
R02「演習Ⅰ」，「演習Ⅲ」時間割コード表

曜限 教員名 時間割コード 教室 曜限 教員名 時間割コード 教室
火４ 青野　　篤 KG4001 第２実習室 木５ 青野　　篤 KG4051 研究室

月４ 秋山　智恵子 KG4002 ４演習室 金５ 碇　邦生 KG4052 ７演習室

木５ 碇　邦生 KG4003 ２演習室 月１ 井川　純一 KG4053 研究室

月４ 井川　純一 KG4004 研究室 火４ 石井　まこと KG4054 ２０１号

木５ 石井　まこと KG4005 １演習室 火４ 市原　宏一 KG4055 研究室

月４ 市原　宏一 KG4006 研究室 木５ 鵜崎　清貴 KG4056 ５演習室

火４ 鵜崎　清貴 KG4007 ４演習室 木５ 宇野  真人 KG4057 ３演習室

月４ 宇野　真人 KG4008 ６演習室 木５ 江原　慶 KG4058 ６演習室

金５ 江原　慶 KG4009 ２演習室 火４ 大井　尚司 KG4059 ８演習室

火４ 大井　尚司 KG4010 ８演習室 木５ 越智　　学 KG4060 ４演習室

火４ 小笠原　　悟 KG4011 ２演習室 金５ 小野　慎一郎 KG4061 研究室

月４ 越智　　　学 KG4012 ９演習室 火４ 小野　　宏 KG4062 研究室

木５ 小野　慎一郎 KG4013 研究室 月４ 城戸　照子 KG4063 共用演習室４－１

木５ 小野　　　宏 KG4014 研究室 月１ 金　　珍奎 KG4064 研究室

木５ 加藤　典生 KG4015 １１演習室 火４ 木村　雄一 KG4065 共用演習室３－１

火４ 加納　拡和 KG4016 ６演習室 金５ 河野　憲嗣 KG4066 ８演習室

火４ 城戸　照子 KG4017 共用演習室４－１ 火４ 高山　英男 KG4067 １０演習室

月４ 木村　雄一 KG4018 ５演習室 金１ 小山　敬晴 KG4068 １１演習室

火４ 河野　憲嗣 KG4019 ５演習室 金５ 柴田　茂紀 KG4069 研究室

木５ 小山　敬晴 KG4020 １０演習室 火４ 外枦保　大介 KG4070 １演習室

木５ 柴田　茂紀 KG4021 ２０１号 金５ 高島　拓哉 KG4071 １２演習室

月４ 高島　拓哉 KG4022 １２演習室 火４ 高見　博之 KG4072 ７演習室

月４ 高見　博之 KG4023 研究室 火４ デイ　スティーブン KG4073 研究室

火１ デイ　スティーブン KG4024 研究室 火４ 中村　美保 KG4074 ２０３号

木５ 中村　美保 KG4025 ２０３号 火４ 仲本　大輔 KG4075 ３０１号

木５ 仲本　大輔 KG4026 インテリジェントルーム 火４ 林　勇貴 KG4076 図書館グループ演習室１

木５ 林　勇貴 KG4027 ７演習室 金５ 藤村　賢訓 KG4077 ７演習室

木５ 藤村　賢訓 KG4028 ８演習室 金１ 藤原　直樹 KG4078 研究室

火４ 藤原　直樹 KG4029 研究室 火４ ホワイト クリス KG4079 研究室

木５ ホワイト クリス KG4030 共用演習室４－１ 月４ 包　聯群 KG4080 共用演習室３－１

火４ 牧　真理子 KG4031 ９演習室 月４ 牧　真理子 KG4081 １演習室

火４ 松隈　久昭 KG4032 インテリジェントルーム 火４ 松岡　輝美 KG4082 ３演習室

金５ 宮町　良広 KG4033 １０演習室 月４ 松隈　久昭 KG4083 ８演習室

月４ 村山　　悠 KG4034 ２演習室 火４ 宮町　良広 KG4084 １１演習室

月４ 本谷　るり KG4035 ７演習室 月４ 村山　　悠 KG4085 ２演習室

火４ 安田　俊介 KG4036 研究室 火１ 本谷　るり KG4086 １２演習室

火１ 矢野　英子 KG4037 共用演習室４－１ 月４ 安田　俊介 KG4087 研究室

火４ 山浦　陽一 KG4038 図書館グループ演習室２ 火４ 矢野　英子 KG4088 CALL教室

木５ 渡邊　博子 KG4039 １２演習室 月４ 山浦　陽一 KG4089 １１演習室

火４ 湯淺　豊生 KG4040 研究室 火４ 渡邊　博子 KG4090 １２演習室

火１ 湯淺　豊生 KG4091 研究室

演習Ⅰ（３年生） 演習Ⅲ（４年生）


