
8/1  2015年度　秋学期　市ヶ谷基礎科目・総合科目　授業内試験　掲示 2015年12月1日現在

曜時 クラス 科　目 教員氏名 授業内試験実施日 現行教室 試験教室 教室変更 備　考

月曜1時限 [環1年G-Ｌ組] ドイツ語１－Ⅱ 佐藤　まり子 1/18（月） ５５４ 同左

月曜1時限 [環1年G-Ｌ組] フランス語１－Ⅱ 稲垣　正久 1/18（月） Ｆ５０２ 同左

月曜1時限 [営1年Ｍ組] 中国語２Ⅱ 祝　振媛 1/18（月） 遠隔講義室 同左 富士見坂校舎1F

月曜1時限 [環1年J-Ｌ組] 中国語１－Ⅱ 賀　蘭 1/18（月） ８７９ 同左

月曜1時限 [環1年G-Ｌ組] スペイン語１－Ⅱ コルメナ　ロメロ　ロベルト 1/18（月） Ｆ４０８ 同左

月曜1時限 [営1年A-Ｊ組] 朝鮮語１Ⅱ 富所　明秀 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

月曜1時限 [環1年] 朝鮮語１－Ⅱ 内山　政春 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

月曜1時限 [文1年:英語5組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 池田　しおり 1/18（月） ０５０４ 同左

月曜1時限 [文1年:英語4組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 内田　静江 1/18（月） Ｓ３０３ 同左

月曜1時限 [文1年:英語6組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 楠　陽子 1/18（月） ０８０６ 同左

月曜1時限 [文1年:英語11組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 利根川　真紀 1/18（月） Ｓ２０２ 同左

月曜1時限 映画で学ぶ英語Ⅱ 清水　純子 12/21（月） Ｆ４０５ 同左

月曜1時限 [環1年-1組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 北原　ルック　明子 1/18（月） Ｆ４０６ ８７８Ａ 試験日の教室変更あり

月曜1時限 [環1年-3組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 塙　美智子 1/18（月） Ｆ５０１ 同左

月曜1時限 [環1年-5組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 本多　浩子 1/18（月） Ｆ５０３ 同左

月曜1時限 [キ1年a組] 英語１－Ⅱ 大曲　陽子 1/18（月） Ｓ３０２ 同左

月曜1時限 [キ1年ｂ組] 英語１－Ⅱ 高橋　優身 1/18（月） Ｓ４０３ 同左

月曜1時限 [キ1年ｃ組] 英語１－Ⅱ 宮本　正和 1/18（月） ０６０４ 同左

月曜2時限 物質と環境Ⅱ 中島　弘一 1/18（月） Ｆ３０２ 同左

月曜2時限 [環1年A-F組] ドイツ語１－Ⅱ 佐藤　まり子 1/18（月） ５５４ 同左

月曜2時限 [文2年A組] フランス語３Ⅱ 稲垣　正久 1/18（月） Ｆ５０２ 同左

月曜2時限 [法1年G組] 中国語１Ⅱ 福木　滋久 12/21（月） ０７０５ ５７４ 試験日の教室変更あり

月曜2時限 [法1年G組] 中国語１Ⅱ 福木　滋久 1/18（月） ０７０５ 同左

月曜2時限 [法2年K組] 中国語３Ⅱ 竹内　良雄 1/18（月） ８６８Ａ 同左

月曜2時限 中国語コミュニケーションⅡ 祝　振媛 1/18（月） 遠隔講義室 同左 富士見坂校舎1F

月曜2時限 [環1年D-F組] 中国語１－Ⅱ 賀　蘭 1/18（月） ８７９ 同左

月曜2時限 [環1年A-F組] スペイン語１－Ⅱ コルメナ　ロメロ　ロベルト 1/18（月） Ｆ４０８ 同左

月曜2時限 朝鮮語３Ⅱ 富所　明秀 1/18（月） ５６３ 同左

月曜2時限 [文1年:英語19組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 池田　しおり 1/18（月） ０５０４ 同左

月曜2時限 [文1年:英語17組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 内田　静江 1/18（月） Ｓ３０３ 同左

月曜2時限 [文1年:英語18組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 楠　陽子 1/18（月） ０８０６ 同左

月曜2時限 [文1年:英語26組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 利根川　真紀 1/18（月） Ｓ２０２ 同左

月曜2時限 [環1年-7組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 北原　ルック　明子 1/18（月） Ｆ４０６ ８７８Ａ 試験日の教室変更あり

月曜2時限 [環1年-9組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 塙　美智子 1/18（月） Ｆ５０１ 同左

月曜2時限 [環1年-11組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１-Ⅱ 本多　浩子 1/18（月） Ｆ５０３ 同左

月曜2時限 [キ1年 i 組] 英語２－Ⅱ 岩谷　道夫 12/21（月） １００４ 同左

月曜2時限 [キ1年ｇ組] 英語２－Ⅱ 大曲　陽子 1/18（月） Ｓ３０２ 同左

月曜2時限 [キ1年h組] 英語２－Ⅱ 高橋　優身 1/18（月） Ｓ４０３ 同左

月曜2時限 [キ1年ｌ組] 英語２－Ⅱ 宮本　正和 1/18（月） ０６０４ 同左

月曜2時限 中国の民族と文化 齋藤　勝 12/21（月） Ｆ４０２ 同左

月曜2時限 確率・統計 池田　宏一郎 1/18（月） Ｓ２０５ 同左

月曜3時限 地理学Ⅱ 長沢　利明 1/18（月） ８５８ 同左

月曜3時限 物質と環境Ⅱ 山本　裕右 1/18（月） ５７２ 同左

月曜3時限 [文2年R・U-W組] フランス語３Ⅱ 稲垣　正久 1/18（月） Ｆ５０２ 同左

月曜3時限 [営1年D組] 中国語２Ⅱ 祝　振媛 1/18（月） Ｓ３０３ 同左

月曜3時限 [法2年H組] 中国語３Ⅱ 竹内　良雄 1/18（月） ８６８Ａ 同左

月曜3時限 中国語コミュニケーションⅡ 金　佩華 1/18（月） Ｆ５０４ 同左

月曜3時限 中国語補講Ⅱ 劉　光赤 1/18（月） Ｆ４０８ 同左

月曜3時限 [法1年K,Ｌ組] スペイン語１Ⅱ 敦賀　公子 1/18（月） Ｆ３０１ ８６７ 試験日の教室変更あり

月曜3時限 [法1年N-V組] スペイン語２Ⅱ コルメナ　ロメロ　ロベルト 1/18（月） ８６９ 同左

月曜3時限 [国1年SA] スペイン語４ 大西　亮 1/18（月） Ｆ４０５ 同左

月曜3時限 スペイン語補講１・２－Ⅱ 川上　英 1/18（月） Ｆ３１１ Ｆ３０９ 試験日の教室変更あり

月曜3時限 [営1年K-U組] 朝鮮語１Ⅱ 内山　政春 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

