
曜日
時限
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科目名（17以降）
登録番号
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【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

Q0433 キャリアデザイン入門 Q0433 キャリアデザイン入門 法文営国環キＧ1年 大八木　智一 G401 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 松田　裕幸 情報実習室B 対面あり
Q1435 西洋史ＬＡ P1163 西洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 Y802 対面あり
Q2115 地理学Ⅰ P2095 地理学Ⅰ ○ 文1年A～N､キ1年／法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 G601 対面あり
Q2063 マクロ経済学Ⅰ P2053 マクロ経済学Ⅰ ○ 営1年K～U／営2～4年 平田　英明 S306 対面あり
Q3039 基礎数学Ⅰ P3459 基礎数学Ⅰ ○ 営1年O･Q・T・U／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 Y702　Y406 対面あり 4/15教室変更
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 文1年Ｅ～N／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 English２-Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅰ 環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 WEB掲示板 英語１ 国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８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4153 ドイツ語２-Ⅰ E2511 ドイツ語２－Ⅰ 環1年A～F 伊東　直美 0308LL 対面あり
R4261 ドイツ語７ E2307 ドイツ語７ 国2年SA 林　志津江 F404 対面あり
R5123 フランス語２-Ⅰ E3511 フランス語２－Ⅰ 環1年A～F ニコラ　ガイヤール F504 対面あり

E3253 フランス語補講３Ⅰ E3253 フランス語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年 石川　典子 F403　Y704 対面あり
3/31担当者変更
4/14教室変更

R7041 中国語１Ⅰ E5061 中国語１Ⅰ 営1年R 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7051 中国語１Ⅰ E5067 中国語１Ⅰ 営1年U 渋井　君也 0508LL 対面あり
R7085 中国語２Ⅰ E5095 中国語２Ⅰ 文1年B・E 王　安 Y604 対面あり
R7215 中国語２-Ⅰ E5521 中国語２－Ⅰ 環1年A～C 賀　蘭 F301 対面あり
R7217 中国語２-Ⅰ E5523 中国語２－Ⅰ 環1年D～F 日原　傳 Y502 対面あり
R7305 中国語３Ⅰ E5145 中国語３Ⅰ 法2年I・J 劉　渇氷 F311 対面あり
R8183 スペイン語２-Ⅰ E6311 スペイン語２－Ⅰ 環1年A～F 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8213 スペイン語３Ⅰ E6069 スペイン語３Ⅰ 文2年M・N 杉下　由紀子 F406 対面あり
R8215 スペイン語３Ⅰ E6071 スペイン語３Ⅰ 文2年R～T 塩﨑　公靖 (F503) オンラインのみ
R9243 朝鮮語４ＡⅠ E7047 朝鮮語４Ⅰ（重点） 法文営2年 梁　禮先 F302 対面あり
C0025 スタディ・アブロード（基礎）Ⅰ（朝鮮語） 24 国3年 内山　政春 Y601　S503 対面あり 6/25教室変更
R3605 日本語３Ⅰ E8017 日本語３－Ⅰ 文2年 尾形　太郎 F501 対面あり
F8071 日本語３-Ⅰ F8081 日本語３－Ⅰ 環2年 尾形　太郎 F501 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 法：法律BCDH WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6511 スポーツ科学A P6211 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 対面あり
Q0453 キャリアデザイン応用 Q0453 キャリアデザイン応用 ○ 法文営国環キＧ1年～ 大八木　智一 G401 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 松田　裕幸 情報実習室B 対面あり
Q1436 西洋史ＬＢ P1164 西洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 Y802 対面あり
Q2116 地理学Ⅱ P2096 地理学Ⅱ ○ 文1年A～N､キ1年／法文営国環キ2～4年 米家　志乃布 G601 対面あり
Q2064 マクロ経済学Ⅱ P2054 マクロ経済学Ⅱ ○ 営1年K～U／営2～4年 平田　英明 S306 対面あり
Q3040 基礎数学Ⅱ P3460 基礎数学Ⅱ ○ 営1年O･Q・T・U／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 Y702　Y406 対面あり 4/15教室変更
抽選 サイエンス・ラボＢ 抽選 サイエンス・ラボＢ 文1年Ｅ～N／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 English２-Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 環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３ WEB掲示板 英語３ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4154 ドイツ語２-Ⅱ E2512 ドイツ語２－Ⅱ 環1年A～F 伊東　直美 0308LL 対面あり
R5124 フランス語２-Ⅱ E3512 フランス語２－Ⅱ 環1年A～F ニコラ　ガイヤール S205 対面あり
E3254 フランス語補講３Ⅱ E3254 フランス語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年 石川　典子 F403 対面あり 3/31担当者変更
R7042 中国語１Ⅱ E5062 中国語１Ⅱ 営1年R 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7052 中国語１Ⅱ E5068 中国語１Ⅱ 営1年U 渋井　君也 0508LL 対面あり
R7086 中国語２Ⅱ E5096 中国語２Ⅱ 文1年B・E 王　安 Y405 対面あり
R7216 中国語２-Ⅱ E5522 中国語２－Ⅱ 環1年A～C 賀　蘭 F301 対面あり
R7218 中国語２-Ⅱ E5524 中国語２－Ⅱ 環1年D～F 日原　傳 Y502 対面あり
R7306 中国語３Ⅱ E5146 中国語３Ⅱ 法2年I・J 劉　渇氷 F311 対面あり
R8184 スペイン語２-Ⅱ E6312 スペイン語２－Ⅱ 環1年A～F 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8214 スペイン語３Ⅱ E6070 スペイン語３Ⅱ 文2年M・N 杉下　由紀子 F406 対面あり
R8216 スペイン語３Ⅱ E6072 スペイン語３Ⅱ 文2年R～T 塩﨑　公靖 (F503) オンラインのみ
R9244 朝鮮語４ＡⅡ E7048 朝鮮語４Ⅱ（重点） 法文営2年 梁　禮先 F302 対面あり
R3606 日本語３Ⅱ E8018 日本語３－Ⅱ 文2年 尾形　太郎 Y401 対面あり
F8072 日本語３-Ⅱ F8082 日本語３－Ⅱ 環2年 尾形　太郎 Y401 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 法：法律AEFG WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6512 スポーツ科学B P6212 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 対面あり
E1808 Intercultural Communication Ｃ 定員制 ○ 1～4年 石原　紀子 F408 対面あり
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Q0013 基礎ゼミⅠ（文・史） P0015 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 大塚　紀弘 1004 F401 対面あり 3/29教室変更
Q0015 基礎ゼミⅠ（文・史） P0017 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 宇都宮　美生 0803　F502 対面あり 3/29教室変更
Q0017 基礎ゼミⅠ（文・史） P0019 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 後藤　篤子 0702　F310 対面あり 3/29教室変更
Q0019 基礎ゼミⅠ（文・史） P0021 基礎ゼミⅠ（文・史） 30 文（史）1年 松本　剣志郎 F505　Y402 対面あり 3/29教室変更
Q0434 キャリアデザイン入門 Q0434 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 松田　裕幸 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 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1437 西洋史ＬＡ P1165 西洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 S405 対面あり
Q1423 東洋史ＬⅠ P1143 東洋史Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 長谷部　圭彦 Y804　G402 対面あり 4/13教室変更
Q6113 芸術と人間Ａ P6013 芸術と人間 50 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岡村　民夫 Y705 対面あり
Q2173 政治学Ⅰ P2133 政治学Ⅰ ○ 営1年A～E／法文営国環キ2～4年 岡﨑　加奈子 Y702 対面あり
Q2061 マクロ経済学Ⅰ P2051 マクロ経済学Ⅰ ○ 営1年A～J／営2～4年 平田　英明 S307 対面あり

