
2020年9月29日
時間割CD 科目名 担当教員名 学期 曜日 時限 授業形態（最新情報） 更新歴
100102 地域言語A(英語Ⅰ) ロッセール 秋期 火曜日 3 オンライン 8/31　授業形態変更
100104 地域言語A(英語Ⅰ) ヘイデン 秋期 火曜日 2 オンライン 9/9　授業形態変更
100106 地域言語A(英語Ⅰ) ロッセール 秋期 火曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
100108 地域言語A(英語Ⅰ) ヘイデン 秋期 火曜日 3 オンライン 9/9　授業形態変更

100110 地域言語A(英語Ⅰ) フリードリック 秋期 火曜日 2 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

100112 地域言語A(英語Ⅰ) ミラー 秋期 火曜日 3 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

100114 地域言語A(英語Ⅰ) フリードリック 秋期 火曜日 3 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

100116 地域言語A(英語Ⅰ) ミラー 秋期 火曜日 2 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

100120 地域言語A(英語Ⅰ) 浦田  和幸 秋期 水曜日 2 オンライン
100121 地域言語A(英語Ⅰ) 鈴木  聡 秋期 金曜日 3 オンライン
100125 地域言語A(英語Ⅰ) 須田  祐子 秋期 金曜日 3 オンライン
100126 地域言語A(英語Ⅰ) 斎藤  弘子 秋期 水曜日 2 オンライン
100127 地域言語A(英語Ⅰ) 鈴木  聡 秋期 金曜日 1 オンライン
100130 地域言語A(英語Ⅰ) 杉本 淳子 秋期 水曜日 2 オンライン
100132 地域言語A(英語Ⅰ) メルヴィン 秋期 金曜日 1 オンライン
100301 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) 藤縄  康弘 通年 月曜日 3 対面
100302 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) 津山  拓也 通年 火曜日 2 対面
100303 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) 田中  雅敏 通年 木曜日 3 対面
100304 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) 成田  節 通年 火曜日 2 対面
100305 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) 櫻井  麻美 通年 月曜日 3 対面
100306 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) 村瀬  民子 通年 木曜日 3 対面
100307 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) ヘンドリクス 通年 火曜日 3 対面
100308 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) ルスト 通年 金曜日 1 オンライン
100309 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) メルテンス 通年 金曜日 1 オンライン
100310 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) ビリック 通年 火曜日 3 対面
100311 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) 葛西　ジャネット 通年 火曜日 3 対面
100312 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) ヘンドリクス 通年 金曜日 1 オンライン
100313 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) アインス 通年 火曜日 3 対面
100314 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) ビリック 通年 金曜日 1 オンライン
100501 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) 田邊　佳美 通年 月曜日 3 対面
100502 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) 秋廣　尚恵 通年 火曜日 3 対面
100503 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) マニゴ ヴァンサン 通年 金曜日 1 オンライン
100504 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) 川口  裕司 通年 月曜日 3 対面
100505 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) 荒原　邦博 通年 火曜日 3 オンライン 9/20　授業形態変更
100506 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) ルボワ 通年 木曜日 3 オンライン 9/7　授業形態変更
100507 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) ルボワ 通年 水曜日 1 オンライン 9/7　授業形態変更
100508 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) プピ 通年 水曜日 2 オンライン 9/7　授業形態変更
100509 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) ラヴィニャス　クリストフ 通年 水曜日 1 オンライン
100510 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) ペリセロ 通年 水曜日 2 オンライン
100511 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) モロ 通年 水曜日 1 オンライン 9/7　授業形態変更

100512 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ) ダブレージュ 通年 水曜日 2 オンデマンド

9/7　授業形態変更　9/16　教員決定
※　当該授業を担当する教員の来日が
遅れる見込のため、来日するまではオン
デマンド開講とする。来日後はオンライン
形式に変更するので、履修登録しようと
する学生は開講時間帯（水曜2限）を空
けておき、他の授業で埋めないよう注意
すること。

100703 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅰ) 石井　沙和 秋期 火曜日 2 対面
100704 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅰ) 柴田　瑞枝 秋期 月曜日 1 オンライン
100708 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅰ) ブッチ 秋期 金曜日 1 オンライン
100710 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅰ) フィオレッティ・アンドレア 秋期 金曜日 1 オンライン
100711 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅰ) フィオレッティ・アンドレア 秋期 水曜日 2 オンライン
100712 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅰ) 小久保　真理江 秋期 木曜日 3 対面
100901 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 川上  茂信 通年 月曜日 1 オンライン
100902 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 久米  順子 通年 水曜日 2 オンライン
100903 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 高松  英樹 通年 金曜日 1 オンライン
100904 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 近藤ペレス 通年 月曜日 3 対面
100905 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) ガリ　オルティゴーサ 通年 火曜日 3 対面
100906 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) プリエト 通年 火曜日 3 対面
100907 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) マガーニャ 通年 月曜日 3 対面
100908 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 川上  茂信 通年 金曜日 1 オンライン
100909 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 斎藤　華子 通年 月曜日 1 オンライン
100910 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 高木　佳奈 通年 火曜日 2 オンライン
100911 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) プリエト 通年 水曜日 2 対面
100912 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) アラストゥルエイ 通年 月曜日 3 対面
100913 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) プリエト 通年 月曜日 3 対面
100914 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 近藤ペレス 通年 水曜日 2 対面
101101 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) 水沼  修 通年 水曜日 2 オンライン
101104 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 木曜日 3 オンライン
101105 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 火曜日 2 オンライン
101106 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) 黒澤  直俊 通年 金曜日 1 オンライン
101109 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 月曜日 3 オンライン
101111 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 火曜日 2 オンライン

101112 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ) 武田  千香 秋期 月曜日 1 オンライン

9/17　追加開講、授業形態変更
【重要】19101107 / 101107「専攻言語
（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ）/ 地域言語A（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
語）」（担当：武田先生）を履修していた学
生は、秋学期は 19101112 / 101112（月
曜1限・武田先生）を履修登録してくださ
い（19101107 / 101107は当初通年開講
としておりましたが、システム上の制約
の都合があり、秋学期は左記の新たな
コードを登録頂くこととしました）。なお、
春学期とは開講時限が異なりますので、
併せてご注意ください。
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2020年9月29日
時間割CD 科目名 担当教員名 学期 曜日 時限 授業形態（最新情報） 更新歴

2020年度_秋学期・授業開講形態一覧

101301 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 匹田  剛 通年 木曜日 3 対面
101303 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 杉谷  倫枝 秋期 水曜日 2 オンライン
101304 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 前田  和泉 通年 月曜日 3 対面
101305 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 光井　明日香 通年 金曜日 1 オンライン
101306 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) バルシャイ 通年 火曜日 2 対面
101307 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) コベルニック・ナディヤ 通年 火曜日 2 対面
101308 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 匹田  剛 通年 水曜日 2 オンライン
101310 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 古川  哲 秋期 月曜日 3 対面
101311 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 前田  和泉 通年 金曜日 1 オンライン
101312 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) 宮内　拓也 通年 木曜日 3 対面
101313 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) バルシャイ 通年 火曜日 3 対面
101314 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅰ) コベルニック・ナディヤ 通年 火曜日 3 対面
101501 地域言語A(中国語Ⅰ) 橋本  雄一 通年 水曜日 1 オンライン
101502 地域言語A(中国語Ⅰ) 加藤  晴子 通年 水曜日 2 オンライン
101503 地域言語A(中国語Ⅰ) 加藤  晴子 通年 金曜日 3 対面
101504 地域言語A(中国語Ⅰ) 飯島  啓子 通年 火曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
101505 地域言語A(中国語Ⅰ) 飯島  啓子 通年 金曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
101506 地域言語A(中国語Ⅰ) 何 珍時 通年 火曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
101507 地域言語A(中国語Ⅰ) 張　麗 通年 金曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
101508 地域言語A(中国語Ⅰ) 三宅  登之 通年 月曜日 3 対面
101509 地域言語A(中国語Ⅰ) 三宅  登之 通年 水曜日 1 オンライン
101510 地域言語A(中国語Ⅰ) 橋本  雄一 通年 水曜日 2 オンライン
101511 地域言語A(中国語Ⅰ) 飯島  啓子 通年 火曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
101512 地域言語A(中国語Ⅰ) 飯島  啓子 通年 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
101513 地域言語A(中国語Ⅰ) 何 珍時 通年 火曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
101514 地域言語A(中国語Ⅰ) 張　麗 通年 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
101701 地域言語A(朝鮮語Ⅰ) 南 潤珍 通年 月曜日 3 対面
101702 地域言語A(朝鮮語Ⅰ) 趙  義成 通年 水曜日 2 対面
101703 地域言語A(朝鮮語Ⅰ) 林　美珠 通年 火曜日 2 対面
101704 地域言語A(朝鮮語Ⅰ) 林　美珠 通年 火曜日 3 対面
101705 地域言語A(朝鮮語Ⅰ) 柳川　陽介 通年 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
101706 地域言語A(朝鮮語Ⅰ) 五十嵐 孔一 通年 木曜日 3 オンライン
101902 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
101903 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
101904 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
101906 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
101908 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
101909 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
101910 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
101911 地域言語A(日本語Ⅰ) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102103 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102104 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102105 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
102106 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
102109 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102110 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102112 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
102114 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102115 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
102116 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 通年 未定 担当教員の指示による
102117 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102119 地域言語A(日本語Ⅰ-1)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
102308 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ-6) 八木  久美子 秋期 月曜日 3 対面
102309 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ-7) 三代川  寛子 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
102310 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ-8) 青山 弘之 秋期 木曜日 3 対面
102311 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ-9) フセイン　ハルドゥーン 秋期 火曜日 3 対面
102312 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ-9) フセイン　ハルドゥーン 秋期 火曜日 2 対面
102313 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ-10) フセイン　ハルドゥーン 秋期 金曜日 3 対面
102314 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ-10) フセイン　ハルドゥーン 秋期 金曜日 4 対面
110103 地域言語A(英語Ⅱ-1) コンウェイ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/31　授業形態変更
110104 地域言語A(英語Ⅱ-1) コンウェイ 秋期 火曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
110107 地域言語A(英語Ⅱ-2) ライチェック 秋期 火曜日 2 オンライン 9/9　授業形態変更
110108 地域言語A(英語Ⅱ-2) ライチェック 秋期 火曜日 3 オンライン 9/9　授業形態変更
110109 地域言語A(英語Ⅱ-3) ボリック 秋期 火曜日 3 オンライン 9/25　授業形態変更
110110 地域言語A(英語Ⅱ-3) ボリック 秋期 火曜日 2 オンライン 9/25　授業形態変更
110113 地域言語A(英語Ⅱ-4) 篠崎  実 秋期 水曜日 2 オンライン
110116 地域言語A(英語Ⅱ-5) 出町　一恵 秋期 水曜日 2 オンライン
110118 地域言語A(英語Ⅱ-6) 加藤  雄二 秋期 金曜日 3 オンライン
110119 地域言語A(英語Ⅱ-7) ラグズデール 秋期 火曜日 2 オンライン 9/25　授業形態変更
110120 地域言語A(英語Ⅱ-7) ラグズデール 秋期 火曜日 3 オンライン 9/25　授業形態変更
110123 地域言語A(英語Ⅱ-8) 加藤  雄二 秋期 金曜日 1 オンライン
110126 地域言語A(英語Ⅱ-9) 斎藤  弘子 秋期 水曜日 1 オンライン
110129 地域言語A(英語Ⅱ-10) 浦田  和幸 秋期 水曜日 1 オンライン
110130 地域言語A(英語Ⅱ-10) 大鳥　由香子 秋期 水曜日 1 オンライン
110315 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6) ヘンドリクス 秋期 火曜日 2 対面
110316 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6) ビリック 秋期 火曜日 2 対面
110317 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6) 葛西　ジャネット 秋期 火曜日 2 対面
110318 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6) アインス 秋期 火曜日 2 対面
110319 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7) ルスト 秋期 金曜日 3 対面
110320 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7) メルテンス 秋期 金曜日 3 対面
110321 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7) ヘンドリクス 秋期 金曜日 3 対面
110322 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7) ビリック 秋期 金曜日 3 対面
110323 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-8) 田中  愼 秋期 月曜日 3 対面
110324 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-8) 成田  節 秋期 月曜日 3 対面
110325 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-9) 井坂　ゆかり 秋期 木曜日 3 対面
110326 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-9) 藤縄  康弘 秋期 木曜日 3 対面
110327 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-10) 西岡  あかね 秋期 火曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
110328 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-10) 小野寺　拓也 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
110513 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-6) 芹生　尚子 秋期 火曜日 3 オンライン
110514 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-6) 古賀　健太郎 秋期 木曜日 3 オンライン 9/7　授業形態変更
110515 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-7) 秋廣　尚恵 秋期 月曜日 3 対面
110516 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-7) 田邊　佳美 秋期 金曜日 3 オンライン 9/17　授業形態変更
110517 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-8) 松澤　水戸 秋期 木曜日 3 オンライン
110518 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-8) 竹下　和亮 秋期 火曜日 3 オンライン
110519 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-9) プピ 秋期 水曜日 1 オンライン 9/7　授業形態変更
110520 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-9) ラヴィニャス　クリストフ 秋期 水曜日 2 オンライン
110521 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-9) ペリセロ 秋期 水曜日 1 オンライン
110522 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10) ルボワ 秋期 水曜日 2 オンライン 9/7　授業形態変更
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110523 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10) ダブレージュ 秋期 水曜日 1 オンデマンド

9/7　授業形態変更　9/16　教員決定
※　当該授業を担当する教員の来日が
遅れる見込のため、来日するまではオン
デマンド開講とする。来日後はオンライン
形式に変更するので、履修登録しようと
する学生は開講時間帯（水曜1限）を空
けておき、他の授業で埋めないよう注意
すること。

110524 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10) モロ 秋期 水曜日 2 オンライン 9/7　授業形態変更
110707 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-6) 久保　博 秋期 月曜日 3 対面
110708 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-7) 野田　茂恵 秋期 水曜日 2 オンライン
110709 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-8) 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 3 オンライン
110710 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-9) フィオレッティ・アンドレア 秋期 水曜日 1 オンライン
110711 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-10) ブッチ 秋期 金曜日 3 オンライン
110712 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-10) フィオレッティ・アンドレア 秋期 金曜日 3 オンライン
110915 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-6) 松井　健吾 秋期 月曜日 3 オンライン
110916 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-6) 川上  茂信 秋期 月曜日 3 オンライン
110917 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-7) 久野　量一 秋期 金曜日 1 オンライン
110918 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-7) 久野　量一 秋期 木曜日 3 オンライン
110919 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-8) 高橋　均 秋期 月曜日 1 オンライン
110920 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-8) 内山　直子 秋期 金曜日 1 オンライン
110921 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9) 近藤ペレス 秋期 木曜日 3 対面
110922 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9) プリエト 秋期 木曜日 3 対面
110923 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9) プリエト 秋期 月曜日 1 対面
110924 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9) 近藤ペレス 秋期 月曜日 1 対面
110925 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10) ガリ　オルティゴーサ 秋期 火曜日 2 対面
110926 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10) 近藤ペレス 秋期 火曜日 2 対面
110927 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10) アラストゥルエイ 秋期 火曜日 2 対面
110928 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10) プリエト 秋期 火曜日 2 対面
111108 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-6) 宮入　亮 秋期 木曜日 3 オンライン
111109 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-7) 水沼  修 秋期 月曜日 1 オンライン
111110 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-8) 舛方　周一郎 秋期 金曜日 1 オンライン
111111 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-9) アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 水曜日 2 オンライン
111112 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-9) ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 水曜日 2 オンライン
111113 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-10) アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
111114 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-10) ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
111301 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-1) 匹田  剛 秋期 金曜日 1 オンライン
111304 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-2) 恩田　義徳 秋期 月曜日 3 対面
111306 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-3) 沼野  恭子 秋期 火曜日 3 オンライン 8/25　授業形態変更
111311 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-5) コベルニック・ナディヤ 秋期 月曜日 3 対面
111312 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-5) バルシャイ 秋期 月曜日 3 対面
111313 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-5) バルシャイ 秋期 金曜日 3 対面
111314 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-5) 渡辺  えりな 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
111316 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-6) 鈴木  義一 秋期 金曜日 1 オンライン
111317 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-7) 巽　由樹子 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
111319 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-8) 杉谷  倫枝 秋期 金曜日 3 対面
111325 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-10) バルシャイ 秋期 水曜日 2 対面
111326 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-10) コベルニック・ナディヤ 秋期 水曜日 2 対面
111327 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-10) 渡辺  えりな 秋期 木曜日 3 対面
111328 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅱ-10) コベルニック・ナディヤ 秋期 木曜日 3 対面
111515 地域言語A(中国語Ⅱ-6) 加藤  晴子 秋期 金曜日 1 オンライン
111516 地域言語A(中国語Ⅱ-6) 三宅  登之 秋期 水曜日 2 オンライン
111517 地域言語A(中国語Ⅱ-7) 及川　茜 秋期 火曜日 3 対面
111518 地域言語A(中国語Ⅱ-7) 及川　茜 秋期 火曜日 2 対面
111519 地域言語A(中国語Ⅱ-8) 宮本  厚子 秋期 火曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
111520 地域言語A(中国語Ⅱ-8) 宮本  厚子 秋期 火曜日 3 オンライン 8/31　授業形態変更
111521 地域言語A(中国語Ⅱ-9) 孫　興鋒 秋期 月曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
111522 地域言語A(中国語Ⅱ-9) 孫　興鋒 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
111523 地域言語A(中国語Ⅱ-9) 孫　興鋒 秋期 月曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
111524 地域言語A(中国語Ⅱ-9) 孫　興鋒 秋期 水曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
111525 地域言語A(中国語Ⅱ-10) 飯島  啓子 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
111526 地域言語A(中国語Ⅱ-10) 飯島  啓子 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
111527 地域言語A(中国語Ⅱ-10) 飯島  啓子 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
111528 地域言語A(中国語Ⅱ-10) 飯島  啓子 秋期 月曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
111703 地域言語A(朝鮮語Ⅱ-2) 林　美珠 秋期 水曜日 2 対面
111704 地域言語A(朝鮮語Ⅱ-2) 林　美珠 秋期 水曜日 1 対面
111706 地域言語A(朝鮮語Ⅱ-4) 山崎　亜希子 秋期 木曜日 3 対面
111708 地域言語A(朝鮮語Ⅱ-6) 趙  義成 秋期 月曜日 3 対面
111710 地域言語A(朝鮮語Ⅱ-8) 五十嵐 孔一 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
111712 地域言語A(朝鮮語Ⅱ-10) 南 潤珍 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
111907 地域言語A(日本語Ⅱ-6) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
111908 地域言語A(日本語Ⅱ-7) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
111909 地域言語A(日本語Ⅱ-8) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
111910 地域言語A(日本語Ⅱ-9) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
111911 地域言語A(日本語Ⅱ-10) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
111912 地域言語A(日本語Ⅱ-10) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112109 地域言語A(日本語Ⅱ-6)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112110 地域言語A(日本語Ⅱ-7)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112111 地域言語A(日本語Ⅱ-7)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112112 地域言語A(日本語Ⅱ-8)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112113 地域言語A(日本語Ⅱ-9)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112114 地域言語A(日本語Ⅱ-9)(外国人学生） 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112115 地域言語A(日本語Ⅱ-10)(外国人学生) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112116 地域言語A(日本語Ⅱ-10)(外国人学生) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
112308 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-6) 八木  久美子 秋期 火曜日 2 対面
112309 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-7) 青山 弘之 秋期 金曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
112310 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-8) フセイン　ハルドゥーン 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
112311 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-8) フセイン　ハルドゥーン 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
112312 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-9) 森 晋太郎 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
112313 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-9) 森 晋太郎 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
112314 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-10) 三代川  寛子 秋期 木曜日 3 対面 9/14　授業形態変更
112506 地域言語A(英語Ⅰ-6) 須田  祐子 秋期 月曜日 1 オンライン
112507 地域言語A(英語Ⅰ-7) ヘンダーソン 秋期 月曜日 3 オンライン 9/8　授業形態変更
112508 地域言語A(英語Ⅰ-8) 奥山　ルシンダ 秋期 火曜日 3 オンライン
112509 地域言語A(英語Ⅰ-9) 坂井  真紀子 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
112510 地域言語A(英語Ⅰ-10) 宇野沢  和子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/9　授業形態変更
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112705 地域言語A(英語Ⅱ-6) 大石　高典 秋期 火曜日 3 対面

9/18　授業形態変更
「オンライン」を基本にしつつ、随時（月1
回程度）ハイブリッド形式で希望者は対
面で行う形にする予定。

112706 地域言語A(英語Ⅱ-6) 山内  由理子 秋期 水曜日 2 対面
112708 地域言語A(英語Ⅱ-7) 原田　容子 秋期 火曜日 5 対面
120101 地域言語A(英語Ⅲ-2) ヴェラスコ 秋期 木曜日 1 オンライン 9/8　教員・時限・授業形態変更
120107 地域言語A(英語Ⅲ-2) ヴェラスコ 秋期 木曜日 2 オンライン 9/8　教員・時限・授業形態変更
120108 地域言語A(英語Ⅲ-2) ラグズデール 秋期 月曜日 2 オンライン
120109 地域言語A(英語Ⅲ-2) 池田 和子 秋期 月曜日 2 オンライン
120110 地域言語A(英語Ⅲ-2) ライチェック 秋期 金曜日 2 オンライン
120111 地域言語A(英語Ⅲ-2) 奥山　ルシンダ 秋期 火曜日 1 オンライン
120112 地域言語A(英語Ⅲ-2) ミラー 秋期 木曜日 2 オンライン
120117 地域言語A(英語Ⅲ-2) リン 秋期 金曜日 2 オンライン 9/8　科目枝番変更
120118 地域言語A(英語Ⅲ-4) カーペンター 秋期 木曜日 2 オンライン
120119 地域言語A(英語Ⅲ-4) ブレナン 秋期 金曜日 2 オンライン
120120 地域言語A(英語Ⅲ-4) ボルロンガン 秋期 木曜日 2 オンライン
120121 地域言語A(英語Ⅲ-4) 大谷  直輝 秋期 火曜日 1 オンライン
120127 地域言語A(英語Ⅲ-6) 篠崎  実 秋期 水曜日 1 オンライン
120128 地域言語A(英語Ⅲ-6) 南條  竹則 秋期 水曜日 4 オンライン
120129 地域言語A(英語Ⅲ-6) ローウェンスティン 秋期 月曜日 2 対面 9/12　授業形態変更
120130 地域言語A(英語Ⅲ-6) 相木　裕史 秋期 木曜日 2 オンライン
120134 地域言語A(英語Ⅲ-8) 若松  邦弘 秋期 月曜日 2 オンライン
120135 地域言語A(英語Ⅲ-8) メルヴィン 秋期 金曜日 2 オンライン
120136 地域言語A(英語Ⅲ-8) ヘイデン 秋期 火曜日 1 オンライン 9/9　授業形態変更
120138 地域言語A(英語Ⅲ-2) デジョング 秋期 木曜日 1 オンライン
120140 地域言語A(英語Ⅲ-2) トゥンチャイ 秋期 火曜日 1 オンライン

