
出力日時：2018/03/20   10:31 【28】平成30年度 共通教育科目(英語以外）時間割表＜平成21年度以降入学者＞
３時限（13:15～14:45）１時限（9:00～10:30） ５時限（16:45～18:15）４時限（15:00～16:30）２時限（10:45～12:15）

ｺｰﾄﾞ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ ｸﾗｽ 科目名 担当者 教室 備考対象ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 対象 備考教室担当者科目名科目名 担当者 教室 備考対象ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 対象 備考教室担当者科目名科目名 担当者 教室 備考対象

たのしく学ぶ中国語ⅠＡたのしく学ぶフランス語ⅠＡ たのしく学ぶドイツ語ⅠＡ ドイツ語エキスパートⅠたのしく学ぶドイツ語ⅠＢ 李(艶)時田606 --- 10402612301 ---*池田(崇) 1230650---池田(崇) 123051---崔1---
たのしく学ぶ中国語ⅠＢたのしく学ぶ中国語ⅠＡ たのしく学ぶフランス語ⅠＢ フランス語エキスパートⅠたのしく学ぶフランス語ⅠＢ 稲垣早川10402 --- 60853607 ---*崔 60652---崔 60651---沈1---

たのしく学ぶ中国語ⅠＡ たのしく学ぶ中国語ⅠＡ 中国語エキスパートⅠたのしく学ぶ中国語ⅠＡ 池平110401 10403 ---*李(艶) 104024---沈 104023---池平2---
たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ 中国語エキスパートⅠたのしく学ぶ中国語ⅠＢ 稲垣210405 608 ---*佐原 S404教52---張(健) 1040551---張(健)50---
たのしく学ぶスペイン語ⅠＡ たのしく学ぶスペイン語ⅠＢ 中国語エキスパートⅠたのしく学ぶスペイン語ⅠＡ 小出312503 12501 ---*寸田 S415教2---鈴木(真) 1250351---鈴木(真)1---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ スペイン語エキスパートⅠたのしく学ぶスペイン語ⅠＢ 寸田12504 S415教 ---*鈴木(真) 1250152---金(玄) 125042---金(玄)1---
初級日本語１（文法Ａ）Ⅰ 中国語講読Ⅰ イタリア語エキスパートⅠたのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ ｶｽﾀｰﾆｬS217演 12323 ---*金 S511教3---池平 10401027木島---
初級日本語２（読解）Ⅰ イタリア語会話（初級）Ⅰ 韓国朝鮮語エキスパートⅠフランス語講読Ⅰ 金ｶｽﾀｰﾆｬS215演 S511教 ---*早川 60702812321028西岡(麻)---

中級日本語１（語彙・読解）Ⅰ たのしく学ぶ中国語ⅠＡ検定で学ぶ中国語（初級）Ⅰ 李(艶)春 5 10402---池平 10403 複開1029池田(智) S215演---
中級日本語２（語彙・読解）Ⅰ たのしく学ぶロシア語ⅠＡスペイン語会話（初級）Ⅰ 北上ｺﾞﾝｻﾚｽ 1 12405---12522030西岡(麻) S311演---
日本語コミュニケーション（話す・聞く）Ⅰ たのしく学ぶスペイン語ⅠＢ 鬼塚53 11308---木島 S217演---

たのしく学ぶインドネシア語ⅠＡ 山口(玲)1 S201教---
たのしく学ぶインドネシア語ⅠＢ 澤井51 S407教---
たのしく学ぶベトナム語ⅠＡ ﾁｭｰﾝ S403教---
上級日本語１（語彙・読解）Ⅰ 木島 12322---
上級日本語１（語彙・読解）Ⅰ 池田(智)S S503教---
上級日本語２（文章表現）Ⅰ 今西月 S217演---