Q3187 科学史Ａ P3127 科学史Ⅰ ○ 営キ1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y403，Y804 対面あり
6/25,7/1、7/8のみ
Y804教室を使用

Q3033 基礎数学Ⅰ P3453 基礎数学Ⅰ ○ 営1年D･E／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 S505 対面あり
Q3035 基礎数学Ⅰ P3455 基礎数学Ⅰ ○ 営1年F／法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 S305　G401 対面あり 4/15教室変更
Q3061 入門物理学Ａ P3031 原子から宇宙までⅠ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y504 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年C～H／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6305 計算と言語のしくみ P6069 コンピュータの裏側 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 情報実習室C 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 English２-Ⅰ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅰ 環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 WEB掲示板 英語１ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2741 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B-Ⅰ E1789 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B－Ⅰ 25 キ1～4年 Kregg　Johnston 0606　0603 対面あり 4/16教室変更
WEB掲示板 英語８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4151 ドイツ語２-Ⅰ E2509 ドイツ語２－Ⅰ 環1年G～L 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
E2227 ドイツ語補講１Ⅰ E2227 ドイツ語補講１Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 伊東　直美 0308LL 対面あり

R5041 フランス語２Ⅰ E3031 フランス語２Ⅰ 法1年D 石川　典子 F403　Y704 対面あり
3/31担当者変更
4/13教室変更

R5121 フランス語２-Ⅰ E3509 フランス語２－Ⅰ 環1年G～L ニコラ　ガイヤール Y505 対面あり
R5201 フランス語３Ⅰ E3061 フランス語３Ⅰ 法2年D 近江屋　志穂 F305 対面あり
R5261 フランス語３-Ⅰ E3517 フランス語３-Ⅰ 環2年G～L 竹本　研史 0509CL 対面あり
R6041 ロシア語１-Ⅰ E4501 ロシア語１－Ⅰ 環1年 佐藤　裕子 0901 対面あり
R6203 ロシア語３Ⅰ E4015 ロシア語３Ⅰ 法2年 上野　理恵 F408 対面あり
F4005 ロシア語（３）Ⅰ G9009 ロシア語（３）Ⅰ 国政2年 上野　理恵 F408 対面あり
R7005 中国語１Ⅰ E5005 中国語１Ⅰ 法1年I・J 池田　麻希子 (Y402)　（0803） オンラインのみ 3/29教室変更
R7033 中国語１Ⅰ E5049 中国語１Ⅰ 営1年F 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7027 中国語１Ⅰ E5069 中国語１Ⅰ 営1年B・C 渡部　れい子 F404 対面あり
R7079 中国語２Ⅰ E5079 中国語２Ⅰ 法1年L 斉　霞 Y601 対面あり
R7211 中国語２-Ⅰ E5517 中国語２－Ⅰ 環1年G～I 賀　蘭 F301 対面あり
R7213 中国語２-Ⅰ E5519 中国語２－Ⅰ 環1年J～L 日原　傳 Y502 対面あり
R7383 中国語４Ⅰ E5313 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 渋井　君也 Y401 対面あり
R7433 中国語視聴覚初級Ⅰ E5365※ 中国語視聴覚Ⅰ 35 ○ 法文営国環キ2～4年 劉　渇氷 F311 対面あり
R7447 中国の文化と社会ＬＡ P6665 中国の文化と社会Ⅰ 60 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山本　律 Y603 対面あり
R8079 スペイン語２Ⅰ E6055 スペイン語２Ⅰ 営1年D～F VILA V RAQUEL 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R8181 スペイン語２-Ⅰ E6309 スペイン語２－Ⅰ 環1年G～L 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8207 スペイン語３Ⅰ E6063 スペイン語３Ⅰ 法2年N～V 塩﨑　公靖 (0507) オンラインのみ
R8203 スペイン語３Ⅰ E6083 スペイン語３Ⅰ 法2年K・L 杉下　由紀子 F407 対面あり
R9071 朝鮮語２-Ⅰ E7205 朝鮮語２－Ⅰ 環1年 新谷　あゆり (F503) オンラインのみ
R9221 朝鮮語３ＢⅠ E7027 朝鮮語３Ⅰ 法2年A～I 梁　禮先 F302 対面あり
R9261 朝鮮語７ E7107 朝鮮語７ 国2年SA 内山　政春 S501 対面あり
R3601 日本語３Ⅰ E8013 日本語３－Ⅰ 法2年 尾形　太郎 0701 対面あり
R3615 日本語４Ⅰ E8023 日本語４－Ⅰ 営2年 江村　裕文 Y501　S202 対面あり 6/25教室変更
F8077 日本語４-Ⅰ E8023 日本語４－Ⅰ 国2年 江村　裕文 Y501　S202 対面あり 6/25教室変更
WEB掲示板 スポーツ総合演習 WEB掲示板 スポーツ総合演習 法：国際Y WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6505 スポーツ科学A P6205 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 対面あり
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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 松田　裕幸 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 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1438 西洋史ＬＢ P1166 西洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　知 S405 対面あり