月曜3時限 [法1年全] 朝鮮語１Ⅱ 富所　明秀 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

月曜3時限 [文2年L-X組] 朝鮮語３Ⅱ 梁　禮先 1/18（月） Ｓ５０２ 同左

月曜3時限 [文2年] 日本語３－Ⅱ 中沢　佐企子 1/18（月） Ｓ５０１ 同左

12/21（月）、1/18（月）両日試験実施。
12/21（月）のみ教室変更あり



8/2  2015年度　秋学期　市ヶ谷基礎科目・総合科目　授業内試験　掲示 2015年12月1日現在

曜時 クラス 科　目 教員氏名 授業内試験実施日 現行教室 試験教室 教室変更 備　考

月曜3時限 基礎から固める英語Ⅱ 塙　美智子 1/18（月） Ｆ５０１ ８７９ 試験日の教室変更あり

月曜3時限 ロシア語初級Ⅱ 木部　敬 1/18（月） Ｓ４０４ 同左

月曜4時限 哲学Ⅱ 白根　裕里枝 1/18（月） ５４１ 同左

月曜4時限 文化人類学Ⅱ 小河　久志 1/18（月） ８３３ 同左

月曜4時限 社会思想Ⅱ 熊沢　敏之 1/18（月） Ｓ３０７ 同左

月曜4時限 物質と環境Ⅱ 山本　裕右 1/18（月） ５７２ 同左

月曜4時限 [文2年U-W組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 笠原　賢介 1/18（月） ８７０ ５７４ 試験日の教室変更あり

月曜4時限 [営2年A,B組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 長澤　優子 1/18（月） Ｆ４０７ 同左

月曜4時限 [法1年E,F組] フランス語２Ⅱ 福島　清紀 1/18（月） Ｆ３０５ 同左

月曜4時限 [法1年V組] 中国語２Ⅱ 劉　光赤 1/18（月） Ｓ２０２ 同左

月曜4時限 中国語補講Ⅱ 金　佩華 1/18（月） Ｆ５０４ 同左

月曜4時限 [営1年G組] スペイン語１Ⅱ 敦賀　公子 1/18（月） Ｆ３０１ ８６９ 試験日の教室変更あり

月曜4時限 [営2年G組] スペイン語３Ⅱ ヨルディー　マリア 1/18（月） Ｆ５０１ ５６２ 試験日の教室変更あり

月曜4時限 [文1年全] 朝鮮語１Ⅱ 内山　政春 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

月曜4時限 英語検定試験対策Ⅱ 吉川　直澄 1/18（月） ０３０９ＣＬ 同左

月曜4時限 光と色の科学 中島　弘一 1/18（月） １０００ 同左

月曜4時限 スペイン語中級Ⅱ 大西　亮 1/18（月） Ｆ５０５ 同左

月曜5時限 論理学Ⅱ 佐々木　護 12/21（月） ５６１ 同左

月曜5時限 社会学Ⅱ 徐　玄九 1/18（月） ８７７ ８３３ 試験日の教室変更あり

月曜5時限 文化人類学Ⅱ 小河　久志 1/18（月） ５３１ 同左

月曜5時限 文化人類学Ⅱ 長沢　利明 1/18（月） Ｓ５０５ 同左

月曜5時限 社会思想Ⅱ 熊沢　敏之 1/18（月） Ｓ３０７ 同左

月曜5時限 原子から宇宙までⅡ 吉灘　好 1/18（月） ８５５ 同左
試験の１問を１２月中の授業内に
告知する。 試験当日にレポートと
して答案に添付して提出すること。

月曜5時限 [営2年C組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 長澤　優子 1/18（月） Ｆ４０７ 同左

月曜5時限 [法2年Y組] フランス語（３）Ⅱ 福島　清紀 1/18（月） Ｆ３１１ 同左

月曜5時限 [文1年X組] 中国語２Ⅱ 劉　光赤 1/18（月） Ｓ２０２ 同左

月曜5時限 スペイン語５Ⅱ ヨルディー　マリア 1/18（月） Ｆ５０１ 同左

月曜5時限 英語検定試験対策Ⅱ 吉川　直澄 1/18（月） ０３０９ＣＬ 同左

月曜6時限 倫理学Ⅱ 越部　良一 1/18（月） ８５７ 同左

月曜6時限 経済学Ⅱ 飯塚　務 1/18（月） Ｓ３０６ 同左

月曜6時限 原子から宇宙までⅡ 吉灘　好 1/18（月） ８５５ 同左
試験の１問を１２月中の授業内に
告知する。 試験当日にレポートと
して答案に添付して提出すること。

火曜1時限 日本史Ⅱ 岡野　浩二 1/19（火） ８３３ 同左

火曜1時限 心理学Ⅱ 小島　弥生 1/19（火） ５４１ 同左

火曜1時限 社会思想Ⅱ 徐　玄九 1/19（火） Ｓ４０６ 同左

火曜1時限 [法1年B組] ドイツ語１：表現Ⅱ 岡田　恒雄 1/19（火） ８６９ ５７３ 試験日の教室変更あり

火曜1時限 [文1年P組] ドイツ語２：読解Ⅱ 高木　葉子 1/19（火） Ｆ５０１ 同左

火曜1時限 [法1年Y組] ドイツ語（１）Ⅱ JENS OSTWALD 12/22（火） ８７６ 同左

火曜1時限 [法1年H組] 中国語１Ⅱ 鷲巣　益美 1/19（火） ８６８Ｂ 同左

火曜1時限 [法1年I組] 中国語２Ⅱ 孫　琦 1/19（火） Ｆ４０７ 同左

火曜1時限 スペイン語４Ⅱ 齋藤　康子 1/19（火） Ｆ５０３ 同左

火曜1時限 [法1年Y組] スペイン語（２）Ⅱ 杉下　由紀子 1/12（火） Ｆ４０３ 同左

火曜1時限 [営2年K-U組] 朝鮮語３Ⅱ 富所　明秀 1/19（火） Ｆ５０８ 同左

火曜1時限 [営1年:英語34組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 君島　和子 1/19（火） Ｓ３０２ 同左

火曜1時限 [営1年:英語26組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 榊原　益子 1/12（火） Ｓ４０４ 同左