120141 地域言語A(英語Ⅲ-2) カレンダー 秋期 火曜日 1 オンライン
9/8　科目枝番・教員・時限・授業形態変
更

120142 地域言語A(英語Ⅲ-8) スカダー 秋期 金曜日 2 オンライン 9/8　教員・時限・授業形態変更
120143 地域言語A(英語Ⅲ-2) ブラッドリー 秋期 木曜日 1 オンライン
120307 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-3) ビリック 秋期 水曜日 2 対面
120308 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-3) 成田  節 秋期 月曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
120309 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-4) 村瀬  民子 秋期 木曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
120310 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-4) ヘンドリクス 秋期 木曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
120315 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-7) 千葉  敏之 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
120316 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-7) ビリック 秋期 金曜日 2 対面
120317 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-8) 岩崎  稔 秋期 月曜日 2 オンライン
120318 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅲ-8) ヘンドリクス 秋期 木曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
120501 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-1) ルボワ 秋期 木曜日 1 オンライン 9/7　授業形態変更
120504 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-2) 高桑　和巳 秋期 金曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
120506 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-3) 古賀　健太郎 秋期 木曜日 2 オンライン 9/7　授業形態変更
120507 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-4) ダブレージュ 秋期 木曜日 5 オンライン 9/7　曜限変更　9/16　教員決定
120510 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-5) マニゴ ヴァンサン 秋期 金曜日 2 オンライン
120511 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-6) ルボワ 秋期 金曜日 3 オンライン 9/7　授業形態変更
120515 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-8) 髙井　奈緒 秋期 金曜日 3 オンライン
120516 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-8) ダブレージュ 秋期 金曜日 5 オンライン 9/7　開講曜限変更　9/16　教員決定
120702 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅲ-2) フィオレッティ・アンドレア 秋期 木曜日 1 オンライン
120704 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅲ-4) 小久保　真理江 秋期 月曜日 2 オンライン
120706 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅲ-6) フィオレッティ・アンドレア 秋期 木曜日 2 オンライン
120709 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅲ-8) ブッチ 秋期 金曜日 2 オンライン
120710 地域言語A(ｲﾀﾘｱ語Ⅲ-8) 山本  真司 秋期 金曜日 5 オンライン 9/12　授業形態変更
120907 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-3) 高松  英樹 秋期 金曜日 2 オンライン
120908 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-3) 近藤ペレス 秋期 木曜日 1 オンライン
120909 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-4) プリエト 秋期 木曜日 2 対面
120910 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-4) 宇野　和美 秋期 金曜日 2 オンライン
120911 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-4) アラストゥルエイ 秋期 火曜日 1 オンライン
120912 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-4) 久米  順子 秋期 木曜日 1 オンライン
120913 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-5) 高橋　均 秋期 木曜日 2 オンライン
120919 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-7) 近藤ペレス 秋期 火曜日 1 オンライン
120920 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-7) プリエト 秋期 木曜日 1 オンライン
120922 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-7) マガーニャ 秋期 月曜日 2 対面
120923 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅲ-8) バリエントス 秋期 火曜日 1 オンライン
121102 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅲ-2) 黒澤  直俊 秋期 金曜日 2 オンライン
121104 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅲ-4) アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 火曜日 1 オンライン
121106 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅲ-6) ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 木曜日 1 オンライン
121108 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅲ-8) 岸和田  明子 秋期 木曜日 2 オンライン
121304 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-2) 渡辺  えりな 秋期 木曜日 2 対面
121305 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-2) ヴァフロメーエフ　アナトリー 秋期 金曜日 2 オンライン
121306 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-2) コベルニック・ナディヤ 秋期 月曜日 2 対面
121308 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-4) 岩崎  理恵 秋期 月曜日 2 オンライン
121312 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-6) バルシャイ 秋期 金曜日 2 対面
121314 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-6) 佐藤　貴之 秋期 木曜日 1 オンライン
121315 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-6) コベルニック・ナディヤ 秋期 木曜日 2 オンライン
121317 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-8) 中神  美砂 秋期 木曜日 1 オンライン
121318 地域言語A(ﾛｼｱ語Ⅲ-8) 新井　滋 秋期 火曜日 1 オンライン
121510 地域言語A(中国語Ⅲ-3) 孫　国鳳 秋期 木曜日 4 オンライン 9/14　授業形態変更
121511 地域言語A(中国語Ⅲ-3) 佐和田  成美 秋期 金曜日 4 対面
121512 地域言語A(中国語Ⅲ-3) 孫　興鋒 秋期 金曜日 1 オンライン
121513 地域言語A(中国語Ⅲ-3) 包　敏 秋期 木曜日 5 オンライン
121514 地域言語A(中国語Ⅲ-3) 蘇紅 秋期 火曜日 3 対面
121515 地域言語A(中国語Ⅲ-3) 及川　茜 秋期 火曜日 4 対面
121516 地域言語A(中国語Ⅲ-4) 蔡  承維 秋期 月曜日 2 対面
121517 地域言語A(中国語Ⅲ-4) 郭  マーホー 秋期 水曜日 2 対面
121518 地域言語A(中国語Ⅲ-4) 何 珍時 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
121524 地域言語A(中国語Ⅲ-7) 孫　興鋒 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
121525 地域言語A(中国語Ⅲ-7) 包　敏 秋期 木曜日 4 オンライン
121526 地域言語A(中国語Ⅲ-7) 小薗  瑞恵 秋期 金曜日 3 対面
121527 地域言語A(中国語Ⅲ-8) 郭  マーホー 秋期 水曜日 3 対面
121528 地域言語A(中国語Ⅲ-8) 蔡  承維 秋期 月曜日 3 対面
121703 地域言語A(朝鮮語Ⅲ-2) 林　美珠 秋期 木曜日 1 オンライン
121704 地域言語A(朝鮮語Ⅲ-2) 山崎　亜希子 秋期 木曜日 2 対面
121706 地域言語A(朝鮮語Ⅲ-4) 呉　恵卿 秋期 火曜日 3 オンライン
121709 地域言語A(朝鮮語Ⅲ-6) 韓  必南 秋期 金曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
121710 地域言語A(朝鮮語Ⅲ-6) 林　美珠 秋期 木曜日 3 対面
121713 地域言語A(朝鮮語Ⅲ-8) 藤井　豪 秋期 月曜日 2 オンライン
121905 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅲ-4) フセイン　ハルドゥーン 秋期 月曜日 2 対面
121906 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅲ-4) エベード 秋期 火曜日 4 対面 8/31　授業形態変更
121908 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅲ-6) 高岡  豊 秋期 木曜日 5 対面
121909 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅲ-7) 勝畑　冬実 秋期 火曜日 2 対面
121910 地域言語A(ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅲ-8) スライマーン 秋期 金曜日 5 オンライン
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130106 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-6) 石川  グラジナ 秋期 火曜日 2 対面
130107 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-7) 森田  耕司 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
130108 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-8) 森田  耕司 秋期 火曜日 3 対面
130109 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-9) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
130110 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-10) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
130116 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-6) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
130117 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-7) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 3 対面
130118 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-8) 三井 レナータ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
130119 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-9) 福嶋　千穂 秋期 月曜日 3 オンライン
130120 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-10) 森田  耕司 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
130123 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-1) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
130127 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-5) 石川  グラジナ 秋期 火曜日 1 対面
130128 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-5) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 1 対面
130129 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-6) 福嶋　千穂 秋期 金曜日 2 オンライン
130130 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-7) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 2 対面
130131 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-8) 久山  宏一 秋期 木曜日 2 オンライン
130132 地域言語A(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-8) 三井 レナータ 秋期 月曜日 2 オンライン
130302 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅰ-1) 金指  久美子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
130308 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅰ-6) 千野  亜矢子 秋期 月曜日 1 オンライン
130309 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅰ-7) 金指  久美子 秋期 水曜日 1 オンライン
130310 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅰ-8) ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 火曜日 2 対面
130311 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅰ-9) ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 金曜日 3 対面
130312 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅰ-10) 立古  ダニエラ 秋期 火曜日 3 対面
130314 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅱ-1) 千野  亜矢子 秋期 月曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
130320 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅱ-6) 篠原  琢 秋期 月曜日 3 対面
130321 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅱ-7) 金指  久美子 秋期 水曜日 2 オンライン
130322 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅱ-8) ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 金曜日 1 オンライン
130323 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅱ-9) ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 水曜日 1 オンライン
130324 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅱ-10) 立古  ダニエラ 秋期 火曜日 2 対面
130328 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅲ-4) ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 火曜日 1 対面
130329 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅲ-5) 千野  亜矢子 秋期 月曜日 2 オンライン
130331 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅲ-7) 金指  久美子 秋期 木曜日 2 対面
130332 地域言語A(ﾁｪｺ語Ⅲ-8) ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 金曜日 2 オンライン
130502 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-1) 山田　洋平 秋期 水曜日 2 オンライン
130506 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-3) 山田　洋平 秋期 火曜日 3 対面
130510 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-6) 山田　洋平 秋期 月曜日 3 対面
130511 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-7) 山田　洋平 秋期 金曜日 3 対面
130512 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-8) ジグメドドルジ 秋期 火曜日 3 対面
130513 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-9) ジグメドドルジ 秋期 水曜日 2 オンライン
130514 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-10) 木村　理子 秋期 水曜日 1 オンライン
130517 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-3) ジグメドドルジ 秋期 水曜日 1 オンライン
130518 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-4) ジグメドドルジ 秋期 木曜日 3 対面
130520 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-6) 上村  明 秋期 水曜日 2 オンライン
130522 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-8) フフバートル 秋期 金曜日 3 対面
130524 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-10) ガンツェツェグ 秋期 火曜日 2 対面
130526 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-2) ジグメドドルジ 秋期 木曜日 2 対面
130529 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-5) 青木　雅浩 秋期 月曜日 2 オンライン
130531 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-7) 山田　洋平 秋期 金曜日 2 対面
130532 地域言語A(ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-8) 上村  明 秋期 火曜日 1 オンライン
130703 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 3 オンライン 9/16　授業形態変更
130706 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-4) 降幡  正志 秋期 金曜日 5 対面
130708 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-5) 降幡  正志 秋期 水曜日 1 オンライン
130709 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-6) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 3 対面
130711 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-7) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 金曜日 1 オンライン
130712 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-8) 降幡  正志 秋期 火曜日 2 オンライン
130714 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-9) 降幡  正志 秋期 金曜日 3 対面
130716 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-10) 竹下  愛 秋期 木曜日 3 対面
130722 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-6) フロレンティナ 秋期 木曜日 3 対面
130723 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-7) 竹下  愛 秋期 月曜日 3 対面
130724 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-8) 小笠原  健二 秋期 水曜日 1 オンライン
130725 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-9) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 水曜日 3 対面
130726 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-10) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 1 オンライン
130732 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-5) フロレンティナ 秋期 木曜日 2 オンライン
130733 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-6) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 1 オンライン
130734 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-7) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 2 オンライン
130735 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8) 降幡  正志 秋期 金曜日 2 オンライン
130736 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8) 竹下  愛 秋期 金曜日 1 オンライン
130906 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-6) 野元  裕樹 秋期 火曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
130907 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-7) 野元  裕樹 秋期 金曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
130908 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-8) ファリダ 秋期 月曜日 3 対面
130909 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-9) ファリダ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
130910 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-10) アブディラ　サニ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
130916 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-6) 新井　卓治 秋期 火曜日 2 対面 9/15　授業形態変更
130917 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-7) 戸加里  康子 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
130918 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-8) ファリダ 秋期 火曜日 3 対面
130919 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-9) ファリダ 秋期 水曜日 2 対面
130920 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-10) アブディラ　サニ 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
130922 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-2) 戸加里  康子 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
130924 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-4) ファリダ 秋期 月曜日 2 対面
130926 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-6) ファリダ 秋期 金曜日 4 対面
130929 地域言語A(ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-8) ファリダ 秋期 火曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
131102 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-1) 小川  英文 秋期 水曜日 2 オンライン
131105 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-3) 高野  邦夫 秋期 水曜日 1 オンライン
131108 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-6) 山本　恭裕 秋期 月曜日 3 対面
131109 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-7) 山本　恭裕 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
131110 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-8) 高野  邦夫 秋期 金曜日 3 対面
131112 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-9) パルマヒル 秋期 金曜日 1 オンライン
131113 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-10) パルマヒル 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
131117 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-2) パルマヒル 秋期 木曜日 3 対面
131119 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-3) 小川  英文 秋期 月曜日 3 オンライン
131123 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-6) パルマヒル 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
131124 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-7) パルマヒル 秋期 金曜日 3 オンライン
131125 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-8) 高野  邦夫 秋期 金曜日 1 オンライン
131127 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-9) 山本　恭裕 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
131128 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-10) パルマヒル 秋期 木曜日 2 対面
131130 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-2) パルマヒル 秋期 月曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
131132 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-4) 高野  邦夫 秋期 水曜日 2 オンライン
131135 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-7) 山本　恭裕 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
131136 地域言語A(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-8) パルマヒル 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
131302 地域言語A(ﾀｲ語Ⅰ-1) 上原　みどりこ 秋期 月曜日 4 対面
131305 地域言語A(ﾀｲ語Ⅰ-3) スニサー 秋期 水曜日 4 対面
131308 地域言語A(ﾀｲ語Ⅰ-6) コースィット 秋期 水曜日 1 オンライン
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131309 地域言語A(ﾀｲ語Ⅰ-7) 上原　みどりこ 秋期 月曜日 3 対面
131311 地域言語A(ﾀｲ語Ⅰ-8) スニサー 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
131312 地域言語A(ﾀｲ語Ⅰ-9) スニサー 秋期 木曜日 3 対面
131313 地域言語A(ﾀｲ語Ⅰ-10) コースィット 秋期 金曜日 3 対面
131319 地域言語A(ﾀｲ語Ⅱ-6) コースィット 秋期 木曜日 3 対面
131320 地域言語A(ﾀｲ語Ⅱ-7) 宮田  敏之 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
131321 地域言語A(ﾀｲ語Ⅱ-8) スニサー 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
131322 地域言語A(ﾀｲ語Ⅱ-9) スィワナーソン　パタニ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
131323 地域言語A(ﾀｲ語Ⅱ-10) スニサー 秋期 金曜日 3 対面
131331 地域言語A(ﾀｲ語Ⅲ-6) 宮田  敏之 秋期 月曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
131332 地域言語A(ﾀｲ語Ⅲ-6) 水野 潔 秋期 水曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
131333 地域言語A(ﾀｲ語Ⅲ-7) スニサー 秋期 木曜日 2 オンライン
131334 地域言語A(ﾀｲ語Ⅲ-8) スニサー 秋期 水曜日 3 オンライン
131506 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-4) 鈴木  玲子 秋期 月曜日 3 対面 8/26　閉講
131508 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-6) 鈴木  玲子 秋期 金曜日 3 対面
131510 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-7) 橋本  彩 秋期 水曜日 1 オンライン
131511 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-8) 橋本  彩 秋期 水曜日 2 オンライン

131513 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-9) 鈴木  玲子 秋期 火曜日 3 対面
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

131514 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-10) 東　智美 秋期 木曜日 3 オンライン
131522 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-6) パソムポーン 秋期 月曜日 3 オンライン 9/20　担当教員変更
131523 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-7) 菊池  陽子 秋期 火曜日 3 対面

131524 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-8) 菊池  陽子 秋期 水曜日 2 オンライン
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

131525 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-9) 菊池  陽子 秋期 金曜日 3 対面

8/29　授業形態変更、曜限変更
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

131526 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-10) 鈴木  玲子 秋期 水曜日 1 オンライン
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

131531 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-5) 菊池  陽子 秋期 火曜日 1 オンライン
131532 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-6) 東　智美 秋期 木曜日 2 オンライン

131533 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-7) 菊池  陽子 秋期 金曜日 2 対面

8/29　授業形態変更
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

131534 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-8) パソムポーン 秋期 月曜日 2 オンライン 9/20　担当教員変更
131702 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-1) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 1 オンライン
131704 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-2) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 2 オンライン
131708 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-5) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 1 オンライン
131710 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-6) 野平  宗弘 秋期 月曜日 3 対面
131711 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-7) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 水曜日 2 オンライン
131712 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-8) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 火曜日 3 対面
131713 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-9) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 3 オンライン
131714 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-10) ｸﾞｴﾝ･ﾐﾝ･ﾄｩｱﾝ 秋期 火曜日 2 対面 9/1　授業形態変更
131720 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-6) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 月曜日 3 対面
131721 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-7) 秋葉  亜子 秋期 木曜日 3 対面
131722 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-8) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 火曜日 2 対面
131723 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-9) 今村  宣勝 秋期 火曜日 3 オンライン
131724 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-10) 野平  宗弘 秋期 金曜日 1 オンライン
131729 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-5) 森  絵里咲 秋期 月曜日 2 オンライン
131730 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-6) 今井  昭夫 秋期 月曜日 1 オンライン
131731 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-7) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 2 オンライン
131732 地域言語A(ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-8) ﾚｰ ﾊﾞﾝ ｸｰ 秋期 木曜日 2 対面
131906 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-5) 岡田  知子 秋期 金曜日 1 オンライン
131907 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-6) カエプ　ソクンティアロアト 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更、9/9　曜限変更
131908 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-7) 岡田  知子 秋期 水曜日 1 オンライン
131910 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-8) 福富  友子 秋期 木曜日 3 対面
131911 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-9) 上田  広美 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
131912 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-10) カエプ　ソクンティアロアト 秋期 月曜日 3 対面
131916 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-3) マロム 冬学期 集中 オンデマンド 8/26　学期変更、授業形態変更
131919 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-6) 福富  友子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/2　授業形態変更
131920 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-7) 上田  広美 秋期 水曜日 1 オンライン
131921 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-8) 岡田  知子 秋期 月曜日 3 対面
131923 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-9) カエプ　ソクンティアロアト 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
131924 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-10) カエプ　ソクンティアロアト 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
131929 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-5) カエプ　ソクンティアロアト 秋期 月曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
131930 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-6) カエプ　ソクンティアロアト 秋期 木曜日 1 オンライン
131931 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-7) 福富  友子 秋期 金曜日 2 オンライン 9/2　授業形態変更
131934 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-8) 福富  友子 秋期 火曜日 1 オンライン
132106 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-6) トゥザライン 秋期 木曜日 3 対面 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
132107 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-7) 岡野 賢二 秋期 水曜日 2 オンライン
132109 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-8) 斎藤  紋子 秋期 月曜日 3 対面
132110 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-9) 土佐  桂子 秋期 金曜日 3 対面
132112 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-10) トゥザライン 秋期 火曜日 3 オンライン 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
132115 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-2) 寺井　淳一 秋期 月曜日 3 対面
132119 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-5) トゥザライン 秋期 金曜日 3 対面
132120 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-6) トゥザライン 秋期 水曜日 1 オンライン
132121 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-7) 岡野 賢二 秋期 火曜日 2 オンライン
132122 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-8) 土佐  桂子 秋期 水曜日 2 オンライン
132123 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-9) 斎藤  紋子 秋期 月曜日 1 オンライン
132124 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-10) トゥザライン 秋期 金曜日 1 オンライン
132129 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-3) トゥザライン 秋期 火曜日 1 オンライン
132130 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-3) トゥザライン 秋期 金曜日 2 オンライン
132131 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-4) 斎藤  紋子 秋期 月曜日 2 オンライン
132132 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-4) 生駒　美樹 秋期 木曜日 1 オンライン
132134 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-7) トゥザライン 秋期 木曜日 2 オンライン
132302 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅰ-1) 露口  哲也 秋期 月曜日 5 対面
132304 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅰ-2) 露口  哲也 秋期 火曜日 5 対面
132309 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅰ-6) 萬宮　健策 秋期 月曜日 3 対面
132311 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅰ-7) 萩田  博 秋期 火曜日 2 対面
132313 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅰ-8) 村上　明香 秋期 水曜日 2 対面
132314 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅰ-9) アーミル 秋期 木曜日 3 対面
132315 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅰ-10) アーミル 秋期 月曜日 1 オンライン 9/8　授業形態変更
132321 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅱ-6) 萩田  博 秋期 木曜日 3 対面
132322 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅱ-7) 萩田  博 秋期 水曜日 2 オンライン
132323 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅱ-8) 萬宮　健策 秋期 月曜日 1 オンライン
132324 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅱ-9) アーミル 秋期 月曜日 3 対面
132325 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅱ-10) アーミル 秋期 火曜日 2 オンライン
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132328 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅲ-3) 萬宮　健策 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
132329 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅲ-3) アーミル 秋期 月曜日 2 オンライン 9/8　授業形態変更
132330 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅲ-4) アーミル 秋期 火曜日 1 オンライン 9/8　授業形態変更
132332 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅲ-5) 萩田  博 秋期 木曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
132335 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅲ-8) 露口  哲也 秋期 火曜日 4 対面
132336 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅲ-8) アーミル 秋期 木曜日 1 オンライン 9/8　授業形態変更
132338 地域言語A(ｳﾙﾄﾞｩ-語Ⅲ-8) 萬宮　健策 秋期 月曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
132502 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅰ-1) 足立  享祐 秋期 金曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
132504 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅰ-2) 水野  善文 秋期 木曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
132509 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅰ-6) 水野  善文 秋期 火曜日 2 対面
132511 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅰ-7) 足立  享祐 秋期 水曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
132512 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅰ-8) 足立  享祐 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
132514 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅰ-9) 水野  善文 秋期 火曜日 3 対面

132515 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅰ-10) パーンデーエ 秋期 月曜日 3 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

132521 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅱ-6) パーンデーエ 秋期 水曜日 1 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

132522 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅱ-7) パーンデーエ 秋期 水曜日 2 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

132523 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅱ-8) 藤井  毅 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
132524 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅱ-9) 藤井  毅 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
132525 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅱ-10) 足立  享祐 秋期 金曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
132529 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅲ-4) 藤井  毅 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更

132530 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅲ-5) パーンデーエ 秋期 木曜日 2 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

132531 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅲ-6) パーンデーエ 秋期 木曜日 1 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

132533 地域言語A(ﾋﾝﾃﾞｨ-語Ⅲ-8) パーンデーエ 秋期 月曜日 2 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

132703 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-2) 奥田　由香 秋期 月曜日 2 オンライン 9/28　授業形態変更
132706 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-3) ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 水曜日 3 対面
132710 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-6) 丹羽  京子 秋期 月曜日 3 対面

132711 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-7) ハック 秋期 金曜日 1 オンライン
9/10　授業形態変更

9/28　曜限変更

132712 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-8) 渡辺  一弘 秋期 水曜日 2 対面
132713 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-9) ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 火曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
132714 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-10) ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 木曜日 3 対面 9/28　授業形態変更、曜限変更
132720 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-6) 丹羽  京子 秋期 木曜日 3 対面
132721 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-7) 丹羽  京子 秋期 水曜日 2 オンライン
132722 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-8) ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 月曜日 3 対面
132723 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-9) ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 火曜日 3 対面
132724 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-10) 奥田　由香 秋期 火曜日 2 オンライン 9/28　授業形態変更
132729 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-5) 渡辺  一弘 秋期 金曜日 2 対面
132730 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-6) ハック 秋期 火曜日 1 オンライン
132731 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-7) 丹羽  京子 秋期 月曜日 2 対面
132732 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-8) ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 木曜日 2 対面 9/10　担当教員変更
132902 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-1) 吉枝  聡子 秋期 水曜日 1 オンライン
132904 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-2) 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 1 オンライン
132909 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-6) 吉枝  聡子 秋期 火曜日 3 対面
132911 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-7) 吉枝  聡子 秋期 水曜日 2 オンライン
132912 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-8) 佐々木  あや乃 秋期 火曜日 2 対面 8/31　授業形態変更

132913 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-9)
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 対面

132914 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-10)
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 対面

132920 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-6) 吉枝  聡子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
132921 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-7) 徳原　靖浩 秋期 木曜日 3 対面

132922 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-8)
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 対面 9/15　授業形態変更

132923 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-9)
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 対面

132928 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-4)
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 オンライン

132929 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-5) 北原  圭一 秋期 月曜日 2 オンライン
132930 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-6) 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 2 オンライン

132931 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-7)
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 オンライン

