
H31.04.11現在

総合科学部専門授業 その他学部専門授業 大学院授業 特定プログラム
外国語教育研究センター

研修プログラム等
清掃・メンテナンス等

J101 J102 J209 J307 K201 K301
(35) (63) (60) (63) (43) (45)

1・2
8:45-10:15

3・4
10:30-12:00

5・6 HARTING, Axel . . . . .
12:50-14:20 ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟVA 中川 篤 阪上 辰也 高橋 有加 天野 修一 榎田 一路
7・8 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習I ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習I ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習I ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習I ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習I

14:35-16:05 . . . . .
9・10 鬼田 崇作 上西 (4/15-5/27) 吉満 たか子 森田 光宏

16:20-17:50 ﾌﾟﾚ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭII 研E:異文化理解 ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟIB 英語語彙運用ｽｷﾙｱｯﾌﾟI

1・2 LAUER, Joe 阪上 辰也 高橋 有加 松本 陵磨
8:45-10:15 教IA 教IB 教IA 教IA
3・4 LAUER, Joe 中川 篤 森田 光宏 高橋 有加 松本 陵磨 榎田 一路

10:30-12:00 BSIA BSIA BSIA BSIB BSIA BSIB
5・6 上西 幸治 中川 篤 鬼田 崇作 高橋 有加 平手 友彦 吉満 たか子

12:50-14:20 工IA 工IA 工IA 工IB ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾌﾗﾝｽ語I ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾄﾞｲﾂ語I
7・8 上西 幸治 達川 奎三 中川 篤 高橋 有加 松本 陵磨 吉満 たか子

14:35-16:05 理生情IA 理生情IA 理生情IA 理生情IA ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾌﾗﾝｽ語I ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾄﾞｲﾂ語I
9・10 平手 友彦 山根 典子 鬼田 崇作

16:20-17:50 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟIA (ｵ)IB (ｵ)IIIB
1・2 . .

8:45-10:15 井上 永幸 STYCZEK, Urszula
3・4 IIIC 吉満 たか子 教IIIA

10:30-12:00 . ﾄﾞｲﾂ語上級読解法演習I .
5・6 平手 友彦

12:50-14:20 ﾌﾗﾝｽ語中級総合演習IA

7・8
14:35-16:05

9・10 HARTING, Axel 上西 幸治 達川 (4/17-5/22)
16:20-17:50 ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟIC 英語文章表現ｽｷﾙｱｯﾌﾟBI 研F:英語でのﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

1・2 . . .
8:45-10:15 井上 永幸 松本 陵磨 STYCZEK, Urszula
3・4 柴田美紀 工IIIC 武田 紀子 工IIIA 工IIIA

10:30-12:00 英語上級聴取法演習 . ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾌﾗﾝｽ語I . .
5・6 .  岩崎 克己 吉満 たか子

12:50-14:20 井上 永幸 ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾄﾞｲﾂ語I ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾄﾞｲﾂ語I
7・8 現代英語語法演習  岩崎 克己 吉満 たか子

14:35-16:05 . ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾄﾞｲﾂ語I ﾍﾞｰｼｯｸ･ﾄﾞｲﾂ語I
9・10 BEAUVIEUX, Marie-Noelle 鬼田 崇作 LAUER (4/18-5/23)

16:20-17:50 ﾌﾗﾝｽ語中級会話演習I ﾌﾟﾚ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭII 研C:Oral Presentations

1・2 LAUER, Joe 阪上 辰也 高橋 有加 松本 陵磨
8:45-10:15 教IA 教IB 教IA 教IA
3・4 中川 篤 阪上 辰也 高橋 有加 松本 陵磨 榎田 一路

10:30-12:00 BSIA BSIA BSIB BSIA BSIB
5・6 LAUER, Joe 中川 篤 草薙 邦広 高橋 有加 上西 幸治

12:50-14:20 工IA 工IA 工IA 工IB 工IA
7・8 達川 奎三 草薙 邦広 高橋 有加 上西 幸治

14:35-16:05 理生情IA 理生情IA 理生情IA 理生情IA
9・10 岩崎 克己 山根 典子 鬼田 崇作 BEAUVIEUX, Marie-Noelle 達川 奎三

16:20-17:50 ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟIA (ｵ)IB (ｵ)IIIB ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ･ﾌﾗﾝｽ語IA 英語口語表現ｽｷﾙｱｯﾌﾟAI
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