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大学別学年暦・事務手続き 

５．東京外国語大学   

 

１）学年暦 

２０１９年 

 ４月 ４日（木） 春学期授業開始 

 ５月 ６日（月）振替休日 祝日授業実施日 

 ６月 ６日（木） 全学休講（学内競漕大会） 

 ７月１５日（月）海の日 祝日授業実施日 

 ７月１８日（木） 春学期授業終了 

 ７月２２日（月） 夏学期授業開始 

 ９月２７日（金）  夏学期授業終了 

１０月 １日（火） 秋学期授業開始 

１０月１４日（月）体育の日 祝日授業実施日 

１１月 ４日（月）振替休日 祝日授業実施日 

１１月１９日（火） 外語祭準備日（全学休講） 

１１月２０日（水）～２４日（日） 外語祭（全学休講） 

１１月２５日（月） 外語祭後片付け日（全学休講） 

１２月２５日（水） 授業振替日 

１２月２９日（日）～１月３日（金） 年末・年始休業 

２０２０年 

 １月 ６日（金） 授業再開 

 １月１７日（金） 全学休講 

 １月２８日（火） 秋学期授業終了 

 １月２９日（水） 冬学期授業開始 

 ２月１４日（金） 冬学期授業終了 

 

 

２）事務手続等 

(1)ＴＡＣ単位互換申請受付日 

２０１９年 ３月２８日（木）～ ４月 １日（月） 

(2)受講許可学生発表日（学生の所属大学を通して発表） 

２０１９年 ４月１１日（木）※ 

 ※受講許可発表日より前に授業が開始する場合、許可が発表されるまでの期間に限り、可否に係

わらず希望科目を受講できるものとする。 

  

 

３）事務取扱時間 

＜担当部課＞ 

教務課 

平日 
９：００～１６：３０ 

（昼休み１２：４０～１３：４０） 

土、日、祝日（祝日授業日を含む）、夏季一斉休業中、年末年始は窓口業

務を行いません。 
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４）学生証の発行 

  ＴＡＣ単位互換履修生のための学生証を発行します。４月１１日（木）以降、写真１枚（タテ

４㎝×ヨコ３㎝）を教務課窓口に持参し、発行手続きを行ってください。 

 

 

５）その他 

休講の伝達は、ＨＰに掲載します。学外からでも下記アドレスにて確認できます。 

https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/Board/ 

※閲覧にはIDとパスワードが必要です。教務課窓口に掲示してあります。 

教室の変更はWebシラバスに反映されます。授業前にWebシラバスで教室を確認するようにし

てください。 

 

【公共交通機関の運休および台風などによる休講について】 

①公共交通機関の運休による休講措置 

JR中央線（東京駅～高尾駅間）及び京王線（新宿駅～京王八王子駅間）が運休した場合は休講

になります。 

(1)午前6時30分半現在において、運休の場合は、午前の学部及び大学院の授業は全学休講 

(2)午前10時30分現在において、運休の場合は、午後の学部及び大学院の授業は全学休講 

 

②気象警報等による休講措置 

 

気象庁から大雨警報、大雪警報、暴風警報、暴風雪警報のいずれかの警報又は特別警報が府中

市又は調布市に発表された際に、休講とする場合があります。 

 

(1)午前6時30分現在において、発表されている際に、午前の学部及び大学院の授業は全学休

講となる場合があります。 

(2)午前10時30分現在において、発表されている際に、午後の学部及び大学院の授業は全学

休講となる場合があります。 

 

(3)台風の接近、大雪が予想される等により授業の実施が困難と予想される場合は、前もって、

休講措置を取る場合があります。 

 

 ③周知方法 

  

 上記①、②に該当し、全学休講とする場合、本学ホームページ（在学生の方へ）にて速やかに

周知します。 

http://www.tufs.ac.jp/student/ 
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６）受付窓口 

東京外国語大学 学務部教務課 

所在地 〒１８３－８５３４ 東京都府中市朝日町３－１１－１ 

電話 TEL ０４２－３３０－５１６８ FAX ０４２－３３０－５１７０  

交通 
①  西武多摩川線 多磨駅より徒歩約５分 

②  京王電鉄 飛田給駅よりバス約１０分 

ホームページ http://www.tufs.ac.jp/ 

 

 

 

大学別開講科目案内 

５．東京外国語大学 

 

開放科目については、別紙「２０１９年度ＴＡＣ単位互換制度に基づく開放科目一覧」

のとおり。 

※科目情報、シラバスは本学 Website

（https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx） 

から確認してください。 

https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx


東京外国語大学
【注意事項】曜日時限が変更される場合があります。実際に履修する場合は、Webシラバスを確認してください。

No 時間割CD 科目 単位数授業題目 履修上の案内 教員 学期 曜日 時限 受入人数
1 180079 世界のことばA  2 アイスランド語（１） 森  信嘉 春期 木曜日 4 若干名
2 180080 世界のことばA  2 フィンランド語の世界を知る 石井　晴奈 春期 金曜日 5 若干名
3 180081 世界のことばA  2 ラテン語の世界を知る Ⅰ 岩崎  務 春期 木曜日 1 若干名
4 180082 世界のことばA  2 ラテン語講読Ⅰ 岩崎  務 春期 金曜日 2 若干名
5 180083 世界のことばA  2 オランダ語の世界を知る　Ⅰ 末松　淑美 春期 水曜日 4 若干名
6 180084 世界のことばA  2 イディッシュ語の世界を知る 鴨志田　聡子 春期 水曜日 4 若干名

7 180085 世界のことばA  2

バスク語（１）（エチェパレ・
インスティテュート（スペイン
領バスク自治州）寄付授業） 吉田  浩美 春期 木曜日 4 若干名

8 180088 世界のことばA  2
ルーマニア語の世界を知るⅠ
（ルーマニア文化院寄付授業） 菅井　健太 夏学期 集中 若干名

9 180087 世界のことばA  2 初級ハンガリー語 大島  一 春期 月曜日 1 若干名

10 180089 世界のことばA  2

ブルガリア語の世界を知る　Ｉ
（駐日ブルガリア共和国大使館
寄附授業） 木村　真 春期 火曜日 5 若干名

11 180090 世界のことばA  2 ギリシャ語初級の世界を知る I 杉山  晃太郎 春期 月曜日 3 若干名
12 180091 世界のことばA  2 ギリシャ語上級の世界を知る I 杉山  晃太郎 春期 月曜日 2 若干名
13 180092 世界のことばA  2 現代ギリシア語 村田　奈々子 春期 火曜日 2 若干名
14 180093 世界のことばA  2 古代スラブ語 服部　文昭 夏学期 集中 若干名
15 180094 世界のことばA  2 リトアニア語の世界を知るⅠ 櫻井  映子 春期 水曜日 3 若干名
16 180095 世界のことばA  2 コリマ・ユカギール語 長崎  郁 春期 月曜日 4 若干名
17 180096 世界のことばA  2 アイヌ語の世界を知るⅠ 志賀  雪湖 春期 木曜日 4 若干名