132932 地域言語A(ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-8) 佐々木  あや乃 秋期 水曜日 2 対面
133107 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅰ-7) ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 3 対面
133108 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅰ-8) ファトマ・トゥレ 秋期 木曜日 3 対面
133109 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅰ-9) 石丸 由美 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更、時限変更
133110 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅰ-10) 菅原  睦 秋期 月曜日 1 オンライン
133111 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅱ-1) 菅原  睦 秋期 金曜日 3 対面
133117 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅱ-7) ファトマ・トゥレ 秋期 金曜日 3 対面
133118 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅱ-8) ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 1 オンライン
133119 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅱ-9) 石丸 由美 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
133120 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅱ-10) 川本　智史 秋期 木曜日 3 対面
133125 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅲ-4) ファトマ・トゥレ 秋期 木曜日 2 オンライン
133126 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅲ-5) ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 4 対面
133127 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅲ-6) 川本　智史 秋期 月曜日 2 オンライン
133128 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅲ-6) 伊藤  寛了 秋期 木曜日 1 オンライン
133130 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅲ-7) ファトマ・トゥレ 秋期 金曜日 2 オンライン
133132 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅲ-8) 石丸 由美 秋期 火曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
133354 地域言語A(日本語総合-1A) 李　奎台 秋期 月曜日 1 オンライン
133354 地域言語A(日本語総合-1A) 楠本  徹也 秋期 火曜日 2 オンライン
133354 地域言語A(日本語総合-1A) 西島　絵里子 秋期 水曜日 1 オンライン
133354 地域言語A(日本語総合-1A) 早矢仕　香 秋期 木曜日 2 オンライン
133354 地域言語A(日本語総合-1A) 中沢　佐企子 秋期 金曜日 1 オンライン
133357 地域言語A(日本語総合-2A) 李　奎台 秋期 月曜日 2 オンライン
133357 地域言語A(日本語総合-2A) 楠本  徹也 秋期 火曜日 1 オンライン
133357 地域言語A(日本語総合-2A) 西島　絵里子 秋期 水曜日 2 オンライン
133357 地域言語A(日本語総合-2A) 早矢仕　香 秋期 木曜日 1 オンライン
133357 地域言語A(日本語総合-2A) 中沢　佐企子 秋期 金曜日 2 オンライン
133358 地域言語A(日本語総合-3) 韓　金柱 秋期 月曜日 1 オンライン
133358 地域言語A(日本語総合-3) 幸松  英恵 秋期 火曜日 2 オンライン
133358 地域言語A(日本語総合-3) 楠本  徹也 秋期 水曜日 1 オンライン
133358 地域言語A(日本語総合-3) 幸松  英恵 秋期 木曜日 2 オンライン
133358 地域言語A(日本語総合-3) 上村　佳子 秋期 金曜日 1 オンライン
133359 地域言語A(日本語総合-3) 権野　禎 秋期 月曜日 2 オンライン
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133359 地域言語A(日本語総合-3) 幸松  英恵 秋期 火曜日 1 オンライン
133359 地域言語A(日本語総合-3) 楠本  徹也 秋期 水曜日 2 オンライン
133359 地域言語A(日本語総合-3) 幸松  英恵 秋期 木曜日 1 オンライン
133359 地域言語A(日本語総合-3) 上村　佳子 秋期 金曜日 2 オンライン
133360 地域言語A(日本語総合-4) 嶋原　耕一 秋期 月曜日 1 オンライン
133360 地域言語A(日本語総合-4) 前田  真紀 秋期 火曜日 2 オンライン
133360 地域言語A(日本語総合-4) 熊田　道子 秋期 水曜日 1 オンライン
133360 地域言語A(日本語総合-4) 熊田　道子 秋期 木曜日 2 オンライン
133360 地域言語A(日本語総合-4) 石田　恵里子 秋期 金曜日 1 オンライン
133361 地域言語A(日本語総合-4) 嶋原　耕一 秋期 月曜日 2 オンライン
133361 地域言語A(日本語総合-4) 前田  真紀 秋期 火曜日 1 オンライン
133361 地域言語A(日本語総合-4) 熊田　道子 秋期 水曜日 2 オンライン
133361 地域言語A(日本語総合-4) 大津　友美 秋期 木曜日 1 オンライン
133361 地域言語A(日本語総合-4) 石田　恵里子 秋期 金曜日 2 オンライン
133362 地域言語A(日本語総合-5) 大木　理恵 秋期 月曜日 1 オンライン
133362 地域言語A(日本語総合-5) 花薗  悟 秋期 火曜日 2 オンライン
133362 地域言語A(日本語総合-5) 福島　佐知 秋期 水曜日 1 オンライン
133362 地域言語A(日本語総合-5) 花薗  悟 秋期 木曜日 2 オンライン
133362 地域言語A(日本語総合-5) 李　奎台 秋期 金曜日 1 オンライン
133363 地域言語A(日本語総合-5) 大木　理恵 秋期 月曜日 2 オンライン
133363 地域言語A(日本語総合-5) 花薗  悟 秋期 火曜日 1 オンライン
133363 地域言語A(日本語総合-5) 福島　佐知 秋期 水曜日 2 オンライン
133363 地域言語A(日本語総合-5) 花薗  悟 秋期 木曜日 1 オンライン
133363 地域言語A(日本語総合-5) 李　奎台 秋期 金曜日 2 オンライン
133364 地域言語A(日本語総合-6) 工藤　嘉名子 秋期 火曜日 1 オンライン
133364 地域言語A(日本語総合-6) 伊集院　郁子 秋期 木曜日 1 オンライン
133364 地域言語A(日本語総合-6) 井江　ミサ子 秋期 金曜日 2 オンライン
133365 地域言語A(日本語総合-6) 工藤　嘉名子 秋期 火曜日 2 オンライン
133365 地域言語A(日本語総合-6) 伊集院　郁子 秋期 木曜日 2 オンライン
133365 地域言語A(日本語総合-6) 井江　ミサ子 秋期 金曜日 1 オンライン
133366 地域言語A(日本語総合-7) 伊集院　郁子 秋期 火曜日 2 オンライン
133366 地域言語A(日本語総合-7) 伊集院　郁子 秋期 金曜日 2 オンライン
133367 地域言語A(日本語技能・語彙文法-4) 韓　金柱 秋期 月曜日 2 オンライン
133368 地域言語A(日本語技能・語彙文法-5) 福村　真紀子 秋期 月曜日 2 オンライン
133369 地域言語A(日本語技能・語彙文法-6) 楠本  徹也 秋期 月曜日 2 オンライン
133370 地域言語A(日本語技能・語彙文法-7) 福島　佐知 秋期 月曜日 2 オンライン
133371 地域言語A(日本語技能・読解-3) 前田  真紀 秋期 金曜日 1 オンライン
133373 地域言語A(日本語技能・読解-4) 前田  真紀 秋期 金曜日 2 オンライン
133374 地域言語A(日本語技能・読解-5) 熊田　道子 秋期 木曜日 1 オンライン
133375 地域言語A(日本語技能・読解-6) 水信　渉 秋期 月曜日 1 オンライン 8/18　教員変更、曜限変更
133376 地域言語A(日本語技能・読解-7) 西島　絵里子 秋期 木曜日 1 オンライン 8/18　教員変更、曜限変更
133377 地域言語A(日本語技能・読解-7) 柴田  勝二 秋期 金曜日 2 オンライン
133378 地域言語A(日本語技能・聴解-3) 李　奎台 秋期 木曜日 4 オンライン
133379 地域言語A(日本語技能・聴解-4) 田代　ひとみ 秋期 木曜日 2 オンライン
133380 地域言語A(日本語技能・聴解-5) 田代　ひとみ 秋期 木曜日 4 オンライン
133381 地域言語A(日本語技能・聴解-6) 大木　理恵 秋期 木曜日 1 オンライン
133382 地域言語A(日本語技能・聴解-7) 大津　友美 秋期 木曜日 4 オンライン
133383 地域言語A(日本語技能・文章表現-1) 李　奎台 秋期 月曜日 4 オンライン
133385 地域言語A(日本語技能・文章表現-2) 韓　金柱 秋期 水曜日 4 オンライン
133386 地域言語A(日本語技能・文章表現-3) 西島　絵里子 秋期 水曜日 4 オンライン
133387 地域言語A(日本語技能・文章表現-4) 伊集院　郁子 秋期 水曜日 2 オンライン
133388 地域言語A(日本語技能・文章表現-5) 高野  愛子 秋期 水曜日 4 オンライン
133389 地域言語A(日本語技能・文章表現-6) 村尾  誠一 秋期 月曜日 2 オンライン
133390 地域言語A(日本語技能・文章表現-6) 阿部　新 秋期 水曜日 2 オンライン
133391 地域言語A(日本語技能・文章表現-7) セン　ラージ　ラキ 秋期 水曜日 2 オンライン
133392 地域言語A(日本語技能・口頭表現-1) 西島　絵里子 秋期 火曜日 4 オンライン
133394 地域言語A(日本語技能・口頭表現-2) 西島　絵里子 秋期 木曜日 4 オンライン
133395 地域言語A(日本語技能・口頭表現-3) 早矢仕　香 秋期 火曜日 2 オンライン
133396 地域言語A(日本語技能・口頭表現-4) 井江　ミサ子 秋期 火曜日 1 オンライン
133397 地域言語A(日本語技能・口頭表現-5) 中井　陽子 秋期 火曜日 2 オンライン
133398 地域言語A(日本語技能・口頭表現-6) 李　奎台 秋期 火曜日 4 オンライン
133399 地域言語A(日本語技能・口頭表現-7) 早矢仕　香 秋期 火曜日 1 オンライン
133400 地域言語A(日本語技能・ビジネス日本語-1) 大木　理恵 秋期 木曜日 2 オンライン
133401 地域言語A(日本語技能・時事-1) 井江　ミサ子 秋期 火曜日 2 オンライン
133402 地域言語A(日本語技能・時事-1) 谷口  龍子 秋期 水曜日 1 オンライン
133403 地域言語A(日本語技能・漢字-1) 韓　金柱 秋期 月曜日 4 オンライン
133404 地域言語A(日本語技能・漢字-2) 西島　絵里子 秋期 月曜日 4 オンライン
133405 地域言語A(日本語技能・漢字-2) 花薗  悟 秋期 月曜日 4 オンライン
133406 地域言語A(日本語技能・漢字-3) 福村　真紀子 秋期 月曜日 4 オンライン
133407 地域言語A(日本語技能・漢字-4) 福島　佐知 秋期 月曜日 4 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 西島　絵里子 秋期 月曜日 1 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 西島　絵里子 秋期 月曜日 2 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 上村　佳子 秋期 火曜日 1 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 上村　佳子 秋期 火曜日 2 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 田代　ひとみ 秋期 水曜日 1 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 田代　ひとみ 秋期 水曜日 2 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 李　奎台 秋期 木曜日 1 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 李　奎台 秋期 木曜日 2 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 水信　渉 秋期 金曜日 1 オンライン
133408 地域言語A(日本語総合-1) 水信　渉 秋期 金曜日 2 オンライン
140104 地域言語A(ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -4) 島田  志津夫 秋期 火曜日 2 対面
140105 地域言語A(ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -5) 島田  志津夫 秋期 水曜日 2 対面
140106 地域言語A(ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -6) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 3 対面
140110 地域言語A(ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -10) 島田  志津夫 秋期 月曜日 2 対面
140111 地域言語A(ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -11) 木村　暁 秋期 火曜日 3 対面
140112 地域言語A(ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -12) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 2 対面
140304 地域言語B(中央ｱｼﾞｱ諸語4) 島田  志津夫 秋期 火曜日 2 対面
140305 地域言語B(中央ｱｼﾞｱ諸語5) 島田  志津夫 秋期 水曜日 2 対面
140306 地域言語B(中央ｱｼﾞｱ諸語6) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 3 対面
140310 地域言語B(中央ｱｼﾞｱ諸語10) 島田  志津夫 秋期 月曜日 2 対面
140311 地域言語B(中央ｱｼﾞｱ諸語11) 木村　暁 秋期 火曜日 3 対面
140312 地域言語B(中央ｱｼﾞｱ諸語12) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 2 対面
140501 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語2) 宇田川  和夫 秋期 月曜日 4 オンライン
140503 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語4) 古賀　健太郎 秋期 木曜日 4 オンライン
140505 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語6) 宇田川  和夫 秋期 月曜日 5 オンライン
140507 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語8) 坂井  真紀子 秋期 木曜日 4 オンライン
140509 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語2) 水沼  修 秋期 月曜日 5 オンライン
140511 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語4) 宮入　亮 秋期 金曜日 5 オンライン
140513 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語6) 水沼  修 秋期 月曜日 4 オンライン
140515 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語8) 宮入　亮 秋期 金曜日 4 オンライン
140518 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語3) 冨永　正人 秋期 木曜日 4 オンライン
140519 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語4) 野口　舞子 秋期 火曜日 4 オンライン
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140520 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語4) 平　寛多朗 秋期 金曜日 4 オンライン
140523 地域言語B(ｱﾌﾘｶ関連語8) 冨永　正人 秋期 木曜日 5 オンライン
142111 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 福嶋　千穂 秋期 月曜日 2 オンライン
142112 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
142113 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
142114 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 石川  グラジナ 秋期 火曜日 1 対面
142115 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語1) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
142116 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 久山  宏一 秋期 木曜日 2 オンライン
142117 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
142118 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 3 対面
142119 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 三井 レナータ 秋期 月曜日 2 オンライン
142120 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 森田  耕司 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
142121 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 石川  グラジナ 秋期 火曜日 2 対面
142122 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 三井 レナータ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
142123 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 1 対面
142124 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 2 対面
142304 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 金指  久美子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
142305 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 千野  亜矢子 秋期 月曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
142306 地域言語C(ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸語2) 金指  久美子 秋期 木曜日 2 対面
142504 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 山田　洋平 秋期 火曜日 3 対面
142505 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 山田　洋平 秋期 水曜日 2 オンライン
142706 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 郭  マーホー 秋期 水曜日 2 対面
142707 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 郭  マーホー 秋期 水曜日 3 対面
142708 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 何 珍時 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
142709 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 蔡  承維 秋期 月曜日 2 対面
142710 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 蔡  承維 秋期 月曜日 3 対面
142918 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 3 オンライン 9/16　授業形態変更
142919 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 3 対面
142920 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 金曜日 1 オンライン
142921 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) フロレンティナ 秋期 木曜日 3 対面
142922 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) フロレンティナ 秋期 木曜日 2 オンライン
142923 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 1 オンライン
142924 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 降幡  正志 秋期 金曜日 5 対面
142925 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 降幡  正志 秋期 火曜日 2 オンライン
142926 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 降幡  正志 秋期 金曜日 3 対面
142927 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 竹下  愛 秋期 月曜日 3 対面
142928 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 小笠原  健二 秋期 水曜日 1 オンライン
142929 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 水曜日 3 対面
142930 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 2 オンライン
142931 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 降幡  正志 秋期 金曜日 2 オンライン
142932 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 降幡  正志 秋期 水曜日 1 オンライン
142933 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 竹下  愛 秋期 木曜日 3 対面
142934 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 1 オンライン
143105 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) ファリダ 秋期 月曜日 3 対面
143106 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) ファリダ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
143107 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 野元  裕樹 秋期 火曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
143108 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 野元  裕樹 秋期 金曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
143310 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) 小川  英文 秋期 水曜日 2 オンライン
143311 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) パルマヒル 秋期 木曜日 3 対面
143312 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 高野  邦夫 秋期 水曜日 1 オンライン
143313 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 小川  英文 秋期 月曜日 3 オンライン
143501 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) 上原　みどりこ 秋期 月曜日 4 対面
143502 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) スニサー 秋期 水曜日 4 対面
143508 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) コースィット 秋期 木曜日 3 対面
143509 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) スニサー 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
143510 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) スィワナーソン　パタニ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
143511 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) スニサー 秋期 金曜日 3 対面
143518 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 水野 潔 秋期 水曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
143519 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) スニサー 秋期 木曜日 2 オンライン
143520 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) スニサー 秋期 水曜日 3 オンライン
143708 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 鈴木  玲子 秋期 月曜日 3 対面 8/26　閉講

143709 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 菊池  陽子 秋期 金曜日 2 対面

8/29　授業形態変更
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

143710 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 東　智美 秋期 木曜日 2 オンライン
143711 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 菊池  陽子 秋期 火曜日 1 オンライン
143712 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) パソムポーン 秋期 月曜日 2 オンライン 9/20　担当教員変更
143902 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 1 オンライン
143903 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 2 オンライン
143904 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 1 オンライン
144102 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) カエプ　ソクンティアロアト 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
144311 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 斎藤  紋子 秋期 月曜日 1 オンライン
144312 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 岡野 賢二 秋期 水曜日 2 オンライン
144313 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トゥザライン 秋期 木曜日 3 対面 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
144314 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 岡野 賢二 秋期 火曜日 2 オンライン
144315 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 土佐  桂子 秋期 水曜日 2 オンライン
144316 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トゥザライン 秋期 火曜日 3 オンライン 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
144317 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トゥザライン 秋期 金曜日 1 オンライン
144318 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トゥザライン 秋期 水曜日 1 オンライン
144319 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 土佐  桂子 秋期 金曜日 3 対面
144320 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 斎藤  紋子 秋期 月曜日 3 対面
144504 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 露口  哲也 秋期 火曜日 5 対面
144505 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 露口  哲也 秋期 月曜日 5 対面
144703 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 足立  享祐 秋期 金曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
144704 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 水野  善文 秋期 木曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
144903 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 水曜日 3 対面
144904 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 奥田　由香 秋期 月曜日 2 オンライン 9/28　授業形態変更

145115 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)
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 対面

145116 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)
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 対面

145117 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)
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 対面 9/15　授業形態変更

145118 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)
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 オンライン

145119 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 吉枝  聡子 秋期 火曜日 3 対面
145120 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 吉枝  聡子 秋期 水曜日 2 オンライン
145121 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 佐々木  あや乃 秋期 火曜日 2 対面 8/31　授業形態変更
145122 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 佐々木  あや乃 秋期 水曜日 2 対面
145123 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 吉枝  聡子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
145124 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 徳原　靖浩 秋期 木曜日 3 対面
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145125 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 北原  圭一 秋期 月曜日 2 オンライン
145126 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 2 オンライン

145127 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1)
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 対面

145128 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)
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 オンライン

145302 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 石丸 由美 秋期 火曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
145303 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 石丸 由美 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更、時限変更
145304 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 菅原  睦 秋期 月曜日 1 オンライン
145506 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 島田  志津夫 秋期 月曜日 2 対面
145507 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 木村　暁 秋期 火曜日 3 対面
145508 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 木村　暁 秋期 月曜日 4 対面
145509 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 2 対面
145510 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 3 対面
145701 地域言語C(ｵｾｱﾆｱ諸語1) 佐藤　寛子 秋期 火曜日 4 オンライン
145902 地域言語C(ｱﾌﾘｶ諸語2) 角谷　征昭 秋期 水曜日 5 オンライン 9/14　授業形態変更
145904 地域言語C(ｱﾌﾘｶ諸語2) 品川　大輔 秋期 金曜日 2 オンライン
147102 地域言語C(ｱﾌﾘｶ諸語2) 角谷　征昭 秋期 水曜日 5 オンライン 9/14　授業形態変更
147104 地域言語C(ｱﾌﾘｶ諸語2) 品川　大輔 秋期 金曜日 2 オンライン
150153 英語A2 ロッセール 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150154 英語A2 ロッセール 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150155 英語A2 クリストファー 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150156 英語A2 リッチー 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150157 英語A2 ミラー 秋期 月曜日 5 対面
150158 英語A2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 月曜日 4 対面
150159 英語A2 奥山　ルシンダ 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150160 英語A2 トンプソン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150161 英語A2 トンプソン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150162 英語A2 シャトノバ 秋期 月曜日 5 対面
150163 英語A2 ミラー 秋期 火曜日 4 対面
150164 英語A2 下郡　祐次郎 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150165 英語A2 周  育佳 秋期 月曜日 4 対面
150166 英語A2 周  育佳 秋期 月曜日 5 対面
150167 英語A2 シャトノバ 秋期 火曜日 5 対面
150168 英語A2 杉田  磨理子 秋期 月曜日 4 対面 8/28　授業形態変更
150169 英語A2 田中　暁子 秋期 火曜日 4 対面
150170 英語A2 ライチェック 秋期 火曜日 4 オンライン 9/9　授業形態変更
150171 英語A2 ライチェック 秋期 火曜日 5 オンライン 9/9　授業形態変更
150172 英語A2 有賀  明子 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150173 英語A2 有賀  明子 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150174 英語A2 ロザリオ 秋期 月曜日 4 対面
150175 英語A2 ロザリオ 秋期 月曜日 5 対面
150176 英語A2 ミラー 秋期 火曜日 5 対面
150177 英語A2 フランシス 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150178 英語A2 フランシス 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150179 英語A2 スキャッターグッド 秋期 木曜日 5 対面
150180 英語A2 スズキ 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150181 英語A2 スキャッターグッド 秋期 木曜日 4 対面
150182 英語A2 バロース 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150183 英語A2 ラグズデール 秋期 木曜日 5 対面
150184 英語A2 サンダース 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150185 英語A2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 金曜日 5 対面
150186 英語A2 宇野沢  和子 秋期 金曜日 5 オンライン 9/9　授業形態変更
150187 英語A2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 金曜日 4 対面
150188 英語A2 下郡　祐次郎 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150189 英語A2 宇野沢  和子 秋期 金曜日 4 オンライン 9/9　授業形態変更
150190 英語A2 下郡　祐次郎 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150191 英語A2 デジョング 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150192 英語A2 クリストファー 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150193 英語A2 ライチェック 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150194 英語A2 田中　暁子 秋期 金曜日 4 対面
150195 英語A2 ボルロンガン 秋期 木曜日 4 オンライン 9/10　授業形態変更
150196 英語A2 ボルロンガン 秋期 木曜日 5 オンライン 9/10　授業形態変更
150197 英語A2 村上  弥生 秋期 木曜日 5 対面
150198 英語A2 村上  弥生 秋期 木曜日 4 対面
150199 英語A2 安藤  エレーナ 秋期 木曜日 4 対面
150200 英語A2 安藤  エレーナ 秋期 木曜日 5 対面
150201 英語A2 キャラカー 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150202 英語A2 田中　暁子 秋期 金曜日 5 対面
150203 英語A2 カーペンター 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150204 英語A2 ブレナン 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150234 英語A4 須田  祐子 秋期 月曜日 5 対面
150235 英語A4 須田  祐子 秋期 月曜日 4 対面
150236 英語A4 フェルドマン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150237 英語A4 デジョング 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150238 英語A4 安藤  和弘 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150239 英語A4 安藤  和弘 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150240 英語A4 加藤  千晶 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150241 英語A4 加藤  千晶 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150242 英語A4 岩川  倫子 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150243 英語A4 岩川  倫子 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150244 英語A4 豊島  実和 秋期 火曜日 5 対面
150245 英語A4 小野　五弥子 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150246 英語A4 小野　五弥子 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150247 英語A4 ラグズデール 秋期 火曜日 4 対面
150248 英語A4 ホーネス 秋期 金曜日 5 対面 9/12　授業形態変更
150249 英語A4 ミラー 秋期 木曜日 4 対面
150250 英語A4 有賀  明子 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150251 英語A4 ラグズデール 秋期 木曜日 4 対面
150252 英語A4 有賀  明子 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150253 英語A4 ダー 秋期 金曜日 4 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
150254 英語A4 ダー 秋期 金曜日 5 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
150255 英語A4 ローウェンスティン 秋期 月曜日 4 対面
150256 英語A4 ストラウド 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150257 英語A4 クマリ 秋期 木曜日 4 対面 8/28　授業形態変更
150258 英語A4 フェルドマン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150259 英語A4 ホーネス 秋期 金曜日 4 対面 9/12　授業形態変更
150260 英語A4 ストラウド 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150261 英語A4 ポン 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150262 英語A4 スキャッターグッド 秋期 金曜日 4 対面
150264 英語B2 カレンダー 秋期 火曜日 4 オンライン 9/8　授業形態変更、教員変更
150281 英語B2 モリス 秋期 金曜日 4 対面
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150299 英語B2 小泉　ゆう子 秋期 金曜日 5 対面
150300 英語B2 マーフィー 秋期 木曜日 4 対面
150301 英語B2 豊島  実和 秋期 火曜日 4 対面
150302 英語B2 王　煒彤 秋期 木曜日 4 対面
150303 英語B2 村上  弥生 秋期 水曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150304 英語B2 下郡　祐次郎 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150305 英語B2 モリス 秋期 金曜日 5 対面
150306 英語B2 田中　暁子 秋期 火曜日 5 対面 8/28　授業形態変更
150307 英語B2 夏苅　佐宜 秋期 月曜日 4 対面
150308 英語B2 笠井  貴史 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150309 英語B2 相木　裕史 秋期 金曜日 4 対面
150310 英語B2 南條  竹則 秋期 水曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150311 英語B2 山本  元 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150312 英語B2 山本  元 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150313 英語B2 リン 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150314 英語B2 杉田  磨理子 秋期 月曜日 5 対面 8/28　授業形態変更
150315 英語B2 村上  弥生 秋期 水曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150316 英語B2 ヘイデン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/9　授業形態変更
150317 英語B2 ヘンダーソン 秋期 月曜日 4 オンライン 9/8　授業形態変更
150318 英語B2 サラニ 秋期 月曜日 4 対面
150319 英語B2 王　煒彤 秋期 木曜日 5 対面
150320 英語B2 ジョンソン 秋期 水曜日 5 オンライン 9/24　閉講
150321 英語B2 クーパー 秋期 月曜日 4 対面
150322 英語B2 ジョンソン 秋期 水曜日 4 オンライン 9/24　閉講
150323 英語B2 ウィルコックス 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150324 英語B2 リッチー 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150325 英語B2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 月曜日 5 対面
150326 英語B2 ロザリオ 秋期 水曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150327 英語B2 ウィズ 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150328 英語B2 ポン 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150329 英語B2 夏苅　佐宜 秋期 月曜日 5 対面
150330 英語B2 小泉　ゆう子 秋期 金曜日 4 対面
150332 英語B2 岩政  伸治 秋期 火曜日 5 対面
150333 英語B2 須田  祐子 秋期 金曜日 4 対面
150334 英語B2 岩政  伸治 秋期 火曜日 4 対面
150335 英語B2 クーパー 秋期 月曜日 5 対面
150336 英語B2 チャン 秋期 水曜日 4 オンライン 9/8　授業形態変更、教員変更
150337 英語B2 コンウェイ 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150338 英語B2 相木　裕史 秋期 木曜日 5 対面 8/29　授業形態変更
150343 英語B2(Advanced) スケリット 秋期 火曜日 4 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
150344 英語B2(Advanced) 池田 和子 秋期 月曜日 4 対面
150345 英語B2(Advanced) キャラカー 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150346 英語B2(Advanced) ヘンダーソン 秋期 木曜日 5 対面 8/28　授業形態変更
150347 英語B2(Advanced) ライチェック 秋期 水曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150348 英語B2(Advanced) スケリット 秋期 火曜日 5 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
150355 英語B4 ミラー 秋期 月曜日 4 対面
150356 英語B4 ラグズデール 秋期 火曜日 5 対面
150357 英語B4 原田　容子 秋期 火曜日 4 対面
150358 英語B4 ライチェック 秋期 水曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150359 英語B4 相木　裕史 秋期 金曜日 5 対面
150362 英語C2 カセラス 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150363 英語C2 池田 和子 秋期 月曜日 5 対面
150367 英語C4 ボリック 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150368 英語C4 スズキ 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150369 英語C4 ヘンダーソン 秋期 木曜日 4 対面 8/28　授業形態変更
150371 英語A2 ハイン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
150373 英語A4 ハイン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
150385 英語B2 ローウェンスティン 秋期 月曜日 5 対面

