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Q0201 情報リテラシーⅠ P0201 情報リテラシーⅠ 国１年 色川　進 情報実習室E 対面あり
Q1187 西洋史Ⅰ P1157 西洋史Ⅰ ○ 法1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 Y406　S205 対面あり 4/14教室変更
Q1421 東洋史ＬⅠ P1141 東洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 岡安　勇 S406 対面あり
Q6135 教養ゼミⅠ(アラビア語入門) P6113 アラブの言語と文化 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 江村　裕文 F406 対面あり
Q2361 社会学ＬＡ P2159 社会学Ⅰ ○ 法文営国環キ2～4年 松下　優一 Y704 対面あり
Q3031 基礎数学Ⅰ P3451 基礎数学Ⅰ ○ 営1年A･B・C／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 F306 対面あり
Q3043 基礎数学Ⅰ P3463 基礎数学Ⅰ ○ 営1年G･H･J／法文営国環キ2～4年 江口　直日 Y502　F305 対面あり 4/12教室変更
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年S～Y、文1年T～V／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 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 営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 営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 英語１－Ⅰ　 WEB掲示板 英語１－Ⅰ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4005 ドイツ語１Ⅰ E2005 ドイツ語１：表現Ⅰ 法1年C・D 高木　葉子 Y602 対面あり
R4121 ドイツ語１ E2301 ドイツ語１ 国1年SA 林　志津江 S503 対面あり
R5001 フランス語１Ⅰ E3001 フランス語１Ⅰ 法1年D 武田　昭彦 - オンラインのみ
R7009 中国語１Ⅰ E5009 中国語１Ⅰ 法1年L 鷲巣　益美 Y503 対面あり
R7031 中国語１Ⅰ E5047 中国語１Ⅰ 営1年E 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7099 中国語２Ⅰ E5115 中国語２Ⅰ 営1年D 祝　振媛 0609LL 対面あり
R7143 中国語(１)Ⅰ E5383 中国語（１）Ⅰ 法1年Y②（21A3100～21A3126） 岩田　和子 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
R7317 中国語３Ⅰ E5167 中国語３Ⅰ 文2年H・I 耿　函 S407 対面あり
R7329 中国語３Ⅰ E5187 中国語３Ⅰ 営2年E 周　重雷 F407 対面あり
R8021 スペイン語１Ⅰ E6017 スペイン語１Ⅰ 営1年G 宮田　絵津子 Y601 対面あり
R8019 スペイン語１Ⅰ E6025 スペイン語１Ⅰ 営1年D～F 岡本　年正 Y405 対面あり
R8067 スペイン語２Ⅰ E6035 スペイン語２Ⅰ 法1年N～V 大貫　良史 F402 対面あり
R8075 スペイン語２Ⅰ E6043 スペイン語２Ⅰ 文1年R～T OSNO I DE SASAKUBO H Y402 対面あり
R9227 朝鮮語３ＢⅠ E7033 朝鮮語３Ⅰ 営2年A～L 富所　明秀 (F311) オンラインのみ
R3603 日本語３Ⅰ E8015 日本語３－Ⅰ 営2年 戸村　佳代 F401 対面あり
F8069 日本語３-Ⅰ E8015 日本語３－Ⅰ 国2年 戸村　佳代 F401 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 文：英文LMN WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q1188 西洋史Ⅱ P1158 西洋史Ⅱ ○ 法1年／法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 G501 対面あり
Q1422 東洋史ＬⅡ P1142 東洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 岡安　勇 S406 対面あり
Q6136 教養ゼミⅡ(アラビア語入門) P6113 アラブの言語と文化 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 江村　裕文 F406 対面あり
Q2362 社会学ＬＢ P2160 社会学Ⅱ ○ 法文営国環キ2～4年 松下　優一 Y704 対面あり
Q3032 基礎数学Ⅱ P3452 基礎数学Ⅱ ○ 営1年A･B・C／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 F306 対面あり
Q3044 基礎数学Ⅱ P3464 基礎数学Ⅱ ○ 営1年G･H･J／法文営国環キ2～4年 江口　直日 Y502　F305 対面あり 4/12教室変更
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 法1年S～Y、文1年T～V／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 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 営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 営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 英語１－Ⅱ WEB掲示板 英語１－Ⅱ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4006 ドイツ語１Ⅱ E2006 ドイツ語１：表現Ⅱ 法1年C・D 高木　葉子 Y602 対面あり
R4122 ドイツ語３ E2302 ドイツ語３ 国1年SA 林　志津江 S503 対面あり
R5002 フランス語１Ⅱ E3002 フランス語１Ⅱ 法1年D 武田　昭彦 F502 対面あり
R7010 中国語１Ⅱ E5010 中国語１Ⅱ 法1年L 鷲巣　益美 Y503 対面あり
R7032 中国語１Ⅱ E5048 中国語１Ⅱ 営1年E 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7100 中国語２Ⅱ E5116 中国語２Ⅱ 営1年D 祝　振媛 0609LL 対面あり
R7144 中国語(１)Ⅱ E5384 中国語（１）Ⅱ 法1年Y②（21A3100～21A3126） 岩田　和子 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
