
開講期 曜日時限 時間割名 教員名 開講学域 開講期 曜日時限 時間割名 教員名

Q1,Q2 水2 哲学Ａ 山本　英輔 人間社会学域 Q1,Q2 水2 哲学 山本　英輔

Q1,Q2 金4 歴史学と現在 能川　泰治 人間社会学域 Q1,Q2 金4 歴史学と現在 能川　泰治

Q3,Q4 火3～4 茶道を通して学ぶ日本文化 深川　美帆 人間社会学域 Q3,Q4 火3～4 日本文化体験Ｂ（茶道を通して学ぶ日本文化） 深川　美帆

Q3,Q4 火3～4 茶道を通して学ぶ日本文化 深川　美帆 人間社会学域 Q3,Q4 火3～4 日本文化体験Ｂ（茶道を通して学ぶ日本文化） 深川　美帆

Q1,Q2 水3～4 日本の伝統芸能 深川　美帆 人間社会学域 Q1,Q2 水3～4 日本文化体験Ａ（日本の伝統芸能） 深川　美帆

Q1,Q2 水3～4 日本の伝統芸能 深川　美帆 人間社会学域 Q1,Q2 水3～4 日本文化体験Ａ（日本の伝統芸能） 深川　美帆

Q1,Q2 水3～4 日本の伝統芸能 深川　美帆 人間社会学域 Q1,Q2 水3～4 いしかわ・金沢学（日本の伝統芸能） 深川　美帆

Q1,Q2 木5 日本史要説 能川　泰治 人間社会学域 Q1,Q2 木5 日本史要説 能川　泰治

Q3,Q4 火5 東洋史要説 古畑　徹 人間社会学域 Q3,Q4 火5 東洋史要説 古市　大輔

Q3 金4 異文化理解のためのビデオ会議ディスカッション 深川　美帆 人間社会学域 Q3 金4 国際学特別研究（異文化理解のためのビデオ会議ディスカッション） 深川　美帆

Q3 水1 環境動態学概説Ⅰ 塚脇　真二 人間社会学域 Q3 水1 地球環境論1E 塚脇　真二

Q4 水1 環境動態学概説Ⅱ 塚脇　真二 人間社会学域 Q4 水1 地球環境論2E 塚脇　真二

Q1 金2 スポーツ科学／身体運動心理学Ⅰ 村山　孝之 人間社会学域 Q1 金2 スポーツ心理学Ⅰ 村山　孝之

Q2 金2 スポーツ科学／身体運動心理学Ⅱ 村山　孝之 人間社会学域 Q2 金2 スポーツ心理学Ⅱ 村山　孝之

Q3,Q4 木3 英語セミナー 西嶋　愉一 人間社会学域 Q3,Q4 木3 国際英語コミュニケーションⅠＡ 西嶋　愉一

Q2 月3 英語セミナー CONSOLVO CHARLES GEOFFREY 人間社会学域 Q2 月3 英語グローバルトピックA1 CONSOLVO CHARLES GEOFFREY

Q2 月4 英語セミナー CONSOLVO CHARLES GEOFFREY 人間社会学域 Q2 月4 英語グローバルトピックA2 CONSOLVO CHARLES GEOFFREY