■

たのしく学ぶ中国語ⅡＡたのしく学ぶフランス語ⅡＡ たのしく学ぶドイツ語ⅡＡ ドイツ語エキスパートⅡたのしく学ぶドイツ語ⅡＢ 李(艶)時田606 --- 10402612301 ---*池田(崇) 1250450---池田(崇) 123051---崔1---
たのしく学ぶ中国語ⅡＢたのしく学ぶ中国語ⅡＡ たのしく学ぶフランス語ⅡＢ フランス語エキスパートⅡたのしく学ぶフランス語ⅡＢ 稲垣早川10402 --- 60853607 ---*崔 60652---崔 60651---沈1---

たのしく学ぶ中国語ⅡＡ たのしく学ぶ中国語ⅡＡ 中国語エキスパートⅡたのしく学ぶ中国語ⅡＡ 池平110401 10403 ---*李(艶) 104024---沈 104023---池平2---
たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ 中国語エキスパートⅡたのしく学ぶ中国語ⅡＢ 稲垣210405 608 ---*佐原 S404教52---張(健) 1040551---張(健)50---
たのしく学ぶスペイン語ⅡＡ たのしく学ぶスペイン語ⅡＢ 中国語エキスパートⅡたのしく学ぶスペイン語ⅡＡ 小出312503 12501 ---*寸田 S415教2---鈴木(真) 1250351---鈴木(真)1---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ スペイン語エキスパートⅡたのしく学ぶスペイン語ⅡＢ 寸田12504 S415教 ---*鈴木(真) 1240252---金(玄) 125042---金(玄)1---
初級日本語１（文法Ａ）Ⅱ 中国語講読Ⅱ イタリア語エキスパートⅡたのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ ｶｽﾀｰﾆｬS217演 12323 ---*金 S511教3---池平 10401079木島---
初級日本語２（読解）Ⅱ イタリア語会話（初級）Ⅱ 韓国朝鮮語エキスパートⅡフランス語講読Ⅱ 金ｶｽﾀｰﾆｬS215演 S511教 ---*早川 60707212321080池田(智)---

中級日本語１（語彙・読解）Ⅱ たのしく学ぶ中国語ⅡＡ検定で学ぶ中国語（初級）Ⅱ 李(艶)秋 5 10402---池平 10403 複開1073池田(智) S215演---
中級日本語２（語彙・読解）Ⅱ たのしく学ぶロシア語ⅡＡスペイン語会話（初級）Ⅱ 北上ｺﾞﾝｻﾚｽ 1 12405---12522074西岡(麻) S311演---
日本語コミュニケーション（話す・聞く）Ⅱ たのしく学ぶスペイン語ⅡＢ上級日本語３（文章表現）Ⅱ 鬼塚53 11308---西岡(麻) S311演---木島 S217演---

たのしく学ぶインドネシア語ⅡＡ 山口(玲)1 S402教---
たのしく学ぶインドネシア語ⅡＢ 澤井51 S407教---
たのしく学ぶベトナム語ⅡＡ ﾁｭｰﾝ S403教---
上級日本語１（語彙・読解）Ⅱ 今西 S217演---
上級日本語１（語彙・読解）Ⅱ 西岡(麻)S S311演---
上級日本語２（語彙・読解）Ⅱ 木島 12322---

たのしく学ぶ中国語ⅠＢたのしく学ぶスペイン語ⅠＢ たのしく学ぶドイツ語ⅠＡ ドイツ語エキスパートⅠたのしく学ぶドイツ語ⅠＢ 劉(建)岩﨑S509教 --- 11759S506教→岡野 1130851---杉村 125242---平田(和)54---
たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶフランス語ⅠＢ フランス語エキスパートⅠたのしく学ぶフランス語ⅠＡ 荒井607 S312教→早川 6102---野村(直) 1242553---中尾54---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ 中国語エキスパートⅠたのしく学ぶフランス語ⅠＢ 王(麗)1S511教 S511教→野村(直) 1252454---前田(比) S405教55---蔡4---
入門日本語（会話Ａ） たのしく学ぶ中国語ⅠＢ 中国語エキスパートⅠたのしく学ぶ中国語ⅠＡ 王(燕)2S306演 S513教→王(嵐) S512教7---中尾 60756---池田(智)---
留学生のための日本事情 たのしく学ぶスペイン語ⅠＡ 中国語エキスパートⅠたのしく学ぶ中国語ⅠＡ 周(敏)312201 12301→劉(建) 1178---平田(和) S509教3---西岡(麻)---