火曜1時限 基礎から固める英語Ⅱ 福島　昇 1/12（火） Ｓ５０３ 同左

火曜1時限 [キ1年ｌ組] 英語１－Ⅱ 岩谷　道夫 12/22（火） ０５０４ 同左

火曜1時限 [キ1年ｇ組] 英語１－Ⅱ 高橋　優身 1/19（火） Ｓ５０４ 同左

火曜1時限 [キ1年k組] 英語１－Ⅱ 宮本　和恵 1/19（火） Ｆ３０８ 同左

火曜1時限 集合論 安東　祐希 1/12（火） ０７０６ 同左 1/19（火）は通常通り授業実施

火曜2時限 文学Ⅱ 島田　雅彦 1/19（火） ５１１ Ｓ２０５ 試験日の教室変更あり

火曜2時限 言語学Ⅱ 江村　裕文 1/19（火） ０７０２ 同左

火曜2時限 心理学Ⅱ 小島　弥生 1/19（火） ８４４ 同左

火曜2時限 [法1年S組] ドイツ語１：表現Ⅱ JENS OSTWALD 12/22（火） ８７６ 同左

火曜2時限 [文1年B組] ドイツ語２：読解Ⅱ 高木　葉子 1/19（火） Ｆ５０１ ５６４ 試験日の教室変更あり

火曜2時限 ドイツ語４Ⅱ 岡田　恒雄 1/19（火） ８６９ 同左
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火曜2時限 [国1年SA] ドイツ語４ 山根　恵子 1/19（火） ０９０１ 同左

火曜2時限 [国1年SA] フランス語３ 大中　一彌 1/19（火） ０３０８ＬＬ 同左

火曜2時限 [法2年Ｊ組] 中国語３Ⅱ 鷲巣　益美 1/19（火） ８６８Ｂ 同左

火曜2時限 中国語コミュニケーションⅡ 孫　琦 1/12（火） ０６０５ 同左

火曜2時限 [法1年Y組] スペイン語（２）Ⅱ 杉下　由紀子 1/12（火） Ｆ４０３ 同左

火曜2時限 [法2年Y組] スペイン語（３）Ⅱ 齋藤　康子 1/19（火） Ｆ５０３ 同左

火曜2時限 スペイン語補講１・２－Ⅱ 大貫　良史 1/19（火） Ｆ４０１ ８６７ 試験日の教室変更あり

火曜2時限 [法1年Y組] 朝鮮語（１）Ⅱ 富所　明秀 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

火曜2時限 [営1年:英語1組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 安達　秀夫 1/12（火） Ｓ３０４ 同左

火曜2時限 [営1年:英語14組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 君島　和子 1/19（火） Ｓ３０２ 同左

火曜2時限 [営1年:英語12組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 宮崎　直子 1/19（火） Ｆ４０５ 同左

火曜2時限 [営1年:英語9組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 榊原　益子 1/12（火） Ｓ４０４ 同左

火曜2時限 [キ1年ｆ組] 英語２－Ⅱ 岩谷　道夫 12/22（火） ０５０４ 同左

火曜2時限 [キ1年a組] 英語２－Ⅱ 高橋　優身 1/19（火） Ｓ５０４ 同左

火曜2時限 [キ1年e組] 英語２－Ⅱ 宮本　和恵 1/19（火） Ｆ３０８ 同左

火曜2時限 ドイツ語初級Ⅱ 笠原　賢介 1/19（火） ０６０８ 同左

火曜3時限 地理学Ⅱ 長沢　利明 1/19（火） ５５１ 同左

火曜3時限 [営1年C組] ドイツ語１：表現Ⅱ 高木　葉子 1/19（火） Ｆ４０７ 同左

火曜3時限 [法2年A組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ JENS OSTWALD 12/22（火） ８７６ 同左