18 180097 世界のことばA  2
！、おもしろいぞアルタイ諸言
語！A。 風間  伸次郎 春期 月曜日 3 若干名

19 180098 世界のことばA  2 キルギス語文法 アクマタリエワ 春期 金曜日 4 若干名
20 180099 世界のことばA  2 チベット語 (1) 星 泉 春期 金曜日 2 若干名

21 180100 世界のことばA  2 サンスクリット語の世界を知る I 水野  善文 春期 木曜日 4 若干名
22 180101 世界のことばA  2 タミル語とタミル文化 (1) 宮本　城 春期 金曜日 2 若干名
23 180102 世界のことばA  2 マラヤーラム語（中級） 粟屋  利江 春期 月曜日 1 若干名
24 180103 世界のことばA  2 マラヤーラム語（初級） 粟屋  利江 春期 木曜日 4 若干名
25 180104 世界のことばA  2 マラーティー語の世界を知るI 足立  享祐 春期 金曜日 4 若干名
26 180105 世界のことばA  2 ヘブライ語の世界を知る Ⅰ 黒川  知文 春期 金曜日 3 若干名
27 180106 世界のことばA  2 日本手話 小薗江  聡 春期 月曜日 2 若干名
28 180107 世界のことばA  2 沖縄語入門１ 花薗  悟 春期 木曜日 4 若干名

29 180108 世界のことばA  2
世界のことばA	ハワイ語の世界を
知るⅠ 古川　敏明 春期 金曜日 4 若干名

30 180109 世界のことばA  2 ウォライタ語研究 若狭  基道 春期 水曜日 1 若干名
31 180110 世界のことばA  2 イロカノ語 山本　恭裕 春期 水曜日 4 若干名
32 180111 世界のことばA  2 ハイダ族の言語と文化 堀 博文 春期 金曜日 2 若干名
33 180112 世界のことばB  2 トルクメン語の世界を知る 奥　真裕 秋期 水曜日 5 若干名
34 180113 世界のことばA  2 グルジア語 児島  康宏 夏学期 集中 若干名
35 180114 世界のことばA  2 ゾンカ語 西田　文信 夏学期 集中 若干名
36 180115 世界のことばA  2 ゾンカ語 西田　文信 夏学期 集中 若干名
37 180118 世界のことばB  2 アイスランド語（２） 森  信嘉 秋期 木曜日 4 若干名
38 180119 世界のことばB  2 ラテン語の世界を知る II 岩崎  務 秋期 木曜日 1 若干名
39 180120 世界のことばB  2 ラテン語講読Ⅱ 岩崎  務 秋期 金曜日 2 若干名
40 180121 世界のことばB  2 オランダ語の世界を知る　Ⅱ 末松　淑美 秋期 水曜日 4 若干名

41 180122 世界のことばB  2

バスク語（２）（エチェパレ・
インスティテュート（スペイン
領バスク自治州）寄付授業） 吉田  浩美 秋期 木曜日 4 若干名

42 180124 世界のことばB  2
ルーマニア語の世界を知るⅡ
（ルーマニア文化院寄付授業） 菅井　健太 冬学期 集中 若干名

43 180125 世界のことばB  2

ブルガリア語の世界を知る　II
（駐日ブルガリア共和国大使館
寄附授業） 木村　真 秋期 火曜日 5 若干名

44 180126 世界のことばB  2 ギリシャ語初級の世界を知る II 杉山  晃太郎 秋期 月曜日 3 若干名
45 180127 世界のことばB  2 ギリシャ語上級の世界を知る II 杉山  晃太郎 秋期 月曜日 2 若干名
46 180128 世界のことばB  2 ウクライナ語Ⅳ 小川　暁道 秋期 金曜日 5 若干名
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47 180129 世界のことばB  2 リトアニア語の世界を知るⅡ 櫻井  映子 秋期 水曜日 3 若干名
48 180130 世界のことばB  2 アイヌ語の世界を知るⅡ 志賀  雪湖 秋期 木曜日 4 若干名
49 180131 世界のことばB  2 沖縄語入門２ 花薗  悟 秋期 木曜日 4 若干名

50 180132 世界のことばB  2
！、おもしろいぞアルタイ諸言
語！B。 風間  伸次郎 秋期 月曜日 3 若干名

51 180133 世界のことばB  2 チベット語 (2) 星 泉 秋期 金曜日 2 若干名

52 180134 世界のことばB  2
サンスクリット語の世界を知るII
（J） 水野  善文 秋期 木曜日 4 若干名

53 180135 世界のことばB  2 タミル語とタミル文化 (2) 宮本　城 秋期 金曜日 2 若干名
54 180136 世界のことばA  2 アイルランド語 山田　怜央 春期 木曜日 5 若干名
55 180137 世界のことばB  2 マラーティー語の世界を知るII 足立  享祐 秋期 金曜日 4 若干名
56 180138 世界のことばB  2 ヘブライ語の世界を知るⅡ 黒川  知文 秋期 金曜日 3 若干名
57 180139 世界のことばB  2 パーリ語 八尾  史 秋期 月曜日 4 若干名
58 180140 世界のことばB  2 マラヤーラム語（中級） 粟屋  利江 秋期 月曜日 1 若干名
59 180141 世界のことばB  2 マラヤーラム語（初級） 粟屋  利江 秋期 木曜日 4 若干名
60 180142 世界のことばB  2 アムハラ語入門 若狭  基道 冬学期 集中 若干名

61 180143 世界のことばA  2 スロヴェニア語初級
マリエタ・クリナ
ル 春期 水曜日 4 若干名

62 180144 世界のことばA  2 スロヴェニア語中級
マリエタ・クリナ
ル 春期 木曜日 2 若干名

63 180145 世界のことばB  2 スロヴェニア語初級
マリエタ・クリナ
ル 秋期 水曜日 4 若干名

64 180146 世界のことばB  2 スロヴェニア語中級
マリエタ・クリナ
ル 秋期 木曜日 2 若干名

65 180147 世界のことばB  2 マダガスカル語 箕浦  信勝 秋期 火曜日 3 若干名

66 180148 世界のことばA  2 クルド語
チョーラク　ワッ
カス 春期 火曜日 5 若干名

67 19142101
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 ポーランド語（基礎）１ 福嶋　千穂 春期 月曜日 2 若干名

