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遠隔授業科目一覧
キャンパス 開講主体 時間割コード 科目名 時間割 教員名

長久手 全学共通教養教育科目 101123-01 日本国憲法 前期月曜3 北川　善英

長久手 全学共通教養教育科目 101123-02 日本国憲法 前期火曜1 北川　善英

長久手 全学共通教養教育科目 101123-03 日本国憲法 前期火曜2 北川　善英

長久手 全学共通教養教育科目 101126-01 入門法律学 前期金曜2 高橋　秀治

長久手 全学共通教養教育科目 101126-02 入門法律学 前期金曜3 高橋　秀治

長久手 全学共通教養教育科目 101139-01 スポーツと文化 前期金曜1 門間　博

長久手 全学共通教養教育科目 101143-01 ライフデザイン 前期前半火曜3 鈴木　崇夫

長久手 全学共通教養教育科目 101145-01 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜1 増地　ひとみ　（他）

長久手 全学共通教養教育科目 101145-02 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜1
外部講師(ベネッセ)　教養
（他）

長久手 全学共通教養教育科目 101145-03 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜2 増地　ひとみ　（他）

長久手 全学共通教養教育科目 101145-04 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜2 鈴木　崇夫　（他）

長久手 全学共通教養教育科目 101145-05 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜4 鈴木　崇夫　（他）

長久手 全学共通教養教育科目 101145-06 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜4 木下　奈津紀　（他）

長久手 全学共通教養教育科目 101145-07 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜5 鈴木　崇夫　（他）

長久手 全学共通教養教育科目 101145-08 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜5 木下　奈津紀　（他）

長久手 スポーツ科目 107001-01 スポーツ科学 前期月曜1 門間　博

長久手 スポーツ科目 107001-02 スポーツ科学 前期月曜2 門間　博

長久手 スポーツ科目 107001-03 スポーツ科学 前期月曜3 門間　博

長久手 スポーツ科目 107001-05 スポーツ科学 前期火曜1 加藤　恵子　（他）

長久手 スポーツ科目 107001-06 スポーツ科学 前期火曜2 加藤　恵子　（他）

長久手 スポーツ科目 107001-07 スポーツ科学 前期火曜3 塩見　哲大

長久手 スポーツ科目 107001-08 スポーツ科学 前期火曜4 塩見　哲大

長久手 スポーツ科目 107001-09 スポーツ科学 前期水曜2 門間　博

長久手 スポーツ科目 107001-10 スポーツ科学 前期水曜3 塚元　佑真

長久手 スポーツ科目 107001-11 スポーツ科学 前期木曜1 佐分　慎弥

長久手 スポーツ科目 107001-12 スポーツ科学 前期木曜2 佐分　慎弥

長久手 スポーツ科目 107001-13 スポーツ科学 前期木曜3 佐分　慎弥

長久手 スポーツ科目 107001-14 スポーツ科学 前期木曜4 佐分　慎弥

長久手 スポーツ科目 107001-15 スポーツ科学 前期金曜1 平川　武仁

長久手 スポーツ科目 107001-16 スポーツ科学 前期金曜2 平川　武仁

長久手 スポーツ科目 107001-17 スポーツ科学 前期金曜3 門間　博

長久手 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110201-01 CCCスタートアップ講座 前期木曜1 沖　直子

長久手 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110201-02 CCCスタートアップ講座 前期火曜1 沖　直子

長久手 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110202-01 ボランティア 前期木曜2 沖　直子

長久手 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110202-02 ボランティア 前期金曜2 沖　直子

長久手 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110206-01 ファシリテーター養成講座 前期火曜2 沖　直子

長久手 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110207-01 CCCキズナプロジェクトA 前期集中 沖　直子

長久手 日本語表現科目 108001-01 日本語表現T1 前期月曜1 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-02 日本語表現T1 前期月曜1 辻本　桜子
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長久手 日本語表現科目 108001-03 日本語表現T1 前期月曜1 久保田　樹

長久手 日本語表現科目 108001-04 日本語表現T1 前期月曜2 小椋　愛子

長久手 日本語表現科目 108001-05 日本語表現T1 前期月曜2 辻本　桜子

長久手 日本語表現科目 108001-06 日本語表現T1 前期月曜2 久保田　樹

長久手 日本語表現科目 108001-07 日本語表現T1 前期月曜3 外山　敦子

長久手 日本語表現科目 108001-08 日本語表現T1 前期月曜3 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-09 日本語表現T1 前期月曜3 小椋　愛子

長久手 日本語表現科目 108001-10 日本語表現T1 前期月曜4 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-11 日本語表現T1 前期月曜4 増地　ひとみ

長久手 日本語表現科目 108001-12 日本語表現T1 前期月曜4 内藤　英子

長久手 日本語表現科目 108001-13 日本語表現T1 前期月曜4 辻本　桜子

長久手 日本語表現科目 108001-14 日本語表現T1 前期月曜5 内藤　英子

長久手 日本語表現科目 108001-15 日本語表現T1 前期火曜1 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-16 日本語表現T1 前期火曜1 辻本　桜子

長久手 日本語表現科目 108001-17 日本語表現T1 前期火曜1 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-18 日本語表現T1 前期火曜2 外山　敦子

長久手 日本語表現科目 108001-19 日本語表現T1 前期火曜2 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-20 日本語表現T1 前期火曜2 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-21 日本語表現T1 前期火曜3 外山　敦子

長久手 日本語表現科目 108001-22 日本語表現T1 前期火曜4 辻本　桜子

長久手 日本語表現科目 108001-23 日本語表現T1 前期火曜5 辻本　桜子

長久手 日本語表現科目 108001-24 日本語表現T1 前期水曜1 久保田　一充

長久手 日本語表現科目 108001-25 日本語表現T1 前期水曜1 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-26 日本語表現T1 前期水曜1 辻本　桜子

長久手 日本語表現科目 108001-27 日本語表現T1 前期水曜2 久保田　一充

長久手 日本語表現科目 108001-28 日本語表現T1 前期水曜2 小椋　愛子

長久手 日本語表現科目 108001-29 日本語表現T1 前期水曜3 久保田　一充

長久手 日本語表現科目 108001-30 日本語表現T1 前期水曜3 外山　敦子

長久手 日本語表現科目 108001-31 日本語表現T1 前期水曜3 小椋　愛子

長久手 日本語表現科目 108001-32 日本語表現T1 前期水曜4 久保田　一充

長久手 日本語表現科目 108001-33 日本語表現T1 前期水曜4 外山　敦子

長久手 日本語表現科目 108001-34 日本語表現T1 前期水曜4 森本　俊之

長久手 日本語表現科目 108001-35 日本語表現T1 前期水曜4 久保田　樹

長久手 日本語表現科目 108001-36 日本語表現T1 前期水曜5 森本　俊之

長久手 日本語表現科目 108001-37 日本語表現T1 前期水曜5 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-38 日本語表現T1 前期水曜5 久保田　樹

長久手 日本語表現科目 108001-39 日本語表現T1 前期水曜5 小椋　愛子

長久手 日本語表現科目 108001-40 日本語表現T1 前期木曜1 外山　敦子

長久手 日本語表現科目 108001-41 日本語表現T1 前期木曜1 辻本　桜子
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長久手 日本語表現科目 108001-42 日本語表現T1 前期木曜1 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-43 日本語表現T1 前期木曜2 森本　俊之

長久手 日本語表現科目 108001-44 日本語表現T1 前期木曜3 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-45 日本語表現T1 前期木曜3 森本　俊之

長久手 日本語表現科目 108001-46 日本語表現T1 前期木曜4 森本　俊之

長久手 日本語表現科目 108001-47 日本語表現T1 前期木曜4 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-48 日本語表現T1 前期木曜4 辻本　桜子

長久手 日本語表現科目 108001-49 日本語表現T1 前期木曜4 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-50 日本語表現T1 前期木曜4 市来　ちさ

長久手 日本語表現科目 108001-51 日本語表現T1 前期木曜5 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-52 日本語表現T1 前期木曜5 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-53 日本語表現T1 前期木曜5 市来　ちさ

長久手 日本語表現科目 108001-54 日本語表現T1 前期金曜1 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-55 日本語表現T1 前期金曜1 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-56 日本語表現T1 前期金曜2 松原　久子

長久手 日本語表現科目 108001-57 日本語表現T1 前期金曜3 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-58 日本語表現T1 前期金曜4 松本　明日香

長久手 日本語表現科目 108001-59 日本語表現T1 前期金曜5 市来　ちさ

長久手 日本語表現科目 108002-01 日本語表現T2 前期木曜5 森本　俊之

長久手 言語活用科目（英語） 102331-01 Basic English 1 前期月曜3 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102331-02 Basic English 1 前期月曜4 LEAF　David　H.

長久手 言語活用科目（英語） 102331-03 Basic English 1 前期火曜1 相川　由美

長久手 言語活用科目（英語） 102331-04 Basic English 1 前期火曜3 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102331-07 Basic English 1 前期水曜4 岩塚　さおり

長久手 言語活用科目（英語） 102331-08 Basic English 1 前期木曜1 平山　千鶴子

長久手 言語活用科目（英語） 102331-09 Basic English 1 前期木曜2 河口　和子

長久手 言語活用科目（英語） 102331-10 Basic English 1 前期木曜3 河口　和子

長久手 言語活用科目（英語） 102331-11 Basic English 1 前期木曜4 鈴木　哲至

長久手 言語活用科目（英語） 102331-12 Basic English 1 前期金曜1 鈴木　哲至

長久手 言語活用科目（英語） 102331-13 Basic English 1 前期金曜2 東海林　明美

長久手 言語活用科目（英語） 102331-14 Basic English 1 前期金曜4 中村　晴香　（他）

長久手 言語活用科目（英語） 102332-01 Basic English 2 前期火曜2 相川　由美

長久手 言語活用科目（英語） 102332-02 Basic English 2 前期水曜3 岩塚　さおり

長久手 言語活用科目（英語） 102332-03 Basic English 2 前期水曜4 BAILEY　Mark

長久手 言語活用科目（英語） 102332-04 Basic English 2 前期木曜2 梶浦　眞由美

長久手 言語活用科目（英語） 102332-05 Basic English 2 前期木曜4 河口　和子

長久手 言語活用科目（英語） 102332-06 Basic English 2 前期金曜1 BAILEY　Mark

長久手 言語活用科目（英語） 102332-07 Basic English 2 前期金曜2 河口　和子

長久手 言語活用科目（英語） 102332-08 Basic English 2 前期金曜4 河口　和子
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長久手 言語活用科目（英語） 102333-01 English 1 (Listening) 前期月曜1 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102333-02 English 1 (Listening) 前期月曜2 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102333-03 English 1 (Listening) 前期月曜3 LACEY　Charles　F.

長久手 言語活用科目（英語） 102333-04 English 1 (Listening) 前期月曜4 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102333-05 English 1 (Listening) 前期火曜1 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102333-06 English 1 (Listening) 前期火曜2 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102333-07 English 1 (Listening) 前期火曜3 井土　康仁

長久手 言語活用科目（英語） 102333-08 English 1 (Listening) 前期火曜4 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102333-09 English 1 (Listening) 前期水曜1 水野　友貴

長久手 言語活用科目（英語） 102333-10 English 1 (Listening) 前期水曜2 BILODEAU　Isabelle

長久手 言語活用科目（英語） 102333-11 English 1 (Listening) 前期水曜3 BILODEAU　Isabelle

長久手 言語活用科目（英語） 102333-13 English 1 (Listening) 前期木曜1 河口　和子

長久手 言語活用科目（英語） 102333-14 English 1 (Listening) 前期木曜2 平山　千鶴子

長久手 言語活用科目（英語） 102333-15 English 1 (Listening) 前期木曜3 鈴木　哲至

長久手 言語活用科目（英語） 102333-16 English 1 (Listening) 前期木曜3 梶浦　眞由美

長久手 言語活用科目（英語） 102333-17 English 1 (Listening) 前期木曜4 河合　利江

長久手 言語活用科目（英語） 102333-19 English 1 (Listening) 前期金曜2 鈴木　哲至

長久手 言語活用科目（英語） 102333-20 English 1 (Listening) 前期金曜3 河口　和子

長久手 言語活用科目（英語） 102333-21 English 1 (Listening) 前期金曜4 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102334-01 English 2 (Reading) 前期月曜2 石河　敦子

長久手 言語活用科目（英語） 102334-02 English 2 (Reading) 前期月曜2 小池　晃次

長久手 言語活用科目（英語） 102334-03 English 2 (Reading) 前期月曜3 LEAF　David　H.

長久手 言語活用科目（英語） 102334-04 English 2 (Reading) 前期月曜4 LACEY　Charles　F.

長久手 言語活用科目（英語） 102334-05 English 2 (Reading) 前期火曜2 井土　康仁

長久手 言語活用科目（英語） 102334-06 English 2 (Reading) 前期火曜4 井土　康仁

長久手 言語活用科目（英語） 102334-07 English 2 (Reading) 前期水曜1 小池　晃次

長久手 言語活用科目（英語） 102334-08 English 2 (Reading) 前期水曜2 CAMERON　Leona　R.

長久手 言語活用科目（英語） 102334-09 English 2 (Reading) 前期水曜4 CAMERON　Leona　R.

長久手 言語活用科目（英語） 102334-10 English 2 (Reading) 前期木曜1 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102334-11 English 2 (Reading) 前期木曜2 河合　利江

長久手 言語活用科目（英語） 102334-14 English 2 (Reading) 前期金曜3 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102335-01 English 3 (TOEIC 1) 前期火曜3 服部　有紀

長久手 言語活用科目（英語） 102335-02 English 3 (TOEIC 1) 前期水曜2 水野　友貴

長久手 言語活用科目（英語） 102335-03 English 3 (TOEIC 1) 前期水曜3 山田　久美子

長久手 言語活用科目（英語） 102335-04 English 3 (TOEIC 1) 前期水曜4 山田　久美子

長久手 言語活用科目（英語） 102335-05 English 3 (TOEIC 1) 前期木曜2 太田　晶子

長久手 言語活用科目（英語） 102335-06 English 3 (TOEIC 1) 前期木曜3 BILODEAU　Isabelle

長久手 言語活用科目（英語） 102335-07 English 3 (TOEIC 1) 前期金曜2 PUDWILL　Larry　A.

長久手 言語活用科目（英語） 102335-08 English 3 (TOEIC 1) 前期金曜3 中村　晴香　（他）
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長久手 言語活用科目（英語） 102336-02 English 4 (Speaking 1) 前期火曜4 ARRIETA　Lovely

長久手 言語活用科目（英語） 102336-03 English 4 (Speaking 1) 前期水曜3 BAILEY　Mark

長久手 言語活用科目（英語） 102336-04 English 4 (Speaking 1) 前期金曜1 PUDWILL　Larry　A.

長久手 言語活用科目（英語） 102336-05 English 4 (Speaking 1) 前期金曜2 BAILEY　Mark

長久手 言語活用科目（英語） 102336-06 English 4 (Speaking 1) 前期金曜3 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 言語活用科目（英語） 102337-01 English 5 (TOEIC 2) 前期月曜4 入江　敏子

長久手 言語活用科目（英語） 102337-02 English 5 (TOEIC 2) 前期水曜3 CAMERON　Leona　R.

