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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 

２０２０年 

 ４月 ６日（月） 春学期授業開始 

 ４月２９日（水）昭和の日 祝日授業実施日 

 ５月２８日（木） 全学休講（学内競漕大会） 

 ７月１６日（木） 春学期授業終了 

 ７月２０日（月） 夏学期授業開始 

 ９月２５日（金）  夏学期授業終了 

１０月 １日（木） 秋学期授業開始 

１１月 ３日（火）文化の日 祝日授業実施日 

１１月１８日（水） 外語祭準備日（全学休講） 

１１月１９日（木）～２３日（月） 外語祭（全学休講） 

１１月２４日（火） 外語祭後片付け日（全学休講） 

１２月１０日（木） 全学休講 

１２月２９日（火）～１月３日（日） 年末・年始休業 

２０２１年 

 １月 ４日（月） 授業再開 

 １月１５日（金） 全学休講 

 １月２５日（月） 秋学期授業終了 

 １月２６日（火） 冬学期授業開始 

 ２月１２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 

２０２０年 ３月３０日（月）～ ４月 １日（水） 

(2)受講許可学生発表日（学生の所属大学を通して発表） 

２０２０年 ４月１３日（月）※ 

 ※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１３日（月）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/ 

 

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「２０２０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。 



【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。
※受け入れ人数は、各科目、若干名を予定しています。

NO. 時間割コード 科目名 単位 授業題目 履修上の案内 教員名 学期 曜日 時限 開講有無
1 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
2 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 レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 2 若干名
3 19142113 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2）  1 レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 1 若干名
4 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
5 19142115 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2）  1 レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 2 若干名
6 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
7 19142117 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2）  1 プレゼンターション2 レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 1 若干名
8 19142118 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2）  1 レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 3 若干名
9 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

10 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 森田  耕司 秋期 火曜日 2 若干名
11 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
12 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
13 19142123 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2）  1 レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 1 若干名
14 19142124 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2）  1 レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 2 若干名
15 19142305 諸地域言語（ﾁｪｺ語2）  1 文法3 千野  亜矢子 秋期 月曜日 3 若干名
16 19142306 諸地域言語（ﾁｪｺ語2）  1 読解 2 金指  久美子 秋期 木曜日 2 若干名
17 19142505 諸地域言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語2）  1 モンゴル語（会話） 山田　洋平 秋期 火曜日 3 若干名
18 19142506 諸地域言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語2）  1 モンゴル語（文法） 山田　洋平 秋期 水曜日 2 若干名
19 19142706 諸地域言語（広東語2）  1 広東語初級2 郭  マーホー 秋期 水曜日 2 若干名
20 19142707 諸地域言語（広東語2）  1 広東語上級2 郭  マーホー 秋期 水曜日 3 若干名
21 19142708 諸地域言語（上海語2）  1 上海語2 何 珍時 秋期 火曜日 1 若干名
22 19142709 諸地域言語（福建語2）  1 福建語初級2 蔡  承維 秋期 月曜日 2 若干名
23 19142710 諸地域言語（福建語2）  1 福建語上級2 蔡  承維 秋期 月曜日 3 若干名

24 19142918 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 会話１ [SIN202C1XX]
初学者向けです。初級会話の習得を目指しま
す。 チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 3 若干名

25 19142921 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 会話３Ｋ [SIN202C3KX]

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2000～3000語程度です。 フロレンティナ 秋期 木曜日 3 若干名

26 19142924 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 文法１ [SIN202G1XX]
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

27 19142927 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 読解１Ｋ [SIN202R1KX]

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2000～3000語程度です。 竹下  愛 秋期 月曜日 3 若干名

28 19142928 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 読解１Ｍ [SIN202R1MX]

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2000～3000語程度です。 小笠原  健二 秋期 水曜日 1 若干名

29 19142929 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 読解１Ｏ [SIN202R1OX]

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2000～3000語程度です。 チャハヤニンルム　デウォジャティ　秋期 火曜日 2 若干名

30 19142932 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 作文１ [SIN202W1XX]

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

31 19142934 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）  1 作文３Ｋ [SIN202W3KX]

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2000～3000語程度です。 チャハヤニンルム　デウォジャティ　秋期 月曜日 1 若干名

