
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 授業形態

春学期 月1 R0601 English１-Ⅰ 環1年：英語1組 北原　ルック　明子 (富士見坂校舎1F遠隔講義室) オンラインのみ

秋学期 月1 R0602 English１-Ⅱ 環1年：英語1組 北原　ルック　明子 (富士見坂校舎1F遠隔講義室) オンラインのみ

春学期 月1 R0603 English１-Ⅰ 環1年：英語2組 小泉　和弘 (0504) オンラインのみ

秋学期 月1 R0604 English１-Ⅱ 環1年：英語2組 小泉　和弘 (0504) オンラインのみ

春学期 月1 R0605 English１-Ⅰ 環1年：英語3組 吉江　秀和 F501 対面あり

秋学期 月1 R0606 English１-Ⅱ 環1年：英語3組 吉江　秀和 F501 対面あり

春学期 月1 R0607 English１-Ⅰ 環1年：英語4組 今井　澄子 F407 対面あり

秋学期 月1 R0608 English１-Ⅱ 環1年：英語4組 今井　澄子 F407 対面あり

春学期 月1 R0609 English１-Ⅰ 環1年：英語5組 根本　怜奈 F503 対面あり

秋学期 月1 R0610 English１-Ⅱ 環1年：英語5組 根本　怜奈 F503 対面あり

春学期 月1 R0611 English１-Ⅰ 環1年：英語6組 舟橋　美香 Y402 対面あり

秋学期 月1 R0612 English１-Ⅱ 環1年：英語6組 舟橋　美香 Y402 対面あり

春学期 月2 R0613 English１-Ⅰ 環1年：英語7組 北原　ルック　明子 (富士見坂校舎1F遠隔講義室) オンラインのみ

秋学期 月2 R0614 English１-Ⅱ 環1年：英語7組 北原　ルック　明子 (富士見坂校舎1F遠隔講義室) オンラインのみ

春学期 月2 R0615 English１-Ⅰ 環1年：英語8組 小泉　和弘 (F404) オンラインのみ

秋学期 月2 R0616 English１-Ⅱ 環1年：英語8組 小泉　和弘 (F404) オンラインのみ

春学期 月2 R0617 English１-Ⅰ 環1年：英語9組 吉江　秀和 F501 対面あり

秋学期 月2 R0618 English１-Ⅱ 環1年：英語9組 吉江　秀和 F501 対面あり

春学期 月2 R0619 English１-Ⅰ 環1年：英語10組 今井　澄子 F407 対面あり

秋学期 月2 R0620 English１-Ⅱ 環1年：英語10組 今井　澄子 F407 対面あり

春学期 月2 R0621 English１-Ⅰ 環1年：英語11組 根本　怜奈 F503 対面あり

秋学期 月2 R0622 English１-Ⅱ 環1年：英語11組 根本　怜奈 F503 対面あり

春学期 月2 R0623 English１-Ⅰ 環1年：英語12組 舟橋　美香 Y703 対面あり

秋学期 月2 R0624 English１-Ⅱ 環1年：英語12組 舟橋　美香 Y703 対面あり

春学期 月1 R0625 English１-Ⅰ 環1年：上級クラス 青山　恵子 (Y401) オンラインのみ

秋学期 月1 R0626 English１-Ⅱ 環1年：上級クラス 青山　恵子 (Y401) オンラインのみ

春学期 月2 R0627 English１-Ⅰ 環1年：上級クラス 青山　恵子 (0501) オンラインのみ

秋学期 月2 R0628 English１-Ⅱ 環1年：上級クラス 青山　恵子 (0501) オンラインのみ

春学期 木2 R0631 English２-Ⅰ 環1年：英語1組 小堀　洋 F405 対面あり

秋学期 木2 R0632 English２-Ⅱ 環1年：英語1組 小堀　洋 F405 対面あり

春学期 木2 R0633 English２-Ⅰ 環1年：英語2組 森永　豊 (0309CL) オンラインのみ

秋学期 木2 R0634 English２-Ⅱ 環1年：英語2組 森永　豊 0309CL 対面あり

春学期 木2 R0635 English２-Ⅰ 環1年：英語3組 大曲　陽子 (F502)（F505) オンラインのみ

秋学期 木2 R0636 English２-Ⅱ 環1年：英語3組 大曲　陽子 F502 対面あり

春学期 木2 R0637 English２-Ⅰ 環1年：英語4組 吉川　直澄 (S401) オンラインのみ

秋学期 木2 R0638 English２-Ⅱ 環1年：英語4組 吉川　直澄 (S401) オンラインのみ

春学期 木2 R0639 English２-Ⅰ 環1年：英語5組 高橋　佳江 F307 対面あり

秋学期 木2 R0640 English２-Ⅱ 環1年：英語5組 高橋　佳江 F307 対面あり

春学期 木2 R0641 English２-Ⅰ 環1年：英語6組 今井　澄子 S603 対面あり

秋学期 木2 R0642 English２-Ⅱ 環1年：英語6組 今井　澄子 Y703 対面あり

春学期 木1 R0643 English２-Ⅰ 環1年：英語7組 小堀　洋 F405 対面あり

秋学期 木1 R0644 English２-Ⅱ 環1年：英語7組 小堀　洋 F405 対面あり

春学期 木1 R0645 English２-Ⅰ 環1年：英語8組 森永　豊 (0309CL) オンラインのみ

秋学期 木1 R0646 English２-Ⅱ 環1年：英語8組 森永　豊 0309CL 対面あり

春学期 木1 R0647 English２-Ⅰ 環1年：英語9組 大曲　陽子 (F502) オンラインのみ

秋学期 木1 R0648 English２-Ⅱ 環1年：英語9組 大曲　陽子 F502 対面あり

春学期 木1 R0649 English２-Ⅰ 環1年：英語10組 吉川　直澄 (F304) オンラインのみ

秋学期 木1 R0650 English２-Ⅱ 環1年：英語10組 吉川　直澄 (F304) オンラインのみ

春学期 木1 R0651 English２-Ⅰ 環1年：英語11組 高橋　佳江 F307 対面あり

秋学期 木1 R0652 English２-Ⅱ 環1年：英語11組 高橋　佳江 F307 対面あり

春学期 木1 R0653 English２-Ⅰ 環1年：英語12組 今井　澄子 F305 対面あり

秋学期 木1 R0654 English２-Ⅱ 環1年：英語12組 今井　澄子 F504 対面あり

春学期 木2 R0655 English２-Ⅰ 環1年：上級クラス ESTHER STOCKWELL (F308) オンラインのみ

秋学期 木2 R0656 English２-Ⅱ 環1年：上級クラス ESTHER STOCKWELL F308 対面あり

春学期 木1 R0657 English２-Ⅰ 環1年：上級クラス ESTHER STOCKWELL (F308) オンラインのみ

秋学期 木1 R0658 English２-Ⅱ 環1年：上級クラス ESTHER STOCKWELL F308 対面あり


