年U 耿　函 F305 対面あり
R7413 中国語コミュニケーション初級Ⅰ E5349※ 中国語コミュニケーションⅠ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 F407 対面あり
R8123 スペイン語(１)Ⅰ E6113 スペイン語（１）Ⅰ 法1年Y②（21A3142～21A3156、21A8302） 大貫　良史 F402 対面あり 3/31指定クラス更新
R8261 スペイン語４Ⅰ E6091 スペイン語４Ⅰ（重点) 法文営環2年 OSNO I DE SASAKUBO H F408 対面あり
R8271 スペイン語(３)Ⅰ E6125 スペイン語(３)Ⅰ 法2年Y（20A3109～20A3126） 宮田　絵津子 Y404 対面あり 3/31指定クラス更新
R8309 スペイン語補講１Ⅰ E6133 スペイン語補講１･２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 岡本　年正 Y603 対面あり
Q6905 スペイン語上級Ａ P6673 スペイン語上級Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大西　亮 0602 対面あり
Q6909 教養ゼミⅠ(スペイン語圏の文化と社会を読み解く：スペイン前近代史編) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 久木　正雄 0901 対面あり
R9041 朝鮮語(１)Ⅰ E7071 朝鮮語（１）Ⅰ 法1年Y　 富所　明秀 (F311) オンラインのみ
G9951 朝鮮語１ F8901 朝鮮語１ 国１年非SA 富所　明秀 (F311) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：地理TUV WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 中村　文隆 情報実習室B 対面あり
Q1154 論理学Ⅱ P1094 論理学Ⅱ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 菅沢　龍文 G201 対面あり
Q1362 音声学Ｌ P1202 言語学Ⅱ 定員制 ○ 法文営国環キ1～4年 江村　裕文 Y506 対面あり
Q2172 政治学Ⅱ P2132 政治学Ⅱ ○ 営1年Q～U､国1年／法文営国環キ2～4年 面　一也 Y702 対面あり
Q2018 法学Ⅱ P2238 法学Ⅱ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y805 対面あり
Q3016 教養数学Ｂ P3416 教養数学Ｂ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 Y502 対面あり
Q3038 基礎数学Ⅱ P3458 基礎数学Ⅱ ○ 営1年R・S／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 Y704 対面あり
Q3042 基礎数学Ⅱ P3462 基礎数学Ⅱ ○ 営1年N／法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 - オンラインのみ
Q3048 基礎数学Ⅱ P3468 基礎数学Ⅱ ○ 営1年K･L・M／法文営国環キ2～4年 江口　直日 F508 対面あり
Q3068 入門物理学Ｂ P3038 原子から宇宙までⅡ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 Y501 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 文1年P～R、国1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語２－Ⅱ WEB掲示板 英語２－Ⅱ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2306 英語オーラル・コミュニケーションⅡ E0546 英語オーラル・コミュニケーションⅡ 24 ○ 法文営国1～4年 LASSEGARD JAMES S504 対面あり
R2392 English Academic WritingⅡ E0612 英語アカデミック・ライティングⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 DYLAN O SCUDDER (S601) オンラインのみ
R4058 ドイツ語２Ⅱ E2048 ドイツ語２：読解Ⅱ 法1年E・S 高木　葉子 Y602 対面あり
R4284 ドイツ語表現法Ⅱ E2214※ ドイツ語表現法Ⅱ 20 ○ ○ 法文営国環キ2年～ Schmidt　Ute S501 対面あり
R4274 ドイツ語３-Ⅱ E2520 ドイツ語３-Ⅱ 環2年G～L 辻　英史 F306 対面あり
R5048 フランス語２Ⅱ E3042 フランス語２Ⅱ 文1年A・B 武田　昭彦 F502 対面あり
R5096 フランス語６ E3306 フランス語６ 国1年SA PHILIPPE JORDY 0308LL 対面あり
R5280 時事フランス語Ⅱ E3228※ 時事フランス語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 大中　一彌 F301 対面あり
R7012 中国語１Ⅱ E5018 中国語１Ⅱ 法1年U 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7016 中国語１Ⅱ E5026 中国語１Ⅱ 文1年B・E 柴崎　公美子 Y703 対面あり

R7022 中国語１Ⅱ E5034 中国語１Ⅱ 文1年Q 岩田　和子
F501　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/12教室変更

R7072 中国語２Ⅱ E5072 中国語２Ⅱ 法1年G 孫　琦 0609LL 対面あり
R7110 中国語２Ⅱ E5130 中国語２Ⅱ 営1年O・Q 柯　明 Y601 対面あり
R7142 中国語(１)Ⅱ E5382 中国語（１）Ⅱ 法1年Y①（21A3072～21A3099） 鷲巣　益美 Y503 対面あり 3/31指定クラス更新
R7162 中国語３ E5402 中国語３ 国1年SA 鈴木　靖 0309CL 対面あり
R7174 中国語４ E5420 中国語４ 国1年非SA 祝　振媛 F506 対面あり
R7352 中国語３Ⅱ E5216 中国語３Ⅱ 営2年U 耿　函 S305 対面あり
R7414 中国語コミュニケーション初級Ⅱ E5350※ 中国語コミュニケーションⅡ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 F407 対面あり
R8124 スペイン語(１)Ⅱ E6114 スペイン語（１）Ⅱ 法1年Y②（21A3142～21A3156、21A8302） 大貫　良史 F402 対面あり 3/31指定クラス更新
R8262 スペイン語４Ⅱ E6092 スペイン語４Ⅱ（重点) 法文営環2年 OSNO I DE SASAKUBO H F408 対面あり
R8272 スペイン語(３)Ⅱ E6126 スペイン語(３)Ⅱ 法2年Y（20A3109～20A3126） 宮田　絵津子 0806 対面あり 3/31指定クラス更新
R8310 スペイン語補講１Ⅱ E6134 スペイン語補講１･２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 岡本　年正 Y604 対面あり
Q6906 スペイン語上級Ｂ P6674 スペイン語上級Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大西　亮 0602 対面あり
Q6910 教養ゼミⅡ(スペイン語圏の文化と社会を読み解く：スペイン近現代史編) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 久木　正雄 0901 対面あり
R9042 朝鮮語(１)Ⅱ E7072 朝鮮語（１）Ⅱ 法1年Y　 富所　明秀 S505 対面あり
G9952 朝鮮語３ F8902 朝鮮語３ 国１年非SA 富所　明秀 S505 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：日FGH WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
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Q0001 基礎ゼミⅠ（文・哲） P0003 基礎ゼミⅠ（文・哲） 30 文（哲）1年 安孫子　信 F404 対面あり
Q0003 基礎ゼミⅠ（文・哲） P0005 基礎ゼミⅠ（文・哲） 30 文（哲）1年 西塚　俊太 F402 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり
Q1093 哲学Ⅰ P1053 哲学Ⅰ ○ 法1年I～N／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y802 対面あり
Q1009 日本近・現代文学Ａ P1011 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q2015 法学Ⅰ P2235 法学Ⅰ ○ 営1年A～D／法文営国環キ2～4年 茂木　洋平 Y503 対面あり
Q6203 教養ゼミⅠ(戦争と国家) P6045 現代政治学の基礎 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木村　正俊 S204 対面あり
Q3119 入門化学Ａ P3089 物質と環境Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3003 教養数学Ａ P3403 教養数学Ａ ○ 法1年H～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 平田　康史 Y805　G501 対面あり 4/16教室変更
Q3055 入門物理学Ａ P3025 原子から宇宙までⅠ ○ 法1年H～N・Y／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 G501　Y805 対面あり 4/16教室変更
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年I～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
R2401 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ E0623 マスメディアの英語Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 田中　邦佳 Y404 対面あり
R2443 English PresentationⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F503 対面あり
WEB掲示板 英語７ WEB掲示板 英語７ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2381 English Reading and VocabularyⅠ 36 ○ ○ 法文営国1～4年 ウォルター・カズマー F408 対面あり
Q6401 教養ゼミⅠ(Issues in Modern Japanese Society) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 LASSEGARD JAMES S404 対面あり
R4077 ドイツ語２Ⅰ E2069 ドイツ語２：読解Ⅰ 営1年Q・R 小野間　亮子 F301 対面あり
Q6427 ドイツの思想Ａ P6653 ドイツの思想Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠原　賢介 (F302) オンラインのみ
R5215 フランス語３Ⅰ E3081 フランス語３Ⅰ 営2年A～E 山口　雅敏 F407 対面あり
R5241 フランス語４Ⅰ E3207 フランス語４Ⅰ （重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 岡村　民夫 Y701 対面あり
Q6709 時事ロシア語Ａ P6627 時事ロシア語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 油本　真理 F403 対面あり
R7049 中国語１Ⅰ E5065 中国語１Ⅰ 営1年S 鷲巣　益美 F502 対面あり
R7121 中国語２Ⅰ E5137 中国語２Ⅰ 営1年U 柯　明 Y601 対面あり
R7097 中国語２Ⅰ E5139 中国語２Ⅰ 営1年B・C 孫　琦 0609LL 対面あり
Q6809 中国語コミュニケーション中級Ａ P6631 中国語コミュニケーションⅢ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 Y801 対面あり
R8025 スペイン語１Ⅰ E6023 スペイン語１Ⅰ 営1年K 宮田　絵津子 S602　S407 対面あり 5/17教室変更
R8063 スペイン語２Ⅰ E6031 スペイン語２Ⅰ 法1年L・M OSNO I DE SASAKUBO H F401 対面あり
R8083 スペイン語２Ⅰ E6059 スペイン語２Ⅰ 営1年H・J 保﨑　典子 Y603 対面あり
R8121 スペイン語(１)Ⅰ E6111 スペイン語（１）Ⅰ 法1年Y①（21A3127～21A3141） 大貫　良史 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：史PQR WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6519 スポーツ科学A P6219 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠井　淳 市ヶ谷体育 対面あり
Q0002 基礎ゼミⅡ（文・哲） P0004 基礎ゼミⅡ（文・哲） 30 文（哲）1年 君嶋　泰明 F404 対面あり
Q0004 基礎ゼミⅡ（文・哲） P0006 基礎ゼミⅡ（文・哲） 30 文（哲）1年 菅沢　龍文 F402 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり
Q1094 哲学Ⅱ P1054 哲学Ⅱ ○ 法1年I～N／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y605 対面あり
Q1010 日本近・現代文学Ｂ P1012 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q2016 法学Ⅱ P2236 法学Ⅱ ○ 営1年A～D／法文営国環キ2～4年 茂木　洋平 Y503 対面あり
Q6204 教養ゼミⅡ(疫病、国家、宗教) P6045 現代政治学の基礎 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木村　正俊 S204 対面あり
Q3120 入門化学Ｂ P3090 物質と環境Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3004 教養数学Ｂ P3404 教養数学Ｂ ○ 法1年H～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 平田　康史 Y805 対面あり
Q3056 入門物理学Ｂ P3026 原子から宇宙までⅡ ○ 法1年H～N・Y／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 G501 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 法1年I～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
R2402 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ E0624 マスメディアの英語Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 田中　邦佳 Y403 対面あり
R2444 English PresentationⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F503 対面あり
R2382 English Reading and VocabularyⅡ 36 ○ ○ 法文営国1～4年 ウォルター・カズマー F408 対面あり
Q6402 教養ゼミⅡ(Issues in Modern Japanese Society) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 LASSEGARD JAMES S404 対面あり
R4078 ドイツ語２Ⅱ E2070 ドイツ語２：読解Ⅱ 営1年Q・R 小野間　亮子 F301 対面あり
Q6428 ドイツの思想Ｂ P6654 ドイツの思想Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠原　賢介 (F302) オンラインのみ
R5216 フランス語３Ⅱ E3082 フランス語３Ⅱ 営2年A～E 山口　雅敏 F407 対面あり
R5242 フランス語４Ⅱ E3208 フランス語４Ⅱ（重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 岡村　民夫 Y701 対面あり
Q6710 時事ロシア語Ｂ P6628 時事ロシア語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 油本　真理 F403 対面あり
R7050 中国語１Ⅱ E5066 中国語１Ⅱ 営1年S 鷲巣　益美 F502 対面あり
R7122 中国語２Ⅱ E5138 中国語２Ⅱ 営1年U 柯　明 Y601 対面あり
R7098 中国語２Ⅱ E5140 中国語２Ⅱ 営1年B・C 孫　琦 0609LL 対面あり
Q6810 中国語コミュニケーション中級Ｂ P6632 中国語コミュニケーションⅣ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 Y801 対面あり
R8026 スペイン語１Ⅱ E6024 スペイン語１Ⅱ 営1年K 宮田　絵津子 G401 対面あり
R8064 スペイン語２Ⅱ E6032 スペイン語２Ⅱ 法1年L・M OSNO I DE SASAKUBO H F401 対面あり
R8084 スペイン語２Ⅱ E6060 スペイン語２Ⅱ 営1年H・J 保﨑　典子 Y603 対面あり
R8122 スペイン語(１)Ⅱ E6112 スペイン語（１）Ⅱ 法1年Y①（21A3127～21A3141） 大貫　良史 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：日I・心WX WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6520 スポーツ科学B P6220 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠井　淳 市ヶ谷体育 対面あり
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春学期
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曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0437 キャリアデザイン入門 Q0437 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 大八木　智一 - オンラインのみ
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q0203 情報リテラシーⅠ P0203 情報リテラシーⅠ 国１年 中村　文隆 情報実習室E 対面あり
Q0503 法政学の探究ＬＢ P0703 法政学の探究Ｂ ○ 法文営国環キＧ1年～ 古俣　達郎 Y701 対面あり
Q1231 芸術Ａ P1231 芸術Ⅰ ○ 文営国1年／法文営国環キ2～4年 武田　昭彦 - オンラインのみ
Q1095 哲学Ⅰ P1055 哲学Ⅰ ○ キ1年／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y803 対面あり
Q1099 哲学Ⅰ P1059 哲学Ⅰ ○ 営1年A～H／法文営国環キ2～4年 伊藤　功 - オンラインのみ
Q1001 日本古典文学Ａ P1001 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 表　きよし - オンラインのみ
Q1011 日本近・現代文学Ａ P1013 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q1141 論理学Ⅰ P1081 論理学Ⅰ ○ 文1年P～V／法文営国環キ2～4年 大西　正人 Y403　S406 対面あり 4/15教室変更
Q1443 日本史ＬⅠ P1189 日本史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 仁平　義孝 S405 対面あり
Q6127 アジア・太平洋島嶼国際関係史Ａ P6027 アジア・太平洋国際関係史 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 新崎　盛吾 F309 対面あり
Q6143 イギリスと帝国Ａ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 Y605 対面あり
Q2145 社会学Ⅰ P2155 社会学Ⅰ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 徐　玄九 G201 対面あり
Q2081 心理学Ⅰ P2071 心理学Ⅰ ○ 法1年I～Y／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2085 心理学Ⅰ P2075 心理学Ⅰ ○ 文1年A～B／法文営国環キ2～4年 櫻井　登世子 - オンラインのみ
Q2005 法学Ⅰ P2225 法学Ⅰ ○ 法1年Y、文1年A～I／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y506 対面あり
Q6209 人文地理学セミナーＡ P6051 人文地理学セミナー 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 Y801 対面あり
Q3125 入門化学Ａ P3095 物質と環境Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3001 教養数学Ａ P3401 教養数学Ａ ○ 法1年A～G､文1年E～I･P～V／法文営国環キ2～4年 平田　康史 G601 対面あり
Q3081 入門生物学Ａ P3051 生命科学Ⅰ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 S505 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6315 原子核と素粒子Ａ P6079 原子核と素粒子－ミクロの世界－ ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y505 対面あり
R2351 ビジネス・イングリッシュⅠ E0571 英語ビジネス・コミュニケーションⅠ 24 ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F305 対面あり
R2611 English through Movies and Drama Ⅰ E1705 English through Movies and Drama Ⅰ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R2721 English for Study AbroadⅠ E1795 English for Study AbroadⅠ 25 キ1～4年 高井　美紀子 0803 対面あり
WEB掲示板 英語７ WEB掲示板 英語７ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4207 ドイツ語３Ⅰ E2087 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 法2年E・S 小野間　亮子 Y503 対面あり
R4295 ドイツ語の世界ＬＡ P0401 ドイツ語の世界Ⅰ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 Schmidt　Ute S501 対面あり
Q6431 比較文化Ａ P6657 比較文化Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R5021 フランス語１Ⅰ E3027 フランス語１Ⅰ 営1年S 山口　雅敏 F407 対面あり
R5295 フランス生活文化論ＬＡ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 梶谷　彩子 Y804 対面あり
R6001 ロシア語１Ⅰ E4001 ロシア語１Ⅰ 法1年 油本　真理 F504 対面あり
R6031 ロシア語１ E4301 ロシア語１ 国1年SA エレーナ　三神 0508LL 対面あり
F4001 ロシア語（１）Ⅰ G9001 ロシア語（１）Ⅰ 国政1年 油本　真理 F504 対面あり
R7103 中国語２Ⅰ E5119 中国語２Ⅰ 営1年F 孫　琦 0609LL 対面あり
R7169 中国語２ E5413 中国語２ 国1年非SA 薬　会 Y601 対面あり
R7301 中国語３Ⅰ E5141 中国語３Ⅰ 法2年G 王　翠莉 Y402 対面あり
R7323 中国語３Ⅰ E5179 中国語３Ⅰ 文2年U・V 柯　明 Y501 対面あり
R8009 スペイン語１Ⅰ E6007 スペイン語１Ⅰ 法1年W 宮田　絵津子 S307 対面あり
R8071 スペイン語２Ⅰ E6039 スペイン語２Ⅰ 文1年B～I 保﨑　典子 Y405 対面あり
R8313 スペイン語補講２Ⅰ E6131 スペイン語補講１･２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R9281 朝鮮語3CⅠ（コミュニケーション） E7061 朝鮮語コミュニケーションⅠ 30 ○ 17以降生：法文営国2～4年
16以前生：法文営国環キ2～4年 富所　明秀 (Y705) オンラインのみ
F7220 朝鮮語3C-Ⅰ（コミュニケーション） 17以降生：環キ2～4年 富所　明秀 (Y705) オンラインのみ
Q6001 第三外国語としての朝鮮語Ａ P6643 朝鮮語初級Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 神谷　丹路 (G402) オンラインのみ
R3515 日本語２Ⅰ E8011 日本語２－Ⅰ 法1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
F8065 日本語２-Ⅰ E8011 日本語２－Ⅰ キ1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
Q6531 教養ゼミⅠ(身体活動による心身の変化と健康（1）) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 林　容市 市ヶ谷体育 対面あり
Q0451 キャリアデザイン応用 Q0451 キャリアデザイン応用 ○ 法文営国環キＧ1年～ 大八木　智一 - オンラインのみ
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q1232 芸術Ｂ P1232 芸術Ⅱ ○ 文営国1年／法文営国環キ2～4年 武田　昭彦 S505 対面あり
Q1096 哲学Ⅱ P1056 哲学Ⅱ ○ キ1年／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y803 対面あり
Q1100 哲学Ⅱ P1060 哲学Ⅱ ○ 営1年A～H／法文営国環キ2～4年 伊藤　功 - オンラインのみ
Q1002 日本古典文学Ｂ P1002 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 表　きよし - オンラインのみ
Q1012 日本近・現代文学Ｂ P1014 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q1142 論理学Ⅱ P1082 論理学Ⅱ ○ 文1年P～V／法文営国環キ2～4年 大西　正人 Y405 対面あり
Q1444 日本史ＬⅡ P1190 日本史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 仁平　義孝 S405 対面あり
Q6144 イギリスと帝国Ｂ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 Y605 対面あり
Q2146 社会学Ⅱ P2156 社会学Ⅱ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 徐　玄九 G201 対面あり
Q2082 心理学Ⅱ P2072 心理学Ⅱ ○ 法1年I～Y／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2086 心理学Ⅱ P2076 心理学Ⅱ ○ 文1年A～B／法文営国環キ2～4年 櫻井　登世子 - オンラインのみ
Q2006 法学Ⅱ P2226 法学Ⅱ ○ 法1年Y、文1年A～I／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y506 対面あり
Q6210 人文地理学セミナーＢ P6051 人文地理学セミナー 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 Y805 対面あり
Q3126 入門化学Ｂ P3096 物質と環境Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3002 教養数学Ｂ P3402 教養数学Ｂ ○ 法1年A～G､文1年E～I･P～V／法文営国環キ2～4年 平田　康史 G601 対面あり
Q3082 入門生物学Ｂ P3052 生命科学Ⅱ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 G502 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6316 原子核と素粒子Ｂ P6079 原子核と素粒子－ミクロの世界－ ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y703 対面あり
R2352 ビジネス・イングリッシュⅡ E0572 英語ビジネス・コミュニケーションⅡ 24 ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F305 対面あり
R2612 English through Movies and Drama Ⅱ E1706 English through Movies and Drama Ⅱ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R4208 ドイツ語３Ⅱ E2088 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 法2年E・S 小野間　亮子 Y503 対面あり
R4296 ドイツ語の世界ＬＢ P0402 ドイツ語の世界Ⅱ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 Schmidt　Ute S501 対面あり
Q6432 比較文化Ｂ P6658 比較文化Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R5022 フランス語１Ⅱ E3028 フランス語１Ⅱ 営1年S 山口　雅敏 F407 対面あり
R5296 フランス生活文化論ＬＢ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 梶谷　彩子 Y801 対面あり
R6002 ロシア語１Ⅱ E4002 ロシア語１Ⅱ 法1年　 油本　真理 F408 対面あり
F4002 ロシア語（１）Ⅱ G9002 ロシア語（１）Ⅱ 国政1年 油本　真理 F408 対面あり
R7104 中国語２Ⅱ E5120 中国語２Ⅱ 営1年F 孫　琦 0609LL 対面あり
R7170 中国語４ E5414 中国語４ 国1年非SA 薬　会 Y601 対面あり
R7302 中国語３Ⅱ E5142 中国語３Ⅱ 法2年G 王　翠莉 Y402 対面あり
R7324 中国語３Ⅱ E5180 中国語３Ⅱ 文2年U・V 柯　明 Y501 対面あり
R8010 スペイン語１Ⅱ E6008 スペイン語１Ⅱ 法1年W 宮田　絵津子 Y403 対面あり
R8072 スペイン語２Ⅱ E6040 スペイン語２Ⅱ 文1年B～I 保﨑　典子 S306 対面あり
R8314 スペイン語補講２Ⅱ E6132 スペイン語補講１･２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R9282 朝鮮語3CⅡ（コミュニケーション） E7062 朝鮮語コミュニケーションⅡ 30 ○ 17以降生：法文営国2～4年
16以前生：法文営国環キ2～4年 富所　明秀 F504 対面あり
F7221 朝鮮語3C-Ⅱ（コミュニケーション） 17以降生：環キ2～4年 富所　明秀 F504 対面あり
Q6002 第三外国語としての朝鮮語Ｂ P6644 朝鮮語初級Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 神谷　丹路 (G402) オンラインのみ
R3516 日本語２Ⅱ E8012 日本語２－Ⅱ 法1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
F8066 日本語２-Ⅱ E8012 日本語２－Ⅱ キ1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
Q6532 教養ゼミⅡ(身体活動による心身の変化と健康（2）) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 林　容市 市ヶ谷体育 対面あり
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備考

