
あ行 キャリアデザイン(Ａ用) 奥　富美子 水/4
キャリアデザイン(Ｊ用) 奥　富美子 水/3

アカデミックジャパニーズ（現代日本の諸相） 岡村　佳代 月/2木/2 キャリアデザインＡ 萬年山　啓 木/2
アカデミックジャパニーズ（現代日本の諸相） 西村　由美 月/3木/4 キャリアデザインＡ 江川　裕子 木/2
アカデミックライティングスキルズ Ｍ．サベット 金/3 キャリアデザインＡ 萬年山　啓 木/3
アジア地域研究A 宮本　悟 月/5 キャリアデザインＡ 江川　裕子 木/3
アメリカ史 綾辺　昌朋 月/2月/3 キャリアデザインＡ 江川　裕子 木/4
アメリカ文化の形成 綾辺　昌朋 月/2月/3 キャリアデザインＡ 萬年山　啓 金/1
イスラム文明 水上　遼 金/4 キャリアデザインＡ 萬年山　啓 金/2
イタリア語Ⅰ 高津　美和 火/3木/3 教育課程論 石橋　桂子 火/2
イタリア語Ⅱ 高津　美和 火/4木/4 教育原理 寺﨑　恵子 月/5
イタリアの社会と文化 高津　美和 木/5 教育社会学(C用) 中村　絵里 金/2
異文化理解 小川　隆夫 月/3木/2 教育心理学 岩木　信喜 金/1
医療福祉論 山本　博之 金/3 教育相談(カウンセリングを含む。)(中高教職) 冨士盛　公年 月/3
インターンシップ（ＰＢＬ型） 吉川　臨太郎 月/5 業界・企業研究 吉川　臨太郎 月/3
インターンシップ（企業研修型） 吉川　臨太郎 集中 業界・企業研究 吉川　臨太郎 木/4
英語音声学 Ｊ．Ｍ．ムーア 木/4木/5 教職演習Ｄ 野村　春文 月/2
英語科教育法Ⅰ(中高教職) 村岡　有香 火/2 教職演習（小学校英語Ａ） 小川　隆夫 木/1
英語科教育法Ⅲ(中高教職) 村岡　有香 金/2 定期 教職演習Ａ(①) 杉山　晶子 水/1
英米児童文学 松本 祐子 木/2・定期 教職演習Ａ(②) 杉山　晶子 木/3
欧米文学 永田　喜文 火/5木/4 教職演習Ｃ 仲井　勝巳 火/4
教えるための現代文Ａ 熊谷 芳郎 月/2 教職演習Ｅ 田中　正代 木/4
教えるための古典Ⅰ 濱田　寛/木下　綾子 金/3 教職演習Ｇ 田中　正代 木/2
教えるための古典Ⅲ 木下　綾子/濱田　寛 金/3 行政学（122生以降対象） 三浦　正士 金/1金/2 双方向

おもちゃ論 中村　輝美 金/3 行政学A（123生用） 三浦　正士 金/1
音楽(小①) 久保田 翠 金/2 行政学B（123生用） 三浦　正士 金/2
音楽(小②) 久保田 翠 金/4 共生社会総論 中谷 茂一 水/1水/3
音楽・器楽Ａ 赤羽　美希 月/5 行政法（122生以降対象） 仲田 孝仁 木/3木/4
音楽・器楽Ａ 阪　まどか 火/1 行政法Ａ（123生用） 仲田 孝仁 木/3
音楽・器楽Ａ 赤羽　美希 火/1 行政法Ｂ（123生用） 仲田 孝仁 木/4
音楽・器楽Ａ 阪　まどか 水/3 キリスト教音楽史Ａ 渡辺 善忠 火/3
音楽・器楽Ａ 阪　まどか 水/4 キリスト教概論Ａ(Ａ-１) 木村　太郎 定期
音楽・器楽Ａ 渋谷 みどり 水/4 キリスト教概論Ａ(Ａ-２) 木村　太郎 定期
音楽・実技Ａ(①) 山田　裕治他 火/2 キリスト教概論Ａ(Ｃ-１) 東野　尚志 定期
音楽・実技Ａ(②) 山田　裕治他 火/3 キリスト教概論Ａ(Ｃ-２) 田中 かおる 定期
音楽・実技Ａ(③) 久保田 翠他 火/4 キリスト教概論Ａ(Ｊ-１) 柳田　洋夫 定期
音楽科教育法(小②) 久保田 翠 火/5 キリスト教概論Ａ(Ｊ-２) 吉岡　光人 定期
音楽科教育法(小①) 久保田 翠 金/5 キリスト教概論Ａ(Ｐ-１) 菊地  順 定期