68 19142102
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 コミュニケーション 3

プルスコタ　カロ
リナ 春期 水曜日 1 若干名

69 19142103
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 コミュニケーション５

プルスコタ　カロ
リナ 春期 木曜日 1 若干名

70 19142104
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 コミュニケーション 6

プルスコタ　カロ
リナ 春期 木曜日 2 若干名

71 19142105
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 聴解１

プルスコタ　カロ
リナ 春期 木曜日 3 若干名

72 19142106
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 ポーランド語読解３ 久山  宏一 春期 木曜日 2 若干名

73 19142107
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 プレゼンターション 3

プルスコタ　カロ
リナ 春期 金曜日 3 若干名

74 19142108
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 ポーランド語　翻訳Ⅰ 森田  耕司 春期 火曜日 1 若干名

75 19142109
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 作文1 石川  グラジナ 春期 火曜日 2 若干名

76 19142110
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語1）  1 作文3 三井 レナータ 春期 火曜日 3 若干名

77 19142111
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 ポーランド語（基礎）２ 福嶋　千穂 秋期 月曜日 2 若干名

78 19142112
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 コミュニケーション2

プルスコタ　カロ
リナ 秋期 水曜日 2 若干名

79 19142113
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 コミュニケーション 4

プルスコタ　カロ
リナ 秋期 水曜日 1 若干名

80 19142114
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 コミュニケーション５ 石川  グラジナ 秋期 火曜日 1 若干名

81 19142115
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 聴解２

プルスコタ　カロ
リナ 秋期 金曜日 2 若干名

82 19142116
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 ポーランド語読解４ 久山  宏一 秋期 木曜日 2 若干名

83 19142117
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 プレゼンテーション2

プルスコタ　カロ
リナ 秋期 金曜日 1 若干名

84 19142118
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 プレゼンターション　４

プルスコタ　カロ
リナ 秋期 金曜日 3 若干名

85 19142119
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 翻訳演習２ 三井 レナータ 秋期 月曜日 2 若干名



86 19142120
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 ポーランド語　語彙構築法 森田  耕司 秋期 火曜日 2 若干名

87 19142121
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 作文2 石川  グラジナ 秋期 火曜日 2 若干名

88 19142122
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 作文4 三井 レナータ 秋期 火曜日 3 若干名

89 19142123
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 作文 5

プルスコタ　カロ
リナ 秋期 木曜日 1 若干名

90 19142124
諸地域言語（ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ語2）  1 作文 6

プルスコタ　カロ
リナ 秋期 木曜日 2 若干名

91 19142301
諸地域言語（ﾁｪｺ
語1）  1 文法２ 金指  久美子 春期 木曜日 3 若干名

92 19142302
諸地域言語（ﾁｪｺ
語1）  1 読解２ 篠原  琢 春期 水曜日 2 若干名

93 19142303
諸地域言語（ﾁｪｺ
語1）  1 チェコ語文法Ｇ３　Ａ 篠原  琢 春期 木曜日 2 若干名

94 19142304
諸地域言語（ﾁｪｺ
語2）  1 文法　Ⅰ 金指  久美子 秋期 木曜日 3 若干名

95 19142305
諸地域言語（ﾁｪｺ
語2）  1 文法Ⅲ 金指  久美子 秋期 火曜日 3 若干名

96 19142306
諸地域言語（ﾁｪｺ
語2）  1 読解 Ⅱ 金指  久美子 秋期 木曜日 2 若干名

97 19142501
諸地域言語（ﾓﾝ
ｺﾞﾙ語1）  1 会話 2 (J) 温品  廉三 春期 火曜日 3 若干名

98 19142502
諸地域言語（ﾓﾝ
ｺﾞﾙ語1）  1 文法２ 温品  廉三 春期 水曜日 2 若干名

99 19142503
諸地域言語（ﾓﾝ
ｺﾞﾙ語1）  1 講読2

キリル文字モンゴ
ル語の文法を一通
り学習した学生向
けの文章読解・翻
訳の授業です。 青木　雅浩 春期 月曜日 2 若干名

100 19142504
諸地域言語（ﾓﾝ
ｺﾞﾙ語2）  1 会話 1 (J) 温品  廉三 秋期 火曜日 3 若干名

101 19142505
諸地域言語（ﾓﾝ
ｺﾞﾙ語2）  1 文法1 温品  廉三 秋期 水曜日 2 若干名

102 19142506
諸地域言語（ﾓﾝ
ｺﾞﾙ語1）  1 モンゴル歌謡翻訳（講読3）

モンゴル語の文法
を一通り学んだ学
生向けの授業で
す。 上村  明 春期 火曜日 1 若干名

103 19142701
諸地域言語（広
東語1）  1 広東語初級A 郭  マーホー 春期 水曜日 2 若干名

104 19142702
諸地域言語（広
東語1）  1 広東語上級A 郭  マーホー 春期 水曜日 3 若干名

105 19142703
諸地域言語（上
海語1）  1 上海語 何 珍時 春期 火曜日 1 若干名

106 19142704
諸地域言語（福
建語1）  1 福建語初級A 蔡  承維 春期 月曜日 2 若干名

107 19142705
諸地域言語（広
東語2）  1 広東語初級Ｂ 郭  マーホー 秋期 水曜日 2 若干名

108 19142706
諸地域言語（広
東語2）  1 広東語上級B 郭  マーホー 秋期 水曜日 3 若干名

109 19142707
諸地域言語（上
海語2）  1 上海語 何 珍時 秋期 火曜日 1 若干名

110 19142708
諸地域言語（福
建語2）  1 福建語初級B 蔡  承維 秋期 月曜日 2 若干名

111 19142903
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 会話２ [SIN191C2XX]

インドネシア語の
初歩を身につけた
者を対象として、
初級～中級の会話
の習得を目指しま
す。受講の目安
は、既習語彙500
～1000語程度で
す。 スハルソノ 春期 火曜日 3 若干名



112 19142904
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 会話３Ｊ [SIN191C3JX]

中級レベル。会話
を中心とし、作文
や講読も行いつつ
インドネシア語の
コミュニケーショ
ン能力の向上を目
指します。受講の
目安は、既習語彙
1500～3000語程
度です。 フロレンティナ 春期 木曜日 3 若干名

113 19142907
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 文法２ [SIN191G2XX]

インドネシア語の
初歩を身につけた
者を対象とする。
文法解説および講
読を通じて初級～
中級の文法的知識
と読解能力の向上
を目指します。受
講の目安は、既習
語彙500～1000程
度です。 降幡  正志 春期 金曜日 5 若干名

114 19142908
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 読解１Ｊ [SIN191R1JX]

中級レベル。講読
を通じてインドネ
シア語の読解能力
の向上を目指しま
す。受講の目安
は、既習語彙
1500～3000語程
度です。 竹下　愛 春期 月曜日 3 若干名

115 19142909
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 読解１Ｌ [SIN191R1LX]

中級レベル。講読
を通じてインドネ
シア語の読解能力
の向上を目指しま
す。受講の目安
は、既習語彙
1500～3000語程
度です。 小笠原  健二 春期 水曜日 1 若干名