火曜3時限 [法1年K,Ｌ組] 中国語１Ⅱ 鷲巣　益美 1/19（火） ８６８Ｂ 同左

火曜3時限 [営1年R組] 中国語２Ⅱ 孫　琦 1/19（火） ８７５ 同左

火曜3時限 [営1年F,G組] 中国語２Ⅱ 余　瀾 1/19（火） ８６０ 同左

火曜3時限 [文2年P,Q組] 中国語３Ⅱ 中司　梢 1/19（火） Ｆ４０４ ５６４ 試験日の教室変更あり

火曜3時限 中国語視聴覚Ⅱ 王　翠莉 1/19（火） ０５０８ＬＬ 同左

火曜3時限 [法1年K,Ｌ組] スペイン語２Ⅱ 大貫　良史 1/19（火） Ｆ４０１ 同左

火曜3時限 [法1年Ｍ組] スペイン語２Ⅱ 齋藤　康子 1/19（火） Ｆ３１１ ５５４ 試験日の教室変更あり

火曜3時限 [法2年Ｍ組] スペイン語３Ⅱ 杉下　由紀子 1/12（火） Ｆ４０３ 同左

火曜3時限 古代日本・中国の法と社会 稲田　奈津子 1/19（火） 遠隔講義室 同左 富士見坂校舎1F

火曜3時限 ドイツの思想Ⅱ 笠原　賢介 1/19（火） ８５８ 同左

火曜4時限 原子から宇宙までⅡ 吉田　智 1/19（火） ８５６ 同左

火曜4時限 [営2年G組] 中国語３Ⅱ 王　翠莉 1/19（火） ０５０８ＬＬ 同左

火曜4時限 [営2年E組] 中国語３Ⅱ 中司　梢 1/19（火） Ｆ５０３ ５７４ 試験日の教室変更あり

火曜4時限 中国語４Ⅱ 余　瀾 1/19（火） ８６０ 同左

火曜4時限 [営1年T-U組] スペイン語２Ⅱ 大貫　良史 1/19（火） Ｆ３０５ 同左

火曜4時限 [営2年A-Ｊ組] 朝鮮語３Ⅱ 梁　禮先 1/19（火） Ｓ４０４ 同左

火曜4時限 English through MD．Ⅱ 平野井　ちえ子 1/12（火） ０３０９ＣＬ 同左 1/19（火）は通常通り授業実施

火曜5時限 文学Ⅱ 梶　裕史 1/19（火） Ｆ３０３ 同左

火曜5時限 哲学Ⅱ 白根　裕里枝 1/19（火） ８４４ 同左

火曜5時限 論理学Ⅱ 大西　正人 1/19（火） ８３３ 同左

火曜5時限 日本史Ⅱ 根崎　光男 1/19（火） Ｓ３０６ 同左

火曜5時限 スポーツ・ドイツ語Ⅱ 浦田　智 1/19（火） ５６２ 同左

火曜5時限 [営2年T,U組] 中国語３Ⅱ 中司　梢 1/19（火） Ｆ５０３ ５７４ 試験日の教室変更あり

火曜5時限 現代の錬金術 石川　壮一 1/19（火） ８５６ 同左

火曜6時限 文学Ⅱ 表　きよし 1/19（火） Ｆ３０２ 同左

火曜6時限 文学Ⅱ 梶　裕史 1/19（火） ０９０４ 同左

火曜6時限 ドイツ語補講２－Ⅱ 横澤　義夫 1/19（火） Ｆ３０３ 同左

火曜6時限 TOEIC(R)Ⅱ 平野井　ちえ子 1/12（火） ０３０９ＣＬ 同左 1/19（火）は通常通り授業実施

水曜1時限 [文1年Ｔ-W組] ドイツ語２：読解Ⅱ 高橋　憲子 1/20（水） Ｆ５０２ ５７１ 試験日の教室変更あり

水曜1時限 [法1年D組] フランス語１Ⅱ 江澤　健一郎 1/20（水） ８６５ 同左

水曜1時限 フランス語５Ⅱ 岡村　民夫 1/20（水） ０９０１ 同左

水曜1時限 [キ1年A-H組] フランス語１－Ⅱ 柴崎　秀穂 1/20（水） ８６６ ８６９ 試験日の教室変更あり

水曜1時限 [キ1年] ロシア語１－Ⅱ 木部　敬 1/20（水） ０６０３ 同左

水曜1時限 [文1年X組] 中国語１Ⅱ 中島　咲子 1/20（水） Ｆ５０４ 同左

水曜1時限 [文1年Ｕ,V組] 中国語２Ⅱ 余　瀾 1/20（水） ８７６ 同左

水曜1時限 [営2年H組] 中国語３Ⅱ 千野　明日香 1/20（水） ８６８Ａ 同左

水曜1時限 [キ1年A-D組] 中国語１－Ⅱ 賀　蘭 1/20（水） Ｆ４０１ 同左
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水曜1時限 [キ1年E-H組] 中国語１－Ⅱ 劉　渇氷 1/13（水） ０７０２ 同左

水曜1時限 スペイン語講読Ⅱ 大西　亮 1/13（水） Ｆ５０３ 同左

水曜1時限 [国1年非SA] スペイン語４ ガルシア　ルイス 1/20（水） Ｆ３１１ 同左

水曜1時限 [キ1年A-H組] スペイン語１－Ⅱ 小林　芳樹 1/20（水） Ｆ３０８ 同左

水曜1時限 [キ1年] 朝鮮語１－Ⅱ 内山　政春 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

水曜1時限 [法1年:英語22組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 岡崎　真美 1/13（水） ０８０４ 同左

水曜1時限 [法1年:英語21組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 小川　真也 1/20（水） Ｓ４０３ 同左

水曜1時限 [法1年:英語26組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 久慈　美貴 1/20（水） Ｆ５０１ 同左

水曜1時限 [法1年:英語30組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 當麻　幸子 1/13（水） Ｓ５０２ 同左

水曜1時限 [法1年:英語19組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 北原　ルック　明子 1/20（水） Ｆ４０６ 同左

水曜2時限 [文2年A組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 高橋　憲子 1/20（水） Ｆ５０２ 同左

水曜2時限 [法2年T組] フランス語３Ⅱ 江澤　健一郎 1/20（水） ８６５ 同左

水曜2時限 [国1年] ロシア語６ 木部　敬 1/20（水） ０６０３ 同左

水曜2時限 [営1年K組] 中国語１Ⅱ 中島　咲子 1/20（水） Ｆ５０４ 同左

水曜2時限 [文2年U,V組] 中国語３Ⅱ 千野　明日香 1/20（水） ８６８Ａ 同左

水曜2時限 [法2年Ｌ組] 中国語３Ⅱ 余　瀾 1/20（水） ８７６ 同左

水曜2時限 [キ1年I-Ｌ組] 中国語１－Ⅱ 賀　蘭 1/20（水） Ｆ４０１ 同左

水曜2時限 [キ1年M-P組] 中国語１－Ⅱ 劉　渇氷 1/13（水） ０７０６ 同左

水曜2時限 [法1年W組] スペイン語２Ⅱ 小林　芳樹 1/20（水） Ｆ３０８ 同左

水曜2時限 スペイン語４Ⅱ 大西　亮 1/13（水） Ｆ５０３ 同左

水曜2時限 [キ1年I-P組] スペイン語１－Ⅱ ガルシア　ルイス 1/20（水） Ｆ３１１ 同左

水曜2時限 日本語コミュニケーションⅡ 江村　裕文 1/20（水） ０９０１ 同左

水曜2時限 [法1年:英語7組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 岡崎　真美 1/13（水） ０８０４ 同左

水曜2時限 [法1年:英語6組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 小川　真也 1/20（水） Ｓ４０３ 同左

水曜2時限 [法1年:英語4組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 當麻　幸子 1/13（水） Ｓ５０２ 同左

水曜2時限 [法1年:英語2組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 北原　ルック　明子 1/20（水） Ｆ４０６ 同左

水曜2時限 英語検定試験対策Ⅱ 久慈　美貴 1/20（水） Ｆ５０１ 同左

水曜3時限 哲学Ⅱ 谷口　力 1/20（水） ５７１ 同左

水曜3時限 倫理学Ⅱ 杉本　隆久 1/20（水） ５３２ 同左

水曜3時限 地理学Ⅱ 前川　明彦 1/20（水） ８４４ 同左

水曜3時限 文化人類学Ⅱ 中島　成久 1/20（水） Ｓ５０５ 同左

水曜3時限 [法1年D-E組] ドイツ語２：読解Ⅱ 高橋　憲子 1/20（水） Ｆ５０２ ５７４ 試験日の教室変更あり

水曜3時限 [文1年A組] フランス語１Ⅱ 江澤　健一郎 1/20（水） ８６５ 同左

水曜3時限 [法2年E・F組] フランス語３Ⅱ 畑中　敏夫 1/13（水） ８６６ 同左

水曜3時限 [国1年非SA] フランス語３ 岡村　民夫 1/13（水） Ｓ４０２ 同左

水曜3時限 [国1年非SA] フランス語３ 鈴木　正道 1/13（水） ０６０９ 同左

水曜3時限 [営1年E組] 中国語１Ⅱ 王　翠莉 1/20（水） ０８０５ ８５５ 試験日の教室変更あり

水曜3時限 [営1年S組] 中国語２Ⅱ 劉　渇氷 1/13（水） ０６０５ 同左

水曜3時限 [営2年R組] 中国語３Ⅱ 三田村　圭子 1/20（水） Ｆ３０３ 同左

水曜3時限 [文1年R-T組] スペイン語２Ⅱ 小林　芳樹 1/20（水） Ｆ４０５ 同左

水曜3時限 [法2年Ｌ組] スペイン語３Ⅱ 大西　亮 1/13（水） Ｆ４０１ ８７５ 試験日の教室変更あり

水曜3時限 [国1年非SA] スペイン語４ ガルシア　ルイス 1/20（水） Ｆ３０５ 同左

水曜3時限 入門英語Ⅱ 小川　真也 1/20（水） Ｆ５０１ ５６１ 試験日の教室変更あり

水曜3時限 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＣＥＨ．Ⅱ 粟飯原　文子 1/20（水） ０７０６ 同左

