
曜日・時限・教員変更　  秋学期 2020/09/18現在※は科目名が変更

.時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名

世界教養プログラム

担当教員名 期間 曜日 時限

100308 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ) ルスト, 藤縄 通年 金曜日 1 地域言語A(ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ)⇒ ルスト, 他 通年 金曜日 1

100904 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 近藤ペレス, 久野 通年 月曜日 3 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ)⇒ 近藤ペレス, 他 通年 月曜日 3

100905 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) ガリ, 久野 通年 火曜日 3 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ)⇒ ガリ　オルティゴー
サ, 他

通年 火曜日 3

100909 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ) 斎藤, 久野 通年 月曜日 1 地域言語A(ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ)⇒ 斎藤　華子, 他 通年 月曜日 1

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 月曜日 1 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

110523 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10) 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 1 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10)⇒ ダブレージュ 秋期 水曜日 1

111109 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-7) 水沼  修 秋期 月曜日 3 地域言語A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-7)⇒ 水沼  修 秋期 月曜日 1

112708 地域言語A(英語Ⅱ-7) 原田　容子 秋期 火曜日 4 地域言語A(英語Ⅱ-7)⇒ 原田　容子 秋期 火曜日 5

120107 地域言語A(英語Ⅲ-2) ロ・ディコ 秋期 金曜日 2 地域言語A(英語Ⅲ-2)⇒ ヴェラスコ 秋期 木曜日 2

120117 地域言語A(英語Ⅲ-4) リン 秋期 木曜日 2 地域言語A(英語Ⅲ-2)⇒ リン 秋期 金曜日 2

120142 地域言語A(英語Ⅲ-8) 松本　浩欣 秋期 月曜日 2 地域言語A(英語Ⅲ-8)⇒ スカダー 秋期 金曜日 2

120507 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-4) 教員（会議未提出） 秋期 月曜日 2 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-4)⇒ 教員（会議未提出） 秋期 木曜日 5

120511 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-6) ルボワ 秋期 金曜日 2 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-6)⇒ ルボワ 秋期 金曜日 3

120515 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-8) 髙井　奈緒 秋期 金曜日 2 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-8)⇒ 髙井　奈緒 秋期 金曜日 3

120516 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-8) 教員（会議未提出） 秋期 火曜日 1 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-8)⇒ 教員（会議未提出） 秋期 金曜日 5

130725 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-9) チャハヤニンルム, 降
幡

秋期 火曜日 2 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-9)⇒ チャハヤニンルム, 
降幡

秋期 水曜日 3

130736 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8) 竹下, 降幡 秋期 木曜日 1 地域言語A(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8)⇒ 竹下, 降幡 秋期 金曜日 1

131508 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-6) 鈴木  玲子 秋期 火曜日 3 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-6)⇒ 鈴木  玲子 秋期 金曜日 3

131522 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-6) サイサモーン 秋期 月曜日 3 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-6)⇒ パソムポーン 秋期 月曜日 3

131534 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-8) サイサモーン 秋期 月曜日 2 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-8)⇒ パソムポーン 秋期 月曜日 2

131907 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-6) マロム 秋期 火曜日 3 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

131910 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-8) 岡田  知子 秋期 金曜日 1 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

131911 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-9) 上田  広美 秋期 木曜日 3 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

131923 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-9) マロム 秋期 木曜日 3 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

131924 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-10) マロム 秋期 火曜日 2 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

131930 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-6) マロム 秋期 木曜日 2 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

131934 地域言語A(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-8) 上田  広美 秋期 火曜日 1 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

1/7 ページ



132106 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-6) トゥザライン 秋期 火曜日 3 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-6)⇒ トゥザライン 秋期 木曜日 3

132112 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-10) トゥザライン 秋期 木曜日 3 地域言語A(ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-10)⇒ トゥザライン 秋期 火曜日 3

132714 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-10) ロエ, 丹羽 秋期 水曜日 1 地域言語A(ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-10)⇒ ロエ, 丹羽 秋期 金曜日 1

133109 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅰ-9) 石丸 由美 秋期 火曜日 2 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅰ-9)⇒ 石丸 由美 秋期 火曜日 1

133118 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅱ-8) ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 2 地域言語A(ﾄﾙｺ語Ⅱ-8)⇒ ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 1

142929 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) チャハヤニンルム, 降
幡

秋期 火曜日 2 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)⇒ チャハヤニンルム, 
降幡

秋期 水曜日 3

143712 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) サイサモーン 秋期 月曜日 2 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)⇒ パソムポーン 秋期 月曜日 2