たのしく学ぶインドネシア語ⅠＡ スペイン語エキスパートⅠたのしく学ぶ中国語ⅠＢ ｾﾙﾋｵ 12425→王(麗) S511教57---山口(玲) S513教2---
たのしく学ぶイタリア語ⅠＡ イタリア語エキスパートⅠたのしく学ぶスペイン語ⅠＡ 井上(昭) 10405→平田(和) S509教4---井上(昭) 104051---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ 韓国朝鮮語エキスパートⅠたのしく学ぶスペイン語ⅠＢ 阿形 608→ｾﾙﾋｵ S303教55---蔡 S511教5---
スペイン語エキスパート発展ⅠＡ たのしく学ぶフランス語ⅠＡたのしく学ぶインドネシア語ⅠＡ 野村(直)3 12524---山口(玲) S401教3---ｾﾙﾋｵ S215演030
中国語会話（上級）Ⅰ たのしく学ぶ中国語ⅠＡたのしく学ぶイタリア語ⅠＡ 王(嵐)9 S512教---井上(昭) 104052---張(剣) 610031
初級日本語１（文法Ｂ）Ⅰ たのしく学ぶ中国語ⅠＡたのしく学ぶイタリア語ⅠＢ 張(剣)春 10 607---渋江 60951---池田(智) S306演---
中級日本語１（文法）Ⅰ たのしく学ぶ中国語ⅠＡたのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ 劉(建)11 117---阿形 60851---西岡(麻) S216演---
中級日本語２（文法）Ⅰ たのしく学ぶ中国語ⅠＢフランス語エキスパート発展ⅠＡ 池田(昌)58 S509教---荒井 S312教037岸 12323---

たのしく学ぶロシア語ⅠＡ中国語エキスパート発展ⅠＡ 北上2 12323---王(燕) S513教038
たのしく学ぶインドネシア語ⅠＡ検定で学ぶフランス語（初級）Ⅰ 山口(玲)4 S415教---江川 S306演039
たのしく学ぶイタリア語ⅠＢ中国語会話（初級）Ⅰ 渋江52 609---張(剣) 607 複開1040
検定で学ぶフランス語（中級）Ⅰ韓国朝鮮語会話（初級）Ⅰ 江川 S306演039金(玄) 12321 複開041
韓国朝鮮語会話（初級）Ⅰ検定で学ぶ日本語（中級）Ⅰ 金(玄) 複開12321040宮村 11306---
上級日本語１（聴解）Ⅰ初級日本語２（文法Ａ）Ⅰ 岸 S402教---岸 S405教---
上級日本語１（聴解）Ⅰ 宮村S 11308---
上級日本語２（聴解）Ⅰ 渡辺(史)火 S208情---

■

たのしく学ぶ中国語ⅡＢたのしく学ぶスペイン語ⅡＢ たのしく学ぶドイツ語ⅡＡ ドイツ語エキスパートⅡたのしく学ぶドイツ語ⅡＢ 劉(建)岩﨑S509教 --- 1250159S506教→岡野 1130851---杉村 125242---平田(和)54---
たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶフランス語ⅡＢ フランス語エキスパートⅡたのしく学ぶフランス語ⅡＡ 荒井607 S312教→早川 6102---野村(直) 1242553---中尾54---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ 中国語エキスパートⅡたのしく学ぶフランス語ⅡＢ 王(麗)1S511教 S511教→野村(直) 1252454---前田(比) S512教55---蔡4---
入門日本語（会話Ａ） たのしく学ぶ中国語ⅡＢ 中国語エキスパートⅡたのしく学ぶ中国語ⅡＡ 王(燕)2S306演 S513教→王(嵐) S512教7---中尾 60756---池田(智)---
留学生のための日本事情 たのしく学ぶスペイン語ⅡＡ 中国語エキスパートⅡたのしく学ぶ中国語ⅡＡ 周(敏)312201 12301→劉(建) 133078---平田(和) S509教3---西岡(麻)---