R7318 中国語３Ⅱ E5168 中国語３Ⅱ 文2年H・I 耿　函 S407 対面あり
R7330 中国語３Ⅱ E5188 中国語３Ⅱ 営2年E 周　重雷 F407 対面あり
R8022 スペイン語１Ⅱ E6018 スペイン語１Ⅱ 営1年G 宮田　絵津子 F507 対面あり
R8020 スペイン語１Ⅱ E6026 スペイン語１Ⅱ 営1年D～F 岡本　年正 Y405 対面あり
R8068 スペイン語２Ⅱ E6036 スペイン語２Ⅱ 法1年N～V 大貫　良史 F402 対面あり
R8076 スペイン語２Ⅱ E6044 スペイン語２Ⅱ 文1年R～T OSNO I DE SASAKUBO H Y402 対面あり
R9228 朝鮮語３ＢⅡ E7034 朝鮮語３Ⅱ 営2年A～L 富所　明秀 F311 対面あり
R3604 日本語３Ⅱ E8016 日本語３－Ⅱ 営2年 戸村　佳代 F401 対面あり
F8070 日本語３-Ⅱ E8016 日本語３－Ⅱ 国2年 戸村　佳代 F401 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 文：哲AB・日E WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
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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 中村　文隆 情報実習室B 対面あり
Q0215 情報リテラシーⅡ P0215 情報リテラシーⅡ 国１年 色川　進 情報実習室E 対面あり
Q1153 論理学Ⅰ P1093 論理学Ⅰ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 菅沢　龍文 S306 対面あり
Q2171 政治学Ⅰ P2131 政治学Ⅰ ○ 営1年Q～U､国1年／法文営国環キ2～4年 面　一也 S505 対面あり
Q2017 法学Ⅰ P2237 法学Ⅰ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y805 対面あり
Q3015 教養数学Ａ P3415 教養数学Ａ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 F401　S406 対面あり 4/20教室変更
Q3037 基礎数学Ⅰ P3457 基礎数学Ⅰ ○ 営1年R・S／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 Y405 対面あり
Q3041 基礎数学Ⅰ P3461 基礎数学Ⅰ ○ 営1年N／法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 - オンラインのみ
Q3047 基礎数学Ⅰ P3467 基礎数学Ⅰ ○ 営1年K･L・M／法文営国環キ2～4年 江口　直日 F406 対面あり
Q3067 入門物理学Ａ P3037 原子から宇宙までⅠ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 Y501 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P～R、国1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q3223 教養物理学ＬＢ P3041 原子から宇宙までⅠ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 S307 対面あり
WEB掲示板 English１Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅰ 営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 営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 英語２－Ⅰ WEB掲示板 英語２－Ⅰ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2305 英語オーラル・コミュニケーションⅠ E0545 英語オーラル・コミュニケーションⅠ 24 ○ 法文営国1～4年 LASSEGARD JAMES S504 対面あり
R2391 English Academic WritingⅠ E0611 英語アカデミック・ライティングⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 DYLAN O SCUDDER (0903) オンラインのみ
R2723 English for Study AbroadⅡ E1797 English for Study AbroadⅡ 25 キ1～4年 北　文美子 (0605) オンラインのみ
WEB掲示板 英語７ WEB掲示板 英語７ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4057 ドイツ語２Ⅰ E2047 ドイツ語２：読解Ⅰ 法1年E・S 高木　葉子 Y602 対面あり
R4283 ドイツ語表現法Ⅰ E2213※ ドイツ語表現法Ⅰ 20 ○ ○ 法文営国環キ2年～ Schmidt　Ute S501 対面あり
R4262 ドイツ語８ E2309 ドイツ語８ 国2年SA 熊田　泰章 F503 対面あり 6/1教室変更
R4273 ドイツ語３-Ⅰ E2519 ドイツ語３-Ⅰ 環2年G～L 辻　英史 F306 対面あり
R5047 フランス語２Ⅰ E3041 フランス語２Ⅰ 文1年A・B 武田　昭彦 - オンラインのみ
R5095 フランス語５ E3305 フランス語５ 国1年SA PHILIPPE JORDY 0308LL 対面あり
R5279 時事フランス語Ⅰ E3227※ 時事フランス語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 大中　一彌 F301　S602 対面あり 6/21教室変更
R7011 中国語１Ⅰ E5017 中国語１Ⅰ 法1年U 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7015 中国語１Ⅰ E5025 中国語１Ⅰ 文1年B・E 柴崎　公美子 Y703 対面あり

R7021 中国語１Ⅰ E5033 中国語１Ⅰ 文1年Q 岩田　和子
F501　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/12教室変更

R7071 中国語２Ⅰ E5071 中国語２Ⅰ 法1年G 孫　琦 0609LL 対面あり
R7109 中国語２Ⅰ E5129 中国語２Ⅰ 営1年O・Q 柯　明 Y601 対面あり
R7141 中国語(１)Ⅰ E5381 中国語（１）Ⅰ 法1年Y①（21A3072～21A3099） 鷲巣　益美 Y503 対面あり 3/31指定クラス更新
R7161 中国語１ E5401 中国語１ 国1年SA 鈴木　靖 0309CL 対面あり
R7172 中国語２ E5418 中国語２ 国1年非SA 祝　振媛 F403 対面あり