144102 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) マロム 秋期 木曜日 3 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

144313 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トゥザライン 秋期 火曜日 3 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)⇒ トゥザライン 秋期 木曜日 3

144316 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) トゥザライン 秋期 木曜日 3 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)⇒ トゥザライン 秋期 火曜日 3

145303 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2) 石丸 由美 秋期 火曜日 2 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語2)⇒ 石丸 由美 秋期 火曜日 1

150253 英語A4 バンデンホーク 秋期 金曜日 4 英語A4⇒ ダー 秋期 金曜日 4

150254 英語A4 バンデンホーク 秋期 金曜日 5 英語A4⇒ ダー 秋期 金曜日 5

150313 英語B2 リン 秋期 木曜日 4 英語B2⇒ リン 秋期 金曜日 4

150336 英語B2 松本　浩欣 秋期 月曜日 4 英語B2⇒ チャン 秋期 水曜日 4

150338 英語B2 相木　裕史 秋期 木曜日 4 英語B2⇒ 相木　裕史 秋期 木曜日 5

150348 英語B2(Advanced) 教員（会議未提出） 秋期 金曜日 4 英語B2(Advanced)⇒ スケリット 秋期 火曜日 5

150357 英語B4 原田　容子 秋期 火曜日 5 英語B4⇒ 原田　容子 秋期 火曜日 4

151316 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A4) 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 4 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語A4)⇒ 教員（会議未提出） 秋期 月曜日 5

151325 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語B4) 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 3 教養外国語(ﾌﾗﾝｽ語B4)⇒ 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 5

160006 地域基礎2A(北ｱﾒﾘｶ3) 大鳥　由香子 秋期 木曜日 3 地域基礎2A(北ｱﾒﾘｶ3)⇒ 大鳥　由香子 秋期 時間外

160017 地域基礎2A(西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ1) 芹生　尚子 秋期 火曜日 2 地域基礎2A(西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ1)⇒ 芹生　尚子 秋期 火曜日 1

160032 地域基礎1B(中央ｱｼﾞｱ1) 山田　洋平 秋期 火曜日 2 地域基礎1B(中央ｱｼﾞｱ1)⇒ 山田　洋平 秋期 時間外

172001 基礎演習 逆井　聡人 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 逆井　聡人 秋期 木曜日 1

172002 基礎演習 西畑　香里 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 西畑　香里 秋期 木曜日 1

172004 基礎演習 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 2 基礎演習⇒ 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 1

172006 基礎演習 鈴木  美弥子 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 鈴木  美弥子 秋期 木曜日 1

172009 基礎演習 大川  正彦 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 大川  正彦 秋期 木曜日 1

172012 基礎演習 中山　裕美 秋期 木曜日 2 基礎演習⇒ 中山　裕美 秋期 木曜日 1

172013 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 楊　殿閣 秋期 木曜日 1

172016 基礎演習 蒲生  慶一 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 蒲生  慶一 秋期 木曜日 1

172017 基礎演習 箕浦  信勝 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 箕浦  信勝 秋期 木曜日 1

172020 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 朴　紅蓮 秋期 木曜日 1

172022 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 蔡　熙鏡 秋期 木曜日 1
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172023 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 塚田　浩幸 秋期 木曜日 1

172024 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 貞包　和寛 秋期 木曜日 1

172026 基礎演習 内藤  稔 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 内藤  稔 秋期 木曜日 1

172027 基礎演習 中山  智香子 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 中山  智香子 秋期 木曜日 1

172029 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 萩原　優理奈 秋期 木曜日 1

172030 基礎演習 吉本  秀之 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 吉本  秀之 秋期 木曜日 1

172031 基礎演習 望月  圭子 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 望月  圭子 秋期 木曜日 1

172032 基礎演習 上原　こずえ 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 上原　こずえ 秋期 木曜日 1

172033 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 川本　渚凡 秋期 木曜日 1

172034 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 古川  哲 秋期 木曜日 1

172035 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 趙　沼振 秋期 木曜日 1

180062 文化のおもしろさB1 ロ・ディコ 秋期 金曜日 4 世界の中の日本B⇒ 陳　礼美 秋期 水曜日 3

180091 こころの科学B 橋本　和幸 秋期 木曜日 1 こころの科学B⇒ 橋本　和幸 秋期 月曜日 1

180233 ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ 吉田  ゆり子, 他 冬学期 集中 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論3B⇒ 吉田  ゆり子, 他 冬学期 集中 ※