水曜3時限 時事ロシア語Ⅱ KRAVTSEVICH ANDREY 1/20（水） ０９０３ 同左

水曜4時限 文学Ⅱ 中澤　忠之 1/20（水） ８５７ 同左

水曜4時限 哲学Ⅱ 谷口　力 1/20（水） ８６９ 同左

水曜4時限 政治学Ⅱ 高橋　和則 1/20（水） Ｓ４０７ 同左

水曜4時限 政治学Ⅱ 崔　先鎬 1/13（水） Ｓ４０５ さったホール 試験日の教室変更あり

水曜4時限 生命科学Ⅱ 霜田　幸雄 12/16（水） Ｓ５０５ 同左

水曜4時限 [営1年A-B組] ドイツ語１：表現Ⅱ 梶谷　雄二 1/20（水） Ｆ３１１ 同左

水曜4時限 [営1年D-K組] フランス語２Ⅱ 畑中　敏夫 1/13（水） ８６６ 同左

水曜4時限 [文1年全] ロシア語１Ⅱ 木部　敬 1/20（水） Ｆ５０２ 同左

水曜4時限 中国語４Ⅱ 三田村　圭子 1/20（水） Ｆ３０８ 同左

水曜4時限 中国語視聴覚Ⅱ 王　翠莉 1/20（水） ０５０２ 同左

水曜4時限 [文2年N-R組] スペイン語３Ⅱ 阿波　弓夫 1/13（水） ５７２ 同左
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水曜4時限 スペイン語補講１・２－Ⅱ 佐々木　直美 1/20（水） ８７５ ８６０ 試験日の教室変更あり

水曜5時限 倫理学Ⅱ 杉本　隆久 1/20（水） ５６３ 同左

水曜5時限 論理学Ⅱ 滝口　清栄 1/13（水） ５６１ 同左

水曜5時限 地理学Ⅱ 前畑　明美 1/20（水） ８３３ 同左

水曜5時限 政治学Ⅱ 高橋　和則 1/20（水） Ｓ４０７ 同左

水曜5時限 政治学Ⅱ 崔　先鎬 1/13（水） Ｓ３０７ さったホール 試験日の教室変更あり

水曜5時限 社会学Ⅱ 徐　玄九 1/20（水） ８５８ 同左

水曜5時限 生命科学Ⅱ 霜田　幸雄 12/16（水） Ｓ５０５ 同左

水曜5時限 [環2G-Ｌ組] ドイツ語３－Ⅱ 梶谷　雄二 1/20（水） Ｆ３１１ 同左

水曜5時限 [環2A-F組] ドイツ語３－Ⅱ 長倉　誠一 1/13（水） Ｆ４０８ 同左

水曜5時限 [文1年Ｍ組] フランス語２Ⅱ 畑中　敏夫 1/13（水） ８６６ 同左

水曜5時限 [営1年全] ロシア語１Ⅱ 木部　敬 1/20（水） Ｆ５０２ 同左

水曜5時限 [環2J-Ｌ組] 中国語３－Ⅱ 王　翠莉 1/20（水） ０５０９ＣＬ 同左

水曜5時限 [環2年A-C組] 中国語３－Ⅱ 三田村　圭子 1/20（水） Ｆ３０８ ８７０ 試験日の教室変更あり

水曜5時限 [環2G-Ｌ組] スペイン語３－Ⅱ 阿波　弓夫 1/13（水） ５７２ 同左

木曜1時限 数学、情報を読むためにⅡ 安東　祐希 1/14（木） ０８０５ 同左

木曜1時限 [国1年] 英語３ 粟飯原　文子 1/14（木） ０７０５ 同左

木曜1時限 [国1年] 英語３ 小川　真也 1/14（木） ０７０６ ８６５ 試験日の教室変更あり

木曜1時限 [国1年] 英語３ 佐々木　悠介 1/14（木） ０８０４ ８６６ 試験日の教室変更あり

木曜1時限 [文1年E組] ドイツ語１：表現Ⅱ 坪谷　準治 12/17（木） Ｆ３０５ 同左

木曜1時限 [法2年C組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 横澤　義夫 1/14（木） ０６０５ 同左

木曜1時限 [文1年B-G組] 中国語１Ⅱ 池田　麻希子 1/14（木） Ｆ４０１ 同左

木曜1時限 [文1年H-I組] 中国語２Ⅱ 金　玉英 12/17（木） Ｆ３０６ 同左

木曜1時限 [営2年K組] 中国語３Ⅱ 呉　念聖 1/14（木） Ｆ３０９ 同左

木曜1時限 [環1年A-C組] 中国語２－Ⅱ 賀　蘭 1/14（木） Ｆ３０１ 同左

木曜1時限 [環1年D-F組] 中国語２－Ⅱ 日原　傳 1/14（木） ８６８Ｂ 同左

木曜1時限 [文2年T-X組] スペイン語３Ⅱ 塩﨑　公靖 1/14（木） Ｆ５０３ 同左

木曜1時限 [環1年A-F組] スペイン語２－Ⅱ 鳥塚　あゆち 1/14（木） ８６５ ５６３ 試験日の教室変更あり

木曜1時限 [営1年:英語15組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 加藤　英治 1/14（木） Ｆ４０２ 同左

木曜1時限 [営1年:英語4組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 高橋　優身 1/14（木） ０６０４ 同左

木曜1時限 [営1年:英語16組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 妻鹿　裕子 12/17（木） Ｓ４０４ Ｆ３０４ 試験日の教室変更あり

木曜1時限 [営1年:英語6組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 北原　ルック　明子 1/14（木） Ｆ４０６ 同左

木曜1時限 [環1年-9組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 大曲　陽子 1/14（木） Ｆ５０２ 同左

木曜1時限 [環1年-10組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 吉川　直澄 1/14（木） Ｓ４０１ 同左

木曜1時限 [環1年] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ MARK D BURNS 1/14（木） Ｆ３０８ 同左

木曜1時限 [環1年-7組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 余田　亜希 1/14（木） Ｆ５０４ 同左

