
2018/4/25

1時限

8:50-10:20

2時限

10:30-12:00

3時限

13:00-14:30

4時限

14:40-16:10

5時限

16:20-17:50

6時限

18:00-19:30

科目名
Japanese Language and Society

✪

Introduction to Japanese Studies

I

General Molecular Biology　♣ General Ecology ♣ Cell Biology (General education

subject) ✪

授業番号 V5101 V5121 V5109 V5108 V5110

教室 6号館402教室 国際交流会館　交流室 11号館202教室 11号館103教室 11号館103教室

担当 Daniel Long 小柳　志津　ほか 安藤　香奈絵 Adam L Cronin 高鳥　直士、武尾　里美

科目名 Ecology ♣

授業番号 V5105

教室 11号館302教室

担当 Adam L Cronin

科目名 基礎日本語Ⅰ5e

授業番号 V6105

教室 AV棟162教室

担当 山田　真弓

科目名 基礎日本語Ⅰ5j

授業番号 V6108

教室 (日野）2号館305教室（2-305）

担当 井上　正子

科目名 基礎日本語Ⅰ4a　❂

授業番号 V6111

教室 国際交流会館　セミナー室

担当 渡邉　千佳子

科目名 基礎日本語Ⅱ3a 基礎日本語Ⅱ3b　♣

授業番号 V6119 V6120

教室 国際交流会館　セミナー室 1号館303・304教室

担当 渡邉　千佳子 奥野　由紀子/呉　佳穎

科目名 基礎日本語Ⅱ2a　 基礎日本語Ⅱ2b

授業番号 V6127 V6128

教室 国際交流会館　セミナー室 6号館104教室

担当 渡邉　千佳子 山田　真弓

科目名 基礎日本語Ⅲ 1f 基礎日本語Ⅲ 1a　♣

授業番号 V6141 V6136

教室 (日野）2号館305教室（2-305） 1号館305教室 (TALL)

担当 井上　正子 黒田　史彦

科目名 基礎日本語Ⅲ1+b

授業番号 V6143

教室 1号館103教室

担当 黒田　史彦

科目名等 　 　 　 　
授業番号
教室 　 　
担当 　 　 　 　

　

1時限

8:50-10:20

2時限

10:30-12:00

3時限

13:00-14:30

4時限

14:40-16:10

5時限

16:20-17:50

6時限

18:00-19:30

科目名 Global Mindset ✪ Cultural Psychology General Biochemistry ♣ Contemporary Japanese SocietyⅠ Animal ecology and diversity ✪

授業番号 V5124 V5120 V5106 V5125 V5117

教室 6号館402教室 国際交流会館　セミナー室 11号館202教室 6号館312教室 6号館402教室

担当 Annette Karseras 小柳 志津 川原裕之、岡本龍史 熊田 陽子 Adam L Cronin

科目名 Molecular　Biology ♣ General Biology I B ♣

授業番号 V5114 V5112

教室 11号館201教室 11号館103教室

担当 岡本龍史、朝野維起 高橋　文、福田　公子

科目名 基礎日本語Ⅰ5a　✿ 基礎日本語Ⅰ5b　✿ 　

授業番号 V6101 V6102

教室 6号館204教室 6号館313教室 　

担当 渡邉　千佳子 井上　正子 　

科目名 基礎日本語Ⅰ4d  　 基礎日本語Ⅰ4e

授業番号 V6114 V6115

教室 1号館305教室 (TALL)  　 6号館313教室

担当 い　じょんみ 　 　 井上　正子

科目名 基礎日本語Ⅱ3c 基礎日本語Ⅱ3d 　

授業番号 V6121 V6122

教室 1号館305教室 (TALL) 6号館313教室 　

担当 い　じょんみ 井上　正子 　

科目名 基礎日本語Ⅱ2c 基礎日本語Ⅱ2d

授業番号 V6129 V6130

教室 6号館204教室 1号館305教室 (TALL)