180246 世界のことばB 田中  孝史 秋期 未定 世界のことばB⇒ 田中  孝史 秋期 時間外

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 月曜日 1 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

19110523 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10） 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 1 専攻言語（ﾌﾗﾝｽ語Ⅱ-10）⇒ ダブレージュ 秋期 水曜日 1

19111109 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-7） 水沼  修 秋期 月曜日 3 専攻言語（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語Ⅱ-7）⇒ 水沼  修 秋期 月曜日 1

19112708 専攻言語（英語Ⅱ-7） 原田　容子 秋期 火曜日 4 専攻言語（英語Ⅱ-7）⇒ 原田　容子 秋期 火曜日 5

19130725 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-9） チャハヤニンルム, 降
幡

秋期 火曜日 2 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅱ-9）⇒ チャハヤニンルム, 
降幡

秋期 水曜日 3

19130736 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8） 竹下, 降幡 秋期 木曜日 1 専攻言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語Ⅲ-8）⇒ 竹下, 降幡 秋期 金曜日 1

19131508 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-6） 鈴木  玲子 秋期 火曜日 3 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-6）⇒ 鈴木  玲子 秋期 金曜日 3

19131522 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-6） サイサモーン 秋期 月曜日 3 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-6）⇒ パソムポーン 秋期 月曜日 3

19131534 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-8） サイサモーン 秋期 月曜日 2 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-8）⇒ パソムポーン 秋期 月曜日 2

19131907 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-6） マロム 秋期 火曜日 3 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

19131910 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-8） 岡田  知子 秋期 金曜日 1 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-8）⇒ 福富  友子 秋期 木曜日 3

19131911 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-9） 上田  広美 秋期 木曜日 3 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅰ-9）⇒ 上田  広美 秋期 火曜日 2

19131923 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-9） マロム 秋期 木曜日 3 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

19131924 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅱ-10） マロム 秋期 火曜日 2 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

19131930 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-6） マロム 秋期 木曜日 2 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

19131934 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-8） 上田  広美 秋期 火曜日 1 専攻言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語Ⅲ-8）⇒ 福富  友子 秋期 火曜日 1

19132106 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-6） トゥザライン 秋期 火曜日 3 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-6）⇒ トゥザライン 秋期 木曜日 3
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19132112 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-10） トゥザライン 秋期 木曜日 3 専攻言語（ﾋﾞﾙﾏ語Ⅰ-10）⇒ トゥザライン 秋期 火曜日 3

19132714 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-10） ロエ, 丹羽 秋期 水曜日 1 専攻言語（ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語Ⅰ-10）⇒ ロエ, 丹羽 秋期 金曜日 1

19133109 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅰ-9） 石丸 由美 秋期 火曜日 2 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅰ-9）⇒ 石丸 由美 秋期 火曜日 1

19133118 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅱ-8） ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 2 専攻言語（ﾄﾙｺ語Ⅱ-8）⇒ ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 1

19142929 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2） チャハヤニンルム, 降
幡

秋期 火曜日 2 諸地域言語（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語2）⇒ チャハヤニンルム, 
降幡

秋期 水曜日 3

19143712 諸地域言語（ﾗｵｽ語2） サイサモーン 秋期 月曜日 2 諸地域言語（ﾗｵｽ語2）⇒ パソムポーン 秋期 月曜日 2

19144102 諸地域言語（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語2） マロム 秋期 木曜日 3 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

19144313 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） トゥザライン 秋期 火曜日 3 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）⇒ トゥザライン 秋期 木曜日 3

19144316 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2） トゥザライン 秋期 木曜日 3 諸地域言語（ﾋﾞﾙﾏ語2）⇒ トゥザライン 秋期 火曜日 3

19145303 諸地域言語（ﾄﾙｺ語2） 石丸 由美 秋期 火曜日 2 諸地域言語（ﾄﾙｺ語2）⇒ 石丸 由美 秋期 火曜日 1

19150253 英語A4 バンデンホーク 秋期 金曜日 4 英語A4⇒ ダー 秋期 金曜日 4

19150254 英語A4 バンデンホーク 秋期 金曜日 5 英語A4⇒ ダー 秋期 金曜日 5

19150313 英語B2 リン 秋期 木曜日 4 英語B2⇒ リン 秋期 金曜日 4

19150336 英語B2 松本　浩欣 秋期 月曜日 4 英語B2⇒ チャン 秋期 水曜日 4

19150338 英語B2 相木　裕史 秋期 木曜日 4 英語B2⇒ 相木　裕史 秋期 木曜日 5

19150348 英語B2（Advanced） 教員（会議未提出） 秋期 金曜日 4 英語B2（Advanced）⇒ スケリット 秋期 火曜日 5

19150357 英語B4 原田　容子 秋期 火曜日 5 英語B4⇒ 原田　容子 秋期 火曜日 4

19151316 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A4） 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 4 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語A4）⇒ 教員（会議未提出） 秋期 月曜日 5