Q1424 東洋史ＬⅡ P1144 東洋史Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 長谷部　圭彦 Y804 対面あり
Q6114 芸術と人間Ｂ P6013 芸術と人間 50 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 岡村　民夫 Y805 対面あり
Q2174 政治学Ⅱ P2134 政治学Ⅱ ○ 営1年A～E／法文営国環キ2～4年 岡﨑　加奈子 G501 対面あり
Q2062 マクロ経済学Ⅱ P2052 マクロ経済学Ⅱ ○ 営1年A～J／営2～4年 平田　英明 S407 対面あり
Q6212 文化人類学方法論Ｂ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 石森　大知 1101S307　Ｙ402 対面あり 4/20・22教室変更
Q3188 科学史Ｂ P3128 科学史Ⅱ ○ 営キ1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y403 対面あり
Q3034 基礎数学Ⅱ P3454 基礎数学Ⅱ ○ 営1年D･E／法文営国環キ2～4年 板井　昌典 Y604 対面あり
Q3036 基礎数学Ⅱ P3456 基礎数学Ⅱ ○ 営1年F／法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 S305 対面あり
Q3062 入門物理学Ｂ P3032 原子から宇宙までⅡ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y504 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C～H／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6306 コンピュータと数理の活用 P6069 コンピュータの裏側 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 倉田　俊彦 情報実習室C 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 English２-Ⅱ WEB掲示板 Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 環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３ WEB掲示板 英語３ 国1年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2742 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B-Ⅱ E1790 Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B－Ⅱ 25 キ1～4年 Kregg　Johnston 0606　0603 対面あり 4/16教室変更
R4152 ドイツ語２-Ⅱ E2510 ドイツ語２－Ⅱ 環1年G～L 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
E2228 ドイツ語補講１Ⅱ E2228 ドイツ語補講１Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 伊東　直美 0308LL 対面あり
R5042 フランス語２Ⅱ E3032 フランス語２Ⅱ 法1年D 石川　典子 F403 対面あり 3/31担当者変更
R5122 フランス語２-Ⅱ E3510 フランス語２－Ⅱ 環1年G～L ニコラ　ガイヤール Y505 対面あり
R5202 フランス語３Ⅱ E3062 フランス語３Ⅱ 法2年D 近江屋　志穂 F305 対面あり
R5262 フランス語３-Ⅱ E3518 フランス語３-Ⅱ 環2年G～L 竹本　研史 0509CL 対面あり
R6042 ロシア語１-Ⅱ E4502 ロシア語１－Ⅱ 環1年 佐藤　裕子 S307　0903 対面あり 4/20教室変更
R6204 ロシア語３Ⅱ E4016 ロシア語３Ⅱ 法2年 上野　理恵 F408 対面あり
F4006 ロシア語（３）Ⅱ G9010 ロシア語（３）Ⅱ 国政2年 上野　理恵 F408 対面あり
R7006 中国語１Ⅱ E5006 中国語１Ⅱ 法1年I・J 池田　麻希子 (Y402)　（Ｓ307） オンラインのみ 4/22教室変更
R7034 中国語１Ⅱ E5050 中国語１Ⅱ 営1年F 柴崎　公美子 0609LL 対面あり
R7028 中国語１Ⅱ E5070 中国語１Ⅱ 営1年B・C 渡部　れい子 F404 対面あり
R7080 中国語２Ⅱ E5080 中国語２Ⅱ 法1年L 斉　霞 Y601 対面あり
R7212 中国語２-Ⅱ E5518 中国語２－Ⅱ 環1年G～I 賀　蘭 F301 対面あり
R7214 中国語２-Ⅱ E5520 中国語２－Ⅱ 環1年J～L 日原　傳 Y502 対面あり
R7384 中国語４Ⅱ E5314 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 渋井　君也 Y401 対面あり
R7434 中国語視聴覚初級Ⅱ E5366※ 中国語視聴覚Ⅱ 35 ○ 法文営国環キ2～4年 劉　渇氷 F311 対面あり
R7448 中国の文化と社会ＬＢ P6666 中国の文化と社会Ⅱ 60 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山本　律 Y603 対面あり
R8080 スペイン語２Ⅱ E6056 スペイン語２Ⅱ 営1年D～F VILA V RAQUEL 富士見坂校舎1F遠隔講義室 対面あり
R8182 スペイン語２-Ⅱ E6310 スペイン語２－Ⅱ 環1年G～L 宮田　絵津子 Y801 対面あり
R8208 スペイン語３Ⅱ E6064 スペイン語３Ⅱ 法2年N～V 塩﨑　公靖 (F503) オンラインのみ
R8204 スペイン語３Ⅱ E6084 スペイン語３Ⅱ 法2年K・L 杉下　由紀子 F407 対面あり
R9072 朝鮮語２-Ⅱ E7206 朝鮮語２－Ⅱ 環1年 新谷　あゆり (Y406) オンラインのみ
R9222 朝鮮語３ＢⅡ E7028 朝鮮語３Ⅱ 法2年A～I 梁　禮先 F302 対面あり
R3602 日本語３Ⅱ E8014 日本語３－Ⅱ 法2年 尾形　太郎 S504 対面あり
R3616 日本語４Ⅱ E8024 日本語４－Ⅱ 営2年 江村　裕文 Y501 対面あり
F8078 日本語４-Ⅱ E8024 日本語４－Ⅱ 国2年 江村　裕文 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 法：政治STUVW WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
Q6506 スポーツ科学B P6206 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 落合　久夫 市ヶ谷体育 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