116 19142910
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 読解１Ｎ [SIN191R1NX]

中級レベル。読解
を中心とし、作文
や会話なども行な
いつつインドネシ
ア語のコミュニ
ケーション能力の
向上を目指しま
す。受講の目安
は、既習語彙
1500～3000語程
度です。 スハルソノ 春期 火曜日 2 若干名

117 19142914
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 作文２ [SIN191W2XX]

文法２を履修済み
か同学期に履修す
ることを受講の条
件とします。 降幡  正志 春期 水曜日 1 若干名



118 19142915
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語1）  1 作文３Ｊ [SIN191W3JX]

中級レベル。作文
を中心とし、会話
や講読も行ないつ
つインドネシア語
のコミュニケー
ション能力の向上
を目指します。受
講の目安は、既習
語彙1500～3000
語程度です。 スハルソノ 春期 月曜日 1 若干名

119 19142918
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 会話１ [SIN192C1XX]

初学者向けです。
初級会話の習得を
目指します。 スハルソノ 秋期 火曜日 3 若干名

120 19142921
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 会話３Ｋ [SIN192C3KX]

中級レベル。会話
を中心とし、作文
や講読も行ないつ
つインドネシア語
のコミュニケー
ション能力の向上
を目指します。受
講の目安は、既習
語彙1500～3000
語程度です。 フロレンティナ 秋期 木曜日 3 若干名

121 19142924
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 文法１ [SIN192G1XX]

初学者向けです。
初級文法の習得を
目指します。 降幡  正志 秋期 金曜日 5 若干名

122 19142927
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 読解１Ｋ [SIN192R1KX]

中級レベル。講読
を通じてインドネ
シア語の読解能力
の向上を目指しま
す。受講の目安
は、既習語彙
1500～3000語程
度です。 竹下　愛 秋期 月曜日 3 若干名

123 19142928
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 読解１Ｍ [SIN192R1MX]

中級レベル。講読
を通じてインドネ
シア語の読解能力
の向上を目指しま
す。受講の目安
は、既習語彙
1500～3000語程
度です。 小笠原  健二 秋期 水曜日 1 若干名

124 19142929
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 読解１Ｏ [SIN192R1OX]

中級レベル。読解
を中心とし、作文
や会話なども行な
いつつインドネシ
ア語のコミュニ
ケーション能力の
向上を目指しま
す。受講の目安
は、既習語彙
1500～3000語程
度です。 スハルソノ 秋期 火曜日 2 若干名



125 19142932
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 作文１ [SIN192W1XX]

初学者向けです。
文法１で学んだ文
法事項に応じて作
文練習や口頭練習
を行なう。そのた
め文法１を履修済
みか同学期に履修
することを受講の
条件とします。 降幡  正志 秋期 水曜日 1 若干名

126 19142934
諸地域言語（ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 作文３Ｋ [SIN192W3KX]

中級レベル。作文
を中心とし、会話
や講読も行ないつ
つインドネシア語
のコミュニケー
ション能力の向上
を目指します。受
講の目安は、既習
語彙1500～3000
語程度です。 スハルソノ 秋期 月曜日 1 若干名

127 19143101
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語1）  1 会話1A ファリダ 春期 月曜日 3 若干名

128 19143102
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語1）  1 会話1B ファリダ 春期 金曜日 1 若干名

129 19143103
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語2）  1 会話2A ファリダ 秋期 月曜日 3 若干名

130 19143104
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語2）  1 会話2B ファリダ 秋期 金曜日 1 若干名

131 19143105
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語1）  1 文法1A 野元  裕樹 春期 火曜日 3 若干名

132 19143106
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語1）  1 文法1B 野元  裕樹 春期 金曜日 3 若干名

133 19143107
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語2）  1 文法2A 野元  裕樹 秋期 火曜日 3 若干名

134 19143108
諸地域言語（ﾏﾚｰ
ｼｱ語2）  1 文法2B 野元  裕樹 秋期 金曜日 3 若干名

135 19143301
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1

フィリピン語１-10、会話２A
(春学期） 高野  邦夫 春期 水曜日 1 若干名

136 19143302
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1 タガログ語会話 小川  英文 春期 水曜日 2 若干名

137 19143303
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1 タガログ語会話 パルマヒル 春期 木曜日 3 若干名

138 19143304
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1

フィリピン語II-9, 文法4D (春学
期） 小川  英文 春期 月曜日 3 若干名

139 19143305
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1 タガログ語文法 山本　恭裕 春期 月曜日 3 若干名

140 19143306
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1 タガログ語文法 山本　恭裕 春期 火曜日 3 若干名

141 19143307
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-3) 高野  邦夫 春期 金曜日 3 若干名

142 19143308
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1 フィリピン語 パルマヒル 春期 金曜日 1 若干名

143 19143309
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語1）  1 タガログ語会話 パルマヒル 春期 火曜日 2 若干名

144 19143310
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語2）  1 タガログ語会話 小川  英文 秋期 水曜日 2 若干名

145 19143311
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語2）  1 タガログ語会話 パルマヒル 秋期 木曜日 3 若干名