長久手 言語活用科目（英語） 102337-03 English 5 (TOEIC 2) 前期木曜2 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102337-04 English 5 (TOEIC 2) 前期金曜2 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102338-01 English 6 (Speaking 2) 前期水曜3 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 言語活用科目（英語） 102357-01 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期火曜1 服部　有紀

長久手 言語活用科目（英語） 102357-02 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期水曜2 山田　幸代

長久手 言語活用科目（英語） 102357-03 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期木曜3 太田　晶子

長久手 言語活用科目（英語） 102359-01 TOEIC Training Ⅰc(Listening & Reading) 前期火曜4 服部　有紀

長久手 言語活用科目（英語） 102361-01 TOEIC Training Ⅱa(Speaking & Writing) 前期水曜4 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 言語活用科目（英語） 102367-01 Advanced English Ⅱa 前期火曜4 KABARA　Thomas

長久手 言語活用科目（英語） 102400-01 Introduction to English 前期月曜3 小池　晃次

長久手 言語活用科目（英語） 102400-02 Introduction to English 前期月曜3 入江　敏子

長久手 言語活用科目（英語） 102400-03 Introduction to English 前期月曜4 小池　晃次

長久手 言語活用科目（英語） 102400-04 Introduction to English 前期火曜2 小池　晃次

長久手 言語活用科目（英語） 102400-05 Introduction to English 前期火曜2 服部　有紀

長久手 言語活用科目（英語） 102400-06 Introduction to English 前期火曜3 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102400-07 Introduction to English 前期木曜1 河合　利江

長久手 言語活用科目（英語） 102400-08 Introduction to English 前期木曜3 半井　尚美

長久手 言語活用科目（英語） 102400-09 Introduction to English 前期木曜3 河合　利江

長久手 言語活用科目（英語） 102400-10 Introduction to English 前期木曜4 梶浦　眞由美

長久手 言語活用科目（英語） 102400-11 Introduction to English 前期金曜1 河口　和子

長久手 言語活用科目（英語） 102400-12 Introduction to English 前期金曜2 中村　晴香　（他）

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-01 中国語読解1A 前期月曜1 河井　昭乃

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-02 中国語読解1A 前期月曜2 河井　昭乃

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-03 中国語読解1A 前期月曜3 陳　惠貞

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-04 中国語読解1A 前期月曜4 陳　惠貞

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-05 中国語読解1A 前期火曜3 巣　宇燕

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-06 中国語読解1A 前期水曜1 河井　昭乃

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-07 中国語読解1A 前期水曜2 王　麗英

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-08 中国語読解1A 前期水曜2 袁　莉萍

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-09 中国語読解1A 前期水曜3 中塚　亮

長久手 言語活用科目（中国語） 103001-11 中国語読解1A 前期木曜2 湯　海鵬

長久手 言語活用科目（中国語） 103003-01 中国語会話1A 前期火曜2 華　イ
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長久手 言語活用科目（中国語） 103003-02 中国語会話1A 前期火曜3 王　麗英

長久手 言語活用科目（中国語） 103003-03 中国語会話1A 前期火曜4 華　イ

長久手 言語活用科目（中国語） 103003-04 中国語会話1A 前期水曜3 何　龍

長久手 言語活用科目（中国語） 103003-05 中国語会話1A 前期木曜3 王　岩

長久手 言語活用科目（中国語） 103003-06 中国語会話1A 前期木曜4 王　岩

長久手 言語活用科目（中国語） 103003-09 中国語会話1A 前期金曜2 華　イ

長久手 言語活用科目（中国語） 103005-01 中国語読解2 前期月曜2 陳　惠貞

長久手 言語活用科目（中国語） 103006-01 中国語会話2 前期火曜3 華　イ

長久手 言語活用科目（中国語） 103025-01 HSK2級対策講座 前期火曜3 中塚　亮

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105001-01 韓国・朝鮮語入門 前期月曜3　他 洪　妍定

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105001-02 韓国・朝鮮語入門 前期月曜4　他 洪　妍定

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105001-03 韓国・朝鮮語入門 前期火曜2　他 キム　ソヨン

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105001-04 韓国・朝鮮語入門 前期火曜3　他 柳　朱燕

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105001-05 韓国・朝鮮語入門 前期火曜4　他 柳　朱燕

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105002-01 韓国・朝鮮語読解1 前期水曜1 姜　信和

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105003-01 韓国・朝鮮語会話1 前期金曜3 キム　ソヨン

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105004-01 韓国語能力試験対策1 前期月曜4 鄭　在恩

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105005-01 韓国・朝鮮語読解2 前期水曜2 姜　信和

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105006-01 韓国・朝鮮語会話2 前期火曜1 キム　ソヨン

長久手 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105007-01 韓国語能力試験対策2 前期月曜3 鄭　在恩

長久手 コンピュータ活用科目 104121-01 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜1 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-02 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜2 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-03 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜2 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-04 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜3 山岸　未沙子

長久手 コンピュータ活用科目 104121-05 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜3 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-06 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜4 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-07 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜5 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-08 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜5 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-09 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜1 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-10 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜2 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-11 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜2 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-12 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜4 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-13 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜5 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-14 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜5 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-15 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜1 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-16 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜1 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-17 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜3 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-18 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜4 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-19 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜5 外部講師(パナソニック)
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長久手 コンピュータ活用科目 104121-20 コンピュータリテラシーⅠ 前期木曜1 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-21 コンピュータリテラシーⅠ 前期木曜4 山岸　未沙子

長久手 コンピュータ活用科目 104121-22 コンピュータリテラシーⅠ 前期木曜5 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-23 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜1 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-24 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜1 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-25 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜2 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-26 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜2 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-27 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜3 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-28 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜3 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-29 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜4 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-30 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜4 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-31 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜5 外部講師(パナソニック)

長久手 コンピュータ活用科目 104121-32 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜5 外部講師(パナソニック)

長久手 司書課程科目 026018-01 図書館制度・経営論 前期火曜5 伊藤　博

長久手 司書課程科目 026023-01 情報資源組織論 前期木曜5 廣田　慈子

長久手 文学部共通科目 125041-01 人間探究 前期金曜5 竹内　瑞穂　（他）

長久手 文学部共通科目 125041-02 人間探究 前期金曜5 太田　直子　（他）

長久手 文学部共通科目 125041-03 人間探究 前期金曜5 太田　直子　（他）

長久手 国文学科専門教育科目 030021-01 国文学史(1)a 前期月曜3 塩田　公子

長久手 国文学科専門教育科目 030021-02 国文学史(1)a 前期月曜4 塩田　公子

長久手 国文学科専門教育科目 030031-01 国文学史(2)a 前期木曜1 小倉　斉

長久手 国文学科専門教育科目 030101-01 国語学演習Ⅰ(2)a 前期水曜3 吉田　健二

長久手 国文学科専門教育科目 030131-01 文章表現a 前期火曜2 服部　左右一

長久手 国文学科専門教育科目 030131-02 文章表現a 前期火曜2 安田　正典

長久手 国文学科専門教育科目 030131-03 文章表現a 前期火曜3 服部　左右一

長久手 国文学科専門教育科目 030131-04 文章表現a 前期火曜3 安田　正典

長久手 国文学科専門教育科目 030131-05 文章表現a 前期木曜3 安田　正典

長久手 国文学科専門教育科目 030282-01 国文学講義(1)上代b 前期月曜1 中野　謙一

長久手 国文学科専門教育科目 030282-02 国文学講義(1)上代b 前期水曜2 中野　謙一

長久手 国文学科専門教育科目 030301-01 国文学講義(3)中世a 前期木曜3 近本　謙介

長久手 国文学科専門教育科目 030301-02 国文学講義(3)中世a 前期木曜4 近本　謙介

長久手 国文学科専門教育科目 030311-01 国文学講義(4)近世a 前期木曜1 篗田　将樹

長久手 国文学科専門教育科目 030311-02 国文学講義(4)近世a 前期木曜3 篗田　将樹

長久手 国文学科専門教育科目 030323-01 国文学講義(5)近代Ⅰa 前期月曜1 小倉　斉

長久手 国文学科専門教育科目 030323-02 国文学講義(5)近代Ⅰa 前期木曜2 小倉　斉

長久手 国文学科専門教育科目 030471-01 国文学特殊講義　郷土文学a 前期月曜4 大脇　由紀子

長久手 国文学科専門教育科目 030481-01 国文学特殊講義　仏教文学a 前期水曜4 三好　俊徳

長久手 国文学科専門教育科目 030501-01 国語概説(音声言語及び文章表現を含む)a 前期水曜5 吉田　健二

長久手 国文学科専門教育科目 030711-03 書道(書写を中心とする)a 前期金曜4 高桑　康
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長久手 国文学科専門教育科目 030721-01 中国文学講義a 前期月曜5 河井　昭乃

長久手 国文学科専門教育科目 030721-02 中国文学講義a 前期水曜1 住谷　孝之

長久手 国文学科専門教育科目 030721-03 中国文学講義a 前期水曜2 住谷　孝之

長久手 国文学科専門教育科目 030741-01 国文学演習Ⅰ(1)上代a 前期水曜3 中野　謙一

長久手 国文学科専門教育科目 030761-01 国文学演習Ⅰ(3)中世a 前期金曜1 三宅　晶子

長久手 国文学科専門教育科目 030781-01 国文学演習Ⅰ(5)近・現代Ⅰa 前期水曜3 小倉　斉

長久手 国文学科専門教育科目 030831-01 国文学演習Ⅱ(1)上代a 前期月曜4 中野　謙一

長久手 国文学科専門教育科目 030851-01 国文学演習Ⅱ(3)中世a 前期金曜2 三宅　晶子

長久手 国文学科専門教育科目 030871-01 国文学演習Ⅱ(5)近・現代Ⅰa 前期月曜4 小倉　斉

長久手 国文学科専門教育科目 030881-01 国文学演習Ⅱ(6)近・現代Ⅱa 前期火曜4 竹内　瑞穂

長久手 国文学科専門教育科目 030893-01 国語学演習Ⅱ(2)a 前期月曜4 吉田　健二

長久手 国文学科専門教育科目 030931-01 国文学特殊講義　王朝物語a 前期月曜1 勝亦　志織

長久手 国文学科専門教育科目 030941-01 国文学特殊講義　近代詩a 前期金曜4 渡邉　章夫

長久手 国文学科専門教育科目 030951-01 国語学講義a 前期木曜3 山田　敏弘

長久手 国文学科専門教育科目 030970-01 国語学特殊講義　言語学a 前期金曜1 久保田　一充

長久手 国文学科専門教育科目 030982-01 国文学講義(6)近代Ⅱa 前期金曜1 竹内　瑞穂

長久手 国文学科専門教育科目 030982-02 国文学講義(6)近代Ⅱa 前期金曜2 竹内　瑞穂

長久手 国文学科専門教育科目 030984-01 国文学講義(7)現代a 前期月曜1 吉田　竜也

長久手 国文学科専門教育科目 030984-02 国文学講義(7)現代a 前期月曜2 吉田　竜也

長久手 国文学科専門教育科目 030986-01 国文学特殊講義　日本漢文学a 前期木曜1 中野　謙一

長久手 国文学科専門教育科目 030988-01 キャリアプランニング　-国文学科での学びと社会で生きること- 前期後半金曜5 竹内　瑞穂

長久手 国文学科専門教育科目 031135-01 国文学演習Ⅱ(7)近・現代Ⅲa 前期月曜4 吉田　竜也

長久手 国文学科専門教育科目 031181-01 古典文法基礎 前期月曜1 内藤　英子

長久手 国文学科専門教育科目 031182-01 作品講読(古典文学)a 前期水曜3 松本　美耶

長久手 国文学科専門教育科目 031182-02 作品講読(古典文学)a 前期水曜4 松本　美耶

長久手 国文学科専門教育科目 031184-01 作品講読(近・現代文学)a 前期火曜2 若松　伸哉

長久手 国文学科専門教育科目 031184-02 作品講読(近・現代文学)a 前期火曜4 若松　伸哉

長久手 国文学科専門教育科目 031201-01 国文学演習Ⅰ(7)近・現代Ⅲa 前期水曜3 吉田　竜也

長久手 国文学科専門教育科目 031311-01 国文学文献講読演習(1)a 前期月曜5 中野　謙一

長久手 国文学科専門教育科目 031331-01 国文学文献講読演習(3)a 前期金曜3 三宅　晶子

長久手 国文学科専門教育科目 031341-01 国文学文献講読演習(4)a 前期水曜4 早川　由美

長久手 国文学科専門教育科目 031351-01 国文学文献講読演習(5)a 前期月曜5 小倉　斉

長久手 国文学科専門教育科目 031361-01 国文学文献講読演習(6)a 前期火曜5 竹内　瑞穂

長久手 国文学科専門教育科目 031371-01 国文学文献講読演習(7)a 前期月曜5 吉田　竜也

長久手 国文学科専門教育科目 031383-01 国語学文献講読演習(2)a 前期月曜5 吉田　健二

長久手 国文学科専門教育科目 032986-01 漢字文化 前期木曜2 住谷　孝之

長久手 国文学科専門教育科目 032986-02 漢字文化 前期木曜3 住谷　孝之

長久手 国文学科専門教育科目 032989-01 くずし字読解Ⅱa 前期木曜2 深谷　大

長久手 国文学科専門教育科目 032991-01 国文学演習Ⅰ(8)近・現代Ⅳa 前期金曜2 水川　敬章
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長久手 国文学科専門教育科目 032998-01 国文学特殊講義　軍記文学a 前期金曜4 森田　貴之

長久手 国文学科専門教育科目 033005-01 国文学特殊講義　源氏物語a 前期月曜2 外山　敦子

長久手 国文学科専門教育科目 033007-01 国文学特殊講義　仏教文化史a 前期水曜3 三好　俊徳

長久手 国文学科専門教育科目 033011-01 国文学特殊講義　現代小説a 前期金曜1 水川　敬章

長久手 国文学科専門教育科目 033013-01 国文学特殊講義　日本芸能史a 前期木曜1 深谷　大

長久手 国文学科専門教育科目 033015-01 国文学特殊講義　文学と映像表現a 前期水曜1 小倉　斉

長久手 国文学科専門教育科目 033017-01 国語学特殊講義　ことばの認知科学a 前期金曜2 久保田　一充

長久手 総合英語学科専門教育科目 126001-01 First Year Seminar 前期前半木曜1 樗木　勇作

長久手 総合英語学科専門教育科目 126001-02 First Year Seminar 前期前半木曜1 二村　慎一

長久手 総合英語学科専門教育科目 126001-03 First Year Seminar 前期前半木曜1 若山　真幸

長久手 総合英語学科専門教育科目 126001-04 First Year Seminar 前期前半金曜1 平林　美都子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126001-05 First Year Seminar 前期前半金曜1 太田　直子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126001-06 First Year Seminar 前期前半金曜1 小沢　茂

長久手 総合英語学科専門教育科目 126101-04 Elementary English 1 前期月曜3 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126101-05 Elementary English 1 前期水曜3 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126101-06 Elementary English 1 前期水曜5 BAILEY　Mark

長久手 総合英語学科専門教育科目 126101-10 Elementary English 1 前期金曜3 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126101-12 Elementary English 1 前期金曜3 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126102-02 Elementary English 2 前期水曜1 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126102-03 Elementary English 2 前期水曜2 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126102-05 Elementary English 2 前期木曜1 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126102-06 Elementary English 2 前期木曜2 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126103-01 Elementary English 3 前期水曜1 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126103-04 Elementary English 3 前期水曜2 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126103-05 Elementary English 3 前期水曜5 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126103-06 Elementary English 3 前期木曜3 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126104-01 Elementary English 4 前期月曜4 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126104-02 Elementary English 4 前期水曜3 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126104-05 Elementary English 4 前期水曜4 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126105-12 Elementary English 5 前期金曜4 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-01 Elementary English 6 前期月曜2 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-02 Elementary English 6 前期月曜2 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-03 Elementary English 6 前期月曜3 HASTINGS　Christopher　R.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-04 Elementary English 6 前期月曜4 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-08 Elementary English 6 前期木曜4 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-09 Elementary English 6 前期木曜4 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-11 Elementary English 6 前期木曜5 RICART　Michael

長久手 総合英語学科専門教育科目 126106-12 Elementary English 6 前期木曜5 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126113-01 Advanced English 1 前期月曜3 MANSBRIDGE　Michael　P.
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長久手 総合英語学科専門教育科目 126113-03 Advanced English 1 前期月曜2 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126113-05 Advanced English 1 前期月曜4 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126114-01 Advanced English 2 前期火曜3 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126114-02 Advanced English 2 前期火曜4 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126114-03 Advanced English 2 前期火曜5 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126114-04 Advanced English 2 前期金曜3 BAILEY　Mark