Q0021 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0023 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 羽佐田　紘大 G601 対面あり
Q0023 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0025 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 伊藤　達也 S407 対面あり
Q0025 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0027 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 米家　志乃布 地理学実験室(1)(1300) 対面あり
Q0027 基礎ゼミⅠ（文・地理） P0029 基礎ゼミⅠ（文・地理） 30 文（地）1年 山口　隆子 地理学実験室(2)(1200) 対面あり
Q0043 基礎ゼミ（キャリア） P0753 基礎ゼミ（キャリア） キ1年B 李　舜志 S204　0502 対面あり 4/13教室変更
Q0047 基礎ゼミ（キャリア） P0757 基礎ゼミ（キャリア） キ1年D 菅谷　麻衣 S307 対面あり
Q0049 基礎ゼミ（キャリア） P0759 基礎ゼミ（キャリア） キ1年E 鄭　康烈 0803 対面あり
Q0051 基礎ゼミ（キャリア） P0761 基礎ゼミ（キャリア） キ1年F 橋本　広大 1005 対面あり
Q0053 基礎ゼミ（キャリア） P0763 基礎ゼミ（キャリア） キ1年G 田口　賢太郎 0702 対面あり
Q0055 基礎ゼミ（キャリア） P0765 基礎ゼミ（キャリア） キ1年H 大倉　韻 0603 対面あり

Q0063 基礎ゼミ（キャリア） P0773 基礎ゼミ（キャリア） キ1年L 福井　令恵 0608 対面あり

Q0065 基礎ゼミ（キャリア） P0775 基礎ゼミ（キャリア） キ1年M 齋藤　嘉孝 0902 対面あり
Q0067 基礎ゼミ（キャリア） P0777 基礎ゼミ（キャリア） キ1年N 酒井　理 S303 対面あり
Q0069 基礎ゼミ（キャリア） P0779 基礎ゼミ（キャリア） キ1年O 佐藤　恵 0705 対面あり

Q0071 基礎ゼミ（キャリア） P0781 基礎ゼミ（キャリア） キ1年P 大西　未希
富士見坂校舎1F遠隔講
義室→0801 対面あり 4/5教室変更

Q0303 情報処理演習 P0303 情報処理演習 ○ キ1～4年 寺澤　信雄 情報実習室E　D 対面あり 4/15教室修正
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
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 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1105 哲学Ⅰ P1065 哲学Ⅰ ○ 文1年L～R､国1年／法文営国環キ2～4年 近堂　秀 Y603 対面あり
Q1201 日本史Ⅰ P1171 日本史Ⅰ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 G401 対面あり
Q1155 論理学Ⅰ P1095 論理学Ⅰ ○ 国1年・法1年Y／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y704 対面あり
Q2045 経済学Ⅰ P2035 経済学Ⅰ ○ 法1年S～Y／法文国環キ2～4年 梅溪　健児 S505 対面あり
Q2209 文化人類学 P2189 文化人類学Ⅰ ○ 国環1年／法文営国環キ2～4年 石森　大知 - オンラインのみ
Q6215 人間行動学Ａ P6057 人間行動学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 海部　紀行 F304 対面あり
Q3181 科学史Ａ P3121 科学史Ⅰ ○ 法国1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y804 対面あり
Q3005 教養数学Ａ P3405 教養数学Ａ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 G502 対面あり
Q3093 入門生物学Ａ P3063 生命科学Ⅰ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 Y803　S305 対面あり 4/12教室変更
Q3051 入門物理学Ａ P3021 原子から宇宙までⅠ ○ 法1年A～G､国1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y402 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 法1年A～B、文1年L～N、環1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
抽選 教養化学ＬＣ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 中田　和秀 G402 対面あり
R2303 英語オーラル・コミュニケーションⅠ E0543 英語オーラル・コミュニケーションⅠ 24 ○ 法文営国1～4年 栩木　玲子 Y605 対面あり
R2393 English Academic WritingⅠ E0613 英語アカデミック・ライティングⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS Y604 対面あり
R2487 英語検定試験対策Ⅰ E0697 英語検定試験対策Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 高橋　佳江 F502 対面あり
R2641 Business CommunicationⅠ E1715 Business  Communication Ⅰ 20 ○ 環2～4年 今井　澄子 S201 対面あり
WEB掲示板 英語８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R2403 英語で学ぶ社会と文化Ⅰ 36 ○ 法文営国1～4年 岩坪　友子 F406 対面あり

R0805 入門英語(SSI)Ⅰ E0505 入門英語Ⅰ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 須藤　祐二
F403　富士見坂校舎1F遠
隔講義室 対面あり 4/12教室変更