32 19143105 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2）  1 マレー語会話2A ファリダ 秋期 月曜日 3 若干名
33 19143106 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2）  1 マレー語会話2B ファリダ 秋期 水曜日 1 若干名
34 19143107 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2）  1 マレー語文法2A 野元  裕樹 秋期 火曜日 3 若干名
35 19143108 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2）  1 マレー語文法2B 野元  裕樹 秋期 金曜日 3 若干名
36 19143310 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語2）  1 フィリピン語I－1、文法１A (秋学期）水2 小川  英文 秋期 水曜日 2 若干名
37 19143311 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語2）  1 パルマヒル 秋期 木曜日 3 若干名
38 19143312 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語2）  1 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ 高野  邦夫 秋期 水曜日 1 若干名
39 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 月3 小川  英文 秋期 月曜日 3 若干名
40 19143511 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ政治研究 玉田  芳史 冬学期 集中 若干名
41 19143513 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ文法１ 上原　みどりこ 秋期 月曜日 4 若干名
42 19143514 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ語　会話1 スニサー 秋期 水曜日 4 若干名
43 19143516 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ語　会話4 スニサー 秋期 火曜日 3 若干名
44 19143517 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ語 :　聴解4 スィワナーソン　パタニ 秋期 水曜日 2 若干名
45 19143518 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ語　作文2 スニサー 秋期 金曜日 3 若干名
46 19143519 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 リスニング 水野 潔 秋期 水曜日 2 若干名
47 19143520 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ語　会話6 スニサー 秋期 木曜日 2 若干名
48 19143521 諸地域言語（ﾀｲ語2）  1 タイ語　作文4 スニサー 秋期 水曜日 3 若干名
49 19143708 諸地域言語（ﾗｵｽ語2）  1 会話１ ブアソーン　 秋期 月曜日 3 若干名
50 19143709 諸地域言語（ﾗｵｽ語2）  1 会話６ ブアソーン　 秋期 金曜日 2 若干名
51 19143710 諸地域言語（ﾗｵｽ語2）  1 読解５ 東　智美 秋期 木曜日 2 若干名
52 19143711 諸地域言語（ﾗｵｽ語2）  1 翻訳４ 菊池  陽子 秋期 火曜日 1 若干名
53 19143712 諸地域言語（ﾗｵｽ語2）  1 作文4 サイサモーン 秋期 月曜日 2 若干名
54 19143713 諸地域言語（ﾗｵｽ語2）  1 読解２ 鈴木  玲子 冬学期 集中 若干名
55 19143902 諸地域言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語1）  1 ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 1 若干名
56 19143903 諸地域言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語2）  1 ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 2 若干名
57 19143904 諸地域言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語2）  1 ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 1 若干名
58 19144311 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）  1 地域言語A（ビルマ語II-9）読解 斎藤  紋子 秋期 月曜日 1 若干名
59 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
60 19144313 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）  1 会話2(C-2) トゥザライン 秋期 火曜日 3 若干名
61 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
62 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
63 19144316 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）  1 作文2(W-2) トゥザライン 秋期 木曜日 3 若干名
64 19144317 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）  1 作文4(W-4) トゥザライン 秋期 金曜日 1 若干名
65 19144318 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）  1 会話4(C-4) トゥザライン 秋期 水曜日 1 若干名
66 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
67 19144320 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）  1 文法２Ａ (J) 斎藤  紋子 秋期 月曜日 3 若干名
68 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
69 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
70 19144703 諸地域言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語2）  1 ヒンディー語文法 I-a 足立  享祐 秋期 金曜日 2 若干名
71 19144704 諸地域言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語2）  1 文法 I a 水野  善文 秋期 木曜日 3 若干名
72 19144903 諸地域言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語2）  1 ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 水曜日 3 若干名

2020年度単位互換制度に基づく開放科目一覧
東京外国語大学



NO. 時間割コード 科目名 単位 授業題目 履修上の案内 教員名 学期 曜日 時限 開講有無
73 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

74 19145115 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語会話IIA
サイーディー・ヴェルノスファーデ
ラーニー・サラ 秋期 月曜日 3 若干名

75 19145116 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語会話IIB
サイーディー・ヴェルノスファーデ
ラーニー・サラ 秋期 金曜日 3 若干名

76 19145117 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語会話III
サイーディー・ヴェルノスファーデ
ラーニー・サラ 秋期 火曜日 2 若干名

77 19145118 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語会話IV
サイーディー・ヴェルノスファーデ
ラーニー・サラ 秋期 金曜日 2 若干名