Q2 火3 英語セミナー 斉木　麻利子 人間社会学域 Q2 火3 国際英語コミュニケーションB1 斉木　麻利子

Q2 火4 英語セミナー 斉木　麻利子 人間社会学域 Q2 火4 国際英語コミュニケーションB2 斉木　麻利子

Q1,Q2 水2 ドイツ語Ｂ 早川　文人 人間社会学域 Q1,Q2 水2 ドイツ語読解基礎 早川　文人

Q1,Q2 水2 ドイツ語Ｂ 佐藤　文彦 人間社会学域 Q1,Q2 水2 ドイツ語読解基礎 佐藤　文彦

Q1,Q2 木2 ドイツ語Ｂ MAURER HENNING 人間社会学域 Q1,Q2 木2 ドイツ語コミュニケーション１ MAURER HENNING

Q1 水2 ドイツ語Ｂ－１ 早川　文人 人間社会学域 Q1 水2 ドイツ語読解基礎１ 早川　文人

Q1 水2 ドイツ語Ｂ－１ 早川　文人 人間社会学域 Q1 水2 ドイツ語読解基礎1 早川　文人

Q1 水2 ドイツ語Ｂ－１ 佐藤　文彦 人間社会学域 Q1 水2 ドイツ語読解基礎１ 佐藤　文彦

Q1 水2 ドイツ語Ｂ－１ 佐藤　文彦 人間社会学域 Q1 水2 ドイツ語読解基礎1 佐藤　文彦

Q1 木2 ドイツ語Ｂ－１ MAURER HENNING 人間社会学域 Q1 木2 ドイツ語コミュニケーションⅠ１ MAURER HENNING

Q1 木2 ドイツ語Ｂ－１ MAURER HENNING 人間社会学域 Q1 木2 ドイツ語コミュニケーション1 MAURER HENNING

Q2 水2 ドイツ語Ｂ－２ 早川　文人 人間社会学域 Q2 水2 ドイツ語読解基礎２ 早川　文人

Q2 水2 ドイツ語Ｂ－２ 早川　文人 人間社会学域 Q2 水2 ドイツ語読解基礎2 早川　文人

Q2 水2 ドイツ語Ｂ－２ 佐藤　文彦 人間社会学域 Q2 水2 ドイツ語読解基礎２ 佐藤　文彦

Q2 水2 ドイツ語Ｂ－２ 佐藤　文彦 人間社会学域 Q2 水2 ドイツ語読解基礎2 佐藤　文彦

Q2 木2 ドイツ語Ｂ－２ MAURER HENNING 人間社会学域 Q2 木2 ドイツ語コミュニケーションⅠ２ MAURER HENNING

Q2 木2 ドイツ語Ｂ－２ MAURER HENNING 人間社会学域 Q2 木2 ドイツ語コミュニケーション2 MAURER HENNING

Q3,Q4 月4 ドイツ語Ｃ 未定 人間社会学域 Q3,Q4 月4 ドイツ語コミュニケーション２Ａ 未定

Q3,Q4 金2 ドイツ語Ｃ 未定 人間社会学域 Q3,Q4 金2 ドイツ語コミュニケーション２Ｂ 未定

共通教育 専門教育
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Q3 月4 ドイツ語Ｃ－１ 未定 人間社会学域 Q3 月4 ドイツ語コミュニケーションⅡＡ１

Q3 月4 ドイツ語Ｃ－１ 未定 人間社会学域 Q3 月4 ドイツ語コミュニケーション3a 未定

Q3 金2 ドイツ語Ｃ－１ 未定 人間社会学域 Q3 金2 ドイツ語コミュニケーション4a 未定

Q4 月4 ドイツ語Ｃ－２ 未定 人間社会学域 Q4 月4 ドイツ語コミュニケーションⅡＡ２

Q4 月4 ドイツ語Ｃ－２ 未定 人間社会学域 Q4 月4 ドイツ語コミュニケーション3b 未定

Q4 金2 ドイツ語Ｃ－２ 未定 人間社会学域 Q4 金2 ドイツ語コミュニケーション4b 未定

Q1,Q2 月2 フランス語Ｂ 佐藤　朋子 人間社会学域 Q1,Q2 月2 フランス語作文表現法（基礎） 佐藤　朋子

Q1,Q2 火3 フランス語Ｂ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q1,Q2 火3 フランス語コミュニケーションⅡＡ　 川上・アンドリュ　セシル

Q1,Q2 火3 フランス語Ｂ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q1,Q2 火3 フランス語コミュニケーションⅡＡ 川上・アンドリュ　セシル

Q1,Q2 水3 フランス語Ｂ MENOU LOIC HENRI PAUL 人間社会学域 Q1,Q2 水3 フランス語コミュニケーションⅡＡ MENOU LOIC HENRI PAUL