木曜2時限 中国語の世界Ⅱ 渡辺　大 1/14（木） ８６０ 同左

木曜2時限 文学Ⅱ 川鍋　義一 12/17（木） ０６０５ ８６９ 試験日の教室変更あり

木曜2時限 西洋史Ⅱ 渡辺　知 1/14（木） ５４２ 同左

木曜2時限 科学史Ⅱ 谷本　勉 1/14（木） ５７２ 同左

木曜2時限 [国1年] 英語３ 粟飯原　文子 1/14（木） ０７０５ 同左

木曜2時限 [国1年] 英語３ 小川　真也 1/14（木） ０７０６ ８６５ 試験日の教室変更あり

木曜2時限 [国1年] 英語３ 佐々木　悠介 1/14（木） ０８０４ ８６９ 試験日の教室変更あり

木曜2時限 [法1年C組] ドイツ語１：表現Ⅱ 坪谷　準治 12/17（木） Ｆ３０５ 同左

木曜2時限 スポーツ・ドイツ語Ⅱ 横澤　義夫 1/14（木） ０６０３ 同左

木曜2時限 [法2年Y組] ドイツ語（３）Ⅱ 内田　俊一 1/14（木） Ｆ４０７ 同左

木曜2時限 フランス語視聴覚Ⅳ 富田　正二 1/14（木） ０３０８ＬＬ 同左

木曜2時限 [法1年H組] 中国語２Ⅱ 金　玉英 12/17（木） Ｆ３０６ 同左

木曜2時限 [法1年G組] 中国語２Ⅱ 呉　念聖 1/14（木） Ｆ３０９ 同左

木曜2時限 [法2年G組] 中国語３Ⅱ 池田　麻希子 1/14（木） Ｆ４０１ 同左

木曜2時限 [環1年G-I組] 中国語２－Ⅱ 賀　蘭 1/14（木） Ｆ３０１ 同左

木曜2時限 [環1年J-Ｌ組] 中国語２－Ⅱ 日原　傳 1/14（木） ８６８Ｂ 同左

木曜2時限 [文2年B-I組] スペイン語３Ⅱ 塩﨑　公靖 1/14（木） Ｆ５０３ 同左

木曜2時限 [環1年G-Ｌ組] スペイン語２－Ⅱ 鳥塚　あゆち 1/14（木） ８６５ ５６４ 試験日の教室変更あり

木曜2時限 [環1年] 朝鮮語２－Ⅱ 新谷　あゆり 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

木曜2時限 [文2年] 日本語４－Ⅱ 江村　裕文 1/14（木） ０９０１ 同左
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木曜2時限 [営1年:英語20組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 宇治谷　義英 1/14（木） Ｓ５０１ ８６８Ａ 試験日の教室変更あり

木曜2時限 [営1年:英語25組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 岡村　由美子 1/14（木） Ｓ２０３ 同左

木曜2時限 [営1年:英語32組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 加藤　英治 1/14（木） Ｆ４０２ 同左

木曜2時限 [営1年:英語18組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 斎藤　昇 12/17（木） ８７５ 同左

木曜2時限 [営1年:英語21組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 須藤　祐二 1/14（木） ０９０７ 同左

木曜2時限 [営1年:英語31組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 高橋　優身 1/14（木） ０６０４ 同左

木曜2時限 [環1年-3組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 大曲　陽子 1/14（木） Ｆ５０２ 同左

木曜2時限 [環1年-4組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 吉川　直澄 1/14（木） Ｓ４０１ 同左

木曜2時限 [環1年] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ MARK D BURNS 1/14（木） Ｆ３０８ 同左

木曜2時限 [環1年-1組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２-Ⅱ 余田　亜希 1/14（木） Ｆ５０４ 同左

木曜2時限 中国の文化と社会Ⅱ 山本　律 1/14（木） ８７９ ５６２ 試験日の教室変更あり

木曜3時限 西洋史Ⅱ 渡辺　知 1/14（木） ８７９ 同左

木曜3時限 科学史Ⅱ 谷本　勉 1/14（木） ５７４ 同左

木曜3時限 [法1年A組] ドイツ語１：表現Ⅱ 内田　俊一 1/14（木） Ｆ４０７ 同左

木曜3時限 [文1年Ｌ組] ドイツ語２：読解Ⅱ 浦田　智 1/14（木） Ｆ５０４ 同左

木曜3時限 ドイツ語４Ⅱ 日中　鎮朗 1/14（木） Ｓ２０３ 同左

木曜3時限 検定フランス語Ⅱ 富田　正二 1/14（木） ０３０８ＬＬ 同左

木曜3時限 [法1年U組] 中国語２Ⅱ 耿　函 1/14（木） Ｆ４０２ 同左

木曜3時限 [法2年U組] 中国語３Ⅱ 玄　宜青 12/17（木） Ｆ４０５ 同左

木曜3時限 中国語補講Ⅱ 池田　麻希子 1/14（木） Ｆ３０１ 同左

木曜3時限 [文1年N組] スペイン語１Ⅱ 佐藤　麻里乃 1/14（木） ８７５ 同左

木曜3時限 [文1年B-I組] スペイン語２Ⅱ 塩﨑　公靖 1/14（木） Ｆ３１１ 同左

木曜3時限 [文1年U-X組] スペイン語２Ⅱ 鳥塚　あゆち 1/14（木） ８６５ 同左

木曜3時限 [営2年H組] スペイン語３Ⅱ 齋藤　康子 1/14（木） Ｆ３０２ 同左

木曜3時限 [法1年Y組] 朝鮮語（２）Ⅱ 安岡　明子 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

木曜3時限 [営環2年] 日本語４－Ⅱ 増田　光司 1/14（木） ０９０５ ８６８Ｂ 試験日の教室変更あり

木曜3時限 英語検定試験対策Ⅱ 金谷　優子 1/14（木） Ｆ３０５ 同左

木曜3時限 行為の理論 山口　誠一 1/14（木） Ｓ３０５ ５１１ 試験日の教室変更あり

木曜3時限 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＣＥＨ．Ⅱ 大曲　陽子 12/17（木）、1/14（木） Ｆ３０４ 同左 12/17（木）、1/14（木）両日試験実施

木曜3時限 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＣＥＳＷ．Ⅱ 斎藤　昇 12/17（木） Ｓ２０４ 同左

木曜3時限 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＡＭＳ．Ⅱ 余田　亜希 1/14（木） ０７０６ 同左

木曜4時限 文学Ⅱ 阿部　真弓 1/14（木） ５５４ 同左

木曜4時限 論理学Ⅱ 白根　裕里枝 1/14（木） ５１１ 同左

木曜4時限 日本史Ⅱ 小口　雅史 1/14（木） Ｓ５０５ 同左

木曜4時限 科学史Ⅱ 谷本　勉 1/14（木） ５７２ 同左

木曜4時限 [法1年S組] ドイツ語２：読解Ⅱ 浦田　智 1/14（木） Ｆ５０４ 同左

木曜4時限 [法2年Ｄ,E組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 伊豆田　俊輔 1/14（木） Ｆ３１１ ５６２ 試験日の教室変更あり

木曜4時限 [法1年T組] フランス語２Ⅱ 富田　正二 1/14（木） ０６０９ 同左

木曜4時限 [文1年Ｐ,Q組] 中国語２Ⅱ 耿　函 1/14（木） Ｆ４０２ 同左

木曜4時限 中国語４Ⅱ 薬　会 1/14（木） ５６３ Ｆ３０２ 試験日の教室変更あり

木曜4時限 [法1年N-V組] スペイン語１Ⅱ 佐藤　麻里乃 1/14（木） ８７５ 同左

木曜4時限 [営2年T-U組] スペイン語３Ⅱ 齋藤　康子 1/14（木） ５６４ 同左

木曜4時限 [営1年K-U組] 朝鮮語２Ⅱ 安岡　明子 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

