
英語C2　クラス分け（R3）

注意事項
学部ごとにシートが分かれています。
（医学部は学科ごと、工学部は１～５,15,16組と6～14組で分かれています。）
該当するシートで、自分の学籍番号を確認してください。
このクラス分けは後期分です。



歯

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0DB1001 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1003 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1004 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1005 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1006 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1007 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1008 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1009 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1010 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1011 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1013 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1014 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1015 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1016 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1017 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1018 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1019 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1021 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1022 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1023 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1024 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1025 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1026 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1027 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1028 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1029 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1030 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1031 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1032 英語Ｃ２－１ カヴァナ　バリー 医歯②
C0DB1033 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1035 英語Ｃ２－１ カヴァナ　バリー 医歯②
C0DB1036 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1037 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1038 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1039 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1041 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
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歯

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0DB1042 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1043 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1044 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1045 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 医歯③
C0DB1047 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
C0DB1048 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1050 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1051 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 医歯①
C0DB1054 英語Ｃ２－１ 石幡　直樹 医歯④
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工（１～５，１５～１６組）

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB1001 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1002 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1003 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1004 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1005 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1006 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1007 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1008 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1009 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1010 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1011 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1012 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1013 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1014 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1015 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1016 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1017 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1018 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1019 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1020 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1021 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1022 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1023 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1024 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1025 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1026 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1027 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1028 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1029 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1030 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1031 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1032 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1033 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1034 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1035 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1036 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1037 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1038 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1039 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
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工（１～５，１５～１６組）

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB1040 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1041 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1042 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1043 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1044 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1045 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1046 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1047 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1049 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1050 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1051 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1052 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1053 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1054 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1055 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1056 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1057 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1059 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1060 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1061 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1062 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1063 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1064 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1065 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1066 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1067 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1068 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1069 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1070 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1071 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1073 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1074 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1075 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1076 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1077 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1078 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1079 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1080 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1081 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
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工（１～５，１５～１６組）

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB1082 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1083 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1084 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1085 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1086 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1087 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1088 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1089 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1090 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1091 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1092 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1093 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1094 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1095 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1096 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1097 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1098 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1099 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1100 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1101 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1102 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1103 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1104 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1105 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1106 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1107 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1108 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1110 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1111 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1112 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1113 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1114 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1115 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1116 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1117 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1118 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1119 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1120 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1121 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
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工（１～５，１５～１６組）

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB1122 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1123 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1124 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1125 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1126 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1127 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1128 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1129 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1130 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1131 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1132 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1133 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1134 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1135 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1137 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1138 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1139 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1140 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1141 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1142 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1143 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1144 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1145 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1146 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1147 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1148 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1149 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1150 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1151 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1152 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1153 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1154 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1155 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1156 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1157 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1158 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1159 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1160 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1161 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
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学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB1162 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1163 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1164 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1165 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1166 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1167 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1168 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1169 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1170 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1172 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1173 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1174 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1175 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1176 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1177 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1178 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1179 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1180 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1181 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1182 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1183 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1184 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1185 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1186 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1187 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1188 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1189 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1190 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1191 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1192 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1193 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1195 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1196 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1197 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1198 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB1199 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1200 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1201 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1202 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
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学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB1203 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1204 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1205 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1206 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1207 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1208 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1209 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB1210 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1211 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1212 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1213 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB1214 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1215 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB1216 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB1218 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1219 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB1220 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1221 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB1222 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1223 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB1224 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5001 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5002 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5003 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5004 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5005 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5006 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5007 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5008 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5009 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5010 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5011 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5012 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5013 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5014 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5015 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5016 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5017 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5018 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
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C0TB5019 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5020 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5021 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5022 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5023 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5024 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5025 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5026 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5027 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5028 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5029 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5030 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5031 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5032 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5033 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5034 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5035 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5036 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5037 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5038 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5039 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5040 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5041 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5042 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5043 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5044 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5045 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5046 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5047 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5048 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5049 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5050 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5051 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5052 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5053 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5054 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5055 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5056 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5057 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
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学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB5058 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5059 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5060 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5061 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5062 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5063 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5064 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5065 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5066 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5067 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5068 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5069 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5070 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5071 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5072 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5073 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5074 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5075 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5076 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5077 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5078 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5079 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5080 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5081 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5082 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5083 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5084 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5085 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
C0TB5086 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5087 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5088 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5089 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5090 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5091 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5092 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5093 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5094 英語Ｃ２－１ 藤掛　由実子 工（１～５，１５～１６組）⑥
C0TB5095 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5096 英語Ｃ２－１ 竹森その子 工（１～５，１５～１６組）⑦
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C0TB5097 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5098 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5099 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5100 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（１～５，１５～１６組）④
C0TB5101 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5102 英語Ｃ２－１ 設楽　宏二 工（１～５，１５～１６組）⑤
C0TB5103 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5104 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン 工（１～５，１５～１６組）⑧
C0TB5105 英語Ｃ２－１ リース　エイドリアン　ポール 工（１～５，１５～１６組）②
C0TB5106 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③
C0TB5107 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（１～５，１５～１６組）①
C0TB5108 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（１～５，１５～１６組）③