150386 英語B2 杉田　米行 秋期 月曜日 5 オンライン

9/8　追加開講
※　この授業ではオンデマンド教材を使
用するが、対面授業は毎週オンラインで
実施する。そのため、開講時限（月5）は
必ず空けておくこと。

150387 英語B2 シワック 秋期 金曜日 5 オンライン

9/8　追加開講
※　この授業ではオンデマンド教材を使
用するが、対面授業は毎週オンラインで
実施する。そのため、開講時限（金5）は
必ず空けておくこと。

151102 教養外国語(ﾄﾞｲﾂ語A2) 櫻井  麻美 秋期 月曜日 4 オンライン
151106 教養外国語(ﾄﾞｲﾂ語A4) ビリック 秋期 水曜日 3 オンライン
151107 教養外国語(ﾄﾞｲﾂ語A4) 津山  拓也 秋期 火曜日 4 オンライン
151108 教養外国語(ﾄﾞｲﾂ語A4) 西岡  あかね 秋期 木曜日 5 オンライン
151110 教養外国語(ﾄﾞｲﾂ語B2) 丸山　空大 秋期 木曜日 4 オンライン
151112 教養外国語(ﾄﾞｲﾂ語B4) ビリック 秋期 火曜日 4 オンライン
151306 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A2) 中尾  和美 秋期 木曜日 4 オンライン
151307 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A2) 竹下　和亮 秋期 金曜日 3 オンライン
151308 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A2) 陶山  大一郎 秋期 月曜日 5 オンライン
151309 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A2) 宇田川  和夫 秋期 月曜日 4 オンライン
151310 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A2) 髙井　奈緒 秋期 金曜日 4 オンライン
151314 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A4) 古賀　健太郎 秋期 木曜日 4 オンライン
151315 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A4) カリオ 秋期 木曜日 5 オンライン
151316 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A4) ダブレージュ 秋期 月曜日 5 オンライン 9/7　曜限変更　9/16　教員決定
151320 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語B2) 竹下　和亮 秋期 火曜日 4 オンライン
151321 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語B2) 陶山  大一郎 秋期 月曜日 4 オンライン
151322 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語B2) 宇田川  和夫 秋期 月曜日 5 オンライン
151325 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語B4) ダブレージュ 秋期 水曜日 5 オンライン 9/7　曜限変更　9/16　教員決定
151326 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語B4) 坂井  真紀子 秋期 木曜日 4 オンライン
151328 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A2) 松澤　水戸 秋期 木曜日 5 オンライン
151503 教養外国語(ｲﾀﾘｱ語A2) 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 4 オンライン
151507 教養外国語(ｲﾀﾘｱ語A4) 森口  いずみ 秋期 金曜日 4 オンライン
151508 教養外国語(ｲﾀﾘｱ語A4) 森口  いずみ 秋期 金曜日 5 オンライン
151510 教養外国語(ｲﾀﾘｱ語B2) 今井メッシーナ 秋期 火曜日 4 オンライン
151512 教養外国語(ｲﾀﾘｱ語B4) 横田　さやか 秋期 金曜日 5 オンライン
151515 教養外国語(ｲﾀﾘｱ語A2) 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 5 オンライン
151706 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A2) 佐藤  麻里乃 秋期 水曜日 4 オンライン
151707 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A2) 郷澤　圭介 秋期 火曜日 5 オンライン
151708 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A2) 久住  真由 秋期 火曜日 4 オンライン
151709 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A2) 愛場  百合子 秋期 木曜日 5 オンライン
151710 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A2) 豊田　唯 秋期 月曜日 5 オンライン
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151716 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A4) 結城　健太郎 秋期 水曜日 3 オンライン
151717 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A4) 那須  まどり 秋期 水曜日 4 オンライン
151718 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A4) 高松  英樹 秋期 金曜日 4 オンライン
151719 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A4) 佐藤  麻里乃 秋期 水曜日 5 オンライン
151720 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語A4) 豊田　唯 秋期 月曜日 4 オンライン
151723 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語B2) 久住  真由 秋期 火曜日 5 オンライン
151724 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語B2) 愛場  百合子 秋期 木曜日 4 オンライン
151725 教養外国語(ｽﾍﾟｲﾝ語B2) 郷澤　圭介 秋期 火曜日 4 オンライン 9/19　新規追加
151902 教養外国語(ﾛｼｱ語A2) 佐藤　貴之 秋期 火曜日 5 オンライン
151904 教養外国語(ﾛｼｱ語A4) 小林  潔 秋期 金曜日 4 オンライン
151906 教養外国語(ﾛｼｱ語B2) 佐藤　貴之 秋期 火曜日 4 オンライン
151908 教養外国語(ﾛｼｱ語B4) 小林  潔 秋期 金曜日 5 オンライン
152108 教養外国語(中国語A2) 佐和田  成美 秋期 火曜日 4 オンライン
152109 教養外国語(中国語A2) 李  軼倫 秋期 火曜日 5 オンライン
152110 教養外国語(中国語A2) 小薗  瑞恵 秋期 金曜日 4 オンライン
152111 教養外国語(中国語A2) 佐和田  成美 秋期 金曜日 5 オンライン
152112 教養外国語(中国語A2) 蘇紅 秋期 火曜日 4 オンライン
152113 教養外国語(中国語A2) 孫　国鳳 秋期 木曜日 5 オンライン
152114 教養外国語(中国語A2) 朱　海燕 秋期 木曜日 4 オンライン
152122 教養外国語(中国語A4) 蘇紅 秋期 火曜日 5 オンライン
152123 教養外国語(中国語A4) 佐和田  成美 秋期 火曜日 5 オンライン
152124 教養外国語(中国語A4) 星  健一 秋期 水曜日 5 オンライン
152125 教養外国語(中国語A4) 李  軼倫 秋期 火曜日 4 オンライン
152126 教養外国語(中国語A4) 張　麗 秋期 金曜日 4 オンライン
152127 教養外国語(中国語A4) 小薗  瑞恵 秋期 金曜日 5 オンライン
152128 教養外国語(中国語A4) 朱　海燕 秋期 木曜日 5 オンライン
152130 教養外国語(中国語B2) 孫　興鋒 秋期 月曜日 4 オンライン
152133 教養外国語(中国語B4) 孫　興鋒 秋期 金曜日 4 オンライン
152134 教養外国語(中国語B4) 星  健一 秋期 水曜日 4 オンライン
152308 教養外国語(朝鮮語A2) 五十嵐 孔一 秋期 月曜日 4 オンライン
152309 教養外国語(朝鮮語A2) 金　恵珍 秋期 木曜日 4 オンライン
152310 教養外国語(朝鮮語A2) 阪堂  千津子 秋期 水曜日 3 オンライン
152311 教養外国語(朝鮮語A2) 富所　明秀 秋期 水曜日 5 オンライン
152312 教養外国語(朝鮮語A2) 金　賢信 秋期 火曜日 4 オンライン
152313 教養外国語(朝鮮語A2) 金　恵珍 秋期 木曜日 5 オンライン
152314 教養外国語(朝鮮語A2) 宋  美玲 秋期 金曜日 4 オンライン
152320 教養外国語(朝鮮語A4) 柳川　陽介 秋期 金曜日 4 オンライン
152321 教養外国語(朝鮮語A4) 韓  必南 秋期 火曜日 5 オンライン
152322 教養外国語(朝鮮語A4) 阪堂  千津子 秋期 水曜日 4 オンライン
152323 教養外国語(朝鮮語A4) 金　賢信 秋期 火曜日 5 オンライン
152324 教養外国語(朝鮮語A4) 宋  美玲 秋期 金曜日 5 オンライン
152326 教養外国語(朝鮮語B2) 韓  必南 秋期 金曜日 4 オンライン
152329 教養外国語(朝鮮語B4) 富所　明秀 秋期 水曜日 4 オンライン
152330 教養外国語(朝鮮語B4) 韓  必南 秋期 火曜日 4 オンライン
152332 教養外国語(朝鮮語A2) 柳川　陽介 秋期 金曜日 5 オンライン
152334 教養外国語(朝鮮語B2) 未定 秋期 木曜日 4 オンライン
152501 教養外国語(ｱﾗﾋﾞｱ語A1) 冨永　正人 秋期 木曜日 4 オンライン
152504 教養外国語(ｱﾗﾋﾞｱ語A2) 野口　舞子 秋期 火曜日 4 オンライン
152506 教養外国語(ｱﾗﾋﾞｱ語B1) 冨永　正人 秋期 木曜日 5 オンライン
152507 教養外国語(ｱﾗﾋﾞｱ語B2) 平　寛多朗 秋期 金曜日 4 オンライン
152509 教養外国語(ｱﾗﾋﾞｱ語A2) 平　寛多朗 秋期 金曜日 3 オンライン
152702 教養外国語(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語A2) 水沼  修 秋期 月曜日 5 オンライン
152704 教養外国語(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語A4) 宮入　亮 秋期 金曜日 5 オンライン
152706 教養外国語(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語B2) 水沼  修 秋期 月曜日 4 オンライン
152708 教養外国語(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語B4) 宮入　亮 秋期 金曜日 4 オンライン
160003 地域基礎2A(北西ﾖｰﾛｯﾊﾟ2) 伊東　剛史 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160004 地域基礎2A(北ｱﾒﾘｶ1) 兼子　歩 秋期 水曜日 5 オンライン 8/26　授業形態変更

160006 地域基礎2A(北ｱﾒﾘｶ3) 大鳥　由香子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

160008 地域基礎2A(ｵｾｱﾆｱ2) 山内  由理子 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
160011 地域基礎2A(中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ2) 津山  拓也 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
160015 地域基礎2B(中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ1) 千葉  敏之 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
160016 地域基礎2A(中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ5) 小野寺　拓也 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
160017 地域基礎2A(西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ1) 芹生　尚子 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26 授業形態変更、9/2 曜限変更
160018 地域基礎2A(西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ2) 山手　昌樹 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160020 地域基礎2A(西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ4) 川上  茂信 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
160021 地域基礎2A(西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ5) ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
160025 地域基礎2B(西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ2) ルボワ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
160027 地域基礎2A(ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ2) 内山　直子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160031 地域基礎2A(ﾛｼｱ2) 巽　由樹子 秋期 月曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更

160032 地域基礎1B(中央ｱｼﾞｱ1) 山田　洋平 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

160034 地域基礎2A(中央ｱｼﾞｱ2) 島田  志津夫 秋期 金曜日 3 対面 9/8　授業形態変更
160036 地域基礎2B(中央ｱｼﾞｱ5) 青木　雅浩 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160037 地域基礎2A(東ｱｼﾞｱ1) 松本　理可子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160039 地域基礎2A(東ｱｼﾞｱ3) 藤井　豪 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160042 地域基礎2B(東ｱｼﾞｱ3) 渡辺　直紀 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160046 地域基礎2A(東南ｱｼﾞｱ2) 山﨑　美保 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
160048 地域基礎2A(東南ｱｼﾞｱ4) 左右田 直規 秋期 火曜日 2 対面 9/17　授業形態変更
160049 地域基礎2A(東南ｱｼﾞｱ6) 小川  英文 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160051 地域基礎2A(東南ｱｼﾞｱ8) 宮田  敏之 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
160053 地域基礎2A(東南ｱｼﾞｱ10) 菊池  陽子 秋期 火曜日 2 対面 8/26　授業形態変更
160055 地域基礎2A(東南ｱｼﾞｱ12) 小田　なら 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160057 地域基礎2A(東南ｱｼﾞｱ14) 高橋  宏明 秋期 金曜日 3 オンライン 9/2　授業形態変更
160059 地域基礎2B(東南ｱｼﾞｱ16) 寺井　淳一 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
160061 地域基礎1B(南ｱｼﾞｱ1) 藤井  毅 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160063 地域基礎2B(南ｱｼﾞｱ1) 日下部　尚徳 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
160064 地域基礎2A(西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ1) 森島  聡 秋期 金曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更

160068 地域基礎2A(ｱﾌﾘｶ2) 坂井  真紀子 秋期 火曜日 2 対面

9/28　授業形態変更
※　10/6, 11/11, 12/8, 1/5（合計4回分
の授業）は対面授業を行う。それ以外の
授業回はオンラインで実施する。

160071 地域基礎1A(日本1) 木村　正美 秋期 未定 担当教員の指示による
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160074 地域基礎2A(ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ3) 舛方　周一郎 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
172001 基礎演習 逆井　聡人 秋期 木曜日 1 オンライン
172002 基礎演習 西畑　香里 秋期 木曜日 1 オンライン
172003 基礎演習 益子  幸江 秋期 木曜日 1 オンライン 8/31　閉講
172004 基礎演習 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 1 オンライン
172005 基礎演習 加藤  美帆 秋期 木曜日 1 オンライン
172006 基礎演習 鈴木  美弥子 秋期 木曜日 1 オンライン
172007 基礎演習 田島  陽一 秋期 木曜日 1 オンライン
172008 基礎演習 風間  伸次郎 秋期 木曜日 1 オンライン
172009 基礎演習 大川  正彦 秋期 木曜日 1 オンライン
172010 基礎演習 佐野  洋 秋期 木曜日 1 オンライン
172011 基礎演習 小笠原  欣幸 秋期 木曜日 1 オンライン
172012 基礎演習 中山　裕美 秋期 木曜日 1 オンライン
172013 基礎演習 楊　殿閣 秋期 木曜日 1 オンライン
172014 基礎演習 吉田  ゆり子 秋期 木曜日 1 オンライン
172015 基礎演習 田島  充士 秋期 木曜日 1 オンライン
172016 基礎演習 蒲生  慶一 秋期 木曜日 1 オンライン
172017 基礎演習 箕浦  信勝 秋期 木曜日 1 オンライン
172018 基礎演習 岡田  昭人 秋期 木曜日 1 オンライン
172019 基礎演習 金  富子 秋期 木曜日 1 オンライン
172020 基礎演習 朴　紅蓮 秋期 木曜日 1 オンライン
172021 基礎演習 真鍋  求 秋期 木曜日 1 オンライン
172022 基礎演習 蔡　熙鏡 秋期 木曜日 1 オンライン
172023 基礎演習 塚田　浩幸 秋期 木曜日 1 オンライン
172024 基礎演習 貞包　和寛 秋期 木曜日 1 オンライン
172025 基礎演習 粟屋  利江 秋期 木曜日 1 オンライン
172026 基礎演習 内藤  稔 秋期 木曜日 1 オンライン
172027 基礎演習 中山  智香子 秋期 木曜日 1 オンライン
172028 基礎演習 丸山　空大 秋期 木曜日 1 オンライン
172029 基礎演習 萩原　優理奈 秋期 木曜日 1 オンライン
172030 基礎演習 吉本  秀之 秋期 木曜日 1 オンライン
172031 基礎演習 望月  圭子 秋期 木曜日 1 オンライン
172032 基礎演習 上原　こずえ 秋期 木曜日 1 オンライン
172033 基礎演習 川本　渚凡 秋期 木曜日 1 オンライン
172034 基礎演習 古川  哲 秋期 木曜日 1 オンライン
172035 基礎演習 趙　沼振 秋期 木曜日 1 オンライン

173003 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

173004 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 中川 聖子 秋期 未定 オンライン 9/2　閉講
173005 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 中川 聖子 秋期 未定 オンライン 9/2　閉講

173007 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 河合  徳枝 秋期 木曜日 3 対面

9/16　授業形態変更
※　第1回～第9回は対面授業（実技）、
第10回～第13回はオンライン授業（講
義）の予定。

173010 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 河合  徳枝 秋期 木曜日 4 対面

9/16　授業形態変更
※　第1回～第9回は対面授業（実技）、
第10回～第13回はオンライン授業（講
義）の予定。

173011 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

173012 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 亀谷  真知子 秋期 金曜日 3 対面 9/16　授業形態変更
173015 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 亀谷  真知子 秋期 金曜日 4 対面 9/16　授業形態変更

173024 ｽﾎﾟｰﾂ･身体文化科目B 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

180003 くらしと社会制度B 壽賀  一仁 秋期 水曜日 4 オンライン
180010 憲法を読み解くB 安原　陽平 秋期 金曜日 2 オンライン
180011 憲法を読み解くB 小川　亮 秋期 水曜日 3 オンライン
180015 地球社会と共生1B 森田　京子 秋期 金曜日 4 オンライン
180019 地球社会と共生2B 萩尾　生 秋期 火曜日 4 オンライン
180020 地球社会と共生2B 福田　彩 秋期 木曜日 5 オンライン
180025 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1B 石井　貴春 秋期 水曜日 4 オンライン 9/8　担当教員変更
180028 国際社会をひもとくB 藤井　欣子 秋期 水曜日 4 オンライン
180030 国際社会をひもとくB 藤井　欣子 秋期 木曜日 4 オンライン
180031 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論2B 藤井　欣子 秋期 金曜日 4 オンライン
180033 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論2B 望月  由起 秋期 金曜日 4 オンライン
180039 ことばの不思議B 中村  彰 秋期 金曜日 4 オンライン
180041 ことばの不思議B 佐藤　佑 秋期 月曜日 2 オンライン
180042 ことばの不思議B 市橋 久美子 秋期 木曜日 2 オンライン
180044 ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝB 岡田  昭人 秋期 木曜日 3 オンライン
180045 ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝB 市橋 久美子 秋期 木曜日 5 オンライン
180049 文化のおもしろさB1 野平  宗弘 秋期 水曜日 3 オンライン 9/20　担当教員変更
180051 文化のおもしろさB1 柴田  勝二 秋期 木曜日 2 オンライン
180056 文化のおもしろさB 岩崎  稔 秋期 月曜日 4 オンライン
180057 文化のおもしろさB 丸山　文隆 秋期 火曜日 4 オンライン
180058 文化のおもしろさB1 真下　弥生 秋期 火曜日 1 オンライン
180059 文化のおもしろさB1 逆井　聡人 秋期 木曜日 2 オンライン
180060 文化のおもしろさB1 マーフィー 秋期 木曜日 5 オンライン

180061 文化のおもしろさB1 高橋  義人 秋期 木曜日 5 オンライン
9/16　授業形態変更（時限指定のオンラ
イン方式に戻す）

180062 世界の中の日本B 陳　礼美 秋期 水曜日 3 オンライン 9/8　科目名・教員・曜限変更
180064 世界の文化B 吉本  秀之 秋期 木曜日 5 オンライン
180065 世界の文化B 丸山　空大 秋期 木曜日 5 オンライン
180066 世界の文化B 水野  善文 秋期 水曜日 4 オンライン
180067 世界の文化B 丹羽  泉 秋期 水曜日 3 オンライン
180076 国際社会をひもとくB 松隈  潤 秋期 月曜日 5 オンライン
180077 国際社会をひもとくB 青山 弘之 秋期 水曜日 5 オンライン
180080 地域の視点からB 金井  光太朗 秋期 月曜日 5 オンライン
180085 人間と環境B ウィルコックス 秋期 月曜日 5 オンライン
180086 人間と環境B ライチェック 秋期 水曜日 3 オンライン
180087 人間と環境B 田野尻　哲郎 秋期 火曜日 2 オンライン
180091 こころの科学B 橋本　和幸 秋期 月曜日 1 オンライン
180097 世界のことばB 鴨志田　聡子 秋期 水曜日 4 オンライン
180108 世界のことばB 菱山　湧人 秋期 金曜日 4 オンライン
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180136 世界のことばB 森  信嘉 秋期 木曜日 4 オンライン
180137 世界のことばB 長島　真以於 秋期 火曜日 4 オンライン
180139 世界のことばB 末松　淑美 秋期 水曜日 4 オンライン
180140 世界のことばB ガリ　オルティゴーサ 秋期 木曜日 4 オンライン
180141 世界のことばB ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 秋期 月曜日 4 オンライン
180142 世界のことばB 木村　真 秋期 火曜日 1 オンライン
180143 世界のことばB 杉山  晃太郎 秋期 月曜日 3 オンライン
180144 世界のことばB 杉山  晃太郎 秋期 月曜日 2 オンライン
180145 世界のことばB 小川　暁道 秋期 金曜日 5 オンライン
180146 世界のことばB 櫻井  映子 秋期 水曜日 3 オンライン
180147 世界のことばB 志賀  雪湖 秋期 木曜日 4 オンライン
180148 世界のことばB 花薗  悟 秋期 木曜日 4 オンライン
180149 世界のことばB 風間  伸次郎 秋期 月曜日 3 オンライン
180150 世界のことばB 星 泉 秋期 金曜日 2 オンライン
180151 世界のことばB 水野  善文 秋期 木曜日 4 オンライン
180152 世界のことばB 宮本　城 秋期 金曜日 1 オンライン
180153 世界のことばB 足立  享祐 秋期 金曜日 3 オンライン
180154 世界のことばB 飯郷　友康 秋期 水曜日 4 オンライン
180155 世界のことばB 粟屋  利江 秋期 月曜日 1 オンライン
180156 世界のことばB 粟屋  利江 秋期 木曜日 4 オンライン
180158 世界のことばB ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 水曜日 4 オンライン
180159 世界のことばB ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 1 オンライン 9/25　開講時限変更
180160 世界のことばB 箕浦  信勝 秋期 火曜日 3 オンライン
180161 世界のことばB 奥　真裕 秋期 水曜日 5 オンライン
180162 世界のことばB ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 4 オンライン
180181 世界の中の日本B ハイン 秋期 火曜日 1 オンライン
180189 世界の中の日本A 倉方　慶明 秋期 水曜日 3 オンライン
180200 世界の中の日本B モリス 秋期 金曜日 2 オンライン
180202 世界の中の日本B コミサロフ　喜美 秋期 水曜日 5 オンライン
180204 世界の中の日本B フリードリック 秋期 水曜日 3 オンライン
180205 世界の中の日本B 五十嵐　ミュゲ 秋期 水曜日 3 オンライン
180206 世界の中の日本B 五十嵐　ミュゲ 秋期 水曜日 4 オンライン
180209 世界の中の日本B 吉田  ゆり子 秋期 木曜日 2 オンライン
180212 世界の中の日本B イリス　ハウカンプ 秋期 火曜日 2 オンライン
180213 世界の中の日本B 木村　正美 秋期 金曜日 2 オンライン
180215 世界の中の日本B ハイン 秋期 木曜日 5 オンライン
180216 世界の中の日本B 友常  勉 秋期 月曜日 4 オンライン
180218 世界の中の日本B フィゲロア 秋期 水曜日 4 オンライン
180219 世界の中の日本B フィゲロア 秋期 水曜日 5 オンライン
180221 世界の中の日本B 森田　京子 秋期 金曜日 5 オンライン
180222 世界の中の日本B 河内　一博 秋期 木曜日 5 オンライン
180223 世界の中の日本B 春名　展生 秋期 木曜日 4 オンライン
180225 世界の中の日本B ジョン　ポーター 秋期 月曜日 4 オンライン
180226 世界の中の日本B 林 俊成 秋期 水曜日 2 オンライン
180227 世界の中の日本B トム　メス 秋期 水曜日 4 オンライン
180242 世界のことばB 黒澤  直俊 秋期 金曜日 4 オンライン
180244 地域の視点からB 金  富子 秋期 水曜日 3 オンライン