たのしく学ぶインドネシア語ⅡＡ スペイン語エキスパートⅡたのしく学ぶ中国語ⅡＢ ｾﾙﾋｵ 12404→王(麗) S511教57---山口(玲) S513教2---
たのしく学ぶイタリア語ⅡＡ イタリア語エキスパートⅡたのしく学ぶスペイン語ⅡＡ 井上(昭) 10405→平田(和) S509教4---井上(昭) 104051---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ 韓国朝鮮語エキスパートⅡたのしく学ぶスペイン語ⅡＢ 阿形 608→ｾﾙﾋｵ S406教55---蔡 S511教5---
スペイン語エキスパート発展ⅡＡ たのしく学ぶフランス語ⅡＡたのしく学ぶインドネシア語ⅡＡ 野村(直)3 12524---山口(玲) S201教3---ｾﾙﾋｵ S215演087
中国語会話（上級）Ⅱ たのしく学ぶ中国語ⅡＡたのしく学ぶイタリア語ⅡＡ 王(嵐)9 S512教---井上(昭) 104052---張(剣) 610088
初級日本語１（文法Ｂ）Ⅱ たのしく学ぶ中国語ⅡＡたのしく学ぶイタリア語ⅡＢ 張(剣)秋 10 607---渋江 60951---池田(智) S306演---
中級日本語１（文法）Ⅱ たのしく学ぶ中国語ⅡＡたのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ 劉(建)11 12501---阿形 60851---西岡(麻) S216演---
中級日本語２（文法）Ⅱ たのしく学ぶ中国語ⅡＢフランス語エキスパート発展ⅡＡ 池田(昌)58 S509教---荒井 S312教105岸 12323---

たのしく学ぶロシア語ⅡＡ中国語エキスパート発展ⅡＡ 北上2 12323---王(燕) S513教106
たのしく学ぶインドネシア語ⅡＡ検定で学ぶフランス語（初級）Ⅱ 山口(玲)4 S415教---江川 S306演107
たのしく学ぶイタリア語ⅡＢ中国語会話（初級）Ⅱ 渋江52 609---張(剣) 607 複開1108
検定で学ぶフランス語（中級）Ⅱ韓国朝鮮語会話（初級）Ⅱ 江川 S306演108金(玄) 12321 複開109
韓国朝鮮語会話（初級）Ⅱ検定で学ぶ日本語（中級）Ⅱ 金(玄) 複開12321109宮村 5404---
上級日本語１（聴解）Ⅱ初級日本語２（文法Ａ）Ⅱ 浜田 S208情---岸 S405教---
上級日本語１（聴解）Ⅱ 宮村S 5404---
上級日本語２（聴解）Ⅱ 岸 S402教---

たのしく学ぶフランス語ⅠＢ たのしく学ぶドイツ語ⅠＢ たのしく学ぶドイツ語ⅡＡたのしく学ぶドイツ語ⅡＢ 福田(拓)再S511教 606---福田(拓) 606再---髙山 1250152---早川55---
たのしく学ぶ中国語ⅠＡ たのしく学ぶフランス語ⅠＡ たのしく学ぶイタリア語ⅠＢたのしく学ぶイタリア語ⅠＡ 渋江53608 608---渋江 6084---早川 S313教4---陳12---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＡ たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢたのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ 近藤(浩)再605 10405---近藤(浩) 10405再---陳 60813---阿形52---
初級日本語（文字・表記）Ⅰ たのしく学ぶイタリア語ⅠＡ 検定で学ぶ中国語（中級）Ⅰイタリア語エキスパート発展ⅠＢ 池平ﾍﾟﾄﾞｲｬ 複開15404 10401021S401教021渋江 6073---宮村---
中級日本語（文字・表記）Ⅰ たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ 検定で学ぶ中国語（初級）ⅠS405教 池平 10401 複開2022杉山 S202教6---西岡(麻)---

たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ春 阿形 60553---
ドイツ語講読Ⅰ 福田(拓) S217演028
中国語ＬＬ（初級）Ⅰ 池平 10401029
韓国朝鮮語ＬＬ（初級）Ⅰ 近藤(浩) 10402030
初級日本語１（会話Ａ）Ⅰ 宮村 11405---
実践日本語水 西岡(麻) S310演---

■

たのしく学ぶフランス語ⅡＢ たのしく学ぶドイツ語ⅡＢ たのしく学ぶドイツ語ⅠＡたのしく学ぶドイツ語ⅠＢ 福田(拓)再S511教 606---福田(拓) 606再---髙山 1250152---早川55---
たのしく学ぶ中国語ⅡＡ たのしく学ぶフランス語ⅡＡ たのしく学ぶイタリア語ⅡＢたのしく学ぶイタリア語ⅡＡ 渋江53608 608---渋江 6084---早川 S313教4---陳12---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＡ たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢたのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ 近藤(浩)再605 10405---近藤(浩) 10405再---陳 60813---阿形52---
初級日本語（文字・表記）Ⅱ たのしく学ぶイタリア語ⅡＡ 検定で学ぶ中国語（中級）Ⅱイタリア語エキスパート発展ⅡＢ 池平ﾍﾟﾄﾞｲｬ 複開15404 10401060S408教069渋江 6073---宮村---
中級日本語（文字・表記）Ⅱ たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ 検定で学ぶ中国語（初級）ⅡS405教 池平 10401 複開2070杉山 S202教6---西岡(麻)---

たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ秋 阿形 60553---
ドイツ語講読Ⅱ 福田(拓) S217演076
中国語ＬＬ（初級）Ⅱ 池平 10401077
韓国朝鮮語ＬＬ（初級）Ⅱ 近藤(浩) 10402078
初級日本語１（会話Ａ）Ⅱ 宮村 11405---
実践日本語 西岡(麻) S310演---

aya52
四角形



出力日時：2018/03/20   10:31

３時限（13:15～14:45）１時限（9:00～10:30） ５時限（16:45～18:15）４時限（15:00～16:30）２時限（10:45～12:15）
ｺｰﾄﾞ ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ ｸﾗｽ 科目名 担当者 教室 備考対象ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 対象 備考教室担当者科目名科目名 担当者 教室 備考対象ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 対象 備考教室担当者科目名科目名 担当者 教室 備考対象

たのしく学ぶ中国語ⅠＡたのしく学ぶドイツ語ⅠＡ たのしく学ぶドイツ語ⅠＡ たのしく学ぶドイツ語ⅠＢドイツ語エキスパートⅠ 沈中谷(隆)54S512教 --- 60518610---薦田 S408教→薦田 S408教4---薦田3---
たのしく学ぶ中国語ⅠＡたのしく学ぶ中国語ⅠＡ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＡフランス語エキスパートⅠ 李(艶)沈16610 --- 1040219605---ﾌｧﾛﾝ S505教→芦木 540361---劉(建)14---
たのしく学ぶ中国語ⅠＢたのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＡ中国語エキスパートⅠ 陳李(艶)175403 --- 6086710402---池平 104011→劉(建) 61062---芦木60---

たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ中国語エキスパートⅠ 藤澤6510402 117---稲垣 S510教2→池平 1040163---近藤(浩)54---
フランス語会話（上級）Ⅰ たのしく学ぶインドネシア語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ中国語エキスパートⅠ 稲垣66S215演 S510教---小出 S501教3→冨岡 540252---ﾌｧﾛﾝ017
初級日本語１（会話Ｂ）Ⅰ たのしく学ぶイタリア語ⅠＢ 韓国朝鮮語エキスパート発展ⅠＢスペイン語エキスパートⅠ 今井(よ)S308演 609023下田 S509教→井上(昭) 1040554---池田(智)---
上級日本語３（文章表現）Ⅰ たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ ロシア語講読Ⅰイタリア語エキスパートⅠ 檜山S309演 12322024井上(昭) 10405→近藤(浩) 1020455---西岡(麻)---