キリスト教概論Ａ(Ｐ-２) 塚本　良樹 定期
キリスト教概論Ａ(Ｐ-３) 東野　尚志 定期

か行 キリスト教概論Ａ(Ｐ-４) 塚本　良樹 定期
キリスト教概論Ａ(Ｓ-１) 木村　太郎 定期

外国語 東  仁美 金/3 キリスト教概論Ａ(Ｓ-２) 木村　太郎 定期
外国語指導法 小川　隆夫 木/3 キリスト教思想史Ａ 村瀬　天出夫 定期
介護等体験及び事前事後指導(Ｃ用) 安永　啓司/岩田　健 水/5・集中 キリスト教社会倫理Ａ 菊地  順 定期
介護等体験及び事前事後指導(教職) 安永　啓司/岩田　健 水/5・集中 キリスト教社会倫理Ｂ 鈴木　光 定期
会社法 佐藤　文彦 月/4 キリスト教とアジア文化Ａ 春木　育美 定期
学習・言語心理学 槻舘　尚武 集中 キリスト教とアメリカ文化Ａ 五十嵐　成見 定期
学習指導と学校図書館 須藤　崇夫 土/1 キリスト教と音楽Ａ 渡辺 善忠 火/2
学校インターンシップ（基礎）(C-1) 佐藤/杉山/安永 木/4 キリスト教と国際社会Ａ 谷口 隆一郎 火/4
学校インターンシップ（基礎）(C-2) 佐藤/杉山/安永 木/4 キリスト教と日本社会Ａ 鈴木　光 定期
学校経営と学校図書館 小林　功 金/3 キリスト教と美術Ａ 甲賀　正彦 月/3
家庭支援論 佐藤 千瀬 火/3 キリスト教と福祉活動の実際Ａ 吉岡　光人 火/2
環境学 山本　秀正 火/3木/3 キリスト教と文学Ａ 帆苅　基生 定期
環境法 鈴木　詩衣菜 月/1 キリスト教と歴史形成Ａ 安井　聖 定期
韓国語Ⅰ 溝口 カプスン 水/3水/4 キリスト教人間学Ｂ 木村　太郎 定期
韓国語Ⅰ 金　娜玄 水/4水/5 キリスト教文化論Ａ(J用） 柳田　洋夫 定期
韓国語Ⅰ 溝口 カプスン 木/2木/3 キリスト教文化論Ａ(C用） 山口　博 定期
韓国語Ⅱ 溝口 カプスン 木/4木/5 キリスト教文化論Ｂ(A用) 洛雲海 定期
漢文学概説 福田　素子 木/4木/5 キリスト教保育論 田中 かおる 金/2
基礎教育入門(書き方)(Ｐ-３) 新井　尚子 火/2 金融論 鈴木 真実哉 金/1金/2
基礎教育入門(書き方)(Ｊ-１) 宮村　真紀 火/2 グローバル世界の歴史Ａ／グローバル世界の歴史 和田 光司 火/3木/3
基礎教育入門(書き方)(Ｐ-１) 上嶋 康道 火/3 グローバルリーディングスキルズ R．ローランド 月/1月/2
基礎教育入門(書き方)(Ｊ-2) 宮村　真紀 火/3 経営学 閑林　亨平 木/1木/2
基礎教育入門(書き方)(A用) 新井　尚子 火/3 経営管理 金子　毅 火/2金/3
基礎教育入門(書き方)(Ｐ-２) 上嶋 康道 火/4 経営倫理 金子　毅 火/3
基礎教育入門(話し方)(再履修用) 吉川　臨太郎 月/4 経済学 正上　常雄 月/1月/2
基礎ゼミＡ 畠山　宗明 水/1 経済学 方　元駒 月/3木/2
基礎ゼミＡ 東  仁美 水/1 経済学 長嶋　佐央里 金/1金/2
基礎ゼミＡ 江崎　聡子 水/1 経済思想史 鈴木 真実哉 金/3金/4
基礎ゼミＡ 今出　敏彦 水/1 経済法(122生以上) 清水　太郎 月/1月/2
基礎ゼミＣ 村瀬　天出夫 金/1 刑事司法と福祉 三澤　孝夫 木/2

芸術と文化（西洋美術） 瀧井　直子 火/2金/2
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健康・体力づくり実習Ａ(フィットネスエクササイズ) 高橋　洋子 月/2 社会教育実習 若原　幸範 集中
健康・体力づくり実習Ａ(フィットネスエクササイズ) 高橋　洋子 月/3 社会情報論 鈴木　省吾 金/2
健康・体力づくり実習Ａ（球技(ゴール型)） 檜山　康 火/4 社会調査実践Ⅰ 柳瀬　公 水/5
健康・体力づくり実習Ａ(球技(ターゲット型)) 押川　智貴 水/3 社会調査入門 川島　安博 火/4
健康・体力づくり実習Ａ(ニュースポーツ) 松永　直人 水/3 社会調査の基礎/社会福祉調査の基礎 古谷野 亘 木/3
健康・体力づくり実習Ａ(球技(ネット型)) 松永　直人 金/3 社会的養護Ａ/社会的養護 大原　天青 土/1
言語学 小林 茂之 火/4木/4 社会統計学の基礎 柳瀬　公 水/4
言語学特殊講義 小林 茂之 火/5木/5 社会と芸術文化Ｂ 畠山　宗明 月/5木/3
現代アメリカ事情 江崎　聡子 火/5金/5 社会福祉援助技術演習Ｄ 川口　真実 火/5
現代社会論 春木　育美 火/4火/5 社会福祉援助技術演習Ｄ 元田　宏樹 水/3
原典講読Ⅰ 上宇都ゆりほ 月/3月/4 社会福祉概論 山本　博之 金/4金/5
権利擁護と成年後見制度 長尾　愛女 定期 社会への扉を開く P学科教員 水/1
権利擁護を支える法制度 長尾　愛女 定期 社会保障論 元田　宏樹 火/3金/4
公共政策論 猪狩　廣美 金/2 社会教育課題研究Ａ 土屋　里穂 火/2
更生保護制度 三澤　孝夫 木/2 就職に役立つ基礎英語 櫻井　智美 金/1金/2
高等学校教育実習(Ｊ教職) 熊谷 芳郎 月/3 出版と編集 川島　安博 火/2火/3
高等学校教育実習(A教職) 村岡　有香 火/3 生涯学習概論 小池 茂子 火/3
公務員演習Ⅰ公務員演習A 猪狩　廣美 木/1 生涯学習概論Ａ 小池 茂子 火/3
公務員講座(自然科学) 佐々木　研一朗 火/4火/5 生涯学習支援論Ａ 岩崎　まさみ 月/4
公務員講座(社会科学) 岩元　義隆 金/3金/4 障害者・障害児心理学 伊藤　亜矢子 月/4
公務員講座(専門Ａ) 猪狩　廣美他 土/1土/2 障害児(者)の理解と社会 安永　啓司 月/3水/3
公務員講座(判断推理) 池田　洋子 月/1月/2 障害児教育総論 安永　啓司/米田　宏樹 月/5・集中