R4055 ドイツ語２Ⅰ E2045 ドイツ語２：読解Ⅰ 法1年C・D 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
R4067 ドイツ語２Ⅰ E2059 ドイツ語２：読解Ⅰ 文1年L・P 浦田　智 F504 対面あり
R4287 時事ドイツ語Ⅰ E2217※ 時事ドイツ語Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ 日中　鎮朗 S304 対面あり

R5009 フランス語１Ⅰ E3013 フランス語１Ⅰ 文1年E・F 寺家村　博 Y703
オンラインのみ
対面あり

4/2授業形態変更

R5091 フランス語１ E3301 フランス語１ 国1年SA 岡村　民夫 Y401 対面あり
R5273 フランス語コミュニケーション(初級)Ⅰ E3221※ フランス語コミュニケーションⅠ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 ニコラ　ガイヤール F305 対面あり
Q6609 フランス語コミュニケーション(中･上級)Ａ P6613 フランス語コミュニケーションⅢ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 PHILIPPE JORDY 0508LL 対面あり
R6035 ロシア語５ E4305 ロシア語５ 国1年SA 上野　理恵 F408 対面あり
E4223 ロシア語補講２Ⅰ E4223 ロシア語補講２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 S203 対面あり
R7001 中国語１Ⅰ E5001 中国語１Ⅰ 法1年G 渡部　れい子 F404 対面あり
R7013 中国語１Ⅰ E5019 中国語１Ⅰ 法1年V 池田　麻希子 (Y504) オンラインのみ
R7073 中国語２Ⅰ E5073 中国語２Ⅰ 法1年H 斉　霞 Y801 対面あり
R7089 中国語２Ⅰ E5101 中国語２Ⅰ 文1年L～P 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7171 中国語１ E5417 中国語１ 国1年非SA 曽　士才 F402 対面あり
R7321 中国語３Ⅰ E5173 中国語３Ⅰ 文2年Q 王　安 F501 対面あり
R7379 中国語４Ⅰ E5309 中国語４Ⅰ（重点） 30 法文営環2年 ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7392 中国語８ E5409 中国語８ 国2年SA 鈴木　靖 0509CL 対面あり
R7445 中国語の世界ＬＡ P0407 中国語の世界Ⅰ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　大 F301 対面あり
R8305 スペイン語の世界ＬＡ P0409 スペイン語の世界Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 塩﨑　公靖 (F302 0501) オンラインのみ 3/29教室変更
Q6901 第三外国語としてのスペイン語Ａ P6637 スペイン語初級Ⅰ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 杉下　由紀子 F407 対面あり

R9283 朝鮮語４BⅠ（視聴覚） E7065※ 朝鮮語視聴覚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 新谷　あゆり (Y404) オンラインのみ

F7222 朝鮮語４B-Ⅰ（視聴覚） 17以降生：環キ2～4年 新谷　あゆり (Y404) 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 法：法律LMN WEB掲示板 WEB掲示板 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 法 伊藤　マモル 市ヶ谷体育 対面あり

Q6117 行為の理論Ａ P6017 行為の理論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山口　誠一 G503　G602
オンラインのみ
対面あり

3/29「曜日時限なし」から
木曜3限に変更
4/9授業形態変更
4/20教室変更

Q6513 スポーツ科学A P6213 スポーツ科学Ⅰ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　康伸 市ヶ谷体育 対面あり
P0163 Information Technology 定員制 ○ 1～4年 松田　裕幸 情報実習室G 対面あり
E1809 Intercultural Communication Ｄ 定員制 ○ 1～4年 石原　紀子 (Y405) オンラインのみ
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時限

開講期
登録番号
（17以降）

科目名（17以降）
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【レベル1】
授業形態
【レベル1】

備考

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
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 久東　義典 情報実習室F 対面あり
Q1106 哲学Ⅱ P1066 哲学Ⅱ ○ 文1年L～R､国1年／法文営国環キ2～4年 近堂　秀 Y603 対面あり
Q1202 日本史Ⅱ P1172 日本史Ⅱ ○ 法1年A～H／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 G401 対面あり
Q1156 論理学Ⅱ P1096 論理学Ⅱ ○ 国1年・法1年Y／法文営国環キ2～4年 計良　隆世 Y704 対面あり
Q2046 経済学Ⅱ P2036 経済学Ⅱ ○ 法1年S～Y／法文国環キ2～4年 梅溪　健児 S505 対面あり
Q2400 文化人類学Ｌ P2190 文化人類学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 石森　大知 - オンラインのみ
Q6216 人間行動学Ｂ P6057 人間行動学 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 海部　紀行 F304 対面あり
Q3182 科学史Ｂ P3122 科学史Ⅱ ○ 法国1年／法文営国環キ2～4年 木島　泰三 Y804 対面あり
Q3006 教養数学Ｂ P3406 教養数学Ｂ ○ 法1年S～Y／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 G501 対面あり
Q3094 入門生物学Ｂ P3064 生命科学Ⅱ ○ 国1年／法文営国環キ2～4年 植木　紀子 Y705　G601 対面あり 4/12教室変更
Q3052 入門物理学Ｂ P3022 原子から宇宙までⅡ ○ 法1年A～G､国1年／法文営国環キ2～4年 吉田　智 Y402 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A～B、文1年L～N、環1年／法文営国環キ2～4年 WEB掲示板 WEB掲示板 対面あり
抽選 教養化学ＬＤ ○ ○ 法文営国環キ1～4年 中田　和秀 S405 対面あり
R2304 英語オーラル・コミュニケーションⅡ E0544 英語オーラル・コミュニケーションⅡ 24 ○ 法文営国1～4年 栩木　玲子 S504 対面あり
R2394 English Academic WritingⅡ E0614 英語アカデミック・ライティングⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS S403 対面あり
R2488 英語検定試験対策Ⅱ E0698 英語検定試験対策Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 高橋　佳江 F502 対面あり
R2642 Business CommunicationⅡ E1716 Business  Communication Ⅱ 20 ○ 環2～4年 今井　澄子 F505 対面あり
R2404 英語で学ぶ社会と文化Ⅱ 36 ○ 法文営国1～4年 岩坪　友子 S202 対面あり
R0806 入門英語(SSI)Ⅱ E0506 入門英語Ⅱ 48 法文営国環キ1年～（SSI生のみ） 須藤　祐二 F403　Y705 対面あり 4/12教室変更
R4056 ドイツ語２Ⅱ E2046 ドイツ語２：読解Ⅱ 法1年C・D 長澤　優子 (F306) オンラインのみ
R4068 ドイツ語２Ⅱ E2060 ドイツ語２：読解Ⅱ 文1年L・P 浦田　智 F504 対面あり
R4288 時事ドイツ語Ⅱ E2218※ 時事ドイツ語Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2年～ 日中　鎮朗 S304 対面あり