長久手 総合英語学科専門教育科目 126114-05 Advanced English 2 前期金曜4 BAILEY　Mark

長久手 総合英語学科専門教育科目 126114-06 Advanced English 2 前期金曜5 BAILEY　Mark

長久手 総合英語学科専門教育科目 126115-01 Advanced English 3 前期水曜1 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126115-02 Advanced English 3 前期水曜2 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126115-03 Advanced English 3 前期水曜3 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126115-04 Advanced English 3 前期水曜4 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126115-05 Advanced English 3 前期水曜5 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126115-06 Advanced English 3 前期金曜4 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126116-01 Advanced English 4 前期火曜2 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126116-02 Advanced English 4 前期金曜1 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126116-03 Advanced English 4 前期金曜2 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126116-04 Advanced English 4 前期金曜3 PUDWILL　Larry　A.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126116-05 Advanced English 4 前期金曜4 PUDWILL　Larry　A.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126116-06 Advanced English 4 前期金曜4 HARRIS　Richard　S.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126117-01 Advanced English 5 前期火曜3 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126117-02 Advanced English 5 前期火曜4 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126117-03 Advanced English 5 前期水曜2 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126117-04 Advanced English 5 前期水曜4 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126117-05 Advanced English 5 前期木曜2 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126117-06 Advanced English 5 前期金曜2 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126127-01 Basic English Grammar 前期月曜5 田中　智之

長久手 総合英語学科専門教育科目 126127-02 Basic English Grammar 前期木曜4 太田　晶子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126127-03 Basic English Grammar 前期木曜5 太田　晶子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126130-01 Practicum in English Linguistics Ⅰ 前期月曜2 大室　剛志

長久手 総合英語学科専門教育科目 126130-02 Practicum in English Linguistics Ⅰ 前期月曜4 樗木　勇作

長久手 総合英語学科専門教育科目 126130-03 Practicum in English Linguistics Ⅰ 前期水曜1 樗木　勇作

長久手 総合英語学科専門教育科目 126130-04 Practicum in English Linguistics Ⅰ 前期水曜3 若山　真幸

長久手 総合英語学科専門教育科目 126130-05 Practicum in English Linguistics Ⅰ 前期水曜3 樗木　勇作

長久手 総合英語学科専門教育科目 126137-01 Storytelling and Retelling Ⅰ 前期水曜1 平林　美都子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126137-02 Storytelling and Retelling Ⅰ 前期水曜4 山田　幸代

長久手 総合英語学科専門教育科目 126137-03 Storytelling and Retelling Ⅰ 前期水曜5 山田　幸代

長久手 総合英語学科専門教育科目 126137-04 Storytelling and Retelling Ⅰ 前期木曜2 太田　直子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126137-05 Storytelling and Retelling Ⅰ 前期金曜1 黒澤　純子
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長久手 総合英語学科専門教育科目 126137-06 Storytelling and Retelling Ⅰ 前期金曜2 黒澤　純子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126138-01 Storytelling and Retelling Ⅱ 前期月曜1 小沢　茂

長久手 総合英語学科専門教育科目 126138-02 Storytelling and Retelling Ⅱ 前期月曜3 小沢　茂

長久手 総合英語学科専門教育科目 126138-03 Storytelling and Retelling Ⅱ 前期金曜4 三原　穂

長久手 総合英語学科専門教育科目 126138-04 Storytelling and Retelling Ⅱ 前期水曜1 山田　久美子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126138-05 Storytelling and Retelling Ⅱ 前期水曜2 山田　久美子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126138-06 Storytelling and Retelling Ⅱ 前期水曜3 平林　美都子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126140-01 Storytelling and Retelling Ⅳ 前期水曜3 小沢　茂

長久手 総合英語学科専門教育科目 126141-01 Tell your Story ! Ⅰ 前期月曜2 平林　美都子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126202-01 英語文化の歴史Ⅰ 前期月曜1 平林　美都子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126202-03 英語文化の歴史Ⅰ 前期木曜1 太田　直子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126206-01 Film Studies Ⅲ(イギリス文化探訪) 前期月曜3 WILLIAMS　Allen　D.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126206-02 Film Studies Ⅲ(イギリス文化探訪) 前期金曜4 WILLIAMS　Allen　D.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126208-01 English Media 前期木曜3 若山　真幸

長久手 総合英語学科専門教育科目 126208-02 English Media 前期木曜4 若山　真幸

長久手 総合英語学科専門教育科目 126208-03 English Media 前期火曜3 若山　真幸

長久手 総合英語学科専門教育科目 126215-01 Topics in International Culture and Society 4 前期水曜5 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126215-02 Topics in International Culture and Society 4 前期金曜3 WILLIAMS　Allen　D.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126216-01 Topics in Japanese Culture and Society 前期水曜4 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126301-05 専門演習Ⅰ 前期水曜2 小池　晃次

長久手 総合英語学科専門教育科目 126301-06 専門演習Ⅰ 前期水曜3 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126301-07 専門演習Ⅰ 前期木曜2 樗木　勇作

長久手 総合英語学科専門教育科目 126301-10 専門演習Ⅰ 前期月曜4 WILLIAMS　Allen　D.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126403-01 IELTS Preparation Ⅰ 前期火曜2 夏　思洋

長久手 総合英語学科専門教育科目 126403-02 IELTS Preparation Ⅰ 前期水曜2 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126405-01 TOEFL Preparation Ⅰ 前期月曜3 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126405-02 TOEFL Preparation Ⅰ 前期火曜3 夏　思洋

長久手 総合英語学科専門教育科目 126411-02 Business Communication Ⅰ(General Discussion) 前期火曜2 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126411-03 Business Communication Ⅰ(General Discussion) 前期火曜3 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126411-04 Business Communication Ⅰ(General Discussion) 前期火曜4 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126411-06 Business Communication Ⅰ(General Discussion) 前期水曜5 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126412-01 Business Communication Ⅱ(Theme-based) 前期火曜1
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126412-02 Business Communication Ⅱ(Theme-based) 前期火曜2
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126412-03 Business Communication Ⅱ(Theme-based) 前期火曜3
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126412-04 Business Communication Ⅱ(Theme-based) 前期火曜4
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126412-06 Business Communication Ⅱ(Theme-based) 前期金曜5 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-02 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期月曜1 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-04 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期火曜2 DYCUS　David　C.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-05 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期火曜2 LE　Dan
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長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-06 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期火曜3 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-07 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期火曜4 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-08 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期火曜5 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-09 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期火曜5 MANALANG　Marikit　G.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-10 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期水曜4 LE　Dan

長久手 総合英語学科専門教育科目 126413-11 Business Communication Ⅲ(Project-based) 前期木曜3 MOLOTSI　Prisca

長久手 総合英語学科専門教育科目 126415-01 Presentation & Field Work Ⅰ 前期火曜4 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 総合英語学科専門教育科目 126422-01 日英対照言語学 前期月曜1 大室　剛志

長久手 総合英語学科専門教育科目 126424-01 小学校英語教育実践演習Ⅰ 前期火曜4 中山　貴子

長久手 総合英語学科専門教育科目 126426-01 小学校英語教育実践演習Ⅱ 前期 樗木　勇作

長久手 総合英語学科専門教育科目 126428-01 中学校英語教育実践演習Ⅱ(オーラルコミュニケーション) 前期火曜3 中山　貴子

長久手 英文学科専門教育科目 122065-01 Interlingual Communication Ⅰ 前期月曜3 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 英文学科専門教育科目 122065-03 Interlingual Communication Ⅰ 前期月曜2 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 英文学科専門教育科目 122065-05 Interlingual Communication Ⅰ 前期月曜4 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 英文学科専門教育科目 122066-01 Interlingual Communication Ⅱ 前期火曜3 HARRIS　Richard　S.

長久手 英文学科専門教育科目 122066-02 Interlingual Communication Ⅱ 前期火曜4 HARRIS　Richard　S.

長久手 英文学科専門教育科目 122066-03 Interlingual Communication Ⅱ 前期火曜5 HARRIS　Richard　S.

長久手 英文学科専門教育科目 122066-04 Interlingual Communication Ⅱ 前期金曜3 BAILEY　Mark

長久手 英文学科専門教育科目 122066-05 Interlingual Communication Ⅱ 前期金曜4 BAILEY　Mark

長久手 英文学科専門教育科目 122066-06 Interlingual Communication Ⅱ 前期金曜5 BAILEY　Mark

長久手 英文学科専門教育科目 122124-01 イギリス文学探訪 前期月曜3 WILLIAMS　Allen　D.

長久手 英文学科専門教育科目 122124-02 イギリス文学探訪 前期金曜4 WILLIAMS　Allen　D.

長久手 英文学科専門教育科目 122147-03 サブゼミⅠ 前期水曜3 山田　幸代

長久手 英文学科専門教育科目 122149-02 課題実践演習 前期火曜4 小池　晃次

長久手 英文学科専門教育科目 122149-06 課題実践演習 前期金曜3 DYCUS　David　C.

長久手 英文学科専門教育科目 122149-07 課題実践演習 前期金曜2 樗木　勇作

長久手 英文学科専門教育科目 122168-01 Research Writing Ⅰ 前期月曜2 WILLIAMS　Allen　D.

長久手 英文学科専門教育科目 122168-02 Research Writing Ⅰ 前期火曜2 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 英文学科専門教育科目 122168-03 Research Writing Ⅰ 前期火曜5 MANSBRIDGE　Michael　P.

長久手 英文学科専門教育科目 122225-04 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) 前期月曜3 LE　Dan

長久手 英文学科専門教育科目 122225-05 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) 前期水曜3 LE　Dan

長久手 英文学科専門教育科目 122225-06 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) 前期水曜5 BAILEY　Mark

長久手 英文学科専門教育科目 122225-10 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) 前期金曜3 DYCUS　David　C.

長久手 英文学科専門教育科目 122225-12 English Collaboration Ⅰ(Integrated skills) 前期金曜3 HARRIS　Richard　S.

長久手 英文学科専門教育科目 122226-02 English Collaboration Ⅱ(Intensive Speaking) 前期水曜1 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 英文学科専門教育科目 122226-03 English Collaboration Ⅱ(Intensive Speaking) 前期水曜2 SULLIVAN　Leah　A.

長久手 英文学科専門教育科目 122226-05 English Collaboration Ⅱ(Intensive Speaking) 前期木曜1 MOLOTSI　Prisca

長久手 英文学科専門教育科目 122226-06 English Collaboration Ⅱ(Intensive Speaking) 前期木曜2 MOLOTSI　Prisca

長久手 人間情報学科専門教育科目 214006-01 コンピュータ計算入門 前期月曜4 親松　和浩
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長久手 人間情報学科専門教育科目 214006-02 コンピュータ計算入門 前期月曜5 親松　和浩

長久手 人間情報学科専門教育科目 214006-03 コンピュータ計算入門 前期金曜3 奥村　文徳

長久手 人間情報学科専門教育科目 214006-04 コンピュータ計算入門 前期金曜4 奥村　文徳

長久手 人間情報学科専門教育科目 214010-01 CGゲーム数学入門 前期火曜4 親松　和浩

長久手 心理学科専門教育科目 221001-01 心理学概論Ⅰ 前期前半木曜1　他 松尾　貴司　（他）

長久手 心理学科専門教育科目 221002-01 心理学概論Ⅱ 前期後半木曜1　他 髙野　恵代　（他）

長久手 心理学科専門教育科目 221019-01 データ解析Ⅱ 前期月曜2 平島　太郎

長久手 心理学科専門教育科目 221019-02 データ解析Ⅱ 前期火曜1 成澤　元

長久手 心理学科専門教育科目 221019-03 データ解析Ⅱ 前期火曜2 木村　ゆみ

長久手 心理学科専門教育科目 221035-01 心理学実験Ⅰa 前期月曜3 木村　ゆみ

長久手 心理学科専門教育科目 221035-02 心理学実験Ⅰa 前期月曜3 大久保　諒

長久手 心理学科専門教育科目 221035-03 心理学実験Ⅰa 前期月曜4 蒲谷　槙介

長久手 心理学科専門教育科目 221035-04 心理学実験Ⅰa 前期月曜4 浜本　真規子

長久手 心理学科専門教育科目 221035-05 心理学実験Ⅰa 前期水曜2 加藤　公子

長久手 心理学科専門教育科目 221035-06 心理学実験Ⅰa 前期水曜2 坂田　陽子

長久手 心理学科専門教育科目 221035-07 心理学実験Ⅰa 前期水曜3 成澤　元

長久手 心理学科専門教育科目 221035-08 心理学実験Ⅰa 前期水曜3 吉崎　一人

長久手 心理学科専門教育科目 221038-01 心理学研究法総合演習 前期木曜2 平島　太郎　（他）

長久手 心理学科専門教育科目 221045-01 心理学論文講読 前期月曜4 大久保　諒

長久手 心理学科専門教育科目 221045-02 心理学論文講読 前期月曜4 木村　ゆみ

長久手 心理学科専門教育科目 221045-03 心理学論文講読 前期水曜3 木村　ゆみ

長久手 心理学科専門教育科目 221045-04 心理学論文講読 前期木曜3 坂田　陽子

長久手 心理学科専門教育科目 221045-05 心理学論文講読 前期木曜3 大久保　諒

長久手 心理学科専門教育科目 221045-06 心理学論文講読 前期火曜3 木村　ゆみ

長久手 心理学科専門教育科目 221045-07 心理学論文講読 前期火曜3 坂田　陽子

長久手 心理学科専門教育科目 221045-08 心理学論文講読 前期火曜3 大久保　諒

長久手 心理学科専門教育科目 222001-01 精神生理学 前期月曜1 成澤　元

長久手 心理学科専門教育科目 222002-01 脳と認知 前期水曜4 加藤　公子

長久手 心理学科専門教育科目 222105-01 ネットワークの社会心理学 前期月曜1 平島　太郎

長久手 心理学科専門教育科目 222203-01 社会性の発達 前期月曜2 蒲谷　槙介

長久手 心理学科専門教育科目 222406-01 青年心理学 前期木曜2 高村　和代

長久手 心理学科専門教育科目 222417-01 人体の構造と機能及び疾病 前期火曜4 高橋　昌久

長久手 心理学科専門教育科目 223001-05 専門演習Ⅰ 前期月曜3 成澤　元

長久手 心理学科専門教育科目 223001-12 専門演習Ⅰ 前期水曜3 平島　太郎

長久手 心理学科専門教育科目 223001-14 専門演習Ⅰ 前期金曜3 坂田　陽子

長久手 心理学科専門教育科目 223001-16 専門演習Ⅰ 前期金曜3 蒲谷　槙介

長久手 心理学科専門教育科目 223003-12 専門演習Ⅲ 前期水曜4　他 平島　太郎

長久手 心理学科専門教育科目 223003-13 専門演習Ⅲ 前期金曜4　他 坂田　陽子

長久手 心理学科専門教育科目 223003-15 専門演習Ⅲ 前期金曜4　他 蒲谷　槙介
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長久手 心理学科専門教育科目 223005-04 卒業論文 前期 蒲谷　槙介

長久手 心理学科専門教育科目 223005-09 卒業論文 前期 坂田　陽子

長久手 心理学科専門教育科目 223005-14 卒業論文 前期 平島　太郎

長久手 創造表現学部共通科目 271103-01 キャリアプランニング 前期集中 三井　裕美

長久手 創造表現学部共通科目 271104-01 アートマネジメント 前期火曜2 藤井　克

長久手 創造表現学部共通科目 271105-01 知的財産権 前期水曜4 鈴木　恵美

長久手 創造表現学部共通科目 271105-02 知的財産権 前期水曜5 鈴木　恵美

長久手 創造表現学部共通科目 271107-01 社会調査法 前期火曜4 新城　優子

長久手 創造表現学部共通科目 271110-01 文化人類学 前期月曜2 三木　誠

長久手 創造表現学部共通科目 271112-01 心理学 前期火曜1 木村　ゆみ

長久手 創造表現学部共通科目 271113-01 考現学 前期木曜2 佐藤　英治

長久手 創造表現学部共通科目 271114-01 メディアリテラシー 前期月曜3 松井　広志

長久手 創造表現学部共通科目 271115-01 コミュニケーション論 前期月曜1 高井　次郎

長久手 創造表現学部共通科目 271118-01 出版文化論a 前期金曜3 劉　永昇

長久手 創造表現学部共通科目 271124-01 広告表現入門 前期木曜5 大石　真澄　（他）

長久手 創造表現学部共通科目 271127-01 現代政治史 前期火曜1 李　相睦

長久手 創造表現学部共通科目 271130-01 近現代の美術a(西洋美術) 前期金曜3 藤井　健仁

長久手 創造表現学部共通科目 271131-01 近現代の美術b(日本美術) 前期金曜4 藤井　健仁

長久手 創造表現学部共通科目 271132-01 近現代の音楽 前期火曜4 野田　雅巳

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272101-01 日本文学史a 前期水曜4 塩田　公子