Q0431 キャリアデザイン入門 Q0431 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 大八木　智一 S505 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q0217 情報リテラシーⅡ P0217 情報リテラシーⅡ 国１年 中村　文隆 情報実習室E 対面あり
Q1015 日本文学Ａ P1017 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　未央子 Y705 対面あり
Q1063 文章論 P1229 文章論Ⅰ 定員制 ○ 留学生（法文営国環キ1～4年)クラス 川鍋　義一 (Y804) オンラインのみ
Q1451 宗教論ＬⅠ P1217 宗教論Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 須藤　孝也 Y702 対面あり
Q1381 哲学ＬⅠ P1071 哲学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 大西　正人 S306 対面あり
Q1441 日本史ＬⅠ P1187 日本史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 森　朋久 G502 対面あり
Q2083 心理学Ⅰ P2073 心理学Ⅰ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2009 法学Ⅰ P2229 法学Ⅰ ○ 営1年E～J／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 S405 対面あり
Q6213 教養ゼミⅠ(政治思想史古典精読A) P6129 政治思想 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 上村　剛 S201 対面あり
Q3083 入門生物学Ａ P3053 生命科学Ⅰ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 G601 対面あり
R2621 TOEIC(R)Ⅰ E1709 TOEIC®Ⅰ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R4065 ドイツ語２Ⅰ E2057 ドイツ語２：読解Ⅰ 文1年B～F DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R4129 ドイツ語２ E2313 ドイツ語２ 国1年非SA Schmidt　Ute S501 対面あり
R5015 フランス語１Ⅰ E3021 フランス語１Ⅰ 営1年A～E 武田　昭彦 - オンラインのみ
R5053 フランス語２Ⅰ E3049 フランス語２Ⅰ 文1年R・T・U～W 山口　雅敏 F303 対面あり
R7313 中国語３Ⅰ E5159 中国語３Ⅰ 法2年V 余　瀾 F309 対面あり
R7327 中国語３Ⅰ E5185 中国語３Ⅰ 営2年D 王　翠莉 Y402 対面あり
R7373 中国語４Ⅰ E5303 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 薬　会 Y601 対面あり
R8017 スペイン語１Ⅰ E6015 スペイン語１Ⅰ 文1年U～X 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R8217 スペイン語３Ⅰ E6073 スペイン語３Ⅰ 文2年U～X 大貫　良史 F407 対面あり
Q0454 キャリアデザイン応用 Q0454 キャリアデザイン応用 ○ 法文営国環キＧ1年～ 大八木　智一 S505 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q1016 日本文学Ｂ P1018 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　未央子 Y705 対面あり
Q1064 文章論 P1230 文章論Ⅰ 定員制 ○ 留学生（法文営国環キ1～4年)クラス 川鍋　義一 (Y804) オンラインのみ
Q1452 宗教論ＬⅡ P1218 宗教論Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 須藤　孝也 Y702 対面あり
Q1382 哲学ＬⅡ P1072 哲学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 大西　正人 S306 対面あり
Q1442 日本史ＬⅡ P1188 日本史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 森　朋久 G502 対面あり
Q2084 心理学Ⅱ P2074 心理学Ⅱ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2010 法学Ⅱ P2230 法学Ⅱ ○ 営1年E～J／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 S405 対面あり
Q6214 教養ゼミⅡ(政治思想史古典精読B) P6129 政治思想 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 上村　剛 S204 対面あり
Q3084 入門生物学Ｂ P3054 生命科学Ⅱ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 G601 対面あり
Q3224 教養物理学ＬＢ P3042 原子から宇宙までⅠ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 F408 対面あり
R2622 TOEIC(R)Ⅱ E1710 TOEIC®Ⅱ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R4066 ドイツ語２Ⅱ E2058 ドイツ語２：読解Ⅱ 文1年B～F DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R4130 ドイツ語４ E2314 ドイツ語４ 国1年非SA Schmidt　Ute S501 対面あり
R5016 フランス語１Ⅱ E3022 フランス語１Ⅱ 営1年A～E 武田　昭彦 F507 対面あり
R5054 フランス語２Ⅱ E3050 フランス語２Ⅱ 文1年R・T・U～W 山口　雅敏 F303 対面あり
R7314 中国語３Ⅱ E5160 中国語３Ⅱ 法2年V 余　瀾 F309 対面あり
R7328 中国語３Ⅱ E5186 中国語３Ⅱ 営2年D 王　翠莉 Y402 対面あり
R7374 中国語４Ⅱ E5304 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 薬　会 Y601 対面あり
R8018 スペイン語１Ⅱ E6016 スペイン語１Ⅱ 文1年U～X 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R8218 スペイン語３Ⅱ E6074 スペイン語３Ⅱ 文2年U～X 大貫　良史 F407 対面あり
C0017 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（フランス語） 24 国3年 カレンス　フィリップ Y401 対面あり
C0019 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（ロシア語） 24 国3年 エレーナ　三神 Y501 対面あり
C0021 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（中国語） 24 国3年 周　重雷 Y402 対面あり
C0023 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（スペイン語） 24 国3年 VILA V RAQUEL Y502 対面あり
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Q0205 情報リテラシーⅠ P0205 情報リテラシーⅠ 国１年 色川　進 情報実習室E 対面あり
Q0207 情報リテラシーⅠ P0207 情報リテラシーⅠ 国１年 四手井　綱章 情報実習室F 対面あり
Q1091 哲学Ⅰ P1051 哲学Ⅰ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 滝口　清栄 Y505 対面あり
Q1005 日本古典文学Ａ P1007 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 成島　知子 S306 対面あり
WEB掲示板 Academic English L&S Ⅰ WEB掲示板 Academic English Ⅰ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4145 ドイツ語１-Ⅰ E2505 ドイツ語１－Ⅰ キ1年A～H 畠山　勝彦 F406 対面あり
R4201 ドイツ語３Ⅰ E2081 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 法2年A JENS OSTWALD G401 対面あり
R4251 ドイツ語(３)Ⅰ E2341 ドイツ語（３）Ⅰ 法2年Y 上田　知夫 F404 対面あり
R5115 フランス語１-Ⅰ E3505 フランス語１－Ⅰ キ1年A～H 江澤　健一郎 Y801 対面あり
R6043 ロシア語１-Ⅰ E4503 ロシア語１－Ⅰ キ1年 木部　敬 F508 対面あり
R7189 中国語１-Ⅰ E5509 中国語１－Ⅰ キ1年A～D 賀　蘭 G402 対面あり
R7191 中国語１-Ⅰ E5511 中国語１－Ⅰ キ1年E～H 劉　渇氷 F310 対面あり
R8073 スペイン語２Ⅰ E6041 スペイン語２Ⅰ 文1年M・N BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり
R8165 スペイン語１-Ⅰ E6305 スペイン語１－Ⅰ キ1年A～H 宮田　絵津子 Y504 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 営：戦略N・市場QRS WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
P1303 Humanities Ａ 定員制 ○ 1～4年 URBANOVA　Jana (F503) オンラインのみ
Q0452 キャリアデザイン応用 Q0452 キャリアデザイン応用 ○ 法文営国環キＧ1年～ 大八木　智一 - オンラインのみ
Q1092 哲学Ⅱ P1052 哲学Ⅱ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 滝口　清栄 Y505 対面あり
Q1006 日本古典文学Ｂ P1008 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 成島　知子 S306 対面あり
WEB掲示板 Academic English L&S Ⅱ WEB掲示板 Academic English Ⅱ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4146 ドイツ語１-Ⅱ E2506 ドイツ語１－Ⅱ キ1年A～H 畠山　勝彦 G501 対面あり
R4202 ドイツ語３Ⅱ E2082 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 法2年A JENS OSTWALD S405 対面あり
R4252 ドイツ語(３)Ⅱ E2342 ドイツ語（３）Ⅱ 法2年Y 上田　知夫 F404 対面あり
R5116 フランス語１-Ⅱ E3506 フランス語１－Ⅱ キ1年A～H 江澤　健一郎 Y801 対面あり
R6044 ロシア語１-Ⅱ E4504 ロシア語１－Ⅱ キ1年 木部　敬 F407 対面あり
R7190 中国語１-Ⅱ E5510 中国語１－Ⅱ キ1年A～D 賀　蘭 Y606 対面あり
R7192 中国語１-Ⅱ E5512 中国語１－Ⅱ キ1年E～H 劉　渇氷 F310 対面あり
R8074 スペイン語２Ⅱ E6042 スペイン語２Ⅱ 文1年M・N BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり
R8166 スペイン語１-Ⅱ E6306 スペイン語１－Ⅱ キ1年A～H 宮田　絵津子 Y504 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 営：戦略O・市場TU WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
P1302 Elementary Humanities A 定員制 ○ 1～4年 URBANOVA　Jana (Y405) オンラインのみ
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抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 中村　文隆 情報実習室B 対面あり
Q0219 情報リテラシーⅡ P0219 情報リテラシーⅡ 国１年 色川　進 情報実習室E 対面あり
Q0221 情報リテラシーⅡ P0221 情報リテラシーⅡ 国１年 四手井　綱章 情報実習室F 対面あり
Q1007 日本古典文学Ａ P1009 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 成島　知子 S407 対面あり
Q1151 論理学Ⅰ P1091 論理学Ⅰ ○ 法1年J～N／法文営国環キ2～4年 滝口　清栄 Y606 対面あり
Q1433 西洋史ＬＡ P1161 西洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 宮﨑　亮 Y505 対面あり 4/12 2021年度休講
Q1399 倫理学ＬⅠ P1117 倫理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 田島　樹里奈 S205 対面あり
Q6201 法哲学Ａ P6111 法哲学 25 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 内藤　淳 Y501 対面あり
Q3053 入門物理学Ａ P3023 原子から宇宙までⅠ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 井坂　政裕 Y603 対面あり
WEB掲示板 Academic English L&S Ⅰ WEB掲示板 Academic English Ⅰ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2481 英語検定試験対策Ⅰ E0691 英語検定試験対策Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 久慈　美貴 Y601 対面あり
R0803 入門英語(SSI)Ⅰ E0503 入門英語Ⅰ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 前川　裕 F406 対面あり
R4147 ドイツ語１-Ⅰ E2507 ドイツ語１－Ⅰ キ1年I～P 丸山　達也 S602 対面あり
R4223 ドイツ語３Ⅰ E2105 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 営2年A・B 柳橋　大輔 F503 対面あり
R4225 ドイツ語３Ⅰ E2107 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 営2年C～J・L JENS OSTWALD F502 対面あり
R4241 ドイツ語４Ⅰ E2201 ドイツ語４Ⅰ(重点) 30 法文営2年 日中　鎮朗 Y805 対面あり
E2229 ドイツ語補講２Ⅰ E2229 ドイツ語補講２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 畠山　勝彦 S303 対面あり
R4297 ドイツの文化と社会ＬＡ P6659 ドイツの文化と社会Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 上田　知夫 F404 対面あり
Q6421 第三外国語としてのドイツ語Ａ P6601 ドイツ語初級Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠原　賢介 (S502) オンラインのみ
R5005 フランス語１Ⅰ E3009 フランス語１Ⅰ 法1年T 江澤　健一郎 Y801 対面あり
R5117 フランス語１-Ⅰ E3507 フランス語１－Ⅰ キ1年I～P 瀬戸　和子 S402 対面あり
R5291 フランスの文化と社会ＬＡ P6661 フランスの文化と社会Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　正道 F504 対面あり
Q6701 第三外国語としてのロシア語Ａ P6619 ロシア語初級Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木部　敬 S201 対面あり
R7123 中国語２Ⅰ E5081 中国語２Ⅰ 法1年W 任　麗潔 Y405 対面あり
R7193 中国語１-Ⅰ E5513 中国語１－Ⅰ キ1年I～L 賀　蘭 F308 対面あり
R7195 中国語１-Ⅰ E5515 中国語１－Ⅰ キ1年M～P 劉　渇氷 F407 対面あり
R7341 中国語３Ⅰ E5203 中国語３Ⅰ 営2年T 王　安 0609LL 対面あり
R7385 中国語(３)Ⅰ E5391 中国語（３）Ⅰ 法2年Y（20A3054～20A3081） 薬　進 F401 対面あり 3/31指定クラス更新
R7391 中国語７ E5407 中国語７ 国2年SA 曽　士才 S401 対面あり
R7261 中国語補講２Ⅰ E5333 中国語補講Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 余　瀾 0601 対面あり
R8085 スペイン語２Ⅰ E6053 スペイン語２Ⅰ 営1年K BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり
R8141 スペイン語１ E6201 スペイン語１ 国1年SA 大西　亮 F408 対面あり
R8167 スペイン語１-Ⅰ E6307 スペイン語１－Ⅰ キ1年I～P ガルシア　ルイス Y604 対面あり
R8265 スペイン語４Ⅰ E6095 スペイン語４Ⅰ（重点) 法文営環2年 宮田　絵津子 Y404 対面あり
R8301 スペイン語コミュニケーションⅠ E6101※ スペイン語コミュニケーションⅠ 30 ○ ○ 法文営国環キ3～4年 瓜谷　アウロラ (S404) オンラインのみ
R9063 朝鮮語１-Ⅰ E7203 朝鮮語１－Ⅰ キ1年 吉良　佳奈江 (Y503) オンラインのみ
Q6051 日本語コミュニケーションＡ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 江村　裕文 S403 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 営：営ABGH WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 中村　文隆 情報実習室B 対面あり
Q1008 日本古典文学Ｂ P1010 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 成島　知子 S407 対面あり
Q1152 論理学Ⅱ P1092 論理学Ⅱ ○ 法1年J～N／法文営国環キ2～4年 滝口　清栄 Y405 対面あり
Q1434 西洋史ＬＢ P1162 西洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 宮﨑　亮 Y702 対面あり 4/12 2021年度休講
Q1400 倫理学ＬⅡ P1118 倫理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 田島　樹里奈 S205 対面あり
Q6202 法哲学Ｂ P6111 法哲学 25 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 内藤　淳 Y501 対面あり
Q3054 入門物理学Ｂ P3024 原子から宇宙までⅡ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 井坂　政裕 Y603 対面あり
WEB掲示板 Academic English L&S Ⅱ WEB掲示板 Academic English Ⅱ 法Ｙ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2482 英語検定試験対策Ⅱ E0692 英語検定試験対策Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 久慈　美貴 Y601 対面あり
R0804 入門英語(SSI)Ⅱ E0504 入門英語Ⅱ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 前川　裕 F406 対面あり
R4148 ドイツ語１-Ⅱ E2508 ドイツ語１－Ⅱ キ1年I～P 丸山　達也 S602 対面あり
R4224 ドイツ語３Ⅱ E2106 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 営2年A・B 柳橋　大輔 F503 対面あり
R4226 ドイツ語３Ⅱ E2108 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 営2年C～J・L JENS OSTWALD F502 対面あり
R4242 ドイツ語４Ⅱ E2202 ドイツ語４Ⅱ(重点) 30 法文営2年 日中　鎮朗 Y805 対面あり
E2230 ドイツ語補講２Ⅱ E2230 ドイツ語補講２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 畠山　勝彦 S307 対面あり
R4298 ドイツの文化と社会ＬＢ P6660 ドイツの文化と社会Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 上田　知夫 F404 対面あり
Q6422 第三外国語としてのドイツ語Ｂ P6602 ドイツ語初級Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠原　賢介 (0905) オンラインのみ
R5006 フランス語１Ⅱ E3010 フランス語１Ⅱ 法1年T 江澤　健一郎 Y801 対面あり
R5118 フランス語１-Ⅱ E3508 フランス語１－Ⅱ キ1年I～P 瀬戸　和子 Y704 対面あり
R5292 フランスの文化と社会ＬＢ P6662 フランスの文化と社会Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　正道 F504 対面あり
Q6702 第三外国語としてのロシア語Ｂ P6620 ロシア語初級Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木部　敬 0901 対面あり
R7124 中国語２Ⅱ E5082 中国語２Ⅱ 法1年W 任　麗潔 Y803 対面あり
R7194 中国語１-Ⅱ E5514 中国語１－Ⅱ キ1年I～L 賀　蘭 F308 対面あり
R7196 中国語１-Ⅱ E5516 中国語１－Ⅱ キ1年M～P 劉　渇氷 F407 対面あり
R7342 中国語３Ⅱ E5204 中国語３Ⅱ 営2年T 王　安 0609LL 対面あり
R7386 中国語(３)Ⅱ E5392 中国語（３）Ⅱ 法2年Y（20A3054～20A3081） 薬　進 F401 対面あり 3/31指定クラス更新
R7262 中国語補講２Ⅱ E5334 中国語補講Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 余　瀾 0601 対面あり
R8086 スペイン語２Ⅱ E6054 スペイン語２Ⅱ 営1年K BARRIENTOS R J DAVID F305 対面あり
R8142 スペイン語３ E6202 スペイン語３ 国1年SA 大西　亮 S406 対面あり
R8168 スペイン語１-Ⅱ E6308 スペイン語１－Ⅱ キ1年I～P ガルシア　ルイス F403 対面あり
R8266 スペイン語４Ⅱ E6096 スペイン語４Ⅱ（重点) 法文営環2年 宮田　絵津子 Y406 対面あり
R8302 スペイン語コミュニケーションⅡ E6102※ スペイン語コミュニケーションⅡ 30 ○ ○ 法文営国環キ3～4年 瓜谷　アウロラ (S404) オンラインのみ
R9064 朝鮮語１-Ⅱ E7204 朝鮮語１－Ⅱ キ1年 吉良　佳奈江 (Y503) オンラインのみ
Q6052 日本語コミュニケーションＢ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 江村　裕文 0802 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 営：営CDEF WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
E8062 Intercultural Communication G 定員制 ○ 1～4年 尾形　太郎 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり

春学期

水2

秋学期



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0041 基礎ゼミ（キャリア） P0751 基礎ゼミ（キャリア） キ1年A 上西　充子 S503 対面あり
Q0045 基礎ゼミ（キャリア） P0755 基礎ゼミ（キャリア） キ1年C 坂本　旬 S302 対面あり
Q0057 基礎ゼミ（キャリア） P0767 基礎ゼミ（キャリア） キ1年I 髙橋　誠一 F307 対面あり
Q0059 基礎ゼミ（キャリア） P0769 基礎ゼミ（キャリア） キ1年J 安田　節之 S603 対面あり
Q0061 基礎ゼミ（キャリア） P0771 基礎ゼミ（キャリア） キ1年K 李　舜志 S204　0502 対面あり 4/13教室変更
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 重定　如彦 情報実習室B 対面あり
Q0209 情報リテラシーⅠ P0209 情報リテラシーⅠ 国１年 中村　文隆 情報実習室E 対面あり
Q1101 哲学Ⅰ P1061 哲学Ⅰ ○ 文1年W～X／法文営国環キ2～4年 谷口　力 Y805　Y704 対面あり 4/22教室変更
Q1023 外国文学Ａ P1027 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 吉井　涼子 Y605 対面あり
抽選 外国文学Ａ 抽選 文学Ⅰ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 梁　禮先 - オンラインのみ
Q1062 文章論 P1228 文章論Ⅰ 定員制 ○ 文国環1年／法文営国環キ2～4年 西元　康雅 (F501) オンラインのみ
Q1127 倫理学Ⅰ P1107 倫理学Ⅰ ○ 営1年A～H､国1年／法文営国環キ2～4年 田島　樹里奈 G401 対面あり
Q1145 論理学Ⅰ P1085 論理学Ⅰ ○ 法1年A～I／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 F402　Y502 対面あり 4/13教室変更
Q1431 西洋史ＬＡ P1159 西洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 宮﨑　亮 Y501 対面あり 4/12 2021年度休講
Q1319 文学と社会ＬＣ P1241 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 白戸　満喜子 G502 対面あり
Q2325 経済学ＬＡ P2041 経済学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 陳　文挙 S205 対面あり 4/2月3から水3に変更