公務員特講(自治体研究Ａ) 猪狩　廣美 木/2 障害児保育Ａ 青木　康彦 金/3
高齢者に対する支援と介護保険制度 長谷部　雅美 月/3 生涯スポーツ実習Ａ(バドミントン基礎) 松永　直人 金/1
コーポレート・ファイナンス 中村　竜哉 水/5 生涯スポーツ実習Ａ(バドミントン基礎) 松永　直人 月/2
国語科教育法Ⅰ(中高教職) 熊谷 芳郎 金/1 生涯スポーツ実習Ａ(バドミントン基礎) 松永　直人 月/3
国語科教育法Ⅲ(中高教職) 熊谷 芳郎 金/5 生涯スポーツ実習Ａ(サッカー) 檜山　康 火/3
国際経済論A 方　元駒 月/2 生涯スポーツ実習Ａ(ソフトボール) 押川　智貴 水/4
国際政治学 宮本　悟 月/3木/3 生涯スポーツ実習Ａ(バスケットボール） 田端　宏樹 木/2
国際ビジネスの現場Ａ 春木　育美/国際社会貢献センターＡ 水/4 生涯スポーツ実習Ａ(卓球) 田端　宏樹 木/3
国際法 鈴木　詩衣菜 金/3金/4 生涯スポーツ実習Ａ(バドミントン基礎) 松永　直人 金/2
国際ボランティア入門Ａ 金沢　はるえ 金/2 障害幼児指導法 石川　由美子 水/4水/5
古典読解Ａ 渡辺 正人 金/3 商法 佐藤　文彦 月/3
古典読解Ｂ 網本　尚子 金/2 商法概論 佐藤　文彦 月/3月/4
古典日本語Ⅰ 上宇都ゆりほ 月/3月/4 情報学Ａ 津曲　達也 木/1
子ども家庭支援論 佐藤 千瀬 火/3 情報基礎(Ｃ-１) 鈴木　省吾 金/1
子どもと環境 佐藤 千瀬 木/5 情報基礎(Ｃ-２) 坂巻　英一 水/3
子どもと健康 清水　洋生 金/5 情報基礎(Ｊ-１) 原島　大輔 水/4
子どもと言葉 田澤　薫/寺﨑　恵子 木/5金/5 情報基礎(Ｊ-２) 二神　常爾 月/2
子どもと人間関係 岩木　信喜/横井　紘子 火/3 情報基礎(Ａ) 原島　大輔 水/5
子どもの食と栄養Ａ 川和　理恵 月/3 情報基礎(Ｐ-１) 二神　常爾 月/1
子どもの保健/子どもの保健A 賀数　勝太 月/4月/5 情報基礎(Ｐ-２) 津曲　達也 木/2
子ども理解の理論と方法 田澤　薫 月/4 情報基礎(Ｐ-３) 二神　常爾 金/5
コミュニティサービスラーニングⅠ 川田　虎男 火/1 情報基礎(再履修用) 鈴木　省吾 金/3
コンピュータ応用実習Ｂ 二神　常爾 月/3 情報サービス演習Ａ 川瀬　康子 月/4