R7351 中国語３Ⅰ E5215 中国語３Ⅰ 営2年U 耿　函 F305 対面あり
R7413 中国語コミュニケーション初級Ⅰ E5349※ 中国語コミュニケーションⅠ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 F407 対面あり
R8123 スペイン語(１)Ⅰ E6113 スペイン語（１）Ⅰ 法1年Y②（21A3142～21A3156、21A8302） 大貫　良史 F402 対面あり 3/31指定クラス更新
R8261 スペイン語４Ⅰ E6091 スペイン語４Ⅰ（重点) 法文営環2年 OSNO I DE SASAKUBO H F408 対面あり
R8271 スペイン語(３)Ⅰ E6125 スペイン語(３)Ⅰ 法2年Y（20A3109～20A3126） 宮田　絵津子 Y404 対面あり 3/31指定クラス更新
R8309 スペイン語補講１Ⅰ E6133 スペイン語補講１･２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 岡本　年正 Y603 対面あり
Q6905 スペイン語上級Ａ P6673 スペイン語上級Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大西　亮 0602 対面あり
Q6909 教養ゼミⅠ(スペイン語圏の文化と社会を読み解く：スペイン前近代史編) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 久木　正雄 0901 対面あり
R9041 朝鮮語(１)Ⅰ E7071 朝鮮語（１）Ⅰ 法1年Y　 富所　明秀 (F311) オンラインのみ
G9951 朝鮮語１ F8901 朝鮮語１ 国１年非SA 富所　明秀 (F311) 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 文：地理TUV WEB掲示板 WEB掲示板 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 中村　文隆 情報実習室B 対面あり
Q1154 論理学Ⅱ P1094 論理学Ⅱ ○ 法1年S～W／法文営国環キ2～4年 菅沢　龍文 G201 対面あり
Q1362 音声学Ｌ P1202 言語学Ⅱ 定員制 ○ 法文営国環キ1～4年 江村　裕文 Y506 対面あり
Q2172 政治学Ⅱ P2132 政治学Ⅱ ○ 営1年Q～U､国1年／法文営国環キ2～4年 面　一也 Y702 対面あり
Q2018 法学Ⅱ P2238 法学Ⅱ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y805 対面あり
Q3016 教養数学Ｂ P3416 教養数学Ｂ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 佐藤　洋祐 Y502 対面あり
Q3038 基礎数学Ⅱ P3458 基礎数学Ⅱ ○ 営1年R・S／法文営国環キ2～4年 若井　健太郎 Y704 対面あり
Q3042 基礎数学Ⅱ P3462 基礎数学Ⅱ ○ 営1年N／法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 - オンラインのみ
Q3048 基礎数学Ⅱ P3468 基礎数学Ⅱ ○ 営1年K･L・M／法文営国環キ2～4年 江口　直日 F508 対面あり
Q3068 入門物理学Ｂ P3038 原子から宇宙までⅡ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 Y501 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P～R、国1年／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 English１Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 営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 営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 英語２－Ⅱ WEB掲示板 英語２－Ⅱ キ1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2306 英語オーラル・コミュニケーションⅡ E0546 英語オーラル・コミュニケーションⅡ 24 ○ 法文営国1～4年 LASSEGARD JAMES S504 対面あり
R2392 English Academic WritingⅡ E0612 英語アカデミック・ライティングⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 DYLAN O SCUDDER (S601) オンラインのみ
R4058 ドイツ語２Ⅱ E2048 ドイツ語２：読解Ⅱ 法1年E・S 高木　葉子 Y602 対面あり
R4284 ドイツ語表現法Ⅱ E2214※ ドイツ語表現法Ⅱ 20 ○ ○ 法文営国環キ2年～ Schmidt　Ute S501 対面あり
R4274 ドイツ語３-Ⅱ E2520 ドイツ語３-Ⅱ 環2年G～L 辻　英史 F306 対面あり
R5048 フランス語２Ⅱ E3042 フランス語２Ⅱ 文1年A・B 武田　昭彦 F502 対面あり
R5096 フランス語６ E3306 フランス語６ 国1年SA PHILIPPE JORDY 0308LL 対面あり
R5280 時事フランス語Ⅱ E3228※ 時事フランス語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 大中　一彌 F301 対面あり
R7012 中国語１Ⅱ E5018 中国語１Ⅱ 法1年U 赤平　恵里 (F307) オンラインのみ
R7016 中国語１Ⅱ E5026 中国語１Ⅱ 文1年B・E 柴崎　公美子 Y703 対面あり

R7022 中国語１Ⅱ E5034 中国語１Ⅱ 文1年Q 岩田　和子
F501　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/12教室変更

R7072 中国語２Ⅱ E5072 中国語２Ⅱ 法1年G 孫　琦 0609LL 対面あり
R7110 中国語２Ⅱ E5130 中国語２Ⅱ 営1年O・Q 柯　明 Y601 対面あり
R7142 中国語(１)Ⅱ E5382 中国語（１）Ⅱ 法1年Y①（21A3072～21A3099） 鷲巣　益美 Y503 対面あり 3/31指定クラス更新
R7162 中国語３ E5402 中国語３ 国1年SA 鈴木　靖 0309CL 対面あり
R7174 中国語４ E5420 中国語４ 国1年非SA 祝　振媛 F506 対面あり
R7352 中国語３Ⅱ E5216 中国語３Ⅱ 営2年U 耿　函 S305 対面あり
R7414 中国語コミュニケーション初級Ⅱ E5350※ 中国語コミュニケーションⅡ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 F407 対面あり
R8124 スペイン語(１)Ⅱ E6114 スペイン語（１）Ⅱ 法1年Y②（21A3142～21A3156、21A8302） 大貫　良史 F402 対面あり 3/31指定クラス更新