Q2137 社会学Ⅰ P2147 社会学Ⅰ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 山本　卓 Y606 対面あり
Q2215 社会思想Ⅰ P2205 社会思想Ⅰ ○ 文1年P～R、営1年A～H､国1年／法文営国環キ2～4年 阿部　崇史 Y803 対面あり
Q2191 文化人類学 P2171 文化人類学Ⅰ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 ベル　裕紀 F305 対面あり
Q2193 文化人類学 P2173 文化人類学Ⅰ ○ 法1年I～N／法文営国環キ2～4年 四條　真也 Y406 対面あり
Q2403 社会思想ＬＡ P2215 社会思想Ⅰ ○ 法文営国環キ2～4年 洪　貴義 Y506 対面あり
Q6223 教養ゼミⅠ(憲法学入門A) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 金子　匡良 S203 対面あり
抽選 入門化学Ａ 抽選 物質と環境Ⅰ ○ ○ 法1年I～N､文1年A～I・W～X、国1年／法文営国環キ2～4年 向井　知大 G402 対面あり
Q3185 科学史Ａ P3125 科学史Ⅰ ○ 文営環1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y802 対面あり
Q3091 入門生物学Ａ P3061 生命科学Ⅰ ○ 法1年H～N／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 G503 対面あり
Q3059 入門物理学Ａ P3029 原子から宇宙までⅠ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 井坂　政裕 F407 対面あり
Q6327 物質の科学Ａ P6097 物質科学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中田　和秀 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学(1000) 対面あり
R2441 English PresentationⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 NADER　Jamelea (S602) オンラインのみ
R4029 ドイツ語１Ⅰ E2029 ドイツ語１：表現Ⅰ 営1年Q・R JAMBOR A DAVID F405 対面あり
R4127 ドイツ語１ E2311 ドイツ語１ 国1年非SA 丸山　達也 S202 対面あり
R4281 ドイツ語コミュニケーションⅠ E2211※ ドイツ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 20 ○ ○ 法文営国環キ2年～ JENS OSTWALD S402 対面あり
R5007 フランス語１Ⅰ E3011 フランス語１Ⅰ 文1年A・B 佐藤　正和 (0604) オンラインのみ
R5013 フランス語１Ⅰ E3019 フランス語１Ⅰ 文1年R・T・U～W 江澤　健一郎 Y801 対面あり
R5055 フランス語２Ⅰ E3051 フランス語２Ⅰ 営1年A～E JULIEN AGAESSE  F304 対面あり
R5061 フランス語２Ⅰ E3057 フランス語２Ⅰ 営1年S 柴崎　秀穂 F403 対面あり
R5093 フランス語２ E3303 フランス語２ 国1年SA 鈴木　正道 0309CL 対面あり
Q6601 第三外国語としてのフランス語Ａ P6609 フランス語初級Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 STEVE　CORBEIL (F505) オンラインのみ
R6211 ロシア語４Ⅰ E4201 ロシア語４Ⅰ（重点） ○ 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 木部　敬 S502 対面あり
R7125 中国語２Ⅰ E5083 中国語２Ⅰ 文1年F・G 任　麗潔 Y804 対面あり
R7093 中国語２Ⅰ E5107 中国語２Ⅰ 文1年U・V 余　瀾 F504 対面あり
R7337 中国語３Ⅰ E5199 中国語３Ⅰ 営2年O・Q 王　翠莉 F502 対面あり
R7349 中国語３Ⅰ E5213 中国語３Ⅰ 営2年S 劉　渇氷 F301 対面あり
R7371 中国語４Ⅰ E5301 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 三田村　圭子 Y503 対面あり
R7257 中国語補講１Ⅰ E5329 中国語補講Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 後藤　淳一 S301　Y501 対面あり 4/15教室変更
Q6811 中国語翻訳･通訳Ａ P6683 中国語コミュニケーションⅢ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 薬　進 F401 対面あり

R8003 スペイン語１Ⅰ E6001 スペイン語１Ⅰ 法1年L・M 敦賀　公子
F507　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/13教室変更

R8011 スペイン語１Ⅰ E6009 スペイン語１Ⅰ 文1年B～I 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R8149 スペイン語２ E6213 スペイン語２ 国1年非SA ガルシア　ルイス F404 対面あり
R8225 スペイン語３Ⅰ E6433 スペイン語３Ⅰ 営2年K 日高　憲三 Y401 対面あり
Q6907 スペイン語コミュニケーション中級Ａ P6641 スペイン語コミュニケーションⅢ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 瓜谷　アウロラ (S304) オンラインのみ
R9021 朝鮮語２Ⅰ E7011 朝鮮語２Ⅰ 法1年A～Ⅰ 新谷　あゆり (F306) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
Q6005 第三外国語としての朝鮮語Ａ P6647 朝鮮語初級Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉良　佳奈江 (Y402) オンラインのみ
R3621 日本語の世界ＬＡ P0413 日本語の世界Ⅰ 30 ○ 2～4年　※定員制 尾形　太郎 F408 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 営：戦略JL WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6507 スポーツ科学A P6207 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 前原　千佳 市ヶ谷体育 対面あり
P1305 Humanities Ｂ 定員制 ○ 1～4年 Richard.J.Burrows (S303) オンラインのみ

春学期水3



曜日
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登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
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GO科目 指定学部学年クラス 担当者
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【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 重定　如彦 情報実習室B 対面あり
Q1102 哲学Ⅱ P1062 哲学Ⅱ ○ 文1年W～X／法文営国環キ2～4年 谷口　力 Y702 対面あり
Q1024 外国文学Ｂ P1028 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 吉井　涼子 Y605 対面あり
抽選 外国文学Ｂ 抽選 文学Ⅱ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 梁　禮先 - オンラインのみ
Q1128 倫理学Ⅱ P1108 倫理学Ⅱ ○ 営1年A～H､国1年／法文営国環キ2～4年 田島　樹里奈 G201 対面あり
Q1146 論理学Ⅱ P1086 論理学Ⅱ ○ 法1年A～I／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 F402　Y805 対面あり 4/13教室変更
Q1432 西洋史ＬＢ P1160 西洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 宮﨑　亮 Y501 対面あり 4/12 2021年度休講
Q1320 文学と社会ＬＤ P1242 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 白戸　満喜子 F501　Y705 対面あり 4/16教室変更
Q2138 社会学Ⅱ P2148 社会学Ⅱ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 山本　卓 Y502 対面あり
Q2216 社会思想Ⅱ P2206 社会思想Ⅱ ○ 文1年P～R、営1年A～H､国1年／法文営国環キ2～4年 阿部　崇史 Y803 対面あり
Q2325 経済学ＬＢ P2042 経済学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 陳　文挙 S305 対面あり 4/2月3から水3に変更

Q2404 社会思想ＬＢ P2216 社会思想Ⅱ ○ 法文営国環キ2～4年 洪　貴義 Y506 対面あり
Q2382 文化人類学Ｌ P2172 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 ベル　裕紀 Y505 対面あり
Q2384 文化人類学Ｌ P2174 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 四條　真也 Y406 対面あり
Q6224 教養ゼミⅡ(憲法学入門B) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 金子　匡良 S203 対面あり
抽選 入門化学Ｂ 抽選 物質と環境Ⅱ ○ ○ 法1年I～N､文1年A～I・W～X、国1年／法文営国環キ2～4年 向井　知大 G403 対面あり
Q3186 科学史Ｂ P3126 科学史Ⅱ ○ 文営環1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y404 対面あり
Q3092 入門生物学Ｂ P3062 生命科学Ⅱ ○ 法1年H～N／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 G503 対面あり
Q3060 入門物理学Ｂ P3030 原子から宇宙までⅡ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 井坂　政裕 S404 対面あり
Q6328 物質の科学Ｂ P6097 物質科学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中田　和秀 ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ化学(1000) 対面あり
R2442 English PresentationⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 NADER　Jamelea (S204) オンラインのみ
R4030 ドイツ語１Ⅱ E2030 ドイツ語１：表現Ⅱ 営1年Q・R JAMBOR A DAVID F405 対面あり
R4128 ドイツ語３ E2312 ドイツ語３ 国1年非SA 丸山　達也 S202 対面あり
R4282 ドイツ語コミュニケーションⅡ E2212※ ドイツ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 20 ○ ○ 法文営国環キ2年～ JENS OSTWALD S301 対面あり
R5008 フランス語１Ⅱ E3012 フランス語１Ⅱ 文1年A・B 佐藤　正和 (0604) オンラインのみ
R5014 フランス語１Ⅱ E3020 フランス語１Ⅱ 文1年R・T・U～W 江澤　健一郎 Y801 対面あり
R5056 フランス語２Ⅱ E3052 フランス語２Ⅱ 営1年A～E JULIEN AGAESSE  F304 対面あり
R5062 フランス語２Ⅱ E3058 フランス語２Ⅱ 営1年S 柴崎　秀穂 F403 対面あり
R5094 フランス語４ E3304 フランス語４ 国1年SA 鈴木　正道 0309CL 対面あり
Q6602 第三外国語としてのフランス語Ｂ P6610 フランス語初級Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 STEVE　CORBEIL (F505) オンラインのみ
R6212 ロシア語４Ⅱ E4202 ロシア語４Ⅱ（重点） ○ 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 木部　敬 S502 対面あり
R7126 中国語２Ⅱ E5084 中国語２Ⅱ 文1年F・G 任　麗潔 Y804 対面あり
R7094 中国語２Ⅱ E5108 中国語２Ⅱ 文1年U・V 余　瀾 F504 対面あり
R7338 中国語３Ⅱ E5200 中国語３Ⅱ 営2年O・Q 王　翠莉 F502 対面あり
R7350 中国語３Ⅱ E5214 中国語３Ⅱ 営2年S 劉　渇氷 F301 対面あり
R7372 中国語４Ⅱ E5302 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 三田村　圭子 Y503 対面あり
R7258 中国語補講１Ⅱ E5330 中国語補講Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 後藤　淳一 S407　Y501 対面あり 4/15教室変更
Q6812 中国語翻訳･通訳Ｂ P6684 中国語コミュニケーションⅣ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 薬　進 F401 対面あり

R8004 スペイン語１Ⅱ E6002 スペイン語１Ⅱ 法1年L・M 敦賀　公子
F507　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/13教室変更

R8012 スペイン語１Ⅱ E6010 スペイン語１Ⅱ 文1年B～I 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R8150 スペイン語４ E6214 スペイン語４ 国1年非SA ガルシア　ルイス F404 対面あり
R8226 スペイン語３Ⅱ E6434 スペイン語３Ⅱ 営2年K 日高　憲三 Y401 対面あり
Q6908 スペイン語コミュニケーション中級Ｂ P6642 スペイン語コミュニケーションⅣ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 瓜谷　アウロラ (S306) オンラインのみ
R9022 朝鮮語２Ⅱ E7012 朝鮮語２Ⅱ 法1年A～Ⅰ 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
Q6006 第三外国語としての朝鮮語Ｂ P6648 朝鮮語初級Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉良　佳奈江 (Y402) オンラインのみ
R3622 日本語の世界ＬＢ P0414 日本語の世界Ⅱ 30 ○ 2～4年　※定員制 尾形　太郎 F310 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 営：戦略KM WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6508 スポーツ科学B P6208 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 前原　千佳 市ヶ谷体育 対面あり
P1304 Elementary Humanities B 定員制 ○ 1～4年 Richard.J.Burrows S303 対面あり

秋学期水3



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 重定　如彦 情報実習室B 対面あり
Q0223 情報リテラシーⅡ P0223 情報リテラシーⅡ 国１年 中村　文隆 情報実習室E 対面あり
Q1083 言語学Ａ P1205 言語学Ⅰ 定員制 ○ 法1年Y、文環キ1年／法文営国環キ2～4年 齋藤　雄介 Y705　G403 対面あり 4/16教室変更
Q1109 哲学Ⅰ P1069 哲学Ⅰ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 白根　裕里枝 - オンラインのみ
Q2211 社会思想Ⅰ P2201 社会思想Ⅰ ○ 文1年E～N、T～X／法文営国環キ2～4年 犬塚　元 Y802 対面あり
Q2077 心理学Ⅰ P2067 心理学Ⅰ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2165 政治学Ⅰ P2125 政治学Ⅰ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 崔　先鎬 S406　Y705 対面あり 4/20教室変更
Q2175 政治学Ⅰ P2135 政治学Ⅰ ○ 営1年F～O／法文営国環キ2～4年 高橋　和則 Y504 対面あり
Q2113 地理学Ⅰ P2093 地理学Ⅰ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 前川　明彦 G201 対面あり
Q2199 文化人類学 P2179 文化人類学Ⅰ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 ベル　裕紀 Y803 対面あり
Q2207 文化人類学 P2187 文化人類学Ⅰ ○ キ1年／法文営国環キ2～4年 四條　真也 G602 対面あり
Q2371 政治学ＬＡ P2137 政治学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 木村　正俊 G601 対面あり

Q3241 教養生物学ＬＣ P3069 生命科学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 町田　郁子 G503
対面あり
オンラインのみ 4/23授業形態変更

Q6339 教養ゼミⅠ(持続可能社会のための化学) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中田　和秀 0507 対面あり
Q6311 相対性理論と宇宙Ａ P6075 相対性理論と宇宙 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 石川　壮一 Y406 対面あり
R2731 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）A-Ⅰ E1787 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）A－Ⅰ 25 キ1～4年 戸嶋　まゆみ 0806 対面あり
R2405 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 永井　大輔 F505 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅰ 文（哲日英）2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4061 ドイツ語２Ⅰ E2051 ドイツ語２：読解Ⅰ 文1年A JAMBOR A DAVID F308 対面あり
R4111 ドイツ語(２)Ⅰ E2233 ドイツ語（２）Ⅰ 法1年Y 平松　英人 0308LL 対面あり
R4293 入門ドイツ語(SSI)Ⅰ WEB掲示板 スポーツ・ドイツ語Ⅰ 30 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 梶谷　雄二 Y405 対面あり
R5011 フランス語１Ⅰ E3015 フランス語１Ⅰ 文1年M 柴崎　秀穂 F403 対面あり
R5081 フランス語(１)Ⅰ E3241 フランス語（１）Ⅰ 法1年Y 佐藤　正和 (0601) オンラインのみ
R5101 フランス語１ E3315 フランス語１ 国1年非SA 中村　美緒 S304 オンラインのみ 4/7授業形態変更
R5213 フランス語３Ⅰ E3079 フランス語３Ⅰ 文2年R・T・U～W JULIEN AGAESSE  S407 対面あり
R5257 フランス語７ E3307 フランス語７ 国2年SA 近江屋　志穂 S601　S602 対面あり 4/12教室変更
R5271 フランス語の世界ＬＡ P0403 フランス語の世界Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 STEVE　CORBEIL (1101) オンラインのみ
R6003 ロシア語１Ⅰ E4003 ロシア語１Ⅰ 文1年　 木部　敬 Y403 対面あり
G9005 ロシア語１ F8951 ロシア語１ 国1年非SA 木部　敬 Y403 対面あり
R6205 ロシア語３Ⅰ E4017 ロシア語３Ⅰ 営2年 小西　昌隆 S204 対面あり
R7087 中国語２Ⅰ E5097 中国語２Ⅰ 文1年H・I 任　麗潔 Y804 対面あり
R7107 中国語２Ⅰ E5127 中国語２Ⅰ 営1年M・N 薬　進 F401 対面あり
R7333 中国語３Ⅰ E5195 中国語３Ⅰ 営2年L 三田村　圭子 Y503 対面あり
R7343 中国語３Ⅰ E5207 中国語３Ⅰ 営2年B・C 王　翠莉 F502 対面あり
R7347 中国語３Ⅰ E5211 中国語３Ⅰ 営2年G～K 後藤　淳一 Y402 対面あり
R7377 中国語４Ⅰ E5307 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 余　瀾 Y404 対面あり
R7437 資格中国語初級Ⅰ E5367※ 検定中国語Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 青木　正子 Y401 対面あり
Q6813 中国語翻訳･通訳Ｃ P6685 中国語表現法Ⅲ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 髙田　裕子 (0609LL) オンラインのみ
R8027 スペイン語１Ⅰ E6027 スペイン語１Ⅰ 営1年T・U 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R8153 スペイン語２ E6217 スペイン語２ 国1年非SA ガルシア　ルイス F503 対面あり
R8223 スペイン語３Ⅰ E6077 スペイン語３Ⅰ 営2年F・H～J 日高　憲三 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R9009 朝鮮語１Ⅰ E7007 朝鮮語１Ⅰ 営1年M～U 吉良　佳奈江 (Y602) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9027 朝鮮語２Ⅰ E7015 朝鮮語２Ⅰ 営1年F～L 新谷　あゆり (1204) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9053 朝鮮語２ E7103 朝鮮語２ 国1年SA 梁　禮先 G403　S406 対面あり 4/16教室変更
R9033 朝鮮語２Ⅰ E7117 朝鮮語２Ⅰ 文1年L～N 内山　政春 F310 対面あり 3/29指定クラス発表
R3511 日本語２Ⅰ E8007 日本語２－Ⅰ 文1年 中沢　佐企子 0602 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 重定　如彦 情報実習室B 対面あり
Q1084 言語学Ｂ P1206 言語学Ⅱ 定員制 ○ 法1年Y、文環キ1年／法文営国環キ2～4年 齋藤　雄介 Y705 対面あり
Q1110 哲学Ⅱ P1070 哲学Ⅱ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 白根　裕里枝 - オンラインのみ
Q2212 社会思想Ⅱ P2202 社会思想Ⅱ ○ 文1年E～N、T～X／法文営国環キ2～4年 犬塚　元 Y802 対面あり
Q2078 心理学Ⅱ P2068 心理学Ⅱ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2166 政治学Ⅱ P2126 政治学Ⅱ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 崔　先鎬 S406 対面あり
Q2176 政治学Ⅱ P2136 政治学Ⅱ ○ 営1年F～O／法文営国環キ2～4年 高橋　和則 Y603 対面あり
Q2114 地理学Ⅱ P2094 地理学Ⅱ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 前川　明彦 Y501 対面あり
Q2372 政治学ＬＢ P2138 政治学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 木村　正俊 Y504 対面あり
Q2390 文化人類学Ｌ P2180 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 ベル　裕紀 Y803 対面あり
Q2398 文化人類学Ｌ P2188 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 四條　真也 G602 対面あり
抽選 教養化学ＬＥ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 向井　知大 G201 対面あり
Q3242 教養生物学ＬＤ P3070 生命科学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 町田　郁子 G403 対面あり
Q6340 教養ゼミⅡ(持続可能社会のための化学) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中田　和秀 0507 対面あり
Q6312 相対性理論と宇宙Ｂ P6075 相対性理論と宇宙 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 石川　壮一 Y406 対面あり
R2732 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）A-Ⅱ E1788 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）A－Ⅱ 25 キ1～4年 戸嶋　まゆみ F311 対面あり
R2406 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 永井　大輔 F505 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅱ 文（哲日英）2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4062 ドイツ語２Ⅱ E2052 ドイツ語２：読解Ⅱ 文1年A JAMBOR A DAVID F308 対面あり
R4112 ドイツ語(２)Ⅱ E2234 ドイツ語（２）Ⅱ 法1年Y 平松　英人 0308LL 対面あり
R4294 入門ドイツ語(SSI)Ⅱ WEB掲示板 スポーツ・ドイツ語Ⅱ 30 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 梶谷　雄二 Y405 対面あり
R5012 フランス語１Ⅱ E3016 フランス語１Ⅱ 文1年M 柴崎　秀穂 F403 対面あり
R5082 フランス語(１)Ⅱ E3242 フランス語（１）Ⅱ 法1年Y 佐藤　正和 (0601) オンラインのみ
R5102 フランス語３ E3316 フランス語３ 国1年非SA 中村　美緒 F404 対面あり
R5214 フランス語３Ⅱ E3080 フランス語３Ⅱ 文2年R・T・U～W JULIEN AGAESSE  Y404 対面あり
R5272 フランス語の世界ＬＢ P0404 フランス語の世界Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 STEVE　CORBEIL (1101) オンラインのみ
R6004 ロシア語１Ⅱ E4004 ロシア語１Ⅱ 文1年　 木部　敬 Y703 対面あり
G9006 ロシア語３ F8952 ロシア語３ 国1年非SA 木部　敬 Y703 対面あり
R6206 ロシア語３Ⅱ E4018 ロシア語３Ⅱ 営2年 小西　昌隆 S204 対面あり
R7088 中国語２Ⅱ E5098 中国語２Ⅱ 文1年H・I 任　麗潔 Y804 対面あり
R7108 中国語２Ⅱ E5128 中国語２Ⅱ 営1年M・N 薬　進 F401 対面あり
R7334 中国語３Ⅱ E5196 中国語３Ⅱ 営2年L 三田村　圭子 Y502 対面あり
R7344 中国語３Ⅱ E5208 中国語３Ⅱ 営2年B・C 王　翠莉 F502 対面あり
R7348 中国語３Ⅱ E5212 中国語３Ⅱ 営2年G～K 後藤　淳一 Y402 対面あり
R7378 中国語４Ⅱ E5308 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 余　瀾 S407 対面あり
R7438 資格中国語初級Ⅱ E5368※ 検定中国語Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 青木　正子 Y401 対面あり
Q6814 中国語翻訳･通訳Ｄ P6686 中国語表現法Ⅳ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 髙田　裕子 (0609LL) オンラインのみ
R8028 スペイン語１Ⅱ E6028 スペイン語１Ⅱ 営1年T・U 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R8154 スペイン語４ E6218 スペイン語４ 国1年非SA ガルシア　ルイス F503 対面あり
R8224 スペイン語３Ⅱ E6078 スペイン語３Ⅱ 営2年F・H～J 日高　憲三 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R9010 朝鮮語１Ⅱ E7008 朝鮮語１Ⅱ 営1年M～U 吉良　佳奈江 (Y602) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9028 朝鮮語２Ⅱ E7016 朝鮮語２Ⅱ 営1年F～L 新谷　あゆり (1204) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9054 朝鮮語４ E7104 朝鮮語４ 国1年SA 梁　禮先 F504 対面あり
R9034 朝鮮語２Ⅱ E7118 朝鮮語２Ⅱ 文1年L～N 内山　政春 G402 対面あり 3/29指定クラス発表
R3512 日本語２Ⅱ E8008 日本語２－Ⅱ 文1年 中沢　佐企子 0602 対面あり
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曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q1061 文章論 P1227 文章論Ⅰ 定員制 ○ 法キ1年／法文営国環キ2～4年 萩野　了子 (Y504) オンラインのみ
Q1383 哲学ＬⅠ P1073 哲学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 白根　裕里枝 (G601) オンラインのみ
Q2163 政治学Ⅰ P2123 政治学Ⅰ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 崔　先鎬 S305　Y606 対面あり 4/16教室変更
Q2167 政治学Ⅰ P2127 政治学Ⅰ ○ 法1年H～N､環キ1年／法文営国環キ2～4年 高橋　和則 Y802 対面あり
Q3085 入門生物学Ａ P3055 生命科学Ⅰ ○ 文1年､環1年／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 G403 対面あり