Q1,Q2 木2 フランス語Ｂ 阪上　るり子 人間社会学域 Q1,Q2 木2 フランス語コミュニケーションⅠＡ　 阪上　るり子

Q1,Q2 木2 フランス語Ｂ 阪上　るり子 人間社会学域 Q1,Q2 木2 フランス語コミュニケーションⅠＡ 阪上　るり子

Q1,Q2 木2 フランス語Ｂ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q1,Q2 木2 フランス語コミュニケーションⅠＡ 粕谷　雄一

Q1 月2 フランス語Ｂ－１ 佐藤　朋子 人間社会学域 Q1 月2 フランス語作文表現法（基礎）１ 佐藤　朋子

Q1 火3 フランス語Ｂ－１ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q1 火3 フランス語コミュニケーションⅡＡ１ 川上・アンドリュ　セシル

Q1 火3 フランス語Ｂ－１ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q1 火3 フランス語コミュニケーションⅡA1 川上・アンドリュ　セシル

Q1 水3 フランス語Ｂ－１ MENOU LOIC HENRI PAUL 人間社会学域 Q1 水3 フランス語コミュニケーションⅡA1 MENOU LOIC HENRI PAUL

Q1 木2 フランス語Ｂ－１ 阪上　るり子 人間社会学域 Q1 木2 フランス語コミュニケーションⅠＡ１ 阪上　るり子

Q1 木2 フランス語Ｂ－１ 阪上　るり子 人間社会学域 Q1 木2 フランス語コミュニケーションⅠA1 阪上　るり子

Q1 木2 フランス語Ｂ－１ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q1 木2 フランス語コミュニケーションⅠA1 粕谷　雄一

Q2 月2 フランス語Ｂ－２ 佐藤　朋子 人間社会学域 Q2 月2 フランス語作文表現法（基礎）２ 佐藤　朋子

Q2 火3 フランス語Ｂ－２ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q2 火3 フランス語コミュニケーションⅡＡ２ 川上・アンドリュ　セシル

Q2 火3 フランス語Ｂ－２ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q2 火3 フランス語コミュニケーションⅡA2 川上・アンドリュ　セシル

Q2 水3 フランス語Ｂ－２ MENOU LOIC HENRI PAUL 人間社会学域 Q2 水3 フランス語コミュニケーションⅡA2 MENOU LOIC HENRI PAUL

Q2 木2 フランス語Ｂ－２ 阪上　るり子 人間社会学域 Q2 木2 フランス語コミュニケーションⅠＡ２ 阪上　るり子

Q2 木2 フランス語Ｂ－２ 阪上　るり子 人間社会学域 Q2 木2 フランス語コミュニケーションⅠA2 阪上　るり子

Q2 木2 フランス語Ｂ－２ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q2 木2 フランス語コミュニケーションⅠA2 粕谷　雄一

Q1,Q2 月4 フランス語Ｃ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q1,Q2 月4 フランス語コミュニケーションⅣＡ　 粕谷　雄一

Q1,Q2 月4 フランス語Ｃ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q1,Q2 月4 フランス語コミュニケーションⅣＡ 粕谷　雄一

Q1,Q2 火5 フランス語Ｃ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q1,Q2 火5 フランス語コミュニケーションⅡＡ　 川上・アンドリュ　セシル

Q3,Q4 月4 フランス語Ｃ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q3,Q4 月4 フランス語コミュニケーションⅣＢ　 粕谷　雄一

Q3,Q4 月4 フランス語Ｃ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q3,Q4 月4 フランス語コミュニケーションⅣB 粕谷　雄一

Q3,Q4 火3 フランス語Ｃ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q3,Q4 火3 フランス語コミュニケーションⅡＢ　 川上・アンドリュ　セシル

Q3,Q4 火3 フランス語Ｃ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q3,Q4 火3 フランス語コミュニケーションⅡＢ 川上・アンドリュ　セシル

Q3,Q4 火5 フランス語Ｃ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q3,Q4 火5 フランス語コミュニケーションⅣＢ　 川上・アンドリュ　セシル

Q3,Q4 水3 フランス語Ｃ MENOU LOIC HENRI PAUL 人間社会学域 Q3,Q4 水3 フランス語コミュニケーションⅡＢ MENOU LOIC HENRI PAUL
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Q3,Q4 木2 フランス語Ｃ 阪上　るり子 人間社会学域 Q3,Q4 木2 フランス語コミュニケーションⅠＢ　 阪上　るり子