19151325 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B4） 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 3 教養外国語（ﾌﾗﾝｽ語B4）⇒ 教員（会議未提出） 秋期 水曜日 5

19160011 西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎1 芹生　尚子 秋期 火曜日 2 西南ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域基礎1⇒ 芹生　尚子 秋期 火曜日 1

19160025 北ｱﾒﾘｶ地域基礎3 大鳥　由香子 秋期 木曜日 3 北ｱﾒﾘｶ地域基礎3⇒ 大鳥　由香子 秋期 時間外

19160059 中央ｱｼﾞｱ地域基礎3 山田　洋平 秋期 火曜日 2 中央ｱｼﾞｱ地域基礎3⇒ 山田　洋平 秋期 時間外

19172001 基礎演習 逆井　聡人 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 逆井　聡人 秋期 木曜日 1

19172002 基礎演習 西畑　香里 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 西畑　香里 秋期 木曜日 1

19172004 基礎演習 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 2 基礎演習⇒ 伊勢崎  賢治 秋期 木曜日 1

19172006 基礎演習 鈴木  美弥子 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 鈴木  美弥子 秋期 木曜日 1

19172009 基礎演習 大川  正彦 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 大川  正彦 秋期 木曜日 1

19172012 基礎演習 中山　裕美 秋期 木曜日 2 基礎演習⇒ 中山　裕美 秋期 木曜日 1

19172013 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 楊　殿閣 秋期 木曜日 1

19172016 基礎演習 蒲生  慶一 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 蒲生  慶一 秋期 木曜日 1

19172017 基礎演習 箕浦  信勝 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 箕浦  信勝 秋期 木曜日 1

19172020 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 朴　紅蓮 秋期 木曜日 1

19172022 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 蔡　熙鏡 秋期 木曜日 1

19172023 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 塚田　浩幸 秋期 木曜日 1
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19172024 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 貞包　和寛 秋期 木曜日 1

19172026 基礎演習 内藤  稔 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 内藤  稔 秋期 木曜日 1

19172027 基礎演習 中山  智香子 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 中山  智香子 秋期 木曜日 1

19172029 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 萩原　優理奈 秋期 木曜日 1

19172030 基礎演習 吉本  秀之 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 吉本  秀之 秋期 木曜日 1

19172031 基礎演習 望月  圭子 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 望月  圭子 秋期 木曜日 1

19172032 基礎演習 上原　こずえ 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 上原　こずえ 秋期 木曜日 1

19172033 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 川本　渚凡 秋期 木曜日 1

19172034 基礎演習 未定 秋期 木曜日 1 基礎演習⇒ 古川  哲 秋期 木曜日 1

19172035 基礎演習 未定 秋期 火曜日 1 基礎演習⇒ 趙　沼振 秋期 木曜日 1

19180054 こころの科学2 橋本　和幸 秋期 木曜日 1 こころの科学2⇒ 橋本　和幸 秋期 月曜日 1

19180065 文化と芸術2 ロ・ディコ 秋期 金曜日 4 日本の現在を知る2⇒ 陳　礼美 秋期 水曜日 3

19180248 社会協働2 吉田  ゆり子, 他 冬学期 集中 社会協働3⇒ 吉田  ゆり子, 他 冬学期 集中 ※

19180260 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 田中  孝史 秋期 未定 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2⇒ 田中  孝史 秋期 時間外