Q3243 教養生物学ＬＣ P3071 生命科学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 町田　郁子 G201
対面あり
オンラインのみ 4/23授業形態変更

Q3221 教養物理学ＬＡ P3039 原子から宇宙までⅠ ○ 法文営国環キ2～4年 石川　壮一 G503 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅰ 文（史地心）2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4211 ドイツ語３Ⅰ E2091 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 文2年A 梶谷　雄二 Y404 対面あり
R4229 ドイツ語３Ⅰ E2111 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 営2年Q・R 長倉　誠一 F506 対面あり 3/31教室変更
R4271 ドイツ語３-Ⅰ E2517 ドイツ語３-Ⅰ 環2年A～F 平松　英人 F309 対面あり
R5221 フランス語３Ⅰ E3087 フランス語３Ⅰ 営2年S 佐藤　正和 (0506) オンラインのみ
R5223 フランス語３Ⅰ（インテンシブ） E3205 フランス語３Ⅰ（重点） 法文営2年 近江屋　志穂 S602 対面あり
R5247 フランス語４Ⅰ E3213 フランス語４Ⅰ （重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 中村　美緒 F404 オンラインのみ 4/7授業形態変更
R5263 フランス語３-Ⅰ E3519 フランス語３-Ⅰ 環2年A～F 柴崎　秀穂 F403 対面あり
F3303 フランス語３-Ⅰ（インテンシブ） F3301 フランス語３-Ⅰ（重点） 環2年 近江屋　志穂 S602 対面あり
F3313 フランス語（３）Ⅰ（インテンシブ） 国政2年 近江屋　志穂 S602 対面あり
R6005 ロシア語１Ⅰ E4005 ロシア語１Ⅰ 営1年 小西　昌隆 S503 対面あり
R6231 ロシア語３-Ⅰ E4329 ロシア語３－Ⅰ 環2年 木部　敬 S404 対面あり 4/2担当者変更
R7047 中国語１Ⅰ E5021 中国語１Ⅰ 法1年F 青木　正子 Y401 対面あり
R7403 中国語３-Ⅰ E5535 中国語３－Ⅰ 環2年J～L 王　翠莉 S407 対面あり
R7405 中国語３-Ⅰ E5537 中国語３－Ⅰ 環2年A～C 三田村　圭子 Y703 対面あり
R7407 中国語３-Ⅰ E5539 中国語３－Ⅰ 環2年D～F 薬　進 F401 対面あり
R8231 スペイン語３Ⅰ E6079 スペイン語３Ⅰ 営2年T・U OSNO I DE SASAKUBO H Y402 対面あり
R8291 スペイン語３-Ⅰ E6317 スペイン語３-Ⅰ 環2年G～L 日高　憲三 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R8293 スペイン語３-Ⅰ E6319 スペイン語３-Ⅰ 環2年A～F 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R9035 朝鮮語２Ⅰ E7121 朝鮮語２Ⅰ 営1年A～E 吉良　佳奈江 Y405 対面あり 3/29指定クラス発表
R9205 朝鮮語３ＡⅠ E7025 朝鮮語３Ⅰ(重点) 法文営2年 内山　政春 Y704 対面あり
R9271 朝鮮語３-Ⅰ E7209 朝鮮語３-Ⅰ 環2年 新谷　あゆり (1204) オンラインのみ
R3611 日本語４Ⅰ E8019 日本語４－Ⅰ 法2年 中沢　佐企子 0601 対面あり
P0633 Career Development Skills 定員制 ○ 1～4年 中川　有紀子 Y602 対面あり
E3603 Intercultural Communication F 定員制 ○ 1～4年 STEVE　CORBEIL (S403) オンラインのみ
Q1384 哲学ＬⅡ P1074 哲学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 白根　裕里枝 (S407) オンラインのみ
Q2164 政治学Ⅱ P2124 政治学Ⅱ ○ 文1年P～X／法文営国環キ2～4年 崔　先鎬 S305 対面あり
Q2168 政治学Ⅱ P2128 政治学Ⅱ ○ 法1年H～N､環キ1年／法文営国環キ2～4年 高橋　和則 Y802 対面あり
Q3086 入門生物学Ｂ P3056 生命科学Ⅱ ○ 文1年､環1年／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 S205 対面あり
Q3244 教養生物学ＬＤ P3072 生命科学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 町田　郁子 S405 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅱ 文（史地心）2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4212 ドイツ語３Ⅱ E2092 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 文2年A 梶谷　雄二 Y404 対面あり
R4230 ドイツ語３Ⅱ E2112 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 営2年Q・R 長倉　誠一 F502 対面あり 3/31教室変更
R4272 ドイツ語３-Ⅱ E2518 ドイツ語３-Ⅱ 環2年A～F 平松　英人 F309 対面あり
R5222 フランス語３Ⅱ E3088 フランス語３Ⅱ 営2年S 佐藤　正和 (0506) オンラインのみ
R5224 フランス語３Ⅱ（インテンシブ） E3206 フランス語３Ⅱ（重点） 法文営2年 近江屋　志穂 S602 対面あり
R5248 フランス語４Ⅱ E3214 フランス語４Ⅱ（重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 中村　美緒 F404 対面あり
R5264 フランス語３-Ⅱ E3520 フランス語３-Ⅱ 環2年A～F 柴崎　秀穂 F403 対面あり
F3304 フランス語３-Ⅱ（インテンシブ） F3302 フランス語３-Ⅱ（重点） 環2年 近江屋　志穂 S602 対面あり
F3314 フランス語（３）Ⅱ（インテンシブ） 国政2年 近江屋　志穂 S602 対面あり
R6006 ロシア語１Ⅱ E4006 ロシア語１Ⅱ 営1年 小西　昌隆 S302 対面あり
R6232 ロシア語３-Ⅱ E4330 ロシア語３－Ⅱ 環2年 木部　敬 S505 対面あり 4/2担当者変更
R7048 中国語１Ⅱ E5022 中国語１Ⅱ 法1年F 青木　正子 Y401 対面あり
R7404 中国語３-Ⅱ E5536 中国語３－Ⅱ 環2年J～L 王　翠莉 Y602　⇒　F504 対面あり 4/2教室再変更
R7406 中国語３-Ⅱ E5538 中国語３－Ⅱ 環2年A～C 三田村　圭子 Y703 対面あり
R7408 中国語３-Ⅱ E5540 中国語３－Ⅱ 環2年D～F 薬　進 F401 対面あり
R8232 スペイン語３Ⅱ E6080 スペイン語３Ⅱ 営2年T・U OSNO I DE SASAKUBO H Y606 対面あり
R8292 スペイン語３-Ⅱ E6318 スペイン語３-Ⅱ 環2年G～L 日高　憲三 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R8294 スペイン語３-Ⅱ E6320 スペイン語３-Ⅱ 環2年A～F 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R9036 朝鮮語２Ⅱ E7122 朝鮮語２Ⅱ 営1年A～E 吉良　佳奈江 G201 対面あり 3/29指定クラス発表
R9206 朝鮮語３ＡⅡ E7026 朝鮮語３Ⅱ(重点) 法文営2年 内山　政春 Y704 対面あり
R9272 朝鮮語３-Ⅱ E7210 朝鮮語３-Ⅱ 環2年 新谷　あゆり (1204) オンラインのみ
R3612 日本語４Ⅱ E8020 日本語４－Ⅱ 法2年 中沢　佐企子 0601 対面あり

春学期 E3251 フランス語補講２Ⅰ E3251 フランス語補講２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 中村　美緒 F404 オンラインのみ 4/7授業形態変更
秋学期 E3252 フランス語補講２Ⅱ E3252 フランス語補講２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 中村　美緒 F404 対面あり
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他学部
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成績優秀者
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GO科目 指定学部学年クラス 担当者
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【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0433 キャリアデザイン入門 Q0433 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 大八木　智一 G401 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 松田　裕幸 情報実習室B 対面あり
Q1435 西洋史ＬＡ P1163 西洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 Y802 対面あり
Q2115 地理学Ⅰ P2095 地理学Ⅰ ○ 文1年A～N､キ1年／法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 G601 対面あり
Q2063 マクロ経済学Ⅰ P2053 マクロ経済学Ⅰ ○ 営1年K～U／営2～4年 平田　英明 S306 対面あり
Q3039 基礎数学Ⅰ P3459 基礎数学Ⅰ ○ 営1年O･Q・T・U／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 Y702　Y406 対面あり 4/15教室変更
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 文1年Ｅ～N／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２-Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅰ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語１ WEB掲示板 英語１ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4153 ドイツ語２-Ⅰ E2511 ドイツ語２－Ⅰ 環1年A～F 伊東　直美 0308LL 対面あり
R4261 ドイツ語７ E2307 ドイツ語７ 国2年SA 林　志津江 F404 対面あり
R5123 フランス語２-Ⅰ E3511 フランス語２－Ⅰ 環1年A～F ニコラ　ガイヤール F504 対面あり

E3253 フランス語補講３Ⅰ E3253 フランス語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年 石川　典子 F403　Y704 対面あり
3/31担当者変更
4/14教室変更

R7041 中国語１Ⅰ E5061 中国語１Ⅰ 営1年R 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7051 中国語１Ⅰ E5067 中国語１Ⅰ 営1年U 渋井　君也 0508LL 対面あり
R7085 中国語２Ⅰ E5095 中国語２Ⅰ 文1年B・E 王　安 Y604 対面あり
R7215 中国語２-Ⅰ E5521 中国語２－Ⅰ 環1年A～C 賀　蘭 F301 対面あり
R7217 中国語２-Ⅰ E5523 中国語２－Ⅰ 環1年D～F 日原　傳 Y502 対面あり
R7305 中国語３Ⅰ E5145 中国語３Ⅰ 法2年I・J 劉　渇氷 F311 対面あり
R8183 スペイン語２-Ⅰ E6311 スペイン語２－Ⅰ 環1年A～F 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8213 スペイン語３Ⅰ E6069 スペイン語３Ⅰ 文2年M・N 杉下　由紀子 F406 対面あり
R8215 スペイン語３Ⅰ E6071 スペイン語３Ⅰ 文2年R～T 塩﨑　公靖 (F503) オンラインのみ
R9243 朝鮮語４ＡⅠ E7047 朝鮮語４Ⅰ（重点） 法文営2年 梁　禮先 F302 対面あり
C0025 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（朝鮮語） 24 国3年 内山　政春 Y601 対面あり
R3605 日本語３Ⅰ E8017 日本語３－Ⅰ 文2年 尾形　太郎 F501 対面あり
F8071 日本語３-Ⅰ F8081 日本語３－Ⅰ 環2年 尾形　太郎 F501 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法：法律BCDH WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6511 スポーツ科学A P6211 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 対面あり
Q0453 キャリアデザイン応用 Q0453 キャリアデザイン応用 ○ 法文営国環キＧ1年～ 大八木　智一 G401 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 松田　裕幸 情報実習室B 対面あり
Q1436 西洋史ＬＢ P1164 西洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 Y802 対面あり
Q2116 地理学Ⅱ P2096 地理学Ⅱ ○ 文1年A～N､キ1年／法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 G601 対面あり
Q2064 マクロ経済学Ⅱ P2054 マクロ経済学Ⅱ ○ 営1年K～U／営2～4年 平田　英明 S306 対面あり
Q3040 基礎数学Ⅱ P3460 基礎数学Ⅱ ○ 営1年O･Q・T・U／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 Y702　Y406 対面あり 4/15教室変更
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 文1年Ｅ～N／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２-Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語３ WEB掲示板 英語３ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4154 ドイツ語２-Ⅱ E2512 ドイツ語２－Ⅱ 環1年A～F 伊東　直美 0308LL 対面あり
R5124 フランス語２-Ⅱ E3512 フランス語２－Ⅱ 環1年A～F ニコラ　ガイヤール S205 対面あり
E3254 フランス語補講３Ⅱ E3254 フランス語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年 石川　典子 F403 対面あり 3/31担当者変更
R7042 中国語１Ⅱ E5062 中国語１Ⅱ 営1年R 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7052 中国語１Ⅱ E5068 中国語１Ⅱ 営1年U 渋井　君也 0508LL 対面あり
R7086 中国語２Ⅱ E5096 中国語２Ⅱ 文1年B・E 王　安 Y405 対面あり
R7216 中国語２-Ⅱ E5522 中国語２－Ⅱ 環1年A～C 賀　蘭 F301 対面あり
R7218 中国語２-Ⅱ E5524 中国語２－Ⅱ 環1年D～F 日原　傳 Y502 対面あり
R7306 中国語３Ⅱ E5146 中国語３Ⅱ 法2年I・J 劉　渇氷 F311 対面あり
R8184 スペイン語２-Ⅱ E6312 スペイン語２－Ⅱ 環1年A～F 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8214 スペイン語３Ⅱ E6070 スペイン語３Ⅱ 文2年M・N 杉下　由紀子 F406 対面あり
R8216 スペイン語３Ⅱ E6072 スペイン語３Ⅱ 文2年R～T 塩﨑　公靖 (F503) オンラインのみ
R9244 朝鮮語４ＡⅡ E7048 朝鮮語４Ⅱ（重点） 法文営2年 梁　禮先 F302 対面あり
R3606 日本語３Ⅱ E8018 日本語３－Ⅱ 文2年 尾形　太郎 Y401 対面あり
F8072 日本語３-Ⅱ F8082 日本語３－Ⅱ 環2年 尾形　太郎 Y401 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法：法律AEFG WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6512 スポーツ科学B P6212 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 対面あり
E1808 Intercultural Communication Ｃ 定員制 ○ 1～4年 石原　紀子 F408 対面あり
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Q0013 基礎ゼミⅠ（文・史） P0015 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 大塚　紀弘 1004 F401 対面あり 3/29教室変更
Q0015 基礎ゼミⅠ（文・史） P0017 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 宇都宮　美生 0803　F502 対面あり 3/29教室変更
Q0017 基礎ゼミⅠ（文・史） P0019 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 後藤　篤子 0702　F310 対面あり 3/29教室変更
Q0019 基礎ゼミⅠ（文・史） P0021 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 松本　剣志郎 F505　Y402 対面あり 3/29教室変更
Q0434 キャリアデザイン入門 Q0434 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 大八木　智一 - オンラインのみ
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 松田　裕幸 情報実習室B 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1437 西洋史ＬＡ P1165 西洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 S405 対面あり
Q1423 東洋史ＬⅠ P1143 東洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 長谷部　圭彦 Y804　G402 対面あり 4/13教室変更
Q6113 芸術と人間Ａ P6013 芸術と人間 50 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岡村　民夫 Y705 対面あり
Q2173 政治学Ⅰ P2133 政治学Ⅰ ○ 営1年A～E／法文営国環キ2～4年 岡﨑　加奈子 Y702 対面あり
Q2061 マクロ経済学Ⅰ P2051 マクロ経済学Ⅰ ○ 営1年A～J／営2～4年 平田　英明 S307 対面あり
Q3187 科学史Ａ P3127 科学史Ⅰ ○ 営キ1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y403 対面あり
Q3033 基礎数学Ⅰ P3453 基礎数学Ⅰ ○ 営1年D･E／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 S505 対面あり
Q3035 基礎数学Ⅰ P3455 基礎数学Ⅰ ○ 営1年F／法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 S305　G401 対面あり 4/15教室変更
Q3061 入門物理学Ａ P3031 原子から宇宙までⅠ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y504 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年C～H／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6305 計算と言語のしくみ P6069 コンピュータの裏側 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 情報実習室C 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２-Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅰ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語１ WEB掲示板 英語１ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2741 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B-Ⅰ E1789 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B－Ⅰ 25 キ1～4年 Kregg　Johnston 0606　0603 対面あり 4/16教室変更
WEB掲示板 英語８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4151 ドイツ語２-Ⅰ E2509 ドイツ語２－Ⅰ 環1年G～L 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
E2227 ドイツ語補講１Ⅰ E2227 ドイツ語補講１Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 伊東　直美 0308LL 対面あり

R5041 フランス語２Ⅰ E3031 フランス語２Ⅰ 法1年D 石川　典子 F403　Y704 対面あり
3/31担当者変更
4/13教室変更

R5121 フランス語２-Ⅰ E3509 フランス語２－Ⅰ 環1年G～L ニコラ　ガイヤール Y505 対面あり
R5201 フランス語３Ⅰ E3061 フランス語３Ⅰ 法2年D 近江屋　志穂 F305 対面あり
R5261 フランス語３-Ⅰ E3517 フランス語３-Ⅰ 環2年G～L 竹本　研史 0509CL 対面あり
R6041 ロシア語１-Ⅰ E4501 ロシア語１－Ⅰ 環1年 佐藤　裕子 0901 対面あり
R6203 ロシア語３Ⅰ E4015 ロシア語３Ⅰ 法2年 上野　理恵 F408 対面あり
F4005 ロシア語（３）Ⅰ G9009 ロシア語（３）Ⅰ 国政2年 上野　理恵 F408 対面あり
R7005 中国語１Ⅰ E5005 中国語１Ⅰ 法1年I・J 池田　麻希子 (Y402)　（0803） オンラインのみ 3/29教室変更
R7033 中国語１Ⅰ E5049 中国語１Ⅰ 営1年F 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7027 中国語１Ⅰ E5069 中国語１Ⅰ 営1年B・C 渡部　れい子 F404 対面あり
R7079 中国語２Ⅰ E5079 中国語２Ⅰ 法1年L 斉　霞 Y601 対面あり
R7211 中国語２-Ⅰ E5517 中国語２－Ⅰ 環1年G～I 賀　蘭 F301 対面あり
R7213 中国語２-Ⅰ E5519 中国語２－Ⅰ 環1年J～L 日原　傳 Y502 対面あり
R7383 中国語４Ⅰ E5313 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 渋井　君也 Y401 対面あり
R7433 中国語視聴覚初級Ⅰ E5365※ 中国語視聴覚Ⅰ 35 ○ 法文営国環キ2～4年 劉　渇氷 F311 対面あり
R7447 中国の文化と社会ＬＡ P6665 中国の文化と社会Ⅰ 60 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山本　律 Y603 対面あり
R8079 スペイン語２Ⅰ E6055 スペイン語２Ⅰ 営1年D～F VILA V RAQUEL 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R8181 スペイン語２-Ⅰ E6309 スペイン語２－Ⅰ 環1年G～L 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8207 スペイン語３Ⅰ E6063 スペイン語３Ⅰ 法2年N～V 塩﨑　公靖 (0507) オンラインのみ
R8203 スペイン語３Ⅰ E6083 スペイン語３Ⅰ 法2年K・L 杉下　由紀子 F407 対面あり
R9071 朝鮮語２-Ⅰ E7205 朝鮮語２－Ⅰ 環1年 新谷　あゆり (F503) オンラインのみ
R9221 朝鮮語３ＢⅠ E7027 朝鮮語３Ⅰ 法2年A～I 梁　禮先 F302 対面あり
R9261 朝鮮語７ E7107 朝鮮語７ 国2年SA 内山　政春 S501 対面あり
R3601 日本語３Ⅰ E8013 日本語３－Ⅰ 法2年 尾形　太郎 0701 対面あり
R3615 日本語４Ⅰ E8023 日本語４－Ⅰ 営2年 江村　裕文 Y501 対面あり
F8077 日本語４-Ⅰ E8023 日本語４－Ⅰ 国2年 江村　裕文 Y501 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法：国際Y WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6505 スポーツ科学A P6205 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 対面あり

