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科目番号 学部 履修コード
（シラバス参照用）

授業科目名 授業題目名 使用言語 列1 時限 教員名 受入人数 受入要件/備考

2004001 世界教養プログラム 19180003 市民社会と協働1 市民社会と文書管理 日本語 水 5 倉方　慶明 5名程度

2004002 世界教養プログラム 19180006 国際社会と地域1 現地調査に基づく研究を考える 日本語 水 5 栗原  浩英 5名程度

2004003 世界教養プログラム 19180007 国際社会と地域1 社会開発を考える－バングラデシュの事例を中心に 日本語 月 2 日下部　尚徳 5名程度

2004004 世界教養プログラム 19180009 国際社会と地域1 グローバル化を多面的に理解する 日本語 水 4 柏崎　正憲 5名程度

2004005 世界教養プログラム 19180012 国際社会と地域1 日本語 水 5 青山 弘之 5名程度

2004006 世界教養プログラム 19180025 多文化社会1 ●異文化理解への誘い 日本語 火 4 萩尾　生 5名程度

2004007 世界教養プログラム 19180038 教養としての統計学1 教養としての統計学１ 日本語 木 2 甕  隆博 5名程度

2004008 世界教養プログラム 19180039 教養としての統計学1 AIのための基礎数学 日本語 水 2 甕  隆博 5名程度

2004009 世界教養プログラム 19180043 歴史学2（日本史） 東アジアの中の日本史 日本語 金 4 米谷  匡史 5名程度

2004010 世界教養プログラム 19180044 哲学1 西洋哲学入門第一部 日本語 月 4 岩崎  稔 5名程度

2004011 世界教養プログラム 19180055 文化と芸術1 世界と出版文化 日本語 水 3 岩崎  稔 5名程度

2004012 世界教養プログラム 19180057 文化と芸術1 舞台芸術に触れる 日本語 木 2 柴田  勝二 5名程度

2004013 世界教養プログラム 19180060 文化と芸術1 世界文学に触れる 日本語 木 5 吉本  秀之 5名程度

2004014 世界教養プログラム 19180080 環境と科学1 科学技術と社会 日本語 月 2 吉本  秀之 5名程度

2004015 世界教養プログラム 19180088 日本の現在を知る1 日本文化概論 日本語 金 3 岡田  昭人 5名程度

2004016 世界教養プログラム 19180112 日本の言語を知る1 日本語学の基礎 その他 木 4 荒川  洋平 10名程度

2004017 世界教養プログラム 19180151 歴史の中の日本を知る1 近代日本のなかの東京外国語大学 日本語 水 3 倉方　慶明 10名程度

2004018 国際社会学部 751D1375 ｱｼﾞｱ歴史文化論Ⅱ 社会考古学 日本語 火 1 小川英文 5名程度

2004019 世界教養プログラム 19180139 日本の文学と文化を知る1 [CAAS] Anime Studies 英語 水 4 Tom Mes 5名程度

2004020 世界教養プログラム 19180140 日本の文学と文化を知る1 [CAAS] Japanese Art in the Edo Period: Cities and 英語 水 5 Timon Screech 5名程度

2004021 世界教養プログラム 19180095 日本の現在を知る1 [CAAS] Cultural Diplomacy in Eurasia: Turkic-Altai     英語 火 4 Chong-Jin Oh 5名程度