180246 世界のことばB 田中  孝史 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

180249 国際社会をひもとくB 高瀬　千賀子 秋期 火曜日 5 オンライン
180255 世界の中の日本B 菅長  理恵 秋期 木曜日 3 オンライン
180258 地球社会と共生2B 小島　祥美 秋期 火曜日 4 オンライン
180259 文化のおもしろさB1 栗田  博之 秋期 水曜日 3 オンライン
180260 文化のおもしろさB1 栗田  博之 秋期 水曜日 4 オンライン
180262 国際社会をひもとくB 宮田  敏之 秋期 月曜日 2 オンライン 9/19　新規追加

190001 教師論 加藤  美帆 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

190002 教育史 小野  雅章 秋期 月曜日 5 オンライン
190004 教育心理学 田島  充士 秋期 木曜日 5 オンライン

190009 教育方法・技術論 澤田　稔 秋期 時間外 オンデマンド

※　9/12　説明更新
オンデマンド型授業（受講時間帯は問わ
ない）。ただし、毎週月曜2限にオンライ
ン方式での授業（自由参加）を設定予
定。なお、オンデマンド型教材は、このオ
ンライン・対面授業の記録動画となる場
合（授業日後のアップロード）、またはオ
ンライン授業前の講読資料となる場合
（授業日前のアップロード）の双方があ
り、授業進度等に応じて柔軟に対応す
る。これらの詳細を含めて、必要な情報
は全てMoodleで指示するので、受講学
生は全員Moodleに登録し、毎週適宜更
新を確認すること。

190011 教育相談(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む。) 橋本　和幸 秋期 木曜日 1 オンライン
190012 進路指導論 望月  由起 秋期 金曜日 5 オンライン
190014 英語科教育法2 根岸  雅史 秋期 金曜日 4 オンライン
190016 英語科教育法4 工藤　洋路 秋期 火曜日 2 オンライン
190018 ﾄﾞｲﾂ語科教育法2 藤縄  康弘 秋期 木曜日 4 オンライン
190020 ﾌﾗﾝｽ語科教育法2 川口  裕司 秋期 火曜日 5 オンライン
190022 ﾌﾗﾝｽ語科教育法4 秋廣　尚恵 秋期 月曜日 4 オンライン
190024 ｽﾍﾟｲﾝ語科教育法2 川上  茂信 秋期 火曜日 5 オンライン
190026 社会科・地理歴史科教育法2 米山　宏史 秋期 火曜日 5 対面 9/28　授業形態変更
190029 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語科教育法Ⅰ 黒澤  直俊 通年 月曜日 3 オンライン
190030 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語科教育法Ⅱ 黒澤  直俊 通年 月曜日 5 オンライン
190031 ﾓﾝｺﾞﾙ語科教育法Ⅰ 山田　洋平 通年 月曜日 4 オンライン
190032 ﾓﾝｺﾞﾙ語科教育法Ⅱ ジグメドドルジ 通年 木曜日 1 オンライン
190033 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語科教育法Ⅰ 降幡  正志 通年 火曜日 1 オンライン
190034 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語科教育法Ⅱ 降幡  正志 通年 金曜日 1 オンライン
190035 ﾗｵｽ語科教育法Ⅰ 鈴木  玲子 通年 金曜日 2 オンライン
190036 ﾗｵｽ語科教育法Ⅱ 鈴木  玲子 通年 金曜日 5 オンライン
190037 ﾋﾞﾙﾏ語科教育法Ⅰ 岡野 賢二 通年 月曜日 5 オンライン
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190038 ﾋﾞﾙﾏ語科教育法Ⅱ トゥザライン 通年 水曜日 3 オンライン
190039 ﾍﾟﾙｼｱ語科教育法Ⅰ 吉枝  聡子 通年 火曜日 1 オンライン
190040 ﾍﾟﾙｼｱ語科教育法Ⅱ 吉枝  聡子 通年 金曜日 1 オンライン
190041 教育実習 加藤  美帆 通年 水曜日 4 担当教員の指示による
190042 教育実習 加藤  美帆 通年 水曜日 4 担当教員の指示による
190043 教職実践演習 加藤  美帆 秋期 水曜日 5 担当教員の指示による
190045 情報技法B 小寺  孝 秋期 木曜日 2 オンライン 9/4　授業形態変更
190047 中国語科教育法2 加藤  晴子 秋期 金曜日 4 オンライン
19100102 専攻言語（英語Ⅰ） ロッセール 秋期 火曜日 3 オンライン 8/31　授業形態変更
19100104 専攻言語（英語Ⅰ） ヘイデン 秋期 火曜日 2 オンライン 9/9　授業形態変更
19100106 専攻言語（英語Ⅰ） ロッセール 秋期 火曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
19100108 専攻言語（英語Ⅰ） ヘイデン 秋期 火曜日 3 オンライン 9/9　授業形態変更

19100110 専攻言語（英語Ⅰ） フリードリック 秋期 火曜日 2 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

19100112 専攻言語（英語Ⅰ） ミラー 秋期 火曜日 3 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

19100114 専攻言語（英語Ⅰ） フリードリック 秋期 火曜日 3 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

19100116 専攻言語（英語Ⅰ） ミラー 秋期 火曜日 2 対面
9/28　授業形態変更
※　対面・オンラインのハイブリッド形式
で実施する。

19100120 専攻言語（英語Ⅰ） 浦田  和幸 秋期 水曜日 2 オンライン
19100121 専攻言語（英語Ⅰ） 鈴木  聡 秋期 金曜日 3 オンライン
19100125 専攻言語（英語Ⅰ） 須田  祐子 秋期 金曜日 3 オンライン
19100126 専攻言語（英語Ⅰ） 斎藤  弘子 秋期 水曜日 2 オンライン
19100127 専攻言語（英語Ⅰ） 鈴木  聡 秋期 金曜日 1 オンライン
19100130 専攻言語（英語Ⅰ） 杉本 淳子 秋期 水曜日 2 オンライン
19100132 専攻言語（英語Ⅰ） メルヴィン 秋期 金曜日 1 オンライン
19100301 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） 藤縄  康弘 通年 月曜日 3 対面
19100302 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） 津山  拓也 通年 火曜日 2 対面
19100303 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） 田中  雅敏 通年 木曜日 3 対面
19100304 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） 成田  節 通年 火曜日 2 対面
19100305 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） 櫻井  麻美 通年 月曜日 3 対面
19100306 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） 村瀬  民子 通年 木曜日 3 対面
19100307 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） ヘンドリクス 通年 火曜日 3 対面
19100308 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） ルスト 通年 金曜日 1 オンライン
19100309 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） メルテンス 通年 金曜日 1 オンライン
19100310 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） ビリック 通年 火曜日 3 対面
19100311 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） 葛西　ジャネット 通年 火曜日 3 対面
19100312 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） ヘンドリクス 通年 金曜日 1 オンライン
19100313 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） アインス 通年 火曜日 3 対面
19100314 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ） ビリック 通年 金曜日 1 オンライン
19100501 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） 田邊　佳美 通年 月曜日 3 対面
19100502 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） 秋廣　尚恵 通年 火曜日 3 対面
19100503 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） マニゴ ヴァンサン 通年 金曜日 1 オンライン
19100504 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） 川口  裕司 通年 月曜日 3 対面
19100505 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） 荒原　邦博 通年 火曜日 3 オンライン 9/20　授業形態変更
19100506 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） ルボワ 通年 木曜日 3 オンライン 9/7　授業形態変更
19100507 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） ルボワ 通年 水曜日 1 オンライン 9/7　授業形態変更
19100508 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） プピ 通年 水曜日 2 オンライン 9/7　授業形態変更
19100509 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） ラヴィニャス　クリストフ 通年 水曜日 1 オンライン
19100510 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） ペリセロ 通年 水曜日 2 オンライン
19100511 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） モロ 通年 水曜日 1 オンライン 9/7　授業形態変更

19100512 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ） ダブレージュ 通年 水曜日 2 オンデマンド

9/7　授業形態変更　9/16　教員決定
※　当該授業を担当する教員の来日が
遅れる見込のため、来日するまではオン
デマンド開講とする。来日後はオンライン
形式に変更するので、履修登録しようと
する学生は開講時間帯（水曜2限）を空
けておき、他の授業で埋めないよう注意
すること。

19100703 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅰ） 石井　沙和 秋期 火曜日 2 対面
19100704 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅰ） 柴田　瑞枝 秋期 月曜日 1 オンライン
19100708 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅰ） ブッチ 秋期 金曜日 1 オンライン
19100710 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅰ） フィオレッティ・アンドレア 秋期 金曜日 1 オンライン
19100711 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅰ） フィオレッティ・アンドレア 秋期 水曜日 2 オンライン
19100712 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅰ） 小久保　真理江 秋期 木曜日 3 対面
19100901 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 川上  茂信 通年 月曜日 1 オンライン
19100902 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 久米  順子 通年 水曜日 2 オンライン
19100903 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 高松  英樹 通年 金曜日 1 オンライン
19100904 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 近藤ペレス 通年 月曜日 3 対面
19100905 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） ガリ　オルティゴーサ 通年 火曜日 3 対面
19100906 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） プリエト 通年 火曜日 3 対面
19100907 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） マガーニャ 通年 月曜日 3 対面
19100908 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 川上  茂信 通年 金曜日 1 オンライン
19100909 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 斎藤　華子 通年 月曜日 1 オンライン
19100910 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 高木　佳奈 通年 火曜日 2 オンライン
19100911 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） プリエト 通年 水曜日 2 対面
19100912 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） アラストゥルエイ 通年 月曜日 3 対面
19100913 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） プリエト 通年 月曜日 3 対面
19100914 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ） 近藤ペレス 通年 水曜日 2 対面
19101101 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） 水沼  修 通年 水曜日 2 オンライン
19101104 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 木曜日 3 オンライン
19101105 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 火曜日 2 オンライン
19101106 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） 黒澤  直俊 通年 金曜日 1 オンライン
19101109 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 月曜日 3 オンライン
19101111 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 火曜日 2 オンライン
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19101112 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ） 武田  千香 秋期 月曜日 1 オンライン

9/17　追加開講、授業形態変更
【重要】19101107 / 101107「専攻言語
（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅰ）/ 地域言語A（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ
語）」（担当：武田先生）を履修していた学
生は、秋学期は 19101112 / 101112（月
曜1限・武田先生）を履修登録してくださ
い（19101107 / 101107は当初通年開講
としておりましたが、システム上の制約
の都合があり、秋学期は左記の新たな
コードを登録頂くこととしました）。なお、
春学期とは開講時限が異なりますので、
併せてご注意ください。

19101301 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 匹田  剛 通年 木曜日 3 対面
19101303 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 杉谷  倫枝 秋期 水曜日 2 オンライン
19101304 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 前田  和泉 通年 月曜日 3 対面
19101305 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 光井　明日香 通年 金曜日 1 オンライン
19101306 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） バルシャイ 通年 火曜日 2 対面
19101307 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） コベルニック・ナディヤ 通年 火曜日 2 対面
19101308 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 匹田  剛 通年 水曜日 2 オンライン
19101310 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 古川  哲 秋期 月曜日 3 対面
19101311 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 前田  和泉 通年 金曜日 1 オンライン
19101312 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） 宮内　拓也 通年 木曜日 3 対面
19101313 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） バルシャイ 通年 火曜日 3 対面
19101314 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅰ） コベルニック・ナディヤ 通年 火曜日 3 対面
19101501 専攻言語（中国語Ⅰ） 橋本  雄一 通年 水曜日 1 オンライン
19101502 専攻言語（中国語Ⅰ） 加藤  晴子 通年 水曜日 2 オンライン
19101503 専攻言語（中国語Ⅰ） 加藤  晴子 通年 金曜日 3 対面
19101504 専攻言語（中国語Ⅰ） 飯島  啓子 通年 火曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
19101505 専攻言語（中国語Ⅰ） 飯島  啓子 通年 金曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
19101506 専攻言語（中国語Ⅰ） 何 珍時 通年 火曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
19101507 専攻言語（中国語Ⅰ） 張　麗 通年 金曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
19101508 専攻言語（中国語Ⅰ） 三宅  登之 通年 月曜日 3 対面
19101509 専攻言語（中国語Ⅰ） 三宅  登之 通年 水曜日 1 オンライン
19101510 専攻言語（中国語Ⅰ） 橋本  雄一 通年 水曜日 2 オンライン
19101511 専攻言語（中国語Ⅰ） 飯島  啓子 通年 火曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19101512 専攻言語（中国語Ⅰ） 飯島  啓子 通年 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19101513 専攻言語（中国語Ⅰ） 何 珍時 通年 火曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19101514 専攻言語（中国語Ⅰ） 張　麗 通年 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19101701 専攻言語（朝鮮語Ⅰ） 南 潤珍 通年 月曜日 3 対面
19101702 専攻言語（朝鮮語Ⅰ） 趙  義成 通年 水曜日 2 対面
19101703 専攻言語（朝鮮語Ⅰ） 林　美珠 通年 火曜日 2 対面
19101704 専攻言語（朝鮮語Ⅰ） 林　美珠 通年 火曜日 3 対面
19101705 専攻言語（朝鮮語Ⅰ） 柳川　陽介 通年 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19101706 専攻言語（朝鮮語Ⅰ） 五十嵐 孔一 通年 木曜日 3 オンライン
19102308 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ） 八木  久美子 秋期 月曜日 3 対面
19102309 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ） 三代川  寛子 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
19102310 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ） 青山 弘之 秋期 木曜日 3 対面
19102311 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ） フセイン　ハルドゥーン 秋期 火曜日 3 対面
19102312 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ） フセイン　ハルドゥーン 秋期 火曜日 2 対面
19102313 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ） フセイン　ハルドゥーン 秋期 金曜日 3 対面
19102314 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅰ） フセイン　ハルドゥーン 秋期 金曜日 4 対面
19110103 専攻言語（英語Ⅱ-1） コンウェイ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/31　授業形態変更
19110104 専攻言語（英語Ⅱ-1） コンウェイ 秋期 火曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
19110107 専攻言語（英語Ⅱ-2） ライチェック 秋期 火曜日 2 オンライン 9/9　授業形態変更
19110108 専攻言語（英語Ⅱ-2） ライチェック 秋期 火曜日 3 オンライン 9/9　授業形態変更
19110109 専攻言語（英語Ⅱ-3） ボリック 秋期 火曜日 3 オンライン 9/25　授業形態変更
19110110 専攻言語（英語Ⅱ-3） ボリック 秋期 火曜日 2 オンライン 9/25　授業形態変更
19110113 専攻言語（英語Ⅱ-4） 篠崎  実 秋期 水曜日 2 オンライン
19110116 専攻言語（英語Ⅱ-5） 出町　一恵 秋期 水曜日 2 オンライン
19110118 専攻言語（英語Ⅱ-6） 加藤  雄二 秋期 金曜日 3 オンライン
19110119 専攻言語（英語Ⅱ-7） ラグズデール 秋期 火曜日 2 オンライン 9/25　授業形態変更
19110120 専攻言語（英語Ⅱ-7） ラグズデール 秋期 火曜日 3 オンライン 9/25　授業形態変更
19110123 専攻言語（英語Ⅱ-8） 加藤  雄二 秋期 金曜日 1 オンライン
19110126 専攻言語（英語Ⅱ-9） 斎藤  弘子 秋期 水曜日 1 オンライン
19110129 専攻言語（英語Ⅱ-10） 浦田  和幸 秋期 水曜日 1 オンライン
19110130 専攻言語（英語Ⅱ-10） 大鳥　由香子 秋期 水曜日 1 オンライン
19110315 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6） ヘンドリクス 秋期 火曜日 2 対面
19110316 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6） ビリック 秋期 火曜日 2 対面
19110317 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6） 葛西　ジャネット 秋期 火曜日 2 対面
19110318 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-6） アインス 秋期 火曜日 2 対面
19110319 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7） ルスト 秋期 金曜日 3 対面
19110320 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7） メルテンス 秋期 金曜日 3 対面
19110321 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7） ヘンドリクス 秋期 金曜日 3 対面
19110322 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-7） ビリック 秋期 金曜日 3 対面
19110323 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-8） 田中  愼 秋期 月曜日 3 対面
19110324 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-8） 成田  節 秋期 月曜日 3 対面
19110325 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-9） 井坂　ゆかり 秋期 木曜日 3 対面
19110326 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-9） 藤縄  康弘 秋期 木曜日 3 対面
19110327 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-10） 西岡  あかね 秋期 火曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19110328 専攻言語（ﾄﾞｲﾂ語Ⅱ-10） 小野寺　拓也 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19110513 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-6） 芹生　尚子 秋期 火曜日 3 オンライン
19110514 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-6） 古賀　健太郎 秋期 木曜日 3 オンライン 9/7　授業形態変更
19110515 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-7） 秋廣　尚恵 秋期 月曜日 3 対面
19110516 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-7） 田邊　佳美 秋期 金曜日 3 オンライン 9/17　授業形態変更
19110517 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-8） 松澤　水戸 秋期 木曜日 3 オンライン
19110518 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-8） 竹下　和亮 秋期 火曜日 3 オンライン
19110519 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-9） プピ 秋期 水曜日 1 オンライン 9/7　授業形態変更
19110520 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-9） ラヴィニャス　クリストフ 秋期 水曜日 2 オンライン
19110521 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-9） ペリセロ 秋期 水曜日 1 オンライン
19110522 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10） ルボワ 秋期 水曜日 2 オンライン 9/7　授業形態変更

16 / 27 ページ



2020年9月29日
時間割CD 科目名 担当教員名 学期 曜日 時限 授業形態（最新情報） 更新歴

2020年度_秋学期・授業開講形態一覧

19110523 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10） ダブレージュ 秋期 水曜日 1 オンデマンド

9/7　授業形態変更　9/16　教員決定
※　当該授業を担当する教員の来日が
遅れる見込のため、来日するまではオン
デマンド開講とする。来日後はオンライン
形式に変更するので、履修登録しようと
する学生は開講時間帯（水曜1限）を空
けておき、他の授業で埋めないよう注意
すること。

19110524 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10） モロ 秋期 水曜日 2 オンライン 9/7　授業形態変更
19110707 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-6） 久保　博 秋期 月曜日 3 対面
19110708 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-7） 野田　茂恵 秋期 水曜日 2 オンライン
19110709 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-8） 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 3 オンライン
19110710 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-9） フィオレッティ・アンドレア 秋期 水曜日 1 オンライン
19110711 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-10） ブッチ 秋期 金曜日 3 オンライン
19110712 専攻言語（ｲﾀﾘｱ語Ⅱ-10） フィオレッティ・アンドレア 秋期 金曜日 3 オンライン
19110915 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-6） 松井　健吾 秋期 月曜日 3 オンライン
19110916 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-6） 川上  茂信 秋期 月曜日 3 オンライン
19110917 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-7） 久野　量一 秋期 金曜日 1 オンライン
19110918 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-7） 久野　量一 秋期 木曜日 3 オンライン
19110919 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-8） 高橋　均 秋期 月曜日 1 オンライン
19110920 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-8） 内山　直子 秋期 金曜日 1 オンライン
19110921 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9） 近藤ペレス 秋期 木曜日 3 対面
19110922 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9） プリエト 秋期 木曜日 3 対面
19110923 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9） プリエト 秋期 月曜日 1 対面
19110924 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-9） 近藤ペレス 秋期 月曜日 1 対面
19110925 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10） ガリ　オルティゴーサ 秋期 火曜日 2 対面
19110926 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10） 近藤ペレス 秋期 火曜日 2 対面
19110927 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10） アラストゥルエイ 秋期 火曜日 2 対面
19110928 専攻言語（ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱ-10） プリエト 秋期 火曜日 2 対面
19111108 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-6） 宮入　亮 秋期 木曜日 3 オンライン
19111109 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-7） 水沼  修 秋期 月曜日 1 オンライン
19111110 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-8） 舛方　周一郎 秋期 金曜日 1 オンライン
19111111 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-9） アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 水曜日 2 オンライン
19111112 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-9） ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 水曜日 2 オンライン
19111113 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-10） アリーニ・ペレイラ・ゴンサウヴィス 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19111114 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-10） ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19111301 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-1） 匹田  剛 秋期 金曜日 1 オンライン
19111304 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-2） 恩田　義徳 秋期 月曜日 3 対面
19111306 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-3） 沼野  恭子 秋期 火曜日 3 オンライン 8/25　授業形態変更
19111311 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-5） コベルニック・ナディヤ 秋期 月曜日 3 対面
19111312 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-5） バルシャイ 秋期 月曜日 3 対面
19111313 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-5） バルシャイ 秋期 金曜日 3 対面
19111314 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-5） 渡辺  えりな 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19111316 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-6） 鈴木  義一 秋期 金曜日 1 オンライン
19111317 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-7） 巽　由樹子 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19111319 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-8） 杉谷  倫枝 秋期 金曜日 3 対面
19111325 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-10） バルシャイ 秋期 水曜日 2 対面
19111326 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-10） コベルニック・ナディヤ 秋期 水曜日 2 対面
19111327 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-10） 渡辺  えりな 秋期 木曜日 3 対面
19111328 専攻言語（ﾛｼｱ語Ⅱ-10） コベルニック・ナディヤ 秋期 木曜日 3 対面
19111515 専攻言語（中国語Ⅱ-6） 加藤  晴子 秋期 金曜日 1 オンライン
19111516 専攻言語（中国語Ⅱ-6） 三宅  登之 秋期 水曜日 2 オンライン
19111517 専攻言語（中国語Ⅱ-7） 及川　茜 秋期 火曜日 3 対面
19111518 専攻言語（中国語Ⅱ-7） 及川　茜 秋期 火曜日 2 対面
19111519 専攻言語（中国語Ⅱ-8） 宮本  厚子 秋期 火曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
19111520 専攻言語（中国語Ⅱ-8） 宮本  厚子 秋期 火曜日 3 オンライン 8/31　授業形態変更
19111521 専攻言語（中国語Ⅱ-9） 孫　興鋒 秋期 月曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19111522 専攻言語（中国語Ⅱ-9） 孫　興鋒 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
19111523 専攻言語（中国語Ⅱ-9） 孫　興鋒 秋期 月曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
19111524 専攻言語（中国語Ⅱ-9） 孫　興鋒 秋期 水曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
19111525 専攻言語（中国語Ⅱ-10） 飯島  啓子 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19111526 専攻言語（中国語Ⅱ-10） 飯島  啓子 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19111527 専攻言語（中国語Ⅱ-10） 飯島  啓子 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19111528 専攻言語（中国語Ⅱ-10） 飯島  啓子 秋期 月曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19111703 専攻言語（朝鮮語Ⅱ-2） 林　美珠 秋期 水曜日 2 対面
19111704 専攻言語（朝鮮語Ⅱ-2） 林　美珠 秋期 水曜日 1 対面
19111706 専攻言語（朝鮮語Ⅱ-4） 山崎　亜希子 秋期 木曜日 3 対面
19111708 専攻言語（朝鮮語Ⅱ-6） 趙  義成 秋期 月曜日 3 対面
19111710 専攻言語（朝鮮語Ⅱ-8） 五十嵐 孔一 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
19111712 専攻言語（朝鮮語Ⅱ-10） 南 潤珍 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19112308 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-6） 八木  久美子 秋期 火曜日 2 対面
19112309 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-7） 青山 弘之 秋期 金曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19112310 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-8） フセイン　ハルドゥーン 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19112311 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-8） フセイン　ハルドゥーン 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19112312 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-9） 森 晋太郎 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19112313 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-9） 森 晋太郎 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19112314 専攻言語（ｱﾗﾋﾞｱ語Ⅱ-10） 三代川  寛子 秋期 木曜日 3 対面 9/14　授業形態変更
19112506 専攻言語（英語Ⅰ-6） 須田  祐子 秋期 月曜日 1 オンライン
19112507 専攻言語（英語Ⅰ-7） ヘンダーソン 秋期 月曜日 3 オンライン 9/8　授業形態変更
19112508 専攻言語（英語Ⅰ-8） 奥山　ルシンダ 秋期 火曜日 3 オンライン
19112509 専攻言語（英語Ⅰ-9） 坂井  真紀子 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
19112510 専攻言語（英語Ⅰ-10） 宇野沢  和子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/9　授業形態変更