146 19143312
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語2）  1

フィリピン語１-3、文法1C (秋
学期) 高野  邦夫 秋期 水曜日 1 若干名

147 19143313
諸地域言語（ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ語2）  1

フィリピン語II-３, 文法３C  秋
学期 小川  英文 秋期 月曜日 3 若干名



148 19143501
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ会話2

タイ語中上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 春期 金曜日 4 若干名

149 19143502
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語文法３

タイ語中上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 コースィット 春期 木曜日 3 若干名

150 19143504
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語会話3

タイ語中上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 春期 火曜日 3 若干名

151 19143506
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語作文1

タイ語中上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 春期 月曜日 3 若干名

152 19143507
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語聴解5

タイ語上級レベ
ル：授業真剣に取
り組む学生のみ受
講可 水野 潔 春期 水曜日 2 若干名

153 19143508
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語講読5

タイ語上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 柴山　信二朗 春期 火曜日 2 若干名

154 19143509
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語講読6

タイ語上級レベ
ル：授業真剣に取
り組む学生のみ受
講可 コースィット 春期 金曜日 2 若干名

155 19143510
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語会話5

タイ語上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 春期 木曜日 2 若干名

156 19143511
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ語作文3

タイ語上級レベ
ル：授業真剣に取
り組む学生のみ受
講可 スニサー 春期 月曜日 2 若干名

157 19143513
諸地域言語（ﾀｲ
語1）  1 タイ文化と実践タイ語

タイ語上級レベ
ル：授業真剣に取
り組む学生のみ受
講可 コースィット 夏学期 集中 若干名

158 19143514
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ文法１

タイ語入門・初級
レベル：授業に真
剣に取り組む学生
のみ受講可 上原　みどりこ 秋期 月曜日 4 若干名

159 19143515
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ会話1

タイ語入門・初級
レベル：授業に真
剣に取り組む学生
のみ受講可 スニサー 秋期 金曜日 4 若干名

160 19143516
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ語文法4

タイ語中上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 コースィット 秋期 木曜日 3 若干名

161 19143518
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ語会話4

タイ語中上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 秋期 火曜日 3 若干名

162 19143520
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ語作文2

タイ語中上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 秋期 月曜日 3 若干名

163 19143521
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ語聴解６

タイ語上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 水野 潔 秋期 水曜日 2 若干名



164 19143523
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ語会話6

タイ語上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 秋期 木曜日 2 若干名

165 19143524
諸地域言語（ﾀｲ
語2）  1 タイ語作文4

タイ語上級レベ
ル：授業に真剣に
取り組む学生のみ
受講可 スニサー 秋期 月曜日 2 若干名

166 19143701
諸地域言語（ﾗｵｽ
語1）  1 会話２

前年度秋学期の
「会話１」を履修
済みか、同程度の
ラオス語力を有す
ること。 スリカン 春期 月曜日 3 若干名

167 19143706
諸地域言語（ﾗｵｽ
語1）  1 読解１

ラオス文字につい
て、初級レベルの
読み書きができる
ことが望ましい。 スリカン 夏学期 集中 若干名

168 19143708
諸地域言語（ﾗｵｽ
語2）  1 会話１

ラオス語を初めて
学ぶ者は「会話
１」から履修して
ください。 スリカン 秋期 月曜日 3 若干名

169 19143901
諸地域言語（ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ語1）  1 ベトナム語文法１ 野平  宗弘 春期 月曜日 3 若干名

170 19143902
諸地域言語（ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ語2）  1 ベトナム語会話1

ブイ　ズイ　ズオ
ン 秋期 木曜日 1 若干名

171 19143903
諸地域言語（ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ語2）  1 ベトナム語会話1

ブイ　ズイ　ズオ
ン 秋期 木曜日 2 若干名

172 19143904
諸地域言語（ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ語2）  1 ベトナム語会話1

ブイ　ズイ　ズオ
ン 秋期 金曜日 1 若干名

173 19144301
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語1）  1 地域言語A（ビルマ語Ⅱー４） 斎藤  紋子 春期 月曜日 1 若干名

174 19144302
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語1）  1 文法１ Ａ (J) 岡野 賢二 春期 水曜日 2 若干名

175 19144304
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語1）  1 文法３ (J) 岡野 賢二 春期 火曜日 2 若干名

176 19144305
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語1）  1 文法１ Ｂ (J) 岡野 賢二 春期 火曜日 3 若干名

177 19144306
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語1）  1 読解２A 土佐  桂子 春期 水曜日 2 若干名

178 19144310
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語1）  1 文法IC(J) 斎藤  紋子 春期 月曜日 3 若干名

179 19144311
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語2）  1 地域言語A（ビルマ語Ⅱー9） 斎藤  紋子 秋期 月曜日 1 若干名

180 19144312
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語2）  1 文法２ Ａ (J) 岡野 賢二 秋期 水曜日 2 若干名

181 19144314
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語2）  1 文法４ (J) 岡野 賢二 秋期 火曜日 2 若干名

182 19144315
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語2）  1 読解３Ａ 土佐  桂子 秋期 水曜日 2 若干名

183 19144319
諸地域言語（ﾋﾞﾙ
ﾏ語2）  1 読解１ 土佐  桂子 秋期 金曜日 3 若干名

184 19144501
諸地域言語（ｳﾙ
ﾄﾞｩｰ語1）  1 ウルドゥー語概説 萬宮　健策 春期 金曜日 2 若干名

185 19144502
諸地域言語（ｳﾙ
ﾄﾞｩｰ語1）  1 初級ウルドゥー語 (B-2) 露口  哲也 春期 火曜日 5 若干名

186 19144503
諸地域言語（ｳﾙ
ﾄﾞｩｰ語1）  1 初級ウルドゥー語 (A-2) 露口  哲也 春期 月曜日 5 若干名

187 19144504
諸地域言語（ｳﾙ
ﾄﾞｩｰ語2）  1 ウルドゥー語初級 (B-1) 露口  哲也 秋期 火曜日 5 若干名

188 19144505
諸地域言語（ｳﾙ
ﾄﾞｩｰ語2）  1 ウルドゥー語初級 (A-1) 露口  哲也 秋期 月曜日 5 若干名

189 19144701
諸地域言語（ﾋﾝ
ﾃﾞｨｰ語1）  1 文法　II　b（J） 水野  善文 春期 木曜日 3 若干名

190 19144702
諸地域言語（ﾋﾝ
ﾃﾞｨｰ語1）  1 ヒンディー語文法IIa 足立  享祐 春期 金曜日 2 若干名



191 19144703
諸地域言語（ﾋﾝ
ﾃﾞｨｰ語2）  1 文法Ⅰa 足立  享祐 秋期 金曜日 2 若干名

192 19144704
諸地域言語（ﾋﾝ
ﾃﾞｨｰ語2）  1 文法 I b 水野  善文 秋期 木曜日 3 若干名

193 19144901
諸地域言語（ﾍﾞﾝ
ｶﾞﾙ語1）  1 会話Ⅰa

スジット・クマ
ル・マンダル 春期 水曜日 3 若干名

194 19144902
諸地域言語（ﾍﾞﾝ
ｶﾞﾙ語1）  1 ベンガル語文法a (J) 丹羽  京子 夏学期 集中 若干名

195 19144903
諸地域言語（ﾍﾞﾝ
ｶﾞﾙ語2）  1 ベンガル語文法c

スジット・クマ
ル・マンダル 秋期 水曜日 3 若干名

196 19144904
諸地域言語（ﾍﾞﾝ
ｶﾞﾙ語2）  1 ベンガル語文法b 奥田　由香 秋期 月曜日 2 若干名

197 19145101
諸地域言語（ﾍﾟﾙ
ｼｱ語1）  1 ペルシア語会話IA

サイーディー・
ヴェルノスファー
デラーニー・サラ 春期 火曜日 3 若干名

198 19145102
諸地域言語（ﾍﾟﾙ
ｼｱ語1）  1 ペルシア語会話IB

サイーディー・
ヴェルノスファー
デラーニー・サラ 春期 木曜日 3 若干名

199 19145105
諸地域言語（ﾍﾟﾙ
ｼｱ語1）  1 ペルシア語文法IA (J)

文法IA,B,Cを同時
履修してくださ
い。 吉枝  聡子 春期 水曜日 2 若干名

200 19145106
諸地域言語（ﾍﾟﾙ
ｼｱ語1）  1 ペルシア語文法IB (J)