2004022 総合国際学研究科 530871 Japan Studies １ コーパスの検索と分析 日本語 金 3 山口　昌也 5名程度

2004023 総合国際学研究科 530861 Japan Studies １ 日本語方言学概説 日本語 木 5 大西　拓一郎 5名程度

2004024 国際社会学部 221004 地域社会研究入門ⅠB 歴史学入門 日本語 水 3 巽由樹子・芹生尚子・篠原琢・ 5名程度

2004025 言語文化学部 411092 アジア・アフリカ言語研究A(中国語中国語学概論１ 日本語 木 4 加藤晴子 5名程度

2004026 国際社会学部 421001 ヨーロッパ地域研究A
教会改革と学知の継承―カペー＝オットー朝期の
リエージュ＝ケルン圏を中心に

日本語 火 2 千葉敏之 10名程度 ヨーロッパ中世に関する基礎知識

2004027 世界教養プログラム 19180159 古典言語1 ラテン語の世界を知る Ⅰ 日本語 火 4 長島　真以於 若干名

2004028 世界教養プログラム 19180160 古典言語1 ラテン語講読Ⅰ その他 火 5 長島　真以於 若干名 初級文法を履修済みであること

2004029 世界教養プログラム 19180161 古典言語1 ギリシャ語初級の世界を知る I 日本語 月 3 杉山  晃太郎 若干名

2004030 世界教養プログラム 19180162 古典言語1 ギリシャ語上級の世界を知る I 日本語 月 2 杉山  晃太郎 若干名

2004031 世界教養プログラム 19180171 ｱｼﾞｱの言語1 アイヌ語の世界を知るA 日本語 木 4 志賀  雪湖 若干名

2004032 世界教養プログラム 19180172 ｱｼﾞｱの言語1 ！、おもしろぞアルタイ諸言語！A。 日本語 月 3 日高　普介 若干名

2004033 世界教養プログラム 19180175 ｱｼﾞｱの言語1 タミル語とタミル文化 (1) 日本語 金 1 宮本　城 若干名

2004034 世界教養プログラム 19180176 ｱｼﾞｱの言語1 マラヤーラム語の世界を知る　ＩＩ（中級） 日本語 月 1 粟屋  利江 若干名

2004035 世界教養プログラム 19180177 ｱｼﾞｱの言語1 マラヤーラム語の世界を知る　Ｉ（初級） 日本語 木 4 粟屋  利江 若干名

2004036 世界教養プログラム 19180178 ｱｼﾞｱの言語1 マラーティー語の世界を知るI 日本語 金 3 足立  享祐 若干名

2004037 世界教養プログラム 19180179 ｱｼﾞｱの言語1 ヘブライ語の世界を知るⅠ 日本語 水 4 飯郷　友康 若干名

2004038 世界教養プログラム 19180180 ｱｼﾞｱの言語1 沖縄語の世界を知る１ 日本語 木 4 花薗  悟 若干名

2004039 世界教養プログラム 19180196 ｵｾｱﾆｱ･ｱﾒﾘｶの言語1 ハワイ語の世界を知るⅠ 日本語 金 4 岩崎　加奈絵 若干名

2004040 世界教養プログラム 19180197 ｵｾｱﾆｱ･ｱﾒﾘｶの言語1 イロカノ語文法 日本語 水 4 山本　恭裕 若干名

2004041 世界教養プログラム 19180198 ｵｾｱﾆｱ･ｱﾒﾘｶの言語1 ハイダ族の言語と文化 日本語 金 2 堀 博文 若干名

2004042 世界教養プログラム 19180199 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 ノルウェー語（１） 日本語 木 4 森  信嘉 若干名

2004043 世界教養プログラム 19180204 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 カタルーニャ語初級の世界を知るI　（ラモン⋅リュイ院 日本語 月 4 ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 若干名

2004044 世界教養プログラム 19180208 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 現代ギリシア語 日本語 火 2 村田　奈々子 若干名

2004045 世界教養プログラム 19180209 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 セルビア・クロアチア語の世界を知る 日本語 月 2 山崎  信一 若干名

2004046 世界教養プログラム 19180222 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 アイルランド語 日本語 木 5 山田　怜央 若干名

2004047 世界教養プログラム 19180229 手話言語 日本手話 日本語 月 2 小薗江  聡 若干名

2004048 世界教養プログラム 19142301 諸地域言語（ﾁｪｺ語1） 文法２ 日本語 木 3 金指  久美子 若干名 チェコ語文法の初歩の知識のある人を対象とします。教科書の14課からスタートします。

2004049 世界教養プログラム 19142302 諸地域言語（ﾁｪｺ語1） 読解2 日本語 水 2 篠原  琢 若干名 一通りの文法の知識のある人を対象とします。比較的易しいチェコ語テキストを講読します。

2004050 世界教養プログラム 19142303 諸地域言語（ﾁｪｺ語1） 読解1 日本語 木 2 篠原  琢 若干名 新聞、雑誌、論文他を講読します。高度な読解力を必要とします。