検定で学ぶドイツ語（初級）Ⅰ 検定で学ぶスペイン語（初級）Ⅰ韓国朝鮮語エキスパートⅠ ｺﾞﾝｻﾚｽ S217演025金 608→池田(崇) 12404030
検定で学ぶ韓国朝鮮語（初級）Ⅰ ドイツ語会話（初級）Ⅰたのしく学ぶドイツ語ⅠＡ 薦田 12521026池田(崇) S406教5---金 S217演031
フランス語会話（初級）Ⅰ フランス語会話（中級）Ⅰたのしく学ぶドイツ語ⅠＢ ﾌｧﾛﾝ S215演027中谷(隆) 61053---ﾌｧﾛﾝ S215演032
ドイツ語ＬＬ（初級）Ⅰ イタリア語ＬＬ（初級）Ⅰたのしく学ぶフランス語ⅠＡ 井上(昭)ｳﾞｧｲﾋｬｰﾄ 10405028野村(直) S401教5---S312教033
初級日本語２（会話）Ⅰ 中国語ＬＬ（中級）Ⅰたのしく学ぶ中国語ⅠＡ 池平 10401029沈 60515---西岡(麻) S308演---
中級日本語１（会話）Ⅰ 上級日本語３（ビジネス）Ⅰたのしく学ぶ中国語ⅠＢ 西岡(麻) S312教---藤澤 11764---川久保 12301---
中級日本語２（口頭表現）Ⅰ たのしく学ぶスペイン語ⅠＡ 小西 S311演5032池田(智) S508教---
日本語コミュニケーション（読む・書く）Ⅰ たのしく学ぶロシア語ⅠＢ春 檜山 1232251---今西 12321---

たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ 今井(よ) 60956---
たのしく学ぶベトナム語ⅠＢ ﾁｭｰﾝ S511教---
中国語エキスパート発展ⅠＢ 関(光) 10402036
ドイツ語エキスパート発展ⅠＡ 舩津 S310演037
スペイン語エキスパート発展ⅠＢ 仁平 S304演038
韓国朝鮮語エキスパート発展ⅠＡ 朴(真) S306演039
韓国朝鮮語講読Ⅰ 森(博) S305演040
検定で学ぶ中国語（中級）Ⅰ 大村 112 複開2041
インドネシア語会話（初級）Ⅰ ｳｶﾞ S308演042
ドイツ語会話（中級）Ⅰ ｳﾞｧｲﾋｬｰﾄ S215演043
上級日本語１（口頭表現）Ⅰ 池田(智) 10204---
上級日本語１（口頭表現）Ⅰ 川久保 12305S---
上級日本語２（口頭表現）Ⅰ 西岡(麻) S312教---

木
■

たのしく学ぶ中国語ⅡＡたのしく学ぶドイツ語ⅡＡ たのしく学ぶドイツ語ⅡＡ たのしく学ぶドイツ語ⅡＢドイツ語エキスパートⅡ 沈中谷(隆)54S512教 --- 60518610---薦田 S408教→薦田 125044---薦田3---
たのしく学ぶ中国語ⅡＡたのしく学ぶ中国語ⅡＡ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＡフランス語エキスパートⅡ 李(艶)沈16610 --- 1040219605---ﾌｧﾛﾝ S505教→芦木 540261---劉(建)14---
たのしく学ぶ中国語ⅡＢたのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＡ中国語エキスパートⅡ 陳李(艶)175402 --- 6086710402---池平 104011→劉(建) 61062---芦木60---

たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ中国語エキスパートⅡ 藤澤6510402 S313教---稲垣 S510教2→池平 1040163---近藤(浩)54---
フランス語会話（上級）Ⅱ たのしく学ぶインドネシア語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ中国語エキスパートⅡ 稲垣66S215演 S511教---小出 S501教3→冨岡 1140652---ﾌｧﾛﾝ071
初級日本語１（会話Ｂ）Ⅱ たのしく学ぶイタリア語ⅡＢ 韓国朝鮮語エキスパート発展ⅡＢスペイン語エキスパートⅡ 今井(よ)S507教 609079下田 S509教→井上(昭) 1040554---池田(智)---

たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ ロシア語講読Ⅱイタリア語エキスパートⅡ 檜山 12322080井上(昭) 10405→近藤(浩) 1020455---
検定で学ぶドイツ語（初級）Ⅱ 検定で学ぶスペイン語（初級）Ⅱ韓国朝鮮語エキスパートⅡ ｺﾞﾝｻﾚｽ S217演081金 608→池田(崇) 13322099
検定で学ぶ韓国朝鮮語（初級）Ⅱ ドイツ語会話（初級）Ⅱたのしく学ぶドイツ語ⅡＡ 薦田 S505教082池田(崇) S513教5---金 S217演100
フランス語会話（初級）Ⅱ フランス語会話（中級）Ⅱたのしく学ぶドイツ語ⅡＢ ﾌｧﾛﾝ S215演083中谷(隆) 61053---ﾌｧﾛﾝ S215演101
ドイツ語ＬＬ（初級）Ⅱ イタリア語ＬＬ（初級）Ⅱたのしく学ぶフランス語ⅡＡ 井上(昭)ｳﾞｧｲﾋｬｰﾄ 10405084野村(直) S401教5---11305102
初級日本語２（会話）Ⅱ 中国語ＬＬ（中級）Ⅱたのしく学ぶ中国語ⅡＡ 池平 10401085沈 60515---西岡(麻) S508教---
中級日本語１（会話）Ⅱ 上級日本語３（ビジネス）Ⅱたのしく学ぶ中国語ⅡＢ 西岡(麻) S312教---藤澤 S315教64---川久保 12301---
中級日本語２（口頭表現）Ⅱ たのしく学ぶスペイン語ⅡＡ 小西 S311演5105池田(智) S306演---
日本語コミュニケーション（読む・書く）Ⅱ たのしく学ぶロシア語ⅡＢ秋 檜山 1232251---今西 12321---

たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ 今井(よ) 60956---
たのしく学ぶベトナム語ⅡＢ ﾁｭｰﾝ S511教---
中国語エキスパート発展ⅡＢ 関(光) 10402109
ドイツ語エキスパート発展ⅡＡ 舩津 12321110
スペイン語エキスパート発展ⅡＢ 仁平 S304演111
韓国朝鮮語エキスパート発展ⅡＡ 朴(真) 12201112
検定で学ぶ中国語（中級）Ⅱ 大村 112 複開2113
インドネシア語会話（初級）Ⅱ ｳｶﾞ S308演114
ドイツ語会話（中級）Ⅱ ｳﾞｧｲﾋｬｰﾄ S215演115
韓国朝鮮語講読Ⅱ 森(博) S305演116
上級日本語１（口頭表現）Ⅱ 池田(智) 10204---
上級日本語１（口頭表現）Ⅱ 川久保 12305S---
上級日本語２（口頭表現）Ⅱ 西岡(麻) S312教---

たのしく学ぶドイツ語ⅠＡ たのしく学ぶドイツ語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＡドイツ語エキスパートⅠ 張(健)2212405 609---岡野 11405→小田(直) 540255---舩津6---
たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＡ たのしく学ぶ中国語ⅠＢフランス語エキスパートⅠ 王(麗)71607 S509教---荒井 S312教→王(麗) 60520---中尾68---
ロシア語会話（初級）Ⅰ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶスペイン語ⅠＡ中国語エキスパートⅠ 高岡ｸﾂｪﾚｳﾞｧ 8S309演 S315教---王(麗) S511教1→中尾 60769---015
中級日本語２（聴解）Ⅰ たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶスペイン語ⅠＢ中国語エキスパートⅠ 岡村5812305 12305---王(燕) S407教2→張(健) 1040270---川久保---
入門日本語（会話Ｂ） たのしく学ぶスペイン語ⅠＡ フランス語エキスパート発展ⅠＢ中国語エキスパートⅠ 荒井S306演 S312教021周(敏) 125013→高岡 S315教6---池田(智)---