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272102-01 日本文学史b 前期木曜5 佐々木　亜紀子

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272103-01 言語学a 前期水曜3 森本　俊之

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272105-01 漢文学概説 前期火曜4 角田　達朗

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272110-01 言語表現入門a 前期火曜4 佐々木　亜紀子

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272111-01 言語表現入門b 前期木曜3 鈴木　竹志

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272113-01 演劇a(西洋) 前期水曜2 海上　宏美

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272117-01 基礎講読 前期火曜3 永井　聖剛

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272117-02 基礎講読 前期水曜2 小倉　史

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272117-03 基礎講読 前期木曜2 加島　正浩

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272117-04 基礎講読 前期木曜1 加島　正浩

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272117-05 基礎講読 前期木曜3 加島　正浩

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272117-06 基礎講読 前期木曜4 加島　正浩

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272118-01 基礎演習Ⅰ 前期水曜3 小倉　史

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272118-02 基礎演習Ⅰ 前期水曜3 酒井　晶代

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272118-03 基礎演習Ⅰ 前期水曜3 清水　良典

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272118-04 基礎演習Ⅰ 前期水曜3 角田　達朗

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272118-05 基礎演習Ⅰ 前期水曜3 永井　聖剛

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272118-06 基礎演習Ⅰ 前期水曜3 柳井　貴士

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272120-01 クリエイティブライティングb 前期火曜3 佐々木　亜紀子
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長久手 創作表現専攻専門教育科目 272120-02 クリエイティブライティングb 前期木曜4 佐々木　亜紀子

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272122-01 クリエイティブライティングd 前期木曜2 服部　左右一

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272127-02 基礎演習Ⅱb 前期水曜2 角田　達朗

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272127-04 基礎演習Ⅱb 前期木曜2 酒井　晶代

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272127-05 基礎演習Ⅱb 前期木曜2 永井　聖剛

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272127-06 基礎演習Ⅱb 前期木曜3 小倉　史

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272134-01 現代小説a 前期火曜3 清水　良典

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272136-01 近代小説a 前期火曜4 永井　聖剛

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272137-01 近代小説b 前期火曜3 若松　伸哉

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272142-01 児童文学 前期水曜1 酒井　晶代

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272147-01 ノンフィクション 前期金曜3 藤井　誠二

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272149-01 パフォーミングアーツ 前期水曜3 海上　宏美

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272152-01 アニメ論 前期金曜3 洞ヶ瀬　真人

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272157-01 講読演習d 前期火曜3 角田　達朗

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-05 卒業プロジェクト 前期 藤井　誠二

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-06 卒業プロジェクト 前期 劉　永昇

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-07 卒業プロジェクト 前期 森井　マスミ

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-09 卒業プロジェクト 前期 刈馬　カオス

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-10 卒業プロジェクト 前期 小倉　史

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-11 卒業プロジェクト 前期 とりい　かずよし

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-12 卒業プロジェクト 前期 北川　朱実

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272166-13 卒業プロジェクト 前期 志水　瞳

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272169-01 マンガ表現 前期木曜3 志水　瞳

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272170-01 戯曲b 前期金曜3 渡山　博崇

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272170-03 戯曲b 前期金曜4 渡山　博崇

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272205-01 演習Ⅱa(5) 前期金曜4 藤井　誠二

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272206-01 演習Ⅱa(6) 前期金曜2 劉　永昇

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272207-01 演習Ⅱa(7) 前期金曜3 森井　マスミ

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272209-01 演習Ⅱa(9) 前期火曜3 刈馬　カオス

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272210-01 演習Ⅱa(10) 前期火曜4 小倉　史

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272211-01 演習Ⅱa(11) 前期木曜4 とりい　かずよし

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272212-01 演習Ⅱa(12） 前期火曜3 北川　朱実

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272213-01 演習Ⅱa(13) 前期木曜4 志水　瞳

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272245-01 演習Ⅲa(5) 前期金曜5 藤井　誠二

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272246-01 演習Ⅲa(6) 前期金曜1 劉　永昇

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272247-01 演習Ⅲa(7) 前期金曜2 森井　マスミ

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272249-01 演習Ⅲa(9) 前期火曜4 刈馬　カオス

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272250-01 演習Ⅲa(10) 前期火曜3 小倉　史

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272251-01 演習Ⅲa(11) 前期木曜5 とりい　かずよし
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長久手 創作表現専攻専門教育科目 272252-01 演習Ⅲa(12） 前期火曜4 北川　朱実

長久手 創作表現専攻専門教育科目 272253-01 演習Ⅲa(13) 前期木曜5 志水　瞳

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273101-01 メディアプロデュース概論 前期金曜2 村上　泰介　（他）

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273108-01 メディア表現論Ⅰ(映像論) 前期金曜2 荒川　徹

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273110-01 メディア社会論Ⅰ(コミュニケーション) 前期木曜3 松井　広志

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-01 メディアプロデュース基礎演習b 前期月曜4 松井　広志

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-02 メディアプロデュース基礎演習b 前期火曜4 大石　真澄

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-03 メディアプロデュース基礎演習b 前期水曜1 藤田　良治

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-04 メディアプロデュース基礎演習b 前期水曜2 石丸　みどり

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-05 メディアプロデュース基礎演習b 前期木曜2 阿部　卓也

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-06 メディアプロデュース基礎演習b 前期木曜2 荒川　徹

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-07 メディアプロデュース基礎演習b 前期木曜2 政倉　祐子

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-08 メディアプロデュース基礎演習b 前期木曜2 村上　泰介

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-09 メディアプロデュース基礎演習b 前期木曜5 富樫　佳織

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273113-10 メディアプロデュース基礎演習b 前期金曜3 坂倉　守

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273126-01 メディア表現論Ⅴ(ポップカルチャー) 前期火曜1 広瀬　正浩

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273128-01 メディア表現論Ⅶ(情報デザイン) 前期金曜3 宮田　雅子

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273131-01 メディア社会論Ⅳ(コミュニティメディア論) 前期木曜3 村上　泰介

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273138-01 メディアビジネス論Ⅵ(映画) 前期木曜4 坪井　篤史

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-01 演習Ⅰa 前期火曜3 阿部　卓也

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-03 演習Ⅰa 前期水曜2 政倉　祐子

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-04 演習Ⅰa 前期水曜2 村上　泰介

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-05 演習Ⅰa 前期水曜3 石丸　みどり

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-06 演習Ⅰa 前期水曜3 高橋　洋

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-07 演習Ⅰa 前期水曜3 藤田　良治

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-08 演習Ⅰa 前期木曜3 荒川　徹

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-09 演習Ⅰa 前期木曜4 松井　広志

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-10 演習Ⅰa 前期金曜4 坂倉　守

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273140-11 演習Ⅰa 前期金曜4 宮田　雅子

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-01 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期月曜5 坂倉　守

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-02 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期火曜4 阿部　卓也

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-04 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期火曜4 政倉　祐子

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-05 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期火曜4 村上　泰介

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-06 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期水曜4 高橋　洋

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-07 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期水曜5 石丸　みどり

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-08 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期木曜4 藤田　良治

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-09 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期木曜5 荒川　徹

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273142-10 メディアプロデュース演習Ⅲa 前期木曜5 松井　広志

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-01 卒業プロジェクト 前期 阿部　卓也
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長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-02 卒業プロジェクト 前期 荒川　徹

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-03 卒業プロジェクト 前期 石丸　みどり

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-04 卒業プロジェクト 前期 坂倉　守

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-05 卒業プロジェクト 前期 高橋　洋

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-06 卒業プロジェクト 前期 富樫　佳織

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-07 卒業プロジェクト 前期 藤田　良治

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-08 卒業プロジェクト 前期 政倉　祐子

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-09 卒業プロジェクト 前期 松井　広志

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273144-10 卒業プロジェクト 前期 村上　泰介

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273148-01 メディア社会論Ⅵ(メディアプロジェクト) 前期月曜3 山田　亘

長久手 メディアプロデュース専攻専門教育科目 273150-01 メディアビジネス論Ⅶ(メデイア産業論) 前期水曜2 富樫　佳織

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241005-01 統計の基礎 前期火曜1 川瀬　芳克

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241005-02 統計の基礎 前期金曜1 信太　寿理

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241005-04 統計の基礎 前期金曜2 信太　寿理

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241009-04 対人技術演習 前期前半水曜1 夛喜田　惠子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241009-05 対人技術演習 前期前半金曜4 植村　和正

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-02 健康医療科学基礎演習 前期月曜4 長嶋　比奈美

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-03 健康医療科学基礎演習 前期水曜5 山口　大輔

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-04 健康医療科学基礎演習 前期月曜5 鈴木　朋子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-05 健康医療科学基礎演習 前期月曜5 船﨑　康広

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-06 健康医療科学基礎演習 前期月曜5 宮田　Susanne

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-07 健康医療科学基礎演習 前期水曜4 山口　大輔

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-16 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 松島　佳子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-17 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 安藤　富士子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-18 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 平野　雅巳

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-19 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 和田　郁雄

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-20 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 百合草　誠

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-21 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 植村　和正

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-22 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 榎　裕美

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-23 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 加藤　友紀

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-24 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 菅野　友美

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-26 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 武山　英麿

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-27 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 韓　順子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-28 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 東山　幸恵

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-29 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 前田　惠子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-30 健康医療科学基礎演習 前期火曜3 三宅　義明

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-33 健康医療科学基礎演習 前期水曜2 鶴原　香代子

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-34 健康医療科学基礎演習 前期水曜2 豊嶋　陵司

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-35 健康医療科学基礎演習 前期水曜2 前野　信久



遠隔授業科目一覧　2020年04月27日 現在

18 / 38 ページ

キャンパス 開講主体 時間割コード 科目名 時間割 教員名

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-36 健康医療科学基礎演習 前期水曜3 今井　厚

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-37 健康医療科学基礎演習 前期水曜3 夏目　美樹

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-38 健康医療科学基礎演習 前期水曜3 山本　周史

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-39 健康医療科学基礎演習 前期水曜3 渡邉　健太郎

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-40 健康医療科学基礎演習 前期木曜2 粟谷　健礼

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-41 健康医療科学基礎演習 前期木曜2 加藤　憲

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241101-42 健康医療科学基礎演習 前期木曜2 矢野　裕介

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241102-01 キャリアデザイン 前期後半月曜5 三井　裕美

長久手 健康医療科学部専門教育科目 241102-02 キャリアデザイン 前期前半月曜5 武山　英麿　（他）

長久手 医療貢献学科専門教育科目 241505-01 生涯発達心理学 前期火曜3 松岡　弥玲

長久手 医療貢献学科専門教育科目 241510-01 臨床医学入門3(リハビリテーション医学) 前期金曜4　他 千鳥　司浩　（他）

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242301-01 言語学 前期月曜2 宮田　Susanne

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242303-01 音声学・音韻論 前期金曜2 城　哲哉

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242315-01 聴覚系・発声発語系の構造・機能・病態 前期金曜4 平山　肇

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242317-01 言語聴覚障害学 前期木曜2 山口　大輔　（他）

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242323-01 高次脳機能障害Ⅱ 前期金曜2　他 鈴木　朋子　（他）

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242325-01 言語発達障害Ⅱ 前期金曜3 船﨑　康広

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242328-01 音声障害 前期金曜5 平山　肇

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242329-01 嚥下障害Ⅰ 前期月曜5 志村　栄二　（他）

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242332-01 構音障害Ⅱ 前期水曜4 志村　栄二

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242335-01 聴覚障害Ⅱ 前期水曜5 長嶋　比奈美

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242337-01 心理測定法演習 前期木曜5 木村　ゆみ

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242350-01 言語聴覚学研究Ⅱ 前期火曜2 山口　大輔

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242350-02 言語聴覚学研究Ⅱ 前期月曜4 鈴木　朋子

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242350-03 言語聴覚学研究Ⅱ 前期水曜3 船﨑　康広

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242350-05 言語聴覚学研究Ⅱ 前期水曜1 志村　栄二

長久手 言語聴覚学専攻専門教育科目 242350-06 言語聴覚学研究Ⅱ 前期水曜3 宮田　Susanne

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243407-01 視覚生理学 前期火曜2 柏井　聡

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243416-01 神経眼科学 前期火曜1 柏井　聡

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243418-01 神経眼科学演習 前期月曜2 柏井　聡

長久手 視覚科学専攻専門教育科目 243419-01 眼疾病学 前期火曜3 柏井　聡

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244102-01 健康医科学概論 前期水曜1 安藤　富士子　（他）

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244103-01 健康スポーツ概論 前期月曜2 鶴原　香代子　（他）

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244104-01 健康環境概論 前期月曜4 松島　佳子　（他）

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244107-01 ストレスマネジメント 前期木曜4 元木　幸恵

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244115-01 体力測定・評価 前期金曜2 平野　雅巳　（他）

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244116-01 運動療法 前期月曜2 粟谷　健礼

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244117-01 体育学概論（原理･学史・文化史含む） 前期金曜2 矢野　裕介

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244118-01 スポーツ心理学 前期木曜1 吉澤　洋二
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長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244133-01 解剖学 前期水曜4 和田　郁雄

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244136-01 生涯発達心理学 前期木曜3 谷　伊織

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244205-01 臨床医学各論3(外科・整形外科) 前期金曜1 渡邉　健太郎

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244212-01 生活習慣病 前期水曜3 安藤　富士子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244221-01 バイオメカニクス 前期月曜4 豊嶋　陵司

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244224-01 スポーツ指導方法論 前期水曜4 山本　周史

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244227-01 スポーツ情報論 前期水曜2 矢野　裕介

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244250-01 ライフステージと栄養 前期月曜3 松島　佳子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244253-01 コミュニケーション技法 前期木曜1 佐竹　一予

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244267-01 学校のメンタルヘルス 前期月曜2 小橋　亮介

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244271-01 研究手法 前期前半月曜5 加藤　憲

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244276-01 食事療法学 前期木曜2 松島　佳子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244282-01 保健体育教職演習Ⅲ 前期月曜1 仲山　宏

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244282-02 保健体育教職演習Ⅲ 前期月曜2 仲山　宏

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244283-01 生理機能検査学 前期火曜3 前野　信久

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244287-01 スポーツ栄養学実習 前期木曜3　他 松島　佳子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244289-01 教員採用試験対策講座Ⅰ 前期木曜4 江坂　栄子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-01 健康科学研究Ⅰ 前期月曜1 粟谷　健礼

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-02 健康科学研究Ⅰ 前期月曜3 安藤　富士子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-03 健康科学研究Ⅰ 前期月曜3 前野　信久

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-04 健康科学研究Ⅰ 前期火曜3 加藤　憲

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-05 健康科学研究Ⅰ 前期火曜3 鶴原　香代子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-06 健康科学研究Ⅰ 前期水曜1 今井　厚

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-07 健康科学研究Ⅰ 前期水曜1 矢野　裕介

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-08 健康科学研究Ⅰ 前期水曜2 松島　佳子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-09 健康科学研究Ⅰ 前期水曜2 和田　郁雄

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-10 健康科学研究Ⅰ 前期金曜3 豊嶋　陵司

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-11 健康科学研究Ⅰ 前期金曜3 夏目　美樹

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-12 健康科学研究Ⅰ 前期金曜3 山本　周史

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-13 健康科学研究Ⅰ 前期金曜2 渡邉　健太郎

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244301-14 健康科学研究Ⅰ 前期金曜4 平野　雅巳

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-01 健康科学研究Ⅲ 前期月曜2 松島　佳子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-02 健康科学研究Ⅲ 前期月曜2 前野　信久

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-03 健康科学研究Ⅲ 前期月曜3 平野　雅巳

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-04 健康科学研究Ⅲ 前期水曜2 粟谷　健礼

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-05 健康科学研究Ⅲ 前期集中 瀬浦　崇博

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-06 健康科学研究Ⅲ 前期水曜3 鶴原　香代子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-07 健康科学研究Ⅲ 前期水曜4 安藤　富士子