2004051 世界教養プログラム 19142903 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語1） 会話２ [SIN201C2XX] その他 火 3 チャハヤニンルム　デウォジャ 若干名
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。

2004052 世界教養プログラム 19142904 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語1） 会話３Ｊ [SIN201C3JX] その他 木 3 フロレンティナ 若干名
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2000～3000語程度です。

2004053 世界教養プログラム 19142907 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語1） 文法２ [SIN201G2XX] 日本語 金 5 降幡  正志 若干名
インドネシア語の初歩を身につけた者を対象とします。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
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2004054 世界教養プログラム 19142908 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語1） 読解１Ｊ [SIN201R1JX] 日本語 月 3 竹下  愛 若干名
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。

2004055 世界教養プログラム 19142909 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語1） 読解１Ｌ [SIN201R1LX] 日本語 水 1 小笠原  健二 若干名
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。

2004056 世界教養プログラム 19142910 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語1） 読解１Ｎ [SIN201R1NX] その他 火 2 チャハヤニンルム　デウォジャ 若干名
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。

2004057 世界教養プログラム 19142915 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語1） 作文３Ｊ [SIN201W3JX] その他 月 1 チャハヤニンルム　デウォジャ 若干名
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。

2004058 世界教養プログラム 19143301 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ 日本語 水 1 高野  邦夫 若干名

2004059 世界教養プログラム 19143302 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） フィリピン語I-9、文法2D (春学期）水2 日本語 水 2 小川  英文 若干名

2004060 世界教養プログラム 19143303 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） 木 3 パルマヒル 若干名

2004061 世界教養プログラム 19143304 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） フィリピン語II-3, 文法3C (秋学期）月３ 日本語 月 3 小川  英文 若干名

2004062 世界教養プログラム 19143305 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） タガログ語文法（基礎） 日本語 月 3 教員 若干名

2004063 世界教養プログラム 19143306 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） タガログ語文法（基礎） 日本語 火 3 教員 若干名

2004064 世界教養プログラム 19143307 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ 日本語 金 3 高野  邦夫 若干名

2004065 世界教養プログラム 19143308 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ 日本語 金 1 パルマヒル 若干名

2004066 世界教養プログラム 19143309 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語1） ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ 日本語 火 2 パルマヒル 若干名

2004067 世界教養プログラム 19143701 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） 会話２ その他 月 3 ブアソーン 若干名 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。

2004068 世界教養プログラム 19143702 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） 会話5 その他 金 2 ブアソーン 若干名 ラオス語の文法をひと通り終え、日常会話ができる会話能力を有すること。

2004069 世界教養プログラム 19143703 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） 読解４ 日本語 木 2 東　智美 若干名 ラオス語の読み書きができ、文法をひと通り終えていること。

2004070 世界教養プログラム 19143704 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） 翻訳３ その他 月 1 サイサモーン 若干名 ラオス語の読み書きができ、文法をひと通り終えていること。

2004071 世界教養プログラム 19143705 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） 作文３ その他 月 2 サイサモーン 若干名 ラオス語の読み書きができ、文法をひと通り終えていること。

2004072 世界教養プログラム 19144301 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 地域言語A（ビルマ語Ⅱー４）読解 日本語 月 1 斎藤  紋子 若干名 ビルマ語学習歴が1年以上、あるいはそれと同等の運用能力を有すること

2004073 世界教養プログラム 19144302 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 文法１ Ａ (J) 日本語 水 2 岡野 賢二 若干名 できるだけ文法1A、1B、1Cを同時に履修すること

2004074 世界教養プログラム 19144303 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 会話1(C-1) その他 金 3 トゥザライン 若干名

2004075 世界教養プログラム 19144304 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 文法３ (J) 日本語 火 2 岡野 賢二 若干名 ビルマ語学習歴が1年以上、あるいはそれと同等の運用能力を有すること

2004076 世界教養プログラム 19144305 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 文法１ Ｂ (J) 日本語 火 3 岡野 賢二 若干名 できるだけ文法1A、1B、1Cを同時に履修すること

2004077 世界教養プログラム 19144306 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 読解２  Ａ 日本語 水 2 土佐  桂子 若干名 ビルマ語学習歴が1年以上、あるいはそれと同等の運用能力を有すること