春学期木2



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 松田　裕幸 情報実習室B 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1438 西洋史ＬＢ P1166 西洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 S405 対面あり
Q1424 東洋史ＬⅡ P1144 東洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 長谷部　圭彦 Y804 対面あり
Q6114 芸術と人間Ｂ P6013 芸術と人間 50 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岡村　民夫 Y805 対面あり
Q2174 政治学Ⅱ P2134 政治学Ⅱ ○ 営1年A～E／法文営国環キ2～4年 岡﨑　加奈子 G501 対面あり
Q2062 マクロ経済学Ⅱ P2052 マクロ経済学Ⅱ ○ 営1年A～J／営2～4年 平田　英明 S407 対面あり
Q6212 文化人類学方法論Ｂ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 石森　大知 1101S307　Ｙ402 対面あり 4/20・22教室変更
Q3188 科学史Ｂ P3128 科学史Ⅱ ○ 営キ1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y403 対面あり
Q3034 基礎数学Ⅱ P3454 基礎数学Ⅱ ○ 営1年D･E／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 Y604 対面あり
Q3036 基礎数学Ⅱ P3456 基礎数学Ⅱ ○ 営1年F／法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 S305 対面あり
Q3062 入門物理学Ｂ P3032 原子から宇宙までⅡ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y504 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 法1年C～H／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6306 コンピュータと数理の活用 P6069 コンピュータの裏側 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 情報実習室C 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 営1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２-Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 環1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 英語３ WEB掲示板 英語３ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2742 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B-Ⅱ E1790 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B－Ⅱ 25 キ1～4年 Kregg　Johnston 0606　0603 対面あり 4/16教室変更
R4152 ドイツ語２-Ⅱ E2510 ドイツ語２－Ⅱ 環1年G～L 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
E2228 ドイツ語補講１Ⅱ E2228 ドイツ語補講１Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 伊東　直美 0308LL 対面あり
R5042 フランス語２Ⅱ E3032 フランス語２Ⅱ 法1年D 石川　典子 F403 対面あり 3/31担当者変更
R5122 フランス語２-Ⅱ E3510 フランス語２－Ⅱ 環1年G～L ニコラ　ガイヤール Y505 対面あり
R5202 フランス語３Ⅱ E3062 フランス語３Ⅱ 法2年D 近江屋　志穂 F305 対面あり
R5262 フランス語３-Ⅱ E3518 フランス語３-Ⅱ 環2年G～L 竹本　研史 0509CL 対面あり
R6042 ロシア語１-Ⅱ E4502 ロシア語１－Ⅱ 環1年 佐藤　裕子 S307　0903 対面あり 4/20教室変更
R6204 ロシア語３Ⅱ E4016 ロシア語３Ⅱ 法2年 上野　理恵 F408 対面あり
F4006 ロシア語（３）Ⅱ G9010 ロシア語（３）Ⅱ 国政2年 上野　理恵 F408 対面あり
R7006 中国語１Ⅱ E5006 中国語１Ⅱ 法1年I・J 池田　麻希子 (Y402)　（Ｓ307） オンラインのみ 4/22教室変更
R7034 中国語１Ⅱ E5050 中国語１Ⅱ 営1年F 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7028 中国語１Ⅱ E5070 中国語１Ⅱ 営1年B・C 渡部　れい子 F404 対面あり
R7080 中国語２Ⅱ E5080 中国語２Ⅱ 法1年L 斉　霞 Y601 対面あり
R7212 中国語２-Ⅱ E5518 中国語２－Ⅱ 環1年G～I 賀　蘭 F301 対面あり
R7214 中国語２-Ⅱ E5520 中国語２－Ⅱ 環1年J～L 日原　傳 Y502 対面あり
R7384 中国語４Ⅱ E5314 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 渋井　君也 Y401 対面あり
R7434 中国語視聴覚初級Ⅱ E5366※ 中国語視聴覚Ⅱ 35 ○ 法文営国環キ2～4年 劉　渇氷 F311 対面あり
R7448 中国の文化と社会ＬＢ P6666 中国の文化と社会Ⅱ 60 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山本　律 Y603 対面あり
R8080 スペイン語２Ⅱ E6056 スペイン語２Ⅱ 営1年D～F VILA V RAQUEL 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R8182 スペイン語２-Ⅱ E6310 スペイン語２－Ⅱ 環1年G～L 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8208 スペイン語３Ⅱ E6064 スペイン語３Ⅱ 法2年N～V 塩﨑　公靖 (F503) オンラインのみ
R8204 スペイン語３Ⅱ E6084 スペイン語３Ⅱ 法2年K・L 杉下　由紀子 F407 対面あり
R9072 朝鮮語２-Ⅱ E7206 朝鮮語２－Ⅱ 環1年 新谷　あゆり (Y406) オンラインのみ
R9222 朝鮮語３ＢⅡ E7028 朝鮮語３Ⅱ 法2年A～I 梁　禮先 F302 対面あり
R3602 日本語３Ⅱ E8014 日本語３－Ⅱ 法2年 尾形　太郎 S504 対面あり
R3616 日本語４Ⅱ E8024 日本語４－Ⅱ 営2年 江村　裕文 Y501 対面あり
F8078 日本語４-Ⅱ E8024 日本語４－Ⅱ 国2年 江村　裕文 Y501 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法：政治STUVW WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6506 スポーツ科学B P6206 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 対面あり
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Q0021 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0023 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 羽佐田　紘大 G601 対面あり
Q0023 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0025 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 伊藤　達也 S407 対面あり
Q0025 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0027 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 米家　志乃布 地理学実験室(1)(1300) 対面あり
Q0027 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0029 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 山口　隆子 地理学実験室(2)(1200) 対面あり
Q0043 基礎ゼミ（キャリア） P0753 基礎ゼミ（キャリア） キ1年B 李　舜志 S204　0502 対面あり 4/13教室変更
Q0047 基礎ゼミ（キャリア） P0757 基礎ゼミ（キャリア） キ1年D 菅谷　麻衣 S307 対面あり
Q0049 基礎ゼミ（キャリア） P0759 基礎ゼミ（キャリア） キ1年E 鄭　康烈 0803 対面あり
Q0051 基礎ゼミ（キャリア） P0761 基礎ゼミ（キャリア） キ1年F 橋本　広大 1005 対面あり
Q0053 基礎ゼミ（キャリア） P0763 基礎ゼミ（キャリア） キ1年G 田口　賢太郎 0702 対面あり
Q0055 基礎ゼミ（キャリア） P0765 基礎ゼミ（キャリア） キ1年H 大倉　韻 0603 対面あり

Q0063 基礎ゼミ（キャリア） P0773 基礎ゼミ（キャリア） キ1年L 福井　令恵 0608 対面あり

Q0065 基礎ゼミ（キャリア） P0775 基礎ゼミ（キャリア） キ1年M 齋藤　嘉孝 0902 対面あり
Q0067 基礎ゼミ（キャリア） P0777 基礎ゼミ（キャリア） キ1年N 酒井　理 S303 対面あり
Q0069 基礎ゼミ（キャリア） P0779 基礎ゼミ（キャリア） キ1年O 佐藤　恵 0705 対面あり

Q0071 基礎ゼミ（キャリア） P0781 基礎ゼミ（キャリア） キ1年P 大西　未希
富士見坂校舎1F遠隔講
義室→0801 対面あり 4/5教室変更

Q0303 情報処理演習 P0303 情報処理演習 ○ キ1～4年 寺澤　信雄 情報実習室E　D 対面あり 4/15教室修正
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1105 哲学Ⅰ P1065 哲学Ⅰ ○ 文1年L～R､国1年／法文営国環キ2～4年 近堂　秀 Y603 対面あり
Q1201 日本史Ⅰ P1171 日本史Ⅰ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 G401 対面あり
Q1155 論理学Ⅰ P1095 論理学Ⅰ ○ 国1年・法1年Y／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y704 対面あり
Q2045 経済学Ⅰ P2035 経済学Ⅰ ○ 法1年S～Y／法文国環キ2～4年 梅溪　健児 S505 対面あり
Q2209 文化人類学 P2189 文化人類学Ⅰ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 石森　大知 - オンラインのみ
Q6215 人間行動学Ａ P6057 人間行動学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 海部　紀行 F304 対面あり
Q3181 科学史Ａ P3121 科学史Ⅰ ○ 法国1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y804 対面あり
Q3005 教養数学Ａ P3405 教養数学Ａ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 G502 対面あり
Q3093 入門生物学Ａ P3063 生命科学Ⅰ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 Y803　S305 対面あり 4/12教室変更
Q3051 入門物理学Ａ P3021 原子から宇宙までⅠ ○ 法1年A～G､国1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y402 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年A～B、文1年L～N、環1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
抽選 教養化学ＬＣ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 中田　和秀 G402 対面あり
R2303 英語オーラル・コミュニケーションⅠ E0543 英語オーラル・コミュニケーションⅠ 24 ○ 法文営国1～4年 栩木　玲子 Y605 対面あり
R2393 English Academic WritingⅠ E0613 英語アカデミック・ライティングⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS Y604 対面あり
R2487 英語検定試験対策Ⅰ E0697 英語検定試験対策Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 高橋　佳江 F502 対面あり
R2641 Business CommunicationⅠ E1715 Business  Communication Ⅰ 20 ○ 環2～4年 今井　澄子 S201 対面あり
WEB掲示板 英語８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2403 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 岩坪　友子 F406 対面あり

R0805 入門英語(SSI)Ⅰ E0505 入門英語Ⅰ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 須藤　祐二
F403　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/12教室変更

R4055 ドイツ語２Ⅰ E2045 ドイツ語２：読解Ⅰ 法1年C・D 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
R4067 ドイツ語２Ⅰ E2059 ドイツ語２：読解Ⅰ 文1年L・P 浦田　智 F504 対面あり
R4287 時事ドイツ語Ⅰ E2217※ 時事ドイツ語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ 日中　鎮朗 S304 対面あり

R5009 フランス語１Ⅰ E3013 フランス語１Ⅰ 文1年E・F 寺家村　博 Y703
オンラインのみ
対面あり

4/2授業形態変更

R5091 フランス語１ E3301 フランス語１ 国1年SA 岡村　民夫 Y401 対面あり
R5273 フランス語コミュニケーション(初級)Ⅰ E3221※ フランス語コミュニケーションⅠ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 ニコラ　ガイヤール F305 対面あり
Q6609 フランス語コミュニケーション(中･上級)Ａ P6613 フランス語コミュニケーションⅢ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 PHILIPPE JORDY 0508LL 対面あり
R6035 ロシア語５ E4305 ロシア語５ 国1年SA 上野　理恵 F408 対面あり
E4223 ロシア語補講２Ⅰ E4223 ロシア語補講２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 S203 対面あり
R7001 中国語１Ⅰ E5001 中国語１Ⅰ 法1年G 渡部　れい子 F404 対面あり
R7013 中国語１Ⅰ E5019 中国語１Ⅰ 法1年V 池田　麻希子 (Y504) オンラインのみ
R7073 中国語２Ⅰ E5073 中国語２Ⅰ 法1年H 斉　霞 Y801 対面あり
R7089 中国語２Ⅰ E5101 中国語２Ⅰ 文1年L～P 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7171 中国語１ E5417 中国語１ 国1年非SA 曽　士才 F402 対面あり
R7321 中国語３Ⅰ E5173 中国語３Ⅰ 文2年Q 王　安 F501 対面あり
R7379 中国語４Ⅰ E5309 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7392 中国語８ E5409 中国語８ 国2年SA 鈴木　靖 0509CL 対面あり
R7445 中国語の世界ＬＡ P0407 中国語の世界Ⅰ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　大 F301 対面あり
R8305 スペイン語の世界ＬＡ P0409 スペイン語の世界Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 塩﨑　公靖 (F302 0501) オンラインのみ 3/29教室変更
Q6901 第三外国語としてのスペイン語Ａ P6637 スペイン語初級Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 杉下　由紀子 F407 対面あり

R9283 朝鮮語４BⅠ（視聴覚） E7065※ 朝鮮語視聴覚Ⅰ 30 ○ ○ 17以降生：法文営国2～4年
16以前生：法文営国環キ2～4年 新谷　あゆり (Y404) オンラインのみ

F7222 朝鮮語４B-Ⅰ（視聴覚） 17以降生：環キ2～4年 新谷　あゆり (Y404) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法：法律LMN WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法 伊藤　マモル 市ヶ谷体育 対面あり

Q6117 行為の理論Ａ P6017 行為の理論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山口　誠一 G503　G602
オンラインのみ
対面あり

3/29「曜日時限なし」から
木曜3限に変更
4/9授業形態変更
4/20教室変更

Q6513 スポーツ科学A P6213 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　康伸 市ヶ谷体育 対面あり
P0163 Information Technology 定員制 ○ 1～4年 松田　裕幸 情報実習室G 対面あり
E1809 Intercultural Communication Ｄ 定員制 ○ 1～4年 石原　紀子 (Y405) オンラインのみ

春学期木3



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1106 哲学Ⅱ P1066 哲学Ⅱ ○ 文1年L～R､国1年／法文営国環キ2～4年 近堂　秀 Y603 対面あり
Q1202 日本史Ⅱ P1172 日本史Ⅱ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 G401 対面あり
Q1156 論理学Ⅱ P1096 論理学Ⅱ ○ 国1年・法1年Y／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y704 対面あり
Q2046 経済学Ⅱ P2036 経済学Ⅱ ○ 法1年S～Y／法文国環キ2～4年 梅溪　健児 S505 対面あり
Q2400 文化人類学Ｌ P2190 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 石森　大知 - オンラインのみ
Q6216 人間行動学Ｂ P6057 人間行動学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 海部　紀行 F304 対面あり
Q3182 科学史Ｂ P3122 科学史Ⅱ ○ 法国1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y804 対面あり
Q3006 教養数学Ｂ P3406 教養数学Ｂ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 G501 対面あり
Q3094 入門生物学Ｂ P3064 生命科学Ⅱ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 Y705　G601 対面あり 4/12教室変更
Q3052 入門物理学Ｂ P3022 原子から宇宙までⅡ ○ 法1年A～G､国1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y402 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 法1年A～B、文1年L～N、環1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
抽選 教養化学ＬＤ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 中田　和秀 S405 対面あり
R2304 英語オーラル・コミュニケーションⅡ E0544 英語オーラル・コミュニケーションⅡ 24 ○ 法文営国1～4年 栩木　玲子 S504 対面あり
R2394 English Academic WritingⅡ E0614 英語アカデミック・ライティングⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS S403 対面あり
R2488 英語検定試験対策Ⅱ E0698 英語検定試験対策Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 高橋　佳江 F502 対面あり
R2642 Business CommunicationⅡ E1716 Business  Communication Ⅱ 20 ○ 環2～4年 今井　澄子 F505 対面あり
R2404 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 岩坪　友子 S202 対面あり
R0806 入門英語(SSI)Ⅱ E0506 入門英語Ⅱ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 須藤　祐二 F403　Y705 対面あり 4/12教室変更
R4056 ドイツ語２Ⅱ E2046 ドイツ語２：読解Ⅱ 法1年C・D 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
R4068 ドイツ語２Ⅱ E2060 ドイツ語２：読解Ⅱ 文1年L・P 浦田　智 F504 対面あり
R4288 時事ドイツ語Ⅱ E2218※ 時事ドイツ語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ 日中　鎮朗 S304 対面あり

R5010 フランス語１Ⅱ E3014 フランス語１Ⅱ 文1年E・F 寺家村　博 S301
オンラインのみ
対面あり

4/2授業形態変更

R5092 フランス語３ E3302 フランス語３ 国1年SA 岡村　民夫 Y401 対面あり
R5274 フランス語コミュニケーション(初級)Ⅱ E3222※ フランス語コミュニケーションⅡ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 ニコラ　ガイヤール F305 対面あり
R5294 フランス生活文化論ＬＢ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 河村　英和 Y601 対面あり
Q6610 フランス語コミュニケーション(中･上級)Ｂ P6614 フランス語コミュニケーションⅣ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 PHILIPPE JORDY 0508LL 対面あり
R6036 ロシア語６ E4306 ロシア語６ 国1年SA 上野　理恵 F408 対面あり
E4224 ロシア語補講２Ⅱ E4224 ロシア語補講２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 S404 対面あり
R7002 中国語１Ⅱ E5002 中国語１Ⅱ 法1年G 渡部　れい子 F404 対面あり
R7014 中国語１Ⅱ E5020 中国語１Ⅱ 法1年V 池田　麻希子 (Y504) オンラインのみ
R7074 中国語２Ⅱ E5074 中国語２Ⅱ 法1年H 斉　霞 Y801 対面あり
R7090 中国語２Ⅱ E5102 中国語２Ⅱ 文1年L～P 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7173 中国語３ E5419 中国語３ 国1年非SA 曽　士才 F402 対面あり
R7322 中国語３Ⅱ E5174 中国語３Ⅱ 文2年Q 王　安 F501 対面あり
R7380 中国語４Ⅱ E5310 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7446 中国語の世界ＬＢ P0408 中国語の世界Ⅱ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　大 F301 対面あり
R8306 スペイン語の世界ＬＢ P0410 スペイン語の世界Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 塩﨑　公靖 (F302 0501) オンラインのみ 3/29教室変更
Q6902 第三外国語としてのスペイン語Ｂ P6638 スペイン語初級Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 杉下　由紀子 F407 対面あり

R9284 朝鮮語４BⅡ（視聴覚） E7066※ 朝鮮語視聴覚Ⅱ 30 ○ ○ 17以降生：法文営国2～4年
16以前生：法文営国環キ2～4年 新谷　あゆり (Y404) オンラインのみ

F7223 朝鮮語４B-Ⅱ（視聴覚） 17以降生：環キ2～4年 新谷　あゆり (Y404) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法：法律IJK WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法 伊藤　マモル 市ヶ谷体育 対面あり

Q6118 行為の理論Ｂ P6017 行為の理論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山口　誠一 G402
オンラインのみ
対面あり

3/29「曜日時限なし」から木
曜3限に変更
4/9授業形態変更

Q6514 スポーツ科学B P6214 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　康伸 市ヶ谷体育 対面あり
P0162 Elementary Information Technology 定員制 ○ 1～4年 松田　裕幸 情報実習室G 対面あり
E1806 Intercultural Communication Ｂ 定員制 ○ 1～4年 石原　紀子 F508 対面あり

秋学期木3



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0033 基礎ゼミⅠ（法文営） P0037 基礎ゼミⅠ（法文営） 30 法文営1年 近江屋　志穂 Y704 対面あり
Q0305 情報処理演習 P0305 情報処理演習 ○ キ1～4年 寺澤　信雄 情報実習室D 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり
Q0211 情報リテラシーⅠ P0211 情報リテラシーⅠ 国１年 四手井　綱章 情報実習室F 対面あり

Q1235 芸術Ａ P1235 芸術Ⅰ ○ 文国1年／法文営国環キ2～4年 中川　三千代 (Y406) オンラインのみ

Q1205 日本史Ⅰ P1175 日本史Ⅰ ○ 文1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 Y506 対面あり
Q1143 論理学Ⅰ P1083 論理学Ⅰ ○ 文1年A～N・WX／法文営国環キ2～4年 白根　裕里枝 (S505) オンラインのみ

Q1301 日本文学と文化ＬＡ P1031 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 本塚　亘 S305
対面あり
オンラインのみ 4/15授業形態変更

Q2135 社会学Ⅰ P2145 社会学Ⅰ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 Y405
オンラインのみ
対面あり 4/6授業形態変更

Q2071 心理学Ⅰ P2061 心理学Ⅰ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2079 心理学Ⅰ P2069 心理学Ⅰ ○ 文1年E～N／法文営国環キ2～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2031 法学（日本国憲法） P2251 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 - オンラインのみ
Q2353 地理学ＬＣ P2109 地理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 片岡　義晴 Y702　S405 対面あり 4/12教室変更
Q3007 教養数学Ａ P3407 教養数学Ａ ○ 文1年A･B･L～N･W･X､国1年／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 G501 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 国1年、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q3211 発展数学ＬⅠ P3481 発展数学Ⅰ ○ 法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 G601 対面あり
R2447 English PresentationⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS F302 対面あり
WEB掲示板 英語８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4203 ドイツ語３Ⅰ E2083 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 法2年B 浦田　智 F504 対面あり
Q6429 ドイツ語圏の文学Ａ P6655 ドイツの文学Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 柳橋　大輔 F403 対面あり

R5059 フランス語２Ⅰ E3055 フランス語２Ⅰ 営1年F～R　 寺家村　博 F503
オンラインのみ
対面あり 4/2授業形態変更

R5097 フランス語１ E3311 フランス語１ 国1年非SA 西川　純子 F402 対面あり
R5103 フランス語２ E3317 フランス語２ 国1年非SA カレンス　フィリップ S401 対面あり
Q6605 教養ゼミⅠ(移民社会とポピュリズム) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大中　一彌 F408 対面あり
R6222 ロシア語８ E4309 ロシア語８ 国2年SA 上野　理恵 S502 対面あり
R7081 中国語２Ⅰ E5087 中国語２Ⅰ 法1年U 斉　霞 Y505 対面あり
R7091 中国語２Ⅰ E5103 中国語２Ⅰ 文1年Q ショウ　イクテイ F305　Y404 対面あり 4/20教室変更
R7335 中国語３Ⅰ E5197 中国語３Ⅰ 営2年M・N 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7251 中国語補講１Ⅰ E5323 中国語補講Ⅰ 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 池田　麻希子 (S503) オンラインのみ
E5337 中国語補講３Ⅰ E5337 中国語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
R8311 スペイン語補講２Ⅰ E6097 スペイン語補講１･２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 塩﨑　公靖 (Y705) オンラインのみ

R9023 朝鮮語２Ⅰ E7013 朝鮮語２Ⅰ 文1年A～I 内山　政春 Y404　F306 対面あり
3/29指定クラス発表
4/16教室変更

R9043 朝鮮語(２)Ⅰ E7073 朝鮮語（２）Ⅰ 法1年Y　 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
G9953 朝鮮語２ F8903 朝鮮語２ 国１年非SA 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
R9229 朝鮮語３ＢⅠ E7035 朝鮮語３Ⅰ 営2年M～Ｕ 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
Q6003 第三外国語としての朝鮮語中級 P6645 朝鮮語中級Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 梁　禮先 S404 対面あり
P2301 Elementary Social Science Ａ 定員制 ○ 1～4年 SCHIFANO ADRIEN F309 対面あり
Q0034 基礎ゼミⅡ（法文営） P0038 基礎ゼミⅡ（法文営） 30 法文営1年 近江屋　志穂 Y704 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり

Q1236 芸術Ｂ P1236 芸術Ⅱ ○ 文国1年／法文営国環キ2～4年 中川　三千代 (Y406) オンラインのみ

Q1206 日本史Ⅱ P1176 日本史Ⅱ ○ 文1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 S306 対面あり
Q1144 論理学Ⅱ P1084 論理学Ⅱ ○ 文1年A～N・WX／法文営国環キ2～4年 白根　裕里枝 (S505) オンラインのみ
Q1302 日本文学と文化ＬＢ P1032 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 本塚　亘 S305 対面あり

Q2136 社会学Ⅱ P2146 社会学Ⅱ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 Y405
オンラインのみ
対面あり 4/6授業形態変更

Q2072 心理学Ⅱ P2062 心理学Ⅱ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2080 心理学Ⅱ P2070 心理学Ⅱ ○ 文1年E～N／法文営国環キ2～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2032 法学（日本国憲法） P2252 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 S205 対面あり
Q2354 地理学ＬＤ P2110 地理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 片岡　義晴 Y702　G503 対面あり 4/12教室変更
Q3008 教養数学Ｂ P3408 教養数学Ｂ ○ 文1年A･B･L～N･W･X､国1年／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 G501 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 国1年、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q3212 発展数学ＬⅡ P3482 発展数学Ⅱ ○ 法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 G601 対面あり
R2448 English PresentationⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS S601 対面あり
R4204 ドイツ語３Ⅱ E2084 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 法2年B 浦田　智 F504 対面あり
Q6430 ドイツ語圏の文学Ｂ P6656 ドイツの文学Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 柳橋　大輔 F403 対面あり