R8262 スペイン語４Ⅱ E6092 スペイン語４Ⅱ（重点) 法文営環2年 OSNO I DE SASAKUBO H F408 対面あり
R8272 スペイン語(３)Ⅱ E6126 スペイン語(３)Ⅱ 法2年Y（20A3109～20A3126） 宮田　絵津子 0806 対面あり 3/31指定クラス更新
R8310 スペイン語補講１Ⅱ E6134 スペイン語補講１･２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 岡本　年正 Y604 対面あり
Q6906 スペイン語上級Ｂ P6674 スペイン語上級Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大西　亮 0602 対面あり
Q6910 教養ゼミⅡ(スペイン語圏の文化と社会を読み解く：スペイン近現代史編) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 久木　正雄 0901 対面あり
R9042 朝鮮語(１)Ⅱ E7072 朝鮮語（１）Ⅱ 法1年Y　 富所　明秀 S505 対面あり
G9952 朝鮮語３ F8902 朝鮮語３ 国１年非SA 富所　明秀 S505 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 文：日FGH WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
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Q0001 基礎ゼミⅠ（文・哲） P0003 基礎ゼミⅠ（文・哲） 30 文（哲）1年 安孫子　信 F404 対面あり
Q0003 基礎ゼミⅠ（文・哲） P0005 基礎ゼミⅠ（文・哲） 30 文（哲）1年 西塚　俊太 F402 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 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり
Q1093 哲学Ⅰ P1053 哲学Ⅰ ○ 法1年I～N／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y802 対面あり
Q1009 日本近・現代文学Ａ P1011 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q2015 法学Ⅰ P2235 法学Ⅰ ○ 営1年A～D／法文営国環キ2～4年 茂木　洋平 Y503 対面あり
Q6203 教養ゼミⅠ(戦争と国家) P6045 現代政治学の基礎 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木村　正俊 S204 対面あり
Q3119 入門化学Ａ P3089 物質と環境Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3003 教養数学Ａ P3403 教養数学Ａ ○ 法1年H～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 平田　康史 Y805　G501 対面あり 4/16教室変更
Q3055 入門物理学Ａ P3025 原子から宇宙までⅠ ○ 法1年H～N・Y／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 G501　Y805 対面あり 4/16教室変更
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年I～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
R2401 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ E0623 マスメディアの英語Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 田中　邦佳 Y404 対面あり
R2443 English PresentationⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F503 対面あり
WEB掲示板 英語７ WEB掲示板 英語７ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2381 English Reading and VocabularyⅠ 36 ○ ○ 法文営国1～4年 ウォルター・カズマー F408 対面あり
Q6401 教養ゼミⅠ(Issues in Modern Japanese Society) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 LASSEGARD JAMES S404 対面あり
R4077 ドイツ語２Ⅰ E2069 ドイツ語２：読解Ⅰ 営1年Q・R 小野間　亮子 F301 対面あり
Q6427 ドイツの思想Ａ P6653 ドイツの思想Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠原　賢介 (F302) オンラインのみ
R5215 フランス語３Ⅰ E3081 フランス語３Ⅰ 営2年A～E 山口　雅敏 F407 対面あり
R5241 フランス語４Ⅰ E3207 フランス語４Ⅰ （重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 岡村　民夫 Y701 対面あり
Q6709 時事ロシア語Ａ P6627 時事ロシア語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 油本　真理 F403 対面あり
R7049 中国語１Ⅰ E5065 中国語１Ⅰ 営1年S 鷲巣　益美 F502 対面あり
R7121 中国語２Ⅰ E5137 中国語２Ⅰ 営1年U 柯　明 Y601 対面あり
R7097 中国語２Ⅰ E5139 中国語２Ⅰ 営1年B・C 孫　琦 0609LL 対面あり
Q6809 中国語コミュニケーション中級Ａ P6631 中国語コミュニケーションⅢ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 Y801 対面あり
R8025 スペイン語１Ⅰ E6023 スペイン語１Ⅰ 営1年K 宮田　絵津子 S602　S407 対面あり 5/17教室変更
R8063 スペイン語２Ⅰ E6031 スペイン語２Ⅰ 法1年L・M OSNO I DE SASAKUBO H F401 対面あり
R8083 スペイン語２Ⅰ E6059 スペイン語２Ⅰ 営1年H・J 保﨑　典子 Y603 対面あり
R8121 スペイン語(１)Ⅰ E6111 スペイン語（１）Ⅰ 法1年Y①（21A3127～21A3141） 大貫　良史 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：史PQR WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6519 スポーツ科学A P6219 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠井　淳 市ヶ谷体育 対面あり