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-08 健康科学研究Ⅲ 前期木曜1 今井　厚
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長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-09 健康科学研究Ⅲ 前期木曜1 矢野　裕介

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-10 健康科学研究Ⅲ 前期木曜2 谷　伊織

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-11 健康科学研究Ⅲ 前期木曜3 加藤　憲

長久手 スポーツ・健康医科学科専門教育科目 244303-12 健康科学研究Ⅲ 前期金曜2 山本　周史

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245101-01 管理栄養士概論 前期月曜3 武山　英麿　（他）

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245103-01 公衆衛生学Ⅰ 前期水曜2 武山　英麿

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245103-02 公衆衛生学Ⅰ 前期水曜3 武山　英麿

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245105-01 社会福祉概論 前期木曜1 島田　肇

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245105-02 社会福祉概論 前期木曜2 島田　肇

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245106-01 微生物学 前期火曜1 立野　一郎

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245106-02 微生物学 前期火曜2 立野　一郎

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245107-01 解剖生理学Ⅰ 前期木曜2 百合草　誠

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245107-02 解剖生理学Ⅰ 前期木曜3 百合草　誠

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245111-01 生化学Ⅰ 前期金曜2 来住　準一

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245111-02 生化学Ⅰ 前期金曜3 来住　準一

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245116-01 病理学各論 前期水曜3 滝野　寿

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245116-02 病理学各論 前期水曜4 滝野　寿

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245117-01 食品学Ⅰ 前期木曜2 三宅　義明

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245117-02 食品学Ⅰ 前期木曜3 三宅　義明

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245121-01 食品衛生学 前期金曜1 武山　英麿

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245121-02 食品衛生学 前期金曜2 武山　英麿

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245123-01 調理学 前期月曜1 菅野　友美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245123-02 調理学 前期月曜2 菅野　友美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245130-01 母子栄養学 前期火曜1 丸山　智美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245130-02 母子栄養学 前期火曜2 丸山　智美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245134-01 栄養教育論Ⅱ 前期火曜1 辻　とみ子

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245134-02 栄養教育論Ⅱ 前期火曜2 辻　とみ子

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245138-01 臨床栄養学 前期水曜2 東山　幸恵

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245138-02 臨床栄養学 前期水曜3 東山　幸恵

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245140-01 臨床栄養管理論 前期水曜4 田中　文彦

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245140-02 臨床栄養管理論 前期水曜5 田中　文彦

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245142-01 臨床栄養学実習 前期後半金曜1　他 東山　幸恵

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245142-02 臨床栄養学実習 前期前半金曜1　他 東山　幸恵

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245144-01 公衆栄養学 前期金曜1 加藤　友紀

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245144-02 公衆栄養学 前期金曜2 加藤　友紀

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245147-01 給食経営管理論Ⅰ 前期水曜2 韓　順子

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245147-02 給食経営管理論Ⅰ 前期水曜3 韓　順子

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-01 健康栄養学研究Ⅰ 前期火曜5 植村　和正

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-02 健康栄養学研究Ⅰ 前期火曜5 前田　惠子
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長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-03 健康栄養学研究Ⅰ 前期木曜4 菅野　友美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-04 健康栄養学研究Ⅰ 前期木曜4 榎　裕美

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-05 健康栄養学研究Ⅰ 前期木曜4 加藤　友紀

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-06 健康栄養学研究Ⅰ 前期木曜4 東山　幸恵

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-07 健康栄養学研究Ⅰ 前期木曜4 三宅　義明

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-08 健康栄養学研究Ⅰ 前期木曜4 百合草　誠

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245156-10 健康栄養学研究Ⅰ 前期金曜5 武山　英麿

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245161-01 管理栄養士特論Ⅰ 前期水曜1 武山　英麿　（他）

長久手 健康栄養学科専門教育科目 245164-01 食品加工学 前期水曜1 浅野　友美

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 251009-01 発達心理学 前期水曜4 小野　美和

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 251009-02 発達心理学 前期木曜4 西　和久

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 251101-01 人体の構造と機能及び疾病 前期木2・木3 金森　寛幸

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 251104-01 社会理論と社会システム 前期金曜1 安藤　純子

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 251105-01 社会調査の基礎 前期木曜2 西　和久

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 251106-01 精神保健の課題と支援Ⅰ 前期水曜1 瀧　誠

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 251107-01 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度Ⅰ 前期月曜1 谷口　純世

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 252001-01 基礎ゼミ 前期月曜4 西本　彩香

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 252001-02 基礎ゼミ 前期月曜4 火口　弥生

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 252001-03 基礎ゼミ 前期火曜1 中村　弘佳

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 252001-04 基礎ゼミ 前期火曜1 西本　彩香

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 252001-05 基礎ゼミ 前期火曜1 火口　弥生

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 252001-06 基礎ゼミ 前期火曜3 西　和久

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 252001-07 基礎ゼミ 前期水曜4 西　和久

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 254001-01 基礎ゼミ 前期木曜4 水野　佑規子

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 254001-02 基礎ゼミ 前期金曜2 井上　知香

長久手 福祉貢献学部専門教育科目 254001-03 基礎ゼミ 前期金曜3 井上　知香

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 252004-01 相談援助の基盤と専門職Ⅰ 前期金曜2 末田　邦子

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 252110-01 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅰ 前期水曜2 黒川　文子

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 252112-01 障害者に対する支援と障害者自立支援制度Ⅰ 前期火曜2 岩山　絵理

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253006-01 相談援助の理論と方法Ⅰ 前期水曜4 佐々木　政人

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253008-01 相談援助の理論と方法Ⅲ 前期月曜1 末田　邦子

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253013-01 権利擁護と成年後見制度 前期集中 瀧　誠　（他）

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253014-01 更生保護制度 前期集中 野中　光夫

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253044-01 社会心理学 前期水曜2 西　和久

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-01 福祉貢献基礎Ⅰ 前期月曜4 大宮　摂子

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-02 福祉貢献基礎Ⅰ 前期月曜4 岡田　泰枝

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-03 福祉貢献基礎Ⅰ 前期月曜4 佐々木　政人

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-04 福祉貢献基礎Ⅰ 前期月曜4 本山　ひふみ

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-05 福祉貢献基礎Ⅰ 前期火曜3 末田　邦子
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長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-07 福祉貢献基礎Ⅰ 前期木曜1 谷口　純世

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-08 福祉貢献基礎Ⅰ 前期水曜3 井上　知香

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-09 福祉貢献基礎Ⅰ 前期水曜3 黒川　文子

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-10 福祉貢献基礎Ⅰ 前期水曜3 瀧　誠

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-11 福祉貢献基礎Ⅰ 前期水曜3 中村　弘佳

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-12 福祉貢献基礎Ⅰ 前期水曜3 西　和久

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253059-13 福祉貢献基礎Ⅰ 前期木曜4 小野　美和

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-01 福祉貢献研究Ⅰ 前期月曜2 本山　ひふみ

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-03 福祉貢献研究Ⅰ 前期水曜2 瀧　誠

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-04 福祉貢献研究Ⅰ 前期水曜2 中村　弘佳

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-05 福祉貢献研究Ⅰ 前期水曜3 佐々木　政人

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-06 福祉貢献研究Ⅰ 前期水曜4 黒川　文子

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-07 福祉貢献研究Ⅰ 前期木曜2 谷口　純世

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-08 福祉貢献研究Ⅰ 前期木曜3 青木　文美

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-09 福祉貢献研究Ⅰ 前期木曜3 小野　美和

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-10 福祉貢献研究Ⅰ 前期木曜3 白石　淑江

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-11 福祉貢献研究Ⅰ 前期木曜3 西　和久

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-12 福祉貢献研究Ⅰ 前期金曜1 末田　邦子

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 253061-13 福祉貢献研究Ⅰ 前期金曜2 岡田　泰枝

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 254003-01 保育原理Ⅰ 前期水曜2 白石　淑江

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 254105-01 社会的養護 前期水曜5 西川　信

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 255020-01 子どもと音楽 前期水曜1 松下　伸也

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 255020-02 子どもと音楽 前期水曜2 松下　伸也

長久手 福祉貢献学科専門教育科目 255064-01 社会的養護Ⅰ 前期水曜5 西川　信

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252101-01 現代社会と福祉Ⅰ 前期金1　他 小野　孝嘉

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252104-01 精神疾患とその治療Ⅱ 前期火曜1 諏訪　真美　（他）

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252106-01 福祉貢献特論Ⅰ 前期火2　他
外部講師（海老澤社労士・
社会福祉士事務所）

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252115-01 地域福祉の理論と方法Ⅰ 前期金曜4 中村　弘佳

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252121-01 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ 前期金曜4 福井　千穂

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252123-01 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ 前期集中 齊藤　晋治

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252125-01 精神保健福祉に関する制度とサービス 前期水曜5 櫻井　早苗　（他）

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252130-01 相談援助演習Ⅳ 前期月曜2 末田　邦子

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252130-02 相談援助演習Ⅳ 前期月曜2 黒川　文子

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252130-03 相談援助演習Ⅳ 前期月曜2 佐々木　政人

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252130-04 相談援助演習Ⅳ 前期水曜1 谷口　純世

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252130-05 相談援助演習Ⅳ 前期月曜2 西本　彩香

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252130-06 相談援助演習Ⅳ 前期月曜2 火口　弥生

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-01 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 末田　邦子

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-03 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 黒川　文子
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長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-04 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 佐々木　政人

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-05 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 谷口　純世

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-06 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 西本　彩香

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-07 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 西本　彩香

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-08 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 火口　弥生

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252134-09 相談援助実習指導Ⅰ 前期集中 火口　弥生

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252135-01 相談援助実習指導Ⅱ 前期月曜3 末田　邦子

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252135-03 相談援助実習指導Ⅱ 前期月曜3 黒川　文子

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252135-04 相談援助実習指導Ⅱ 前期月曜3 佐々木　政人

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252135-05 相談援助実習指導Ⅱ 前期水曜2 谷口　純世

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252135-06 相談援助実習指導Ⅱ 前期月曜3 西本　彩香

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252135-07 相談援助実習指導Ⅱ 前期月曜3 火口　弥生

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252137-01 相談援助実習Ⅰ 前期 末田　邦子

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252137-03 相談援助実習Ⅰ 前期 黒川　文子

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252137-04 相談援助実習Ⅰ 前期 佐々木　政人

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252137-05 相談援助実習Ⅰ 前期 谷口　純世

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252137-06 相談援助実習Ⅰ 前期 西本　彩香

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252137-07 相談援助実習Ⅰ 前期 火口　弥生

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252142-01 コミュニティ・アクティブ・ラーニング演習Ⅰ 前期金曜3 中村　弘佳

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 252149-01 災害時活動支援論 前期金1・金2
外部講師（レスキューストック
ヤード）

長久手 社会福祉専攻専門教育科目 253037-01 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 前期木曜1 瀧　誠

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254006-01 小児保健Ⅰ 前期火曜1 黒谷　万美子

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254101-01 社会福祉概論 前期水曜4 火口　弥生

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254104-01 保育相談支援 前期月曜3 白石　淑江

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254107-01 幼児理解の理論と方法 前期水曜3 小野　美和

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254109-01 教育課程論 前期金曜4 岡田　泰枝

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254112-01 保育内容　表現Ⅰ 前期月曜1 安藤　園子　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254112-02 保育内容　表現Ⅰ 前期月曜2 安藤　園子　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254114-01 乳児保育論 前期水曜1 長尾　美佐子

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254114-02 乳児保育論 前期水曜2 長尾　美佐子

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254125-01 保育内容総論Ⅰ 前期木曜3 本山　ひふみ

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 254127-01 教育実習指導Ⅰ 前期木曜2 本山　ひふみ　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255003-01 保育内容　人間関係Ⅰ 前期月曜1 井上　知香

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255003-02 保育内容　人間関係Ⅰ 前期月曜2 井上　知香

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255005-01 保育内容　環境Ⅰ 前期火曜2 大宮　摂子

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255005-02 保育内容　環境Ⅰ 前期火曜3 大宮　摂子

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255007-01 保育内容　言葉Ⅰ 前期火曜2 青木　文美

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255007-02 保育内容　言葉Ⅰ 前期火曜3 青木　文美

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255013-01 保育内容指導法 前期木曜4 本山　ひふみ
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長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255018-01 児童文学 前期木曜4 青木　文美

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255019-01 絵本論 前期木曜1 青木　文美

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255031-01 教職入門 前期金曜3 岡田　泰枝

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255032-01 教育制度論 前期木曜3 舩尾　日出志

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255035-01 教育方法論 前期木曜2 舩尾　日出志

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255042-01 保育実習Ⅰ（保育所） 前期 岡田　泰枝　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255048-01 教育実習Ⅱ 前期 本山　ひふみ　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255057-01 保育実習指導Ⅲ 前期火曜3 岡田　泰枝　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255057-02 保育実習指導Ⅲ 前期火曜3 岡田　泰枝　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255058-01 保育実習指導Ⅰ 前期水曜4 岡田　泰枝　（他）

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255059-01 保育実習指導Ⅳ 前期火曜3 小野　美和

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255068-01 子どもの保健 前期火曜1 黒谷　万美子

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255072-01 子どもと人間関係 前期月曜1 井上　知香

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255072-02 子どもと人間関係 前期月曜2 井上　知香

長久手 子ども福祉専攻専門教育科目 255074-01 特別の支援を必要とする子どもの保育 前期月曜4 小野　美和

長久手 前期文化創造専攻国文学専修科目 321005-01 国文学特殊講義Ⅳa 前期金曜2 早川　由美

長久手 前期文化創造専攻国文学専修科目 321007-01 国文学特殊講義Ⅴa 前期火曜6 小倉　斉

長久手 前期文化創造専攻国文学専修科目 321207-01 国文学特殊演習Ⅴa 前期月曜3 小倉　斉

長久手 前期文化創造専攻図書館情報学専修科目 323127-01 図書館情報学特殊演習Ⅳa 前期月曜6 村主　朋英

長久手 前期文化創造専攻図書館情報学専修科目 323129-01 図書館情報学特殊演習Ⅴa 前期木曜4 伊藤　真理

長久手 前期文化創造専攻図書館情報学専修科目 323223-01 図書館情報学特殊研究MⅣa 前期月曜7 村主　朋英

長久手 前期文化創造専攻図書館情報学専修科目 323225-01 図書館情報学特殊研究MⅤa 前期水曜6 伊藤　真理

長久手 前期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 323055-01 情報デザイン・システム特殊講義Ⅲa 前期火曜5 森　博子

長久手 前期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 323057-01 情報デザイン・システム特殊講義Ⅳa 前期火曜4 佐藤　朝美

長久手 前期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 323059-01 情報デザイン・システム特殊講義Ⅴa 前期木曜5 高原　美和

長久手 前期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 323155-01 情報デザイン・システム特殊演習Ⅲa 前期火曜3 森　博子

長久手 前期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 323157-01 情報デザイン・システム特殊演習Ⅳa 前期火曜6 佐藤　朝美

長久手 前期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 323159-01 情報デザイン・システム特殊演習Ⅴa 前期木曜4 高原　美和

長久手 前期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 323255-01 情報デザイン・システム特殊研究MⅢa 前期火曜7 森　博子

長久手 前期文化創造専攻創作表現専修科目 322015-01 創作表現特殊講義Ⅲa 前期月曜7 角田　達朗

長久手 前期文化創造専攻創作表現専修科目 322019-01 創作表現特殊講義Ⅴa 前期火曜6 小倉　史

長久手 前期文化創造専攻創作表現専修科目 322115-01 創作表現特殊演習Ⅲa 前期木曜2 角田　達朗

長久手 前期文化創造専攻創作表現専修科目 322117-01 創作表現特殊演習Ⅳa 前期月曜6 永井　聖剛

長久手 前期文化創造専攻創作表現専修科目 322119-01 創作表現特殊演習Ⅴa 前期火曜5 小倉　史

長久手 前期文化創造専攻創作表現専修科目 322215-01 創作表現特殊研究MⅢa 前期火曜7 角田　達朗

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324017-01 メディアプロデュース特殊講義Ⅱa 前期金曜1 五島　幸一

