
開講
期

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

春学期 月3 R2001 English3Ⅰ 法2年、文（史地心）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (G602) オンラインのみ

秋学期 月3 R2002 English3Ⅱ 法2年、文（史地心）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (G201) オンラインのみ

春学期 月3 R2003 English3Ⅰ 法2年、文（史地心）2年：上級／英語／世界の中の日本 ジェイソン　ポール　スミス (S404) オンラインのみ

秋学期 月3 R2004 English3Ⅱ 法2年、文（史地心）2年：上級／英語／世界の中の日本 ジェイソン　ポール　スミス (F309) オンラインのみ

春学期 月3 R2005 English3Ⅰ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／現代の諸相 岩坪　友子 G401 対面あり

秋学期 月3 R2006 English3Ⅱ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／現代の諸相 岩坪　友子 S602 対面あり

春学期 月3 R2007 English3Ⅰ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 宇野　毅 S203 対面あり

秋学期 月3 R2008 English3Ⅱ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 宇野　毅 S203 対面あり

春学期 月3 R2009 English3Ⅰ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 高井　美紀子 (G601) オンラインのみ

秋学期 月3 R2010 English3Ⅱ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 高井　美紀子 (G602) オンラインのみ

春学期 月3 R2011 English3Ⅰ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／世界の中の日本 前川　裕 F507 対面あり

秋学期 月3 R2012 English3Ⅱ 法2年、文（史地心）2年：上級／日本語／世界の中の日本 前川　裕 F507 対面あり

春学期 月4 R2013 English3Ⅰ 法2年：上級／英語／現代の諸相 ジェイソン　ポール　スミス (S306) オンラインのみ

秋学期 月4 R2014 English3Ⅱ 法2年：上級／英語／現代の諸相 ジェイソン　ポール　スミス (0608) オンラインのみ

春学期 月4 R2015 English3Ⅰ 法2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (Y403) オンラインのみ

秋学期 月4 R2016 English3Ⅱ 法2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (Y404) オンラインのみ

春学期 月4 R2017 English3Ⅰ 法2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 高井　美紀子 (0504) オンラインのみ

秋学期 月4 R2018 English3Ⅱ 法2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 高井　美紀子 (S502) オンラインのみ

春学期 月4 R2019 English3Ⅰ 法2年：上級／日本語／世界の中の日本 前川　裕 F505 対面あり

秋学期 月4 R2020 English3Ⅱ 法2年：上級／日本語／世界の中の日本 前川　裕 F505 対面あり

春学期 月4 R2021 English3Ⅰ 法2年：中級／英語／現代の諸相 TAMARA P ELDRIDGE (0503) オンラインのみ

秋学期 月4 R2022 English3Ⅱ 法2年：中級／英語／現代の諸相 TAMARA P ELDRIDGE (S401) オンラインのみ

春学期 月4 R2023 English3Ⅰ 法2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 コートランド・デイビッド・スミス (S202) オンラインのみ

秋学期 月4 R2024 English3Ⅱ 法2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 コートランド・デイビッド・スミス S202 対面あり

春学期 月4 R2025 English3Ⅰ 法2年：中級／英語／世界の中の日本 ジョナサン・エイブル 0905 対面あり

秋学期 月4 R2026 English3Ⅱ 法2年：中級／英語／世界の中の日本 ジョナサン・エイブル S402 対面あり

春学期 月4 R2027 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／現代の諸相 吉川　直澄 (0309CL) オンラインのみ

秋学期 月4 R2028 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／現代の諸相 吉川　直澄 (0309CL) オンラインのみ

春学期 月4 R2029 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 大曲　陽子 (S504) オンラインのみ

秋学期 月4 R2030 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 大曲　陽子 S504 対面あり

春学期 月4 R2031 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 URBANOVA　Jana (0308LL) オンラインのみ

秋学期 月4 R2032 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 URBANOVA　Jana (0308LL) オンラインのみ

春学期 月4 R2033 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 宇治谷　義英 Y705 対面あり

秋学期 月4 R2034 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 宇治谷　義英 0507 対面あり

春学期 月4 R2035 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉江　秀和 F304 対面あり

