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

R0141 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語1組 火2 岩坪　友子 S304 対面あり

R0142 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語1組 火2 岩坪　友子 S304 対面あり

R0143 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語2組 木1 新宅　美樹 (S407) オンラインのみ

R0144 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語2組 木1 新宅　美樹 西野　方子 F407 対面あり

R0145 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語3組 火2 小泉　和弘 (0604) オンラインのみ

R0146 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語3組 火2 小泉　和弘 (Y402) オンラインのみ

R0147 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語4組 木1 豊口　真衣子 (F408) オンラインのみ

R0148 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語4組 木1 豊口　真衣子 （F507） オンラインのみ

R0149 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語5組 木1 杉　亜希子 (S501) オンラインのみ

R0150 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語5組 木1 杉　亜希子 Y503　F403 対面あり 10/18教室変更

R0151 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語6組 火2 田中　邦佳 S403 対面あり

R0152 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語6組 火2 田中　邦佳 S403 対面あり

R0153 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語7組 木1 坂梨　健史郎 S303 対面あり

R0154 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語7組 木1 坂梨　健史郎 S303 対面あり

R0155 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語8組 木1 田口　清一 - オンラインのみ

R0156 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語8組 木1 田口　清一 - オンラインのみ

R0157 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語9組 木1 高井　美紀子 (S304) オンラインのみ

R0158 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語9組 木1 高井　美紀子 (S304) オンラインのみ

R0159 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語10組 火2 吉田　和久 （S301） 対面あり　オンラインのみ

R0160 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語10組 火2 吉田　和久 S301 対面あり

R0161 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語11組 木1 渡辺　英依美 S403 対面あり

R0162 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語11組 木1 渡辺　英依美 F309 対面あり

R0163 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語12組 火2 新宅　美樹 (S401) オンラインのみ

R0164 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語12組 火2 新宅　美樹　吉田季実子 S401 対面あり

R0165 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語13組 木1 藤井　道行 S502 対面あり

R0166 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語13組 木1 藤井　道行 S502 対面あり

R0167 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語14組 火2 池田　しおり (S302) オンラインのみ

R0168 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語14組 火2 池田　しおり S302 対面あり

R0169 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語15組 木1 吉江　秀和 S202　Y405 対面あり　6/25教室変更

R0170 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語15組 木1 吉江　秀和 S202  Y403 対面あり　10/7教室変更

R0171 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語16組 木1 妻鹿　裕子 S201 対面あり

R0172 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語16組 木1 妻鹿　裕子 S201 対面あり

R0173 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語17組 火2 滝沢　玄 S204 対面あり

R0174 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語17組 火2 滝沢　玄 S204 対面あり
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R0181 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語18組 木2 飛田　英伸 F303 対面あり

R0182 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語18組 木2 飛田　英伸 F303 対面あり

R0183 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語19組 火1 滝沢　玄 S204 対面あり

R0184 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語19組 火1 滝沢　玄 S204 対面あり

R0185 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語20組 木2 新宅　美樹 (F310)（0705） オンラインのみ

R0186 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語20組 木2 新宅　美樹 西野　方子 S602 対面あり

R0187 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語21組 木2 田口　清一 - オンラインのみ

R0188 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語21組 木2 田口　清一 - オンラインのみ

R0189 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語22組 火1 小泉　和弘 (F403) オンラインのみ

R0190 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語22組 火1 小泉　和弘 (F506) オンラインのみ

R0191 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語23組 火1 水野　太朗 G502 対面あり

R0192 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語23組 火1 水野　太朗 F505 対面あり

R0193 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語24組 木2 坂梨　健史郎 S303 対面あり

R0194 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語24組 木2 坂梨　健史郎 S303 対面あり

R0195 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語25組 木2 高井　美紀子 (S203) オンラインのみ

R0196 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語25組 木2 高井　美紀子 (S203) オンラインのみ

R0197 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語26組 木2 須藤　祐二 S304 対面あり

R0198 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語26組 木2 須藤　祐二 S304 対面あり

R0199 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語27組 火1 吉田　和久 （S301） 対面あり　オンラインのみ

R0200 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語27組 火1 吉田　和久 S301 対面あり

R0201 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語28組 火1 新宅　美樹 (Y404) オンラインのみ

R0202 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語28組 火1 新宅　美樹　吉田季実子 Y404 対面あり

R0203 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語29組 木2 渡辺　英依美 S403　F403 対面あり

R0204 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語29組 木2 渡辺　英依美 S603　Ｆ403 対面あり　10/7教室変更

R0205 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語30組 火1 田中　邦佳 S403 対面あり

R0206 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語30組 火1 田中　邦佳 S403 対面あり

R0207 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語31組 木2 豊口　真衣子 (0506) オンラインのみ

R0208 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語31組 木2 豊口　真衣子 （S302） オンラインのみ

R0209 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語32組 木2 吉江　秀和 S202　Y405 対面あり　6/25教室変更

R0210 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語32組 木2 吉江　秀和 S202  Y403 対面あり　10/7教室変更

R0211 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語33組 木2 杉　亜希子 (S502) オンラインのみ

R0212 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語33組 木2 杉　亜希子 S502　F306 対面あり

R0213 English１Ⅰ 春学期 営1年：英語34組 火1 池田　しおり (S302) オンラインのみ

R0214 English１Ⅱ 秋学期 営1年：英語34組 火1 池田　しおり S302　F404 対面あり　10/18教室変更
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R0361 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語1組 木1 Annette　Gruber (F407) オンラインのみ