78 19145119 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語文法IIA  (J) 吉枝  聡子 秋期 火曜日 3 若干名
79 19145120 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語文法IIB 吉枝  聡子 秋期 水曜日 2 若干名
80 19145121 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語文法IIC(J) 佐々木  あや乃 秋期 火曜日 2 若干名
81 19145122 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語聴解II(J) 佐々木  あや乃 秋期 水曜日 2 若干名
82 19145123 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語講読IIJ (J) 吉枝  聡子 秋期 金曜日 3 若干名
83 19145124 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語読解IIK 徳原　靖浩 秋期 木曜日 3 若干名
84 19145125 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語読解III 北原  圭一 秋期 月曜日 2 若干名
85 19145126 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語講読IV 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 2 若干名

86 19145127 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語作文II
サイーディー・ヴェルノスファーデ
ラーニー・サラ 秋期 火曜日 3 若干名

87 19145128 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）  1 ペルシア語作文IV
サイーディー・ヴェルノスファーデ
ラーニー・サラ 秋期 火曜日 1 若干名

88 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
89 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
90 19145304 諸地域言語（ﾄﾙｺ語2）  1 菅原　睦 秋期 月曜日 1 若干名
91 19145506 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語読解A2 島田  志津夫 秋期 月曜日 2 若干名
92 19145507 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語読解A2 木村　暁 秋期 火曜日 3 若干名
93 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
94 19145509 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語会話IIB　(J) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 2 若干名
95 19145510 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2）  1 ウズベク語会話IIB　(J) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 3 若干名
96 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 冬学期 集中 若干名
97 19145701 諸地域言語（ｵｾｱﾆｱ諸語1）  1 佐藤　寛子 秋期 火曜日 4 若干名
98 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 水曜日 5 若干名
99 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

100 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
101 19151106 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語A4）  1 ドイツ語 A 会話 ビリック 秋期 水曜日 3 若干名
102 19151107 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語A4）  1 ドイツ語A4（総合） 津山  拓也 秋期 火曜日 4 若干名
103 19151108 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語A4）  1 ドイツ語A (総合） 西岡  あかね 秋期 木曜日 5 若干名
104 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
105 19151112 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語B4）  1 ドイツ語 B 会話 ビリック 秋期 火曜日 4 若干名
106 19151306 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
107 19151307 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2）  1 教養外国語A2（フランス語）初級文法 竹下　和亮 秋期 金曜日 3 若干名
108 19151308 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2）  1 フランス語Ａ２（初級文法） 陶山  大一郎 秋期 月曜日 5 若干名
109 19151309 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2）  1 フランス語初級　文法 宇田川  和夫 秋期 月曜日 4 若干名
110 19151310 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2）  1 フランス語初級文法 髙井　奈緒 秋期 金曜日 4 若干名
111 19151314 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
112 19151315 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
113 19151316 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A4）  1 ﾌﾗﾝｽ語A　会話・講読 未定 秋期 月曜日 4 若干名
114 19151320 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B2）  1 教養外国語B2（フランス語）上級 竹下　和亮 秋期 火曜日 4 若干名
115 19151321 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B2）  1 フランス語Ｂ２（講読） 陶山  大一郎 秋期 月曜日 4 若干名
116 19151322 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B2）  1 フランス語　上級講読 宇田川  和夫 秋期 月曜日 5 若干名
117 19151325 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B4）  1 フランス語B　上級5組 未定 秋期 水曜日 3 若干名
118 19151326 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
119 19151503 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語A2）  1 イタリア語　A2 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 4 若干名
120 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
121 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
122 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
123 19151512 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語B4）  1 教養外国語（イタリア語B4） 横田　さやか 秋期 金曜日 5 若干名
124 19151515 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語A2）  1 イタリア語　A2 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 5 若干名
125 19151902 教養外国語（ﾛｼｱ語A2）  1 ロシア語入門1 佐藤　貴之 秋期 火曜日 5 若干名
126 19151904 教養外国語（ﾛｼｱ語A4）  1 ロシア語初級2 小林  潔 秋期 金曜日 4 若干名
127 19151906 教養外国語（ﾛｼｱ語B2）  1 ロシア語上級1  佐藤　貴之 秋期 火曜日 4 若干名
128 19151908 教養外国語（ﾛｼｱ語B4）  1 ロシア語上級2  小林  潔 秋期 金曜日 5 若干名
129 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
130 19152309 教養外国語（朝鮮語A2）  1 朝鮮語 A2 金　恵珍 秋期 木曜日 4 若干名
131 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
132 19152311 教養外国語（朝鮮語A2）  1 朝鮮語 A 富所　明秀 秋期 水曜日 5 若干名
133 19152312 教養外国語（朝鮮語A2）  1 朝鮮語Ａ 金　賢信 秋期 火曜日 4 若干名
134 19152313 教養外国語（朝鮮語A2）  1 教養外国語 (朝鮮語A2) 金　恵珍 秋期 木曜日 5 若干名
135 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
136 19152320 教養外国語（朝鮮語A4）  1 教養外国語 (朝鮮語A4) 柳川  陽介 秋期 金曜日 4 若干名
137 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
138 19152322 教養外国語（朝鮮語A4）  1 朝鮮語A4 阪堂  千津子 秋期 水曜日 4 若干名
139 19152323 教養外国語（朝鮮語A4）  1 朝鮮語Ａ 金　賢信 秋期 火曜日 5 若干名
140 19152324 教養外国語（朝鮮語A4）  1 教養外国語(朝鮮語A2) 宋  美玲 秋期 金曜日 5 若干名
141 19152326 教養外国語（朝鮮語B2）  1 教養外国語(朝鮮語B2) 韓  必南 秋期 金曜日 4 若干名
142 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
143 19152330 教養外国語（朝鮮語B4）  1 教養外国語(朝鮮語B4) 韓  必南 秋期 火曜日 4 若干名
144 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
145 19152504 教養外国語（ｱﾗﾋﾞｱ語A2）  1 アラビア語実践 野口　舞子 秋期 火曜日 4 若干名
146 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
147 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
148 19152509 教養外国語（ｱﾗﾋﾞｱ語A2）  1 平　寛多朗 秋期 金曜日 3 若干名
149 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
150 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) 宮入　亮 秋期 金曜日 5 若干名
151 19152706 教養外国語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語B2）  1 水沼  修 秋期 月曜日 4 若干名
152 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
153 19180165 古典言語2  2 ラテン語の世界を知る II 長島　真以於 秋期 火曜日 4 若干名
154 19180167 古典言語2  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
155 19180168 古典言語2  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
156 19180169 古典言語2  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
157 19180181 ｱｼﾞｱの言語2  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
158 19180187 ｱｼﾞｱの言語2  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
159 19180188 ｱｼﾞｱの言語2  2 沖縄語の世界を知る２ 花薗  悟 秋期 木曜日 4 若干名
160 19180189 ｱｼﾞｱの言語2  2 ！、おもしろぞアルタイ諸言語！B。 風間  伸次郎 秋期 月曜日 3 若干名
161 19180190 ｱｼﾞｱの言語2  2 チベット語 (1) 星 泉 秋期 金曜日 2 若干名