R5060 フランス語２Ⅱ E3056 フランス語２Ⅱ 営1年F～R　 寺家村　博 F503
オンラインのみ
対面あり 4/2授業形態変更

R5098 フランス語３ E3312 フランス語３ 国1年非SA 西川　純子 F402 対面あり
R5104 フランス語４ E3318 フランス語４ 国1年非SA カレンス　フィリップ F304 対面あり
Q6606 教養ゼミⅡ(移民社会とポピュリズム) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大中　一彌 F408 対面あり
R7082 中国語２Ⅱ E5088 中国語２Ⅱ 法1年U 斉　霞 Y505 対面あり
R7092 中国語２Ⅱ E5104 中国語２Ⅱ 文1年Q ショウ　イクテイ F305 対面あり
R7336 中国語３Ⅱ E5198 中国語３Ⅱ 営2年M・N 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7252 中国語補講１Ⅱ E5324 中国語補講Ⅱ 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 池田　麻希子 (S401) オンラインのみ
E5338 中国語補講３Ⅱ E5338 中国語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
R8312 スペイン語補講２Ⅱ E6098 スペイン語補講１･２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 塩﨑　公靖 (Y705) オンラインのみ
R9024 朝鮮語２Ⅱ E7014 朝鮮語２Ⅱ 文1年A～I 内山　政春 Y404 対面あり 3/29指定クラス発表
R9044 朝鮮語(２)Ⅱ E7074 朝鮮語（２）Ⅱ 法1年Y　 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
G9954 朝鮮語４ F8904 朝鮮語４ 国１年非SA 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
R9230 朝鮮語３ＢⅡ E7036 朝鮮語３Ⅱ 営2年M～Ｕ 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
P2302 Elementary Social Science B 定員制 ○ 1～4年 SCHIFANO ADRIEN Y403 対面あり

秋学期

木4
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【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0307 情報処理演習 P0307 情報処理演習 ○ キ1～4年 御園生　純 情報実習室A 対面あり
Q0225 情報リテラシーⅡ P0225 情報リテラシーⅡ 国１年 四手井　綱章 情報実習室F 対面あり
Q1233 芸術Ａ P1233 芸術Ⅰ ○ 法環キ1年／法文営国環キ2～4年 小澤　慶介 Y705 対面あり
Q1211 日本史Ⅰ P1181 日本史Ⅰ ○ 国環キ1年／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 Y704 対面あり
Q1149 論理学Ⅰ P1089 論理学Ⅰ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 大貫　義久 Y702 対面あり
Q2139 社会学Ⅰ P2149 社会学Ⅰ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 - オンラインのみ
Q2033 法学（日本国憲法） P2253 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 - オンラインのみ
R5211 フランス語３Ⅰ E3075 フランス語３Ⅰ 文2年M 西川　純子 Y504 対面あり
R7077 中国語２Ⅰ E5077 中国語２Ⅰ 法1年K 薬　会 Y404 対面あり
R7119 中国語２Ⅰ E5135 中国語２Ⅰ 営1年S 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7325 中国語３Ⅰ E5181 中国語３Ⅰ 文2年X ショウ　イクテイ F308　Y506 対面あり 4/20教室変更
E5339 中国語補講３Ⅰ E5339 中国語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 S501 対面あり
R9225 朝鮮語３ＢⅠ E7031 朝鮮語３Ⅰ 文2年P～X 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
Q1234 芸術Ｂ P1234 芸術Ⅱ ○ 法環キ1年／法文営国環キ2～4年 小澤　慶介 Y505 対面あり
Q1212 日本史Ⅱ P1182 日本史Ⅱ ○ 国環キ1年／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 Y704 対面あり
Q1150 論理学Ⅱ P1090 論理学Ⅱ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 大貫　義久 Y702 対面あり
Q2140 社会学Ⅱ P2150 社会学Ⅱ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 - オンラインのみ
Q2034 法学（日本国憲法） P2254 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 - オンラインのみ
R5212 フランス語３Ⅱ E3076 フランス語３Ⅱ 文2年M 西川　純子 F402 対面あり
R7078 中国語２Ⅱ E5078 中国語２Ⅱ 法1年K 薬　会 Y404 対面あり
R7120 中国語２Ⅱ E5136 中国語２Ⅱ 営1年S 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7326 中国語３Ⅱ E5182 中国語３Ⅱ 文2年X ショウ　イクテイ F308 対面あり
E5340 中国語補講３Ⅱ E5340 中国語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 S501 対面あり
R9226 朝鮮語３ＢⅡ E7032 朝鮮語３Ⅱ 文2年P～X 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
E3249 フランス語補講１Ⅰ E3249 フランス語補講１Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 西川　純子 F403 対面あり
C0020 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（ロシア語） 24 国3年 エレーナ　三神 (Y501) オンラインのみ
C0022 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（中国語） 24 国3年 畢　文涛 Y402 対面あり
C0024 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（スペイン語） 24 国3年 VILA V RAQUEL Y502 対面あり

秋学期 E3250 フランス語補講１Ⅱ E3250 フランス語補講１Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 西川　純子 F403 対面あり
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Q0029 基礎ゼミⅠ（文・心理） P0031 基礎ゼミⅠ（文・心理） 30 文（心）1年 加藤　みずき F303 対面あり
Q0435 キャリアデザイン入門 Q0435 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 宮木　あづさ S406 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
Q1207 日本史Ⅰ P1177 日本史Ⅰ ○ 法1年I～Y／法文営国環キ2～4年 真辺　美佐 - オンラインのみ
Q1125 倫理学Ⅰ P1105 倫理学Ⅰ ○ 法1年I～N･Y／法文営国環キ2～4年 伊藤　直樹 Y503 対面あり
Q2141 社会学Ⅰ P2151 社会学Ⅰ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 橋本　みゆき Y703 対面あり
Q2213 社会思想Ⅰ P2203 社会思想Ⅰ ○ 法1年H～Y､キ1年／法文営国環キ2～4年 村田　玲 Y502 対面あり
Q2161 政治学Ⅰ P2121 政治学Ⅰ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 及川　智洋 F302 対面あり
Q3089 入門生物学Ａ P3059 生命科学Ⅰ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 宇野　真介 Y803 対面あり
Q6329 ＩＴリテラシー P6108 ITリテラシー 35 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 児玉　靖司 Y601 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4217 ドイツ語３Ⅰ E2099 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 文2年L・P 遠藤　浩介 F311 対面あり
R5083 フランス語(２)Ⅰ E3243 フランス語（２）Ⅰ 法1年Y 村松　マリ=エマニュエル 0609LL 対面あり
C0018 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（フランス語） 24 国3年 コリンヌ　ヴァリエンヌ (Y401) オンラインのみ
E5341 中国語補講３Ⅰ E5341 中国語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 王　安 (0309CL) オンラインのみ
R8131 スペイン語(２)Ⅰ E6115 スペイン語（２）Ⅰ 法1年Y①（21A3127～21A3141） BARRIENTOS R J DAVID F407 対面あり 3/31指定クラス更新
R8061 スペイン語２Ⅰ E6421 スペイン語２Ⅰ 法1年I～K 大貫　良史 F503 対面あり
Q6911 スペイン語講読Ａ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 若林　大我 (F504) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 国ACFHIJ・環G WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q0030 基礎ゼミⅡ（文・心理） P0032 基礎ゼミⅡ（文・心理） 30 文（心）1年 加藤　みずき F303 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
Q1208 日本史Ⅱ P1178 日本史Ⅱ ○ 法1年I～Y／法文営国環キ2～4年 真辺　美佐 - オンラインのみ
Q1126 倫理学Ⅱ P1106 倫理学Ⅱ ○ 法1年I～N･Y／法文営国環キ2～4年 伊藤　直樹 Y503 対面あり
Q2142 社会学Ⅱ P2152 社会学Ⅱ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 橋本　みゆき Y703 対面あり
Q2214 社会思想Ⅱ P2204 社会思想Ⅱ ○ 法1年H～Y､キ1年／法文営国環キ2～4年 村田　玲 Y502 対面あり
Q2162 政治学Ⅱ P2122 政治学Ⅱ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 及川　智洋 F302 対面あり
Q3090 入門生物学Ｂ P3060 生命科学Ⅱ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 宇野　真介 Y803 対面あり
Q6330 コンピュｰタ科学 P6108 ITリテラシー 35 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 児玉　靖司 Y601 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4218 ドイツ語３Ⅱ E2100 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 文2年L・P 遠藤　浩介 F311 対面あり
R5084 フランス語(２)Ⅱ E3244 フランス語（２）Ⅱ 法1年Y 村松　マリ=エマニュエル 0609LL 対面あり
E5342 中国語補講３Ⅱ E5342 中国語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 王　安 0309CL 対面あり
R8132 スペイン語(２)Ⅱ E6116 スペイン語（２）Ⅱ 法1年Y①（21A3127～21A3141） BARRIENTOS R J DAVID F407 対面あり 3/31指定クラス更新
R8062 スペイン語２Ⅱ E6422 スペイン語２Ⅱ 法1年I～K 大貫　良史 F503 対面あり
Q6912 スペイン語講読Ｂ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 若林　大我 (F504) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 国GKM・環DE・キF WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
E3602 Intercultural Communication E 定員制 ○ 1～4年 コリンヌ　ヴァリエンヌ (Y403) オンラインのみ

春学期
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Q0009 基礎ゼミⅠ（文・英文） P0011 基礎ゼミⅠ（文・英文） 30 文（英）1年 小島　尚人 Y602 対面あり
Q0031 基礎ゼミⅠ（文・心理） P0033 基礎ゼミⅠ（文・心理） 30 文（心）1年 加藤　みずき F303 対面あり
抽選 キャリアデザイン入門 抽選 キャリアデザイン入門 ○ 法文営国環キＧ1年 藤澤　広美 (S305) オンラインのみ
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
Q1133 倫理学Ⅰ P1113 倫理学Ⅰ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 越部　良一 S205 対面あり
Q1397 倫理学ＬⅠ P1115 倫理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 伊藤　直樹 Y802 対面あり
Q1391 倫理学ＬⅠ P1119 倫理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 森村　修 F403　G501 対面あり 4/15教室変更
Q6129 教養ゼミⅠ(在日朝鮮人の歴史A) P6029 在日朝鮮人の歴史 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 神谷　丹路 S502 対面あり
Q2221 社会思想Ⅰ P2211 社会思想Ⅰ ○ 法1年A～G､キ1年／法文営国環キ2～4年 村田　玲 Y502Y705　Y502 対面あり 4/15・4/20教室変更
Q2169 政治学Ⅰ P2129 政治学Ⅰ ○ 法1年A～G／法文営国環キ2～4年 及川　智洋 F305 対面あり
Q3087 入門生物学Ａ P3057 生命科学Ⅰ ○ 法1年A～G／法文営国環キ2～4年 宇野　真介 G602 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2407 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ E0631 マスメディアの英語Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 余田　剛 Y503 対面あり
R2383 English Reading and VocabularyⅠ 36 ○ ○ 法文営国1～4年 ERIC J RITTER (F406) オンラインのみ
R0831 入門英語(SSI)Ⅰ E1765 入門英語Ⅰ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 鈴木　理枝 G401 対面あり
R4007 ドイツ語１Ⅰ E2007 ドイツ語１：表現Ⅰ 法1年E・S 岡本　雅克 F308 対面あり
R4051 ドイツ語２Ⅰ E2041 ドイツ語２：読解Ⅰ 法1年A 遠藤　浩介 F311 対面あり
R4053 ドイツ語２Ⅰ E2043 ドイツ語２：読解Ⅰ 法1年B 渡辺　国彦 (F501) オンラインのみ
R4221 ドイツ語３Ⅰ E2103 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 文2年T～W 日中　鎮朗 F301 対面あり
R5043 フランス語２Ⅰ E3033 フランス語２Ⅰ 法1年E・F コリンヌ　ヴァリエンヌ - オンラインのみ
R5245 フランス語５Ⅰ E3211 フランス語５Ⅰ（重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 村松　マリ=エマニュエル S303 対面あり
R6221 ロシア語７ E4307 ロシア語７ 国2年SA 佐藤　千登勢 S302 対面あり
R7053 中国語１Ⅰ E5011 中国語１Ⅰ 法1年W 木村　佳代子 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R7167 中国語１ E5411 中国語１ 国1年非SA 渡辺　昭太 Y604 対面あり
R7375 中国語４Ⅰ E5305 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 渋井　君也 F502 対面あり
R7387 中国語(３)Ⅰ E5393 中国語（３）Ⅰ 法2年Y（20A3082～20A3108） 渡部　れい子 F302 対面あり 3/31指定クラス更新
Q6801 第三外国語としての中国語Ａ P6629 中国語初級Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岩田　和子 Y801 対面あり
R8069 スペイン語２Ⅰ E6037 スペイン語２Ⅰ 法1年W 大貫　良史 F503 対面あり
R8209 スペイン語３Ⅰ E6065 スペイン語３Ⅰ 法2年W OSNO I DE SASAKUBO H 0508LL 対面あり
R8221 スペイン語３Ⅰ E6075 スペイン語３Ⅰ 営2年G BARRIENTOS R J DAVID F407 対面あり
R8282 スペイン語８ E6209 スペイン語８ 国2年SA 久木　正雄 Y403 対面あり
E6135 スペイン語補講３Ⅰ E6135 スペイン語補講３Ⅰ 定員制 法文営環キ3年 若林　大我 (F504) オンラインのみ
R9262 朝鮮語８ E7109 朝鮮語８ 国2年SA 髙栁　俊男 Y501 対面あり
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 国BD・環ABC・キG WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
P3605 Natural Science B 定員制 ○ 1～4年 西村　直美 F505 対面あり
Q0032 基礎ゼミⅡ（文・心理） P0034 基礎ゼミⅡ（文・心理） 30 文（心）1年 加藤　みずき F303 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
Q1134 倫理学Ⅱ P1114 倫理学Ⅱ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 越部　良一 Y702 対面あり
Q1398 倫理学ＬⅡ P1116 倫理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 伊藤　直樹 Y803 対面あり
Q1392 倫理学ＬⅡ P1120 倫理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 森村　修 F403　G602 対面あり 4/15教室変更
Q6130 教養ゼミⅡ(在日朝鮮人の歴史B) P6029 在日朝鮮人の歴史 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 神谷　丹路 S502 対面あり
Q2222 社会思想Ⅱ P2212 社会思想Ⅱ ○ 法1年A～G､キ1年／法文営国環キ2～4年 村田　玲 Y502 対面あり
Q2170 政治学Ⅱ P2130 政治学Ⅱ ○ 法1年A～G／法文営国環キ2～4年 及川　智洋 F305 対面あり
Q3088 入門生物学Ｂ P3058 生命科学Ⅱ ○ 法1年A～G／法文営国環キ2～4年 宇野　真介 G402 対面あり
Q3222 教養物理学ＬＡ P3040 原子から宇宙までⅠ ○ 法文営国環キ2～4年 石川　壮一 Y705 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 文1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2408 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ E0632 マスメディアの英語Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 余田　剛 Y503 対面あり
R2384 English Reading and VocabularyⅡ 36 ○ ○ 法文営国1～4年 ERIC J RITTER F406 対面あり
R0832 入門英語(SSI)Ⅱ E1766 入門英語Ⅱ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 鈴木　理枝 Y802 対面あり
R4008 ドイツ語１Ⅱ E2008 ドイツ語１：表現Ⅱ 法1年E・S 岡本　雅克 F308 対面あり
R4052 ドイツ語２Ⅱ E2042 ドイツ語２：読解Ⅱ 法1年A 遠藤　浩介 F311 対面あり
R4054 ドイツ語２Ⅱ E2044 ドイツ語２：読解Ⅱ 法1年B 渡辺　国彦 F501 対面あり
R4222 ドイツ語３Ⅱ E2104 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 文2年T～W 日中　鎮朗 F301 対面あり
R5044 フランス語２Ⅱ E3034 フランス語２Ⅱ 法1年E・F コリンヌ　ヴァリエンヌ - オンラインのみ
R5246 フランス語５Ⅱ E3212 フランス語５Ⅱ（重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 村松　マリ=エマニュエル S303 対面あり
R7054 中国語１Ⅱ E5012 中国語１Ⅱ 法1年W 木村　佳代子 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R7168 中国語３ E5412 中国語３ 国1年非SA 渡辺　昭太 Y703 対面あり
R7376 中国語４Ⅱ E5306 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 渋井　君也 F502 対面あり
R7388 中国語(３)Ⅱ E5394 中国語（３）Ⅱ 法2年Y（20A3082～20A3108） 渡部　れい子 F302 対面あり 3/31指定クラス更新
Q6802 第三外国語としての中国語Ｂ P6630 中国語初級Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岩田　和子 Y801 対面あり
R8070 スペイン語２Ⅱ E6038 スペイン語２Ⅱ 法1年W 大貫　良史 F503 対面あり
R8210 スペイン語３Ⅱ E6066 スペイン語３Ⅱ 法2年W OSNO I DE SASAKUBO H 0508LL 対面あり
R8222 スペイン語３Ⅱ E6076 スペイン語３Ⅱ 営2年G BARRIENTOS R J DAVID F407 対面あり
E6136 スペイン語補講３Ⅱ E6136 スペイン語補講３Ⅱ 定員制 法文営環キ3年 若林　大我 (F504) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 国EL・環FKL・キH WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
E1807 Intercultural Communication Ａ 定員制 ○ 1～4年 藤本　大士 S602 対面あり
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備考

Q0621 リベラルアーツ特別講座 Q0621 リベラルアーツ特別講座 ○ ○ 法文営国環キＧ1年～ 小原　丈明 (S205) オンラインのみ
Q0005 基礎ゼミⅠ（文・英文） P0007 基礎ゼミⅠ（文・英文） 30 文（英）1年 福元　広二 F304 対面あり
Q0007 基礎ゼミⅠ（文・英文） P0009 基礎ゼミⅠ（文・英文） 30 文（英）1年 田中  裕希 F301 対面あり
Q0011 基礎ゼミⅠ（文・英文） P0013 基礎ゼミⅠ（文・英文） 30 文（英）1年 丹治　愛 Y606 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
Q0213 情報リテラシーⅠ P0213 情報リテラシーⅠ 国１年 重定　如彦 情報実習室F 対面あり
Q1085 言語学Ａ P1207 言語学Ⅰ 定員制 ○ 営国1年／法文営国環キ2～4年 江村　裕文 Y506 対面あり
Q1209 日本史Ⅰ P1179 日本史Ⅰ ○ 営1年K～U､環1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 G502 対面あり
Q1065 文章論 P1221 文章論Ⅰ 定員制 ○ 文営国環1年／法文営国環キ2～4年 川鍋　義一 (S201) オンラインのみ
Q1129 倫理学Ⅰ P1109 倫理学Ⅰ ○ 文1年A～I、環1年／法文営国環キ2～4年 森村　修 F408　G601 対面あり 4/15教室変更
Q1147 論理学Ⅰ P1087 論理学Ⅰ ○ 営1年A～J､環1年／法文営国環キ2～4年 鵜澤　和彦 S407 対面あり
Q1315 文学と社会ＬＡ P1045 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　陽 S307　G402 対面あり 4/20教室変更

Q6103 教養ゼミⅠ(文芸創作の実践A) P6003 文章論－文章表現の実践 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 藤村　耕治 S204 対面あり

Q6125 古代日本･中国の法と社会Ａ P6025 古代日本･中国の法と社会 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岡野　浩二 Y504 対面あり
Q2321 経済学ＬＡ P2043 経済学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 中平　千彦 S305 対面あり
抽選 入門化学Ａ 抽選 物質と環境Ⅰ ○ ○ 営1年、環1年／法文営国環キ2～4年 中田　和秀 - オンラインのみ
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ

文1年A～B、営1年A～D、環1年、キ1年／法文営国
環キ2～4年

WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
R2409 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ E0633 マスメディアの英語Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 金谷　優子 (Y404) オンラインのみ
R2485 英語検定試験対策Ⅰ E0695 英語検定試験対策Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 鈴木　理枝 Y801 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅰ 文（哲日英）2年、営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English３Ⅰ 営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4011 ドイツ語１Ⅰ E2011 ドイツ語１：表現Ⅰ 文1年A 渡辺　国彦 (F501) オンラインのみ
R4017 ドイツ語１Ⅰ E2017 ドイツ語１：表現Ⅰ 文1年B～F 日中　鎮朗 F303 対面あり
Q6433 ドイツ語圏の芸術Ａ P6675 ドイツの芸術Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 林　志津江 Y403 対面あり
R5045 フランス語２Ⅰ E3039 フランス語２Ⅰ 法1年T 杉村　裕史 S502　Y406 対面あり 4/20教室変更
R5099 フランス語２ E3313 フランス語２ 国1年非SA コリンヌ　ヴァリエンヌ - オンラインのみ
R5258 フランス語８ E3309 フランス語８ 国2年SA PHILIPPE JORDY 0308LL　0609LL 対面あり 4/16教室変更
R7055 中国語１Ⅰ E5013 中国語１Ⅰ 文1年F・G 渋井　君也 F403 対面あり
R7165 中国語５ E5405 中国語５ 国1年SA 鈴木　靖 0309CL 対面あり
R7307 中国語３Ⅰ E5147 中国語３Ⅰ 法2年K 木村　佳代子 Y701　Y604 対面あり 4/20教室変更
Q6821 資格中国語上級Ａ P6687 検定中国語Ⅲ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 康　鴻音 F405 対面あり
R8023 スペイン語１Ⅰ E6029 スペイン語１Ⅰ 営1年H・J 若林　大我 (F402) オンラインのみ
R8087 スペイン語２Ⅰ E6057 スペイン語２Ⅰ 営1年M～Q 保﨑　典子 F311 対面あり
R8145 スペイン語５ E6205 スペイン語５ 国1年SA 久木　正雄 S402 対面あり
R8263 スペイン語４Ⅰ E6093 スペイン語４Ⅰ（重点) 法文営環2年 OSNO I DE SASAKUBO H F307 対面あり
R8307 スペイン語補講１Ⅰ E6099 スペイン語補講１･２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 大貫　良史 F305 対面あり
R9055 朝鮮語５ E7105 朝鮮語５ 国1年SA 髙栁　俊男 F407 対面あり
R9287 朝鮮語５BⅠ（表現法） E7067 朝鮮語表現法Ⅰ 30 ○