Q3,Q4 木2 フランス語Ｃ 阪上　るり子 人間社会学域 Q3,Q4 木2 フランス語コミュニケーションⅠＢ 阪上　るり子

Q3,Q4 木2 フランス語Ｃ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q3,Q4 木2 フランス語コミュニケーションⅠＢ 粕谷　雄一

Q1 月4 フランス語Ｃ－１ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q1 月4 フランス語コミュニケーションⅣＡ１ 粕谷　雄一

Q1 月4 フランス語Ｃ－１ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q1 月4 フランス語コミュニケーションⅣA1 粕谷　雄一

Q1 火5 フランス語Ｃ－１ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q1 火5 フランス語コミュニケーションⅣＡ１ 川上・アンドリュ　セシル

Q3 月4 フランス語Ｃ－１ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q3 月4 フランス語コミュニケーションⅣＢ１ 粕谷　雄一

Q3 月4 フランス語Ｃ－１ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q3 月4 フランス語コミュニケーションⅣB1 粕谷　雄一

Q3 火3 フランス語Ｃ－１ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q3 火3 フランス語コミュニケーションⅡＢ１ 川上・アンドリュ　セシル

Q3 火3 フランス語Ｃ－１ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q3 火3 フランス語コミュニケーションⅡB1 川上・アンドリュ　セシル

Q3 火5 フランス語Ｃ－１ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q3 火5 フランス語コミュニケーションⅣＢ１ 川上・アンドリュ　セシル

Q3 水3 フランス語Ｃ－１ MENOU LOIC HENRI PAUL 人間社会学域 Q3 水3 フランス語コミュニケーションⅡB1 MENOU LOIC HENRI PAUL

Q3 木2 フランス語Ｃ－１ 阪上　るり子 人間社会学域 Q3 木2 フランス語コミュニケーションⅠＢ１ 阪上　るり子

Q3 木2 フランス語Ｃ－１ 阪上　るり子 人間社会学域 Q3 木2 フランス語コミュニケーションⅠB1 阪上　るり子

Q3 木2 フランス語Ｃ－１ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q3 木2 フランス語コミュニケーションⅠB1 粕谷　雄一

Q2 月4 フランス語Ｃ－２ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q2 月4 フランス語コミュニケーションⅣＡ２ 粕谷　雄一

Q2 月4 フランス語Ｃ－２ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q2 月4 フランス語コミュニケーションⅣA2 粕谷　雄一

Q2 火5 フランス語Ｃ－２ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q2 火5 フランス語コミュニケーションⅣＡ２ 川上・アンドリュ　セシル

Q4 月4 フランス語Ｃ－２ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q4 月4 フランス語コミュニケーションⅣＢ２ 粕谷　雄一

Q4 月4 フランス語Ｃ－２ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q4 月4 フランス語コミュニケーションⅣB2 粕谷　雄一

Q4 火3 フランス語Ｃ－２ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q4 火3 フランス語コミュニケーションⅡＢ２ 川上・アンドリュ　セシル

Q4 火3 フランス語Ｃ－２ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q4 火3 フランス語コミュニケーションⅡB2 川上・アンドリュ　セシル

Q4 火5 フランス語Ｃ－２ 川上・アンドリュ　セシル 人間社会学域 Q4 火5 フランス語コミュニケーションⅣＢ２ 川上・アンドリュ　セシル

Q4 水3 フランス語Ｃ－２ MENOU LOIC HENRI PAUL 人間社会学域 Q4 水3 フランス語コミュニケーションⅡB2 MENOU LOIC HENRI PAUL

Q4 木2 フランス語Ｃ－２ 阪上　るり子 人間社会学域 Q4 木2 フランス語コミュニケーションⅠＢ２ 阪上　るり子

Q4 木2 フランス語Ｃ－２ 阪上　るり子 人間社会学域 Q4 木2 フランス語コミュニケーションⅠB2 阪上　るり子

Q4 木2 フランス語Ｃ－２ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q4 木2 フランス語コミュニケーションⅠB2 粕谷　雄一