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324019-01 メディアプロデュース特殊講義Ⅲa 前期木曜5 村上　泰介

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324021-01 メディアプロデュース特殊講義Ⅳa 前期木曜4 阿部　卓也

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324023-01 メディアプロデュース特殊講義Ⅴa 前期水曜6 政倉　祐子
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長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324117-01 メディアプロデュース特殊演習Ⅱa 前期金曜5 五島　幸一

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324119-01 メディアプロデュース特殊演習Ⅲa 前期木曜4 村上　泰介

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324121-01 メディアプロデュース特殊演習Ⅳa 前期木曜5 阿部　卓也

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324123-01 メディアプロデュース特殊演習Ⅴa 前期水曜1 政倉　祐子

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324215-01 メディアプロデュース特殊研究MⅠa 前期火曜7 宮田　雅子

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324217-01 メディアプロデュース特殊研究MⅡa 前期金曜6 五島　幸一

長久手 前期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324223-01 メディアプロデュース特殊研究MⅤa 前期火曜5 政倉　祐子

長久手 修士発達教育専攻科目 311003-05 教育研究演習 前期金曜7 二宮　昭

長久手 修士発達教育専攻科目 315001-01 発達心理学特講a 前期火曜7 二宮　昭

長久手 前期心理医療科学専攻心理学専修科目 332105-01 認知発達心理学特論 前期水曜3 坂田　陽子

長久手 前期ＧＣＣ専攻科目 195067-01 アイルランド文学課題実践c 前期金曜3 小沢　茂

長久手 後期文化創造専攻国文学専修科目 321541-01 国文学特殊研究DⅣ(1)a 前期金曜7 竹内　瑞穂

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326511-01 図書館情報学特殊研究DⅡ(1)a 前期火曜6 菅野　育子

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326513-01 図書館情報学特殊研究DⅡ(2)a 前期火曜6 菅野　育子

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326521-01 図書館情報学特殊研究DⅢ(1)a 前期木曜5 三和　義秀

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326523-01 図書館情報学特殊研究DⅢ(2)a 前期木曜5 三和　義秀

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326531-01 図書館情報学特殊研究DⅣ(1)a 前期火曜6 村主　朋英

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326533-01 図書館情報学特殊研究DⅣ(2)a 前期火曜6 村主　朋英

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326541-01 図書館情報学特殊研究DⅤ(1)a 前期火曜6 伊藤　真理

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学専修科目 326543-01 図書館情報学特殊研究DⅤ(2)a 前期火曜6 伊藤　真理

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323521-01 情報学特殊研究DⅢ(1)a 前期火曜6 菅野　育子

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323523-01 情報学特殊研究DⅢ(2)a 前期火曜6 菅野　育子

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323525-01 情報学特殊研究DⅢ(3)a 前期火曜6 菅野　育子

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323531-01 情報学特殊研究DⅣ(1)a 前期木曜5 三和　義秀

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323533-01 情報学特殊研究DⅣ(2)a 前期木曜5 三和　義秀

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323535-01 情報学特殊研究DⅣ(3)a 前期木曜5 三和　義秀

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323541-01 情報学特殊研究DⅤ(1)a 前期火曜6 村主　朋英

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323543-01 情報学特殊研究DⅤ(2)a 前期火曜6 村主　朋英

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323545-01 情報学特殊研究DⅤ(3)a 前期火曜6 村主　朋英

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323551-01 情報学特殊研究DⅥ(1)a 前期火曜6 伊藤　真理

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323553-01 情報学特殊研究DⅥ(2)a 前期火曜6 伊藤　真理

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323555-01 情報学特殊研究DⅥ(3)a 前期火曜6 伊藤　真理

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323561-01 情報学特殊研究DⅦ(1)a 前期水曜6 親松　和浩

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323563-01 情報学特殊研究DⅦ(2)a 前期水曜6 親松　和浩

長久手 後期文化創造専攻図書館情報学領域科目 323565-01 情報学特殊研究DⅦ(3)a 前期水曜6 親松　和浩

長久手 後期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 327501-01 情報デザイン・システム特殊研究DⅠ(1)a 前期水曜6 親松　和浩

長久手 後期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 327503-01 情報デザイン・システム特殊研究DⅠ(2)a 前期水曜6 親松　和浩

長久手 後期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 327511-01 情報デザイン・システム特殊研究DⅡ(1)a 前期木曜6 國分　三輝

長久手 後期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 327513-01 情報デザイン・システム特殊研究DⅡ(2)a 前期木曜6 國分　三輝
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長久手 後期文化創造専攻情報デザイン・システム専修科目 327521-01 情報デザイン・システム特殊研究DⅢ(1)a 前期火曜6 森　博子

長久手 後期文化創造専攻創作表現専修科目 322571-01 創作表現特殊研究DⅢ(1)a 前期木曜7 角田　達朗

長久手 後期文化創造専攻創作表現専修科目 322573-01 創作表現特殊研究DⅢ(2)a 前期木曜7 角田　達朗

長久手 後期文化創造専攻創作表現専修科目 322581-01 創作表現特殊研究DⅣ(1)a 前期火曜5 永井　聖剛

長久手 後期文化創造専攻創作表現専修科目 322583-01 創作表現特殊研究DⅣ(2)a 前期火曜5 永井　聖剛

長久手 後期文化創造専攻クリエイティブライティング領域科目 322521-01 クリエイティブライティング特殊研究DⅢ(1)a 前期木曜7 角田　達朗

長久手 後期文化創造専攻クリエイティブライティング領域科目 322523-01 クリエイティブライティング特殊研究DⅢ(2)a 前期木曜7 角田　達朗

長久手 後期文化創造専攻クリエイティブライティング領域科目 322525-01 クリエイティブライティング特殊研究DⅢ(3)a 前期木曜7 角田　達朗

長久手 後期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324531-01 メディアプロデュース特殊研究DⅠ(1)a 前期水曜7 五島　幸一

長久手 後期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324533-01 メディアプロデュース特殊研究DⅠ(2)a 前期水曜7 五島　幸一

長久手 後期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324541-01 メディアプロデュース特殊研究DⅡ(1)a 前期金曜7 宮田　雅子

長久手 後期文化創造専攻メディアプロデュース専修科目 324571-01 メディアプロデュース特殊研究DⅤ(1)a 前期水曜7 政倉　祐子

長久手 後期文化創造専攻メディアコミュニケーション領域科目 324501-01 メディアコミュニケーション特殊研究DⅠ(1)a 前期水曜7 五島　幸一

長久手 後期文化創造専攻メディアコミュニケーション領域科目 324503-01 メディアコミュニケーション特殊研究DⅠ(2)a 前期水曜7 五島　幸一

長久手 後期文化創造専攻メディアコミュニケーション領域科目 324505-01 メディアコミュニケーション特殊研究DⅠ(3)a 前期水曜7 五島　幸一

長久手 後期文化創造専攻建築・インテリアデザイン専修科目 325531-01 建築・インテリアデザイン特殊研究DⅠ(1)a 前期金曜5 垂井　洋蔵

長久手 後期文化創造専攻建築・インテリアデザイン専修科目 325533-01 建築・インテリアデザイン特殊研究DⅠ(2)a 前期金曜5 垂井　洋蔵

長久手 後期文化創造専攻建築・インテリアデザイン専修科目 325541-01 建築・インテリアデザイン特殊研究DⅡ(1)a 前期金曜5 河辺　泰宏

長久手 後期文化創造専攻建築・インテリアデザイン専修科目 325543-01 建築・インテリアデザイン特殊研究DⅡ(2)a 前期金曜5 河辺　泰宏

長久手 後期文化創造専攻建築・インテリアデザイン専修科目 325551-01 建築・インテリアデザイン特殊研究DⅢ(1)a 前期金曜5 清水　裕二

長久手 後期文化創造専攻建築・インテリアデザイン専修科目 325553-01 建築・インテリアデザイン特殊研究DⅢ(2)a 前期金曜5 清水　裕二

長久手 後期文化創造専攻建築・インテリアデザイン専修科目 325561-01 建築・インテリアデザイン特殊研究DⅣ(1)a 前期金曜7 淺田　秀男

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325501-01 都市環境デザイン特殊研究DⅠ(1)a 前期金曜5 垂井　洋蔵

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325503-01 都市環境デザイン特殊研究DⅠ(2)a 前期金曜5 垂井　洋蔵

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325505-01 都市環境デザイン特殊研究DⅠ(3)a 前期金曜5 垂井　洋蔵

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325511-01 都市環境デザイン特殊研究DⅡ(1)a 前期金曜5 河辺　泰宏

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325513-01 都市環境デザイン特殊研究DⅡ(2)a 前期金曜5 河辺　泰宏

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325515-01 都市環境デザイン特殊研究DⅡ(3)a 前期金曜5 河辺　泰宏

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325521-01 都市環境デザイン特殊研究DⅢ(1)a 前期金曜5 清水　裕二

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325523-01 都市環境デザイン特殊研究DⅢ(2)a 前期金曜5 清水　裕二

長久手 後期文化創造専攻都市環境デザイン領域科目 325525-01 都市環境デザイン特殊研究DⅢ(3)a 前期金曜5 清水　裕二

星が丘 全学共通教養教育科目 101123-51 日本国憲法 前期月曜1 三枝　有

星が丘 全学共通教養教育科目 101126-51 入門法律学 前期金曜2 柴垣　直哉

星が丘 全学共通教養教育科目 101126-52 入門法律学 前期金曜3 柴垣　直哉

星が丘 全学共通教養教育科目 101139-51 スポーツと文化 前期水曜4 門間　博

星が丘 全学共通教養教育科目 101145-51 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜1 木下　奈津紀　（他）

星が丘 全学共通教養教育科目 101145-52 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜1
外部講師(ベネッセ)　教養
（他）

星が丘 全学共通教養教育科目 101145-53 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜2 木下　奈津紀　（他）

星が丘 全学共通教養教育科目 101145-54 違いを共に生きる・ライフデザイン 前期火曜2
外部講師(ベネッセ)　教養
（他）
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星が丘 スポーツ科目 107001-51 スポーツ科学 前期火曜3 門間　博

星が丘 スポーツ科目 107001-52 スポーツ科学 前期火曜4 門間　博

星が丘 スポーツ科目 107001-53 スポーツ科学 前期水曜2 本多　広国

星が丘 スポーツ科目 107001-54 スポーツ科学 前期水曜3 本多　広国

星が丘 スポーツ科目 107001-55 スポーツ科学 前期水曜4 本多　広国

星が丘 スポーツ科目 107001-56 スポーツ科学 前期木曜2 鶴原　香代子

星が丘 スポーツ科目 107001-58 スポーツ科学 前期木曜4 小野　南

星が丘 国際交流センター科目 110053-51 日本語非母語話者のためのアカデミック・ライティングⅠ 前期水曜3 本間　妙

星が丘 国際交流センター科目 110054-51 日本語非母語話者のためのアカデミック・ライティングⅡ 前期水曜3 鈴木　かおり

星が丘 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110201-52 CCCスタートアップ講座 前期水曜1 沖　直子

星が丘 コミュニティ・コラボレーションセンター科目 110202-51 ボランティア 前期水曜3 沖　直子

星が丘 日本語表現科目 108001-71 日本語表現T1 前期月曜1 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-72 日本語表現T1 前期月曜1 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-73 日本語表現T1 前期月曜2 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-74 日本語表現T1 前期月曜2 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-75 日本語表現T1 前期月曜3 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-76 日本語表現T1 前期火曜2 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-77 日本語表現T1 前期火曜2 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-78 日本語表現T1 前期火曜4 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-79 日本語表現T1 前期火曜4 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-80 日本語表現T1 前期火曜5 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-81 日本語表現T1 前期火曜5 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-82 日本語表現T1 前期木曜1 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-83 日本語表現T1 前期木曜1 原　美築

星が丘 日本語表現科目 108001-84 日本語表現T1 前期木曜2 原　美築

星が丘 日本語表現科目 108001-85 日本語表現T1 前期木曜4 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-86 日本語表現T1 前期木曜4 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-87 日本語表現T1 前期木曜5 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-88 日本語表現T1 前期木曜5 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-89 日本語表現T1 前期金曜2 小林　珠子

星が丘 日本語表現科目 108001-90 日本語表現T1 前期金曜2 伊藤　真希

星が丘 日本語表現科目 108001-91 日本語表現T1 前期金曜3 伊藤　真希

星が丘 日本語表現科目 108001-92 日本語表現T1 前期金曜4 近藤　さやか

星が丘 日本語表現科目 108001-93 日本語表現T1 前期金曜4 小林　珠子

星が丘 言語活用科目（英語） 102331-51 Basic English 1 前期月曜1 山田　久美子

星が丘 言語活用科目（英語） 102331-52 Basic English 1 前期月曜3 山田　久美子

星が丘 言語活用科目（英語） 102331-53 Basic English 1 前期水曜1 安田　千恵

星が丘 言語活用科目（英語） 102331-54 Basic English 1 前期木曜2 入江　敏子

星が丘 言語活用科目（英語） 102331-55 Basic English 1 前期金曜2 入江　敏子
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星が丘 言語活用科目（英語） 102332-51 Basic English 2 前期月曜2 梶浦　眞由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102332-52 Basic English 2 前期木曜3 相川　由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102332-53 Basic English 2 前期木曜4 相川　由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102333-51 English 1 (Listening) 前期月曜3 WACHOLTZ　Terry

星が丘 言語活用科目（英語） 102333-52 English 1 (Listening) 前期月曜4 WACHOLTZ　Terry

星が丘 言語活用科目（英語） 102333-54 English 1 (Listening) 前期火曜4 河合　利江

星が丘 言語活用科目（英語） 102333-55 English 1 (Listening) 前期水曜2 安田　千恵

星が丘 言語活用科目（英語） 102333-58 English 1 (Listening) 前期木曜2 安田　千恵

星が丘 言語活用科目（英語） 102333-59 English 1 (Listening) 前期木曜3 入江　敏子

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-52 English 2 (Reading) 前期火曜1 河合　利江

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-53 English 2 (Reading) 前期火曜2 河合　利江

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-54 English 2 (Reading) 前期火曜3 中村　晴香　（他）

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-55 English 2 (Reading) 前期火曜4 梶浦　眞由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-56 English 2 (Reading) 前期水曜2 中村　晴香　（他）

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-58 English 2 (Reading) 前期木曜3 中村　晴香　（他）

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-59 English 2 (Reading) 前期金曜1 入江　敏子

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-60 English 2 (Reading) 前期金曜2 小池　晃次

星が丘 言語活用科目（英語） 102334-61 English 2 (Reading) 前期金曜3 入江　敏子

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-51 English 3 (TOEIC 1) 前期木曜4 中村　晴香　（他）

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-52 English 3 (TOEIC 1) 前期火曜1 入江　敏子

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-53 English 3 (TOEIC 1) 前期火曜3 PUDWILL　Larry　A.

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-54 English 3 (TOEIC 1) 前期水曜1 LACEY　Charles　F.

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-55 English 3 (TOEIC 1) 前期水曜2 LACEY　Charles　F.

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-56 English 3 (TOEIC 1) 前期水曜4 LACEY　Charles　F.

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-57 English 3 (TOEIC 1) 前期木曜1 水野　友貴

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-58 English 3 (TOEIC 1) 前期木曜2 水野　友貴

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-59 English 3 (TOEIC 1) 前期金曜2 中川　直志

星が丘 言語活用科目（英語） 102335-60 English 3 (TOEIC 1) 前期金曜3 中川　直志

星が丘 言語活用科目（英語） 102336-51 English 4 (Speaking 1) 前期月曜3 BOWDEN　Matthew

星が丘 言語活用科目（英語） 102336-54 English 4 (Speaking 1) 前期水曜1 BOWDEN　Matthew

星が丘 言語活用科目（英語） 102336-55 English 4 (Speaking 1) 前期水曜2 BOWDEN　Matthew

星が丘 言語活用科目（英語） 102336-56 English 4 (Speaking 1) 前期水曜3 LACEY　Charles　F.

星が丘 言語活用科目（英語） 102336-57 English 4 (Speaking 1) 前期木曜2 LEAF　David　H.