文法IA,B,Cを同時
履修してくださ
い。 吉枝  聡子 春期 金曜日 3 若干名

201 19145107
諸地域言語（ﾍﾟﾙ
ｼｱ語1）  1 ペルシア語文法IC

文法IA,B,Cを同時
履修してくださ
い。 佐々木  あや乃 春期 月曜日 3 若干名

202 19145301
諸地域言語（ﾄﾙｺ
語1）  1 トルコ語文法１A 石丸 由美 春期 火曜日 4 若干名

203 19145302
諸地域言語（ﾄﾙｺ
語2）  1 トルコ語文法１B 石丸 由美 秋期 火曜日 4 若干名

204 19145303
諸地域言語（ﾄﾙｺ
語2）  1 トルコ語講読 石丸 由美 秋期 火曜日 2 若干名

205 19145501
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語1）  1 ウズベク語読解（中級）A1 島田  志津夫 春期 月曜日 2 若干名

206 19145502
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語1）  1 ウズベク語読解B1 木村　暁 春期 火曜日 3 若干名

207 19145503
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語1）  1 ウズベク語初級1 木村　暁 春期 月曜日 4 若干名

208 19145504
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語1）  1 ウズベク語会話IIA ママトクロヴァ 春期 木曜日 2 若干名

209 19145505
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語1）  1 ウズベク語会話IA ママトクロヴァ 春期 木曜日 3 若干名

210 19145506
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語読解（中級）A2 島田  志津夫 秋期 月曜日 2 若干名

211 19145507
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語読解B2 木村　暁 秋期 火曜日 3 若干名

212 19145508
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語初級2 木村　暁 秋期 月曜日 4 若干名

213 19145509
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語会話IIB ママトクロヴァ 秋期 木曜日 2 若干名

214 19145510
諸地域言語（ｳｽﾞ
ﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語会話IB ママトクロヴァ 秋期 木曜日 3 若干名

215 19145511
諸地域言語（中
央ｱｼﾞｱ諸語1）  1 カザフ語基礎 坂井  弘紀 春期 月曜日 5 若干名

216 19145512
諸地域言語（中
央ｱｼﾞｱ諸語1）  1 初級現代ウイグル語 菅原  純 夏学期 集中 若干名

217 19145701
諸地域言語（ｵｾｱ
ﾆｱ諸語1）  1 パプアニューギニアの言語他 佐藤　寛子 夏学期 集中 若干名

218 19145901
諸地域言語（ｽﾜﾋ
ﾘ語1）  1  スワヒリ語初級１ 角谷　征昭 春期 金曜日 2 若干名

219 19145902
諸地域言語（ｽﾜﾋ
ﾘ語2）  1 スワヒリ語初級2 角谷　征昭 秋期 金曜日 2 若干名

220 19145903
諸地域言語（ｽﾜﾋ
ﾘ語1）  1  スワヒリ語中級1 品川　大輔 春期 金曜日 2 若干名



221 19145904
諸地域言語（ｽﾜﾋ
ﾘ語2）  1  スワヒリ語中級2 品川　大輔 秋期 金曜日 2 若干名

222 19151101
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A1）  1 ドイツ語初級文法 櫻井  麻美 春期 月曜日 4 若干名

223 19151102
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A2）  1 ドイツ語初級文法 櫻井  麻美 秋期 月曜日 4 若干名

224 19151103
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A3）  1 Deutsch A ビリック 春期 水曜日 3 若干名

225 19151104
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A3）  1 ドイツ語A（総合）（J） 津山  拓也 春期 火曜日 4 若干名

226 19151105
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A3）  1 総合 西岡  あかね 春期 木曜日 5 若干名

227 19151106
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A4）  1 Deutsch A ビリック 秋期 水曜日 3 若干名

228 19151107
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A4）  1 ドイツ語A（総合）（J） 津山  拓也 秋期 火曜日 4 若干名

229 19151108
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語A4）  1 総合 西岡  あかね 秋期 木曜日 5 若干名

230 19151109
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語B1）  1 講読 丸山　空大 春期 木曜日 4 若干名

231 19151110
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語B2）  1 講読 丸山　空大 秋期 木曜日 4 若干名

232 19151111
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語B3）  1 Deutsch B ビリック 春期 火曜日 4 若干名

233 19151112
教養外国語（ﾄﾞｲ
ﾂ語B4）  1 Deutsch B ビリック 秋期 火曜日 4 若干名

234 19151301
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A1）  1 初級フランス語（文法） 塩田  明子 春期 火曜日 5 若干名

235 19151302
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A1）  1 フランス語初級文法 中尾  和美 春期 木曜日 4 若干名

236 19151304
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A1）  1 フランス語初級講読 竹下　和亮 春期 金曜日 5 若干名

237 19151305
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A1）  1 フランス語A1 陶山  大一郎 春期 月曜日 5 若干名

238 19151306
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A1）  1 フランス語初級　講読 宇田川  和夫 春期 月曜日 4 若干名

239 19151307
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A2）  1 初級フランス語（文法） 塩田  明子 秋期 火曜日 5 若干名

240 19151308
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A2）  1 フランス語初級文法 中尾  和美 秋期 木曜日 4 若干名

241 19151309
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A2）  1 フランス語初級講読 竹下　和亮 秋期 金曜日 5 若干名

242 19151310
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A2）  1 フランス語A2 陶山  大一郎 秋期 月曜日 5 若干名

243 19151311
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A2）  1 フランス語初級　講読 宇田川  和夫 秋期 月曜日 4 若干名

244 19151313
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A3）  1 フランス語初級文法 古賀　健太郎 春期 木曜日 4 若干名

245 19151314
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A3）  1 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A3) カリオ 春期 木曜日 5 若干名

246 19151315
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A3）  1 ﾌﾗﾝｽ語A　会話・講読 プヨ　バティスト 春期 月曜日 4 若干名

247 19151316
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A3）  1 フランス語初級購読 村中　由美子 春期 水曜日 4 若干名

248 19151317
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A3）  1 フランス語（文法） 竹下　和亮 春期 火曜日 4 若干名

249 19151318
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A4）  1 フランス語初級文法 古賀　健太郎 秋期 木曜日 4 若干名

250 19151319
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A4）  1 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A4) カリオ 秋期 木曜日 5 若干名

251 19151320
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A4）  1 ﾌﾗﾝｽ語A　会話・講読 プヨ　バティスト 秋期 月曜日 4 若干名

252 19151321
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A4）  1 フランス語初級購読 村中　由美子 秋期 水曜日 4 若干名

253 19151322
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語A4）  1 フランス語（文法） 竹下　和亮 秋期 火曜日 4 若干名



254 19151323
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B1）  1 フランス語 B1 陶山  大一郎 春期 月曜日 4 若干名

255 19151324
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B1）  1 フランス語B　講読 宇田川  和夫 春期 月曜日 5 若干名