Q0002 基礎ゼミⅡ（文・哲） P0004 基礎ゼミⅡ（文・哲） 30 文（哲）1年 君嶋　泰明 F404 対面あり
Q0004 基礎ゼミⅡ（文・哲） P0006 基礎ゼミⅡ（文・哲） 30 文（哲）1年 菅沢　龍文 F402 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 河内谷　幸子 情報実習室B 対面あり
Q1094 哲学Ⅱ P1054 哲学Ⅱ ○ 法1年I～N／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y605 対面あり
Q1010 日本近・現代文学Ｂ P1012 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q2016 法学Ⅱ P2236 法学Ⅱ ○ 営1年A～D／法文営国環キ2～4年 茂木　洋平 Y503 対面あり
Q6204 教養ゼミⅡ(疫病、国家、宗教) P6045 現代政治学の基礎 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 木村　正俊 S204 対面あり
Q3120 入門化学Ｂ P3090 物質と環境Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3004 教養数学Ｂ P3404 教養数学Ｂ ○ 法1年H～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 平田　康史 Y805 対面あり
Q3056 入門物理学Ｂ P3026 原子から宇宙までⅡ ○ 法1年H～N・Y／法文営国環キ2～4年 石川　壮一 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 法1年I～N、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
R2402 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ E0624 マスメディアの英語Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 田中　邦佳 Y403 対面あり
R2444 English PresentationⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F503 対面あり
R2382 English Reading and VocabularyⅡ 36 ○ ○ 法文営国1～4年 ウォルター・カズマー F408 対面あり
Q6402 教養ゼミⅡ(Issues in Modern Japanese Society) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 LASSEGARD JAMES S404 対面あり
R4078 ドイツ語２Ⅱ E2070 ドイツ語２：読解Ⅱ 営1年Q・R 小野間　亮子 F301 対面あり
Q6428 ドイツの思想Ｂ P6654 ドイツの思想Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠原　賢介 (F302) オンラインのみ
R5216 フランス語３Ⅱ E3082 フランス語３Ⅱ 営2年A～E 山口　雅敏 F407 対面あり
R5242 フランス語４Ⅱ E3208 フランス語４Ⅱ（重点） 法文営環2年（※環は旧カリ生のみ） 岡村　民夫 Y701 対面あり
Q6710 時事ロシア語Ｂ P6628 時事ロシア語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 油本　真理 F403 対面あり
R7050 中国語１Ⅱ E5066 中国語１Ⅱ 営1年S 鷲巣　益美 F502 対面あり
R7122 中国語２Ⅱ E5138 中国語２Ⅱ 営1年U 柯　明 Y601 対面あり
R7098 中国語２Ⅱ E5140 中国語２Ⅱ 営1年B・C 孫　琦 0609LL 対面あり
Q6810 中国語コミュニケーション中級Ｂ P6632 中国語コミュニケーションⅣ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 周　重雷 Y801 対面あり
R8026 スペイン語１Ⅱ E6024 スペイン語１Ⅱ 営1年K 宮田　絵津子 G401 対面あり
R8064 スペイン語２Ⅱ E6032 スペイン語２Ⅱ 法1年L・M OSNO I DE SASAKUBO H F401 対面あり
R8084 スペイン語２Ⅱ E6060 スペイン語２Ⅱ 営1年H・J 保﨑　典子 Y603 対面あり
R8122 スペイン語(１)Ⅱ E6112 スペイン語（１）Ⅱ 法1年Y①（21A3127～21A3141） 大貫　良史 F501 対面あり 3/31指定クラス更新
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 文：日I・心WX WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6520 スポーツ科学B P6220 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 笠井　淳 市ヶ谷体育 対面あり
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Q0437 キャリアデザイン入門 Q0437 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 大八木　智一 - 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 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q0203 情報リテラシーⅠ P0203 情報リテラシーⅠ 国１年 中村　文隆 情報実習室E 対面あり
Q0503 法政学の探究ＬＢ P0703 法政学の探究Ｂ ○ 法文営国環キＧ1年～ 古俣　達郎 Y701 対面あり
Q1231 芸術Ａ P1231 芸術Ⅰ ○ 文営国1年／法文営国環キ2～4年 武田　昭彦 - オンラインのみ
Q1095 哲学Ⅰ P1055 哲学Ⅰ ○ キ1年／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y803 対面あり
Q1099 哲学Ⅰ P1059 哲学Ⅰ ○ 営1年A～H／法文営国環キ2～4年 伊藤　功 - オンラインのみ
Q1001 日本古典文学Ａ P1001 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 表　きよし - オンラインのみ
Q1011 日本近・現代文学Ａ P1013 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q1141 論理学Ⅰ P1081 論理学Ⅰ ○ 文1年P～V／法文営国環キ2～4年 大西　正人 Y403　S406 対面あり 4/15教室変更