星が丘 言語活用科目（英語） 102336-58 English 4 (Speaking 1) 前期木曜4 LEAF　David　H.

星が丘 言語活用科目（英語） 102337-51 English 5 (TOEIC 2) 前期月曜1 梶浦　眞由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102337-52 English 5 (TOEIC 2) 前期月曜3 半井　尚美

星が丘 言語活用科目（英語） 102337-54 English 5 (TOEIC 2) 前期水曜2 梶浦　眞由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102337-56 English 5 (TOEIC 2) 前期木曜1 安田　千恵

星が丘 言語活用科目（英語） 102337-57 English 5 (TOEIC 2) 前期木曜4 服部　有紀
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星が丘 言語活用科目（英語） 102337-58 English 5 (TOEIC 2) 前期金曜1 太田　晶子

星が丘 言語活用科目（英語） 102337-73 English 5 (TOEIC 2) 前期火曜2 中村　晴香　（他）

星が丘 言語活用科目（英語） 102337-74 English 5 (TOEIC 2) 前期水曜3 中村　晴香　（他）

星が丘 言語活用科目（英語） 102338-51 English 6 (Speaking 2) 前期月曜4 BOWDEN　Matthew

星が丘 言語活用科目（英語） 102338-52 English 6 (Speaking 2) 前期火曜2 PUDWILL　Larry　A.

星が丘 言語活用科目（英語） 102338-53 English 6 (Speaking 2) 前期火曜4 PUDWILL　Larry　A.

星が丘 言語活用科目（英語） 102338-55 English 6 (Speaking 2) 前期木曜3 LEAF　David　H.

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-51 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期月曜3 山田　幸代

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-52 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期火曜2 入江　敏子

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-53 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期火曜3 梶浦　眞由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-54 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期木曜2 服部　有紀

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-55 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期木曜4 入江　敏子

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-56 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期金曜2 太田　晶子

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-57 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期金曜3 太田　晶子

星が丘 言語活用科目（英語） 102357-58 TOEIC Training Ⅰa(Listening & Reading) 前期金曜4 太田　晶子

星が丘 言語活用科目（英語） 102359-51 TOEIC Training Ⅰc(Listening & Reading) 前期月曜4 山田　幸代

星が丘 言語活用科目（英語） 102359-52 TOEIC Training Ⅰc(Listening & Reading) 前期木曜1 服部　有紀

星が丘 言語活用科目（英語） 102359-53 TOEIC Training Ⅰc(Listening & Reading) 前期木曜3 服部　有紀

星が丘 言語活用科目（英語） 102361-51 TOEIC Training Ⅱa(Speaking & Writing) 前期火曜1 PUDWILL　Larry　A.

星が丘 言語活用科目（英語） 102400-51 Introduction to English 前期月曜2 山田　久美子

星が丘 言語活用科目（英語） 102400-52 Introduction to English 前期月曜4 山田　久美子

星が丘 言語活用科目（英語） 102400-53 Introduction to English 前期火曜2 梶浦　眞由美

星が丘 言語活用科目（英語） 102400-54 Introduction to English 前期火曜3 河合　利江

星が丘 言語活用科目（英語） 102400-55 Introduction to English 前期水曜1 中村　晴香　（他）

星が丘 言語活用科目（中国語） 103001-51 中国語読解1A 前期火曜2 中塚　亮

星が丘 言語活用科目（中国語） 103001-52 中国語読解1A 前期火曜3 何　龍

星が丘 言語活用科目（中国語） 103001-53 中国語読解1A 前期火曜4 何　龍

星が丘 言語活用科目（中国語） 103003-51 中国語会話1A 前期木曜2 周　素芬

星が丘 言語活用科目（中国語） 103003-52 中国語会話1A 前期木曜3 周　素芬

星が丘 言語活用科目（中国語） 103005-51 中国語読解2 前期火曜1 周　素芬

星が丘 言語活用科目（中国語） 103006-51 中国語会話2 前期木曜3 何　龍

星が丘 言語活用科目（中国語） 103009-51 中国語読解3 前期金曜1 王　俊

星が丘 言語活用科目（中国語） 103010-51 中国語会話3 前期水曜2 周　先民

星が丘 言語活用科目（中国語） 103025-51 HSK2級対策講座 前期火曜2 張　静萱

星が丘 言語活用科目（中国語） 103025-52 HSK2級対策講座 前期火曜3 菅井　真琳

星が丘 言語活用科目（中国語） 103026-51 HSK3級対策講座 前期月曜2 何　龍

星が丘 言語活用科目（中国語） 103026-52 HSK3級対策講座 前期月曜4 董　梅香

星が丘 言語活用科目（中国語） 103026-53 HSK3級対策講座 前期火曜2 巣　宇燕

星が丘 言語活用科目（中国語） 103026-54 HSK3級対策講座 前期火曜2 チョウ　ケイニ
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星が丘 言語活用科目（中国語） 103026-55 HSK3級対策講座 前期水曜2 何　龍

星が丘 言語活用科目（中国語） 103026-56 HSK3級対策講座 前期金曜3 袁　莉萍

星が丘 言語活用科目（中国語） 103028-51 HSK4級対策講座 前期金曜2 袁　莉萍

星が丘 言語活用科目（中国語） 103029-51 HSK4級実践トレーニング 前期金曜3 王　俊

星が丘 言語活用科目（中国語） 103030-51 HSK5級対策講座 前期月曜2 董　梅香

星が丘 言語活用科目（中国語） 103030-52 HSK5級対策講座 前期金曜3 華　イ

星が丘 言語活用科目（中国語） 103031-51 HSK5級実践トレーニング 前期月曜3 董　梅香

星が丘 言語活用科目（中国語） 103031-52 HSK5級実践トレーニング 前期金曜4 華　イ

星が丘 言語活用科目（中国語） 103032-51 HSK6級対策講座 前期木曜3 張　静萱

星が丘 言語活用科目（中国語） 103033-51 HSK6級実践トレーニング 前期木曜4 張　静萱

星が丘 言語活用科目（中国語） 103034-51 スピーチ中国語 前期月曜5 チョウ　ケイニ　（他）

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105001-51 韓国・朝鮮語入門 前期月曜3 金　賢珍

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105001-52 韓国・朝鮮語入門 前期火曜3 李　正子

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105002-51 韓国・朝鮮語読解1 前期月曜3 金　元榮

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105002-52 韓国・朝鮮語読解1 前期水曜4 柳　朱燕

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105003-51 韓国・朝鮮語会話1 前期火曜2 洪　妍定

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105003-52 韓国・朝鮮語会話1 前期水曜1 金　由那

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105004-51 韓国語能力試験対策1 前期木曜2 柳　朱燕

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105004-52 韓国語能力試験対策1 前期金曜1 洪　妍定

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105005-51 韓国・朝鮮語読解2 前期水曜3 柳　朱燕

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105005-52 韓国・朝鮮語読解2 前期木曜1 金　元榮

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105005-53 韓国・朝鮮語読解2 前期金曜2 李　京姫

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105006-51 韓国・朝鮮語会話2 前期火曜1 洪　妍定

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105006-52 韓国・朝鮮語会話2 前期火曜3 李　芝賢

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105006-53 韓国・朝鮮語会話2 前期水曜2 金　由那

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105007-51 韓国語能力試験対策2 前期火曜2 加藤　麻衣子

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105007-52 韓国語能力試験対策2 前期木曜3 柳　朱燕

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105007-53 韓国語能力試験対策2 前期金曜3 洪　妍定

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105008-51 韓国・朝鮮語読解3 前期金曜1 李　京姫

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105009-51 韓国・朝鮮語会話3 前期火曜4 李　芝賢

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105010-51 韓国語能力試験対策3 前期火曜1 加藤　麻衣子

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105040-51 韓国・朝鮮語実務翻訳 前期金曜2 金　芝恵

星が丘 言語活用科目（韓国・朝鮮語） 105041-51 韓国・朝鮮語映像翻訳 前期木曜3 三重野　聖愛

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-51 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜3 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-52 コンピュータリテラシーⅠ 前期月曜4 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-53 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜3 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-54 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜4 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-55 コンピュータリテラシーⅠ 前期火曜5 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-56 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜1 外部講師(パナソニック)
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星が丘 コンピュータ活用科目 104121-57 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜3 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-58 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜4 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-59 コンピュータリテラシーⅠ 前期水曜5 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-60 コンピュータリテラシーⅠ 前期木曜3 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-61 コンピュータリテラシーⅠ 前期木曜4 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-62 コンピュータリテラシーⅠ 前期木曜5 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-63 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜1 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-64 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜2 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-65 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜3 外部講師(パナソニック)

星が丘 コンピュータ活用科目 104121-66 コンピュータリテラシーⅠ 前期金曜4 外部講師(パナソニック)

星が丘 交流文化学科専門教育科目 261113-01 文化翻訳2（中国語） 前期月曜4 董　紅俊

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-01 CLS1(中国語入門①) 前期月曜2　他 馮　富榮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-02 CLS1(中国語入門①) 前期月曜2　他 王　俊

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-03 CLS1(中国語入門①) 前期月曜2　他 チョウ　ケイニ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-04 CLS1(中国語入門①) 前期月曜3　他 チョウ　ケイニ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-05 CLS1(中国語入門①) 前期月曜3　他 蘇　雪蓮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-06 CLS1(中国語入門①) 前期月曜3　他 王　俊

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-07 CLS1(中国語入門①) 前期月曜4　他 チョウ　ケイニ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-08 CLS1(中国語入門①) 前期月曜4　他 蘇　雪蓮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262201-09 CLS1(中国語入門①) 前期月曜4　他 王　俊

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262202-01 CLS2(中国語入門②) 前期月曜1　他 王　俊

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262203-01 CLS3(中国語読解①) 前期火曜1 中塚　亮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262203-02 CLS3(中国語読解①) 前期火曜2 中塚　亮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262203-03 CLS3(中国語読解①) 前期火曜3 何　龍

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262203-04 CLS3(中国語読解①) 前期火曜4 徐　春陽

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262205-01 CLS5(中国語読解③) 前期火曜1 張　勤

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262205-02 CLS5(中国語読解③) 前期火曜2 周　素芬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262205-03 CLS5(中国語読解③) 前期火曜2 張　勤

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262205-04 CLS5(中国語読解③) 前期火曜4 王　暁星

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262213-01 CCS1(中国語会話①) 前期木曜1 周　素芬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262213-02 CCS1(中国語会話①) 前期木曜2 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262213-03 CCS1(中国語会話①) 前期木曜2 周　素芬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262213-04 CCS1(中国語会話①) 前期木曜3 周　素芬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 262213-05 CCS1(中国語会話①) 前期木曜4 周　素芬

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264001-04 基礎演習 前期月曜1 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264001-05 基礎演習 前期月曜1 中林　律子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264001-07 基礎演習 前期月曜1 馮　富榮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264001-18 基礎演習 前期月曜3 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264001-19 基礎演習 前期月曜3 MURRAY　Aya
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星が丘 交流文化学科専門教育科目 264002-02 交流文化演習1ａ 前期月曜2 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264002-03 交流文化演習1ａ 前期月曜2 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264002-05 交流文化演習1ａ 前期月曜3 馮　富榮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264002-06 交流文化演習1ａ 前期火曜1 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264002-10 交流文化演習1ａ 前期火曜3 MURRAY　Aya

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264002-18 交流文化演習1ａ 前期水曜3 チョ　スルソップ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264002-19 交流文化演習1ａ 前期水曜3 董　梅香

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-03 交流文化演習2ａ 前期火曜2 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-04 交流文化演習2ａ 前期火曜2 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-05 交流文化演習2ａ 前期火曜3 大野　清幸

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-08 交流文化演習2ａ 前期火曜3 チョ　スルソップ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-10 交流文化演習2ａ 前期火曜4 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-13 交流文化演習2ａ 前期火曜4 馮　富榮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-14 交流文化演習2ａ 前期火曜4 MURRAY　Aya

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264004-17 交流文化演習2ａ 前期水曜2 董　梅香

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-01 卒業プロジェクトa 前期月曜3 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-02 卒業プロジェクトa 前期火曜1 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-04 卒業プロジェクトa 前期火曜3 馮　富榮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-07 卒業プロジェクトa 前期火曜4 大野　清幸

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-09 卒業プロジェクトa 前期火曜4 チョ　スルソップ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-11 卒業プロジェクトa 前期火曜5 MURRAY　Aya

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-12 卒業プロジェクトa 前期水曜1 董　梅香

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-19 卒業プロジェクトa 前期火曜4 山本　裕子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 264006-22 卒業プロジェクトa 前期金曜3 藤井　真湖

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266046-01 地域文化8(オーストラリア) 前期月曜3 KOBAYASHI　Kenichiro

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266058-01 地域理解3(人と社会) 前期金曜3 安藤　純子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266090-01 通訳ガイド入門 前期火曜4 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266105-01 ELS1(ベーシック・ライティング) 前期水曜2 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266105-02 ELS1(ベーシック・ライティング) 前期水曜3 浅田　秀子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266105-03 ELS1(ベーシック・ライティング) 前期水曜4 浅田　秀子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266105-04 ELS1(ベーシック・ライティング) 前期木曜2 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266105-05 ELS1(ベーシック・ライティング) 前期木曜3 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266107-02 ELS3(時事英語①) 前期火曜2 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266107-03 ELS3(時事英語①) 前期火曜3 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266107-04 ELS3(時事英語①) 前期水曜2 近藤　潤平

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266107-06 ELS3(時事英語①) 前期水曜3 近藤　潤平

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266109-01 ELS5(クリエイティブ・ライティング) 前期火曜3 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266109-02 ELS5(クリエイティブ・ライティング) 前期水曜3 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266109-03 ELS5(クリエイティブ・ライティング) 前期水曜4 MURRAY　Aya
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星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-01 ECS1(インタラクション①) 前期水曜1 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-02 ECS1(インタラクション①) 前期水曜1 MURRAY　Aya

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-03 ECS1(インタラクション①) 前期水曜1
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-04 ECS1(インタラクション①) 前期水曜2 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-05 ECS1(インタラクション①) 前期木曜4 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-06 ECS1(インタラクション①) 前期水曜3 BOWDEN　Matthew

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-07 ECS1(インタラクション①) 前期水曜4 BOWDEN　Matthew

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-08 ECS1(インタラクション①) 前期木曜1 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266113-09 ECS1(インタラクション①) 前期木曜2 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266118-01 ECS6(プレゼンテーション①) 前期水曜1 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266118-02 ECS6(プレゼンテーション①) 前期火曜3 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266118-04 ECS6(プレゼンテーション①) 前期水曜3
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266120-02 ECS8(ディベート①) 前期金曜2 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266122-02 ECS10(英語通訳①) 前期火曜2 近藤　潤平

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266124-01 ECS12(英語翻訳①) 前期水曜2 伊勢村　厚子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266124-02 ECS12(英語翻訳①) 前期水曜2 大庭　彩子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266127-01 ECS15(上級ディスカッション) 前期水曜3 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266127-02 ECS15(上級ディスカッション) 前期水曜4 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266138-01 CCS5(実践的中国語③) 前期火曜1　他 許　麗

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266138-02 CCS5(実践的中国語③) 前期火曜1　他 菅井　真琳

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266138-03 CCS5(実践的中国語③) 前期火曜2　他 菅井　真琳

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266142-01 CCS9(動画中国語③) 前期火曜4 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266142-02 CCS9(動画中国語③) 前期水曜3 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266142-03 CCS9(動画中国語③) 前期水曜4 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266144-01 CCS11(ビジネス中国語①) 前期月曜4 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 266144-02 CCS11(ビジネス中国語①) 前期火曜3 杜　英起

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267002-01 日本語教育入門 前期火曜4 中林　律子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267003-01 日本語学1 前期水曜1 山内　啓介

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267017-01 地域文化5(ロシア) 前期火曜2 MIKHAYLOVA　Svetlana

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267055-01 EBS1(Basic Grammar 1) 前期水曜3 GOTOH　Mie

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267055-02 EBS1(Basic Grammar 1) 前期水曜4 GOTOH　Mie