情報サービス演習Ｂ 坂内　悟 金/1
情報サービス論 塩﨑　亮 金/2

さ行 情報資源組織演習(分類) 三日市　紀子 火/4
情報資源組織演習(目録) 榎本　裕希子 月/3

産業心理学/産業・組織心理学 中村　洸太 集中 情報資源組織論(分類) 榎本　裕希子 月/4
算数科教育法(小①) 杉山　晶子 月/2 情報資源組織論(目録) 榎本　裕希子 月/2
算数科教育法(小②) 杉山　晶子 月/3 情報通信ネットワーク論 竹井  潔 火/5金/4
視覚障害児の教育総論 永井　伸幸 集中 情報メディア史 川瀬　康子 月/3
時事問題演習 森脇　健介 水/3 情報リスク論 鈴木　省吾 金/2
時事問題演習 山本　祥弘 水/3 情報リテラシーＡ 坂巻　英一 火/3火/4
時事問題演習 森脇　健介 水/4 職業人生と健康 奥　富美子 火/1火/2
時事問題演習 山本　祥弘 水/4 女性学 藤田 和美 月/1月/2
時事問題演習 森脇　健介 木/1 書道 小倉　明美 木/1木/2
時事問題演習 山本　祥弘 木/1 初等国語科教育法(小②) 田中　正代 月/2
時事問題演習（P以外） 森脇　健介 木/2 初等国語科教育法(小①) 田中　正代 月/3
時事問題演習（P以外） 山本　祥弘 木/2 初等社会科教育法 平岡　健 月/1
思想（キリスト教Ｂ）／思想（キリスト教） 今出　敏彦 金/4 神経・生理心理学 武井　真純 集中
思想（倫理） 今出　敏彦 火/3金/3 心理学(教養) 岩木　信喜 火/4金/3
児童英語教育(カリキュラム・デザイン) 東  仁美 火/4 心理学概論(S-1) 堀　恭子/伊藤　亜矢子 木/4木/5
児童英語教育(ワークショップＢ) 櫻井　智美 火/1火/2 心理学概論(S-2) 堀　恭子/伊藤　亜矢子 木/4木/5
児童学概論 田澤　薫 水/1 心理学研究法(S-1) 大橋　良枝/西村　洋一 月/2
児童心理学 村上　純子 木/1 心理学実験 西村/小橋/神田 木/4木/5
児童文学 松本 祐子 月/3 心理言語学 川手  恩 金/4金/5
児童文学 小林　夏美 金/2金/3 心理実習 大橋　良枝/村上　純子 木/2
司法・犯罪心理学 室城　順子 火/2 心理データ処理基礎 山城　大地 火/1
地元学 渡辺 正人/猪狩　廣美 木/4 心理演習 長谷川 恵美子/堀　恭子 月/3月/4
社会学と社会システム 渡邊　隼 定期 スクールソーシャルワーク実践 岩田　健 水/5
社会学 加藤　裕康 木/3木/4 スクールソーシャルワーク論 谷口　恵子 金/2
社会学(Ｗ/S用) 渡邊　隼 定期
社会教育経営論Ａ 若原　幸範 金/3
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スペイン語Ⅰ 越智 直子 月/3木/2 専門演習Ａ(組織行動論) 八木　規子 火/3
スペイン語Ⅰ 越智 直子 月/4木/3 専門演習Ａ(地域社会論) 若原　幸範 金/2
スペイン語Ⅰ 浅見　恵理 水/4木/4 専門演習Ａ(法政情報論) 渡辺 英人 月/2
スペイン語Ⅱ 越智 直子 月/2木/1 専門演習Ａ(ミクロ経済学) 方　元駒 木/1
生活 石橋　桂子 木/1 相関文化 村松  晋 月/4
政治学 森分　大輔 月/5木/5 造形表現基礎(a) 柴﨑　裕 月/2
政治学 西海　洋志 火/5金/5 造形表現基礎(b) 柴﨑　裕 月/3
政治学方法論 宮本　悟 月/2 造形表現基礎(c) 柴﨑　裕 月/4
政治過程論（123・122生用） 高橋 愛子 集中 総合的な学習の時間の指導法(小②) 石橋　桂子 木/2
政治経済学特講(西洋政治思想講読Ａ) 高橋 愛子 金/5 総合的な学習の時間の指導法 井上　兼生 木/1
政治哲学 森分　大輔 月/3木/4 総合的な学習の時間の指導法(小①) 石橋　桂子 木/2
聖書の世界Ａ 大坪　園子 木/2 相談援助の基盤と専門職Ⅱ 望月　隆之 火/1
精神保健学 河本　次生 土/1土/2 ソーシャルワークの理論と方法C（精神） 栗原　浩之 土/1土/2
精神保健福祉援助技術各論 栗原　浩之 土/1土/2 ソーシャルワーク演習Ａ（精神） 谷口　恵子 火/1
精神保健福祉援助実習 相川/田村/谷口 集中 ソーシャルワーク演習Ａ（精神） 谷口　恵子 火/3
精神保健福祉援助実習指導Ｂ 田村　綾子 水/1 ソーシャルワーク演習Ｂ（社会） 望月　隆之 火/2
精神保健福祉制度論 相川 章子 火/5 ソーシャルワーク演習Ｂ（社会） 中谷 茂一 火/2
精神保健福祉の原理Ｂ 田村　綾子 火/4 ソーシャルワーク演習Ｂ（社会） 川口　真実 火/4
生徒指導論(進路指導を含む。) 小川　隆夫 月/4 ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（社会） 谷口　恵子 水/1
生徒指導論(進路指導を含む。)(中高教職) 井上　兼生 木/2 ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（社会） 谷口　恵子 水/1
青年心理学 伊藤　亜矢子 月/3 ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（社会） 谷口　恵子 水/1
西洋史 田中 史高 月/4木/4 ソーシャルワーク実習Ⅰ（社会） 中谷 茂一 集中
西洋史 森　斉丈 火/5金/5 ソーシャルワーク実習Ⅰ（社会） 元田　宏樹 集中
西洋史 蝶野　立彦 木/4木/5 ソーシャルワーク実習Ⅰ（社会） 長谷部　雅美 集中
専門演習(異文化間教育Ⅱ) 佐藤 千瀬 水/3 ソーシャルワーク実習Ⅰ（社会） 谷口　恵子 集中
専門演習(音楽創造論Ⅱ) 久保田 翠 水/3 ソーシャルワーク実習Ⅰ（社会） 望月　隆之 集中
専門演習(教育文化論Ⅰ)121生用 寺﨑　恵子 水/3 ソーシャルワークの基盤と専門職(社会) 望月　隆之 火/1
専門演習Ａ(共生社会学) 春木　育美 金/4 ソーシャルワークの理論と方法A 望月　隆之 金/2
専門演習(児童学Ⅱ) 田澤　薫 水/3 組織行動論 八木　規子 火/5金/5
専門演習(児童文学Ⅱ) 松本 祐子 水/3 卒業研究(異文化間教育Ⅱ) 佐藤 千瀬 火/2
専門演習(生涯学習Ⅱ) 小池 茂子 金/2 卒業研究(音楽創造論Ⅱ) 久保田 翠 金/3
専門演習(障害児心理学Ⅱ) 青木　康彦 水/3 卒業研究(教育文化論Ⅰ)120生用 寺﨑　恵子 金/3
専門演習(特別支援教育論Ⅱ) 野村　春文 水/3 卒業研究(児童文学Ⅱ) 松本 祐子 月/4
専門演習Ⅰ(文学③) 杉淵　洋一 金/4 卒業研究(生涯学習Ⅱ) 小池 茂子 火/4