秋学期 月4 R2036 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉江　秀和 F304 対面あり

春学期 月4 R2037 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉川　太惠子 S403 対面あり

秋学期 月4 R2038 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉川　太惠子 S403 対面あり

春学期 月4 R2039 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉田　季実子 F502 対面あり

秋学期 月4 R2040 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉田　季実子 F502 対面あり

春学期 月5 R2041 English3Ⅰ 法2年：中級／英語／現代の諸相 TAMARA P ELDRIDGE (F503) オンラインのみ

秋学期 月5 R2042 English3Ⅱ 法2年：中級／英語／現代の諸相 TAMARA P ELDRIDGE (S402) オンラインのみ

春学期 月5 R2043 English3Ⅰ 法2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 コートランド・デイビッド・スミス (S202) オンラインのみ

秋学期 月5 R2044 English3Ⅱ 法2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 コートランド・デイビッド・スミス S202 対面あり

春学期 月5 R2045 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／現代の諸相 吉川　直澄 (0309CL) オンラインのみ

秋学期 月5 R2046 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／現代の諸相 吉川　直澄 (0309CL) オンラインのみ
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春学期 月5 R2047 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 山﨑　暁子 S504 対面あり

秋学期 月5 R2048 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 山﨑　暁子 S504 対面あり

春学期 月5 R2049 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 URBANOVA　Jana (0509CL) オンラインのみ

秋学期 月5 R2050 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 URBANOVA　Jana (0509CL) オンラインのみ

春学期 月5 R2051 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 小屋　逸樹 (0504) オンラインのみ

秋学期 月5 R2052 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 小屋　逸樹 (0504) オンラインのみ

春学期 月5 R2053 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉江　秀和 F304 対面あり

秋学期 月5 R2054 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉江　秀和 F304 対面あり

春学期 月5 R2055 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉田　季実子 F502 対面あり

秋学期 月5 R2056 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 吉田　季実子 F502 対面あり

春学期 月5 R2057 English3Ⅰ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 大和久　悌一郎 S304 対面あり

秋学期 月5 R2058 English3Ⅱ 法2年：中級／日本語／世界の中の日本 大和久　悌一郎 S304 対面あり

春学期 月4 R2059 English3Ⅰ 法2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 飛田　英伸 F311 対面あり

秋学期 月4 R2060 English3Ⅱ 法2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 飛田　英伸 F311 対面あり

春学期 月4 R2061 English3Ⅰ 法2年：初級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 Y401 対面あり

秋学期 月4 R2062 English3Ⅱ 法2年：初級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 Y401 対面あり

春学期 月5 R2063 English3Ⅰ 法2年：初級／日本語／現代の諸相 吉川　太惠子 S403 対面あり

秋学期 月5 R2064 English3Ⅱ 法2年：初級／日本語／現代の諸相 吉川　太惠子 S403 対面あり

春学期 月5 R2065 English3Ⅰ 法2年：初級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 Y402 対面あり

秋学期 月5 R2066 English3Ⅱ 法2年：初級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 Y401 対面あり

春学期 金3 R2067 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：上級／英語／現代の諸相 ALAN M NICHOLLS (F505) オンラインのみ

秋学期 金3 R2068 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：上級／英語／現代の諸相 ALAN M NICHOLLS F505 対面あり

春学期 金3 R2069 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 ジョナサン・エイブル 0508LL 対面あり

秋学期 金3 R2070 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 石原　紀子 (0508LL) オンラインのみ

春学期 金3 R2071 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Robert　D.　Hinton - オンラインのみ

秋学期 金3 R2072 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Robert　D.　Hinton - オンラインのみ

春学期 金3 R2073 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 ゲンチ　ブルジュ S303 対面あり

秋学期 金3 R2074 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 ゲンチ　ブルジュ F304 対面あり

春学期 金3 R2075 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：上級／英語／世界の中の日本 Robert　Durham (S203) オンラインのみ

秋学期 金3 R2076 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：上級／英語／世界の中の日本 Robert　Durham (S203) オンラインのみ

春学期 金3 R2077 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 榊原　益子 (F406) オンラインのみ

