
英語 再履修者のクラス決定について 
 
 
再履修者申請フォームから申請のあったものについて、下表のとおり決定しま

したので、お知らせします。 
クラスを各自確認の上、学務情報システムで、自分で履修登録を行ってくださ

い。 
振替履修希望者で、自分で登録できない人は、振替申請フォームで申請してく

ださい（全学教育ホームページ「再履修等の注意事項について（他組履修、英語
再履修、外国語振替履修）（PDF）」を確認すること）。 

 
オンライン授業受講の場合の準備も忘れずにしてください。 
・Google Classroom を使用する授業は、クラスコードを用いてクラスに登

録すること 
・ISTUを使用する授業は、教員に連絡し受講者として追加してもらうこと 

 
■科目別注意事項 

【Ⅰ-A, Ⅰ-B】 

新カリキュラムの科目になりますので、履修登録する際は「旧カリ振替」ボタ
ンを押してください（全学教育ホームページ「令和４（2022）年度旧科目の読み
替え方法について」を確認すること）。ただし、振替が必要な場合は「外国語振替」
ボタンのみ押してください（どちらか片方しか押せません）。 

 
【C1, C2】 

履修登録の際は、前半・後半クォーターを両方忘れずに登録してください。 
 
 
期日までに再履修クラスの申し込みをしなかった学生は、履修が認められない

場合があります。受け入れ可能なクラスがあるか英語委員会に確認してください。 
（連絡先は、全学教育ホームページ「令和４年度前期英語「再履修」について

（PDF）」を確認すること。） 
 
 
 
 

令和 4年 4月 教務課 



I-A

学部 学籍番号 担当教員 曜日 講時 講義コード 開講クラス
法学部 B9JB1162 石幡　直樹 月曜日 2講時 CB12114 理農⑤
工学部 C0TB3107 石幡　直樹 月曜日 2講時 CB12114 理農⑤
経済学部 C1EB1239 石幡　直樹 月曜日 2講時 CB12114 理農⑤

農学部 C0AB1075 岸　浩介 月曜日 2講時 CB12115 理農⑥
理学部 C0SB2001 岸　浩介 月曜日 2講時 CB12115 理農⑥
工学部 C0TB3053 岸　浩介 月曜日 2講時 CB12115 理農⑥

経済学部 B8EB1227 竹林　修一 月曜日 2講時 CB12121 理農⑫
工学部 C1TB5055 竹林　修一 月曜日 2講時 CB12121 理農⑫
農学部 C1AB1014 竹林　修一 月曜日 2講時 CB12121 理農⑫
文学部 C1LB1182 竹林　修一 月曜日 2講時 CB12121 理農⑫
文学部 C1LB1192 竹林　修一 月曜日 2講時 CB12121 理農⑫

医学部 C1MB1055 メレス　リチャード 火曜日 1講時 CB21134 文工（1～5、15～16組）⑬
歯学部 C1DB1009 メレス　リチャード 火曜日 1講時 CB21134 文工（1～5、15～16組）⑬
工学部 C1TB5089 メレス　リチャード 火曜日 1講時 CB21134 文工（1～5、15～16組）⑬

医学部 C1MB1028 堤　博一 火曜日 1講時 CB21126 文工（1～5、15～16組）⑤
工学部 C0TB2190 堤　博一 火曜日 1講時 CB21126 文工（1～5、15～16組）⑤

工学部 C0TB2103 菊地　朗 火曜日 1講時 CB21127 文工（1～5、15～16組）⑥
理学部 B8SB2090 菊地　朗 火曜日 1講時 CB21127 文工（1～5、15～16組）⑥

医学部 C0MB4020 メレス　リチャード 火曜日 2講時 CB22136 医歯薬②
医学部 C1MB2002 メレス　リチャード 火曜日 2講時 CB22136 医歯薬②
工学部 C1TB1037 メレス　リチャード 火曜日 2講時 CB22136 医歯薬②
歯学部 C1DB1001 メレス　リチャード 火曜日 2講時 CB22136 医歯薬②
農学部 C1AB1138 メレス　リチャード 火曜日 2講時 CB22136 医歯薬②
薬学部 C0YB1049 メレス　リチャード 火曜日 2講時 CB22136 医歯薬②