木曜4時限 [文1年] 日本語１－Ⅱ 増田　光司 1/14（木） ０９０５ ５６３ 試験日の教室変更あり

木曜4時限 マスメディアの英語Ⅱ 楠　陽子 1/14（木） ０５０６ 同左

木曜4時限 English through MD．Ⅱ 余田　亜希 1/14（木） ０５０９ＣＬ 同左

木曜4時限 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＣＥＨ．Ⅱ 金谷　優子 1/14（木） Ｆ３０５ 同左

木曜4時限 ドイツ語講読Ⅱ 日中　鎮朗 1/14（木） ０５０２ 同左

木曜4時限 ドイツの文化と社会Ⅱ 内田　俊一 1/14（木） ０５０８ＬＬ 同左

木曜5時限 東洋史Ⅱ 岡安　勇 1/14（木） ８５６ 同左

木曜5時限 日本史Ⅱ 根崎　光男 1/14（木） Ｓ４０７ 同左

木曜5時限 天文学Ⅱ 吉村　宏和 1/14（木） ８５８ 同左

木曜5時限 [法1年Y組] ドイツ語（２）Ⅱ 伊豆田　俊輔 1/14（木） Ｆ４０２ ８６０ 試験日の教室変更あり

木曜5時限 [法1年全] ロシア語１Ⅱ KRAVTSEVICH ANDREY 1/14（木） ５７１ 同左

木曜5時限 [法1年Ｊ組] 中国語２Ⅱ 薬　会 1/14（木） ５６３ 同左

木曜5時限 [法1年全] 朝鮮語２Ⅱ 安岡　明子 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。
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木曜5時限 映画で学ぶ英語Ⅱ 鈴木　理枝 12/17（木） ８６５ 同左

木曜6時限 東洋史Ⅱ 岡安　勇 1/14（木） ８５６ 同左

木曜6時限 天文学Ⅱ 吉村　宏和 1/14（木） ８５８ 同左

金曜1時限 マクロ経済学Ⅱ 蓮見　亮 1/8（金） ８４３ 同左

金曜1時限 [文2年P組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 日中　鎮朗 1/8（金） Ｆ４０６ 同左

金曜1時限 [法1年I組] 中国語１Ⅱ 中島　咲子 1/8（金） Ｆ４０１ 同左

金曜1時限 中国語４Ⅱ 千野　明日香 1/8（金） Ｆ３０２ 同左

金曜1時限 [法2年Y組] 中国語（３）Ⅱ 金　玉英 12/18（金） Ｆ３０６ 同左

金曜1時限 [営1年G組] スペイン語２Ⅱ 渡部　哲郎 1/8（金） Ｆ４０５ ８６９ 試験日の教室変更あり

金曜1時限 [文1年:英語27組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 利根川　真紀 1/8（金） Ｓ５０３ 同左

金曜1時限 [文1年:英語20組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 岩崎　博 1/8（金） Ｓ５０１ 同左

金曜1時限 [文1年:英語19組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 榊原　益子 12/18（金） Ｓ３０４ 同左

金曜1時限 [文1年:英語29組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 鈴木　眞奈美 1/8（金） ０５０９ＣＬ 同左

金曜1時限 [文1年:英語30組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 須藤　祐二 1/8（金） Ｆ５０４ 同左

金曜2時限 時事ドイツ語Ⅱ 日中　鎮朗 1/8（金） Ｆ４０６ 同左

金曜2時限 [営1年S組] 中国語１Ⅱ 中島　咲子 1/8（金） Ｆ４０１ 同左

金曜2時限 [文2年B-G組] 中国語３Ⅱ 千野　明日香 1/8（金） Ｆ３０２ 同左

金曜2時限 [営1年O-Q組] スペイン語１Ⅱ 渡部　哲郎 1/8（金） Ｆ４０５ ８６９ 試験日の教室変更あり

金曜2時限 [営1年D-F組] スペイン語２Ⅱ 大貫　良史 1/8（金） Ｆ５０３ 同左

金曜2時限 [法2年Y組] スペイン語（３）Ⅱ 高橋　早代 12/18（金） Ｆ４０７ 同左

金曜2時限 [文1年:英語12組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 利根川　真紀 1/8（金） Ｓ５０３ 同左

金曜2時限 [文1年:英語2組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 岩崎　博 1/8（金） Ｓ５０１ 同左

金曜2時限 [文1年:英語5組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 榊原　益子 12/18（金） Ｓ３０４ 同左

金曜2時限 [文1年:英語1組] Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ 須藤　祐二 1/8（金） Ｆ５０４ 同左

金曜2時限 英語リーディング・ワークショップⅡ菅野　智城 1/8（金） Ｆ５０１ ５５４ 試験日の教室変更あり

金曜2時限 スペイン語初級Ⅱ 鳥塚　あゆち 1/8（金） Ｆ４０３ 同左

金曜3時限 日本史Ⅱ 小口　雅史 1/8（金） Ｓ４０７ 同左

金曜3時限 社会思想Ⅱ 中村　勝己 1/8（金） ５７３ 同左

金曜3時限 [文2年B組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 天沼　春樹 1/8（金） ８６８Ｂ 同左

金曜3時限 [国1年非SA] 中国語３ 金　玉英 12/18（金） Ｆ３０４ 同左

金曜3時限 [法1年W組] スペイン語１Ⅱ 大貫　良史 1/8（金） Ｆ３０５ 同左

金曜3時限 [営1年T,U組] スペイン語１Ⅱ 高橋　早代 12/18（金） 遠隔講義室 同左 富士見坂校舎1F

金曜3時限 [営1年M,N組] スペイン語１Ⅱ 若林　大我 1/8（金） Ｆ５０４ 同左

金曜3時限 スペイン語補講１・２－Ⅱ 鳥塚　あゆち 1/8（金） Ｆ４０８ ５７４ 試験日の教室変更あり

金曜3時限 基礎から固める英語Ⅱ 岩崎　博 1/8（金） ５７１ 同左

金曜3時限 英語リーディング・ワークショップⅡ菅野　智城 1/8（金） Ｆ３０７ 同左

金曜3時限 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＣＥＨ．Ⅱ 榊原　益子 12/18（金） Ｓ５０２ 同左