R5010 フランス語１Ⅱ E3014 フランス語１Ⅱ 文1年E・F 寺家村　博 S301
オンラインのみ
対面あり

4/2授業形態変更

R5092 フランス語３ E3302 フランス語３ 国1年SA 岡村　民夫 Y401 対面あり
R5274 フランス語コミュニケーション(初級)Ⅱ E3222※ フランス語コミュニケーションⅡ 30 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 ニコラ　ガイヤール F305 対面あり
R5294 フランス生活文化論ＬＢ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 河村　英和 Y601 対面あり
Q6610 フランス語コミュニケーション(中･上級)Ｂ P6614 フランス語コミュニケーションⅣ 20 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 PHILIPPE JORDY 0508LL 対面あり
R6036 ロシア語６ E4306 ロシア語６ 国1年SA 上野　理恵 F408 対面あり
E4224 ロシア語補講２Ⅱ E4224 ロシア語補講２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 佐藤　裕子 S404 対面あり
R7002 中国語１Ⅱ E5002 中国語１Ⅱ 法1年G 渡部　れい子 F404 対面あり
R7014 中国語１Ⅱ E5020 中国語１Ⅱ 法1年V 池田　麻希子 (Y504) オンラインのみ
R7074 中国語２Ⅱ E5074 中国語２Ⅱ 法1年H 斉　霞 Y801 対面あり
R7090 中国語２Ⅱ E5102 中国語２Ⅱ 文1年L～P 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7173 中国語３ E5419 中国語３ 国1年非SA 曽　士才 F402 対面あり
R7322 中国語３Ⅱ E5174 中国語３Ⅱ 文2年Q 王　安 F501 対面あり
R7380 中国語４Ⅱ E5310 中国語４Ⅱ（重点） 30 法文営環2年 ショウ　イクテイ F310 対面あり
R7446 中国語の世界ＬＢ P0408 中国語の世界Ⅱ 60 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 渡辺　大 F301 対面あり
R8306 スペイン語の世界ＬＢ P0410 スペイン語の世界Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ1～4年 塩﨑　公靖 (F302 0501) オンラインのみ 3/29教室変更
Q6902 第三外国語としてのスペイン語Ｂ P6638 スペイン語初級Ⅱ 40 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 杉下　由紀子 F407 対面あり

R9284 朝鮮語４BⅡ（視聴覚） E7066※ 朝鮮語視聴覚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 新谷　あゆり (Y404) オンラインのみ

F7223 朝鮮語４B-Ⅱ（視聴覚） 17以降生：環キ2～4年 新谷　あゆり (Y404) 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 法：法律IJK WEB掲示板 WEB掲示板 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 法 伊藤　マモル 市ヶ谷体育 対面あり

Q6118 行為の理論Ｂ P6017 行為の理論 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 山口　誠一 G402
オンラインのみ
対面あり

3/29「曜日時限なし」から木
曜3限に変更
4/9授業形態変更

Q6514 スポーツ科学B P6214 スポーツ科学Ⅱ 20～30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 吉田　康伸 市ヶ谷体育 対面あり
P0162 Elementary Information Technology 定員制 ○ 1～4年 松田　裕幸 情報実習室G 対面あり
E1806 Intercultural Communication Ｂ 定員制 ○ 1～4年 石原　紀子 F508 対面あり

秋学期木3



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

Q0033 基礎ゼミⅠ（法文営） P0037 基礎ゼミⅠ（法文営） 30 法文営1年 近江屋　志穂 Y704 対面あり
Q0305 情報処理演習 P0305 情報処理演習 ○ キ1～4年 寺澤　信雄 情報実習室D 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
Q0211 情報リテラシーⅠ P0211 情報リテラシーⅠ 国１年 四手井　綱章 情報実習室F 対面あり

Q1235 芸術Ａ P1235 芸術Ⅰ ○ 文国1年／法文営国環キ2～4年 中川　三千代 (Y406) オンラインのみ

Q1205 日本史Ⅰ P1175 日本史Ⅰ ○ 文1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 Y506 対面あり
Q1143 論理学Ⅰ P1083 論理学Ⅰ ○ 文1年A～N・WX／法文営国環キ2～4年 白根　裕里枝 (S505) オンラインのみ

Q1301 日本文学と文化ＬＡ P1031 文学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 本塚　亘 S305
対面あり
オンラインのみ 4/15授業形態変更

Q2135 社会学Ⅰ P2145 社会学Ⅰ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 Y405
オンラインのみ
対面あり 4/6授業形態変更

