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科目名 担当教員 開講期 曜日・時限 教室
履修コード（リンク先：

シラバス）
世界のことばA 森 信嘉 春学期 木4 213 180079
世界のことばA 石井　晴奈 春学期 金5 107 180080
世界のことばA 岩崎 務 春学期 木1 331 180081
世界のことばA 岩崎 務 春学期 金2 314 180082
世界のことばA 末松　淑美 春学期 水4 316 180083
世界のことばA 鴨志田　聡子 春学期 水4 225 180084
世界のことばA 吉田 浩美 春学期 木4 425 180085
世界のことばA ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 春学期 月4 645 180086
世界のことばA 大島 一 春学期 月1 317 180087
世界のことばA 菅井　健太 夏学期 集中 留日３０２ 180088
世界のことばA 木村　真 春学期 火5 223 180089
世界のことばA 杉山 晃太郎 春学期 月3 410 180090
世界のことばA 杉山 晃太郎 春学期 月2 544 180091
世界のことばA 村田　奈々子 春学期 火2 711 180092
世界のことばA 服部　文昭 夏学期 集中 226 180093
世界のことばA 櫻井 映子 春学期 水3 103 180094
世界のことばA 長崎 郁 春学期 月4 317 180095
世界のことばA 志賀 雪湖 春学期 木4 211 180096
世界のことばA 風間 伸次郎 春学期 月3 115 180097
世界のことばA アクマタリエワ 春学期 金4 425 180098
世界のことばA 星 泉 春学期 金2 313 180099
世界のことばA 水野 善文 春学期 木4 314 180100
世界のことばA 宮本　城 春学期 金1 223 180101
世界のことばA 粟屋 利江 春学期 月1 810 180102
世界のことばA 粟屋 利江 春学期 木4 646 180103
世界のことばA 足立 享祐 春学期 金3 410 180104
世界のことばA 黒川 知文 春学期 金3 408 180105
世界のことばA 小薗江 聡 春学期 月2 102 180106
世界のことばA 花薗 悟 春学期 木4 留日１０３ 180107
世界のことばA 古川　敏明 春学期 金4 109 180108
世界のことばA 若狭 基道 春学期 水1 111 180109
世界のことばA 山本　恭裕 春学期 水4 610 180110
世界のことばA 堀 博文 春学期 金2 322 180111
世界のことばB 奥　真裕 秋学期 水5 322 180112
世界のことばA 児島 康宏 夏学期 集中 112 180113
世界のことばA 西田　文信 夏学期 集中 180114
世界のことばA 西田　文信 夏学期 集中 180115
世界のことばA 倉部　慶太 夏学期 集中 180116
世界のことばA 倉部　慶太 夏学期 集中 180117
世界のことばB 森 信嘉 秋学期 木4 213 180118
世界のことばB 岩崎 務 秋学期 木1 411 180119
世界のことばB 岩崎 務 秋学期 金2 314 180120
世界のことばB 末松　淑美 秋学期 水4 316 180121
世界のことばB 吉田 浩美 秋学期 木4 425 180122
世界のことばB ヴィラ・ヴィニャス・ラケル 秋学期 月4 645 180123
世界のことばA 菅井　健太 夏学期 集中 113 180124
世界のことばB 木村　真 秋学期 火5 223 180125
世界のことばB 杉山 晃太郎 秋学期 月3 544 180126
世界のことばB 杉山 晃太郎 秋学期 月2 544 180127
世界のことばB 小川　暁道 秋学期 金5 223 180128
世界のことばB 櫻井 映子 秋学期 水3 109 180129
世界のことばB 志賀 雪湖 秋学期 木4 222 180130
世界のことばB 花薗 悟 秋学期 木4 留日１０３ 180131
世界のことばB 風間 伸次郎 秋学期 月3 115 180132
世界のことばB 星 泉 秋学期 金2 313 180133
世界のことばB 水野 善文 秋学期 木4 314 180134
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世界のことばB 宮本　城 秋学期 金1 223 180135
世界のことばA 山田　怜央 春学期 木5 111 180136
世界のことばB 足立 享祐 秋学期 金3 410 180137
世界のことばB 黒川 知文 秋学期 金3 408 180138
世界のことばB 八尾 史 秋学期 月4 308 180139
世界のことばB 粟屋 利江 秋学期 月1 810 180140
世界のことばB 粟屋 利江 秋学期 木4 646 180141
世界のことばB 若狭 基道 冬学期 集中 104 180142
世界のことばA マリエタ・クリナル 春学期 水4 424 180143
世界のことばA マリエタ・クリナル 春学期 木2 424 180144
世界のことばB マリエタ・クリナル 秋学期 水4 424 180145
世界のことばB マリエタ・クリナル 秋学期 木2 424 180146
世界のことばB 箕浦 信勝 秋学期 火3 328 180147
世界のことばA チョーラク　ワッカス 春学期 火5 212 180148
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