
平成３1年度　【前期】　英語科目時間割表
英語　前期 【英語科目】

年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員

2 英語実践演習Ⅲ 1 英語実践演習Ⅰ 1 英語基礎演習Ⅰ

Advanced② 共)303 江村 Advanced④ 共)303 佐々 Advanced② 共)306 高橋

Intermediate① 共)208 ホール Intermediate④ 共)202 ダガン Intermediate② 共)208 ダガン

　 　 　 Intermediate④ 共)203 ダガン Intermediate⑧ 語学室3 伊東 Intermediate④ 共)207 ルプシャ

　 Intermediate⑦ 共)204 新沼 Intermediate⑫ 共)204 スマイリー Intermediate⑥ 共)206 江村

Intermediate⑩ 共)304 齋藤(博) Intermediate⑯ 共)304 江村 Intermediate⑧ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 伊東

Intermediate⑬ 共)202 小林 Basic④ 語学室2 高橋 Basic② 共)108 佐々

Intermediate⑰ 語学室4 高橋 再 英語表現Ⅰ

8:50 Basic① 語学室2 ルプシャ （②、④、⑥、⑧）

再 英語表現Ⅲ

～ （①、④、⑦、⑩

、⑬、⑰）

10:20

1 英語実践演習Ⅰ 1 英語実践演習Ⅰ

Advanced① 語学室3 伊東 Advanced② 語学室3 伊東

Intermediate① 共)302 アンガホッファ Intermediate② 共)304 佐々

Intermediate⑤ 共)303 齋藤(博) Intermediate⑥ 共)206 ステイリン

Intermediate⑨ 共)204 石川 Intermediate⑩ 共)204 新沼
Intermediate⑬ 共)304 アサノ Intermediate⑭ 共)202 小林
Intermediate⑰ 共)203 三浦 Intermediate⑱ 共)203 松林

10:30 Basic① 語学室2 ルプシャ Basic② 共)303 江村

～

12:00

2 英語実践演習Ⅲ

Advanced③ 共)202 ダガン
Intermediate② 共)303 佐々
Intermediate⑤ 語学室2 ルプシャ

Intermediate⑧ 共)208 アサノ
Intermediate⑪ 共)306 タウンゼント

Intermediate⑭ 共)203 三浦
Intermediate⑱ 共)204 赤坂

13:00 Basic② 共)304 江村

Basic④ 語学室3 伊東

～ 再 英語表現Ⅲ

（②、⑤、⑧、⑪

、⑭、⑱）

2 英語実践演習Ⅲ 1 英語実践演習Ⅰ

Advanced① 語学室2 ルプシャ Advanved③ 共)303 江村

Advanced④ 共)303 佐々 Intermediate③ 共)204 B.ブレア

Intermediate③ 共)202 ダガン Intermediate⑦ 共)109 山本

Intermediate⑥ 共)209 アサノ Intermediate⑪ 共)304 ワン

Intermediate⑨ 共)302 石川 Intermediate⑮ 共)206 ステイリン

Intermediate⑫ 共)204 ラッツ Basic③ 語学室3 高橋

14:40 Intermediate⑮ 共)109 山本

Intermediate⑯ 共)203 赤坂

Basic③ 語学室4 高橋

～ 再 英語表現Ⅲ

（③、⑥、⑨、⑫

16:10 、⑮、⑯

1 英語基礎演習Ⅰ

Advanced① 共)309 高橋

Intermediate① 共)208 ダガン

Intermediate③ 共)207 ルプシャ

Intermediate⑤ 共)109 江村

Intermediate⑦ 共)306 三浦

Intermediate⑨ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 伊東

16:20 Basic① 共)108 佐々
再 英語表現Ⅰ

～ （①、③、⑤、⑦、⑨）

17:50

集中講義 2
江村
高橋

2
江村
高橋

2
江村
高橋

　  　

英語基礎演習Ⅲ
Intermediate

英語基礎演習Ⅲ
Basic

英語基礎演習Ⅲ
Advanced

5

3

4

1 　

2

H31.3.8

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

凡例：共通講義棟＝共）、 語学学習室＝語学室、 コンピュータ演習室＝コンピュータ演、 ○○学部棟○講義室＝福）○講、 ○○学部棟○演習室＝福）○演

再＝旧カリの再履修生が受講可能なクラス。履修の手続き方法については学内掲示で確認すること。