12 / 30 ページ



工（６～１４組）

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB2001 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2002 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2003 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2004 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2005 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2006 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2007 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2008 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2009 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2010 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2011 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2012 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2013 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2014 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2015 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2016 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2017 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2018 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2019 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2020 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2021 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2022 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2023 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2024 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2025 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2026 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2027 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2028 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2029 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2030 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2031 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2032 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2033 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2034 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2035 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2036 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
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C0TB2037 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2038 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2039 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2040 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2041 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2042 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2043 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2044 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2045 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2046 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2047 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2048 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2049 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2050 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2051 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2052 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2053 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2054 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2055 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2056 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2057 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2058 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2059 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2060 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2061 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2062 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2064 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2065 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2068 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2069 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2070 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2071 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2072 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2073 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2074 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2075 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
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C0TB2076 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2077 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2078 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2079 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2080 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2082 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2083 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2084 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2085 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2086 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2087 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2088 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2089 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2090 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2091 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2092 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2093 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2094 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2095 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2096 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2097 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2098 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2099 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2100 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2101 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2102 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2103 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2104 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2105 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2106 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2107 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2108 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2109 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2110 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2111 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2112 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
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C0TB2113 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2115 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2116 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2117 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2118 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2119 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2120 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2121 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2122 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2123 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2124 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2125 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2126 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2127 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2128 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2129 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2130 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2131 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2132 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2133 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2134 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2135 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2136 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2137 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2138 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2139 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2140 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2141 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2142 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2143 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2144 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2145 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2146 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2147 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2148 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2149 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
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C0TB2150 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2151 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2152 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2153 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2154 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2155 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2156 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2157 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2158 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2159 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2160 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2161 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2162 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2163 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2165 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2166 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2167 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2168 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2169 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2171 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2172 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2173 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2174 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2175 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2176 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2177 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2178 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2179 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2180 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2181 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2182 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2183 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2184 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2185 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2186 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2187 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
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C0TB2188 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2189 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2190 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2191 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2192 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2193 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2194 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2195 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2196 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2197 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2198 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2199 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2200 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2201 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2202 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2203 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2204 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2205 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2206 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2207 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2208 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2209 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2210 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2211 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2212 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2213 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2214 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2215 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2216 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2217 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2219 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2220 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB2221 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2222 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2223 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2224 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
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C0TB2225 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2226 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2227 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2228 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2229 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2230 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2231 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2232 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2233 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB2234 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2235 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB2236 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB2237 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB2238 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2239 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB2240 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2241 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2243 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB2245 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2246 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB2247 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB2248 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2249 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB2250 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB2251 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB2252 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB3001 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB3002 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3003 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB3004 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3005 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3006 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3007 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3008 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB3009 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB3010 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
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C0TB3011 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3012 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3013 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB3014 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3015 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3016 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3017 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3018 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3019 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3020 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3021 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3022 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3023 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3024 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3025 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3026 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3027 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3028 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3029 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3030 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3031 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3032 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3033 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB3034 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB3035 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3036 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3037 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3038 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3039 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3040 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3041 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3042 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB3043 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3044 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3045 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3046 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
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C0TB3047 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB3048 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3049 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3050 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3051 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3052 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3053 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3054 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3055 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3056 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB3057 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3058 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3060 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3061 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3062 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB3063 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB3064 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3065 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3066 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB3067 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3068 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3069 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3070 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3071 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3072 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3073 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB3074 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3075 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB3076 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3077 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3078 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3079 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3080 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3081 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3082 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB3083 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩

21 / 30 ページ



工（６～１４組）

学籍番号 科目名 担当教員 開講クラス
C0TB3084 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3085 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3087 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3088 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB3089 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3090 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3091 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3092 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3093 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB3094 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB3095 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3096 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3097 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB3098 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3099 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3100 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB3101 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB3102 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB3103 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB3104 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB3105 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB3106 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3107 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB3108 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB3110 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB3111 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB3112 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3113 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB3114 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB3115 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4001 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4002 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4003 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4004 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4005 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB4006 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
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C0TB4007 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4008 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4009 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB4010 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4011 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4012 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4013 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4014 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4015 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4016 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4017 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4018 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB4019 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4020 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4021 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4022 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4023 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4024 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4025 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4026 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4027 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4028 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB4029 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4030 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4031 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4032 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4033 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4034 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4035 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4036 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4037 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4038 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4039 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4040 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4042 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4043 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
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C0TB4044 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4045 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4046 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB4047 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4048 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4049 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4050 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4051 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB4052 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4053 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4054 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4055 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB4056 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4057 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4058 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4059 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4060 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4061 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4062 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4063 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4064 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4065 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB4066 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4067 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4068 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4069 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4070 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4071 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4072 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 工（６～１４組）②
C0TB4073 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4074 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4075 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4076 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4077 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4078 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4079 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
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C0TB4080 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4081 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4082 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB4083 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4084 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4085 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4086 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4087 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4089 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4090 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4091 英語Ｃ２－１ 竹林　修一 工（６～１４組）⑤
C0TB4092 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4093 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB4094 英語Ｃ２－１ ブレスリック　スティーブン　ジョン 工（６～１４組）⑪
C0TB4095 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4096 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4097 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4098 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4099 英語Ｃ２－１ シャーロン　ベン 工（６～１４組）⑩
C0TB4100 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4101 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4102 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4103 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4104 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB4105 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4106 英語Ｃ２－１ グッチェ　フランク 工（６～１４組）⑫
C0TB4107 英語Ｃ２－１ 中村　佐知子 工（６～１４組）⑥
C0TB4108 英語Ｃ２－１ メレス　リチャード 工（６～１４組）⑦
C0TB4109 英語Ｃ２－１ ワーナー　ピーター 工（６～１４組）④
C0TB4110 英語Ｃ２－１ ジェイムズ　マイケル　ティンク 工（６～１４組）①
C0TB4111 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB4112 英語Ｃ２－１ 小原　豊志 工（６～１４組）③
C0TB4113 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4114 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
C0TB4115 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 工（６～１４組）⑨
C0TB4116 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 工（６～１４組）⑧
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C0AB1001 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1002 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1003 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1004 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1005 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1006 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1007 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1008 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1009 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1010 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1011 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1012 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1013 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1014 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1015 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1016 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1017 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1018 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1019 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1020 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1021 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1022 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1023 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1024 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1025 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1026 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1027 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1028 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1029 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1030 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1031 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1032 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1033 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1034 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1035 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1036 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
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C0AB1037 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1038 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1039 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1040 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1041 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1042 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1043 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1044 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1046 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1047 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1048 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1049 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1050 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1051 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1052 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1053 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1054 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1055 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1056 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1057 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1058 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1059 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1060 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1061 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1062 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1063 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1064 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1065 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1066 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1067 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1068 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1069 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1070 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1071 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1072 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1073 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
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C0AB1074 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1075 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1076 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1077 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1078 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1079 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1080 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1081 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1082 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1083 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1084 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1085 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1086 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1087 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1088 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1089 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1090 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1091 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1093 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1094 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1095 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1096 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1097 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1099 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1100 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1101 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1102 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1103 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1104 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1105 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1106 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1107 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1108 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1109 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1110 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1111 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
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C0AB1112 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1113 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1114 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1115 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1116 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1117 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1118 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1119 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1120 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1121 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1122 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1123 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1124 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1125 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1126 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1127 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1128 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1129 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1130 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1131 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1132 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1133 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1134 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1135 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1136 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1137 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1138 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1139 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1140 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1141 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1142 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1143 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1144 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1145 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1146 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1147 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
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C0AB1148 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1149 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1150 英語Ｃ２－１ トッド　エンスレン 農③
C0AB1151 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1152 英語Ｃ２－１ Jerry Miller 農②
C0AB1153 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
C0AB1154 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1155 英語Ｃ２－１ 小野　尚之 農①
C0AB1156 英語Ｃ２－１ スクラ　ビンセント 農④
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