秋学期 金3 R2078 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 榊原　益子 F406 対面あり

春学期 水4 R2079 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／英語／現代の諸相 リチャード ウィルコックス (F301) オンラインのみ

秋学期 水4 R2080 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／英語／現代の諸相 リチャード ウィルコックス (F301) オンラインのみ

春学期 水4 R2081 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 MICHAEL F.MURPHY S301 対面あり

秋学期 水4 R2082 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 MICHAEL F.MURPHY S301 対面あり

春学期 水4 R2083 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／日本語／現代の諸相 小田井　勝彦 S302 対面あり

秋学期 水4 R2084 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／日本語／現代の諸相 小田井　勝彦 F507 対面あり

春学期 水4 R2085 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (F504) オンラインのみ

秋学期 水4 R2086 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (S502) オンラインのみ

春学期 水4 R2087 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／日本語／世界の中の日本 今井　澄子 S404 対面あり

秋学期 水4 R2088 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／日本語／世界の中の日本 今井　澄子 S304 対面あり

春学期 水4 R2089 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／日本語／世界の中の日本 佐々木　一惠 - オンラインのみ

秋学期 水4 R2090 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／日本語／世界の中の日本 佐々木　一惠 - オンラインのみ

春学期 金3 R2091 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 TOBY TRAUB S302 対面あり

秋学期 金3 R2092 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 TOBY TRAUB S302 対面あり
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春学期 金3 R2093 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 川野　芽生 F507 対面あり

秋学期 金3 R2094 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 川野　芽生 F507 対面あり

春学期 金3 R2095 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：中級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 Y401 対面あり

秋学期 金3 R2096 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：中級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 Y401 対面あり

春学期 水4 R2097 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：初級／日本語／現代の諸相 宮本　三恵子 S201 対面あり

秋学期 水4 R2098 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：初級／日本語／現代の諸相 宮本　三恵子 S201 対面あり

春学期 水4 R2099 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 萩原　眞一 S203 対面あり

秋学期 水4 R2100 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 萩原　眞一 S203 対面あり

春学期 水4 R2101 English3Ⅰ 文（哲日英）2年：初級／日本語／世界の中の日本 青山　恵子 (0506) オンラインのみ

秋学期 水4 R2102 English3Ⅱ 文（哲日英）2年：初級／日本語／世界の中の日本 青山　恵子 (0506) オンラインのみ

春学期 水5 R2103 English3Ⅰ 文（史地心）2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 MICHAEL F.MURPHY S301 対面あり

秋学期 水5 R2104 English3Ⅱ 文（史地心）2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 MICHAEL F.MURPHY S301 対面あり

春学期 水5 R2105 English3Ⅰ 文（史地心）2年：中級／英語／世界の中の日本 リチャード ウィルコックス (S203) オンラインのみ

秋学期 水5 R2106 English3Ⅱ 文（史地心）2年：中級／英語／世界の中の日本 リチャード ウィルコックス (S203) オンラインのみ

春学期 水5 R2107 English3Ⅰ 文（史地心）2年：中級／日本語／現代の諸相 井上　紗央里 S505 対面あり

秋学期 水5 R2108 English3Ⅱ 文（史地心）2年：中級／日本語／現代の諸相 井上　紗央里 S204 対面あり

春学期 水5 R2109 English3Ⅰ 文（史地心）2年：中級／日本語／世界の中の日本 戸嶋　まゆみ F301 対面あり

秋学期 水5 R2110 English3Ⅱ 文（史地心）2年：中級／日本語／世界の中の日本 戸嶋　まゆみ F301 対面あり

春学期 水5 R2111 English3Ⅰ 文（史地心）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (S204) オンラインのみ

秋学期 水5 R2112 English3Ⅱ 文（史地心）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 佐藤　陽子 (S306) オンラインのみ

春学期 水5 R2113 English3Ⅰ 文（史地心）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 磯部　芳恵 0308LL 対面あり

秋学期 水5 R2114 English3Ⅱ 文（史地心）2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 磯部　芳恵 0308LL 対面あり

