
1・2時限(8：30－10：00） 3・4時限(10：15－11：45） 5・6時限（12：45－14：15） 7・8時限(14：30－16：00） 9・10(16：15－17：45） 集中
★上級TOEICセミナーⅠ　廣瀬 浩三
★グローバルリテラシーセミナーⅠ　ﾘｽｷｰ， ｶｰﾒﾗ
●グローバルビジネスコミュニケーションⅠ　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪ
●グローバルビジネスコミュニケーションA 　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪ

英語ⅠA （E-B1）　浅香 加奈子 英語ⅠA （L-B1）　深町　悟 英語Ⅳ　伊野家　伸一 ☆海外留学セミナーA　ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ 英語ⅠA（A－１）　玉木　祐子 ☆○英語海外研修Ａ　青　晴海　ﾘｽｷｰ，ｶｰﾒﾗ
英語ⅠA （E-B2）　深町　悟 英語ⅠA （L-S1）　竹中　裕貴 英語ⅠB（AF1-2）　浅香　加奈子 ☆○英語海外研修Ｃ　(カリフォルニア州・海外基礎研修）青
英語ⅠA （E-S1）　廣瀬　浩三 英語ⅠA （L-S2）　伊野家　伸一 中級英会話A ﾘｽｷｰ，ｶｰﾒﾗ ☆○英語海外研修E　(カリフォルニア州・国際プロフェッショ
英語ⅠA （E-S2）　竹中　裕貴 英語ⅠA （L-A1）　玉木　祐子 ☆○英語海外研修F　(セントラルワシントン大学）青　晴海
英語ⅠA （E-S3）　玉木　祐子 英語ⅠA （L-A2）　浅香　加奈子 ☆○英語海外研修Ｇ　（ヴァージニア・コモンウェルス大学）　
英語ⅠA （E-S４）　伊野家　伸一 ビジネス英語海外研修　青　晴海
英語ⅠA （EーA1）　中井　誠一 グローカル課題解決型研修（タイ：観光開発の現状と課題）　
英語ⅠB （L-S1）　浅香　加奈子 英語ⅠB （E-B1）　竹中　裕貴 英語Ⅳ　伊野家　伸一 英語ⅢB  ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ 英語ⅡB（AF2ー５）　玉木　祐子 ★上級TOEICセミナーⅡ　廣瀬　浩三
英語ⅠB （L-S2）　深町　悟 英語ⅠB （E-S1）　玉木　祐子 異文化コミュニケーション入門B　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪ中級英会話B ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ★グローバルリテラシーセミナーⅡ　ﾘｽｷｰ， ｶｰﾒﾗ
英語ⅠB （L-A1）　汪　曙東 英語ⅠB （E-A1）　中井　誠一 ●グローバルビジネスコミュニケーションⅡ　嘱託講師未定

英語ⅡA （L-B1）　伊野家　伸一 英語ⅡA （E-B1）　伊野家　伸一 ●グローバルビジネスコミュニケーションB　 嘱託講師未定

英語ⅡA （L-A１）　ｵｶﾓﾄ， ﾏｲｹﾙ 英語ⅡA （E-S1）　浅香　加奈子 ☆○英語海外研修B　青　晴海　ﾘｽｷｰ，ｶｰﾒﾗ
英語ⅡA （L-A2）　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 英語ⅡA　（E-S2)　深町　悟 ☆○英語海外研修H　（ミシガン州立大学）　香川　奈緒美
グローバルアンダースタンディング  ﾘｽｷｰ， ｶｰﾒ英語ⅡA　（E-S３)　嘱託講師未定 上級TOEFLセミナーB　ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ

英語ⅠA（AF2)　小葉田　尚子
英語ⅠA （S-B1)　飯塚　登世一 英語ⅠA （SA-B1)　廣瀬　浩三 英語ⅡA（AF2-２)　玉木　祐子 英語ⅠB（AF1-1)　飯塚　登世一 英語ⅠB（AF2ー2）　深町　悟
英語ⅠA （S-B2)　深町　悟 英語ⅠA （SA-B2)　飯塚　登世一 英語ⅡB（AF2-1)　梶山　秀雄 異文化コミュニケーション入門A　ｶﾜﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ 英語ⅡB（AF2ー3）　梶山　秀雄
英語ⅠA （S-B3)　小葉田　尚子 英語ⅠA （SA-B3)　浅香　加奈子 英語ⅡB（AF2ｰ2)　浅香　加奈子 アカデミックリスニングA　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 初級英会話A　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ
英語ⅠA （S-B4)　嘱託講師未定 英語ⅠA （SA-B4)　小葉田　尚子 国際文化情報A　(英語圏）　ﾘｽｷｰ，ｶｰﾒﾗ グローバルインタラクション　ﾘｽｷｰ，ｶｰﾒﾗ
英語ⅠA （S-S1)　竹中　裕貴 英語ⅠA （SA-S1)　汪　曙東
英語ⅠA （S-S2)　玉木　祐子 英語ⅠA （SA-S2)　竹中　裕貴
英語ⅠA （S-S3)　小豆澤　美穂 英語ⅠA （SA-S3)　玉木　祐子
英語ⅠA （S-A1)　汪　曙東 英語ⅠA （SA-S4)　深町　悟

英語ⅠA （SA-S5)　ﾊｰｳﾞｨｰ
英語ⅠA （SA-A1)　中井　誠一

英語ⅠB （S-B1）　竹中　裕貴 英語ⅠB （SA-B1）　廣瀬　浩三 英語ⅠA（AF1ｰ3)　飯塚　登世一 英語ⅠB（AF3）　廣瀬　浩三 英語ⅡB（AF2ー4)　梶山　秀雄
英語ⅠB （S-B2）　浅香　加奈子 英語ⅠB （SA-B2）　飯塚　登世一 英語ⅡA（AFｰ４)　浅香　加奈子 英語ⅠB（AF4）　中井　誠一 国際文化情報B　(英語圏） ﾘｽｷｰ，ｶｰﾒﾗ
英語ⅠB （S-S1）　汪　曙東 英語ⅠB （SA-S1）　竹中　裕貴 英語ⅡA（AFｰ5)　小葉田　尚子 アカデミックリスニングB　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 初級英会話B ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ
英語ⅠB （S-S2）　玉木　祐子 英語ⅠB （SA-S2）　玉木　祐子
英語ⅡA （S-A1）　中井　誠一 英語ⅠB （SA-A1）　汪　曙東
英語ⅡA （S-B1）　深町　悟 英語ⅡA （SA-B1）　深町　悟
英語ⅡA （S-B2）　小葉田　尚子 英語ⅡA （SA-B2）　小葉田　尚子
英語ⅡA （S-S１）　小豆澤　美穂 英語ⅡA （SA-S1）　梶山　秀雄

英語ⅡA （SA-S2）　浅香　加奈子
英語ⅡA （SA-S3）　小豆澤　美穂

英語ⅡB（E-B1)　梶山　秀雄 英語ⅡB（L-B1)　小葉田　尚子 英語ⅢA  ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ 英ⅡA（AF2－１)　中井　誠一
英語ⅡB（E-B2)　小葉田　尚子 英語ⅡB（L-S1)　中井　誠一 英語アカデミックスキルE　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 上級TOEFLセミナーA　ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ
英語ⅡB（E-S1)　中井　誠一 英語ⅡB（L-S2)　梶山　秀雄
英語ⅡB（E-S2)　深町　悟 英語ⅡB（L-S3)　浅香　加奈子
英語ⅡB（E-A1)　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 英語ⅡB（L-S4)　深町　悟

英語ⅡB（L-A1)　ﾘｽｷｰ ｶｰﾒﾗ
英語ⅡB（L-A2)　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪﾆﾌｧｰ

英語ⅠB （E-B2）　浅香　加奈子 英語ⅠB （L-B1）　浅香　加奈子 英語アカデミックスキルF　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ☆海外留学セミナーB　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ，ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 英語アカデミックスキルD　ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ
英語ⅠB （E-S2）　廣瀬　浩三 英語ⅠB （L-A2）　汪　曙東
英語ⅡA （E-S3）　汪　曙東 英語ⅡA （L-S１）　梶山　秀雄
英語ⅡA （E-S4）　深町　悟 英語ⅡA （L-S2）　深町　悟
英語ⅡA （E-B2）　梶山　秀雄 英語ⅡA （L-S3） ﾘｽｷｰ ｶｰﾒﾗ
英語ⅡA （E-S4）　ﾊｰｳﾞｨｰ 英語ⅡA （L-A4）　ｶﾜｶﾐ， ｻﾏﾝｻ
英語ⅡA （E-A1）　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ
英語ⅡA （E-A２）　ｶﾜｶﾐ，ｻﾏﾝｻ
英語ⅡB（SA-B１)　飯塚　登世一 英語ⅡB（S-B1)　飯塚　登世一 英語アカデミックスキルC　ｶﾜｶﾐ，ｻﾏﾝｻ 英語アカデミックスキルA　ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ クロスカルチュラルアンダースタンディング　ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ
英語ⅡB（SA-B2)　竹中　裕貴 英語ⅡB（S-B2)　竹中　裕貴
英語ⅡB（SA-B3)　浅香　加奈子 英語ⅡB（S-B3)　浅香　加奈子
英語ⅡB（SA-B4)　ﾊｰｳﾞｨｰ 英語ⅡB（S-B4)　ﾊｰｳﾞｨｰ
英語ⅡB（SA-S1)　中井　誠一 英語ⅡB（S-S1)　梶山　秀雄
英語ⅡB（SA-S2)　梶山　秀雄 英語ⅡB（S-S2)　小豆澤　美穂
英語ⅡB（SA-S3)　深町　悟 英語ⅡB（S-S3)　小葉田　尚子
英語ⅡB（SA-S4)　小豆澤　美穂 英語ⅡB（S-A1)　ｶﾜｶﾐ，ｻﾏﾝｻ
英語ⅡB（SA-S5)　小葉田　尚子
英語ⅡB（SA-A1)　ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ
英語ⅠB （SA-B3） 竹中　裕貴 英語ⅠB （S-B3） 竹中　裕貴 英語ⅡA（AF２－３)　玉木　祐子 英語アカデミックスキルB　ｵｶﾓﾄ，ﾏｲｹﾙ
英語ⅠB （SA-B4） 深町　悟 英語ⅠB （S-B4） 深町　悟
英語ⅠB （SA-S3） 飯塚　登世一 英語ⅠB （S-S３） 飯塚　登世一
英語ⅠB （SA-S4） 玉木　祐子 英語ⅡA （S-B3） 梶山　秀雄
英語ⅠB （SA-S5） 浅香　加奈子 英語ⅡA （S-B４） 小葉田　尚子
英語ⅡA （SA-B3） 梶山　秀雄 英語ⅡA （S-S2） 小豆澤　美穂
英語ⅡA （SA-B4） 小葉田　尚子 英語ⅡA （S-S3） ﾊｰｳﾞｨｰ
英語ⅡA （SA-S4） 小豆澤　美穂 英語ⅡA （S-A1） ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ
英語ⅡA （SA-S5） ﾊｰｳﾞｨｰ 英語ⅡA （S-A2） ｶﾜｶﾐ， ｻﾏﾝｻ
英語ⅡA （SA-A1） ｻﾙｽｷﾞﾊﾞｰ， ｼﾞｪﾆﾌｧｰ
英語ⅡA （SA-A2） ｶﾜｶﾐ， ｻﾏﾝｻ

備考
★英語高度化プログラム必修科目
☆英語高度化プログラム選択科目
●就業力育成プログラム必修科目
○就業力育成プログラム選択科目

金

英語授業科目時間割

月

火

水

木