Q1,Q2 火3 ロシア語Ｂ 平松　潤奈 人間社会学域 Q1,Q2 火3 ロシア語コミュニケーションⅠＡ 平松　潤奈

Q1,Q2 木3 ロシア語Ｂ 平松　潤奈 人間社会学域 Q1,Q2 木3 ロシア語コミュニケーションⅠＢ 平松　潤奈

Q3,Q4 火3 ロシア語Ｂ 平松　潤奈 人間社会学域 Q3,Q4 火3 ロシア語コミュニケーションⅡＡ 平松　潤奈

Q3,Q4 木3 ロシア語Ｂ 平松　潤奈 人間社会学域 Q3,Q4 木3 ロシア語コミュニケーションⅡＢ 平松　潤奈

Q1 火3 ロシア語Ｂ－１ 平松　潤奈 人間社会学域 Q1 火3 ロシア語コミュニケーションⅠA1 平松　潤奈

Q1 木3 ロシア語Ｂ－１ 平松　潤奈 人間社会学域 Q1 木3 ロシア語コミュニケーションⅠB1 平松　潤奈

Q3 火3 ロシア語Ｂ－１ 平松　潤奈 人間社会学域 Q3 火3 ロシア語コミュニケーションⅡA1 平松　潤奈

Q3 木3 ロシア語Ｂ－１ 平松　潤奈 人間社会学域 Q3 木3 ロシア語コミュニケーションⅡB1 平松　潤奈

Q2 火3 ロシア語Ｂ－２ 平松　潤奈 人間社会学域 Q2 火3 ロシア語コミュニケーションⅠA2 平松　潤奈
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Q2 木3 ロシア語Ｂ－２ 平松　潤奈 人間社会学域 Q2 木3 ロシア語コミュニケーションⅠB2 平松　潤奈