256 19151325
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B1）  1 フランス語（文法） 竹下　和亮 春期 火曜日 4 若干名

257 19151326
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B1）  1 ﾌﾗﾝｽ語B 芹生　尚子 春期 火曜日 5 若干名

258 19151327
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B2）  1 フランス語（文法） 竹下　和亮 秋期 火曜日 4 若干名

259 19151328
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B2）  1 フランス語B２（文法） 陶山  大一郎 秋期 月曜日 4 若干名

260 19151329
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B2）  1 フランス語B 　講読 宇田川  和夫 秋期 月曜日 5 若干名

261 19151330
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B2）  1 ﾌﾗﾝｽ語B 芹生　尚子 秋期 火曜日 5 若干名

262 19151331
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B3）  1 フランス語B　上級5組 プヨ　バティスト 春期 水曜日 3 若干名

263 19151332
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B3）  1 フランス語で見るアフリカII 坂井  真紀子 春期 木曜日 4 若干名

264 19151333
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B4）  1 フランス語B　上級5組 プヨ　バティスト 秋期 水曜日 3 若干名

265 19151334
教養外国語（ﾌﾗﾝ
ｽ語B4）  1 フランス語で見るアフリカII 坂井  真紀子 秋期 木曜日 4 若干名

266 19151501
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A1）  1 イタリア語A 柴田　瑞枝 春期 火曜日 4 若干名

267 19151502
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A1）  1 イタリア語A 柴田　瑞枝 春期 火曜日 5 若干名

268 19151503
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A2）  1 イタリア語A 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 4 若干名

269 19151504
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A2）  1 イタリア語A 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 5 若干名

270 19151505
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A3）  1 イタリア語A3 森口  いずみ 春期 金曜日 4 若干名

271 19151506
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A3）  1 イタリア語A3 森口  いずみ 春期 金曜日 5 若干名

272 19151507
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A4）  1 イタリア語A4 森口  いずみ 秋期 金曜日 4 若干名

273 19151508
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語A4）  1 イタリア語A4 森口  いずみ 秋期 金曜日 5 若干名

274 19151509
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語B1）  1 広げよう、イタリア語の世界 今井メッシーナ 春期 火曜日 4 若干名

275 19151510
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語B2）  1 広げよう、イタリア語の世界 今井メッシーナ 秋期 火曜日 4 若干名

276 19151511
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語B3）  1 教養外国語（イタリア語B3） 横田　さやか 春期 金曜日 5 若干名

277 19151512
教養外国語（ｲﾀﾘ
ｱ語B4）  1 教養外国語（イタリア語B3） 横田　さやか 秋期 金曜日 5 若干名

278 19151701
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A1）  1 初級スペイン語 那須  まどり 春期 水曜日 5 若干名

279 19151702
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A1）  1 初級スペイン語 久住  真由 春期 火曜日 4 若干名

280 19151703
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A1）  1 スペイン語A 愛場  百合子 春期 木曜日 5 若干名

281 19151704
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A1）  1 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A1) 松井　健吾 春期 月曜日 5 若干名

282 19151705
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A1）  1 スペイン語A1 佐藤  麻里乃 春期 水曜日 4 若干名

283 19151706
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A2）  1 スペイン語A2 佐藤  麻里乃 秋期 水曜日 4 若干名

284 19151707
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A2）  1 初級スペイン語 那須  まどり 秋期 水曜日 5 若干名

285 19151708
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A2）  1 初級スペイン語 久住  真由 秋期 火曜日 4 若干名

286 19151709
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A2）  1 スペイン語A 愛場  百合子 秋期 木曜日 5 若干名



287 19151710
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A2）  1 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A2) 松井　健吾 秋期 月曜日 5 若干名

288 19151711
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A3）  1 スペイン語A3 結城　健太郎 春期 水曜日 3 若干名

289 19151712
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A3）  1 スペイン語Ａ 那須  まどり 春期 水曜日 4 若干名

290 19151713
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A3）  1 スペイン語Ａ 高松  英樹 春期 金曜日 4 若干名

291 19151714
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A3）  1 スペイン語A3 佐藤  麻里乃 春期 水曜日 5 若干名

292 19151715
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A3）  1 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A3) 松井　健吾 春期 月曜日 4 若干名

293 19151716
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A4）  1 ｽﾍﾟｲﾝ語A 結城　健太郎 秋期 水曜日 3 若干名

294 19151717
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A4）  1 スペイン語A4 那須  まどり 秋期 水曜日 4 若干名

295 19151718
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A4）  1 スペイン語Ａ 高松  英樹 秋期 金曜日 4 若干名

296 19151719
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A4）  1 スペイン語A4 佐藤  麻里乃 秋期 水曜日 5 若干名

297 19151720
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語A4）  1 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A4) 松井　健吾 秋期 月曜日 4 若干名

298 19151721
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語B1）  1 上級スペイン語 久住  真由 春期 火曜日 5 若干名

299 19151722
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語B1）  1 スペイン語Ｂ 愛場  百合子 春期 木曜日 4 若干名

300 19151723
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語B2）  1 上級スペイン語 久住  真由 秋期 火曜日 5 若干名