R0362 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語1組 木1 Annette　Gruber (F506) オンラインのみ

R0363 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語2組 火2 ALAN M NICHOLLS (0506) オンラインのみ

R0364 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語2組 火2 ALAN M NICHOLLS F401 対面あり

R0365 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語3組 木1 門馬　義幸 S301 対面あり

R0366 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語3組 木1 門馬　義幸 S301 対面あり

R0367 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語4組 火2 大野　ロベルト F405 対面あり

R0368 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語4組 火2 大野　ロベルト F405 対面あり

R0369 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語5組 火2 鹿子嶋　由佳 S202 対面あり

R0370 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語5組 火2 鹿子嶋　由佳 S202 対面あり

R0371 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語6組 木1 北原　ルック　明子 (Y602) オンラインのみ

R0372 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語6組 木1 北原　ルック　明子 (Y602) オンラインのみ

R0373 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語7組 火2 森永　豊 (F503)（0802） オンラインのみ

R0374 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語7組 火2 森永　豊 F503 対面あり

R0375 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語8組 火2 ウォルター・カズマー S201 対面あり

R0376 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語8組 火2 ウォルター・カズマー S201 対面あり

R0377 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語9組 火2 榊原　益子 S404 対面あり

R0378 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語9組 火2 榊原　益子 S404 対面あり

R0379 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語10組 木1 鈴木　眞奈美 0509CL 対面あり

R0380 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語10組 木1 鈴木　眞奈美 0509CL 対面あり

R0381 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語11組 火2 MICHAEL　DONOVAN (S402) オンラインのみ

R0382 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語11組 火2 MICHAEL　DONOVAN F507 対面あり

R0383 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語12組 木1 Richard.J.Burrows (F401) オンラインのみ

R0384 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語12組 木1 Richard.J.Burrows F401 対面あり

R0385 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語13組 火2 井上　紗央里 S502　F303 対面あり

R0386 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語13組 火2 井上　紗央里 S502　F303 対面あり　7/26教室変更

R0387 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語14組 木1 Kregg　Johnston F505　0603 対面あり

R0388 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語14組 木1 Kregg　Johnston S305　0603 対面あり

R0389 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語15組 火2 川澄　亜岐子 S602　F301 対面あり　6/21教室変更

R0390 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語15組 火2 川澄　亜岐子 F504 対面あり

R0391 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語16組 火2 ERIC J RITTER F302 対面あり

R0392 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語16組 火2 ERIC J RITTER F302 対面あり

R0393 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語17組 木1 飛田　英伸 F303 対面あり

R0394 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語17組 木1 飛田　英伸 F303 対面あり
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R0401 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語18組 火1 鹿子嶋　由佳 S202 対面あり

R0402 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語18組 火1 鹿子嶋　由佳 S202　F502 対面あり

R0403 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語19組 木2 Annette　Gruber (Y803) オンラインのみ

R0404 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語19組 木2 Annette　Gruber (S204) オンラインのみ

R0405 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語20組 火1 ALAN M NICHOLLS (Y501) オンラインのみ

R0406 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語20組 火1 ALAN M NICHOLLS Y501 対面あり

R0407 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語21組 火1 井上　紗央里 S502　F303 対面あり

R0408 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語21組 火1 井上　紗央里 S502　F303 対面あり　7/26教室変更

R0409 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語22組 木2 北原　ルック　明子 (Y602) オンラインのみ

R0410 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語22組 木2 北原　ルック　明子 (Y602) オンラインのみ

R0411 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語23組 木2 門馬　義幸 S301 対面あり

R0412 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語23組 木2 門馬　義幸 S301 対面あり

R0413 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語24組 火1 森永　豊 (F503) オンラインのみ

R0414 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語24組 火1 森永　豊 F503 対面あり

R0415 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語25組 火1 ウォルター・カズマー S201 対面あり

R0416 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語25組 火1 ウォルター・カズマー S201 対面あり

R0417 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語26組 火1 榊原　益子 (S404) オンラインのみ

R0418 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語26組 火1 榊原　益子 S404 対面あり

R0419 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語27組 木2 ROBIN F WEICHERT S503 対面あり

R0420 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語27組 木2 ROBIN F WEICHERT S503 対面あり

R0421 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語28組 木2 Richard.J.Burrows (F401)（1004） オンラインのみ

R0422 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語28組 木2 Richard.J.Burrows F401 対面あり

R0423 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語29組 火1 MICHAEL　DONOVAN (S307) オンラインのみ

R0424 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語29組 火1 MICHAEL　DONOVAN F504 対面あり

R0425 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語30組 木2 斎藤　昇 (S201) オンラインのみ

R0426 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語30組 木2 斎藤　昇 (S201) オンラインのみ

R0427 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語31組 火1 DYLAN O SCUDDER (Y401) オンラインのみ

R0428 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語31組 火1 DYLAN O SCUDDER (Y401) オンラインのみ

R0429 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語32組 火1 川澄　亜岐子 G401　F502 対面あり　6/21教室変更

R0430 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語32組 火1 川澄　亜岐子 S505F508 対面あり

R0431 English２Ⅰ 春学期 営1年：英語33組 火1 ERIC J RITTER F301 対面あり

R0432 English２Ⅱ 秋学期 営1年：英語33組 火1 ERIC J RITTER F301 対面あり
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