専門演習(保育実践論Ⅱ) 相川 徳孝 水/3 卒業研究(障害児心理学Ⅱ) 青木　康彦 金/2
専門演習(理科Ⅱ) 仲井　勝巳 水/3 卒業研究(特別支援教育論Ⅱ) 野村　春文 月/3
専門演習Ⅰ（歴史・思想②） 今井　勇 金/4 卒業研究(保育実践論Ⅱ) 相川 徳孝 月/4
専門演習Ⅰ(比較文化③) 濱田　寛 金/4 卒業研究(理科Ⅱ) 仲井　勝巳 火/3
専門演習Ⅰ(言語①) 小林 茂之 木/3 卒業研究Ⅰ（共生社会学） 春木　育美 金/3
専門演習Ⅰ(言語③) 黒﨑　佐仁子 木/3 卒業研究Ⅰ(映像文化)（120生） 畠山　宗明 月/4
専門演習Ⅰ(文化④) 熊谷 芳郎 月/5 卒業研究Ⅰ(会計学) 山田　ひとみ 金/5
専門演習Ⅰ(文学①) 木下　綾子 金/4 卒業研究Ⅰ(キリスト教社会倫理) 菊地  順 火/4
専門演習Ⅰ(歴史・思想④) 村松  晋 月/5 卒業研究Ⅰ(近現代文化②) 熊谷 芳郎 月/5
専門演習Ⅰ(歴史・思想⑤) 柳田　洋夫 木/3 卒業研究Ⅰ(近現代文学①) 杉淵　洋一 金/4
専門演習Ⅰ(歴史・思想①) 阿部　能久 火/5 卒業研究Ⅰ(経営管理) 金子　毅 火/4
専門演習Ⅱ(アメリカ研究) 江崎　聡子 水/3 卒業研究Ⅰ(経営管理) 金子　毅 火/5
専門演習Ⅱ(映像文化) 畠山　宗明 水/3 卒業研究Ⅰ(言語①) 小林 茂之 木/3
専門演習Ⅱ(応用言語学) 村岡　有香 水/3 卒業研究Ⅰ(言語③) 黒﨑　佐仁子 木/3
専門演習Ⅱ(外国語教育) R．ローランド 水/3 卒業研究Ⅰ(憲法) 石川 裕一郎 木/5
専門演習Ⅱ(家族心理学) 村上　純子 月/2 卒業研究Ⅰ(国際環境法) 鈴木　詩衣菜 火/2
専門演習Ⅱ(学校臨床心理学) 伊藤　亜矢子 水/3 卒業研究Ⅰ(国際政治学) 宮本　悟 木/4
専門演習Ⅱ(高齢者福祉論) 長谷部　雅美 水/3 卒業研究Ⅰ(古典文学①) 木下　綾子 金/4
専門演習Ⅱ(子ども・家庭福祉論) 中谷 茂一 火/4 卒業研究Ⅰ(財政学) 長嶋　佐央里 金/4
専門演習Ⅱ(児童英語教育) 東  仁美 水/3 卒業研究Ⅰ(思想②) 村松  晋 月/5
専門演習Ⅱ(社会心理学) 西村　洋一 水/3 卒業研究Ⅰ(思想③) 柳田　洋夫 木/3
専門演習Ⅱ(社会老年学) 古谷野 亘 水/3 卒業研究(児童学Ⅰ)120生用 田澤　薫 月/3
専門演習Ⅱ(集団心理学) 大橋　良枝 水/3 卒業研究Ⅰ(社会情報学) 鄭　鎬碩 月/5
専門演習Ⅱ(精神保健福祉論) 相川 章子 木/5 卒業研究Ⅰ(情報倫理) 竹井  潔 金/3
専門演習Ⅱ(ソーシャルワーク論) 田村　綾子 水/3 卒業研究Ⅰ(政治過程論) 高橋 愛子 金/4
専門演習Ⅱ(多文化共生論) 今出　敏彦 水/3 卒業研究Ⅰ(政治哲学) 森分　大輔 水/3
専門演習Ⅱ(福祉政策論) 元田　宏樹 金/2 卒業研究Ⅰ(精神保健福祉論) 相川 章子 木/4
専門演習Ⅱ(文化受容論) 村瀬　天出夫 水/3 卒業研究Ⅰ(組織行動論) 八木　規子 金/3
専門演習Ⅱ(ヨーロッパ史) 和田 光司 水/3 卒業研究Ⅰ(地域社会論) 若原　幸範 金/1
専門演習Ⅱ(臨床心理学) 長谷川 恵美子 水/3 卒業研究Ⅰ(比較文化 アジア②) 濱田　寛 金/4
専門演習Ａ(会計学) 山田　ひとみ 金/4 卒業研究Ⅰ(平和学) 西海　洋志 火/4
専門演習Ａ(キリスト教社会倫理) 菊地  順 火/3 卒業研究Ⅰ(法政情報論) 渡辺 英人 月/3
専門演習Ａ(経営管理) 金子　毅 金/4 卒業研究Ⅰ(歴史①) 阿部　能久 火/5
専門演習Ａ(憲法) 石川 裕一郎 木/4 卒業研究Ⅱ(家族心理学) 村上　純子 木/3
専門演習Ａ(公共政策論) 猪狩　廣美 金/5 卒業研究Ⅱ(高齢者福祉論) 長谷部　雅美 月/2
専門演習Ａ(国際環境法) 鈴木　詩衣菜 月/2 卒業研究Ⅱ(子ども・家庭福祉論) 中谷 茂一 金/3
専門演習Ａ(国際政治学) 宮本　悟 木/2 卒業研究Ⅱ(社会心理学) 西村　洋一 月/4
専門演習Ａ(財政学) 長嶋　佐央里 金/3 卒業研究Ⅱ(集団心理学) 大橋　良枝 月/4
専門演習Ａ(社会情報学) 鄭　鎬碩 月/3 卒業研究Ⅱ(障害者福祉論) 猪瀬　桂二 土/2
専門演習Ａ(情報倫理) 竹井  潔 火/4 卒業研究Ⅱ(精神保健福祉論) 相川 章子 木/3
専門演習Ａ(政治哲学) 森分　大輔 木/3 卒業研究Ⅱ(臨床心理学) 長谷川 恵美子 月/2
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卒業研究Ⅱ(ソーシャルワーク論) 田村　綾子 金/3 日本語１(応用日本語) 新田　小雨子 火/3
卒業研究Ⅱ(アメリカ研究) 江崎　聡子 火/4 日本語１(応用日本語) 新田　小雨子 木/3
卒業研究Ⅱ(応用言語学) 村岡　有香 金/3 日本語１(応用日本語) 守屋　久美子 金/3
卒業研究Ⅱ(国際理解) R．ローランド 月/3 日本語１(応用日本語) 守屋　久美子 金/4
卒業研究Ⅱ(児童英語教育) 東  仁美 金/4 日本語１(口頭表現) 古賀　裕基 木/2
卒業研究Ⅱ(多文化共生論) 今出　敏彦 火/4 日本語１(口頭表現) 古賀　裕基 木/3
卒業研究Ⅱ(福祉政策論) 元田　宏樹 火/1 日本語１(口頭表現) 古賀　裕基 木/4
卒業研究Ⅱ(文化受容論) 村瀬　天出夫 金/4 日本語１（コミュニケーション） 岡村　佳代 月/3
卒業研究Ⅱ(ヨーロッパ史) 和田 光司 火/5 日本語１（コミュニケーション） 岡村　佳代 金/2
卒業レポートＡ(近現代文化②) 熊谷 芳郎 金/3 日本語１（コミュニケーション） 岡村　佳代 金/3
卒業レポートＡ(言語①) 小林 茂之 火/3 日本語１(作文) 大熊　美佳 月/1
卒業レポートＡ(言語③) 黒﨑　佐仁子 金/2 日本語１(作文) 大熊　美佳 月/2
卒業レポートＡ(古典文学①) 木下　綾子 火/3 日本語１(作文) 大熊　美佳 月/3
卒業レポートＡ(思想②) 村松  晋 火/5 日本語１(試験対策) 内田　紀子 木/2
卒業レポートＡ(思想③) 柳田　洋夫 金/5 日本語１(試験対策) 土屋　真理子 金/4
卒業レポートＡ(比較文化アジア②) 濱田　寛 木/5 日本語１(試験対策) 土屋　真理子 金/5
卒業レポートＡ(歴史①) 阿部　能久 金/4 日本語１(総合)Ａ 新井　智子 月/3金/2
卒業研究Ⅱ(キリスト教人間学) 五十嵐　成見 金/5 日本語１(総合)Ａ 日暮　康晴 水/3木/3
卒業レポートＡ(近現代文化③) 小川　祐喜子 月/4 日本語１(総合)Ａ 日暮　康晴 水/5木/2