301 19151724
教養外国語（ｽﾍﾟ
ｲﾝ語B2）  1 スペイン語Ｂ 愛場  百合子 秋期 木曜日 4 若干名

302 19151901
教養外国語（ﾛｼｱ
語A1）  1 ロシア語初級 佐藤　貴之 春期 火曜日 5 若干名

303 19151902
教養外国語（ﾛｼｱ
語A2）  1 ロシア語初級 佐藤　貴之 秋期 火曜日 5 若干名

304 19151903
教養外国語（ﾛｼｱ
語A3）  1 初級ロシア語 小林  潔 春期 金曜日 4 若干名

305 19151904
教養外国語（ﾛｼｱ
語A4）  1 初級ロシア語 小林  潔 秋期 金曜日 4 若干名

306 19151905
教養外国語（ﾛｼｱ
語B1）  1 上級ロシア語 佐藤　貴之 春期 火曜日 4 若干名

307 19151906
教養外国語（ﾛｼｱ
語B2）  1 上級ロシア語 佐藤　貴之 秋期 火曜日 4 若干名

308 19151907
教養外国語（ﾛｼｱ
語B3）  1 上級ロシア語 小林  潔 春期 金曜日 5 若干名

309 19151908
教養外国語（ﾛｼｱ
語B4）  1 上級ロシア語 小林  潔 秋期 金曜日 5 若干名

310 19152301
教養外国語（朝
鮮語A1）  1 教養外国語(朝鮮語A1) 初級 五十嵐 孔一 春期 月曜日 4 若干名

311 19152302
教養外国語（朝
鮮語A1）  1 朝鮮語 A2 権  在淑 春期 火曜日 4 若干名

312 19152303
教養外国語（朝
鮮語A1）  1 朝鮮語A 阪堂  千津子 春期 水曜日 3 若干名

313 19152304
教養外国語（朝
鮮語A1）  1 朝鮮語初級 A1 富所　明秀 春期 水曜日 5 若干名

314 19152305
教養外国語（朝
鮮語A1）  1 朝鮮語Ａ 金　賢信 春期 木曜日 4 若干名

315 19152306
教養外国語（朝
鮮語A1）  1 教養外国語 (朝鮮語A1) 高橋　梓 春期 金曜日 4 若干名

316 19152307
教養外国語（朝
鮮語A1）  1 教養外国語(朝鮮語A1) 宋  美玲 春期 金曜日 4 若干名

317 19152308
教養外国語（朝
鮮語A2）  1 朝鮮語初級A1(J) 五十嵐 孔一 秋期 月曜日 4 若干名

318 19152309
教養外国語（朝
鮮語A2）  1 朝鮮語 A2 権  在淑 秋期 火曜日 4 若干名

319 19152310
教養外国語（朝
鮮語A2）  1 朝鮮語A 阪堂  千津子 秋期 水曜日 3 若干名



320 19152311
教養外国語（朝
鮮語A2）  1 朝鮮語初級 A2 富所　明秀 秋期 水曜日 5 若干名

321 19152312
教養外国語（朝
鮮語A2）  1 朝鮮語Ａ 金　賢信 秋期 木曜日 4 若干名

322 19152313
教養外国語（朝
鮮語A2）  1 教養外国語 (朝鮮語A2) 高橋　梓 秋期 金曜日 4 若干名

323 19152314
教養外国語（朝
鮮語A2）  1 教養外国語(朝鮮語A2) 宋  美玲 秋期 金曜日 4 若干名

324 19152315
教養外国語（朝
鮮語A3）  1 教養外国語(朝鮮語A3) 初級 黒島　規史 春期 月曜日 5 若干名

325 19152316
教養外国語（朝
鮮語A3）  1 教養外国語(朝鮮語A3) 韓  必南 春期 火曜日 5 若干名

326 19152317
教養外国語（朝
鮮語A3）  1 朝鮮語A 阪堂  千津子 春期 水曜日 4 若干名

327 19152318
教養外国語（朝
鮮語A3）  1 朝鮮語Ａ 金　賢信 春期 木曜日 5 若干名

328 19152319
教養外国語（朝
鮮語A3）  1 教養外国語(朝鮮語A3) 宋  美玲 春期 金曜日 5 若干名

329 19152320
教養外国語（朝
鮮語A4）  1 教養外国語(朝鮮語A4) 初級 黒島　規史 秋期 月曜日 5 若干名

330 19152321
教養外国語（朝
鮮語A4）  1 教養外国語(朝鮮語A4) 韓  必南 秋期 火曜日 5 若干名

331 19152322
教養外国語（朝
鮮語A4）  1 朝鮮語A 阪堂  千津子 秋期 水曜日 4 若干名

332 19152323
教養外国語（朝
鮮語A4）  1 朝鮮語Ａ 金　賢信 秋期 木曜日 5 若干名

333 19152324
教養外国語（朝
鮮語A4）  1 教養外国語(朝鮮語A4) 宋  美玲 秋期 金曜日 5 若干名

334 19152325
教養外国語（朝
鮮語B1）  1 朝鮮語Ｂ1 韓  必南 春期 金曜日 4 若干名

335 19152326
教養外国語（朝
鮮語B2）  1 朝鮮語Ｂ2 韓  必南 秋期 金曜日 4 若干名

336 19152327
教養外国語（朝
鮮語B3）  1 朝鮮語上級 韓  必南 春期 火曜日 4 若干名

337 19152328
教養外国語（朝
鮮語B3）  1 朝鮮語B 富所　明秀 春期 水曜日 4 若干名

338 19152329
教養外国語（朝
鮮語B4）  1 朝鮮語B 富所　明秀 秋期 水曜日 4 若干名

339 19152330
教養外国語（朝
鮮語B4）  1 朝鮮語上級 韓  必南 秋期 火曜日 4 若干名

340 19152501
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語A1）  1 アラビア語文法 2 冨永　正人 秋期 木曜日 4 若干名

341 19152502
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語A1）  1 アラビア語文法 1 冨永　正人 春期 木曜日 4 若干名

342 19152503
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語A2）  1 アラビア語で話し読み書き！ 平　寛多朗 春期 金曜日 4 若干名

343 19152504
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語A2）  1

もっとアラビア語で話し読み書
き！ 野口　舞子 秋期 火曜日 4 若干名

344 19152505
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語B1）  1 アラビア語 中級 冨永　正人 春期 木曜日 5 若干名

345 19152506
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語B1）  1 アラビア語 中級 冨永　正人 秋期 木曜日 5 若干名

346 19152507
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語B2）  1 中級アラビア語読解 平　寛多朗 秋期 金曜日 4 若干名

347 19152508
教養外国語（ｱﾗ
ﾋﾞｱ語B2）  1 アラビア語中級 野口　舞子 春期 火曜日 4 若干名

348 19152701
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語A1）  1 初級ポルトガル語 水沼  修 春期 月曜日 5 若干名

349 19152702
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語A2）  1 初級ポルトガル語 水沼  修 秋期 月曜日 5 若干名

350 19152703
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語A3）  1 ポルトガル語初級 宮入　亮 春期 金曜日 5 若干名

351 19152704
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語A4）  1 ポルトガル語入門 (Po) カルロス・ジャカ 秋期 金曜日 5 若干名

352 19152705
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語B1）  1 ブラジルポルトガル語　中級 ピシテリ 春期 月曜日 4 若干名



353 19152706
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語B2）  1 ブラジルポルトガル語　中級 ピシテリ 秋期 月曜日 4 若干名

354 19152707
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語B3）  1 ポルトガル語中級 (Po) カルロス・ジャカ 春期 金曜日 4 若干名

355 19152708
教養外国語（ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語B4）  1 中級ポルトガル語 宮入　亮 秋期 金曜日 4 若干名

356 411127
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研
究A(専門演習)  2 統語論A

火2・金4の授業を
同時履修してくだ
さい。 野元  裕樹 春期 火曜日 2 若干名

357 411088
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研
究A  2 統語論B

火2・金4の授業を
同時履修してくだ
さい。 野元  裕樹 春期 金曜日 4 若干名

358 411142
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研
究B(専門演習)  2 意味論・語用論A

火2・金4の授業を
同時履修してくだ
さい。 野元  裕樹 秋期 火曜日 2 若干名

359 411108
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研
究B  2 意味論・語用論B

火2・金4の授業を
同時履修してくだ
さい。 野元  裕樹 秋期 金曜日 4 若干名
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