2004078 世界教養プログラム 19144307 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 作文1(W-1) その他 木 3 トゥザライン 若干名

2004079 世界教養プログラム 19144308 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 作文３(W-3) その他 金 1 トゥザライン 若干名 ビルマ語学習歴が1年以上、あるいはそれと同等の運用能力を有すること

2004080 世界教養プログラム 19144309 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 会話3(C-3) その他 水 1 トゥザライン 若干名 ビルマ語学習歴が1年以上、あるいはそれと同等の運用能力を有すること

2004081 世界教養プログラム 19144310 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語1） 文法IC(J) 日本語 月 3 斎藤  紋子 若干名 できるだけ文法1A、1B、1Cを同時に履修すること

2004082 世界教養プログラム 19145301 諸地域言語（ﾄﾙｺ語1） トルコ語文法1A 日本語 火 4 石丸 由美 若干名

2004083 世界教養プログラム 19145502 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語1） ウズベク語読解A1 日本語 火 3 木村　暁 若干名
別に開講されている「ウズベク語初級１・２」を前年度以前に履修済みの者、またはそれと同等と
認められる、ウズベク語の基礎的な文法知識を持つ者だけが受講できます。

2004084 世界教養プログラム 19145503 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語1） ウズベク語初級1 日本語 月 4 木村　暁 若干名

・講義ではキリル文字を使用しますので、授業の過程でキリル文字を覚える必要があります。
・履修する場合には、指定の教科書をかならず購入したうえで授業に臨んでください。
・1年間をかけて文法の概要を説明しますので、なるべく秋学期の授業も併せて履修するように
してください。
・この授業を履修し、基礎文法を学習した者でなければ、別に開講されているウズベク語読解の
授業を履修することはできません。

2004085 世界教養プログラム 19145511 諸地域言語（中央ｱｼﾞｱ諸語1） カザフ語基礎 日本語 月 5 坂井  弘紀 若干名

2004086 世界教養プログラム 19145101 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語会話IA その他 月 3 サイーディー・ヴェルノスファー 若干名 文法IA,IB,ICについては３コマセット履修すること

2004087 世界教養プログラム 19145102 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語会話IB その他 金 3 サイーディー・ヴェルノスファー 若干名 文法IA,IB,ICについては３コマセット履修すること

2004088 世界教養プログラム 19145103 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語会話III その他 火 2 サイーディー・ヴェルノスファー 若干名 ペルシア語会話IIを聴講済みであること

2004089 世界教養プログラム 19145104 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語会話IV その他 金 2 サイーディー・ヴェルノスファー 若干名 ペルシア語会話IIIを聴講済みであること

2004090 世界教養プログラム 19145105 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語文法IA (J) 日本語 火 3 吉枝  聡子 若干名 文法IA,IB,ICについては３コマセット履修すること

2004091 世界教養プログラム 19145106 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語文法IB (J) 日本語 水 2 吉枝  聡子 若干名 文法IA,IB,ICについては３コマセット履修すること

2004092 世界教養プログラム 19145107 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語文法IC(J) 日本語 火 2 佐々木  あや乃 若干名 文法IA,IB,ICについては３コマセット履修すること

2004093 世界教養プログラム 19145108 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語聴解 I 日本語 木 3 鈴木　珠里 若干名

2004094 世界教養プログラム 19145109 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語講読IJ 日本語 金 3 吉枝  聡子 若干名

2004095 世界教養プログラム 19145110 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語講読IK 日本語 火 3 森島  聡 若干名

2004096 世界教養プログラム 19145111 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語読解III 日本語 月 2 北原  圭一 若干名 ペルシア語読解IIを聴講済みであること

2004097 世界教養プログラム 19145112 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語講読IV 日本語 木 2 佐々木  あや乃 若干名 ペルシア語講読IIIを聴講済みであること

2004098 世界教養プログラム 19145113 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語作文 I 日本語 水 2 佐々木  あや乃 若干名

2004099 世界教養プログラム 19145114 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語1） ペルシア語作文III その他 火 1
サイーディー・ヴェルノス
ファーデラーニー・サラ

若干名 ペルシア語作文IIを聴講済みであること
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