Q2071 心理学Ⅰ P2061 心理学Ⅰ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2079 心理学Ⅰ P2069 心理学Ⅰ ○ 文1年E～N／法文営国環キ2～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2031 法学（日本国憲法） P2251 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 - オンラインのみ
Q2353 地理学ＬＣ P2109 地理学Ⅰ ○ 法文営国環キ1～4年 片岡　義晴 Y702　S405 対面あり 4/12教室変更
Q3007 教養数学Ａ P3407 教養数学Ａ ○ 文1年A･B･L～N･W･X､国1年／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 G501 対面あり
抽選 サイエンス・ラボＡ 抽選 サイエンス・ラボＡ 国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
Q3211 発展数学ＬⅠ P3481 発展数学Ⅰ ○ 法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 G601 対面あり
R2447 English PresentationⅠ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS F302 対面あり
WEB掲示板 英語８ WEB掲示板 英語８ 国2年(詳細はWEB掲示板） WEB掲示板 WEB掲示板 WEB掲示板
R4203 ドイツ語３Ⅰ E2083 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅰ 法2年B 浦田　智 F504 対面あり
Q6429 ドイツ語圏の文学Ａ P6655 ドイツの文学Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 柳橋　大輔 F403 対面あり

R5059 フランス語２Ⅰ E3055 フランス語２Ⅰ 営1年F～R　 寺家村　博 F503
オンラインのみ
対面あり 4/2授業形態変更

R5097 フランス語１ E3311 フランス語１ 国1年非SA 西川　純子 F402 対面あり
R5103 フランス語２ E3317 フランス語２ 国1年非SA カレンス　フィリップ S401 対面あり
Q6605 教養ゼミⅠ(移民社会とポピュリズム) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大中　一彌 F408 対面あり
R6222 ロシア語８ E4309 ロシア語８ 国2年SA 上野　理恵 S502 対面あり
R7081 中国語２Ⅰ E5087 中国語２Ⅰ 法1年U 斉　霞 Y505 対面あり
R7091 中国語２Ⅰ E5103 中国語２Ⅰ 文1年Q ショウ　イクテイ F305　Y404 対面あり 4/20教室変更
R7335 中国語３Ⅰ E5197 中国語３Ⅰ 営2年M・N 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7251 中国語補講１Ⅰ E5323 中国語補講Ⅰ 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 池田　麻希子 (S503) オンラインのみ
E5337 中国語補講３Ⅰ E5337 中国語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
R8311 スペイン語補講２Ⅰ E6097 スペイン語補講１･２Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 塩﨑　公靖 (Y705) オンラインのみ

R9023 朝鮮語２Ⅰ E7013 朝鮮語２Ⅰ 文1年A～I 内山　政春 Y404　F306 対面あり
3/29指定クラス発表
4/16教室変更

R9043 朝鮮語(２)Ⅰ E7073 朝鮮語（２）Ⅰ 法1年Y　 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
G9953 朝鮮語２ F8903 朝鮮語２ 国１年非SA 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
R9229 朝鮮語３ＢⅠ E7035 朝鮮語３Ⅰ 営2年M～Ｕ 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
Q6003 第三外国語としての朝鮮語中級 P6645 朝鮮語中級Ⅰ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 梁　禮先 S404 対面あり
P2301 Elementary Social Science Ａ 定員制 ○ 1～4年 SCHIFANO ADRIEN F309 対面あり
Q0034 基礎ゼミⅡ（法文営） P0038 基礎ゼミⅡ（法文営） 30 法文営1年 近江屋　志穂 Y704 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

Q1236 芸術Ｂ P1236 芸術Ⅱ ○ 文国1年／法文営国環キ2～4年 中川　三千代 (Y406) オンラインのみ

Q1206 日本史Ⅱ P1176 日本史Ⅱ ○ 文1年／法文営国環キ2～4年 小口　雅史 S306 対面あり
Q1144 論理学Ⅱ P1084 論理学Ⅱ ○ 文1年A～N・WX／法文営国環キ2～4年 白根　裕里枝 (S505) オンラインのみ
Q1302 日本文学と文化ＬＢ P1032 文学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 本塚　亘 S305 対面あり

Q2136 社会学Ⅱ P2146 社会学Ⅱ ○ 文1年A～N／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 Y405
オンラインのみ
対面あり 4/6授業形態変更

Q2072 心理学Ⅱ P2062 心理学Ⅱ ○ 営1年A～J／法文営国環キ2～4年 宇野　カオリ - オンラインのみ
Q2080 心理学Ⅱ P2070 心理学Ⅱ ○ 文1年E～N／法文営国環キ2～4年 海部　紀行 - オンラインのみ
Q2032 法学（日本国憲法） P2252 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 S205 対面あり
Q2354 地理学ＬＤ P2110 地理学Ⅱ ○ 法文営国環キ1～4年 片岡　義晴 Y702　G503 対面あり 4/12教室変更
Q3008 教養数学Ｂ P3408 教養数学Ｂ ○ 文1年A･B･L～N･W･X､国1年／法文営国環キ2～4年 小木曽　岳義 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 国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
Q3212 発展数学ＬⅡ P3482 発展数学Ⅱ ○ 法文営国環キ2～4年 池田　宏一郎 G601 対面あり
R2448 English PresentationⅡ 24 ○ ○ 法文営国1～4年 MARK D BURNS S601 対面あり
R4204 ドイツ語３Ⅱ E2084 ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 法2年B 浦田　智 F504 対面あり
Q6430 ドイツ語圏の文学Ｂ P6656 ドイツの文学Ⅱ 30 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 柳橋　大輔 F403 対面あり