担当 渡邉　千佳子 い　じょんみ

科目名 基礎日本語Ⅲ 1b 　

授業番号 V6137

教室 国際交流会館　交流室 　

担当 岡村　郁子 　

科目名 　
授業番号
教室 　
担当 　
科目名等 　 　
授業番号
教室 　
担当 　 　

1時限

8:50-10:20

2時限

10:30-12:00

3時限

13:00-14:30

4時限

14:40-16:10

5時限

16:20-17:50

6時限

18:00-19:30

科目名
Cell Biology (Specialized

subject) ♣

Origins　of Modern Japanese

Literature Part 1 ♣

General Taxonomy　♣ Intercultural Communication &

Interaction ✪

授業番号 V5111 V5102 V5113 V5122

教室 11号館201教室 6号館205教室 11号館103教室 1号館204教室

担当 武尾　里美、髙鳥　 直士 安井　マイケル 江口克之、村上　哲明 小柳　志津

科目名 General　Developmental Biology

授業番号 V5107

教室 11号館103教室

担当 福田　公子、高鳥　直士

科目名 基礎日本語Ⅰ5d

授業番号 V6104

教室 6号館309教室

担当 井上　正子

科目名 基礎日本語Ⅰ4b　❂ 基礎日本語Ⅰ4c　❂

授業番号 V6112 V6113

教室 6号館313教室 6号館313教室

担当 渡邉　千佳子 渡邉　千佳子

科目名 基礎日本語Ⅱ3e

授業番号 V6123

教室 1号館305教室 (TALL)

担当 黒田　史彦

科目名 基礎日本語Ⅱ2e 基礎日本語Ⅱ2f

授業番号 V6131 V6132

教室 AV棟162教室 AV棟162教室

担当 西郡　仁朗　・　井上　正子 山田　真弓

科目名 　 基礎日本語Ⅲ1c

授業番号 V6138

教室 　 6号館309教室

担当 　 井上　正子

科目名 基礎日本語Ⅲ1+ a

授業番号 V6142

教室 1号館305（Tall)

担当 大森　優

科目名等 Financial Accounting in Japan 　 　

授業番号 H149

教室 1号館204教室

担当 野口　昌良 　 　

　✪：全学共通科目と同時開講　　　♣：専門科目と同時開講 　❂:V6111, V6112, V6113の連続授業　　　✿：V6101, V6102, V6103の連続授業

