
曜日 時限 科目名 クラス名 担当者名 担当者からの一言　（20字程度 日本語または英語） 教室

月 1 基礎韓国語Ⅱ （文）1クラス 金　泰虎 初修韓国語の学習に必要な発音や文字の読み方を終えて、初歩的な会話を学習する授業である 6-11 ☆時限と授業時間

月 3 中級英語Writing 3クラス ワァン　マリアン If you are interested in process writing, please come and visit this class. 3-63 （英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語）

月 5 中級英語Presentation （留P 営）3クラス ワァン　マリアン The purpose of this class is for students to give presentations, get immediate feedback, and make improvements accordingly. 6-21 １時限目9:00～10:30

月 5 中級英語 Writing （留P 文）2クラス 津田　信男 Good grades are not given by the teacher. They're earned by the students. 2-64 ２時限目10:40～12:10

月 5 中級英語Writing （留P 文）1クラス 香林　綾子 ペア・ワークやグループ・ワークもあります。 6-25 ３時限目13:00～14:30

月 5 大学日本語入門Ⅰ 谷守　正寛 少人数で。書くことと読むことを中心に。 5-409 ４時限目14:40～16:10

月 5 Ｃｈｉｎｅｓｅ　ＳｔｕｄｉｅｓⅠ 石井　康一 留学につながる授業、留学したくなる授業を目指しています 6-11 ５時限目16:20～17:50

火 1 中級英語Writing （留P 法）　 香林　綾子 ペア・ワークやグループ・ワークもあります。 2-62

火 1 College English Speaking （法）MS 6クラス コバヤシ　ジネマリー Let's learn together! 6-32

火 1 English RegionsⅠ 1クラス カーク　スタンレー project based course about Canadia 6-33 ※夏期日本語集中講座科目　6/5～

火 2 中級英語Presentation （留P 文）2クラス アンドレジェスキ　ダニエル Speech and presentation skills 3-36 ※１時限目9:20～10:10

火 2 中級英語Presentation （留P 文）3クラス カーク　スタンレー intermediate public speaking course 6-33 ※２時限目10:20～11:10

火 5 中級英語Writing （留P 営）2クラス 吉田　桂子 留学準備も兼ね、様々なタイプのライティングを学ぶクラスです 6-21 ※３時限目11:20～12:10

水 1 中級英語 Writing （留P 文）2クラス 津田　信男 Good grades are not given by the teacher. They're earned by the students. 2-64

水 1 中級ドイツ語III 2クラス 藤原　三枝子 ときどきiPadを使用するクラスです 6-31

水 1 上級ドイツ語II 2クラス 野村　幸宏 A2レベルのドイツ語コミュニケーション授業 6-33

水 1 College English Listening （文）MS 5クラス 伊庭　緑 ナチュラルな米英語の聞き取りを中心に 6-22

水 1 College English Speaking （文）TS 2クラス コバヤシ　ジネマリー Let's learn together! 3-31

水 2 中級英語Writing （留P 経）2クラス 伊庭　緑 ちゃんとしたパラグラフが書けるように特訓 2-61

水 4 English RegionsⅠ 3クラス アンドレジェスキ　ダニエル American culture and society content course 6-32

木 2 中級英語Writing （留P 営）2クラス 吉田　桂子 留学準備も兼ね、様々なタイプのライティングを学ぶクラスです 2-61

木 2 中級英語Presentation （留P 営）1クラス ストリンガー　トーマス This is an interactive presentations class, involving pair and group work, and all four skills 11-306

木 2 English Regions I 5クラス メーテンズ　クレイグ A look into American culture by studying people and reflection on Japanese culture. 2-64

木 3 中級中国語Ⅰ 10クラス 胡　金定 90分の授業を聞いて頂きたい 6-33

木 3 中級英語Presentation （留P 文）4クラス ストリンガー　トーマス This is an interactive presentations class, involving pair and group work, and all four skills 11-306

木 3 中級英語Writing （留P 文）3クラス メーテンズ　クレイグ An intensive writing course for 1st-year students. 2-51

木 3 中級英語Presentation （留P 文）１クラス マック　トーマス Presentation skills for students in our intensive English program 3-61

木 3 中級フランス語ＩＩＩ 2クラス 中村　典子 適宜iPadを利用して、仏検対策を中心に授業を展開している中級のフランス語の授業です 6-32

木 3 上級フランス語II 1クラス シッシュ　ディディエ iPad を使いながら、フランス語コミュニケーション能力を高めます 6-31

木 4 中級中国語Ⅱ 10クラス 胡　金定 90分の授業を聞いて頂きたい 6-33

木 4 中級フランス語II 5クラス シッシュ　ディディエ 会話を中心として、フランス語のコミュニケーション能力を養います。iPad も使います 6-31

木 5 中級英語Presentation （留P 経）1クラス マック　トーマス Presentation skills for students in our intensive English program 3-22

金 1 上級ドイツ語I 2クラス 藤原　三枝子 ときどきiPadを使用するクラスです 6-32

金 3 日本語(YiJ プログラム) 4クラス 谷守　正寛 授業時間11:00-11:50 英語圏学生対象中級 6-56

金 3 言語と文化Ⅱ 韓国 金　泰虎 韓国人の儒教思想が冠婚葬祭の場でどのように具現化（伝統文化）されるのかを取り上げる授業である 3-37

金 3 言語と文化Ⅱ 中国 2クラス 石井　康一 映像と意見交換で中国の歴史と文化の本質に迫ります 1-33

金 4 基礎ドイツ語I　 （文）3クラス 野村　幸宏 A1レベルのドイツ語コミュニケーション授業 3-34

金 4 基礎フランス語Ｉ （文）3クラス 中村　典子 1年生のフランス語の文法クラスで、WEB上の音声や映像を活用して覚えやすいように工夫しています 6-24

2018年度後期授業公開について