NO. 時間割コード 科目名 単位 授業題目 履修上の案内 教員名 学期 曜日 時限 開講有無
162 19180191 ｱｼﾞｱの言語2  2 タミル語とタミル文化 (2) 宮本　城 秋期 金曜日 1 若干名
163 19180192 ｱｼﾞｱの言語2  2 マラーティー語の世界を知るII 足立  享祐 秋期 金曜日 3 若干名
164 19180193 ｱｼﾞｱの言語2  2 ヘブライ語の世界を知るⅡ 飯郷　友康 秋期 水曜日 4 若干名
165 19180194 ｱｼﾞｱの言語2  2 マラヤーラム語の世界を知る　ＩＩ（中級） 粟屋  利江 秋期 月曜日 1 若干名
166 19180195 ｱｼﾞｱの言語2  2 マラヤーラム語の世界を知る　II（初級） 粟屋  利江 秋期 木曜日 4 若干名
167 19180202 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 イディッシュ語の世界を知る 鴨志田　聡子 秋期 水曜日 4 若干名
168 19180214 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 ノルウェー語（2） 森  信嘉 秋期 木曜日 4 若干名
169 19180215 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  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
170 19180216 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 バスク語（２）（エチェパレ院寄付授業） ガリ　オルティゴーサ 秋期 木曜日 4 若干名

171 19180217 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2
カタルーニャ語初級の世界を知る　II　（ラモン
⋅リュイ院寄付授業） ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 秋期 月曜日 4 若干名

172 19180219 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  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 1 若干名

173 19180220 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 ウクライナ語 小川　暁道 秋期 金曜日 5 若干名
174 19180221 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  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
175 19180223 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 Slovene for Beginners 2 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 水曜日 4 若干名
176 19180224 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 Slovene for Intermediates 2 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 2 若干名
177 19180225 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 Slovene for Beginners ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 4 若干名
178 19180227 ｱﾌﾘｶの言語2  2 ウォライタ語研究 若狭  基道 冬学期 集中 若干名
179 19180228 ｱﾌﾘｶの言語2  2 マダガスカル語 箕浦  信勝 秋期 火曜日 3 若干名
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