Q4 火3 ロシア語Ｂ－２ 平松　潤奈 人間社会学域 Q4 火3 ロシア語コミュニケーションⅡA2 平松　潤奈

Q4 木3 ロシア語Ｂ－２ 平松　潤奈 人間社会学域 Q4 木3 ロシア語コミュニケーションⅡB2 平松　潤奈

Q1,Q2 水5 ロシア語Ｃ 平松　潤奈 人間社会学域 Q1,Q2 水5 ロシア語コミュニケーションⅢ 平松　潤奈

Q3,Q4 水5 ロシア語Ｃ 平松　潤奈 人間社会学域 Q3,Q4 水5 ロシア語コミュニケーションⅣ 平松　潤奈

Q1 水5 ロシア語Ｃ－１ 平松　潤奈 人間社会学域 Q1 水5 ロシア語コミュニケーションⅢ1 平松　潤奈

Q3 水5 ロシア語Ｃ－１ 平松　潤奈 人間社会学域 Q3 水5 ロシア語コミュニケーションⅣ1 平松　潤奈

Q2 水5 ロシア語Ｃ－２ 平松　潤奈 人間社会学域 Q2 水5 ロシア語コミュニケーションⅢ2 平松　潤奈

Q4 水5 ロシア語Ｃ－２ 平松　潤奈 人間社会学域 Q4 水5 ロシア語コミュニケーションⅣ2 平松　潤奈

Q1,Q2 月2 中国語Ｂ 杉村　安幾子 人間社会学域 Q1,Q2 月2 現代中国時事文Ｂ 杉村　安幾子

Q1 月2 中国語Ｂ－１ 杉村　安幾子 人間社会学域 Q1 月2 現代中国時事文Ｂ１ 杉村　安幾子

Q1 月2 中国語Ｂ－１ 杉村　安幾子 人間社会学域 Q1 月2 現代中国時事文B1 杉村　安幾子

Q2 月2 中国語Ｂ－２ 杉村　安幾子 人間社会学域 Q2 月2 現代中国時事文Ｂ２ 杉村　安幾子

Q2 月2 中国語Ｂ－２ 杉村　安幾子 人間社会学域 Q2 月2 現代中国時事文B2 杉村　安幾子

Q3,Q4 水4 中国語Ｃ 趙　菁 人間社会学域 Q3,Q4 水4 ビジネス中国語 趙　菁

Q3 水4 中国語Ｃ－１ 趙　菁 人間社会学域 Q3 水4 ビジネス中国語1 趙　菁

Q4 水4 中国語Ｃ－２ 趙　菁 人間社会学域 Q4 水4 ビジネス中国語2 趙　菁

Q1,Q2 火5 朝鮮語Ｂ CHOI　JUNGAH 人間社会学域 Q1,Q2 火5 朝鮮語コミュニケーションⅠＡ CHOI　JUNGAH

Q1,Q2 水4 朝鮮語Ｂ 宋　有宰 人間社会学域 Q1,Q2 水4 朝鮮語コミュニケーションⅠＢ 宋　有宰

Q3,Q4 火5 朝鮮語Ｂ CHOI　JUNGAH 人間社会学域 Q3,Q4 火5 朝鮮語コミュニケーションⅡＡ CHOI　JUNGAH

Q3,Q4 水4 朝鮮語Ｂ 宋　有宰 人間社会学域 Q3,Q4 水4 朝鮮語コミュニケーションⅡＢ 宋　有宰

Q1 火5 朝鮮語Ｂ－１ CHOI　JUNGAH 人間社会学域 Q1 火5 朝鮮語コミュニケーションⅠa CHOI　JUNGAH

Q1 水4 朝鮮語Ｂ－１ 宋　有宰 人間社会学域 Q1 水4 朝鮮語コミュニケーションⅡa 宋　有宰

Q3 火5 朝鮮語Ｂ－１ CHOI　JUNGAH 人間社会学域 Q3 火5 朝鮮語コミュニケーションⅢa CHOI　JUNGAH

Q3 水4 朝鮮語Ｂ－１ 宋　有宰 人間社会学域 Q3 水4 朝鮮語コミュニケーションⅣa 宋　有宰

Q2 火5 朝鮮語Ｂ－２ CHOI　JUNGAH 人間社会学域 Q2 火5 朝鮮語コミュニケーションⅠb CHOI　JUNGAH

Q2 水4 朝鮮語Ｂ－２ 宋　有宰 人間社会学域 Q2 水4 朝鮮語コミュニケーションⅡb 宋　有宰

Q4 火5 朝鮮語Ｂ－２ CHOI　JUNGAH 人間社会学域 Q4 火5 朝鮮語コミュニケーションⅢb CHOI　JUNGAH

Q4 水4 朝鮮語Ｂ－２ 宋　有宰 人間社会学域 Q4 水4 朝鮮語コミュニケーションⅣb 宋　有宰

Q1,Q2 月5 朝鮮語Ｃ 南　相瓔 人間社会学域 Q1,Q2 月5 朝鮮語コミュニケーションⅢＡ 南　相瓔

Q1,Q2 水5 朝鮮語Ｃ 宋　有宰 人間社会学域 Q1,Q2 水5 朝鮮語コミュニケーションⅢＢ 宋　有宰

Q3,Q4 月5 朝鮮語Ｃ 南　相瓔 人間社会学域 Q3,Q4 月5 朝鮮語コミュニケーションⅢＢ 南　相瓔

Q3,Q4 水5 朝鮮語Ｃ 宋　有宰 人間社会学域 Q3,Q4 水5 朝鮮語コミュニケーションⅢＡ 宋　有宰

Q1 月5 朝鮮語Ｃ－１ 南　相瓔 人間社会学域 Q1 月5 朝鮮語コミュニケーションⅤa 南　相瓔

Q1 水5 朝鮮語Ｃ－１ 宋　有宰 人間社会学域 Q1 水5 朝鮮語コミュニケーションⅥa 宋　有宰

Q3 月5 朝鮮語Ｃ－１ 南　相瓔 人間社会学域 Q3 月5 朝鮮語コミュニケーションⅥa 南　相瓔
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Q3 水5 朝鮮語Ｃ－１ 宋　有宰 人間社会学域 Q3 水5 朝鮮語コミュニケーションⅤa 宋　有宰

