
Ⅱ 英語科目 

科目コード 科目名 単位 開講 Q 担当教員 

LAE.E111 英語第一 0－1－0 1Q ﾟ佐伯, 上西, 石原, 田村, 原田, 

木内, 北川, 小泉, ※ミッチェ

ル, ※ルイス, ※ネルム, ※宇

貫, ※岩崎, ※丸山, ※矢向, ※

近藤, ※原賀, ※山田, ※福田, 

※中村, ※宮永, ※川村, ※瀬

上, ※笠原, ※稲葉, ※木村, ※

蒔田, ※宮本, ※大勝, ※倉科 

LAE.E112 英語第二 0－1－0 2Q ﾟ佐伯, 上西, 石原, 田村, 原田, 

木内, 北川, 小泉, ※ミッチェ

ル, ※ルイス, ※ネルム, ※宇

貫, ※岩崎, ※丸山, ※矢向, ※

近藤, ※原賀, ※山田, ※福田, 

※中村, ※宮永, ※川村, ※瀬

上, ※笠原, ※稲葉, ※木村, ※

蒔田, ※宮本, ※大勝, ※倉科 

LAE.E113 英語第三 0－1－0 3Q ﾟ佐伯, 上西, 石原, 北川, 原田, 

田村, 木内, 谷岡, 安納, 木山, 

薩摩, 小泉, ※ミッチェル, ※ル

イス, ※ネルム, ※山田, ※原

賀, ※近藤, ※中村, ※川村, ※

宮本, ※蒔田, ※岩崎, ※宇貫, 

※矢向, ※福田, ※丸山, ※宮

永, ※笠原, ※木村, ※稲葉, ※

大勝, ※瀬上, ※倉科 

LAE.E114 英語第四 0－1－0 4Q ﾟ佐伯, 上西, 石原, 北川, 原田, 

田村, 木内, 谷岡, 安納, 木山, 

薩摩, 小泉, ※ミッチェル, ※ル

イス, ※ネルム, ※山田, ※原

賀, ※近藤, ※中村, ※川村, ※

宮本, ※蒔田, ※岩崎, ※宇貫, 

※矢向, ※福田, ※丸山, ※宮

永, ※笠原, ※木村, ※稲葉, ※

大勝, ※瀬上, ※倉科 

LAE.E131 英語スピーキング演習第一 0－1－0 1Q ﾟ安納, ※ストーンバーグ 

LAE.E132 英語スピーキング演習第二 0－1－0 2Q ﾟ安納, ※ストーンバーグ 

LAE.E133 英語スピーキング演習第三 0－1－0 3Q ﾟ木山, ※ストーンバーグ 

LAE.E134 英語スピーキング演習第四 0－1－0 4Q ﾟ木山, ※ストーンバーグ 

LAE.E141 英語プレゼンテーション演習第一 0－1－0 1Q ﾟデフェランティ, ※エイベル 

LAE.E142 英語プレゼンテーション演習第二 0－1－0 2Q ﾟデフェランティ, ※エイベル 

LAE.E143 英語プレゼンテーション演習第三 0－1－0 3Q ﾟデフェランティ 

LAE.E144 英語プレゼンテーション演習第四 0－1－0 4Q ﾟデフェランティ 

LAE.E151 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第一 0－1－0 1Q ﾟデフェランティ, ※ストーンバーグ 

LAE.E152 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第二 0－1－0 2Q ﾟデフェランティ, ※ストーンバーグ 

LAE.E153 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第三 0－1－0 3Q ﾟ安納, ※ストーンバーグ 

LAE.E154 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第四 0－1－0 4Q ﾟ安納, ※ストーンバーグ 

LAE.E155 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第一 0－1－0 1Q ﾟ上西, ※ルイス 



科目コード 科目名 単位 開講 Q 担当教員 

LAE.E156 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第二 0－1－0 2Q ﾟ上西, ※ルイス 