日本語１(総合)Ｂ 大熊　美佳 水/3水/4
日本語１(総合)Ｂ 丸山　具子 水/4水/5

た行 日本語１(総合)Ｂ 内田　紀子 木/4木/5
日本語１(聴解) 大熊　美佳 水/3水/4

体育 鈴木　直樹 火/2 日本語１(聴解) 丸山　具子 水/4水/5
体育(講義) 松永　直人 金/4 日本語１(聴解) 内田　紀子 木/4木/5
体育科教育法 鈴木　直樹 火/1 日本語１(読解) 日暮　康晴 水/3木/3
対人関係論 竹渕 香織 月/2 日本語１(読解) 黒﨑　佐仁子 木/1金/1
地域圏研究(アメリカ) 西住　祐亮 月/3 日本語１(読解) 新井　智子 月/3/金/2

知覚・認知心理学 小橋　眞理子 木/3 日本語１（日本事情） 江原　美恵子 月/1
知的障害児の心理・生理・病理Ａ 青木/勝二/舟橋 金/4・集中 日本語１（日本事情） 太田　ミユキ 月/2
地方財政 長嶋　佐央里 木/3木/4 日本語１（日本事情） 江原　美恵子 月/2
中学校教育実習(Ｊ教職) 熊谷 芳郎 月/3 日本語１(文法) 横田　敦子 火/3
中学校教育実習(A教職) 村岡　有香 火/3 日本語１(文法) 横田　敦子 火/4
中国語Ⅰ 閻  子謙 火/1金/1 日本語１(文法) 横田　敦子 火/5
中国語Ⅰ 新田　小雨子 火/1木/1 日本語１(文字語彙)Ａ 日暮　康晴 水/4
中国語Ⅰ 閻  子謙 金/1火/1 日本語１(文字語彙)Ａ 太田　ミユキ 木/1
中国語Ⅱ 新田　小雨子 火/2木/2 日本語１(文字語彙)Ａ 太田　ミユキ 木/2
中国思想 大坊　真伸 金/3金/4 日本語１(文字語彙)Ａ 日暮　康晴 木/4
重複障害児の教育総論 川間　健之介 集中 日本語１(文字語彙)Ｂ 上田　潤子 月/4
デジタルコミュニケーション 二神　常爾 月/3 日本語１(文字語彙)Ｂ 上田　潤子 金/4
哲学 大賀　祐樹 月/3木/4 日本語１(文字語彙)Ｂ 上田　潤子 金/5
哲学 谷口 隆一郎 火/3木/3 日本語２(アカデミックスキル) 新井　智子 月/2
哲学 高橋　章仁 水/1金/5 日本語２(アカデミックスキル) 新井　智子 金/3
哲学入門 村瀬　天出夫 日本語２（応用日本語） 丸山　具子 水/3
ドイツ語Ⅰ 清水 威能子 火/3金/3 定期 日本語２（応用日本語） 土屋　真理子 木/4
ドイツ語Ⅰ 清水 威能子 火/4金/4 日本語２（作文) 太田　ミユキ 月/1
統計学Ａ 津曲　達也 月/5木/3 日本語２（作文) 太田　ミユキ 月/3
読書と豊かな人間性 小林　功 金/4 日本語２(聴解) 内藤 みち 月/4
特別活動指導法(小①) 杉山　晶子 木/2 日本語２(聴解) 内藤 みち 木/5
特別活動指導法(小②) 杉山　晶子 木/2 日本語２（読解） 黒﨑　佐仁子 火/3
特別活動指導法(中高教職) 小泉　博明 金/1 日本語２（読解） V．A．グエン 金/3
特別支援教育実習 野村/青木/安永 木/3 日本語２(日本語ICT) 新井　智子 月/2
図書館基礎特論 尾鷲　瑞穂 土/1 日本語２(日本語ICT) 新井　智子 金/3
図書館サービス概論 三日市　紀子 水/3 日本語２(日本事情) 江原　美恵子 木/1
図書館実習 塩﨑　亮 金/5 日本語２(日本事情) 江原　美恵子 木/3
図書館情報学演習 塩﨑　亮 火/5 日本語２(文章表現)Ｂ 上田　潤子 火/3
図書館情報学概論 塩﨑　亮 火/2 日本語２(文章表現)Ｂ 上田　潤子 火/5
図書館情報技術論 塩﨑　亮 金/4 日本語２(文法) 上田　潤子 火/3
図書館情報資源特論 三日市　紀子 水/4 日本語２(文法) 上田　潤子 火/5
図書館制度・経営論 三日市　紀子 火/3 日本語２（文字語彙） V．A．グエン 木/2