.時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名

言語文化学部

担当教員名 期間 曜日 時限

19312109 人間科学概論2 真鍋  求 秋期 金曜日 3 人間科学概論2⇒ 真鍋  求 秋期 時間外

19312117 音声学概論2 五十嵐　陽介 秋期 月曜日 3 音声学概論2⇒ 未定 冬学期 集中

19312120 音声学概論5 益子  幸江 秋期 金曜日 3 音声学概論5⇒ 益子  幸江 秋期 月曜日 4

19312126 文化・文学概論1 逆井　聡人 秋期 金曜日 3 文化・文学概論1⇒ 逆井　聡人 秋期 時間外

311010 音声学概論B 益子  幸江 秋期 金曜日 3 音声学概論B⇒ 益子  幸江 秋期 月曜日 4

311011 音声学概論B 五十嵐　陽介 秋期 月曜日 3 音声学概論B⇒ 未定 冬学期 集中

312104 日本語教育学概論B 荒川  洋平 秋期 木曜日 3 日本語教育学概論B⇒ 荒川  洋平 秋期 時間外

313004 文化・文学概論B 逆井　聡人 秋期 金曜日 3 文化・文学概論B⇒ 逆井　聡人 秋期 時間外

313010 人間科学概論B 真鍋  求 秋期 金曜日 3 人間科学概論B⇒ 真鍋  求 秋期 時間外

411011 音声学B 五十嵐　陽介 秋期 月曜日 4 音声学B⇒ 未定 冬学期 集中

411014 音声学B(専門演習) 益子  幸江 秋期 月曜日 4 音声学B(専門演習)⇒ 益子  幸江 秋期 金曜日 3

411045 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ﾄﾞｲﾂ
語学)

藤縄  康弘 秋期 木曜日 2 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ﾄﾞｲﾂ
語学)

⇒ 藤縄  康弘 秋期 時間外

411047 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ｲﾀﾘｱ
語学)

ナンニーニ 秋期 金曜日 3 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ｲﾀﾘｱ
語学)

⇒ ナンニーニ 秋期 時間外

411048 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ﾎﾟﾙﾄ
ｶﾞﾙ語学)

黒澤  直俊 秋期 金曜日 5 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究A(ﾎﾟﾙﾄ
ｶﾞﾙ語学)

⇒ 黒澤  直俊 秋期 金曜日 5 ※

411070 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門
演習)

山本  真司 秋期 火曜日 4 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門
演習)

⇒ 山本  真司 秋期 月曜日 5

411100 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 山本　恭裕 秋期 火曜日 1 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B⇒ 山本　恭裕 秋期 木曜日 6
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411103 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 上田, カエプ 秋期 火曜日 2 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B⇒ 上田, カエプ 秋期 木曜日 2

411111 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(中国語
学1)

三宅  登之 秋期 火曜日 3 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(中国語
学1)

⇒ 三宅  登之 秋期 時間外

411112 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(中国語
学2)

加藤  晴子 秋期 木曜日 4 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(中国語
学2)

⇒ 加藤  晴子 秋期 時間外

411151 日本言語研究B(専門演習) 望月  圭子 秋期 木曜日 3 日本言語研究B(専門演習)⇒ 望月  圭子 秋期 火曜日 4

411523 卒業論文演習B 山本  真司 秋期 火曜日 5 卒業論文演習B⇒ 山本  真司 秋期 木曜日 5

411537 卒業論文演習B 加藤  晴子 秋期 水曜日 1 卒業論文演習B⇒ 加藤  晴子 秋期 時間外

412057 多言語・多文化社会論研究
B(専門演習)

シートン 秋期 木曜日 2 多言語・多文化社会論研究
B(専門演習)

⇒ シートン 秋期 木曜日 4

412063 多言語・多文化社会論研究B 教員（会議未提出） 秋期 金曜日 3 多言語・多文化社会論研究B⇒ 小島　祥美 秋期 水曜日 1

413017 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B ルボワ 秋期 金曜日 3 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B⇒ ルボワ 秋期 金曜日 2

413023 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ文
学)

武田  千香 秋期 月曜日 3 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ文
学)