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267055-03 EBS1(Basic Grammar 1) 前期木曜1 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267057-01 EBS3(Extensive Reading 1) 前期木曜2 石河　敦子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267057-02 EBS3(Extensive Reading 1) 前期木曜3 石河　敦子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267057-03 EBS3(Extensive Reading 1) 前期木曜3 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267059-01 ELS1(Basic Writing) 前期水曜2 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267059-02 ELS1(Basic Writing) 前期水曜3 浅田　秀子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267059-03 ELS1(Basic Writing) 前期水曜4 浅田　秀子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267059-04 ELS1(Basic Writing) 前期木曜2 李　仁成
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星が丘 交流文化学科専門教育科目 267059-05 ELS1(Basic Writing) 前期木曜3 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267061-02 ELS3(Current English 1) 前期火曜2 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267061-03 ELS3(Current English 1) 前期火曜3 李　仁成

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267061-04 ELS3(Current English 1) 前期水曜2 近藤　潤平

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267061-06 ELS3(Current English 1) 前期水曜3 近藤　潤平

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267063-01 ELS5(Creative Writing) 前期火曜3 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267063-02 ELS5(Creative Writing) 前期水曜3 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267063-03 ELS5(Creative Writing) 前期水曜4 MURRAY　Aya

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-01 ECS1(Basic English Communication 1) 前期水曜1 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-02 ECS1(Basic English Communication 1) 前期水曜1 MURRAY　Aya

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-03 ECS1(Basic English Communication 1) 前期水曜1
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-04 ECS1(Basic English Communication 1) 前期水曜2 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-05 ECS1(Basic English Communication 1) 前期木曜4 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-06 ECS1(Basic English Communication 1) 前期水曜3 BOWDEN　Matthew

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-07 ECS1(Basic English Communication 1) 前期水曜4 BOWDEN　Matthew

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-08 ECS1(Basic English Communication 1) 前期木曜1 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267068-09 ECS1(Basic English Communication 1) 前期木曜2 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267070-01 ECS3(Content Based Communication 1) 前期火曜2 GAGNE　Glenn

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267070-02 ECS3(Content Based Communication 1) 前期火曜3 GAGNE　Glenn

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267070-03 ECS3(Content Based Communication 1) 前期金曜1 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267070-04 ECS3(Content Based Communication 1) 前期金曜2 WILLIAMS　Allen　D.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267072-01 ECS5(Oral Interpretation) 前期水曜2 MURRAY　Aya

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267074-01 ECS7(Presentation 1) 前期水曜1 MILLER　Adam　L.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267074-02 ECS7(Presentation 1) 前期火曜3 TOFF　Mika

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267074-04 ECS7(Presentation 1) 前期水曜3
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267085-01 CLS7(中国語作文) 前期木曜1 馮　富榮　（他）

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267090-01 CCS3(実践的中国語①) 前期月曜1　他 蘇　雪蓮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267090-02 CCS3(実践的中国語①) 前期月曜1　他 董　梅香

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267090-03 CCS3(実践的中国語①) 前期月曜2　他 蘇　雪蓮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267090-04 CCS3(実践的中国語①) 前期火曜3　他 チョウ　ケイニ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267090-05 CCS3(実践的中国語①) 前期火曜4　他 チョウ　ケイニ

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267092-01 CCS5(動画中国語①) 前期金曜1 何　龍

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267092-02 CCS5(動画中国語①) 前期金曜2 何　龍

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267092-03 CCS5(動画中国語①) 前期金曜3 何　龍

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267092-04 CCS5(動画中国語①) 前期金曜4 何　龍

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267101-04 KBS1(韓国・朝鮮語入門A) 前期金曜1 李　正子

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267104-01 KLS1(韓国・朝鮮語読解①) 前期月曜3 金　元榮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267104-02 KLS1(韓国・朝鮮語読解①) 前期水曜4 柳　朱燕

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267105-01 KLS2(韓国・朝鮮語読解②) 前期水曜3 柳　朱燕
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星が丘 交流文化学科専門教育科目 267105-02 KLS2(韓国・朝鮮語読解②) 前期木曜1 金　元榮

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267105-03 KLS2(韓国・朝鮮語読解②) 前期金曜2 李　京姫

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267106-01 KLS3(韓国・朝鮮語読解③) 前期金曜1 李　京姫

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267115-01 KCS1(韓国・朝鮮語会話①) 前期火曜2 洪　妍定

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267115-02 KCS1(韓国・朝鮮語会話①) 前期水曜1 金　由那

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267116-01 KCS2(韓国・朝鮮語会話②) 前期火曜1 洪　妍定

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267116-02 KCS2(韓国・朝鮮語会話②) 前期火曜3 李　芝賢

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267116-03 KCS2(韓国・朝鮮語会話②) 前期水曜2 金　由那

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267117-01 KCS3(韓国・朝鮮語会話③) 前期火曜4 李　芝賢

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267130-01 RBS(ロシア語入門) 前期水3・金3 水野　晶子，佐藤　規祥

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267137-01 タイ語入門 前期月曜4 村瀬　ユワラック

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267147-01 ケーススタディ言語1(コーパス言語学) 前期集中 柳　朋宏

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267151-01 ケーススタディ言語5(中国メディア制作研究) 前期木曜2 王　俊　（他）

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267153-01 ケーススタディ言語7(中国語文化翻訳) 前期月曜4 董　紅俊

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267154-01 ケーススタディ言語8(韓国・朝鮮語と社会) 前期水曜3 吉村　美香

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267155-01 ケーススタディ言語9(韓国・朝鮮語文化翻訳) 前期火曜4 三重野　聖愛

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267156-01 ケーススタディ言語10(日本語学) 前期火曜3 杉村　泰

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267161-01 ケーススタディ交流2(アジア事情研究) 前期水曜4
CAPITIN－PRINCIPE
Abigail　B.

星が丘 交流文化学科専門教育科目 267186-01 言語文化6(言語と談話) 前期月曜4 松繁　弘之

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151007-01 管理会計Ⅰ 前期水曜4 原　慎之介

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151052-01 コンピュータシミュレーション 前期木曜1 上原　衛

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151089-01 マーケティングリサーチ 前期月曜5 藤木　美江

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151118-01 財務会計Ⅰ 前期金曜2 森　洵太

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151120-01 法人税法Ⅰ 前期月曜1 加藤　久也

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151143-01 租税法Ⅰ 前期木曜3 糟谷　修

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151203-01 日本経済事情 前期火曜5 鈴木　崇文

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151207-01 ビジネス統計基礎 前期金曜3 藤木　美江

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151327-01 ビジネスとジェンダー 前期木曜1 河井　紀子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151327-02 ビジネスとジェンダー 前期木曜4 石河　敦子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151328-01 シゴト学入門 前期木曜2 浅井　敬一朗

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151330-01 製造業の基礎知識 前期水曜2 浅井　敬一朗

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151331-01 小売・流通の基礎知識 前期水曜3 フ　コウソウ

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151333-01 ホスピタリティマネジメント 前期木曜4 フ　コウソウ

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151335-01 会社学Ⅱ 前期月曜5 杉浦　優子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151336-01 銀行ビジネスを学ぶ 前期金曜1 奥田　真之

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151337-01 証券ビジネスを学ぶ 前期火曜3 三矢　幹根

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151339-01 私のシゴト学 前期前半水曜1 菅野　淑　（他）

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151340-01 職業倫理 前期水曜3 梅田　敏文

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151342-01 データ分析とレポート作成 前期水曜3 奥村　文徳
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星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151342-02 データ分析とレポート作成 前期金曜2 奥村　文徳

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151346-01 マーケティングⅠ 前期月曜2 大塚　英揮

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151346-02 マーケティングⅠ 前期金曜1 大塚　英揮

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151348-01 戦略設計Ⅰ(ポジショニングビュー) 前期木曜3 日野　恵美子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151348-02 戦略設計Ⅰ(ポジショニングビュー) 前期木曜4 日野　恵美子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151351-01 プロモーションストラテジー 前期火曜1 新井　亨

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151353-01 戦略設計Ⅲ(全社戦略) 前期月曜3 日野　恵美子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151357-01 イノベーションプログラムA(プロダクトデザイン) 前期火曜3 富田　茂　（他）

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151363-01 チャレンジプログラムB(ものづくり) 前期金曜4 菅野　淑

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151365-01 チャレンジプログラムD(プロモーション) 前期金曜4 藤木　美江　（他）

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151369-01 日本の会計制度 前期火曜4 中山　重穂

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151370-01 国際会計論 前期金曜1 田代　樹彦

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151375-01 金融入門 前期木曜3 渡邉　聡

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151376-01 金融システム 前期水曜2 石坂　綾子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151377-01 外国為替 前期金曜3 三矢　幹根

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151382-03 ビジネス英語Ⅰ 前期前半火曜3　他 大門　樹久世

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151382-04 ビジネス英語Ⅰ 前期前半火曜4　他 MOORE　Douglas

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151383-03 ビジネス英語Ⅱ 前期後半火曜3　他 大門　樹久世

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151383-04 ビジネス英語Ⅱ 前期後半火曜4　他 MOORE　Douglas

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151388-01 Business Communication Elementary 前期火曜3 THOMAS　Gareth

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151388-02 Business Communication Elementary 前期火曜4 THOMAS　Gareth

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151389-01 ビジネス文書英語Ⅰ 前期火曜3 NICKSICK　Thomas

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151389-02 ビジネス文書英語Ⅰ 前期火曜3 MOORE　Douglas

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151389-03 ビジネス文書英語Ⅰ 前期火曜5 NICKSICK　Thomas

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151389-04 ビジネス文書英語Ⅰ 前期木曜3 THOMAS　Gareth

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151391-02 英語プレゼンテーションⅠ 前期火曜3 ISMAIL　Mehboobkhan

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151391-03 英語プレゼンテーションⅠ 前期木曜1 ISMAIL　Mehboobkhan

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151391-04 英語プレゼンテーションⅠ 前期木曜4 THOMAS　Gareth

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151393-01 Global Business Ⅰ 前期木曜2 石坂　綾子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151397-01 Global Economy Ⅱ 前期水曜3 三矢　幹根

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151404-04 ゼミナールⅠ(グローバルビジネス) 前期水曜3 鈴木　崇文

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151411-01 ゼミナールⅤ(グローバルビジネス) 前期月曜3 石坂　綾子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151415-02 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 前期月曜4 藤木　美江

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151415-07 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 前期水曜4 日野　恵美子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151415-09 ゼミナールⅠ(ビジネスイノベーション) 前期金曜2 浅井　敬一朗

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151417-03 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 前期月曜4 日野　恵美子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151417-05 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 前期水曜3 浅井　敬一朗

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151417-07 ゼミナールⅢ(ビジネスイノベーション) 前期水曜3 藤木　美江

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151419-02 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 前期火曜2 新井　亨
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星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151419-03 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 前期火曜2 大谷　武史

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151419-05 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 前期水曜2 藤木　美江

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151419-07 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 前期水曜4 浅井　敬一朗

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151419-10 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスイノベーション) 前期木曜5 日野　恵美子

星が丘 ビジネス学科専門教育科目 151429-02 卒業プロジェクトⅠ(ビジネスアカウンティング) 前期火曜3 三浦　克人

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281108-01 Persuasion 前期月曜5 MOLDEN　Danny　T.

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281109-01 Advertising and Communication 前期水曜2 McGEE　Jennifer　J.

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281112-01 Syntax 前期木曜4 樗木　勇作

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281201-01 Japanese Popular Culture 前期月曜4 McGEE　Jennifer　J.

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281204-01 Introduction to Social Media 前期前半水1・金2 McGEE　Jennifer　J.

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281207-01 Groups and Society 前期水曜1 MOLDEN　Danny　T.

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281303-01 American Studies 前期木曜3 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 281308-01 American Literature 前期前半金曜2 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282112-01 Journal Writing 前期前半月4・金4 KOBAYASHI　Kenichiro

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282112-02 Journal Writing 前期前半月4・金4 TAKEUCHI　Rebecca　H.

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282112-03 Journal Writing 前期前半金4・月4 CARE　Hywel

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282112-04 Journal Writing 前期前半金4・月4 PESTANO　Jason　I.

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282114-01 TOEFL Ⅰ(Listening and Reading) 前期月曜4 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282118-01 Writing Lab Ⅰ 前期月曜3 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282118-02 Writing Lab Ⅰ 前期月曜5 ドライデン　いづみ

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282118-03 Writing Lab Ⅰ 前期木曜3 ドライデン　いづみ

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282118-04 Writing Lab Ⅰ 前期木曜4 ドライデン　いづみ

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282118-05 Writing Lab Ⅰ 前期金曜3 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282118-06 Writing Lab Ⅰ 前期金曜4 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282208-01 Dramatic Reading 前期前半月5・金5 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282209-01 Presentation Ⅰ 前期木曜4 DRYDEN　Laurence

星が丘 グローバル・コミュニケーション学科専門教育科目 282211-01 Debate Ⅰ 前期水曜3 MOLDEN　Danny　T.

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099005-01 国際ビジネス特講Ⅰ 前期月曜5 石坂　綾子

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099333-01 租税法特講Ⅰ 前期木曜4 糟谷　修

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099356-01 国際会計特講Ⅰ 前期月曜3 森　洵太

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099360-01 ビジネススタディベーシック 前期水曜5 森　洵太　（他）

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099361-01 マーケティング戦略特講Ⅰ 前期火曜3 大塚　英揮

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099365-01 経営戦略特講Ⅰ 前期月曜2 日野　恵美子

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099369-01 ものづくり経営特講Ⅰ 前期火曜5 浅井　敬一朗

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099411-01 ビジネスクラシックスリーディング 前期火曜5 日野　恵美子

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099418-01 マネジメント＆エコノミー演習AⅠ 前期金曜6 浅井　敬一朗

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099422-01 マネジメント＆エコノミー演習BⅠ 前期月曜6 石坂　綾子

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099430-01 マネジメント＆エコノミー演習DⅠ 前期月曜6 大塚　英揮

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099442-01 ビジネスエコノミクス特講Ⅰ 前期火曜5 渡邉　聡



遠隔授業科目一覧　2020年04月27日 現在

38 / 38 ページ

キャンパス 開講主体 時間割コード 科目名 時間割 教員名

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099444-01 マネジメント＆エコノミー演習GⅠ 前期火曜6 渡邉　聡

星が丘 前期ビジネス専攻科目 099448-01 アカウンティング演習DⅠ 前期火曜3 森　洵太

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195006-01 日本語学特講 前期月曜5 広瀬　英史

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195013-01 日本語教育課題実践c 前期木曜4 山本　裕子

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195406-01 多文化共生論特講 前期水曜1 小島　祥美

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195409-01 ディアスポラ論特講 前期火曜3 杉本　一直

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195410-01 エスニシティ論特講 前期木曜6 藤井　真湖

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195432-01 国際関係論課題実践c 前期月曜6 若松　孝司

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195436-01 ディアスポラ論課題実践c 前期月曜6 杉本　一直

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195440-01 エスニシティ論課題実践c 前期木曜5 藤井　真湖

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195454-01 レトリック特講 前期月曜3 MOLDEN　Danny　T.

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195456-01 メディア理論特講 前期月曜2 McGEE　Jennifer　J.

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195457-01 異文化コミュニケーション論特講 前期金曜1 福本　明子

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195468-01 レトリック課題実践c 前期木曜6 MOLDEN　Danny　T.

星が丘 前期ＧＣＣ専攻科目 195472-01 言語とコミュニケーション課題実践c 前期木曜1 太田　浩司

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099501-01 特別演習A-Ⅰ 前期火曜6 浅井　敬一朗

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099503-01 特別演習A-Ⅲ 前期火曜6 浅井　敬一朗

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099505-01 特別演習A-Ⅴ 前期火曜6 浅井　敬一朗

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099513-01 特別演習C-Ⅰ 前期水曜5 石坂　綾子

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099515-01 特別演習C-Ⅲ 前期水曜5 石坂　綾子

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099517-01 特別演習C-Ⅴ 前期水曜5 石坂　綾子

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099531-01 特別演習F-Ⅰ 前期水曜3 大塚　英揮

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099533-01 特別演習F-Ⅲ 前期水曜3 大塚　英揮

星が丘 後期ビジネス専攻科目 099535-01 特別演習F-Ⅴ 前期水曜3 大塚　英揮


	遠隔授業科目一覧

