
開講期 曜日時限 授業コード 科目名 指定学部 学年 クラス 担当者 教室

春学期 木1 R0501 英語１ 国1年 小川　真也 0804

秋学期 木1 R0502 英語３ 国1年 小川　真也 0804

春学期 木1 R0503 英語１ 国1年 深谷　公宣 Y503

秋学期 木1 R0504 英語３ 国1年 深谷　公宣 Y503

春学期 木1 R0505 英語１ 国1年 宇治谷　義英 S304

秋学期 木1 R0506 英語３ 国1年 宇治谷　義英 S304

春学期 木1 R0507 英語１ 国1年 永井　大輔 0701

秋学期 木1 R0508 英語３ 国1年 永井　大輔 0701

春学期 木1 R0509 英語１ 国1年 北　文美子 S202

秋学期 木1 R0510 英語３ 国1年 北　文美子 S202

春学期 木1 R0511 英語１ 国1年 岩下　弘史 0806

秋学期 木1 R0512 英語３ 国1年 岩下　弘史 0806

春学期 木2 R0513 英語１ 国1年 小川　真也 0804

秋学期 木2 R0514 英語３ 国1年 小川　真也 0804

春学期 木2 R0515 英語１ 国1年 遠藤　郁子 S404

秋学期 木2 R0516 英語３ 国1年 遠藤　郁子 S404

春学期 木2 R0517 英語１ 国1年 宇治谷　義英 S403

秋学期 木2 R0518 英語３ 国1年 宇治谷　義英 S403

春学期 木2 R0519 英語１ 国1年 永井　大輔 0701

秋学期 木2 R0520 英語３ 国1年 永井　大輔 0701

春学期 木2 R0521 英語１ 国1年 北　文美子 S202

秋学期 木2 R0522 英語３ 国1年 北　文美子 S202

春学期 木2 R0523 英語１ 国1年 岩下　弘史 0806

秋学期 木2 R0524 英語３ 国1年 岩下　弘史 0806

春学期 月1 R0531 英語２ 国1年 RICHARD SHEEHAN 0505

秋学期 月1 R0532 英語４ 国1年 RICHARD SHEEHAN 0505

春学期 月1 R0533 英語２ 国1年 ジェイソン　ポール　スミス 0508LL

秋学期 月1 R0534 英語４ 国1年 ジェイソン　ポール　スミス 0508LL

春学期 月1 R0535 英語２ 国1年 ジョナサン・エイブル 0806

秋学期 月1 R0536 英語４ 国1年 ジョナサン・エイブル 0806

春学期 月1 R0537 英語２ 国1年 栩木　玲子 0805

秋学期 月1 R0538 英語４ 国1年 栩木　玲子 0805

春学期 月1 R0539 英語２ 国1年 URBANOVA　Jana 0509CL

秋学期 月1 R0540 英語４ 国1年 URBANOVA　Jana 0509CL

春学期 月1 R0541 英語２ 国1年 ROBIN F WEICHERT 0602

秋学期 月1 R0542 英語４ 国1年 ROBIN F WEICHERT 0602

春学期 月2 R0543 英語２ 国1年 RICHARD SHEEHAN 0505

秋学期 月2 R0544 英語４ 国1年 RICHARD SHEEHAN 0505

春学期 月2 R0545 英語２ 国1年 ジェイソン　ポール　スミス 0508LL

秋学期 月2 R0546 英語４ 国1年 ジェイソン　ポール　スミス 0508LL

春学期 月2 R0547 英語２ 国1年 URBANOVA　Jana 1005

秋学期 月2 R0548 英語４ 国1年 URBANOVA　Jana 1005

春学期 月2 R0549 英語２ 国1年 ROBIN F WEICHERT 0602

秋学期 月2 R0550 英語４ 国1年 ROBIN F WEICHERT 0602

春学期 月2 R0551 英語２ 国1年 佐藤　陽子 （0806）
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秋学期 月2 R0552 英語４ 国1年 佐藤　陽子 （0806）

春学期 月2 R0553 英語２ 国1年 栩木　玲子 0805

秋学期 月2 R0554 英語４ 国1年 栩木　玲子 0805

春学期 金4 R0561 英語５ 国1年 TOBY TRAUB 0603

秋学期 金4 R0562 英語６ 国1年 TOBY TRAUB 0603

春学期 金4 R0563 英語５ 国1年 ラスカイル　L.ハウザー 0608

秋学期 金4 R0564 英語６ 国1年 ラスカイル　L.ハウザー Y606

春学期 金4 R0565 英語５ 国1年 KANG CHIA-WEI 0705

秋学期 金4 R0566 英語６ 国1年 KANG CHIA-WEI 0705

春学期 金4 R0567 英語５ 国1年 ウォルター・カズマー S201

秋学期 金4 R0568 英語６ 国1年 ウォルター・カズマー S201

春学期 金4 R0569 英語５ 国1年 Daniel Dusza 0508LL

秋学期 金4 R0570 英語６ 国1年 Daniel Dusza 0508LL

春学期 金5 R0571 英語５ 国1年 ラスカイル　L.ハウザー 0608

秋学期 金5 R0572 英語６ 国1年 ラスカイル　L.ハウザー Y601

春学期 金5 R0573 英語５ 国1年 ウォルター・カズマー S201

秋学期 金5 R0574 英語６ 国1年 ウォルター・カズマー S201

春学期 火1 R2201 英語７ 国2年 竹内　晶子 F408

春学期 火2 R2202 英語７ 国2年 須藤　祐二 0502

春学期 火2 R2203 英語７ 国2年 中和　彩子 S603

春学期 火3 R2204 英語７ 国2年 鹿子嶋　由佳 0604

春学期 火2 R2205 英語７ 国2年 衣笠　正晃 0504

春学期 火2 R2206 英語７ 国2年 宇治谷　義英 0605

春学期 火4 R2207 英語７ 国2年 田中　邦佳 0505

春学期 金2 R2208 英語８ 国2年 DONALD W WHYTE S204

春学期 木3 R2209 英語８ 国2年 James Short 0801

春学期 木1 R2210 英語８ 国2年 MARK D BURNS F506

春学期 木4 R2211 英語８ 国2年 James Short 0801

春学期 木2 R2212 英語８ 国2年 MARK D BURNS F506

春学期 木3 R2213 英語８ 国2年 ROBIN F WEICHERT 0806

春学期 木2 R2214 英語８ 国2年 ROBIN F WEICHERT 0904