日本語２（文字語彙） V．A．グエン 木/3
日本語２(文字語彙)Ａ 内藤 みち 月/4

な行 日本語２(文字語彙)Ａ 内藤 みち 木/5
日本語２(文字語彙)Ｂ 江原　美恵子 木/1

南欧の社会と文化Ｂ 高津　美和 木/5 日本語２(文字語彙)Ｂ 江原　美恵子 木/3
日本の民俗 西村　敏也 火/3火/4 日本語３（アカデミックスキル) 江原　美恵子 月/3
日本キリスト教史Ａ 和寺　悠佳 金/5 日本語３（アカデミックスキル) 江原　美恵子 木/2
日本語１(アカデミックスキル) 西村　由美 月/1 日本語３（アカデミックライティング) 西村　由美 水/3
日本語１(アカデミックスキル) 西村　由美 月/4 日本語３（アカデミックライティング) 西村　由美 木/2
日本語１(アカデミックスキル) 西村　由美 木/1 日本語３（応用日本語） 前坊　香菜子 水/3
日本語１(応用漢字) 新田　小雨子 火/3 日本語３（応用日本語） 前坊　香菜子 水/4
日本語１(応用漢字) 新田　小雨子 木/3 日本語３(口頭表現) 江原　美恵子 月/3
日本語１(応用漢字) 守屋　久美子 金/3 日本語３(口頭表現) 江原　美恵子 木/2
日本語１(応用漢字) 守屋　久美子 金/4
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日本語３（聴解） 内藤 みち 月/5 福祉心理学 堀　恭子 木/3
日本語３（聴解） 内藤 みち 木/3 フランス語Ⅰ 小室　廉太 月/3水/3
日本語３（日本事情） 岡田　誠 火/1 フランス語Ⅰ 小室　廉太 月/4水/4
日本語３（日本事情） 岡田　誠 火/2 フランス語Ⅱ 小室　廉太 月/5水/5
日本語３(文章表現) 西村　由美 水/3 フランス語圏文化 長野　壮一 水/3水/4
日本語３(文章表現) 西村　由美 木/2 プログラミング基礎Ａ 坂巻　英一 水/1
日本語３(文字語彙)Ａ 内藤 みち 月/5 文化学 坂巻 理恵子 土/1土/2
日本語３(文字語彙)Ａ 内藤 みち 木/3 文学 上宇都ゆりほ 木/3木/4
日本語３(文字語彙)Ｂ 岡田　誠 火/1 文学理論 杉淵　洋一 木/3金/3
日本語３(文字語彙)Ｂ 岡田　誠 火/2 文芸(創作)Ｂ 佐怒賀　直美 木/2
日本語４（アカデミックスキル) 片山　奈緒美 月/3 文章表現法(再履修用) 副田  恵 定期
日本語４（アカデミックスキル) 片山　奈緒美 月/4 保育実習 田澤　薫/青木　康彦 集中
日本語４（アカデミックライティング) 上田　潤子 月/3 保育実習Ａ 田澤　薫 集中
日本語４（アカデミックライティング) 内田　紀子 木/3 保育実習Ｂ 野村　春文 集中
日本語４（応用日本語) 土屋　真理子 木/3 保育実習指導 田澤　薫/青木　康彦 木/2
日本語４（応用日本語) 土屋　真理子 金/3 保育実習指導Ａ 田澤　薫 木/4木/5
日本語４(口頭表現) 片山　奈緒美 月/3 保育実習指導Ｂ 野村　春文 木/1木/2
日本語４(口頭表現) 片山　奈緒美 月/4 保育内容・健康 清水　洋生 金/3
日本語４（聴解） 上田　潤子 火/4 保育内容・健康 清水　洋生 金/4
日本語４（聴解） V．A．グエン 金/2 保育内容・言葉 上野　直子 月/2
日本語４（日本事情） 岡田　誠 火/3 保育内容・言葉 上野　直子 月/3
日本語４（日本事情） 岡田　誠 水/1 保育内容・人間関係 横井　紘子 火/2
日本語４(文章表現) 上田　潤子 月/3 保育内容・表現 相川 徳孝 月/2
日本語４(文章表現) 内田　紀子 木/3 保育内容・表現 相川 徳孝 月/3
日本語４(文字語彙)Ａ 土屋　真理子 木/3 保育内容の研究・健康(幼①) 清水　洋生 金/4
日本語４(文字語彙)Ａ 土屋　真理子 金/3 保育内容の研究・健康(幼②) 清水　洋生 金/3
日本語４(文字語彙)Ｂ 岡田　誠 火/3 保育内容の研究・言葉(幼①) 上野　直子 月/2
日本語４(文字語彙)Ｂ 岡田　誠 水/1 保育内容の研究・言葉(幼②) 上野　直子 月/3
日本語Ａ 小西　玲子 水/4 保育内容の研究・人間関係関係 横井　紘子 火/2
日本語学(文法)Ａ 黒﨑　佐仁子 木/2 保育内容の研究・表現Ａ(幼①) 相川 徳孝 月/3
日本語教育概論 作田　奈苗/岡村　佳代 火/1金/1 保育内容の研究・表現Ａ(幼②) 相川 徳孝 月/2
日本語教育実習 黒﨑　佐仁子/土屋　真理子 火/1木/2 法学 渡辺 英人 月/1木/4
日本語教材・教具論 守屋　久美子/黒﨑　佐仁子 金/2 法政情報論 渡辺 英人 木/1木/2
日本国憲法 石川 裕一郎 月/5 簿記Ⅱ（商業） 山田　ひとみ 火/5
日本国憲法 齋藤　美沙 木/1 簿記Ⅰ 山田　ひとみ 火/4金/3
日本語表現法(ディベート) 近藤　聡 集中 簿記Ⅰ 山田　ひとみ 金/3火/4
日本史概説Ａ 阿部　能久 金/5 北米地域研究 西住　祐亮 月/3
日本史特殊講義 今井　勇 火/1火/2 保健医療サービス 加藤　寿寿華 定期
日本史の研究(近世史特論) 六本木　健志 火/4 保健医療と福祉 加藤　寿寿華 定期
日本史の研究(近代史特論) 今井　勇 金/3 ボランティア実践論 川田　虎男 火/2
日本史の研究(古代史特論) 渡辺 正人 金/1
日本社会（現代日本の諸相） 松村　憲 火/1金/1
日本社会（現代日本の諸相） 松村　憲 火/2金/2 ま行
日本政治史 佐々木　研一朗 火/2火/3
日本の演劇 小島　智章 木/4木/5 マクロ経済学 由川　稔 火/1火/2
日本の音楽 鈴木 英一 月/3月/4 民法Ａ(120生以降対象) 原田　香菜 木/3
日本の芸能・工芸Ｃ／日本の芸能・工芸① 山田　理映 金/5 民法Ｂ(120生以降対象) 原田　香菜 木/4
日本の思想(キリスト教) 村松  晋 火/4
日本の思想(仏教) 髙山　秀嗣 火/4
日本のポップ・カルチャー 清水  均 月/3月/4 や行
日本文学概説 木下　綾子 火/4火/5
日本文学研究と批評(古典①) 渡辺 正人 木/3木/5 幼児理解の理論と方法 田澤　薫 月/4
日本文学史(中世・近世) 石澤　一志 水/4水/5 幼稚園教育実習 相川 徳孝/佐藤 千瀬 木/3
日本文学特殊講義② 前田　潤 火/1火/2 ヨーロッパ近現代史 和田 光司 火/4木/4
乳児保育Ａ 田村　すゞか 月/2 予備演習Ａ 森分　大輔 月/4

予備演習Ａ 方　元駒 月/4
予備演習Ａ 石川 裕一郎 木/3

は行 予備演習Ａ 渡辺 英人 木/3
予備演習Ａ 内藤 みち 木/4

パーソナル・ファイナンス 中村　竜哉 水/4 予備演習Ａ 宮本　悟 木/5
発達心理学 山根　直人 木/4 予備演習Ａ 竹井  潔 金/2
比較憲法 松村　芳明 水/3水/4 予備演習Ａ 金子　毅 金/2
比較文化概論 杉淵　洋一 木/4金/5 予備演習Ａ 山田　ひとみ 金/2
比較文化特殊講義① 濱田　寛 木/4金/5 予備演習Ａ 春木　育美 金/2
ビジネス・プレゼンテーション 吉川　臨太郎 木/3
ビジネス・ライティング 吉川　臨太郎 木/2
ビジネス実務 永井　キクヨ 木/1木/2 ら行
ビジネス日本語対策講座Ａ 内藤 みち 月/3
秘書学概論 永井　キクヨ 木/3木/4 ライフデザイン・良く生きるＡ 清水  均 定期
病弱児指導法 土屋　忠之 集中 理科(小②) 仲井　勝巳 木/2
病弱児の心理・生理・病理 長谷川　行洋/小畑　文也 木/1木/2・集中 理科(小①) 仲井　勝巳 木/3
ファイナンス 中村　竜哉 水/5 臨床心理学概論 長谷川 恵美子 木/2
福祉環境学 山田　義文 水/4水/5 歴史と文化 阿部　能久 火/3火/4
福祉サービスの組織と経営 田嶋　英行 定期 社会老年学 古谷野 亘 木/2
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E～T