19112705 専攻言語（英語Ⅱ-6） 大石　高典 秋期 火曜日 3 対面

9/18　授業形態変更
「オンライン」を基本にしつつ、随時（月1
回程度）ハイブリッド形式で希望者は対
面で行う形にする予定。

19112706 専攻言語（英語Ⅱ-6） 山内  由理子 秋期 水曜日 2 対面
19112708 専攻言語（英語Ⅱ-7） 原田　容子 秋期 火曜日 5 対面
19130106 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-6） 石川  グラジナ 秋期 火曜日 2 対面
19130107 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-7） 森田  耕司 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19130108 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-8） 森田  耕司 秋期 火曜日 3 対面
19130109 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-9） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19130110 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅰ-10） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19130116 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-6） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19130117 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-7） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 3 対面
19130118 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-8） 三井 レナータ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
19130119 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-9） 福嶋　千穂 秋期 月曜日 3 オンライン
19130120 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅱ-10） 森田  耕司 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19130123 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-1） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
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19130127 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-5） 石川  グラジナ 秋期 火曜日 1 対面
19130128 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-5） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 1 対面
19130129 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-6） 福嶋　千穂 秋期 金曜日 2 オンライン
19130130 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-7） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 2 対面
19130131 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-8） 久山  宏一 秋期 木曜日 2 オンライン
19130132 専攻言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語Ⅲ-8） 三井 レナータ 秋期 月曜日 2 オンライン
19130302 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅰ-1） 金指  久美子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19130308 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅰ-6） 千野  亜矢子 秋期 月曜日 1 オンライン
19130309 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅰ-7） 金指  久美子 秋期 水曜日 1 オンライン
19130310 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅰ-8） ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 火曜日 2 対面
19130311 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅰ-9） ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 金曜日 3 対面
19130312 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅰ-10） 立古  ダニエラ 秋期 火曜日 3 対面
19130314 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅱ-1） 千野  亜矢子 秋期 月曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19130320 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅱ-6） 篠原  琢 秋期 月曜日 3 対面
19130321 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅱ-7） 金指  久美子 秋期 水曜日 2 オンライン
19130322 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅱ-8） ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 金曜日 1 オンライン
19130323 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅱ-9） ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 水曜日 1 オンライン
19130324 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅱ-10） 立古  ダニエラ 秋期 火曜日 2 対面
19130328 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅲ-4） ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 火曜日 1 対面
19130329 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅲ-5） 千野  亜矢子 秋期 月曜日 2 オンライン
19130331 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅲ-7） 金指  久美子 秋期 木曜日 2 対面
19130332 専攻言語（ﾁｪｺ語Ⅲ-8） ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 金曜日 2 オンライン
19130502 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-1） 山田　洋平 秋期 水曜日 2 オンライン
19130506 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-3） 山田　洋平 秋期 火曜日 3 対面
19130510 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-6） 山田　洋平 秋期 月曜日 3 対面
19130511 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-7） 山田　洋平 秋期 金曜日 3 対面
19130512 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-8） ジグメドドルジ 秋期 火曜日 3 対面
19130513 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-9） ジグメドドルジ 秋期 水曜日 2 オンライン
19130514 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅰ-10） 木村　理子 秋期 水曜日 1 オンライン
19130517 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-3） ジグメドドルジ 秋期 水曜日 1 オンライン
19130518 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-4） ジグメドドルジ 秋期 木曜日 3 対面
19130520 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-6） 上村  明 秋期 水曜日 2 オンライン
19130522 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-8） フフバートル 秋期 金曜日 3 対面
19130524 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅱ-10） ガンツェツェグ 秋期 火曜日 2 対面
19130526 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-2） ジグメドドルジ 秋期 木曜日 2 対面
19130529 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-5） 青木　雅浩 秋期 月曜日 2 オンライン
19130531 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-7） 山田　洋平 秋期 金曜日 2 対面
19130532 専攻言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語Ⅲ-8） 上村  明 秋期 火曜日 1 オンライン
19130703 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 3 オンライン 9/16　授業形態変更
19130706 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-4） 降幡  正志 秋期 金曜日 5 対面
19130708 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-5） 降幡  正志 秋期 水曜日 1 オンライン
19130709 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-6） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 3 対面
19130711 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-7） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 金曜日 1 オンライン
19130712 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-8） 降幡  正志 秋期 火曜日 2 オンライン
19130714 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-9） 降幡  正志 秋期 金曜日 3 対面
19130716 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅰ-10） 竹下  愛 秋期 木曜日 3 対面
19130722 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-6） フロレンティナ 秋期 木曜日 3 対面
19130723 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-7） 竹下  愛 秋期 月曜日 3 対面
19130724 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-8） 小笠原  健二 秋期 水曜日 1 オンライン
19130725 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-9） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 水曜日 3 対面
19130726 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-10） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 1 オンライン
19130732 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-5） フロレンティナ 秋期 木曜日 2 オンライン
19130733 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-6） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 1 オンライン
19130734 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-7） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 2 オンライン
19130735 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8） 降幡  正志 秋期 金曜日 2 オンライン
19130736 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8） 竹下  愛 秋期 金曜日 1 オンライン
19130906 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-6） 野元  裕樹 秋期 火曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
19130907 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-7） 野元  裕樹 秋期 金曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
19130908 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-8） ファリダ 秋期 月曜日 3 対面
19130909 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-9） ファリダ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19130910 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅰ-10） アブディラ　サニ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19130916 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-6） 新井　卓治 秋期 火曜日 2 対面 9/15　授業形態変更
19130917 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-7） 戸加里  康子 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19130918 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-8） ファリダ 秋期 火曜日 3 対面
19130919 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-9） ファリダ 秋期 水曜日 2 対面
19130920 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅱ-10） アブディラ　サニ 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19130922 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-2） 戸加里  康子 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19130924 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-4） ファリダ 秋期 月曜日 2 対面
19130926 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-6） ファリダ 秋期 金曜日 4 対面
19130929 専攻言語（ﾏﾚｰｼｱ語Ⅲ-8） ファリダ 秋期 火曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19131102 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-1） 小川  英文 秋期 水曜日 2 オンライン
19131105 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-3） 高野  邦夫 秋期 水曜日 1 オンライン
19131108 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-6） 山本　恭裕 秋期 月曜日 3 対面
19131109 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-7） 山本　恭裕 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19131110 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-8） 高野  邦夫 秋期 金曜日 3 対面
19131112 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-9） パルマヒル 秋期 金曜日 1 オンライン
19131113 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅰ-10） パルマヒル 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19131117 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-2） パルマヒル 秋期 木曜日 3 対面
19131119 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-3） 小川  英文 秋期 月曜日 3 オンライン
19131123 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-6） パルマヒル 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19131124 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-7） パルマヒル 秋期 金曜日 3 オンライン
19131125 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-8） 高野  邦夫 秋期 金曜日 1 オンライン
19131127 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-9） 山本　恭裕 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19131128 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅱ-10） パルマヒル 秋期 木曜日 2 対面
19131130 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-2） パルマヒル 秋期 月曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19131132 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-4） 高野  邦夫 秋期 水曜日 2 オンライン
19131135 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-7） 山本　恭裕 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19131136 専攻言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語Ⅲ-8） パルマヒル 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19131302 専攻言語（ﾀｲ語Ⅰ-1） 上原　みどりこ 秋期 月曜日 4 対面
19131305 専攻言語（ﾀｲ語Ⅰ-3） スニサー 秋期 水曜日 4 対面
19131308 専攻言語（ﾀｲ語Ⅰ-6） コースィット 秋期 水曜日 1 オンライン
19131309 専攻言語（ﾀｲ語Ⅰ-7） 上原　みどりこ 秋期 月曜日 3 対面
19131311 専攻言語（ﾀｲ語Ⅰ-8） スニサー 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19131312 専攻言語（ﾀｲ語Ⅰ-9） スニサー 秋期 木曜日 3 対面
19131313 専攻言語（ﾀｲ語Ⅰ-10） コースィット 秋期 金曜日 3 対面
19131319 専攻言語（ﾀｲ語Ⅱ-6） コースィット 秋期 木曜日 3 対面
19131320 専攻言語（ﾀｲ語Ⅱ-7） 宮田  敏之 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19131321 専攻言語（ﾀｲ語Ⅱ-8） スニサー 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
19131322 専攻言語（ﾀｲ語Ⅱ-9） スィワナーソン　パタニ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19131323 専攻言語（ﾀｲ語Ⅱ-10） スニサー 秋期 金曜日 3 対面
19131331 専攻言語（ﾀｲ語Ⅲ-6） 宮田  敏之 秋期 月曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
19131332 専攻言語（ﾀｲ語Ⅲ-6） 水野 潔 秋期 水曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
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19131333 専攻言語（ﾀｲ語Ⅲ-7） スニサー 秋期 木曜日 2 オンライン
19131334 専攻言語（ﾀｲ語Ⅲ-8） スニサー 秋期 水曜日 3 オンライン
19131506 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-4） 鈴木  玲子 秋期 月曜日 3 対面 8/26　閉講
19131508 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-6） 鈴木  玲子 秋期 金曜日 3 対面
19131510 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-7） 橋本  彩 秋期 水曜日 1 オンライン
19131511 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-8） 橋本  彩 秋期 水曜日 2 オンライン

19131513 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-9） 鈴木  玲子 秋期 火曜日 3 対面
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

19131514 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-10） 東　智美 秋期 木曜日 3 オンライン
19131522 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-6） パソムポーン 秋期 月曜日 3 オンライン 9/20　担当教員変更
19131523 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-7） 菊池  陽子 秋期 火曜日 3 対面

19131524 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-8） 菊池  陽子 秋期 水曜日 2 オンライン
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

19131525 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-9） 菊池  陽子 秋期 金曜日 3 対面

8/29　授業形態変更、曜限変更
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

19131526 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-10） 鈴木  玲子 秋期 水曜日 1 オンライン
9/20　担当教員変更

特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

19131531 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-5） 菊池  陽子 秋期 火曜日 1 オンライン
19131532 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-6） 東　智美 秋期 木曜日 2 オンライン

19131533 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-7） 菊池  陽子 秋期 金曜日 2 対面

8/29　授業形態変更
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

19131534 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-8） パソムポーン 秋期 月曜日 2 オンライン 9/20　担当教員変更
19131702 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-1） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 1 オンライン
19131704 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-2） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 2 オンライン
19131708 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-5） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 1 オンライン
19131710 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-6） 野平  宗弘 秋期 月曜日 3 対面
19131711 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-7） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 水曜日 2 オンライン
19131712 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-8） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 火曜日 3 対面
19131713 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-9） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 3 オンライン
19131714 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅰ-10） ｸﾞｴﾝ･ﾐﾝ･ﾄｩｱﾝ 秋期 火曜日 2 対面 9/1　授業形態変更
19131720 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-6） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 月曜日 3 対面
19131721 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-7） 秋葉  亜子 秋期 木曜日 3 対面
19131722 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-8） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 火曜日 2 対面
19131723 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-9） 今村  宣勝 秋期 火曜日 3 オンライン
19131724 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅱ-10） 野平  宗弘 秋期 金曜日 1 オンライン
19131729 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-5） 森  絵里咲 秋期 月曜日 2 オンライン
19131730 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-6） 今井  昭夫 秋期 月曜日 1 オンライン
19131731 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-7） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 2 オンライン
19131732 専攻言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語Ⅲ-8） ﾚｰ ﾊﾞﾝ ｸｰ 秋期 木曜日 2 対面
19131906 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-5） 岡田  知子 秋期 金曜日 1 オンライン
19131907 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-6） カエプ　ソクンティアロアト 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更、9/9　曜限変更
19131908 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-7） 岡田  知子 秋期 水曜日 1 オンライン
19131910 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-8） 福富  友子 秋期 木曜日 3 対面
19131911 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-9） 上田  広美 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19131912 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-10） カエプ　ソクンティアロアト 秋期 月曜日 3 対面
19131916 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-3） マロム 冬学期 集中 オンデマンド 8/26　学期変更、授業形態変更
19131919 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-6） 福富  友子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/2　授業形態変更
19131920 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-7） 上田  広美 秋期 水曜日 1 オンライン
19131921 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-8） 岡田  知子 秋期 月曜日 3 対面
19131923 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-9） カエプ　ソクンティアロアト 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19131924 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-10） カエプ　ソクンティアロアト 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19131929 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-5） カエプ　ソクンティアロアト 秋期 月曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19131930 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-6） カエプ　ソクンティアロアト 秋期 木曜日 1 オンライン
19131931 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-7） 福富  友子 秋期 金曜日 2 オンライン 9/2　授業形態変更
19131934 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-8） 福富  友子 秋期 火曜日 1 オンライン
19132106 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-6） トゥザライン 秋期 木曜日 3 対面 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
19132107 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-7） 岡野 賢二 秋期 水曜日 2 オンライン
19132109 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-8） 斎藤  紋子 秋期 月曜日 3 対面
19132110 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-9） 土佐  桂子 秋期 金曜日 3 対面
19132112 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-10） トゥザライン 秋期 火曜日 3 オンライン 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
19132115 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-2） 寺井　淳一 秋期 月曜日 3 対面
19132119 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-5） トゥザライン 秋期 金曜日 3 対面
19132120 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-6） トゥザライン 秋期 水曜日 1 オンライン
19132121 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-7） 岡野 賢二 秋期 火曜日 2 オンライン
19132122 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-8） 土佐  桂子 秋期 水曜日 2 オンライン
19132123 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-9） 斎藤  紋子 秋期 月曜日 1 オンライン
19132124 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅱ-10） トゥザライン 秋期 金曜日 1 オンライン
19132129 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-3） トゥザライン 秋期 火曜日 1 オンライン
19132130 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-3） トゥザライン 秋期 金曜日 2 オンライン
19132131 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-4） 斎藤  紋子 秋期 月曜日 2 オンライン
19132132 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-4） 生駒　美樹 秋期 木曜日 1 オンライン
19132134 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅲ-7） トゥザライン 秋期 木曜日 2 オンライン
19132302 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅰ-1） 露口  哲也 秋期 月曜日 5 対面
19132304 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅰ-2） 露口  哲也 秋期 火曜日 5 対面
19132309 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅰ-6） 萬宮　健策 秋期 月曜日 3 対面
19132311 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅰ-7） 萩田  博 秋期 火曜日 2 対面
19132313 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅰ-8） 村上　明香 秋期 水曜日 2 対面
19132314 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅰ-9） アーミル 秋期 木曜日 3 対面
19132315 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅰ-10） アーミル 秋期 月曜日 1 オンライン 9/8　授業形態変更
19132321 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅱ-6） 萩田  博 秋期 木曜日 3 対面
19132322 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅱ-7） 萩田  博 秋期 水曜日 2 オンライン
19132323 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅱ-8） 萬宮　健策 秋期 月曜日 1 オンライン
19132324 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅱ-9） アーミル 秋期 月曜日 3 対面
19132325 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅱ-10） アーミル 秋期 火曜日 2 オンライン
19132328 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅲ-3） 萬宮　健策 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19132329 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅲ-3） アーミル 秋期 月曜日 2 オンライン 9/8　授業形態変更
19132330 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅲ-4） アーミル 秋期 火曜日 1 オンライン 9/8　授業形態変更
19132332 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅲ-5） 萩田  博 秋期 木曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19132335 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅲ-8） 露口  哲也 秋期 火曜日 4 対面
19132336 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅲ-8） アーミル 秋期 木曜日 1 オンライン 9/8　授業形態変更
19132338 専攻言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語Ⅲ-8） 萬宮　健策 秋期 月曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
19132502 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅰ-1） 足立  享祐 秋期 金曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19132504 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅰ-2） 水野  善文 秋期 木曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19132509 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅰ-6） 水野  善文 秋期 火曜日 2 対面
19132511 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅰ-7） 足立  享祐 秋期 水曜日 1 オンライン 9/14　授業形態変更
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19132512 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅰ-8） 足立  享祐 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19132514 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅰ-9） 水野  善文 秋期 火曜日 3 対面

19132515 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅰ-10） パーンデーエ 秋期 月曜日 3 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

19132521 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅱ-6） パーンデーエ 秋期 水曜日 1 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

19132522 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅱ-7） パーンデーエ 秋期 水曜日 2 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

19132523 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅱ-8） 藤井  毅 秋期 火曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19132524 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅱ-9） 藤井  毅 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19132525 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅱ-10） 足立  享祐 秋期 金曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
19132529 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅲ-4） 藤井  毅 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更

19132530 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅲ-5） パーンデーエ 秋期 木曜日 2 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

19132531 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅲ-6） パーンデーエ 秋期 木曜日 1 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

19132533 専攻言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語Ⅲ-8） パーンデーエ 秋期 月曜日 2 対面
9/14　説明追加
状況次第でオンラインとなる可能性有。

19132703 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-2） 奥田　由香 秋期 月曜日 2 オンライン 9/28　授業形態変更
19132706 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-3） ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 水曜日 3 対面
19132710 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-6） 丹羽  京子 秋期 月曜日 3 対面

19132711 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-7） ハック 秋期 金曜日 1 オンライン
9/10　授業形態変更

9/28　曜限変更

19132712 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-8） 渡辺  一弘 秋期 水曜日 2 対面
19132713 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-9） ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 火曜日 2 オンライン 9/14　授業形態変更
19132714 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-10） ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 木曜日 3 対面 9/28　授業形態変更、曜限変更
19132720 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-6） 丹羽  京子 秋期 木曜日 3 対面
19132721 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-7） 丹羽  京子 秋期 水曜日 2 オンライン
19132722 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-8） ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 月曜日 3 対面
19132723 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-9） ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 火曜日 3 対面
19132724 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅱ-10） 奥田　由香 秋期 火曜日 2 オンライン 9/28　授業形態変更
19132729 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-5） 渡辺  一弘 秋期 金曜日 2 対面
19132730 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-6） ハック 秋期 火曜日 1 オンライン
19132731 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-7） 丹羽  京子 秋期 月曜日 2 対面
19132732 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅲ-8） ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 木曜日 2 対面 9/10　担当教員変更
19132902 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-1） 吉枝  聡子 秋期 水曜日 1 オンライン
19132904 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-2） 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 1 オンライン
19132909 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-6） 吉枝  聡子 秋期 火曜日 3 対面
19132911 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-7） 吉枝  聡子 秋期 水曜日 2 オンライン
19132912 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-8） 佐々木  あや乃 秋期 火曜日 2 対面 8/31　授業形態変更

19132913 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-9）
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 対面

19132914 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅰ-10）
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 対面

19132920 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-6） 吉枝  聡子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19132921 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-7） 徳原　靖浩 秋期 木曜日 3 対面

19132922 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-8）
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 対面 9/15　授業形態変更

19132923 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅱ-9）
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 対面

19132928 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-4）
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 オンライン

19132929 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-5） 北原  圭一 秋期 月曜日 2 オンライン
19132930 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-6） 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 2 オンライン

19132931 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-7）
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 オンライン