⇒ 武田  千香 秋期 水曜日 1

413132 文化･文学研究B 未定 秋期 火曜日 2 文化･文学研究B⇒ 鈴木  裕之 秋期 金曜日 4

413140 思想文化研究B 丸山　空大 秋期 金曜日 2 思想文化研究B⇒ 丸山　空大 秋期 時間外

413514 卒業論文演習B 西岡  あかね 秋期 水曜日 2 卒業論文演習B⇒ 西岡  あかね 秋期 火曜日 5

.時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名

国際社会学部

担当教員名 期間 曜日 時限

19222004 政治社会論入門 大川  正彦 秋期 木曜日 1 政治社会論入門⇒ 大川  正彦 秋期 火曜日 1

19223002 法学入門2 鈴木  美弥子 秋期 火曜日 5 法学入門2⇒ 鈴木  美弥子 秋期 月曜日 1

19223005 政治学入門3 中山　裕美 秋期 火曜日 4 政治学入門3⇒ 中山　裕美 秋期 月曜日 1

19223010 経営学入門 渡辺　周 秋期 火曜日 4 経営学入門⇒ 渡辺　周 秋期 火曜日 6

19322005 社会関係論概論 岩館　豊 秋期 月曜日 5 社会関係論概論⇒ 岩館　豊 冬学期 集中

19421013 北ｱﾒﾘｶ地域研究 大鳥　由香子 秋期 月曜日 4 北ｱﾒﾘｶ地域研究⇒ 大鳥　由香子 秋期 時間外

19421020 中央ｱｼﾞｱ地域研究2 青木　雅浩 秋期 月曜日 4 中央ｱｼﾞｱ地域研究2⇒ 青木　雅浩 秋期 時間外

19421022 東ｱｼﾞｱ地域研究2 未定 秋期 木曜日 3 東ｱｼﾞｱ地域研究2⇒ 相馬　直子 秋期 金曜日 3

19421030 東南ｱｼﾞｱ地域研究3 左右田 直規 秋期 金曜日 2 東南ｱｼﾞｱ地域研究4⇒ 左右田 直規 秋期 金曜日 2 ※

19421031 東南ｱｼﾞｱ地域研究3 左右田 直規 秋期 木曜日 3 東南ｱｼﾞｱ地域研究4⇒ 左右田 直規 秋期 木曜日 3 ※

19421054 中東地域研究2 川本　智史 秋期 水曜日 1 中東地域研究2⇒ 川本　智史 秋期 時間外

19421056 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 3 中央ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究⇒ ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 5

19422004 社会学2 上原　こずえ 秋期 月曜日 3 社会学2⇒ 上原　こずえ 秋期 時間外

19422012 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ4 佐川　徹 秋期 月曜日 4 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ4⇒ 佐川　徹 秋期 時間外

19423007 比較政治学1 間  寧 秋期 木曜日 4 比較政治学1⇒ 松永  泰行 秋期 火曜日 2

19423026 経営学1 渡辺　周 秋期 火曜日 5 経営学1⇒ 渡辺　周 秋期 金曜日 5

222006 現代世界論入門ⅢB 大川  正彦 秋期 木曜日 1 現代世界論入門ⅢB⇒ 大川  正彦 秋期 火曜日 1
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223004 法学入門B 鈴木  美弥子 秋期 火曜日 5 法学入門B⇒ 鈴木  美弥子 秋期 月曜日 1

223008 国際関係論入門B 中山　裕美 秋期 火曜日 4 国際関係論入門B⇒ 中山　裕美 秋期 月曜日 1

223009 経営学入門B 渡辺　周 秋期 火曜日 4 経営学入門B⇒ 渡辺　周 秋期 火曜日 6

322004 現代世界論概論ⅡB 岩館　豊 秋期 月曜日 5 現代世界論概論ⅡB⇒ 岩館　豊 冬学期 集中

421022 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 3 ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域研究B⇒ ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 5

421047 ｱﾒﾘｶ地域研究B2 大鳥　由香子 秋期 月曜日 4 ｱﾒﾘｶ地域研究B2⇒ 大鳥　由香子 秋期 時間外

421067 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B1 青木　雅浩 秋期 月曜日 4 ﾕｰﾗｼｱ地域研究B1⇒ 青木　雅浩 秋期 時間外

421097 東ｱｼﾞｱ地域研究B 未定 秋期 木曜日 3 東ｱｼﾞｱ地域研究B⇒ 相馬　直子 秋期 金曜日 3

421149 中東地域研究B 川本　智史 秋期 水曜日 1 中東地域研究B⇒ 川本　智史 秋期 時間外

422028 社会学B 上原　こずえ 秋期 月曜日 3 社会学B⇒ 上原　こずえ 秋期 時間外

422049 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞB 佐川　徹 秋期 月曜日 4 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞB⇒ 佐川　徹 秋期 時間外

423005 比較政治論B 間  寧 秋期 木曜日 4 比較政治論B⇒ 松永  泰行 秋期 火曜日 2

423074 経営学B 渡辺　周 秋期 火曜日 5 経営学B⇒ 渡辺　周 秋期 金曜日 5

423520 卒業論文演習B 内山　直子 秋期 木曜日 4 卒業論文演習B⇒ 内山　直子 秋期 金曜日 4

423520 卒業論文演習B 内山　直子 秋期 木曜日 4 卒業論文演習B⇒ 内山　直子 秋期 金曜日 5
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