Q1443 日本史ＬⅠ P1189 日本史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 仁平　義孝 S405 対面あり
Q6127 アジア・太平洋島嶼国際関係史Ａ P6027 アジア・太平洋国際関係史 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 新崎　盛吾 F309 対面あり
Q6143 イギリスと帝国Ａ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 Y605 対面あり
Q2145 社会学Ⅰ P2155 社会学Ⅰ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 徐　玄九 G201 対面あり
Q2081 心理学Ⅰ P2071 心理学Ⅰ ○ 法1年I～Y／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2085 心理学Ⅰ P2075 心理学Ⅰ ○ 文1年A～B／法文営国環キ2～4年 櫻井　登世子 - オンラインのみ
Q2005 法学Ⅰ P2225 法学Ⅰ ○ 法1年Y、文1年A～I／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y506 対面あり
Q6209 人文地理学セミナーＡ P6051 人文地理学セミナー 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 Y801 対面あり
Q3125 入門化学Ａ P3095 物質と環境Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3001 教養数学Ａ P3401 教養数学Ａ ○ 法1年A～G､文1年E～I･P～V／法文営国環キ2～4年 平田　康史 G601 対面あり
Q3081 入門生物学Ａ P3051 生命科学Ⅰ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 S505 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6315 原子核と素粒子Ａ P6079 原子核と素粒子－ミクロの世界－ ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y505 対面あり
R2351 ビジネス・イングリッシュⅠ E0571 英語ビジネス・コミュニケーションⅠ 24 ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F305 対面あり
R2611 English through Movies and Drama Ⅰ E1705 English through Movies and Drama Ⅰ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R2721 English for Study AbroadⅠ E1795 English for Study AbroadⅠ 25 キ1～4年 高井　美紀子 0803 対面あり
WEB掲示板 英語７ WEB掲示板 英語７ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4207 ドイツ語３Ⅰ E2087 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 法2年E・S 小野間　亮子 Y503 対面あり
R4295 ドイツ語の世界ＬＡ P0401 ドイツ語の世界Ⅰ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 Schmidt　Ute S501 対面あり
Q6431 比較文化Ａ P6657 比較文化Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R5021 フランス語１Ⅰ E3027 フランス語１Ⅰ 営1年S 山口　雅敏 F407 対面あり
R5295 フランス生活文化論ＬＡ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 梶谷　彩子 Y804 対面あり
R6001 ロシア語１Ⅰ E4001 ロシア語１Ⅰ 法1年 油本　真理 F504 対面あり
R6031 ロシア語１ E4301 ロシア語１ 国1年SA エレーナ　三神 0508LL 対面あり
F4001 ロシア語（１）Ⅰ G9001 ロシア語（１）Ⅰ 国政1年 油本　真理 F504 対面あり
R7103 中国語２Ⅰ E5119 中国語２Ⅰ 営1年F 孫　琦 0609LL 対面あり
R7169 中国語２ E5413 中国語２ 国1年非SA 薬　会 Y601 対面あり
R7301 中国語３Ⅰ E5141 中国語３Ⅰ 法2年G 王　翠莉 Y402 対面あり
R7323 中国語３Ⅰ E5179 中国語３Ⅰ 文2年U・V 柯　明 Y501 対面あり
R8009 スペイン語１Ⅰ E6007 スペイン語１Ⅰ 法1年W 宮田　絵津子 S307 対面あり
R8071 スペイン語２Ⅰ E6039 スペイン語２Ⅰ 文1年B～I 保﨑　典子 Y405 対面あり
R8313 スペイン語補講２Ⅰ E6131 スペイン語補講１･２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R9281 朝鮮語3CⅠ（コミュニケーション） E7061 朝鮮語コミュニケーションⅠ 30 ○ 17以降生：法文営国2～4年
16以前生：法文営国環キ2～4年 富所　明秀 (Y705) オンラインのみ
F7220 朝鮮語3C-Ⅰ（コミュニケーション） 17以降生：環キ2～4年 富所　明秀 (Y705) オンラインのみ
Q6001 第三外国語としての朝鮮語Ａ P6643 朝鮮語初級Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 神谷　丹路 (G402) オンラインのみ
R3515 日本語２Ⅰ E8011 日本語２－Ⅰ 法1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
F8065 日本語２-Ⅰ E8011 日本語２－Ⅰ キ1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
Q6531 教養ゼミⅠ(身体活動による心身の変化と健康（1）) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 林　容市 市ヶ谷体育 対面あり
Q0451 キャリアデザイン応用 Q0451 キャリアデザイン応用 ○ 法文営国環キＧ1年～ 大八木　智一 - 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 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q1232 芸術Ｂ P1232 芸術Ⅱ ○ 文営国1年／法文営国環キ2～4年 武田　昭彦 S505 対面あり
Q1096 哲学Ⅱ P1056 哲学Ⅱ ○ キ1年／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y803 対面あり