R5060 フランス語２Ⅱ E3056 フランス語２Ⅱ 営1年F～R　 寺家村　博 F503
オンラインのみ
対面あり 4/2授業形態変更

R5098 フランス語３ E3312 フランス語３ 国1年非SA 西川　純子 F402 対面あり
R5104 フランス語４ E3318 フランス語４ 国1年非SA カレンス　フィリップ F304 対面あり
Q6606 教養ゼミⅡ(移民社会とポピュリズム) 定員制 ○ ○ 法文営国環キ2～4年 大中　一彌 F408 対面あり
R7082 中国語２Ⅱ E5088 中国語２Ⅱ 法1年U 斉　霞 Y505 対面あり
R7092 中国語２Ⅱ E5104 中国語２Ⅱ 文1年Q ショウ　イクテイ F305 対面あり
R7336 中国語３Ⅱ E5198 中国語３Ⅱ 営2年M・N 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7252 中国語補講１Ⅱ E5324 中国語補講Ⅱ 法文営環キ2～3年（再履修のみ） 池田　麻希子 (S401) オンラインのみ
E5338 中国語補講３Ⅱ E5338 中国語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 F501 対面あり
R8312 スペイン語補講２Ⅱ E6098 スペイン語補講１･２Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 塩﨑　公靖 (Y705) オンラインのみ
R9024 朝鮮語２Ⅱ E7014 朝鮮語２Ⅱ 文1年A～I 内山　政春 Y404 対面あり 3/29指定クラス発表
R9044 朝鮮語(２)Ⅱ E7074 朝鮮語（２）Ⅱ 法1年Y　 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
G9954 朝鮮語４ F8904 朝鮮語４ 国１年非SA 新谷　あゆり (Y504) オンラインのみ
R9230 朝鮮語３ＢⅡ E7036 朝鮮語３Ⅱ 営2年M～Ｕ 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
P2302 Elementary Social Science B 定員制 ○ 1～4年 SCHIFANO ADRIEN Y403 対面あり

秋学期

木4

春学期



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

Q0307 情報処理演習 P0307 情報処理演習 ○ キ1～4年 御園生　純 情報実習室A 対面あり
Q0225 情報リテラシーⅡ P0225 情報リテラシーⅡ 国１年 四手井　綱章 情報実習室F 対面あり
Q1233 芸術Ａ P1233 芸術Ⅰ ○ 法環キ1年／法文営国環キ2～4年 小澤　慶介 Y705 対面あり
Q1211 日本史Ⅰ P1181 日本史Ⅰ ○ 国環キ1年／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 Y704 対面あり
Q1149 論理学Ⅰ P1089 論理学Ⅰ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 大貫　義久 Y702 対面あり
Q2139 社会学Ⅰ P2149 社会学Ⅰ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 - オンラインのみ
Q2033 法学（日本国憲法） P2253 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 - オンラインのみ
R5211 フランス語３Ⅰ E3075 フランス語３Ⅰ 文2年M 西川　純子 Y504 対面あり
R7077 中国語２Ⅰ E5077 中国語２Ⅰ 法1年K 薬　会 Y404 対面あり
R7119 中国語２Ⅰ E5135 中国語２Ⅰ 営1年S 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7325 中国語３Ⅰ E5181 中国語３Ⅰ 文2年X ショウ　イクテイ F308　Y506 対面あり 4/20教室変更
E5339 中国語補講３Ⅰ E5339 中国語補講３Ⅰ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 S501 対面あり
R9225 朝鮮語３ＢⅠ E7031 朝鮮語３Ⅰ 文2年P～X 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
Q1234 芸術Ｂ P1234 芸術Ⅱ ○ 法環キ1年／法文営国環キ2～4年 小澤　慶介 Y505 対面あり
Q1212 日本史Ⅱ P1182 日本史Ⅱ ○ 国環キ1年／法文営国環キ2～4年 根崎　光男 Y704 対面あり
Q1150 論理学Ⅱ P1090 論理学Ⅱ ○ 営1年K～U、キ1年／法文営国環キ2～4年 大貫　義久 Y702 対面あり
Q2140 社会学Ⅱ P2150 社会学Ⅱ ○ 営1年A～J､キ1年／法文営国環キ2～4年 高橋　徹 - オンラインのみ
Q2034 法学（日本国憲法） P2254 法学（日本国憲法） ○ 法文営国環キ1～4年 陳　志明 - オンラインのみ
R5212 フランス語３Ⅱ E3076 フランス語３Ⅱ 文2年M 西川　純子 F402 対面あり
R7078 中国語２Ⅱ E5078 中国語２Ⅱ 法1年K 薬　会 Y404 対面あり
R7120 中国語２Ⅱ E5136 中国語２Ⅱ 営1年S 薄　宏 (F303) オンラインのみ
R7326 中国語３Ⅱ E5182 中国語３Ⅱ 文2年X ショウ　イクテイ F308 対面あり
E5340 中国語補講３Ⅱ E5340 中国語補講３Ⅱ 定員制 法文営環3年（再履修のみ） 沈　小南 S501 対面あり
R9226 朝鮮語３ＢⅡ E7032 朝鮮語３Ⅱ 文2年P～X 吉良　佳奈江 (F405) オンラインのみ
E3249 フランス語補講１Ⅰ E3249 フランス語補講１Ⅰ 定員制 法文営環キ2～3年 西川　純子 F403 対面あり
C0020 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（ロシア語） 24 国3年 エレーナ　三神 (Y501) オンラインのみ
C0022 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（中国語） 24 国3年 畢　文涛 Y402 対面あり
C0024 スタディ・アブロード（基礎）Ⅱ（スペイン語） 24 国3年 VILA V RAQUEL Y502 対面あり

秋学期 E3250 フランス語補講１Ⅱ E3250 フランス語補講１Ⅱ 定員制 法文営環キ2～3年 西川　純子 F403 対面あり

春学期

木6
春学期

秋学期

木5