医学部 C0MB3031 プライス　バージニア 火曜日 ３講時 CB23120 工（6～14組）②
医学部 C1MB3016 プライス　バージニア 火曜日 ３講時 CB23120 工（6～14組）②
工学部 B9TB2012 プライス　バージニア 火曜日 ３講時 CB23120 工（6～14組）②
工学部 B9TB2025 プライス　バージニア 火曜日 ３講時 CB23120 工（6～14組）②
工学部 C1TB5104 プライス　バージニア 火曜日 ３講時 CB23120 工（6～14組）②
文学部 B9LB1018 プライス　バージニア 火曜日 ３講時 CB23120 工（6～14組）②

経済学部 C0EB1081 三浦　隆行 火曜日 3講時 CB23128 工（6～14組）⑩
工学部 C1TB1175 三浦　隆行 火曜日 3講時 CB23128 工（6～14組）⑩
工学部 C1TB4110 三浦　隆行 火曜日 3講時 CB23128 工（6～14組）⑩
工学部 C1TB5040 三浦　隆行 火曜日 3講時 CB23128 工（6～14組）⑩
文学部 B9LB1004 三浦　隆行 火曜日 3講時 CB23128 工（6～14組）⑩
文学部 C0LB1221 三浦　隆行 火曜日 3講時 CB23128 工（6～14組）⑩
理学部 C1SB5030 三浦　隆行 火曜日 3講時 CB23128 工（6～14組）⑩
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I-A

学部 学籍番号 担当教員 曜日 講時 講義コード 開講クラス
医学部 C1MB1106 川平　芳夫 火曜日 3講時 CB23123 工（6～14組）⑤
経済学部 C0EB1108 川平　芳夫 火曜日 3講時 CB23123 工（6～14組）⑤
経済学部 C1EB1259 川平　芳夫 火曜日 3講時 CB23123 工（6～14組）⑤
工学部 C0TB3004 川平　芳夫 火曜日 3講時 CB23123 工（6～14組）⑤
工学部 C0TB4090 川平　芳夫 火曜日 3講時 CB23123 工（6～14組）⑤
工学部 C1TB3109 川平　芳夫 火曜日 3講時 CB23123 工（6～14組）⑤

文学部 B9LB1091 三浦　隆行 水曜日 1講時 CB31119 教経保⑨
医学部 C1MB2021 三浦　隆行 水曜日 1講時 CB31119 教経保⑨
理学部 C1SB2015 三浦　隆行 水曜日 1講時 CB31119 教経保⑨
理学部 B9SB2091 三浦　隆行 水曜日 1講時 CB31119 教経保⑨

農学部 B9AB1150 ブレスリック　スティーブン 水曜日 1講時 CB31113 教経保③
教育学部 B8PB1027 ブレスリック　スティーブン 水曜日 1講時 CB31113 教経保③
薬学部 B9YB1075 ブレスリック　スティーブン 水曜日 1講時 CB31113 教経保③

文学部 B5LB1195 下館　和巳 水曜日 1講時 CB31114 教経保④
医学部 C1MB1065 下館　和巳 水曜日 1講時 CB31114 教経保④
理学部 C1SB6013 下館　和巳 水曜日 1講時 CB31114 教経保④

理学部 C0SB2118 中村　佐知子 水曜日 2講時 CB32126 法③
工学部 C1TB5090 中村　佐知子 水曜日 2講時 CB32126 法③
歯学部 C0DB1052 中村　佐知子 水曜日 2講時 CB32126 法③
文学部 C1LB1114 中村　佐知子 水曜日 2講時 CB32126 法③
農学部 C1AB1137 中村　佐知子 水曜日 2講時 CB32126 法③
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