19132932 専攻言語（ﾍﾟﾙｼｱ語Ⅲ-8） 佐々木  あや乃 秋期 水曜日 2 対面
19133107 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅰ-7） ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 3 対面
19133108 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅰ-8） ファトマ・トゥレ 秋期 木曜日 3 対面
19133109 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅰ-9） 石丸 由美 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更、時限変更
19133110 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅰ-10） 菅原  睦 秋期 月曜日 1 オンライン
19133111 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅱ-1） 菅原  睦 秋期 金曜日 3 対面
19133117 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅱ-7） ファトマ・トゥレ 秋期 金曜日 3 対面
19133118 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅱ-8） ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 1 オンライン
19133119 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅱ-9） 石丸 由美 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19133120 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅱ-10） 川本　智史 秋期 木曜日 3 対面
19133125 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅲ-4） ファトマ・トゥレ 秋期 木曜日 2 オンライン
19133126 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅲ-5） ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 4 対面
19133127 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅲ-6） 川本　智史 秋期 月曜日 2 オンライン
19133128 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅲ-6） 伊藤  寛了 秋期 木曜日 1 オンライン
19133130 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅲ-7） ファトマ・トゥレ 秋期 金曜日 2 オンライン
19133132 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅲ-8） 石丸 由美 秋期 火曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
19133354 日本語総合-1 李　奎台 秋期 月曜日 1 オンライン
19133354 日本語総合-1 楠本  徹也 秋期 火曜日 2 オンライン
19133354 日本語総合-1 西島　絵里子 秋期 水曜日 1 オンライン
19133354 日本語総合-1 早矢仕　香 秋期 木曜日 2 オンライン
19133354 日本語総合-1 中沢　佐企子 秋期 金曜日 1 オンライン
19133357 日本語総合-2 李　奎台 秋期 月曜日 2 オンライン
19133357 日本語総合-2 楠本  徹也 秋期 火曜日 1 オンライン
19133357 日本語総合-2 西島　絵里子 秋期 水曜日 2 オンライン
19133357 日本語総合-2 早矢仕　香 秋期 木曜日 1 オンライン
19133357 日本語総合-2 中沢　佐企子 秋期 金曜日 2 オンライン
19133358 日本語総合-3 韓　金柱 秋期 月曜日 1 オンライン
19133358 日本語総合-3 幸松  英恵 秋期 火曜日 2 オンライン
19133358 日本語総合-3 楠本  徹也 秋期 水曜日 1 オンライン
19133358 日本語総合-3 幸松  英恵 秋期 木曜日 2 オンライン
19133358 日本語総合-3 上村　佳子 秋期 金曜日 1 オンライン
19133359 日本語総合-3 権野　禎 秋期 月曜日 2 オンライン
19133359 日本語総合-3 幸松  英恵 秋期 火曜日 1 オンライン
19133359 日本語総合-3 楠本  徹也 秋期 水曜日 2 オンライン
19133359 日本語総合-3 幸松  英恵 秋期 木曜日 1 オンライン
19133359 日本語総合-3 上村　佳子 秋期 金曜日 2 オンライン
19133360 日本語総合-4 嶋原　耕一 秋期 月曜日 1 オンライン
19133360 日本語総合-4 前田  真紀 秋期 火曜日 2 オンライン
19133360 日本語総合-4 熊田　道子 秋期 水曜日 1 オンライン
19133360 日本語総合-4 熊田　道子 秋期 木曜日 2 オンライン
19133360 日本語総合-4 石田　恵里子 秋期 金曜日 1 オンライン
19133361 日本語総合-4 嶋原　耕一 秋期 月曜日 2 オンライン
19133361 日本語総合-4 前田  真紀 秋期 火曜日 1 オンライン
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19133361 日本語総合-4 熊田　道子 秋期 水曜日 2 オンライン
19133361 日本語総合-4 大津　友美 秋期 木曜日 1 オンライン
19133361 日本語総合-4 石田　恵里子 秋期 金曜日 2 オンライン
19133362 日本語総合-5 大木　理恵 秋期 月曜日 1 オンライン
19133362 日本語総合-5 花薗  悟 秋期 火曜日 2 オンライン
19133362 日本語総合-5 福島　佐知 秋期 水曜日 1 オンライン
19133362 日本語総合-5 花薗  悟 秋期 木曜日 2 オンライン
19133362 日本語総合-5 李　奎台 秋期 金曜日 1 オンライン
19133363 日本語総合-5 大木　理恵 秋期 月曜日 2 オンライン
19133363 日本語総合-5 花薗  悟 秋期 火曜日 1 オンライン
19133363 日本語総合-5 福島　佐知 秋期 水曜日 2 オンライン
19133363 日本語総合-5 花薗  悟 秋期 木曜日 1 オンライン
19133363 日本語総合-5 李　奎台 秋期 金曜日 2 オンライン
19133364 日本語総合-6 工藤　嘉名子 秋期 火曜日 1 オンライン
19133364 日本語総合-6 伊集院　郁子 秋期 木曜日 1 オンライン
19133364 日本語総合-6 井江　ミサ子 秋期 金曜日 2 オンライン
19133365 日本語総合-6 工藤　嘉名子 秋期 火曜日 2 オンライン
19133365 日本語総合-6 伊集院　郁子 秋期 木曜日 2 オンライン
19133365 日本語総合-6 井江　ミサ子 秋期 金曜日 1 オンライン
19133366 日本語総合-7 伊集院　郁子 秋期 火曜日 2 オンライン
19133366 日本語総合-7 伊集院　郁子 秋期 金曜日 2 オンライン
19133367 日本語技能-文法1 韓　金柱 秋期 月曜日 2 オンライン
19133368 日本語技能-文法2 福村　真紀子 秋期 月曜日 2 オンライン
19133369 日本語技能-文法3 楠本  徹也 秋期 月曜日 2 オンライン
19133370 日本語技能-文法4 福島　佐知 秋期 月曜日 2 オンライン
19133371 日本語技能-読解3 前田  真紀 秋期 金曜日 1 オンライン
19133373 日本語技能-読解4 前田  真紀 秋期 金曜日 2 オンライン
19133374 日本語技能-読解5 熊田　道子 秋期 木曜日 1 オンライン
19133375 日本語技能-読解6 水信　渉 秋期 月曜日 1 オンライン 8/18　教員変更、曜限変更
19133376 日本語技能-読解7 西島　絵里子 秋期 木曜日 1 オンライン 8/18　教員変更、曜限変更
19133377 日本語技能-読解7 柴田  勝二 秋期 金曜日 2 オンライン
19133378 日本語技能-聴解3 李　奎台 秋期 木曜日 4 オンライン
19133379 日本語技能-聴解4 田代　ひとみ 秋期 木曜日 2 オンライン
19133380 日本語技能-聴解5 田代　ひとみ 秋期 木曜日 4 オンライン
19133381 日本語技能-聴解6 大木　理恵 秋期 木曜日 1 オンライン
19133382 日本語技能-聴解7 大津　友美 秋期 木曜日 4 オンライン
19133383 日本語技能-文章表現1 李　奎台 秋期 月曜日 4 オンライン
19133385 日本語技能-文章表現2 韓　金柱 秋期 水曜日 4 オンライン
19133386 日本語技能-文章表現3 西島　絵里子 秋期 水曜日 4 オンライン
19133387 日本語技能-文章表現4 伊集院　郁子 秋期 水曜日 2 オンライン
19133388 日本語技能-文章表現5 高野  愛子 秋期 水曜日 4 オンライン
19133389 日本語技能-文章表現6 村尾  誠一 秋期 月曜日 2 オンライン
19133390 日本語技能-文章表現6 阿部　新 秋期 水曜日 2 オンライン
19133391 日本語技能-文章表現7 セン　ラージ　ラキ 秋期 水曜日 2 オンライン
19133392 日本語技能-口頭表現1 西島　絵里子 秋期 火曜日 4 オンライン
19133394 日本語技能-口頭表現2 西島　絵里子 秋期 木曜日 4 オンライン
19133395 日本語技能-口頭表現3 早矢仕　香 秋期 火曜日 2 オンライン
19133396 日本語技能-口頭表現4 井江　ミサ子 秋期 火曜日 1 オンライン
19133397 日本語技能-口頭表現5 中井　陽子 秋期 火曜日 2 オンライン
19133398 日本語技能-口頭表現6 李　奎台 秋期 火曜日 4 オンライン
19133399 日本語技能-口頭表現7 早矢仕　香 秋期 火曜日 1 オンライン
19133400 日本語技能-ビジネス日本語 大木　理恵 秋期 木曜日 2 オンライン
19133401 日本語技能-時事日本語 井江　ミサ子 秋期 火曜日 2 オンライン
19133402 日本語技能-時事日本語 谷口  龍子 秋期 水曜日 1 オンライン
19133403 日本語技能-漢字1 韓　金柱 秋期 月曜日 4 オンライン
19133404 日本語技能-漢字2 西島　絵里子 秋期 月曜日 4 オンライン
19133405 日本語技能-漢字2 花薗  悟 秋期 月曜日 4 オンライン
19133406 日本語技能-漢字3 福村　真紀子 秋期 月曜日 4 オンライン
19133407 日本語技能-漢字4 福島　佐知 秋期 月曜日 4 オンライン
19133408 日本語初級集中 西島　絵里子 秋期 月曜日 1 オンライン
19133408 日本語初級集中 西島　絵里子 秋期 月曜日 2 オンライン
19133408 日本語初級集中 上村　佳子 秋期 火曜日 1 オンライン
19133408 日本語初級集中 上村　佳子 秋期 火曜日 2 オンライン
19133408 日本語初級集中 田代　ひとみ 秋期 水曜日 1 オンライン
19133408 日本語初級集中 田代　ひとみ 秋期 水曜日 2 オンライン
19133408 日本語初級集中 李　奎台 秋期 木曜日 1 オンライン
19133408 日本語初級集中 李　奎台 秋期 木曜日 2 オンライン
19133408 日本語初級集中 水信　渉 秋期 金曜日 1 オンライン
19133408 日本語初級集中 水信　渉 秋期 金曜日 2 オンライン
19140104 専攻言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -4） 島田  志津夫 秋期 火曜日 2 対面
19140105 専攻言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -5） 島田  志津夫 秋期 水曜日 2 対面
19140106 専攻言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -6） トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 3 対面
19140110 専攻言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -10） 島田  志津夫 秋期 月曜日 2 対面
19140111 専攻言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -11） 木村　暁 秋期 火曜日 3 対面
19140112 専攻言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語 -12） トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 2 対面
19142111 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） 福嶋　千穂 秋期 月曜日 2 オンライン
19142112 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19142113 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19142114 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） 石川  グラジナ 秋期 火曜日 1 対面
19142115 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19142116 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） 久山  宏一 秋期 木曜日 2 オンライン
19142117 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19142118 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 金曜日 3 対面
19142119 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） 三井 レナータ 秋期 月曜日 2 オンライン
19142120 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） 森田  耕司 秋期 火曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19142121 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） 石川  グラジナ 秋期 火曜日 2 対面
19142122 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） 三井 レナータ 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
19142123 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 1 対面
19142124 諸地域言語（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語2） レシニェフスカ　カロリナ 秋期 木曜日 2 対面
19142304 諸地域言語（ﾁｪｺ語2） 金指  久美子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19142305 諸地域言語（ﾁｪｺ語2） 千野  亜矢子 秋期 月曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19142306 諸地域言語（ﾁｪｺ語2） 金指  久美子 秋期 木曜日 2 対面
19142505 諸地域言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語2） 山田　洋平 秋期 火曜日 3 対面
19142506 諸地域言語（ﾓﾝｺﾞﾙ語2） 山田　洋平 秋期 水曜日 2 オンライン
19142706 諸地域言語（広東語2） 郭  マーホー 秋期 水曜日 2 対面
19142707 諸地域言語（広東語2） 郭  マーホー 秋期 水曜日 3 対面
19142708 諸地域言語（上海語2） 何 珍時 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19142709 諸地域言語（福建語2） 蔡  承維 秋期 月曜日 2 対面
19142710 諸地域言語（福建語2） 蔡  承維 秋期 月曜日 3 対面
19142918 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 3 オンライン 9/16　授業形態変更
19142919 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 3 対面
19142920 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 金曜日 1 オンライン
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19142921 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） フロレンティナ 秋期 木曜日 3 対面
19142922 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） フロレンティナ 秋期 木曜日 2 オンライン
19142923 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 火曜日 1 オンライン
19142924 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 降幡  正志 秋期 金曜日 5 対面
19142925 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 降幡  正志 秋期 火曜日 2 オンライン
19142926 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 降幡  正志 秋期 金曜日 3 対面
19142927 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 竹下  愛 秋期 月曜日 3 対面
19142928 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 小笠原  健二 秋期 水曜日 1 オンライン
19142929 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 水曜日 3 対面
19142930 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 2 オンライン
19142931 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 降幡  正志 秋期 金曜日 2 オンライン
19142932 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 降幡  正志 秋期 水曜日 1 オンライン
19142933 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） 竹下  愛 秋期 木曜日 3 対面
19142934 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 月曜日 1 オンライン
19143105 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2） ファリダ 秋期 月曜日 3 対面
19143106 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2） ファリダ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/29　授業形態変更
19143107 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2） 野元  裕樹 秋期 火曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
19143108 諸地域言語（ﾏﾚｰｼｱ語2） 野元  裕樹 秋期 金曜日 3 対面 9/14　開講形態変更
19143310 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語2） 小川  英文 秋期 水曜日 2 オンライン
19143311 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語2） パルマヒル 秋期 木曜日 3 対面
19143312 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語2） 高野  邦夫 秋期 水曜日 1 オンライン
19143313 諸地域言語（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語2） 小川  英文 秋期 月曜日 3 オンライン
19143513 諸地域言語（ﾀｲ語2） 上原　みどりこ 秋期 月曜日 4 対面
19143514 諸地域言語（ﾀｲ語2） スニサー 秋期 水曜日 4 対面
19143515 諸地域言語（ﾀｲ語2） コースィット 秋期 木曜日 3 対面
19143516 諸地域言語（ﾀｲ語2） スニサー 秋期 火曜日 3 オンライン 8/29　授業形態変更
19143517 諸地域言語（ﾀｲ語2） スィワナーソン　パタニ 秋期 水曜日 2 オンライン 8/29　授業形態変更
19143518 諸地域言語（ﾀｲ語2） スニサー 秋期 金曜日 3 対面
19143519 諸地域言語（ﾀｲ語2） 水野 潔 秋期 水曜日 2 オンライン 8/31　授業形態変更
19143520 諸地域言語（ﾀｲ語2） スニサー 秋期 木曜日 2 オンライン
19143521 諸地域言語（ﾀｲ語2） スニサー 秋期 水曜日 3 オンライン
19143708 諸地域言語（ﾗｵｽ語2） 鈴木  玲子 秋期 月曜日 3 対面 8/26　閉講

19143709 諸地域言語（ﾗｵｽ語2） 菊池  陽子 秋期 金曜日 2 対面

8/29　授業形態変更
9/20　担当教員変更
特定外国語主任教員の来日が遅れてい
るため。

19143710 諸地域言語（ﾗｵｽ語2） 東　智美 秋期 木曜日 2 オンライン
19143711 諸地域言語（ﾗｵｽ語2） 菊池  陽子 秋期 火曜日 1 オンライン
19143712 諸地域言語（ﾗｵｽ語2） パソムポーン 秋期 月曜日 2 オンライン 9/20　担当教員変更
19143902 諸地域言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語1） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 1 オンライン
19143903 諸地域言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語2） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 木曜日 2 オンライン
19143904 諸地域言語（ﾍﾞﾄﾅﾑ語2） ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 1 オンライン
19144102 諸地域言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語2） カエプ　ソクンティアロアト 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19144311 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） 斎藤  紋子 秋期 月曜日 1 オンライン
19144312 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） 岡野 賢二 秋期 水曜日 2 オンライン
19144313 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） トゥザライン 秋期 木曜日 3 対面 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
19144314 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） 岡野 賢二 秋期 火曜日 2 オンライン
19144315 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） 土佐  桂子 秋期 水曜日 2 オンライン
19144316 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） トゥザライン 秋期 火曜日 3 オンライン 8/25 曜限変更　9/14 授業形態変更
19144317 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） トゥザライン 秋期 金曜日 1 オンライン
19144318 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） トゥザライン 秋期 水曜日 1 オンライン
19144319 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） 土佐  桂子 秋期 金曜日 3 対面
19144320 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） 斎藤  紋子 秋期 月曜日 3 対面
19144504 諸地域言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語2） 露口  哲也 秋期 火曜日 5 対面
19144505 諸地域言語（ｳﾙﾄﾞｩｰ語2） 露口  哲也 秋期 月曜日 5 対面
19144703 諸地域言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語2） 足立  享祐 秋期 金曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19144704 諸地域言語（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語2） 水野  善文 秋期 木曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19144903 諸地域言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語2） ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 水曜日 3 対面
19144904 諸地域言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語2） 奥田　由香 秋期 月曜日 2 オンライン 9/28　授業形態変更

19145115 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）
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 対面

19145116 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）
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 対面

19145117 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）
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 対面 9/15　授業形態変更

19145118 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）
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 オンライン

19145119 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 吉枝  聡子 秋期 火曜日 3 対面
19145120 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 吉枝  聡子 秋期 水曜日 2 オンライン
19145121 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 佐々木  あや乃 秋期 火曜日 2 対面 8/31　授業形態変更
19145122 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 佐々木  あや乃 秋期 水曜日 2 対面
19145123 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 吉枝  聡子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14　授業形態変更
19145124 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 徳原　靖浩 秋期 木曜日 3 対面
19145125 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 北原  圭一 秋期 月曜日 2 オンライン
19145126 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2） 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 2 オンライン

19145127 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）
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 対面

19145128 諸地域言語（ﾍﾟﾙｼｱ語2）
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 オンライン

19145302 諸地域言語（ﾄﾙｺ語2） 石丸 由美 秋期 火曜日 4 オンライン 8/26　授業形態変更
19145303 諸地域言語（ﾄﾙｺ語2） 石丸 由美 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更、時限変更
19145304 諸地域言語（ﾄﾙｺ語2） 菅原  睦 秋期 月曜日 1 オンライン
19145506 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2） 島田  志津夫 秋期 月曜日 2 対面
19145507 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2） 木村　暁 秋期 火曜日 3 対面
19145508 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2） 木村　暁 秋期 月曜日 4 対面
19145509 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2） トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 2 対面
19145510 諸地域言語（ｳｽﾞﾍﾞｸ語2） トルディアフノバ　モヒヌル 秋期 木曜日 3 対面
19145701 諸地域言語（ｵｾｱﾆｱ諸語1） 佐藤　寛子 秋期 火曜日 4 オンライン
19145902 諸地域言語（ｽﾜﾋﾘ語2） 角谷　征昭 秋期 水曜日 5 オンライン 9/14　授業形態変更
19145904 諸地域言語（ｽﾜﾋﾘ語2） 品川　大輔 秋期 金曜日 2 オンライン
19150153 英語A2 ロッセール 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150154 英語A2 ロッセール 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150155 英語A2 クリストファー 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150156 英語A2 リッチー 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150157 英語A2 ミラー 秋期 月曜日 5 対面
19150158 英語A2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 月曜日 4 対面
19150159 英語A2 奥山　ルシンダ 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150160 英語A2 トンプソン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150161 英語A2 トンプソン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150162 英語A2 シャトノバ 秋期 月曜日 5 対面
19150163 英語A2 ミラー 秋期 火曜日 4 対面
19150164 英語A2 下郡　祐次郎 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
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19150165 英語A2 周  育佳 秋期 月曜日 4 対面
19150166 英語A2 周  育佳 秋期 月曜日 5 対面
19150167 英語A2 シャトノバ 秋期 火曜日 5 対面
19150168 英語A2 杉田  磨理子 秋期 月曜日 4 対面 8/28　授業形態変更
19150169 英語A2 田中　暁子 秋期 火曜日 4 対面
19150170 英語A2 ライチェック 秋期 火曜日 4 オンライン 9/9　授業形態変更
19150171 英語A2 ライチェック 秋期 火曜日 5 オンライン 9/9　授業形態変更
19150172 英語A2 有賀  明子 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150173 英語A2 有賀  明子 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150174 英語A2 ロザリオ 秋期 月曜日 4 対面
19150175 英語A2 ロザリオ 秋期 月曜日 5 対面
19150176 英語A2 ミラー 秋期 火曜日 5 対面
19150177 英語A2 フランシス 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150178 英語A2 フランシス 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150179 英語A2 スキャッターグッド 秋期 木曜日 5 対面
19150180 英語A2 スズキ 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150181 英語A2 スキャッターグッド 秋期 木曜日 4 対面
19150182 英語A2 バロース 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150183 英語A2 ラグズデール 秋期 木曜日 5 対面
19150184 英語A2 サンダース 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150185 英語A2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 金曜日 5 対面
19150186 英語A2 宇野沢  和子 秋期 金曜日 5 オンライン 9/9　授業形態変更
19150187 英語A2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 金曜日 4 対面
19150188 英語A2 下郡　祐次郎 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150189 英語A2 宇野沢  和子 秋期 金曜日 4 オンライン 9/9　授業形態変更
19150190 英語A2 下郡　祐次郎 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150191 英語A2 デジョング 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150192 英語A2 クリストファー 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150193 英語A2 ライチェック 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150194 英語A2 田中　暁子 秋期 金曜日 4 対面
19150195 英語A2 ボルロンガン 秋期 木曜日 4 オンライン 9/10　授業形態変更
19150196 英語A2 ボルロンガン 秋期 木曜日 5 オンライン 9/10　授業形態変更
19150197 英語A2 村上  弥生 秋期 木曜日 5 対面
19150198 英語A2 村上  弥生 秋期 木曜日 4 対面
19150199 英語A2 安藤  エレーナ 秋期 木曜日 4 対面
19150200 英語A2 安藤  エレーナ 秋期 木曜日 5 対面
19150201 英語A2 キャラカー 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150202 英語A2 田中　暁子 秋期 金曜日 5 対面
19150203 英語A2 カーペンター 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150204 英語A2 ブレナン 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150234 英語A4 須田  祐子 秋期 月曜日 5 対面
19150235 英語A4 須田  祐子 秋期 月曜日 4 対面
19150236 英語A4 フェルドマン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150237 英語A4 デジョング 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150238 英語A4 安藤  和弘 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150239 英語A4 安藤  和弘 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150240 英語A4 加藤  千晶 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150241 英語A4 加藤  千晶 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150242 英語A4 岩川  倫子 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150243 英語A4 岩川  倫子 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150244 英語A4 豊島  実和 秋期 火曜日 5 対面
19150245 英語A4 小野　五弥子 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150246 英語A4 小野　五弥子 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150247 英語A4 ラグズデール 秋期 火曜日 4 対面
19150248 英語A4 ホーネス 秋期 金曜日 5 対面 9/12　授業形態変更
19150249 英語A4 ミラー 秋期 木曜日 4 対面
19150250 英語A4 有賀  明子 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150251 英語A4 ラグズデール 秋期 木曜日 4 対面
19150252 英語A4 有賀  明子 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150253 英語A4 ダー 秋期 金曜日 4 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
19150254 英語A4 ダー 秋期 金曜日 5 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
19150255 英語A4 ローウェンスティン 秋期 月曜日 4 対面
19150256 英語A4 ストラウド 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150257 英語A4 クマリ 秋期 木曜日 4 対面 8/28　授業形態変更
19150258 英語A4 フェルドマン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150259 英語A4 ホーネス 秋期 金曜日 4 対面 9/12　授業形態変更
19150260 英語A4 ストラウド 秋期 木曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150261 英語A4 ポン 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150262 英語A4 スキャッターグッド 秋期 金曜日 4 対面
19150264 英語B2 カレンダー 秋期 火曜日 4 オンライン 9/8　授業形態変更、教員変更
19150281 英語B2 モリス 秋期 金曜日 4 対面
19150299 英語B2 小泉　ゆう子 秋期 金曜日 5 対面
19150300 英語B2 マーフィー 秋期 木曜日 4 対面
19150301 英語B2 豊島  実和 秋期 火曜日 4 対面
19150302 英語B2 王　煒彤 秋期 木曜日 4 対面
19150303 英語B2 村上  弥生 秋期 水曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150304 英語B2 下郡　祐次郎 秋期 月曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150305 英語B2 モリス 秋期 金曜日 5 対面
19150306 英語B2 田中　暁子 秋期 火曜日 5 対面 8/28　授業形態変更
19150307 英語B2 夏苅　佐宜 秋期 月曜日 4 対面
19150308 英語B2 笠井  貴史 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150309 英語B2 相木　裕史 秋期 金曜日 4 対面
19150310 英語B2 南條  竹則 秋期 水曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150311 英語B2 山本  元 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150312 英語B2 山本  元 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150313 英語B2 リン 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150314 英語B2 杉田  磨理子 秋期 月曜日 5 対面 8/28　授業形態変更
19150315 英語B2 村上  弥生 秋期 水曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150316 英語B2 ヘイデン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/9　授業形態変更
19150317 英語B2 ヘンダーソン 秋期 月曜日 4 オンライン 9/8　授業形態変更
19150318 英語B2 サラニ 秋期 月曜日 4 対面
19150319 英語B2 王　煒彤 秋期 木曜日 5 対面
19150320 英語B2 ジョンソン 秋期 水曜日 5 オンライン 9/24　閉講
19150321 英語B2 クーパー 秋期 月曜日 4 対面
19150322 英語B2 ジョンソン 秋期 水曜日 4 オンライン 9/24　閉講
19150323 英語B2 ウィルコックス 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150324 英語B2 リッチー 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150325 英語B2 由井  ﾛﾊﾞｰﾄ 秋期 月曜日 5 対面
19150326 英語B2 ロザリオ 秋期 水曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150327 英語B2 ウィズ 秋期 木曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150328 英語B2 ポン 秋期 金曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150329 英語B2 夏苅　佐宜 秋期 月曜日 5 対面
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19150330 英語B2 小泉　ゆう子 秋期 金曜日 4 対面
19150332 英語B2 岩政  伸治 秋期 火曜日 5 対面
19150333 英語B2 須田  祐子 秋期 金曜日 4 対面
19150334 英語B2 岩政  伸治 秋期 火曜日 4 対面
19150335 英語B2 クーパー 秋期 月曜日 5 対面
19150336 英語B2 チャン 秋期 水曜日 4 オンライン 9/8　授業形態変更、教員変更
19150337 英語B2 コンウェイ 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150338 英語B2 相木　裕史 秋期 木曜日 5 対面 8/29　授業形態変更
19150343 英語B2（Advanced） スケリット 秋期 火曜日 4 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
19150344 英語B2（Advanced） 池田 和子 秋期 月曜日 4 対面
19150345 英語B2（Advanced） キャラカー 秋期 金曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150346 英語B2（Advanced） ヘンダーソン 秋期 木曜日 5 対面 8/28　授業形態変更
19150347 英語B2（Advanced） ライチェック 秋期 水曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150348 英語B2（Advanced） スケリット 秋期 火曜日 5 対面 9/8　授業形態変更、教員変更
19150355 英語B4 ミラー 秋期 月曜日 4 対面
19150356 英語B4 ラグズデール 秋期 火曜日 5 対面
19150357 英語B4 原田　容子 秋期 火曜日 4 対面
19150358 英語B4 ライチェック 秋期 水曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150359 英語B4 相木　裕史 秋期 金曜日 5 対面
19150361 英語A2 ハイン 秋期 火曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150363 英語A4 ハイン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/3　授業形態変更
19150365 英語A6 フリードリック 秋期 水曜日 2 オンライン 9/3　授業形態変更
19150367 英語B6 ロザリオ 秋期 水曜日 2 オンライン 9/3　授業形態変更
19150369 英語B8 ラグズデール 秋期 月曜日 3 オンライン 9/3　授業形態変更
19150371 英語B8 シャトノバ 秋期 月曜日 4 オンライン 9/3　授業形態変更
19150383 英語B2 ローウェンスティン 秋期 月曜日 5 対面