 【キャンパス】日野Ｃ：日野キャンパス　　　荒川Ｃ：荒川キャンパス　　マークなし：南大沢キャンパス

2018年度（平成30年度）国際交流科目時間割　＜前期＞

月

曜

日

英語により

実施する科目

日

本

語

学

習

に

関

す

る

科

目

N5

N4

N3

N2

N1

N1+

国際交流科目以

外の科目等

【日本語学習に関する科目】N5～N1は日本語能力検定（JLPT）のレベル。

　※ 自己評価シートを用いて自分の日本語能力を判定し、自分のレベルに合った授業を選んで受講してください。

火

曜

日

英語により

実施する科目

日

本

語

学

習

に

関

す

る

科

目

N5

N4

N3

N2

N1

N1+

国際交流科目以

外の科目

水

曜

日

英語により

実施する科目

日

本

語

学

習

に

関

す

る

科

目

N5

N4

N3

N2

N1

N1+

国際交流科目以

外の日本語学習

に関する科目



2018/4/25
1時限

8:50-10:20

2時限

10:30-12:00

3時限

13:00-14:30

4時限

14:40-16:10

5時限

16:20-17:50

6時限

18:00-19:30

科目名
Introduction to Energy

Chemistry ♣

Gene Science ♣ History of Japanese Film

授業番号 V5119 V5118 V5104

教室 12号館105教室 11号館101教室 6号館307教室

担当 Jacob Yan Mulyana 相垣　敏郎、坂井　貴臣 須藤　健太郎

科目名
Special Lecture in Biology a

（前後期）♣
授業番号 V5115

教室 11号館103教室

担当 角川　洋子

科目名 基礎日本語Ⅰ5h 基礎日本語Ⅰ5i 基礎日本語Ⅰ5g

授業番号 V6109 V6110 V6107

教室 （荒川）　図書館棟演習室2：117号室 （荒川）　図書館棟演習室2：117号室 1号館109教室

担当 山田　真弓 山田　真弓 長松谷　有紀

科目名 基礎日本語Ⅰ4g 基礎日本語Ⅰ4h

授業番号 V6117 V6118

教室 （荒川）　図書館棟演習室2：117号室 （荒川）　図書館棟演習室2：117号室

担当 山田　真弓 山田　真弓

科目名 基礎日本語Ⅱ3f 基礎日本語Ⅱ3h

授業番号 V6124 V6126

教室 6号館402教室 (日野）2号館305教室（2-305）

担当 呉　佳穎 井上　正子

科目名 基礎日本語Ⅱ2g 基礎日本語Ⅱ2h

授業番号 V6133 V6134

教室 6号館309教室 1号館109教室

担当 呉　佳穎 長松谷　有紀

科目名
授業番号
教室
担当
科目名 基礎日本語Ⅲ1+c

授業番号 V6144

教室 6号館309教室

担当 布施　悠子

科目名等 中級日本語学習ワークショップ 英語によるワークショップ

授業番号 (授業番号なし） （授業番号なし）

教室 （荒川）　図書館棟演習室4 ：115号室 6号館310教室

担当 田中 詩子 花井　愛

科目名等 中国語によるワークショップ 　

授業番号 （授業番号なし）

教室 6号館311教室

担当 金　勝 　
　 　

1時限

8:50-10:20

2時限

10:30-12:00

3時限

13:00-14:30

4時限

14:40-16:10

5時限

16:20-17:50

6時限

18:00-19:30

科目名
Sustainability Studies and Global

Environmental Governance

授業番号 　 V5123

教室 国際交流会館　交流室

担当 佐々木　リディア

科目名
Seminar on Multicultural

Education ♣

授業番号 V5103

教室 5号館137教室

担当 野元　弘幸

科目名 Genetics ♣

授業番号 　 V5116

教室 11号館103教室

担当 田村　浩一郎、高橋　文

科目名 基礎日本語Ⅰ5c　✿

授業番号 V6103

教室 6号館308教室

担当 渡邉　千佳子

科目名 基礎日本語Ⅰ4f

授業番号 V6116

教室 国際交流会館　セミナー室

担当 山方　純子

科目名 基礎日本語Ⅱ3g

授業番号 V6125

教室 6号館306教室

担当 山方　純子

科目名 基礎日本語Ⅱ2i

授業番号 V6135

教室 6号館306教室

担当 山方　純子

科目名 基礎日本語Ⅲ1d 基礎日本語Ⅲ1e

授業番号 V6139 V6140

教室 6号館308教室 6号館306教室

担当 渡邉　千佳子 山方　純子

科目名
授業番号
教室
担当
科目名等
授業番号
教室
担当

木

曜

日

国際交流科目以

外の日本語学習

に関する科目

英語により

実施する科目

日

本

語

学

習

に

関

す

る

科

目

N5

N4

N3

N2

N1

N1+

【日本語学習に関する科目】N5～N1は日本語能力検定（JLPT）のレベル。

　※ 自己評価シートを用いて自分の日本語能力を判定し、自分のレベルに合った授業を選んで受講してください。

　✪：全学共通科目と同時開講　　　♣：専門科目と同時開講 　❂:V6111, V6112, V6113の連続授業　　　✿：V6101, V6102, V6103の連続授業

 【キャンパス】日野Ｃ：日野キャンパス　　　荒川Ｃ：荒川キャンパス　　マークなし：南大沢キャンパス

N1

N1+

国際交流科目以

外の科目

金

曜

日

英語により

実施する科目

日

本

語

学

習

に

関

す

る

科

目

N5

N4

N3

N2


