
対象クラス 授業コード 科  目 期間 担当 教室 担当 教室 対象クラス 授業コード 科  目 期間 担当 教室 担当 教室

L0331 ドイツ語初級Ａ 春学期 L0335 ドイツ語初級Ａ 春学期

L0332 ドイツ語初級Ｂ 秋学期 L0336 ドイツ語初級Ｂ 秋学期

L0333 ドイツ語初級Ａ 春学期 L0337 ドイツ語初級Ａ 春学期

L0334 ドイツ語初級Ｂ 秋学期 L0338 ドイツ語初級Ｂ 秋学期

L0351 フランス語初級Ａ 春学期 L0355 フランス語初級Ａ 春学期

L0352 フランス語初級Ｂ 秋学期 L0356 フランス語初級Ｂ 秋学期

L0353 フランス語初級Ａ 春学期 L0357 フランス語初級Ａ 春学期

L0354 フランス語初級Ｂ 秋学期 L0358 フランス語初級Ｂ 秋学期

L0371 中国語初級Ａ 春学期 L0381 中国語初級Ａ 春学期

L0372 中国語初級Ｂ 秋学期 L0382 中国語初級Ｂ 秋学期

L0373 中国語初級Ａ 春学期 L0383 中国語初級Ａ 春学期

L0374 中国語初級Ｂ 秋学期 L0384 中国語初級Ｂ 秋学期

L0375 中国語初級Ａ 春学期 L0385 中国語初級Ａ 春学期

L0376 中国語初級Ｂ 秋学期 L0386 中国語初級Ｂ 秋学期

L0377 中国語初級Ａ 春学期 L0387 中国語初級Ａ 春学期

L0378 中国語初級Ｂ 秋学期 L0388 中国語初級Ｂ 秋学期

L0379 中国語初級Ａ 春学期 L0389 中国語初級Ａ 春学期

L0380 中国語初級Ｂ 秋学期 L0390 中国語初級Ｂ 秋学期

L0411 スペイン語初級Ａ 春学期 L0415 スペイン語初級Ａ 春学期

L0412 スペイン語初級Ｂ 秋学期 L0416 スペイン語初級Ｂ 秋学期

L0413 スペイン語初級Ａ 春学期 L0417 スペイン語初級Ａ 春学期

L0414 スペイン語初級Ｂ 秋学期 L0418 スペイン語初級Ｂ 秋学期

L0421 朝鮮語初級Ａ 春学期 L0423 朝鮮語初級Ａ 春学期

L0422 朝鮮語初級Ｂ 秋学期 L0424 朝鮮語初級Ｂ 秋学期

L0401 ロシア語初級Ａ 春学期

L0402 ロシア語初級Ｂ 秋学期

対象 授業コード 科目 期間 担当 教室 担当 教室 対象クラス 授業コード 科  目 期間 担当 教室 担当 教室

L7431・L7437 日本語１-Ⅰ・日本語２-Ⅰ 春学期 L0340 ドイツ語初級Ａ 秋学期 脇田　淳 ４０８ 濱中　春 ４０８

L7432・L7438 日本語１-Ⅱ・日本語２-Ⅱ 秋学期 L0360 フランス語初級Ａ 秋学期 美頭　千不美 ３０４ 髙橋　愛 ３０４

L0393 中国語初級Ａ 秋学期 渡辺　浩司 ３０３ 大﨑　雄二 ３０３

対象 授業コード 科目 期間 担当 教室 担当 教室

L7433・L7439 日本語１-Ⅰ・日本語２-Ⅰ 春学期

L7434・L7440 日本語１-Ⅱ・日本語２-Ⅱ 秋学期

対象 授業コード 科目 期間 担当 教室 担当 教室

L7435・L7441 日本語１-Ⅰ・日本語２-Ⅰ 春学期

L7436・L7442 日本語１-Ⅱ・日本語２-Ⅱ 秋学期

対象 授業コード 科目 期間 担当 教室 担当 教室

L7451・L7453 日本語１-Ⅰ・日本語２-Ⅰ 春学期

L7452・L7454 日本語１-Ⅱ・日本語２-Ⅱ 秋学期

②水曜日・金曜日：諸外国語初級Ａ／Ｂ

２０２０年度新入生　「諸外国語初級」「日本語」　時間割（クラス指定）

独3 齋藤　萌 武藤　陽子 ４０６独1 齋藤　萌 武藤　陽子 ４０６

水曜日　2時限 金曜日　4時限

４０６

水曜日　1時限 金曜日　3限

４０６

布川　恭子 ４０７

仏1 高橋　久美 佐藤　久仁子 ５０１

独2 本田　博之 布川　恭子 ４０７ 独4 ４０７４０７ 本田　博之

村上　由美 ５０２

５０１

仏2 實谷　総一郎 村上　由美 ５０２

仏3 高橋　久美 佐藤　久仁子５０１

５０２

５０１

５０２ 仏4 實谷　総一郎

加藤　昌弘 ４０１中1 池田　麻希子 渡辺　浩司 ４０１ 中6

中7 加藤　昌弘 田中　理恵 ４０２中2 加藤　昌弘 田中　理恵 ４０２

中8 謝　茘 渡辺　浩司 ４０３中3 耿　函 大﨑　雄二 ４０３

中9 康　宏理 上村　陽子４０４ ４０４４０４上村　陽子 ４０４

増山　久美 ５０３５０３西1 乾　隆政 増山　久美 ５０３５０３

補講クラス
（新入生以外）

篠田　幸夫 杜　瑶琳 ４０５４０５中5 篠田　幸夫 杜　瑶琳 ４０５

３０６

５０４西2 松井　賢治 杉守　慶太 ５０４

西3 乾　隆政

５０４

荻野　優子

露1 佐藤　裕子 長屋　房夫 ３０６

李　相旭 ３０５３０５朝1 荻野　優子 李　相旭 ３０５３０５

４０１

４０２

４０１

４０２

４０３ ４０３

池田 麻希子

４０５

西4 松井　賢治 杉守　慶太 ５０４

朝2

中4 康　宏理

水曜日　2限 金曜日　4限

別途掲示で指示

水曜日・金曜日：日本語１-Ⅰ・２-Ⅰ/日本語１-Ⅱ・２-Ⅱ　（留学生のみ）
金曜3時限 水曜1時限

乾　浩 経１１７ 乾　浩 経１１７

諸外国語初級Ａ【秋学期開講反転科目】

春学期未修得者

別途掲示で指示

別途掲示で指示

金曜5時限 水曜3時限

別途掲示で指示 村上　佳恵 社４０６

乾　浩 経１１７

李　址遠

金曜4時限 水曜2時限

金曜5時限 水曜3時限

乾　浩 経１１７

社４０５乾　浩

村上　佳恵 社４０６

社４０５

留学生は日本語１-Ⅰ・２-Ⅰ/日本語１-Ⅱ・２-Ⅱ

がすべて自動登録されるので確認すること。

春学期終了時点で、「○○語初級Ａ」 を未修得の場合、以上の３言語に限り、

秋学期に履修が可能（履修登録申請は秋学期に実施）。

詳細は、春学期終了後に掲示板等で登録期日を確認すること。

「クラス早見表」で選択言語と対象クラスを確認し、受講すること。