19150384 英語B2 杉田　米行 秋期 月曜日 5 オンライン

9/8　追加開講
※　この授業ではオンデマンド教材を使
用するが、対面授業は毎週オンラインで
実施する。そのため、開講時限（月5）は
必ず空けておくこと。

19150385 英語B2 シワック 秋期 金曜日 5 オンライン

9/8　追加開講
※　この授業ではオンデマンド教材を使
用するが、対面授業は毎週オンラインで
実施する。そのため、開講時限（金5）は
必ず空けておくこと。

19151102 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語A2） 櫻井  麻美 秋期 月曜日 4 オンライン
19151106 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語A4） ビリック 秋期 水曜日 3 オンライン
19151107 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語A4） 津山  拓也 秋期 火曜日 4 オンライン
19151108 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語A4） 西岡  あかね 秋期 木曜日 5 オンライン
19151110 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語B2） 丸山　空大 秋期 木曜日 4 オンライン
19151112 教養外国語（ﾄﾞｲﾂ語B4） ビリック 秋期 火曜日 4 オンライン
19151306 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2） 中尾  和美 秋期 木曜日 4 オンライン
19151307 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2） 竹下　和亮 秋期 金曜日 3 オンライン
19151308 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2） 陶山  大一郎 秋期 月曜日 5 オンライン
19151309 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2） 宇田川  和夫 秋期 月曜日 4 オンライン
19151310 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2） 髙井　奈緒 秋期 金曜日 4 オンライン
19151314 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A4） 古賀　健太郎 秋期 木曜日 4 オンライン
19151315 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A4） カリオ 秋期 木曜日 5 オンライン
19151316 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A4） ダブレージュ 秋期 月曜日 5 オンライン 9/7　曜限変更　9/16　教員決定
19151320 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B2） 竹下　和亮 秋期 火曜日 4 オンライン
19151321 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B2） 陶山  大一郎 秋期 月曜日 4 オンライン
19151322 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B2） 宇田川  和夫 秋期 月曜日 5 オンライン
19151325 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B4） ダブレージュ 秋期 水曜日 5 オンライン 9/7　曜限変更　9/16　教員決定
19151326 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B4） 坂井  真紀子 秋期 木曜日 4 オンライン
19151328 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A2） 松澤　水戸 秋期 木曜日 5 オンライン
19151503 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語A2） 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 4 オンライン
19151507 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語A4） 森口  いずみ 秋期 金曜日 4 オンライン
19151508 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語A4） 森口  いずみ 秋期 金曜日 5 オンライン
19151510 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語B2） 今井メッシーナ 秋期 火曜日 4 オンライン
19151512 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語B4） 横田　さやか 秋期 金曜日 5 オンライン
19151515 教養外国語（ｲﾀﾘｱ語A2） 柴田　瑞枝 秋期 火曜日 5 オンライン
19151706 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A2） 佐藤  麻里乃 秋期 水曜日 4 オンライン
19151707 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A2） 郷澤　圭介 秋期 火曜日 5 オンライン
19151708 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A2） 久住  真由 秋期 火曜日 4 オンライン
19151709 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A2） 愛場  百合子 秋期 木曜日 5 オンライン
19151710 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A2） 豊田　唯 秋期 月曜日 5 オンライン
19151716 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A4） 結城　健太郎 秋期 水曜日 3 オンライン
19151717 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A4） 那須  まどり 秋期 水曜日 4 オンライン
19151718 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A4） 高松  英樹 秋期 金曜日 4 オンライン
19151719 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A4） 佐藤  麻里乃 秋期 水曜日 5 オンライン
19151720 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語A4） 豊田　唯 秋期 月曜日 4 オンライン
19151723 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語B2） 久住  真由 秋期 火曜日 5 オンライン
19151724 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語B2） 愛場  百合子 秋期 木曜日 4 オンライン
19151725 教養外国語（ｽﾍﾟｲﾝ語B2） 郷澤　圭介 秋期 火曜日 4 オンライン 9/19　新規追加
19151902 教養外国語（ﾛｼｱ語A2） 佐藤　貴之 秋期 火曜日 5 オンライン
19151904 教養外国語（ﾛｼｱ語A4） 小林  潔 秋期 金曜日 4 オンライン
19151906 教養外国語（ﾛｼｱ語B2） 佐藤　貴之 秋期 火曜日 4 オンライン
19151908 教養外国語（ﾛｼｱ語B4） 小林  潔 秋期 金曜日 5 オンライン
19152108 教養外国語（中国語A2） 佐和田  成美 秋期 火曜日 4 オンライン
19152109 教養外国語（中国語A2） 李  軼倫 秋期 火曜日 5 オンライン
19152110 教養外国語（中国語A2） 小薗  瑞恵 秋期 金曜日 4 オンライン
19152111 教養外国語（中国語A2） 佐和田  成美 秋期 金曜日 5 オンライン
19152112 教養外国語（中国語A2） 蘇紅 秋期 火曜日 4 オンライン
19152113 教養外国語（中国語A2） 孫　国鳳 秋期 木曜日 5 オンライン
19152114 教養外国語（中国語A2） 朱　海燕 秋期 木曜日 4 オンライン
19152122 教養外国語（中国語A4） 蘇紅 秋期 火曜日 5 オンライン
19152123 教養外国語（中国語A4） 佐和田  成美 秋期 火曜日 5 オンライン
19152124 教養外国語（中国語A4） 星  健一 秋期 水曜日 5 オンライン
19152125 教養外国語（中国語A4） 李  軼倫 秋期 火曜日 4 オンライン
19152126 教養外国語（中国語A4） 張　麗 秋期 金曜日 4 オンライン
19152127 教養外国語（中国語A4） 小薗  瑞恵 秋期 金曜日 5 オンライン
19152128 教養外国語（中国語A4） 朱　海燕 秋期 木曜日 5 オンライン
19152130 教養外国語（中国語B2） 孫　興鋒 秋期 月曜日 4 オンライン
19152133 教養外国語（中国語B4） 孫　興鋒 秋期 金曜日 4 オンライン
19152134 教養外国語（中国語B4） 星  健一 秋期 水曜日 4 オンライン
19152308 教養外国語（朝鮮語A2） 五十嵐 孔一 秋期 月曜日 4 オンライン
19152309 教養外国語（朝鮮語A2） 金　恵珍 秋期 木曜日 4 オンライン
19152310 教養外国語（朝鮮語A2） 阪堂  千津子 秋期 水曜日 3 オンライン
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19152311 教養外国語（朝鮮語A2） 富所　明秀 秋期 水曜日 5 オンライン
19152312 教養外国語（朝鮮語A2） 金　賢信 秋期 火曜日 4 オンライン
19152313 教養外国語（朝鮮語A2） 金　恵珍 秋期 木曜日 5 オンライン
19152314 教養外国語（朝鮮語A2） 宋  美玲 秋期 金曜日 4 オンライン
19152320 教養外国語（朝鮮語A4） 柳川　陽介 秋期 金曜日 4 オンライン
19152321 教養外国語（朝鮮語A4） 韓  必南 秋期 火曜日 5 オンライン
19152322 教養外国語（朝鮮語A4） 阪堂  千津子 秋期 水曜日 4 オンライン
19152323 教養外国語（朝鮮語A4） 金　賢信 秋期 火曜日 5 オンライン
19152324 教養外国語（朝鮮語A4） 宋  美玲 秋期 金曜日 5 オンライン
19152326 教養外国語（朝鮮語B2） 韓  必南 秋期 金曜日 4 オンライン
19152329 教養外国語（朝鮮語B4） 富所　明秀 秋期 水曜日 4 オンライン
19152330 教養外国語（朝鮮語B4） 韓  必南 秋期 火曜日 4 オンライン
19152332 教養外国語（朝鮮語A2） 柳川　陽介 秋期 金曜日 5 オンライン
19152334 教養外国語（朝鮮語B2） 未定 秋期 木曜日 4 オンライン
19152501 教養外国語（ｱﾗﾋﾞｱ語A1） 冨永　正人 秋期 木曜日 4 オンライン
19152504 教養外国語（ｱﾗﾋﾞｱ語A2） 野口　舞子 秋期 火曜日 4 オンライン
19152506 教養外国語（ｱﾗﾋﾞｱ語B1） 冨永　正人 秋期 木曜日 5 オンライン
19152507 教養外国語（ｱﾗﾋﾞｱ語B2） 平　寛多朗 秋期 金曜日 4 オンライン
19152509 教養外国語（ｱﾗﾋﾞｱ語A2） 平　寛多朗 秋期 金曜日 3 オンライン
19152702 教養外国語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語A2） 水沼  修 秋期 月曜日 5 オンライン
19152704 教養外国語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語A4） 宮入　亮 秋期 金曜日 5 オンライン
19152706 教養外国語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語B2） 水沼  修 秋期 月曜日 4 オンライン
19152708 教養外国語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語B4） 宮入　亮 秋期 金曜日 4 オンライン
19160002 北西ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎2 伊東　剛史 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160005 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎2 津山  拓也 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19160009 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎6 千葉  敏之 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19160010 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎7 小野寺　拓也 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19160011 西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎1 芹生　尚子 秋期 火曜日 1 オンライン 8/26 授業形態変更、9/2 曜限変更
19160012 西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎2 山手　昌樹 秋期 月曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160015 西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎5 ルボワ 秋期 金曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19160018 ｲﾍﾞﾘｱ地域基礎2 川上  茂信 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19160019 ｲﾍﾞﾘｱ地域基礎3 ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19160022 ﾛｼｱ地域基礎3 巽　由樹子 秋期 月曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19160023 北ｱﾒﾘｶ地域基礎1 兼子　歩 秋期 水曜日 5 オンライン 8/26　授業形態変更

19160025 北ｱﾒﾘｶ地域基礎3 大鳥　由香子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。
19160027 ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ地域基礎1 内山　直子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160030 東ｱｼﾞｱ地域基礎1 松本　理可子 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160032 東ｱｼﾞｱ地域基礎3 渡辺　直紀 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160034 東ｱｼﾞｱ地域基礎5 藤井　豪 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160038 東南ｱｼﾞｱ地域基礎3 山﨑　美保 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19160040 東南ｱｼﾞｱ地域基礎5 左右田 直規 秋期 火曜日 2 対面 9/17　授業形態変更
19160042 東南ｱｼﾞｱ地域基礎7 小川  英文 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160044 東南ｱｼﾞｱ地域基礎9 宮田  敏之 秋期 水曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
19160046 東南ｱｼﾞｱ地域基礎11 菊池  陽子 秋期 火曜日 2 対面 8/26　授業形態変更
19160048 東南ｱｼﾞｱ地域基礎13 小田　なら 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160050 東南ｱｼﾞｱ地域基礎15 高橋  宏明 秋期 金曜日 3 オンライン 9/2　授業形態変更
19160052 東南ｱｼﾞｱ地域基礎17 寺井　淳一 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19160054 南ｱｼﾞｱ地域基礎2 藤井  毅 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160056 南ｱｼﾞｱ地域基礎4 日下部　尚徳 秋期 火曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19160058 中央ｱｼﾞｱ地域基礎2 青木　雅浩 秋期 木曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更

19160059 中央ｱｼﾞｱ地域基礎3 山田　洋平 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19160061 中央ｱｼﾞｱ地域基礎5 島田  志津夫 秋期 金曜日 3 対面 9/8　授業形態変更
19160062 中東地域基礎1 森島  聡 秋期 金曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更

19160065 ｱﾌﾘｶ地域基礎2 坂井  真紀子 秋期 火曜日 2 対面

9/28　授業形態変更
※　10/6, 11/11, 12/8, 1/5（合計4回分
の授業）は対面授業を行う。それ以外の
授業回はオンラインで実施する。

19160069 ｵｾｱﾆｱ地域基礎2 山内  由理子 秋期 水曜日 1 オンライン 8/26　授業形態変更
19160074 ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ地域基礎2 舛方　周一郎 秋期 金曜日 3 オンライン 8/26　授業形態変更
19172001 基礎演習 逆井　聡人 秋期 木曜日 1 オンライン
19172002 基礎演習 西畑　香里 秋期 木曜日 1 オンライン
19172003 基礎演習 益子  幸江 秋期 木曜日 1 オンライン 8/31　閉講
19172004 基礎演習 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 1 オンライン
19172005 基礎演習 加藤  美帆 秋期 木曜日 1 オンライン
19172006 基礎演習 鈴木  美弥子 秋期 木曜日 1 オンライン
19172007 基礎演習 田島  陽一 秋期 木曜日 1 オンライン
19172008 基礎演習 風間  伸次郎 秋期 木曜日 1 オンライン
19172009 基礎演習 大川  正彦 秋期 木曜日 1 オンライン
19172010 基礎演習 佐野  洋 秋期 木曜日 1 オンライン
19172011 基礎演習 小笠原  欣幸 秋期 木曜日 1 オンライン
19172012 基礎演習 中山　裕美 秋期 木曜日 1 オンライン
19172013 基礎演習 楊　殿閣 秋期 木曜日 1 オンライン
19172014 基礎演習 吉田  ゆり子 秋期 木曜日 1 オンライン
19172015 基礎演習 田島  充士 秋期 木曜日 1 オンライン
19172016 基礎演習 蒲生  慶一 秋期 木曜日 1 オンライン
19172017 基礎演習 箕浦  信勝 秋期 木曜日 1 オンライン
19172018 基礎演習 岡田  昭人 秋期 木曜日 1 オンライン
19172019 基礎演習 金  富子 秋期 木曜日 1 オンライン
19172020 基礎演習 朴　紅蓮 秋期 木曜日 1 オンライン
19172021 基礎演習 真鍋  求 秋期 木曜日 1 オンライン
19172022 基礎演習 蔡　熙鏡 秋期 木曜日 1 オンライン
19172023 基礎演習 塚田　浩幸 秋期 木曜日 1 オンライン
19172024 基礎演習 貞包　和寛 秋期 木曜日 1 オンライン
19172025 基礎演習 粟屋  利江 秋期 木曜日 1 オンライン
19172026 基礎演習 内藤  稔 秋期 木曜日 1 オンライン
19172027 基礎演習 中山  智香子 秋期 木曜日 1 オンライン
19172028 基礎演習 丸山　空大 秋期 木曜日 1 オンライン
19172029 基礎演習 萩原　優理奈 秋期 木曜日 1 オンライン
19172030 基礎演習 吉本  秀之 秋期 木曜日 1 オンライン
19172031 基礎演習 望月  圭子 秋期 木曜日 1 オンライン
19172032 基礎演習 上原　こずえ 秋期 木曜日 1 オンライン
19172033 基礎演習 川本　渚凡 秋期 木曜日 1 オンライン
19172034 基礎演習 古川  哲 秋期 木曜日 1 オンライン
19172035 基礎演習 趙　沼振 秋期 木曜日 1 オンライン
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19173002 ｽﾎﾟｰﾂ1 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19173014 舞踊1 中川 聖子 秋期 未定 オンライン 9/2　閉講
19173015 舞踊1 中川 聖子 秋期 未定 オンライン 9/2　閉講

19173016 舞踊1 河合  徳枝 秋期 木曜日 3 対面

9/16　授業形態変更
※　第1回～第9回は対面授業（実技）、
第10回～第13回はオンライン授業（講
義）の予定。

19173017 舞踊1 河合  徳枝 秋期 木曜日 4 対面

9/16　授業形態変更
※　第1回～第9回は対面授業（実技）、
第10回～第13回はオンライン授業（講
義）の予定。

19173018 舞踊1 亀谷  真知子 秋期 金曜日 3 対面 9/16　授業形態変更
19173019 舞踊1 亀谷  真知子 秋期 金曜日 4 対面 9/16　授業形態変更

19173021 体力づくり1 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19173023 体力づくり2 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19180004 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論2 望月  由起 秋期 金曜日 4 オンライン
19180005 市民社会と協働2 壽賀  一仁 秋期 水曜日 4 オンライン
19180013 国際社会と地域1 青山 弘之 秋期 水曜日 5 オンライン
19180016 国際社会と地域2 ウィルコックス 秋期 月曜日 5 オンライン
19180017 国際社会と地域2 ライチェック 秋期 水曜日 3 オンライン
19180020 国際社会と地域2 マーフィー 秋期 木曜日 5 オンライン
19180021 国際社会と地域2 森田　京子 秋期 金曜日 4 オンライン
19180024 国際社会と地域2 松隈  潤 秋期 月曜日 5 オンライン
19180028 多文化社会2 萩尾　生 秋期 火曜日 4 オンライン
19180029 多文化社会2 福田　彩 秋期 木曜日 5 オンライン
19180034 教養としての言語学2 市橋 久美子 秋期 木曜日 2 オンライン
19180035 教養としての言語学2 岡田  昭人 秋期 木曜日 3 オンライン
19180036 教養としての言語学2 市橋 久美子 秋期 木曜日 5 オンライン
19180042 歴史学2（世界史） 金井  光太朗 秋期 月曜日 5 オンライン
19180046 哲学2 岩崎  稔 秋期 月曜日 4 オンライン

19180047 哲学2 高橋  義人 秋期 木曜日 5 オンライン
9/16　授業形態変更（時限指定のオンラ
イン方式に戻す）

19180048 哲学2〔哲学〕 丸山　文隆 秋期 火曜日 4 オンライン
19180051 憲法2 安原　陽平 秋期 金曜日 2 オンライン
19180052 憲法2 小川　亮 秋期 水曜日 3 オンライン
19180054 こころの科学2 橋本　和幸 秋期 月曜日 1 オンライン
19180055 文化と芸術2 野平  宗弘 秋期 水曜日 3 オンライン 9/20　担当教員変更
19180057 文化と芸術2 柴田  勝二 秋期 木曜日 2 オンライン
19180061 文化と芸術2 真下　弥生 秋期 火曜日 1 オンライン
19180062 文化と芸術2 逆井　聡人 秋期 木曜日 2 オンライン
19180063 文化と芸術2 丸山　空大 秋期 木曜日 5 オンライン
19180064 文化と芸術2 水野  善文 秋期 水曜日 4 オンライン
19180065 日本の現在を知る2 陳　礼美 秋期 水曜日 3 オンライン 9/8　科目名・教員・曜限変更
19180066 文化と芸術2 吉本  秀之 秋期 木曜日 5 オンライン
19180067 文化と芸術2 丹羽  泉 秋期 水曜日 3 オンライン
19180069 情報技法2 小寺  孝 秋期 木曜日 2 オンライン 9/4　授業形態変更
19180071 教育基礎論2 小野  雅章 秋期 月曜日 5 オンライン
19180072 学習心理学 田島  充士 秋期 木曜日 5 オンライン
19180074 教育相談 橋本　和幸 秋期 木曜日 1 オンライン
19180075 進路指導･ｷｬﾘｱ教育論 望月  由起 秋期 金曜日 5 オンライン
19180082 環境と科学2 田野尻　哲郎 秋期 火曜日 2 オンライン
19180090 日本の現在を知る1 ハイン 秋期 火曜日 1 オンライン
19180097 日本の現在を知る2 五十嵐　ミュゲ 秋期 水曜日 4 オンライン
19180098 日本の現在を知る2 五十嵐　ミュゲ 秋期 水曜日 3 オンライン
19180099 日本の現在を知る2 コミサロフ　喜美 秋期 水曜日 5 オンライン
19180100 日本の現在を知る2 フリードリック 秋期 水曜日 3 オンライン
19180104 日本の現在を知る2 フィゲロア 秋期 水曜日 4 オンライン
19180105 日本の現在を知る2 フィゲロア 秋期 水曜日 5 オンライン
19180106 日本の現在を知る2 春名　展生 秋期 木曜日 4 オンライン
19180107 日本の文学と文化を知る2 トム　メス 秋期 水曜日 4 オンライン
19180116 日本の言語を知る2 中村  彰 秋期 金曜日 4 オンライン
19180119 日本の言語を知る2 河内　一博 秋期 木曜日 5 オンライン
19180120 日本の言語を知る2〔国語学〕 佐藤　佑 秋期 月曜日 2 オンライン
19180123 日本語を教える2 中井　陽子 秋期 水曜日 3 オンライン
19180124 日本語を教える2 谷口  龍子 秋期 木曜日 2 オンライン
19180125 日本語を教える2 林 俊成 秋期 水曜日 2 オンライン
19180141 日本の文学と文化を知る2 イリス　ハウカンプ 秋期 火曜日 2 オンライン
19180142 日本の文学と文化を知る2 菅長  理恵 秋期 木曜日 3 オンライン
19180147 日本の文学と文化を知る2 森田　京子 秋期 金曜日 5 オンライン
19180151 歴史の中の日本を知る1 倉方　慶明 秋期 水曜日 3 オンライン
19180152 歴史の中の日本を知る2 木村　正美 秋期 金曜日 2 オンライン
19180153 歴史の中の日本を知る2 ハイン 秋期 木曜日 5 オンライン
19180154 歴史の中の日本を知る2 友常  勉 秋期 月曜日 4 オンライン
19180155 歴史の中の日本を知る2 モリス 秋期 金曜日 2 オンライン
19180157 歴史の中の日本を知る2 ジョン　ポーター 秋期 月曜日 4 オンライン
19180158 歴史の中の日本を知る2 吉田  ゆり子 秋期 木曜日 2 オンライン
19180165 古典言語2 長島　真以於 秋期 火曜日 4 オンライン
19180167 古典言語2 杉山  晃太郎 秋期 月曜日 3 オンライン
19180168 古典言語2 杉山  晃太郎 秋期 月曜日 2 オンライン
19180169 古典言語2 水野  善文 秋期 木曜日 4 オンライン
19180170 ｱｼﾞｱの言語2 菱山　湧人 秋期 金曜日 4 オンライン
19180181 ｱｼﾞｱの言語2 奥　真裕 秋期 水曜日 5 オンライン
19180187 ｱｼﾞｱの言語2 志賀  雪湖 秋期 木曜日 4 オンライン
19180188 ｱｼﾞｱの言語2 花薗  悟 秋期 木曜日 4 オンライン
19180189 ｱｼﾞｱの言語2 風間  伸次郎 秋期 月曜日 3 オンライン
19180190 ｱｼﾞｱの言語2 星 泉 秋期 金曜日 2 オンライン
19180191 ｱｼﾞｱの言語2 宮本　城 秋期 金曜日 1 オンライン
19180192 ｱｼﾞｱの言語2 足立  享祐 秋期 金曜日 3 オンライン
19180193 ｱｼﾞｱの言語2 飯郷　友康 秋期 水曜日 4 オンライン
19180194 ｱｼﾞｱの言語2 粟屋  利江 秋期 月曜日 1 オンライン
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19180195 ｱｼﾞｱの言語2 粟屋  利江 秋期 木曜日 4 オンライン
19180202 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 鴨志田　聡子 秋期 水曜日 4 オンライン
19180214 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 森  信嘉 秋期 木曜日 4 オンライン
19180215 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 末松　淑美 秋期 水曜日 4 オンライン
19180216 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 ガリ　オルティゴーサ 秋期 木曜日 4 オンライン
19180217 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 秋期 月曜日 4 オンライン
19180219 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 木村　真 秋期 火曜日 1 オンライン
19180220 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 小川　暁道 秋期 金曜日 5 オンライン
19180221 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 櫻井  映子 秋期 水曜日 3 オンライン
19180223 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 水曜日 4 オンライン
19180224 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 1 オンライン 9/25　開講時限変更
19180225 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 4 オンライン
19180228 ｱﾌﾘｶの言語2 箕浦  信勝 秋期 火曜日 3 オンライン
19180233 国際社会と地域1 藤井　欣子 秋期 水曜日 4 オンライン
19180234 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論2 石井　貴春 秋期 水曜日 4 オンライン 9/8　担当教員変更
19180235 国際社会と地域2 藤井　欣子 秋期 木曜日 4 オンライン
19180236 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論2 藤井　欣子 秋期 金曜日 4 オンライン
19180256 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 黒澤  直俊 秋期 金曜日 4 オンライン
19180258 国際社会と地域2 金  富子 秋期 水曜日 3 オンライン

19180260 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 田中  孝史 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19180262 国際社会と地域2 高瀬　千賀子 秋期 火曜日 5 オンライン
19180268 市民社会と協働2 小島　祥美 秋期 火曜日 4 オンライン
19180269 国際社会と地域2 栗田  博之 秋期 水曜日 3 オンライン
19180270 国際社会と地域2 栗田  博之 秋期 水曜日 4 オンライン
19180272 国際社会と地域2 宮田  敏之 秋期 月曜日 2 オンライン 9/19　新規追加

19190001 教師論 加藤  美帆 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19190006 教育方法・技術論 澤田　稔 秋期 時間外 オンデマンド

※　9/12　説明更新
オンデマンド型授業（受講時間帯は問わ
ない）。ただし、毎週月曜2限にオンライ
ン方式での授業（自由参加）を設定予
定。なお、オンデマンド型教材は、このオ
ンライン・対面授業の記録動画となる場
合（授業日後のアップロード）、またはオ
ンライン授業前の講読資料となる場合
（授業日前のアップロード）の双方があ
り、授業進度等に応じて柔軟に対応す
る。これらの詳細を含めて、必要な情報
は全てMoodleで指示するので、受講学
生は全員Moodleに登録し、毎週適宜更
新を確認すること。

19190009 英語科教育法2 根岸  雅史 秋期 金曜日 4 オンライン
19190011 ﾄﾞｲﾂ語科教育法2 藤縄  康弘 秋期 木曜日 4 オンライン
19190013 ﾌﾗﾝｽ語科教育法2 川口  裕司 秋期 火曜日 5 オンライン
19190015 ｽﾍﾟｲﾝ語科教育法2 川上  茂信 秋期 火曜日 5 オンライン
19190017 中国語科教育法2 加藤  晴子 秋期 金曜日 4 オンライン
19190019 朝鮮語科教育法2 五十嵐 孔一 秋期 月曜日 3 オンライン
19190021 社会科・地理歴史科教育法2 米山　宏史 秋期 火曜日 5 対面 9/28　授業形態変更
19190025 国語科教育法2 石井　裕啓 秋期 金曜日 5 オンライン
19J0002 クリティカル・リーディング2 工藤　嘉名子 秋期 木曜日 2 オンライン
19J0004 コミュニケーション・スキル2 鈴木　綾乃 秋期 火曜日 2 オンライン
19J0007 ライティング・スキル2 鈴木  智美 秋期 月曜日 1 オンライン
19J0009 メディア日本語2 鈴木　美加 秋期 火曜日 2 オンライン
19J0011 キャリア日本語2 大津　友美 秋期 木曜日 2 オンライン
19J0013 古文入門2 川村  大 秋期 月曜日 1 オンライン
19J0014 漢文入門 藤井　嘉章 秋期 水曜日 1 オンライン
19J0016 キャリア日本語2 嶋原　耕一 秋期 水曜日 1 オンライン
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