17以降生：法文営国3～4年
16以前生：法文営国環キ3～4年

神谷　丹路 (S202) オンラインのみ
F7226 朝鮮語５B-Ⅰ（表現法） 17以降生：環キ3～4年 神谷　丹路 (S202) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 キJKLMN WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6517 スポーツ科学A P6217 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中澤　史 市ヶ谷体育 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
Q1086 言語学Ｂ P1208 言語学Ⅱ 定員制 ○ 営国1年／法文営国環キ2～4年 江村　裕文 Y606 対面あり
Q1210 日本史Ⅱ P1180 日本史Ⅱ ○ 営1年K～U､環1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 Y406 対面あり
Q1069 文章論 P1225 文章論Ⅰ 定員制 ○ 法文営国環キ1～4年 西元　康雅 (S201) オンラインのみ
Q1130 倫理学Ⅱ P1110 倫理学Ⅱ ○ 文1年A～I、環1年／法文営国環キ2～4年 森村　修 F408　G601 対面あり 4/15教室変更
Q1148 論理学Ⅱ P1088 論理学Ⅱ ○ 営1年A～J､環1年／法文営国環キ2～4年 鵜澤　和彦 S407 対面あり
Q1316 文学と社会ＬＢ P1046 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　陽 S307　G402 対面あり 4/20教室変更
Q6104 教養ゼミⅡ(文芸創作の実践B) P6003 文章論－文章表現の実践 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 藤村　耕治 S204 対面あり

Q6126 古代日本･中国の法と社会Ｂ P6025 古代日本･中国の法と社会 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岡野　浩二 Y504 対面あり

Q6128 アジア・太平洋島嶼国際関係史Ｂ P6027 アジア・太平洋国際関係史 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 水谷　明子 F502 対面あり
Q2322 経済学ＬＢ P2044 経済学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 中平　千彦 S305 対面あり
抽選 入門化学Ｂ 抽選 物質と環境Ⅱ ○ ○ 営1年、環1年／法文営国環キ2～4年 中田　和秀 - オンラインのみ
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ

文1年A～B、営1年A～D、環1年、キ1年／法文営国
環キ2～4年

WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
R2410 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ E0634 マスメディアの英語Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 金谷　優子 (Y704) オンラインのみ
R2486 英語検定試験対策Ⅱ E0696 英語検定試験対策Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 鈴木　理枝 Y801 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅱ 文（哲日英）2年、営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English３Ⅱ 営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4012 ドイツ語１Ⅱ E2012 ドイツ語１：表現Ⅱ 文1年A 渡辺　国彦 F501 対面あり
R4018 ドイツ語１Ⅱ E2018 ドイツ語１：表現Ⅱ 文1年B～F 日中　鎮朗 F303 対面あり
Q6434 ドイツ語圏の芸術Ｂ P6676 ドイツの芸術Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 林　志津江 Y703 対面あり
R5046 フランス語２Ⅱ E3040 フランス語２Ⅱ 法1年T 杉村　裕史 S502 対面あり
R5100 フランス語４ E3314 フランス語４ 国1年非SA コリンヌ　ヴァリエンヌ - オンラインのみ
R6034 ロシア語４ E4304 ロシア語４ 国1年SA 小西　昌隆 F503 対面あり 4/2担当者変更
R7056 中国語１Ⅱ E5014 中国語１Ⅱ 文1年F・G 渋井　君也 F403 対面あり
R7166 中国語６ E5406 中国語６ 国1年SA 鈴木　靖 0309CL 対面あり
R7308 中国語３Ⅱ E5148 中国語３Ⅱ 法2年K 木村　佳代子 Y701 対面あり
Q6822 資格中国語上級Ｂ P6688 検定中国語Ⅳ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 康　鴻音 F405 対面あり
R8024 スペイン語１Ⅱ E6030 スペイン語１Ⅱ 営1年H・J 若林　大我 (F402) オンラインのみ
R8088 スペイン語２Ⅱ E6058 スペイン語２Ⅱ 営1年M～Q 保﨑　典子 F311 対面あり
R8146 スペイン語６ E6206 スペイン語６ 国1年SA 久木　正雄 S404 対面あり
R8264 スペイン語４Ⅱ E6094 スペイン語４Ⅱ（重点) 法文営環2年 OSNO I DE SASAKUBO H F307 対面あり
R8308 スペイン語補講１Ⅱ E6100 スペイン語補講１･２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 大貫　良史 F305 対面あり
R9056 朝鮮語６ E7106 朝鮮語６ 国1年SA 髙栁　俊男 F407 対面あり
R9288 朝鮮語５BⅡ（表現法） E7068 朝鮮語表現法Ⅱ 30 ○

17以降生：法文営国3～4年
16以前生：法文営国環キ3～4年

神谷　丹路 (S202) オンラインのみ
F7227 朝鮮語５B-Ⅱ（表現法） 17以降生：環キ3～4年 神谷　丹路 (S202) オンラインのみ
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 キABCDE WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6518 スポーツ科学B P6218 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 中澤　史 市ヶ谷体育 対面あり
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曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 星　善光 情報実習室D 対面あり
Q0227 情報リテラシーⅡ P0227 情報リテラシーⅡ 国１年 重定　如彦 情報実習室F 対面あり
Q0501 大学を知ろう　＜法政学＞への招待 Q0501 大学を知ろう　＜法政学＞への招待 ○ ○ 法文営国環キＧ1年～ 小林　ふみ子／小倉　淳一 S407 対面あり
Q1097 哲学Ⅰ P1057 哲学Ⅰ ○ 文1年A～I／法文営国環キ2～4年 山口　誠一 Y702 対面あり
Q1103 哲学Ⅰ P1063 哲学Ⅰ ○ 営1年J～U／法文営国環キ2～4年 大西　正人 S205 対面あり
Q1169 東洋史Ⅰ P1139 東洋史Ⅰ ○ 営1年K～U､キ1年／法文営国環キ2～4年 板橋  暁子 S305 対面あり
Q1203 日本史Ⅰ P1173 日本史Ⅰ ○ 文1年T～V､営1年A～J､国1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 Y805 対面あり
Q1017 外国文学Ａ P1019 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 DIETMAR HEIDENREICH (Y802) オンラインのみ
Q1311 外国文学と文化ＬＣ P1041 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 日原　傳 Y705 対面あり
Q6115 仏教思想論Ａ P6107 仏教思想論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y506 対面あり
Q2133 社会学Ⅰ P2143 社会学Ⅰ ○ 営1年K～U／法文営国環キ2～4年 山本　卓 G501 対面あり
Q2203 文化人類学 P2183 文化人類学Ⅰ ○ 営1年K～O／法文営国環キ2～4年 阿部　朋恒 S406 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 文1年A～B・W～X、営1年E～J／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 英語５ WEB掲示板 英語５ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2451 英語アカデミック・リーディングⅠ E0663 英語リーディング・ワークショップⅠ 36 ○ 法文営国1～4年 岩崎　博 S204 対面あり
R2601 Oral CommunicationⅠ E1701 Oral Communication Ⅰ 20 ○ 環2～4年 板橋　美也 (Y501) オンラインのみ
R2761 Practical English（英語検定試験対策）B-Ⅰ E1793 Practical English（英語検定試験対策）B－Ⅰ 25 キ1～4年 光野　昭雄 Y503 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅰ 営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4073 ドイツ語２Ⅰ E2065 ドイツ語２：読解Ⅰ 営1年A～F 長倉　誠一 F311 対面あり
R4123 ドイツ語２ E2303 ドイツ語２ 国1年SA 遠藤　浩介 F301 対面あり
R4155 ドイツ語２-Ⅰ E2513 ドイツ語２－Ⅰ キ1年A～H 三ツ石　祐子 Y504 対面あり
R4215 ドイツ語３Ⅰ E2097 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 文2年B～F 岡本　雅克 F304 対面あり
R4245 ドイツ語４Ⅰ E2205 ドイツ語４Ⅰ(重点) 30 法文営2年 林　志津江 Y601 対面あり
R5049 フランス語２Ⅰ E3043 フランス語２Ⅰ 文1年E・F コリンヌ　ヴァリエンヌ - オンラインのみ
R5125 フランス語２-Ⅰ E3513 フランス語２－Ⅰ キ1年A～H 杉村　裕史 S502 対面あり
R5209 フランス語３Ⅰ E3073 フランス語３Ⅰ 文2年E・F 柴田　惠美 F407 対面あり
Q6607 教養ゼミⅠ(フランス語圏文化への招待) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 PHILIPPE JORDY 0308LL 対面あり
R6053 ロシア語２-Ⅰ E4507 ロシア語２－Ⅰ キ1年 小西　昌隆 S201 対面あり
R6243 ロシアの文化と社会ＬＡ P6663 ロシアの文化と社会Ⅰ 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 佐藤　千登勢 G401 対面あり
R7219 中国語２-Ⅰ E5525 中国語２－Ⅰ キ1年A～D 後藤　淳一 Y703 対面あり
R7221 中国語２-Ⅰ E5527 中国語２－Ⅰ キ1年E～H 篠田　幸夫 Y605 対面あり
R7319 中国語３Ⅰ E5171 中国語３Ⅰ 文2年L～P 木村　佳代子 Y803 対面あり
R7431 中国語作文初級Ⅰ E5363※ 中国語表現法Ⅰ 15 ○ 法文営国環キ2～4年 康　鴻音 F405 対面あり
R7259 中国語補講２Ⅰ E5331 中国語補講Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
E5343 中国語補講３Ⅰ E5343 中国語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 渋井　君也 F403 対面あり
R8081 スペイン語２Ⅰ E6047 スペイン語２Ⅰ 営1年G 大貫　良史 F305 対面あり
R8185 スペイン語２-Ⅰ E6313 スペイン語２－Ⅰ キ1年A～H OSNO I DE SASAKUBO H F307 対面あり
R9029 朝鮮語２Ⅰ E7017 朝鮮語２Ⅰ 営1年M～U 富所　明秀 (F306) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9073 朝鮮語２-Ⅰ E7207 朝鮮語２－Ⅰ キ1年 神谷　丹路 (Y402) オンラインのみ
R9245 朝鮮語４ＡⅠ E7049 朝鮮語４Ⅰ（重点） 法文営2年 梁　禮先 S304 対面あり
E8063 Intercultural Communication H 定員制 ○ 1～4年 山本　そのこ (S402) オンラインのみ
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 名児耶　厚 情報実習室B 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 星　善光 情報実習室D 対面あり
Q1098 哲学Ⅱ P1058 哲学Ⅱ ○ 文1年A～I／法文営国環キ2～4年 山口　誠一 Y702 対面あり
Q1104 哲学Ⅱ P1064 哲学Ⅱ ○ 営1年J～U／法文営国環キ2～4年 大西　正人 S205 対面あり
Q1170 東洋史Ⅱ P1140 東洋史Ⅱ ○ 営1年K～U､キ1年／法文営国環キ2～4年 板橋  暁子 S305 対面あり
Q1204 日本史Ⅱ P1174 日本史Ⅱ ○ 文1年T～V､営1年A～J､国1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 Y805 対面あり
Q1018 外国文学Ｂ P1020 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 DIETMAR HEIDENREICH (Y802) オンラインのみ
Q1312 外国文学と文化ＬＤ P1042 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 日原　傳 S406 対面あり
Q6116 仏教思想論Ｂ P6107 仏教思想論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y506 対面あり
Q2134 社会学Ⅱ P2144 社会学Ⅱ ○ 営1年K～U／法文営国環キ2～4年 山本　卓 G501 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 文1年A～B・W～X、営1年E～J／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
WEB掲示板 英語６ WEB掲示板 英語６ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2452 英語アカデミック・リーディングⅡ E0664 英語リーディング・ワークショップⅡ 36 ○ 法文営国1～4年 岩崎　博 S204 対面あり
R2602 Oral CommunicationⅡ E1702 Oral Communication Ⅱ 20 ○ 環2～4年 板橋　美也 (F508) オンラインのみ
R2762 Practical English（英語検定試験対策）B-Ⅱ E1794 Practical English（英語検定試験対策）B－Ⅱ 25 キ1～4年 光野　昭雄 Y503 対面あり
WEB掲示板 English３Ⅱ 営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4074 ドイツ語２Ⅱ E2066 ドイツ語２：読解Ⅱ 営1年A～F 長倉　誠一 F311 対面あり
R4124 ドイツ語４ E2304 ドイツ語４ 国1年SA 遠藤　浩介 F301 対面あり
R4156 ドイツ語２-Ⅱ E2514 ドイツ語２－Ⅱ キ1年A～H 三ツ石　祐子 Y504 対面あり
R4216 ドイツ語３Ⅱ E2098 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 文2年B～F 岡本　雅克 F304 対面あり
R4246 ドイツ語４Ⅱ E2206 ドイツ語４Ⅱ(重点) 30 法文営2年 林　志津江 Y601 対面あり
R5050 フランス語２Ⅱ E3044 フランス語２Ⅱ 文1年E・F コリンヌ　ヴァリエンヌ - オンラインのみ
R5126 フランス語２-Ⅱ E3514 フランス語２－Ⅱ キ1年A～H 杉村　裕史 S502 対面あり
R5210 フランス語３Ⅱ E3074 フランス語３Ⅱ 文2年E・F 柴田　惠美 F407 対面あり
Q6608 教養ゼミⅡ(フランスの現代社会) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 PHILIPPE JORDY 0308LL 対面あり
R6054 ロシア語２-Ⅱ E4508 ロシア語２－Ⅱ キ1年 小西　昌隆 S201 対面あり
R6244 ロシアの文化と社会ＬＢ P6664 ロシアの文化と社会Ⅱ 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 佐藤　千登勢 G401 対面あり
R7220 中国語２-Ⅱ E5526 中国語２－Ⅱ キ1年A～D 後藤　淳一 Y703 対面あり
R7222 中国語２-Ⅱ E5528 中国語２－Ⅱ キ1年E～H 篠田　幸夫 Y605 対面あり
R7320 中国語３Ⅱ E5172 中国語３Ⅱ 文2年L～P 木村　佳代子 Y803 対面あり
R7432 中国語作文初級Ⅱ E5364※ 中国語表現法Ⅱ 15 ○ 法文営国環キ2～4年 康　鴻音 F405 対面あり
R7260 中国語補講２Ⅱ E5332 中国語補講Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
E5344 中国語補講３Ⅱ E5344 中国語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 渋井　君也 F403 対面あり
R8082 スペイン語２Ⅱ E6048 スペイン語２Ⅱ 営1年G 大貫　良史 F305 対面あり
R8186 スペイン語２-Ⅱ E6314 スペイン語２－Ⅱ キ1年A～H OSNO I DE SASAKUBO H F307 対面あり
R9030 朝鮮語２Ⅱ E7018 朝鮮語２Ⅱ 営1年M～U 富所　明秀 F306 対面あり 3/29指定クラス発表
R9074 朝鮮語２-Ⅱ E7208 朝鮮語２－Ⅱ キ1年 神谷　丹路 (Y402) オンラインのみ
R9246 朝鮮語４ＡⅡ E7050 朝鮮語４Ⅱ（重点） 法文営2年 梁　禮先 S304 対面あり
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【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

抽選 情報処理演習Ⅰ 抽選 情報処理演習Ⅰ ○ 50 ○ 法文営1～2年 星　善光 情報実習室D 対面あり
Q1223 宗教論Ⅰ P1213 宗教論Ⅰ ○ 文営環1年／法文営国環キ2～4年 君嶋　泰明 G501 対面あり
Q1107 哲学Ⅰ P1067 哲学Ⅰ ○ 文1年T～V､環1年／法文営国環キ2～4年 越部　良一 Y804　Y506 対面あり 5/17教室変更
Q1165 東洋史Ⅰ P1135 東洋史Ⅰ ○ 文1年P～X､環1年／法文営国環キ2～4年 板橋  暁子 Y601 対面あり
Q1303 日本文学と文化ＬＣ P1033 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 今泉　隆裕 Y702 対面あり
Q1401 倫理学ＬⅠ P1125 倫理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 吉永　明弘 Y606 対面あり
Q6141 教養ゼミⅠ(思想と文学) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q2205 文化人類学 P2185 文化人類学Ⅰ ○ 営1年Q～U／法文営国環キ2～4年 阿部　朋恒 S406 対面あり
Q2007 法学Ⅰ P2227 法学Ⅰ ○ 文1年L～X／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 G601 対面あり
Q3183 科学史Ａ P3123 科学史Ⅰ ○ 法文環1年／法文営国環キ2～4年 詫間　直樹 Y406 対面あり
WEB掲示板 英語５ WEB掲示板 英語５ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2623 TOEIC(R)Ⅰ E1711 TOEIC®Ⅰ 20 ○ 環2～4年 板橋　美也 (Y503) オンラインのみ
WEB掲示板 English３Ⅰ 営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4157 ドイツ語２-Ⅰ E2515 ドイツ語２－Ⅰ キ1年I～P 岡本　雅克 F304 対面あり
R4205 ドイツ語３Ⅰ E2085 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 法2年C・D 長倉　誠一 F311 対面あり
R4285 ドイツ語視聴覚Ⅰ E2215※ ドイツ語視聴覚Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ DIETMAR HEIDENREICH (Y802) オンラインのみ
R5127 フランス語２-Ⅰ E3515 フランス語２－Ⅰ キ1年I～P 杉村　裕史 F309 対面あり
R5203 フランス語３Ⅰ E3063 フランス語３Ⅰ 法2年E・F 柴田　惠美 F407 対面あり
R5205 フランス語３Ⅰ E3069 フランス語３Ⅰ 法2年T 竹本　研史 F506　Y505 対面あり 4/12教室変更
R6013 ロシア語２Ⅰ E4009 ロシア語２Ⅰ 文1年　 小西　昌隆 S201 対面あり
G9007 ロシア語２ F8953 ロシア語２ 国1年非SA 小西　昌隆 S201 対面あり
R7223 中国語２-Ⅰ E5529 中国語２－Ⅰ キ1年I～L 後藤　淳一 Y703 対面あり
R7225 中国語２-Ⅰ E5531 中国語２－Ⅰ キ1年M～P 篠田　幸夫 Y605 対面あり
R7255 中国語補講１Ⅰ E5327 中国語補講Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
R8187 スペイン語２-Ⅰ E6315 スペイン語２－Ⅰ キ1年I～P 大貫　良史 F305 対面あり
R9025 朝鮮語２Ⅰ E7019 朝鮮語２Ⅰ 文1年P～X 神谷　丹路 (Y402) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9031 朝鮮語２Ⅰ E7115 朝鮮語２Ⅰ 法1年Ｊ～W 富所　明秀 (F306) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9241 朝鮮語４ＡⅠ E7045 朝鮮語４Ⅰ（重点） 法文営2年 梁　禮先 S304 対面あり
Q5453 健康の科学ＬＡ P0503 健康の科学Ⅰ 定員制 ○ 法文営国環キ1～4年 谷本　都栄 F403 対面あり
抽選 情報処理演習Ⅱ 抽選 情報処理演習Ⅱ ○ 50 ○ 法文営1～2年 星　善光 情報実習室D 対面あり
Q0504 法政学の探究ＬＡ P0704 法政学の探究Ａ ○ 法文営国環キＧ1年～ 古俣　達郎／髙栁　俊男 F406 対面あり
Q1224 宗教論Ⅱ P1214 宗教論Ⅱ ○ 文営環1年／法文営国環キ2～4年 君嶋　泰明 G501 対面あり
Q1108 哲学Ⅱ P1068 哲学Ⅱ ○ 文1年T～V､環1年／法文営国環キ2～4年 越部　良一 Y804　Y506 対面あり 5/17教室変更
Q1166 東洋史Ⅱ P1136 東洋史Ⅱ ○ 文1年P～X､環1年／法文営国環キ2～4年 板橋  暁子 Y601 対面あり
Q1304 日本文学と文化ＬＤ P1034 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 今泉　隆裕 Y702 対面あり
Q1402 倫理学ＬⅡ P1126 倫理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 吉永　明弘 Y606 対面あり
Q6142 教養ゼミⅡ(思想と文学) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q2008 法学Ⅱ P2228 法学Ⅱ ○ 文1年L～X／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 G601 対面あり
Q2396 文化人類学Ｌ P2186 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 阿部　朋恒 G402 対面あり
Q3184 科学史Ｂ P3124 科学史Ⅱ ○ 法文環1年／法文営国環キ2～4年 詫間　直樹 Y505 対面あり
WEB掲示板 英語６ WEB掲示板 英語６ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2624 TOEIC(R)Ⅱ E1712 TOEIC®Ⅱ 20 ○ 環2～4年 板橋　美也 (Y503) オンラインのみ
WEB掲示板 English３Ⅱ 営2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4158 ドイツ語２-Ⅱ E2516 ドイツ語２－Ⅱ キ1年I～P 岡本　雅克 F304 対面あり
R4206 ドイツ語３Ⅱ E2086 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 法2年C・D 長倉　誠一 F311 対面あり
R4286 ドイツ語視聴覚Ⅱ E2216※ ドイツ語視聴覚Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ DIETMAR HEIDENREICH (Y802) オンラインのみ
R5128 フランス語２-Ⅱ E3516 フランス語２－Ⅱ キ1年I～P 杉村　裕史 F309 対面あり
R5204 フランス語３Ⅱ E3064 フランス語３Ⅱ 法2年E・F 柴田　惠美 F407 対面あり
R5206 フランス語３Ⅱ E3070 フランス語３Ⅱ 法2年T 竹本　研史 F506　Y404 対面あり 4/12教室変更
R6014 ロシア語２Ⅱ E4010 ロシア語２Ⅱ 文1年　 小西　昌隆 S201 対面あり
G9008 ロシア語４ F8954 ロシア語４ 国1年非SA 小西　昌隆 S201 対面あり
R7224 中国語２-Ⅱ E5530 中国語２－Ⅱ キ1年I～L 後藤　淳一 Y703 対面あり
R7226 中国語２-Ⅱ E5532 中国語２－Ⅱ キ1年M～P 篠田　幸夫 Y605 対面あり
R7256 中国語補講１Ⅱ E5328 中国語補講Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
R8188 スペイン語２-Ⅱ E6316 スペイン語２－Ⅱ キ1年I～P 大貫　良史 F305 対面あり
R9026 朝鮮語２Ⅱ E7020 朝鮮語２Ⅱ 文1年P～X 神谷　丹路 (Y402) オンラインのみ 3/29指定クラス発表
R9032 朝鮮語２Ⅱ E7116 朝鮮語２Ⅱ 法1年Ｊ～W 富所　明秀 F306 対面あり 3/29指定クラス発表
R9242 朝鮮語４ＡⅡ E7046 朝鮮語４Ⅱ（重点） 法文営2年 梁　禮先 S304 対面あり
Q5454 健康の科学ＬＢ P0504 健康の科学Ⅱ 定員制 ○ 法文営国環キ1～4年 谷本　都栄 F403 対面あり
P0632 Elementary Career Development 定員制 ○ 1～4年 中川　有紀子 F301 対面あり
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備考

