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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
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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　Y605 対面あり 6/21教室変更
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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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　細沼　祐介 (S201) オンラインのみ 9/1 担当者変更
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→F408 対面あり 9/22教室変更
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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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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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 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　Y804 対面あり 7/1教室変更
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　Y406 対面あり 10/1教室変更
P0632 Elementary Career Development 定員制 ○ 1～4年 中川　有紀子 F301 対面あり

春学期

秋学期

金5