春学期 水5 R2115 English3Ⅰ 文（史地心）2年：中級／日本語／世界の中の日本 今井　澄子 S401 対面あり

秋学期 水5 R2116 English3Ⅱ 文（史地心）2年：中級／日本語／世界の中の日本 今井　澄子 S401 対面あり

春学期 水5 R2117 English3Ⅰ 文（史地心）2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 永井　大輔 Y803 対面あり

秋学期 水5 R2118 English3Ⅱ 文（史地心）2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 永井　大輔 Y803 対面あり

春学期 水5 R2119 English3Ⅰ 文（史地心）2年：初級／日本語／世界の中の日本 青山　恵子 (0507) オンラインのみ

秋学期 水5 R2120 English3Ⅱ 文（史地心）2年：初級／日本語／世界の中の日本 青山　恵子 (0503) オンラインのみ

春学期 金4 R2121 English3Ⅰ 営2年：上級／英語／現代の諸相 ALAN M NICHOLLS (S501) オンラインのみ

秋学期 金4 R2122 English3Ⅱ 営2年：上級／英語／現代の諸相 ALAN M NICHOLLS S501 対面あり

春学期 金4 R2123 English3Ⅰ 営2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Robert　D.　Hinton - オンラインのみ

秋学期 金4 R2124 English3Ⅱ 営2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Robert　D.　Hinton - オンラインのみ

春学期 金4 R2125 English3Ⅰ 営2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Kregg　Johnston 0508LL 対面あり

秋学期 金4 R2126 English3Ⅱ 営2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Kregg　Johnston 0508LL 対面あり

春学期 金4 R2127 English3Ⅰ 営2年：上級／英語／世界の中の日本 Robert　Durham (S202) オンラインのみ

秋学期 金4 R2128 English3Ⅱ 営2年：上級／英語／世界の中の日本 Robert　Durham (S202) オンラインのみ

春学期 金4 R2129 English3Ⅰ 営2年：上級／日本語／世界の中の日本 宇治谷　義英 F503 対面あり

秋学期 金4 R2130 English3Ⅱ 営2年：上級／日本語／世界の中の日本 宇治谷　義英 F503 対面あり

春学期 金5 R2131 English3Ⅰ 営2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Robert　D.　Hinton - オンラインのみ

秋学期 金5 R2132 English3Ⅱ 営2年：上級／英語／英語圏の文化と社会 Robert　D.　Hinton - オンラインのみ

春学期 金5 R2133 English3Ⅰ 営2年：上級／英語／世界の中の日本 Robert　Durham (S202) オンラインのみ

秋学期 金5 R2134 English3Ⅱ 営2年：上級／英語／世界の中の日本 Robert　Durham (S202) オンラインのみ

春学期 金5 R2135 English3Ⅰ 営2年：上級／日本語／現代の諸相 宇治谷　義英 F503 対面あり

秋学期 金5 R2136 English3Ⅱ 営2年：上級／日本語／現代の諸相 宇治谷　義英 F503 対面あり

春学期 金5 R2137 English3Ⅰ 営2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 川澄　亜岐子 S203 対面あり

秋学期 金5 R2138 English3Ⅱ 営2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 川澄　亜岐子 S203 対面あり
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春学期 金5 R2139 English3Ⅰ 営2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 大野　ロベルト F308 対面あり

秋学期 金5 R2140 English3Ⅱ 営2年：上級／日本語／英語圏の文化と社会 藤本　大士 F308 対面あり

春学期 金3 R2141 English3Ⅰ 営2年：中級／英語／現代の諸相 ウォルター・カズマー F504 対面あり

秋学期 金3 R2142 English3Ⅱ 営2年：中級／英語／現代の諸相 ウォルター・カズマー F504 対面あり

春学期 金3 R2143 English3Ⅰ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 KANG CHIA-WEI S304 対面あり

秋学期 金3 R2144 English3Ⅱ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 KANG CHIA-WEI S304 対面あり

春学期 金3 R2145 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 本間　章郎 F306 対面あり

秋学期 金3 R2146 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 本間　章郎 F306 対面あり

春学期 金4 R2147 English3Ⅰ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 ゲンチ　ブルジュ S303 対面あり