Q1100 哲学Ⅱ P1060 哲学Ⅱ ○ 営1年A～H／法文営国環キ2～4年 伊藤　功 - オンラインのみ
Q1002 日本古典文学Ｂ P1002 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 表　きよし - オンラインのみ
Q1012 日本近・現代文学Ｂ P1014 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 川鍋　義一 - オンラインのみ
Q1142 論理学Ⅱ P1082 論理学Ⅱ ○ 文1年P～V／法文営国環キ2～4年 大西　正人 Y405 対面あり
Q1444 日本史ＬⅡ P1190 日本史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 仁平　義孝 S405 対面あり
Q6144 イギリスと帝国Ｂ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大澤　広晃 Y605 対面あり
Q2146 社会学Ⅱ P2156 社会学Ⅱ ○ 環1年／法文営国環キ2～4年 徐　玄九 G201 対面あり
Q2082 心理学Ⅱ P2072 心理学Ⅱ ○ 法1年I～Y／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2086 心理学Ⅱ P2076 心理学Ⅱ ○ 文1年A～B／法文営国環キ2～4年 櫻井　登世子 - オンラインのみ
Q2006 法学Ⅱ P2226 法学Ⅱ ○ 法1年Y、文1年A～I／法文営国環キ2～4年 前川　佳夫 Y506 対面あり
Q6210 人文地理学セミナーＢ P6051 人文地理学セミナー 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 Y805 対面あり
Q3126 入門化学Ｂ P3096 物質と環境Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 赤羽　良一 - オンラインのみ
Q3002 教養数学Ｂ P3402 教養数学Ｂ ○ 法1年A～G､文1年E～I･P～V／法文営国環キ2～4年 平田　康史 G601 対面あり
Q3082 入門生物学Ｂ P3052 生命科学Ⅱ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 G502 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6316 原子核と素粒子Ｂ P6079 原子核と素粒子－ミクロの世界－ ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y703 対面あり
R2352 ビジネス・イングリッシュⅡ E0572 英語ビジネス・コミュニケーションⅡ 24 ○ 法文営国1～4年 JOHN REILLY F305 対面あり
R2612 English through Movies and Drama Ⅱ E1706 English through Movies and Drama Ⅱ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R4208 ドイツ語３Ⅱ E2088 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 法2年E・S 小野間　亮子 Y503 対面あり
R4296 ドイツ語の世界ＬＢ P0402 ドイツ語の世界Ⅱ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 Schmidt　Ute S501 対面あり
Q6432 比較文化Ｂ P6658 比較文化Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R5022 フランス語１Ⅱ E3028 フランス語１Ⅱ 営1年S 山口　雅敏 F407 対面あり
R5296 フランス生活文化論ＬＢ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 梶谷　彩子 Y801 対面あり
R6002 ロシア語１Ⅱ E4002 ロシア語１Ⅱ 法1年　 油本　真理 F408 対面あり
F4002 ロシア語（１）Ⅱ G9002 ロシア語（１）Ⅱ 国政1年 油本　真理 F408 対面あり
R7104 中国語２Ⅱ E5120 中国語２Ⅱ 営1年F 孫　琦 0609LL 対面あり
R7170 中国語４ E5414 中国語４ 国1年非SA 薬　会 Y601 対面あり
R7302 中国語３Ⅱ E5142 中国語３Ⅱ 法2年G 王　翠莉 Y402 対面あり
R7324 中国語３Ⅱ E5180 中国語３Ⅱ 文2年U・V 柯　明 Y501 対面あり
R8010 スペイン語１Ⅱ E6008 スペイン語１Ⅱ 法1年W 宮田　絵津子 Y403 対面あり
R8072 スペイン語２Ⅱ E6040 スペイン語２Ⅱ 文1年B～I 保﨑　典子 S306 対面あり
R8314 スペイン語補講２Ⅱ E6132 スペイン語補講１･２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R9282 朝鮮語3CⅡ（コミュニケーション） E7062 朝鮮語コミュニケーションⅡ 30 ○ 17以降生：法文営国2～4年
16以前生：法文営国環キ2～4年 富所　明秀 F504 対面あり
F7221 朝鮮語3C-Ⅱ（コミュニケーション） 17以降生：環キ2～4年 富所　明秀 F504 対面あり
Q6002 第三外国語としての朝鮮語Ｂ P6644 朝鮮語初級Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 神谷　丹路 (G402) オンラインのみ
R3516 日本語２Ⅱ E8012 日本語２－Ⅱ 法1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
F8066 日本語２-Ⅱ E8012 日本語２－Ⅱ キ1年 山本　そのこ (S404) オンラインのみ
Q6532 教養ゼミⅡ(身体活動による心身の変化と健康（2）) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 林　容市 市ヶ谷体育 対面あり
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Q0431 キャリアデザイン入門 Q0431 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 大八木　智一 S505 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 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q0217 情報リテラシーⅡ P0217 情報リテラシーⅡ 国１年 中村　文隆 情報実習室E 対面あり
Q1015 日本文学Ａ P1017 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　未央子 Y705 対面あり
Q1063 文章論 P1229 文章論Ⅰ 定員制 ○ 留学生（法文営国環キ1～4年)クラス 川鍋　義一 (Y804) オンラインのみ