ECA(Basic Grammar) 大谷　多摩貴 木/3 ECA(やり直しの発音) D.N.キャニング 火/2
ECA(Basic Grammar) 田口　裕子 金/2 ECA(やり直しの発音) B．ヴィーボル 木/3
ECA(Cinema)A 島田　洋子 火/1 ECA(留学生のための英語) 木村　美里 火/4
ECA(Basic TOEIC) A 永田　喜文 火/3 ＦＰ入門講座 中村　竜哉 水/4
ECA(Basic TOEIC) A 島田　洋子 金/3 Public Speaking Ｍ．サベット 火/1金/4
ECA(Basic TOEIC) B 能町 和子 火/4 TOEIC(初級)Ａ 今尾　香雪 月/3月/4
ECA(Business) 中川　英幸 水/3 TOEIC(初級)Ａ 常岡　亜希子 水/3水/4
ECA(Cinema)B 田口　裕子 水/4 TOEIC(中級)Ａ 島田　美織 火/3火/4
ECA(Culture) 田口　裕子 金/1
ECA(English for Omotenashi) 大谷　多摩貴 金/2
ECA(English through Songs)Ａ Ｍ．サベット 火/3
ECA(English through Songs)Ａ B．ヴィーボル 木/4
ECA(Global Understanding) R．ローランド 木/2
ECA(Global Understanding) D.N.キャニング 金/2
ECA(Pleasure Reading)Ｂ J. マーティン 定期
ECA(Pleasure Reading)Ａ 田口　裕子 金/3
ECA(Reading)Ⅰ(A) Level a D.N.キャニング 月/2
ECA(Reading)Ⅰ(A) Level b J. マーティン 月/2
ECA(Reading)Ⅰ(A) Level c 能町 和子 月/2
ECA(Reading)Ⅰ(A) Level d 島田　洋子 月/2
ECA(Reading)Ⅰ(ALL) Level a 能町 和子 月/3
ECA(Reading)Ⅰ(ALL) Level a 中川　英幸 火/3
ECA(Reading)Ⅰ(ALL) Level b 能町 和子 火/3
ECA(Reading)Ⅰ(ALL) Level b 島田　洋子 月/3
ECA(Reading)Ⅰ(J) Level a D.N.キャニング 月/1
ECA(Reading)Ⅰ(J) Level b 中川　英幸 月/1
ECA(Reading)Ⅰ(J) Level c 島田　洋子 月/1
ECA(Reading)Ⅰ(P) Level a D.N.キャニング 月/3
ECA(Reading)Ⅰ(P) Level b 中川　英幸 月/3
ECA(Reading)Ⅰ(P) Level c 木村　美里 月/3
ECA(Reading)Ⅰ(P) Level d 中川　英幸 火/2
ECA(Reading)Ⅰ(P) Level e 能町 和子 火/2
ECA(Reading)Ⅰ(P) Level f 島田　洋子 火/2
ECA(Reading)Ⅱ(ALL) Level a 田口　裕子 水/5
ECA(Reading)Ⅱ(ALL) Level b 常岡　亜希子 水/5
ECA(Speaking)Ⅱ(ALL) 島田　美織 金/1金/2
ECA(Speaking)Ⅰ(A) Level a Ｍ．サベット 火/2金/2
ECA(Speaking)Ⅰ(A) Level b C.オーデン 火/2金/2
ECA(Speaking)Ⅰ(A) Level c J. マーティン 火/2金/2
ECA(Speaking)Ⅰ(A) Level e 中川　英幸 火/2金/2
ECA(Speaking)Ⅰ(ALL) 大谷　多摩貴 火/4金/3
ECA(Speaking)Ⅰ(ALL) B．ヴィーボル 木/1木/2
ECA(Speaking)Ⅰ(C) Level a D.N.キャニング 火/1金/3
ECA(Speaking)Ⅰ(C) Level b C.オーデン 火/1金/3
ECA(Speaking)Ⅰ(C) Level c J. マーティン 火/1金/3
ECA(Speaking)Ⅰ(S) Level a D.N.キャニング 火/3金/1
ECA(Speaking)Ⅰ(S) Level b J. マーティン 火/3金/1
ECA(Speaking)Ⅰ(S) Level c C.オーデン 火/3金/1
ECA(Speaking)Ⅰ(S) Level d 島田　洋子 火/3金/1
ECA(Speaking)Ⅰ(S) Level e 大谷　多摩貴 火/3金/1
ECA(Speaking)Ⅱ(ALL) 能町 和子 月/4木/3
ECA(Travel English) 永田　喜文 火/4
ECA(Travel English) 大谷　多摩貴 木/2
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(A) Level a J. マーティン 木/2
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(A) Level b D.N.キャニング 木/2
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(A) Level c 能町 和子 木/2
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(A) Level d 島田　洋子 木/2
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(ALL) 中川　英幸 月/2
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(ALL) 田口　裕子 水/3
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(J) Level a J. マーティン 木/3
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(J) Level b 中川　英幸 木/3
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(J) Level c 島田　洋子 木/3
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(P) Level a J. マーティン 木/4
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(P) Level b D.N.キャニング 木/4
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(P) Level c 中川　英幸 木/4
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(P) Level d 大谷　多摩貴 木/4
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(P) Level e 能町 和子 木/4
ECA(英語基礎表現)Ⅰ(P) Level f 島田　洋子 木/4
ECA(英語基礎表現)Ⅱ(ALL) 中川　英幸 木/2
ECA(英語基礎表現)Ⅱ(ALL) 大谷　多摩貴 火/2
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