LAE.E157 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第三 0－1－0 3Q 薩摩 

LAE.E158 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第四 0－1－0 4Q 薩摩 

LAE.E161 TOEIC対策セミナー第一 0－1－0 1Q 谷岡 

LAE.E162 TOEIC対策セミナー第二 0－1－0 2Q 谷岡 

LAE.E163 TOEIC対策セミナー第三 0－1－0 3Q 谷岡 

LAE.E164 TOEIC対策セミナー第四 0－1－0 4Q 谷岡 

LAE.E181 英語スピーキング演習 GI 0－2－0 2Q 未定 

LAE.E182 英語スピーキング演習 GII 0－2－0 4Q 未定 

LAE.E211 英語第五 0－1－0 1Q ﾟ上西, 石原, 北川, 原田, 田村, 

小泉, ※ミッチェル, ※ルイス, 

※ネルム, ※バーンズ, ※山田, 

※原賀, ※近藤, ※中村, ※川

村, ※宮本, ※蒔田, ※岩崎, ※

宇貫, ※矢向, ※福田, ※丸山, 

※宮永, ※笠原, ※木村, ※稲

葉, ※大勝, ※瀬上, ※倉科 

LAE.E212 英語第六 0－1－0 2Q ﾟ上西, 石原, 北川, 原田, 田村, 

小泉, ※ミッチェル, ※ルイス, 

※ネルム, ※バーンズ, ※山田, 

※原賀, ※近藤, ※中村, ※川

村, ※宮本, ※蒔田, ※岩崎, ※

宇貫, ※矢向, ※福田, ※丸山, 

※宮永, ※笠原, ※木村, ※稲

葉, ※大勝, ※瀬上, ※倉科 

LAE.E213 英語第七 0－1－0 3Q ﾟ佐伯, 石原, 上西, 木内, 谷岡, 

田村, ※ミッチェル, ※ルイス, 

※ネルム, ※バーンズ, ※山田, 

※原賀, ※近藤, ※中村, ※川

村, ※宮本, ※蒔田, ※岩崎, ※

宇貫, ※矢向, ※福田, ※丸山, 

※宮永, ※笠原, ※木村, ※稲

葉, ※大勝, ※瀬上, ※倉科 

LAE.E214 英語第八 0－1－0 4Q ﾟ佐伯, 石原, 上西, 木内, 谷岡, 

田村, ※ミッチェル, ※ルイス, 

※ネルム, ※バーンズ, ※山田, 

※原賀, ※近藤, ※中村, ※川

村, ※宮本, ※蒔田, ※岩崎, ※

宇貫, ※矢向, ※福田, ※丸山, 

※宮永, ※笠原, ※木村, ※稲

葉, ※大勝, ※瀬上, ※倉科 

LAE.E231 英語スピーキング演習第五 0－1－0 1Q ﾟ※ルイス, ※原賀 

LAE.E232 英語スピーキング演習第六 0－1－0 2Q ﾟ※ルイス, ※原賀 

LAE.E233 英語スピーキング演習第七 0－1－0 3Q ※原賀 

LAE.E234 英語スピーキング演習第八 0－1－0 4Q ※原賀 

LAE.E241 英語プレゼンテーション演習第五 0－1－0 1Q ※ストーンバーグ 

LAE.E242 英語プレゼンテーション演習第六 0－1－0 2Q ※ストーンバーグ 

 
 



科目コード 科目名 単位 開講 Q 担当教員 

LAE.E243 英語プレゼンテーション演習第七 0－1－0 3Q ﾟ※エイベル, ※ストーンバーグ 

LAE.E244 英語プレゼンテーション演習第八 0－1－0 4Q ﾟ※エイベル, ※ストーンバーグ 

LAE.E251 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第五 0－1－0 1Q ※原賀 

LAE.E252 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第六 0－1－0 2Q ※原賀 

LAE.E253 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第七 0－1－0 3Q ※原賀 

LAE.E254 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第八 0－1－0 4Q ※原賀 

LAE.E255 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第五 0－1－0 1Q ※原賀 

LAE.E256 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第六 0－1－0 2Q ※原賀 

LAE.E257 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第七 0－1－0 3Q ※原賀 

LAE.E258 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第八 0－1－0 4Q ※原賀 

LAE.E311 英語第九 0－1－0 1Q 未定（平成 29年度休講） 

LAE.E331 英語スピーキング演習第九 0－1－0 1Q ※エイベル 

LAE.E332 英語スピーキング演習第十 0－1－0 2Q ※エイベル 

LAE.E333 英語スピーキング演習第十一 0－1－0 3Q ※エイベル 

LAE.E334 英語スピーキング演習第十二 0－1－0 4Q ※エイベル 

LAE.E341 アカデミックプレゼンテーション第九 0－1－0 1Q ※ストーンバーグ 

LAE.E342 アカデミックプレゼンテーション第十 0－1－0 2Q ※ストーンバーグ 

LAE.E343 アカデミックプレゼンテーション第十一 0－1－0 3Q ※ストーンバーグ 

LAE.E344 アカデミックプレゼンテーション第十二 0－1－0 4Q ※ストーンバーグ 

LAE.E351 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第九 0－1－0 1Q ※バーンズ 

LAE.E352 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第十 0－1－0 2Q ※バーンズ 

LAE.E353 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第十一 0－1－0 3Q ※バーンズ 

LAE.E354 TOEFL 対策セミナー（リスニング＆スピーキング）第十二 0－1－0 4Q ※バーンズ 

LAE.E355 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第九 0－1－0 1Q ※エイベル 

LAE.E356 TOEFL 対策セミナー（リーディング＆ライティング）第十 0－1－0 2Q ※エイベル 

LAE.E357 TOEFL対策セミナー（リーディング＆ライティング）第十一 0－1－0 3Q ※エイベル 

LAE.E358 TOEFL対策セミナー（リーディング＆ライティング）第十二 0－1－0 4Q ※エイベル 

LAE.E371 英語スピーチ演習第九 SC 0－1－0 1Q 木山 

LAE.E372 英語スピーチ演習第十 SC 0－1－0 2Q 木山 

LAE.E381 実践型科学技術英語海外研修 0－2－0 2Q, 4Q 石原 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際コミュニケーションⅠ 

科目コード 科目名 単位 開講 Q 担当教員 

ZEN.E395 英語 5 0-2-0 1～2Q 原田 

ZEN.E396 英語 6 0-2-0 3～4Q 薩摩, 原田, 石原, 北川, 木内 

ZEN.E397 英語 7 0-2-0 1～2Q 石原, 原田, 谷岡 
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