秋学期 金4 R2148 English3Ⅱ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 ゲンチ　ブルジュ S303 対面あり

春学期 金4 R2149 English3Ⅰ 営2年：中級／英語／世界の中の日本 ジョナサン・エイブル S302 対面あり

秋学期 金4 R2150 English3Ⅱ 営2年：中級／英語／世界の中の日本 ジョナサン・エイブル S302 対面あり

春学期 金4 R2151 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 余田　剛 Y701 対面あり

秋学期 金4 R2152 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 余田　剛 Y701 対面あり

春学期 金4 R2153 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 金谷　優子 (F303) オンラインのみ

秋学期 金4 R2154 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 金谷　優子 (F303) オンラインのみ

春学期 金4 R2155 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 川澄　亜岐子 S203 対面あり

秋学期 金4 R2156 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 川澄　亜岐子 S203 対面あり

春学期 金4 R2157 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 須藤　祐二 F507 対面あり

秋学期 金4 R2158 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 須藤　祐二 F507 対面あり

春学期 金4 R2159 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 萩原　眞一 Y401 対面あり

秋学期 金4 R2160 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 萩原　眞一 Y401 対面あり

春学期 金4 R2161 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 渡辺　英依美 Y603 対面あり

秋学期 金4 R2162 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 渡辺　英依美 Y603 対面あり

春学期 金5 R2163 English3Ⅰ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 TOBY TRAUB F508 対面あり

秋学期 金5 R2164 English3Ⅱ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 TOBY TRAUB F508 対面あり

春学期 金5 R2165 English3Ⅰ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 ゲンチ　ブルジュ S303 対面あり

秋学期 金5 R2166 English3Ⅱ 営2年：中級／英語／英語圏の文化と社会 ゲンチ　ブルジュ S301 対面あり

春学期 金5 R2167 English3Ⅰ 営2年：中級／英語／世界の中の日本 ジョナサン・エイブル S402 対面あり

秋学期 金5 R2168 English3Ⅱ 営2年：中級／英語／世界の中の日本 ジョナサン・エイブル S402 対面あり

春学期 金5 R2169 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 余田　剛 Y701 対面あり

秋学期 金5 R2170 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 余田　剛 Y701 対面あり

春学期 金5 R2171 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 金谷　優子 (F303) オンラインのみ

秋学期 金5 R2172 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／現代の諸相 金谷　優子 (F303) オンラインのみ

春学期 金5 R2173 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 田口　清一 - オンラインのみ

秋学期 金5 R2174 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 田口　清一 - オンラインのみ

春学期 金5 R2175 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 須藤　祐二 F507 対面あり

秋学期 金5 R2176 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／英語圏の文化と社会 須藤　祐二 F507 対面あり

春学期 金5 R2177 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 渡辺　英依美 Y603 対面あり

秋学期 金5 R2178 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 渡辺　英依美 Y603 対面あり

春学期 金5 R2179 English3Ⅰ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 岩崎　博 S204 対面あり

秋学期 金5 R2180 English3Ⅱ 営2年：中級／日本語／世界の中の日本 岩崎　博 S204 対面あり

春学期 金4 R2181 English3Ⅰ 営2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 本間　章郎 F402 対面あり

秋学期 金4 R2182 English3Ⅱ 営2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 本間　章郎 F402 対面あり

春学期 金4 R2183 English3Ⅰ 営2年：初級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 S401 対面あり

秋学期 金4 R2184 English3Ⅱ 営2年：初級／日本語／世界の中の日本 猪俣　佳瑞美 S401 対面あり
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春学期 金5 R2185 English3Ⅰ 営2年：初級／日本語／現代の諸相 猪俣　佳瑞美 S401 対面あり

秋学期 金5 R2186 English3Ⅱ 営2年：初級／日本語／現代の諸相 猪俣　佳瑞美 S401 対面あり

春学期 金5 R2187 English3Ⅰ 営2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 本間　章郎 F402 対面あり

秋学期 金5 R2188 English3Ⅱ 営2年：初級／日本語／英語圏の文化と社会 本間　章郎 F402 対面あり


