2021 年度 1 年次英語 クラス分け
※前学期・後学期ともに同じクラスで受講すること
※再履修者など下記に記載がなく受講を希望する者は、下記より申請すること
火曜 Academic Spoken English

https://forms.gle/sgfvWMZmDNhYdjjq6

金曜 Academic Written English https://forms.gle/5aJyxnLdWtzd7vos6

Academic Spoken English
火曜１限（クラス 9・10・11）
英語クラス
火１・A クラス

火１・B クラス

火１・C クラス

火１・D クラス

火１・E クラス

火１・F クラス

学籍番号
クラス 9 ：2110009～2110117
クラス 10：2110010～2110118
クラス 11：2110011～2110107
クラス 9 ：2110129～2110237
クラス 10：2110130～2110226
クラス 11：2110119～2110227
クラス 9 ：2110249～2110345
クラス 10：2110238～2110346
クラス 11：2110239～2110347
クラス 9 ：2110357～2110465
クラス 10：2110358～2110466
クラス 11：2110359～2110455
クラス 9 ：2110477～2110585
クラス 10：2110478～2110574
クラス 11：2110467～2110575
クラス 9 ：2110597～2110693
クラス 10：2110586～2110694
クラス 11：2110587～2110695

火曜 3 限（クラス 7・8・12）
英語クラス
火３・A クラス

火３・B クラス

火３・C クラス

火３・D クラス

火３・E クラス

火３・F クラス

学籍番号下 3 桁
クラス 7 ：2110007～2110115
クラス 8 ：2110008～2110116
クラス 12：2110012～2110108
クラス 7 ：2110127～2110235
クラス 8 ：2110128～2110224
クラス 12：2110120～2110228
クラス 7 ：2110247～2110343
クラス 8 ：2110236～2110344
クラス 12：2110240～2110348
クラス 7 ：2110355～2110463
クラス 8 ：2110356～2110464
クラス 12：2110360～2110456
クラス 7 ：2110475～2110583
クラス 8 ：2110476～2110572
クラス 12：2110468～2110576
クラス 7 ：2110595～2110691
クラス 8 ：2110584～2110692
クラス 12：2110588～2110696

※赤字箇所に誤りがありましたので訂正しました（4/7）

火曜２限（クラス 1・2・5）
英語クラス
火２・A クラス

火２・B クラス

火２・C クラス

火２・D クラス

火２・E クラス

火２・F クラス

学籍番号下 3 桁
クラス 1：2110001～2110109
クラス 2：2110002～2110110
クラス 5：2110005～2110113
クラス 1：2110121～2110229
クラス 2：2110122～2110230
クラス 5：2110125～2110233
クラス 1：2110241～2110349
クラス 2：2110242～2110350
クラス 5：2110245～2110353
クラス 1：2110361～2110469
クラス 2：2110362～2110470
クラス 5：2110365～2110461
クラス 1：2110481～2110589
クラス 2：2110482～2110578
クラス 5：2110473～2110581
クラス 1：2110601～2110697
クラス 2：2110590～2110698
クラス 5：2110593～2110701

火曜 4 限（クラス 3・4・6）
英語クラス
火４・A クラス

火４・B クラス

火４・C クラス

火４・D クラス

火４・E クラス

火４・F クラス

学籍番号下 3 桁
クラス 3：2110003～2110111
クラス 4：2110004～2110112
クラス 6：2110006～2110114
クラス 3：2110123～2110231
クラス 4：2110124～2110232
クラス 6：2110126～2110234
クラス 3：2110243～2110351
クラス 4：2110244～2110352
クラス 6：2110246～2110354
クラス 3：2110363～2110471
クラス 4：2110364～2110472
クラス 6：2110366～2110462
クラス 3：2110483～2110591
クラス 4：2110484～2110580
クラス 6：2110474～2110582
クラス 3：2110603～2110699
クラス 4：2110592～2110700
クラス 6：2110594～2110702

Academic Written English
金曜１限（クラス 1・2・3）
英語クラス
金１・A クラス

金１・B クラス

金１・C クラス

金１・D クラス

金１・E クラス

金１・F クラス

学籍番号下 3 桁
クラス 1：2110001～2110109
クラス 2：2110002～2110110
クラス 3：2110003～2110111
クラス 1：2110121～2110229
クラス 2：2110122～2110230
クラス 3：2110123～2110231
クラス 1：2110241～2110349
クラス 2：2110242～2110350
クラス 3：2110243～2110351
クラス 1：2110361～2110469
クラス 2：2110362～2110470
クラス 3：2110363～2110459
クラス 1：2110481～2110589
クラス 2：2110482～2110578
クラス 3：2110471～2110579
クラス 1：2110601～2110697
クラス 2：2110590～2110698
クラス 3：2110591～2110699

金曜２限（クラス 4・9・10）
英語クラス
金２・A クラス

金２・B クラス

金２・C クラス

金２・D クラス

金２・E クラス

金２・F クラス

学籍番号
クラス 4：2110004～2110112
クラス 9 ：2110009～2110117
クラス 10：2110010～2110118
クラス 4：2110124～2110232
クラス 9 ：2110129～2110237
クラス 10：2110130～2110226
クラス 4 ：2110244～2110352
クラス 9 ：2110249～2110345
クラス 10：2110238～2110346
クラス 4 ：2110364～2110460
クラス 9 ：2110357～2110465
クラス 10：2110358～2110466
クラス 4 ：2110472～2110580
クラス 9 ：2110477～2110585
クラス 10：2110478～2110574
クラス 4 ：2110592～2110700
クラス 9 ：2110597～2110693
クラス 10：2110586～2110694

金曜 3 限（クラス 5・6・11）
英語クラス
金３・A クラス

金３・B クラス

金３・C クラス

金３・D クラス

金３・E クラス

金３・F クラス

金３・G クラス

学籍番号下 3 桁
クラス 5：2110005～2110101
クラス 6：2110006～2110102
クラス 11：2110011～2110095
クラス 5：2110113～2110197
クラス 6：2110114～2110198
クラス 11：2110107～2110203
クラス 5 ：2110209～2110305
クラス 6 ：2110210～2110294
クラス 11：2110215～2110299
クラス 5 ：2110317～2110401
クラス 6 ：2110306～2110402
クラス 11：2110311～2110395
クラス 5 ：2110413～2110497
クラス 6 ：2110414～2110498
クラス 11：2110407～2110503
クラス 5 ：2110509～2110605
クラス 6 ：2110510～2110594
クラス 11：2110515～2110599
クラス 5 ：2110617～2110701
クラス 6 ：2110606～2110702
クラス 11：2110611～2110695

金曜 4 限（クラス 7・8・12）
英語クラス
金４・A クラス

金４・B クラス

金４・C クラス

金４・D クラス

金４・E クラス

金４・F クラス

学籍番号下 3 桁
クラス 7 ：2110007～2110115
クラス 8 ：2110008～2110116
クラス 12：2110012～2110108
クラス 7 ：2110127～2110235
クラス 8 ：2110128～2110224
クラス 12：2110120～2110228
クラス 7 ：2110247～2110343
クラス 8：2110236～2110344
クラス 12：2110240～2110348
クラス 7 ：2110355～2110463
クラス 8 ：2110356～2110464
クラス 12：2110360～2110456
クラス 7 ：2110475～2110583
クラス 8 ：2110476～2110572
クラス 12：2110468～2110576
クラス 7 ：2110595～2110691
クラス 8 ：2110584～2110692
クラス 12：2110588～2110696