Q1183 西洋史Ⅰ P1153 西洋史Ⅰ ○ 文1年A～N､国キ1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 S505 対面あり
Q2049 経済学Ⅰ P2039 経済学Ⅰ ○ 文1年､国1年／法文国環キ2～4年 玉之内　直 F307 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2603 Oral CommunicationⅠ E1703 Oral Communication Ⅰ 20 ○ 環2～4年 Ｒ．Ｇ．ジェイムズ (0308LL) オンラインのみ
C0011 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（英語） 24 国3年 PAUL K KALLENDER Y402 対面あり
C0014 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（英語） 24 国3年 DYLAN O SCUDDER (Y403) オンラインのみ
E1453 補講英語１・２－Ⅰ　 E1453 補講英語１・２－Ⅰ キ2～3年（再履修のみ） 岩下　弘史 S201 対面あり
R4023 ドイツ語１Ⅰ E2023 ドイツ語１：表現Ⅰ 文1年T～W 外山　知子 F305 対面あり
R4125 ドイツ語５ E2305 ドイツ語５ 国1年SA Annette　Gruber (S202) オンラインのみ
R7007 中国語１Ⅰ E5007 中国語１Ⅰ 法1年K 野村　英登 Y506 対面あり
R7017 中国語１Ⅰ E5027 中国語１Ⅰ 文1年H・I 大江　千晶 (S205) オンラインのみ
R7019 中国語１Ⅰ E5031 中国語１Ⅰ 文1年L～P 青木　正子 Y406 対面あり
R7025 中国語１Ⅰ E5039 中国語１Ⅰ 文1年X 大野　広之 0309CL 対面あり
R7035 中国語１Ⅰ E5055 中国語１Ⅰ 営1年L 篠田　幸夫 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R7101 中国語２Ⅰ E5117 中国語２Ⅰ 営1年E 薬　会 F503 対面あり
R7113 中国語２Ⅰ E5133 中国語２Ⅰ 営1年T 周　重雷 F504 対面あり
R7331 中国語３Ⅰ E5189 中国語３Ⅰ 営2年F 李　維涛 F407 対面あり
R7339 中国語３Ⅰ E5201 中国語３Ⅰ 営2年R 康　鴻音 F310 対面あり
R8013 スペイン語１Ⅰ E6011 スペイン語１Ⅰ 文1年M・N 長谷川　悦夫 F306 対面あり
R8143 スペイン語２ E6203 スペイン語２ 国1年SA 若林　大我 (F406) オンラインのみ
R8147 スペイン語１ E6211 スペイン語１ 国1年非SA 塩﨑　公靖 (F501) オンラインのみ
R3501 日本語１Ⅰ E8001 日本語１－Ⅰ 文1年 尾形　太郎 F408 対面あり
Q1184 西洋史Ⅱ P1154 西洋史Ⅱ ○ 文1年A～N､国キ1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 S505 対面あり
Q2050 経済学Ⅱ P2040 経済学Ⅱ ○ 文1年､国1年／法文国環キ2～4年 玉之内　直 F307 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2604 Oral CommunicationⅡ E1704 Oral Communication Ⅱ 20 ○ 環2～4年 Ｒ．Ｇ．ジェイムズ (0308LL) オンラインのみ
E1454 補講英語１・２－Ⅱ E1454 補講英語１・２－Ⅱ キ2～3年（再履修のみ） 岩下　弘史 S201 対面あり
R4024 ドイツ語１Ⅱ E2024 ドイツ語１：表現Ⅱ 文1年T～W 外山　知子 F305 対面あり
R4126 ドイツ語６ E2306 ドイツ語６ 国1年SA Annette　Gruber (Y404) オンラインのみ
R7008 中国語１Ⅱ E5008 中国語１Ⅱ 法1年K 野村　英登 Y406 対面あり
R7018 中国語１Ⅱ E5028 中国語１Ⅱ 文1年H・I 大江　千晶 S205 オンラインのみ 4/2授業形態変更
R7020 中国語１Ⅱ E5032 中国語１Ⅱ 文1年L～P 青木　正子 Y506 対面あり
R7026 中国語１Ⅱ E5040 中国語１Ⅱ 文1年X 大野　広之 0309CL 対面あり
R7036 中国語１Ⅱ E5056 中国語１Ⅱ 営1年L 篠田　幸夫 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R7102 中国語２Ⅱ E5118 中国語２Ⅱ 営1年E 薬　会 F503 対面あり
R7114 中国語２Ⅱ E5134 中国語２Ⅱ 営1年T 周　重雷 F504 対面あり
R7332 中国語３Ⅱ E5190 中国語３Ⅱ 営2年F 李　維涛 F407 対面あり
R7340 中国語３Ⅱ E5202 中国語３Ⅱ 営2年R 康　鴻音 F310 対面あり
R8014 スペイン語１Ⅱ E6012 スペイン語１Ⅱ 文1年M・N 長谷川　悦夫 F306 対面あり
R8144 スペイン語４ E6204 スペイン語４ 国1年SA 若林　大我 (F406) オンラインのみ
R8148 スペイン語３ E6212 スペイン語３ 国1年非SA 塩﨑　公靖 (F501) オンラインのみ
R3502 日本語１Ⅱ E8002 日本語１－Ⅱ 文1年 尾形　太郎 F408 対面あり
Q1181 西洋史Ⅰ P1151 西洋史Ⅰ ○ 文1年P～X､環1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 S505 対面あり
Q1003 日本古典文学Ａ P1005 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 園　明美 - オンラインのみ
Q2043 経済学Ⅰ P2033 経済学Ⅰ ○ 国環キ1年／法文国環キ2～4年 西崎　文平 F309 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
C0002 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（英語） 24 国3年 渡邉　康洋 F306 対面あり
C0012 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（英語） 24 国3年 DYLAN O SCUDDER (Y403) オンラインのみ
C0013 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（英語） 24 国3年 PAUL K KALLENDER Y402 対面あり
E1455 補講英語１・２－Ⅰ　 E1455 補講英語１・２－Ⅰ キ2～3年（再履修のみ） 岩下　弘史 S203 対面あり
R4027 ドイツ語１Ⅰ E2027 ドイツ語１：表現Ⅰ 営1年G～L 外山　知子 F305 対面あり
R7045 中国語１Ⅰ E5023 中国語１Ⅰ 営1年G～K 大江　千晶 (S205) オンラインのみ
R7023 中国語１Ⅰ E5037 中国語１Ⅰ 文1年U・V 篠田　幸夫 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R7029 中国語１Ⅰ E5045 中国語１Ⅰ 営1年D 大野　広之 0309CL 対面あり
R7037 中国語１Ⅰ E5057 中国語１Ⅰ 営1年M・N 青木　正子 Y506 対面あり
R7039 中国語１Ⅰ E5059 中国語１Ⅰ 営1年O・Q 野村　英登 Y504 対面あり
R7117 中国語２Ⅰ E5091 中国語２Ⅰ 法1年F 薬　会 Y604 対面あり
R7151 中国語(２)Ⅰ E5385 中国語（２）Ⅰ 法1年Y②（21A3100～21A3126） 康　鴻音 F310 対面あり 3/31指定クラス更新
R7153 中国語(２)Ⅰ E5387 中国語（２）Ⅰ 法1年Y①（21A3072～21A3099） 周　重雷 F504 対面あり 3/31指定クラス更新
R7345 中国語３Ⅰ E5209 中国語３Ⅰ 法2年F 李　維涛 Y406 対面あり
R8015 スペイン語１Ⅰ E6013 スペイン語１Ⅰ 文1年R～T 長谷川　悦夫 Y605 対面あり
R8077 スペイン語２Ⅰ E6045 スペイン語２Ⅰ 文1年U～X 保﨑　典子 F302 対面あり
R8273 スペイン語(３)Ⅰ E6127 スペイン語(３)Ⅰ 法2年Y（20A3127～20A3144） 塩﨑　公靖 (F501) オンラインのみ 3/31指定クラス更新
R8201 スペイン語３Ⅰ E6431 スペイン語３Ⅰ 法2年I・J 若林　大我 (F406) オンラインのみ
R3513 日本語２Ⅰ E8009 日本語２－Ⅰ 営1年 尾形　太郎 F408 対面あり
F8063 日本語２-Ⅰ E8009 日本語２－Ⅰ 国環1年 尾形　太郎 F408 対面あり
Q1182 西洋史Ⅱ P1152 西洋史Ⅱ ○ 文1年P～X､環1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 S505 対面あり
Q1004 日本古典文学Ｂ P1006 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 園　明美 - オンラインのみ
Q2044 経済学Ⅱ P2034 経済学Ⅱ ○ 国環キ1年／法文国環キ2～4年 西崎　文平 F309 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 法1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
E1456 補講英語１・２－Ⅱ E1456 補講英語１・２－Ⅱ キ2～3年（再履修のみ） 岩下　弘史 S203 対面あり
R4028 ドイツ語１Ⅱ E2028 ドイツ語１：表現Ⅱ 営1年G～L 外山　知子 F305 対面あり
R7046 中国語１Ⅱ E5024 中国語１Ⅱ 営1年G～K 大江　千晶 S205 オンラインのみ 4/2授業形態変更
R7024 中国語１Ⅱ E5038 中国語１Ⅱ 文1年U・V 篠田　幸夫 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R7030 中国語１Ⅱ E5046 中国語１Ⅱ 営1年D 大野　広之 0309CL 対面あり
R7038 中国語１Ⅱ E5058 中国語１Ⅱ 営1年M・N 青木　正子 Y503 対面あり
R7040 中国語１Ⅱ E5060 中国語１Ⅱ 営1年O・Q 野村　英登 Y506 対面あり
R7118 中国語２Ⅱ E5092 中国語２Ⅱ 法1年F 薬　会 Y504 対面あり
R7152 中国語(２)Ⅱ E5386 中国語（２）Ⅱ 法1年Y②（21A3100～21A3126） 康　鴻音 F310 対面あり 3/31指定クラス更新
R7154 中国語(２)Ⅱ E5388 中国語（２）Ⅱ 法1年Y①（21A3072～21A3099） 周　重雷 F504 対面あり 3/31指定クラス更新
R7346 中国語３Ⅱ E5210 中国語３Ⅱ 法2年F 李　維涛 Y505 対面あり
R8016 スペイン語１Ⅱ E6014 スペイン語１Ⅱ 文1年R～T 長谷川　悦夫 F405 対面あり
R8078 スペイン語２Ⅱ E6046 スペイン語２Ⅱ 文1年U～X 保﨑　典子 F302 対面あり
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R8274 スペイン語(３)Ⅱ E6128 スペイン語(３)Ⅱ 法2年Y（20A3127～20A3144） 塩﨑　公靖 (F501) オンラインのみ 3/31指定クラス更新
R8202 スペイン語３Ⅱ E6432 スペイン語３Ⅱ 法2年I・J 若林　大我 (F406) オンラインのみ
R3514 日本語２Ⅱ E8010 日本語２－Ⅱ 営1年 尾形　太郎 F408 対面あり
F8064 日本語２-Ⅱ E8010 日本語２－Ⅱ 国環1年 尾形　太郎 F408 対面あり
C0001 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（英語） 24 国3年 ALAN M NICHOLLS F306 対面あり
C0004 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（英語） 24 国3年 渡邉　康洋 F305 対面あり
C0005 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（英語） 24 国3年 JAMES O ESSEX (F307) オンラインのみ
C0008 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（英語） 24 国3年 DYLAN O SCUDDER (F304) オンラインのみ
C0009 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（英語） 24 国3年 PAUL K KALLENDER F303 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅱ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
C0003 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（英語） 24 国3年 ALAN M NICHOLLS F305 対面あり
C0006 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（英語） 24 国3年 渡邉　康洋 F307 対面あり
C0007 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（英語） 24 国3年 JAMES O ESSEX (F304) オンラインのみ
C0010 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（英語） 24 国3年 DYLAN O SCUDDER (F306) オンラインのみ
WEB掲示板 English１Ⅰ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅰ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅰ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English１Ⅱ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
WEB掲示板 English２Ⅱ（補講） WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ（補講） 法（Y除く）文営2～3年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板

春学期

秋学期

土3

春学期

秋学期

土4



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
登録番号
（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q1221 宗教論Ⅰ P1211 宗教論Ⅰ ○ 法営国キ1年／法文営国環キ2～4年 若林　明彦 - オンラインのみ
Q1163 東洋史Ⅰ P1133 東洋史Ⅰ ○ 法1年S～Y､文1年A～N／法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 - オンラインのみ
Q1167 東洋史Ⅰ P1137 東洋史Ⅰ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 - オンラインのみ
抽選 東洋史Ⅰ 抽選 東洋史Ⅰ ○ ○ 法1年A～N､国キ1年／法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 - オンラインのみ
Q1013 日本文学Ａ P1015 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 島田　雅彦 - オンラインのみ
Q1027 日本近・現代文学Ａ P1247 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　彩 - オンラインのみ
Q1309 外国文学と文化ＬＡ P1039 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　正道 - オンラインのみ
Q1321 文学と社会ＬＥ P1243 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 中澤　忠之 - オンラインのみ
抽選 日本文学と文化LG 抽選 文学Ⅰ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 榎本　正樹 - オンラインのみ
抽選 日本文学と文化LG 抽選 文学Ⅰ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 榎本　正樹 - オンラインのみ
Q6117 行為の理論Ａ P6017 行為の理論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山口　誠一 - オンラインのみ 3/29木曜3限に変更
抽選 社会思想Ⅰ 抽選 社会思想Ⅰ ○ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 熊沢　敏之 - オンラインのみ
Q2073 心理学Ⅰ P2063 心理学Ⅰ ○ 法1年A～H､国1年／法文営国環キ2～4年 櫻井　登世子 - オンラインのみ
Q2075 心理学Ⅰ P2065 心理学Ⅰ ○ 国1年､環1年／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2117 地理学Ⅰ P2097 地理学Ⅰ ○ 文1年P～X､国1年／法文営国環キ2～4年 前畑　明美 - オンラインのみ
Q2119 地理学Ⅰ P2099 地理学Ⅰ ○ 営1年K～U／法文営国環キ2～4年 前畑　明美 - オンラインのみ
Q2323 経済学ＬＡ P2045 経済学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　誠 - オンラインのみ
抽選 心理学ＬＡ 抽選 心理学Ⅰ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
抽選 心理学ＬＡ 抽選 心理学Ⅰ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2357 地理学ＬＡ P2103 地理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 長沢　利明 - オンラインのみ
Q2359 地理学ＬＣ P2105 地理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 前川　明彦 - オンラインのみ
Q2351 地理学ＬＡ P2107 地理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 長沢　利明 - オンラインのみ
Q3013 教養数学Ａ P3413 教養数学Ａ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 - オンラインのみ
Q3017 教養数学Ａ P3417 教養数学Ａ ○ 環キ1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 - オンラインのみ
Q3173 天文学Ａ P3113 天文学Ⅰ ○ 営キ1年／法文営国環キ2～4年 松本　倫明 - オンラインのみ
Q3175 天文学Ａ P3115 天文学Ⅰ ○ 法国1年／法文営国環キ2～4年 福島　登志夫 - オンラインのみ
Q3266 教養化学ＬＡ P3102 物質と環境Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 中田　和秀 - オンラインのみ
抽選 教養化学ＬＡ 抽選 物質と環境Ⅰ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 向井　知大 - オンラインのみ
Q6313 現代の錬金術Ａ P6077 現代の錬金術 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 井坂　政裕 - オンラインのみ
Q1222 宗教論Ⅱ P1212 宗教論Ⅱ ○ 法営国キ1年／法文営国環キ2～4年 若林　明彦 - オンラインのみ
Q1164 東洋史Ⅱ P1134 東洋史Ⅱ ○ 法1年S～Y､文1年A～N／法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 - オンラインのみ
Q1168 東洋史Ⅱ P1138 東洋史Ⅱ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 - オンラインのみ
抽選 東洋史Ⅱ 抽選 東洋史Ⅱ ○ ○ 法1年A～N､国キ1年／法文営国環キ2～4年 齋藤　勝 - オンラインのみ
Q1014 日本文学Ｂ P1016 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 島田　雅彦 - オンラインのみ
Q1028 日本近・現代文学Ｂ P1248 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　彩 - オンラインのみ
Q1310 外国文学と文化ＬＢ P1040 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　正道 - オンラインのみ
Q1322 文学と社会ＬＦ P1244 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 中澤　忠之 - オンラインのみ
抽選 日本文学と文化LH 抽選 文学Ⅱ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 榎本　正樹 - オンラインのみ
抽選 日本文学と文化LH 抽選 文学Ⅱ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 榎本　正樹 - オンラインのみ
Q6118 行為の理論Ｂ P6017 行為の理論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山口　誠一 - オンラインのみ 3/29木曜3限に変更
抽選 社会思想Ⅱ 抽選 社会思想Ⅱ ○ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 熊沢　敏之 - オンラインのみ
Q2074 心理学Ⅱ P2064 心理学Ⅱ ○ 法1年A～H､国1年／法文営国環キ2～4年 櫻井　登世子 - オンラインのみ
Q2076 心理学Ⅱ P2066 心理学Ⅱ ○ 国1年､環1年／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2118 地理学Ⅱ P2098 地理学Ⅱ ○ 文1年P～X､国1年／法文営国環キ2～4年 前畑　明美 - オンラインのみ
Q2120 地理学Ⅱ P2100 地理学Ⅱ ○ 営1年K～U／法文営国環キ2～4年 前畑　明美 - オンラインのみ
Q2324 経済学ＬＢ P2046 経済学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 鈴木　誠 - オンラインのみ
抽選 心理学ＬＢ 抽選 心理学Ⅱ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
抽選 心理学ＬＢ 抽選 心理学Ⅱ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2358 地理学ＬＢ P2104 地理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 長沢　利明 - オンラインのみ
Q2360 地理学ＬＤ P2106 地理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 前川　明彦 - オンラインのみ
Q2352 地理学ＬＢ P2108 地理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 長沢　利明 - オンラインのみ
Q2394 文化人類学Ｌ P2184 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 阿部　朋恒 - オンラインのみ
Q3014 教養数学Ｂ P3414 教養数学Ｂ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 - オンラインのみ
Q3018 教養数学Ｂ P3418 教養数学Ｂ ○ 環キ1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 - オンラインのみ
Q3174 天文学Ｂ P3114 天文学Ⅱ ○ 営キ1年／法文営国環キ2～4年 松本　倫明 - オンラインのみ

Q3176 天文学Ｂ P3116 天文学Ⅱ ○ 法国1年／法文営国環キ2～4年 福島　登志夫 - オンラインのみ

Q3264 教養化学ＬＢ P3100 物質と環境Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 西村　直美 - オンラインのみ

Q6314 現代の錬金術Ｂ P6077 現代の錬金術 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 井坂　政裕 - オンラインのみ

- 秋学期 WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 アダプテッドコース WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり

春学期

秋学期

曜
日
・
時
限
な
し



曜日・時限が「曜日・時限なし」と記載されている授業は、履修登録画面下部の「集中・その
他」欄に表示されますので、希望の科目について履修登録してください。



曜日
時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
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（16以前）

科目名（16以前）
2021

抽選科目
定員

他学部
公開科目

成績優秀者
公開科目

GO科目 指定学部学年クラス 担当者
教室

【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 アダプテッドコース WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり

C0015 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（ドイツ語） 24 国3年 三ツ石　祐子 F309 対面あり

C0016 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（ドイツ語） 24 国3年 Schmidt　Ute F309 対面あり

C0026 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（朝鮮語） 24 国3年 梁　禮先 F401 対面あり

WEB掲示板 フランス生活文化論ＬＡ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 河村　英和 未定 対面あり

WEB掲示板 リベラルアーツ特別実習 WEB掲示板 リベラルアーツ特別実習 30 ○ ○ 法文営国環キＧ1～3年 小原　丈明 未定 未定

春学期集中

サマーセッション
7/31（1・2）
8/2（1・2・3）
8/3（1・2・3）
8/4（1・2）
8/5（1・2）
8/6（1・2）

スプリングセッション

サマーセッション
7/31（3・4）
8/2（3・4）
8/3（3・4）
8/4（3・4・5）
8/5（3・4・5）
8/6（3・4）

サマーセッション
7/31（2・3・4）
8/2（2・3・4）
8/3（4）
8/4（2・3・4）
8/5（4）
8/6（2・3・4）

サマーセッション
7/31（3・4）
8/2（4・5）
8/3（4・5）
8/4（3・4・5）
8/5（3・4・5）
8/6（3・4）


