
このことについて，次のとおり変更がありましたのでお知らせします。

後期変更（令和2年9月30日現在）

講義コード 開講区分 曜日時限 授業科目名 担当教員 使用言語 備考

21230101 ３ターム 火3-4,金3-4 コミュニケーションIIＡ 柴田　美紀 日本語・英語→英語

21230106 ３ターム 火3-4,金3-4 コミュニケーションIIＡ 達川　奎三→奥田　利栄子 日本語・英語

21230107 ３ターム 火3-4,金3-4 コミュニケーションIIＡ 豊島　桂子→松本　陵磨 日本語・英語

21230122 ４ターム 火3-4,金3-4 コミュニケーションIIＡ 豊島　桂子→松本　陵磨 日本語・英語

21230128 ４ターム 火3-4,金3-4 コミュニケーションIIＡ 達川　奎三→奥田　利栄子 日本語・英語

21230138 ３ターム 木5-8 コミュニケーションIIＡ
中川　篤→LIGHTFOOT
ANDREW ROBERT

日本語・英語

21230143 ４ターム 木5-8 コミュニケーションIIＡ
LIGHTFOOT ANDREW
ROBERT

日本語・英語 開講

21240115 ３ターム 火1-2,金1-2 コミュニケーションIIＢ 達川　奎三→廣瀬　絵美 日本語・英語

21590006 ３ターム 月1-4
コミュニケーション演習II[1医医,1
歯歯,1薬]

鬼田　崇作→中川　篤 日本語・英語

21590007 ３ターム 月1-4
コミュニケーション演習II[1医医,1
歯歯,1薬]

鬼田　崇作 日本語・英語 開講

21590101 ４ターム 水1-4 コミュニケーション演習II[1総国] 柴田　美紀 英語→日本語・英語

22131020 ３ターム 火7-8,金7-8 ベーシック・ドイツ語III 岩崎　克己 日本語 開講

22141020 ４ターム 火7-8,金7-8 ベーシック・ドイツ語IV 岩崎　克己 日本語 開講

26131010 ３ターム 火5-6,木5-6 ベーシック中国語I 森岡　文泉→范　叔如 日本語 ※9/30修正

26131015 ３ターム 火7-8,木7-8 ベーシック中国語I 森岡　文泉→解　海蓉 日本語 ※9/30修正

26141010 ４ターム 火5-6,木5-6 ベーシック中国語I 森岡　文泉→范　叔如 日本語 ※9/30修正

26141015 ３ターム 火7-8,木7-8 ベーシック中国語I 森岡　文泉→解　海蓉 日本語 ※9/30修正

29103002 ３ターム 木7-8,金3-4 ベーシック日本語III 佐藤　道雄→松山　由布子 日本語・英語

29103003 ３ターム 火5-8 ベーシック日本語III 担当教員未定→尾形　典子 日本語・英語

29103004 ３ターム 木7-8,金3-4 ベーシック日本語III 山中　康子
日本語・英語→日本
語

29104002 ４ターム 木7-8 ベーシック日本語IV 佐藤　道雄→松山　由布子 日本語・英語

29104003 ４ターム 火5-8 ベーシック日本語IV 担当教員未定→尾形　典子 日本語・英語

29104004 ４ターム 木7-8 ベーシック日本語IV 山中　康子
日本語・英語→日本
語

30030010 ３ターム 月5-8 情報活用演習[1経] 折登　由希子→鈴木　俊哉 日本語

61010003 ３ターム 火1-4 哲学Ａ 古東　哲明→山崎　一穂 日本語

61191001 ３ターム 水7-10 合唱Ｂ 枝川　一也 日本語 不開講

61256102 ４ターム 月5-8 日本の文学 担当教員未定→高尾　佑太 日本語

61810001
セメスター（後
期）

月13-14 哲学Ａ 担当教員未定→野村　卓史 日本語・英語

62011002 ４ターム 月5-8 日本史Ｂ 中村　江里 日本語 開講

62350001 ４ターム 月5-8 政治の世界 小池　聖一 日本語 開講
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62356001 ４ターム 月5-8 現代ジャーナリズム論 小池　聖一 日本語 不開講

63013001 ４ターム 金5-8 基礎線形代数学[1経] 西田　信男→澁谷　一博 日本語

63071001 ４ターム 金5-8 線形代数学II[1教数] 担当教員未定→小鳥居　祐香 日本語

63071004 ３ターム 火5-6,金5-6 線形代数学II[1理化,1理地] 担当教員未定→小鳥居　祐香 日本語

63271111 ３ターム 木1-4 化学実験法・同実験I[1工一] 担当教員未定→渡邊　千穂 日本語

63271211 ４ターム 木1-4 化学実験法・同実験II[1工一] 担当教員未定→渡邊　千穂 日本語

65031001 ３ターム 月1-4 文化人類学Ｂ 高谷　紀夫→中屋敷　千尋 日本語

65031004 ４ターム 木5-8 文化人類学Ｂ 長坂　格→中屋敷　千尋 日本語

68141002 ４ターム 水1-4 微分積分学II[1理物] 倉薗　一二→水町　徹 日本語

68141005 ４ターム 月5-8 微分積分学II[1工二] 担当教員未定→福井　敬祐 日本語

68141007 ３ターム 水1-4 微分積分学II[1工四] 倉薗　一二→水町　徹 日本語

68141009 ３ターム 火3-4,金3-4 微分積分学II[1教自,1教数] 水町　徹→澁谷　一博 日本語

70010005 ３ターム 木1-4→月1-4 スポーツ実習Ａ（バドミントン） 緒形　ひとみ 日本語・英語

70010055 ３ターム 木1-4 スポーツ実習Ａ（バレーボール） 金　致偉 日本語 開講

70010056 ３ターム 水5-8 スポーツ実習Ａ（ソフトボール） 武良　徹文 日本語 開講

70010057 ３ターム 集中0-0 スポーツ実習Ａ（気功体操） 金　致偉 日本語 開講

70010058 ３ターム 月1-4 スポーツ実習Ａ（バドミントン） 塩川　満久 日本語 開講

※網掛けは変更箇所を示します。

※教室変更については，シラバスを確認してください。