金曜4時限 文学Ⅱ 大﨑　さやの 1/8（金） ５６４ 同左

金曜4時限 哲学Ⅱ 山口　誠一 1/8（金） Ｓ４０６ 同左

金曜4時限 東洋史Ⅱ 芦沢　知絵 1/8（金） ８３５ 同左

金曜4時限 日本史Ⅱ 小口　雅史 1/8（金） Ｓ３０７ 同左

金曜4時限 [営2年Ｊ組] ドイツ語３：理解テクスト把握Ⅱ 天沼　春樹 1/8（金） ８６８Ｂ 同左

金曜4時限 [キ1年A-H組] ドイツ語２－Ⅱ 長倉　誠一 1/8（金） Ｆ３１１ 同左

金曜4時限 [営2年D組] 中国語３Ⅱ 馬　挺 1/8（金） Ｆ４０３ 同左

金曜4時限 [キ1年E-H組] 中国語２－Ⅱ 伊藤　一彦 12/18（金） Ｆ４０６ 同左

金曜4時限 [営1年H-K組] スペイン語２Ⅱ 大貫　良史 1/8（金） Ｆ３０５ 同左

金曜4時限 [キ1年A-H組] スペイン語２－Ⅱ 鳥塚　あゆち 1/8（金） Ｆ４０８ ５５１ 試験日の教室変更あり

金曜4時限 スペイン語補講３－Ⅱ 若林　大我 1/8（金） Ｆ５０４ 同左

金曜4時限 [営1年A-Ｊ組] 朝鮮語２Ⅱ 神谷　丹路 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

金曜4時限 [キ1年] 朝鮮語２－Ⅱ 安岡　明子 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

金曜4時限 基礎から固める英語Ⅱ 菅野　智城 1/8（金） Ｆ３０７ ８５６ 試験日の教室変更あり

金曜5時限 哲学Ⅱ 越部　良一 1/8（金） ５５１ 同左

金曜5時限 東洋史Ⅱ 芦沢　知絵 1/8（金） ８３５ 同左

金曜5時限 地理学Ⅱ 小原　丈明 1/8（金） ５５３ 同左

金曜5時限 文化人類学Ⅱ 三冨　正隆 1/8（金） ５４２ 同左

金曜5時限 [キ1年I-P組] ドイツ語２－Ⅱ 長倉　誠一 1/8（金） Ｆ３１１ 同左
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金曜5時限 [文2年H組] 中国語３Ⅱ 馬　挺 1/8（金） Ｆ４０３ 同左

金曜5時限 [キ1年M-P組] 中国語２－Ⅱ 伊藤　一彦 12/18（金） Ｆ４０６ 同左

金曜5時限 [キ1年I-P組] スペイン語２－Ⅱ 大貫　良史 1/8（金） Ｆ３０５ 同左

金曜5時限 [文1年全] 朝鮮語２Ⅱ 神谷　丹路 定期試験期間内に実施。詳細は後日発表の定期試験時間割を参照。

金曜6時限 倫理学Ⅱ 越部　良一 1/8（金） ５５１ 同左

土曜1時限 補講英語１・２－Ⅱ 西田　義和 12/12（土） Ｆ５０５ 同左

土曜1時限 [文1年Ｌ組] ドイツ語１：表現Ⅱ 外山　知子 1/9（土） Ｓ４０３ 同左

土曜1時限 [文1年P組] ドイツ語１：表現Ⅱ 畠山　勝彦 12/19（土） Ｆ３１１ 同左

土曜1時限 [文1年Ｍ組] フランス語１Ⅱ 弓　彰 12/19（土） Ｆ３０５ 同左

土曜1時限 [営1年T,U組] 中国語１Ⅱ 大野　広之 1/9（土） ０３０９ＣＬ 同左

土曜1時限 [文1年Ｐ,Q組] 中国語１Ⅱ 倉持　貴文 1/9（土） Ｆ４０４ 同左

土曜1時限 [営1年Ｌ組] 中国語２Ⅱ 薬　会 1/9（土） Ｆ５０３ 同左

土曜1時限 [文1年R-T組] スペイン語１Ⅱ 保﨑　典子 1/9（土） Ｆ３０２ ８６８Ａ 試験日の教室変更あり

土曜1時限 [文1年N組] スペイン語２Ⅱ 若林　大我 1/9（土） Ｆ４０６ 同左

土曜1時限 [国1年非SA] スペイン語３ 佐藤　惣平 1/9（土） ０６０５ 同左

土曜1時限 [国1年非SA] スペイン語３ 塩﨑　公靖 1/9（土） Ｆ４０８ 同左

土曜1時限 [法1年Y組] スペイン語（１）Ⅱ 阿波　弓夫 1/9（土） Ｆ４０７ 同左

土曜1時限 [法1年:英語2組] Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 妻鹿　裕子 12/19（土） Ｓ４０２ Ｆ４０１ 試験日の教室変更あり

土曜1時限 [法1年:英語11組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ Andrew　E.　Chen 1/9（土） Ｆ３０４ 同左

土曜2時限 補講英語１・２－Ⅱ 西田　義和 12/12（土） Ｆ５０５ 同左

土曜2時限 [法1年D-E組] ドイツ語１：表現Ⅱ 外山　知子 1/9（土） Ｓ４０３ 同左

土曜2時限 [文1年A組] ドイツ語１：表現Ⅱ 畠山　勝彦 12/19（土） Ｆ３１１ 同左

土曜2時限 [営1年S組] フランス語１Ⅱ 弓　彰 12/19（土） Ｆ３０５ 同左

土曜2時限 [営1年N組] 中国語１Ⅱ 大野　広之 1/9（土） ０３０９ＣＬ 同左

土曜2時限 [営1年F,G組] 中国語１Ⅱ 倉持　貴文 1/9（土） Ｆ４０４ 同左

土曜2時限 [営1年E組] 中国語２Ⅱ 薬　会 1/9（土） Ｆ５０３ 同左

土曜2時限 中国語補講Ⅱ 千野　明日香 1/9（土） Ｆ４０２ 同左

土曜2時限 [営1年D-F組] スペイン語１Ⅱ 保﨑　典子 1/9（土） Ｆ３０２ ８６８Ａ 試験日の教室変更あり

土曜2時限 [文1年B-I組] スペイン語１Ⅱ 若林　大我 1/9（土） Ｆ４０６ 同左

土曜2時限 [国1年非SA] スペイン語３ 佐藤　惣平 1/9（土） ０６０５ 同左

土曜2時限 [国1年非SA] スペイン語４ 塩﨑　公靖 1/9（土） Ｆ４０８ 同左

土曜2時限 [法1年Y組] スペイン語（１）Ⅱ 阿波　弓夫 1/9（土） Ｆ４０７ 同左

土曜2時限 [法1年:英語18組]Ｅｎｇｌｉｓｈ１Ⅱ 妻鹿　裕子 12/19（土） Ｓ４０２ Ｆ４０１ 試験日の教室変更あり

土曜2時限 [法1年:英語26組]Ｅｎｇｌｉｓｈ２Ⅱ Andrew　E.　Chen 1/9（土） Ｆ３０４ 同左

以上

市ヶ谷リベラルアーツセンター