Q2 月5 朝鮮語Ｃ－２ 南　相瓔 人間社会学域 Q2 月5 朝鮮語コミュニケーションⅤb 南　相瓔

Q2 水5 朝鮮語Ｃ－２ 宋　有宰 人間社会学域 Q2 水5 朝鮮語コミュニケーションⅥb 宋　有宰

Q4 月5 朝鮮語Ｃ－２ 南　相瓔 人間社会学域 Q4 月5 朝鮮語コミュニケーションⅥb 南　相瓔

Q4 水5 朝鮮語Ｃ－２ 宋　有宰 人間社会学域 Q4 水5 朝鮮語コミュニケーションⅤb 宋　有宰

Q1,Q2 月2 ギリシア語Ｂ 三浦　要 人間社会学域 Q1,Q2 月2 西洋古代中世哲学演習Ａ 三浦　要

Q1 月2 ギリシア語Ｂ－１ 三浦　要 人間社会学域 Q1 月2 西洋古代中世哲学演習Ａ 三浦　要

Q2 月2 ギリシア語Ｂ－２ 三浦　要 人間社会学域 Q2 月2 西洋古代中世哲学演習Ｂ 三浦　要

Q3,Q4 月2 ギリシア語Ｃ 三浦　要 人間社会学域 Q3,Q4 月2 西洋古代中世哲学研究演習Ａ 三浦　要

Q3 月2 ギリシア語Ｃ－１ 三浦　要 人間社会学域 Q3 月2 西洋古代中世哲学研究演習Ａ 三浦　要

Q4 月2 ギリシア語Ｃ－２ 三浦　要 人間社会学域 Q4 月2 西洋古代中世哲学研究演習Ｂ 三浦　要

Q1,Q2 火4 スペイン語Ｂ 雄谷　啓子 人間社会学域 Q1,Q2 火4 スペイン語コミュニケーションⅠＡ 雄谷　ソニア　啓子

Q1 火4 スペイン語Ｂ－１ 雄谷　啓子 人間社会学域 Q1 火4 スペイン語コミュニケーションⅠA1 雄谷　ソニア　啓子

Q2 火4 スペイン語Ｂ－２ 雄谷　啓子 人間社会学域 Q2 火4 スペイン語コミュニケーションⅠA2 雄谷　ソニア　啓子

Q3,Q4 火5 スペイン語Ｃ 雄谷　啓子 人間社会学域 Q3,Q4 火5 スペイン語コミュニケーションⅡＢ 雄谷　ソニア　啓子

Q3 火5 スペイン語Ｃ－１ 雄谷　啓子 人間社会学域 Q3 火5 スペイン語コミュニケーションⅡB1 雄谷　ソニア　啓子

Q4 火5 スペイン語Ｃ－２ 雄谷　啓子 人間社会学域 Q4 火5 スペイン語コミュニケーションⅡB2 雄谷　ソニア　啓子

Q1,Q2 金2 ゼミ／身体運動心理学 村山　孝之 人間社会学域 Q1,Q2 金2 スポーツ心理学 村山　孝之

Q3 火5 ゼミ／アフリカ系人の音楽を通じて知る現代の世界１ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q3 火5 アフリカ概説1 粕谷　雄一

Q4 火5 ゼミ／アフリカ系人の音楽を通じて知る現代の世界２ 粕谷　雄一 人間社会学域 Q4 火5 アフリカ概説2 粕谷　雄一

Q3,Q4 金2 画像解剖学 川島　博子 医薬保健学域 Q3,Q4 金2 画像解剖学 川島　博子

Q3,Q4 月3 基礎病態学 細　正博 医薬保健学域 Q3,Q4 月3 基礎病態学 細　正博

Q1,Q2 木3 基礎運動学 染矢　富士子 医薬保健学域 Q1,Q2 木3 基礎運動学 染矢　富士子

Q3,Q4 金2 東洋医学 佐々木　陽平 医薬保健学域 Q3,Q4 金2 東洋医学 佐々木　陽平

Q3 水2 医療画像情報学 淺井　仁 医薬保健学域 Q3 水2 医療画像情報学 淺井　仁

Q4 水2 ライフサイクル理学療法学 間所　祥子 医薬保健学域 Q4 水2 ライフサイクル理学療法学 間所　祥子
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