Q1451 宗教論ＬⅠ P1217 宗教論Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 須藤　孝也 Y702 対面あり
Q1381 哲学ＬⅠ P1071 哲学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 大西　正人 S306 対面あり
Q1441 日本史ＬⅠ P1187 日本史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 森　朋久 G502 対面あり
Q2083 心理学Ⅰ P2073 心理学Ⅰ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2009 法学Ⅰ P2229 法学Ⅰ ○ 営1年E～J／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 S405 対面あり
Q6213 教養ゼミⅠ(政治思想史古典精読A) P6129 政治思想 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 上村　剛 S201 対面あり
Q3083 入門生物学Ａ P3053 生命科学Ⅰ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 G601 対面あり
R2621 TOEIC(R)Ⅰ E1709 TOEIC®Ⅰ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R4065 ドイツ語２Ⅰ E2057 ドイツ語２：読解Ⅰ 文1年B～F DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R4129 ドイツ語２ E2313 ドイツ語２ 国1年非SA Schmidt　Ute S501 対面あり
R5015 フランス語１Ⅰ E3021 フランス語１Ⅰ 営1年A～E 武田　昭彦 - オンラインのみ
R5053 フランス語２Ⅰ E3049 フランス語２Ⅰ 文1年R・T・U～W 山口　雅敏 F303 対面あり
R7313 中国語３Ⅰ E5159 中国語３Ⅰ 法2年V 余　瀾 F309 対面あり
R7327 中国語３Ⅰ E5185 中国語３Ⅰ 営2年D 王　翠莉 Y402 対面あり
R7373 中国語４Ⅰ E5303 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 薬　会 Y601 対面あり
R8017 スペイン語１Ⅰ E6015 スペイン語１Ⅰ 文1年U～X 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R8217 スペイン語３Ⅰ E6073 スペイン語３Ⅰ 文2年U～X 大貫　良史 F407 対面あり
Q0454 キャリアデザイン応用 Q0454 キャリアデザイン応用 ○ 法文営国環キＧ1年～ 大八木　智一 S505 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 岡嶋　裕史 情報実習室B 対面あり
Q1016 日本文学Ｂ P1018 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 佐藤　未央子 Y705 対面あり
Q1064 文章論 P1230 文章論Ⅰ 定員制 ○ 留学生（法文営国環キ1～4年)クラス 川鍋　義一 (Y804) オンラインのみ
Q1452 宗教論ＬⅡ P1218 宗教論Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 須藤　孝也 Y702 対面あり
Q1382 哲学ＬⅡ P1072 哲学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 大西　正人 S306 対面あり
Q1442 日本史ＬⅡ P1188 日本史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 森　朋久 G502 対面あり
Q2084 心理学Ⅱ P2074 心理学Ⅱ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2010 法学Ⅱ P2230 法学Ⅱ ○ 営1年E～J／法文営国環キ2～4年 内藤　淳 S405 対面あり
Q6214 教養ゼミⅡ(政治思想史古典精読B) P6129 政治思想 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 上村　剛 S204 対面あり
Q3084 入門生物学Ｂ P3054 生命科学Ⅱ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 町田　郁子 G601 対面あり
Q3224 教養物理学ＬＢ P3042 原子から宇宙までⅠ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　智 F408 対面あり
R2622 TOEIC(R)Ⅱ E1710 TOEIC®Ⅱ 20 ○ 環2～4年 平野井　ちえ子 0309CL 対面あり
R4066 ドイツ語２Ⅱ E2058 ドイツ語２：読解Ⅱ 文1年B～F DIETMAR HEIDENREICH (Y604) オンラインのみ
R4130 ドイツ語４ E2314 ドイツ語４ 国1年非SA Schmidt　Ute S501 対面あり
R5016 フランス語１Ⅱ E3022 フランス語１Ⅱ 営1年A～E 武田　昭彦 F507 対面あり
R5054 フランス語２Ⅱ E3050 フランス語２Ⅱ 文1年R・T・U～W 山口　雅敏 F303 対面あり
R7314 中国語３Ⅱ E5160 中国語３Ⅱ 法2年V 余　瀾 F309 対面あり
R7328 中国語３Ⅱ E5186 中国語３Ⅱ 営2年D 王　翠莉 Y402 対面あり
R7374 中国語４Ⅱ E5304 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 薬　会 Y601 対面あり
R8018 スペイン語１Ⅱ E6016 スペイン語１Ⅱ 文1年U～X 長谷川　悦夫 F311 対面あり
R8218 スペイン語３Ⅱ E6074 スペイン語３Ⅱ 文2年U～X 大貫　良史 F407 対面あり
C0017 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（フランス語） 24 国3年 カレンス　フィリップ Y401 対面あり
C0019 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（ロシア語） 24 国3年 エレーナ　三神 Y501 対面あり
C0021 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（中国語） 24 国3年 周　重雷 Y402 対面あり
C0023 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（スペイン語） 24 国3年 VILA V RAQUEL Y502 対面あり
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