たのしく学ぶスペイン語ⅠＢ 韓国朝鮮語会話（中級）Ⅰスペイン語エキスパートⅠ 蔡 12306022小西 12425→岡村 11556---
たのしく学ぶインドネシア語ⅠＢ スペイン語ＬＬ（初級）Ⅰイタリア語エキスパートⅠ 小西ﾍﾟﾄﾞｲｬ 1242502310402→亀山 S405教53---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ 検定で学ぶ日本語（上級）Ⅰ韓国朝鮮語エキスパートⅠ 藤平 S403教---今井(よ) 12504→蔡 124057---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ たのしく学ぶドイツ語ⅠＡ 時田 124017---今井(よ) 1250157---
イタリア語エキスパート発展ⅠＡ たのしく学ぶドイツ語ⅠＢﾍﾟﾄﾞｲｬ 小田(直) S506教56---S307演028
ドイツ語エキスパート発展ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＡｳﾞｧｲﾋｬｰﾄ春 張(健) 60921---S216演029
中国語会話（初級）Ⅰ たのしく学ぶロシア語ⅠＢ 檜山 1230552---劉(虹) 12521 複開2030
初級日本語２（文法Ｂ）Ⅰ たのしく学ぶスペイン語ⅠＡ 岡村 124047---池田(智) S306演---
中級日本語１（聴解）Ⅰ たのしく学ぶスペイン語ⅠＢ 高岡 S315教57---畑中 12305---

たのしく学ぶインドネシア語ⅠＢ 安田(和) S408教54---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＡ 蔡 123068---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅠＢ 和田(隆) 1250358---
中国語会話（中級）Ⅰ 劉(虹) 12521036
上級日本語１（文章表現）Ⅰ 畑中 12303---
上級日本語１（文章表現）Ⅰ 藤平 S215演S---
上級日本語２（語彙・読解）Ⅰ金 池田(智) 10401---

■

たのしく学ぶドイツ語ⅡＡ たのしく学ぶドイツ語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＡドイツ語エキスパートⅡ 張(健)2212405 609---岡野 11405→小田(直) 540255---舩津6---
たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＡ たのしく学ぶ中国語ⅡＢフランス語エキスパートⅡ 王(麗)71607 S303教---荒井 S312教→王(麗) 60520---中尾68---
ロシア語会話（初級）Ⅱ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶスペイン語ⅡＡ中国語エキスパートⅡ 高岡ｸﾂｪﾚｳﾞｧ 8S309演 S315教---王(麗) S511教1→中尾 60769---054
中級日本語２（聴解）Ⅱ たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶスペイン語ⅡＢ中国語エキスパートⅡ 岡村5812305 12305---王(燕) S407教2→張(健) 1040270---川久保---
入門日本語（会話Ｂ） たのしく学ぶスペイン語ⅡＡ フランス語エキスパート発展ⅡＢ中国語エキスパートⅡ 荒井S306演 S312教067周(敏) 125013→高岡 S315教6---池田(智)---

たのしく学ぶスペイン語ⅡＢ 韓国朝鮮語会話（中級）Ⅱスペイン語エキスパートⅡ 蔡 12306068小西 12425→岡村 1330756---
たのしく学ぶインドネシア語ⅡＢ スペイン語ＬＬ（初級）Ⅱイタリア語エキスパートⅡ 小西ﾍﾟﾄﾞｲｬ 1242506910402→亀山 S405教53---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ 検定で学ぶ日本語（上級）Ⅱ韓国朝鮮語エキスパートⅡ 藤平 S403教---今井(よ) 12504→蔡 124057---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ たのしく学ぶドイツ語ⅡＡ 時田 124017---今井(よ) 1250157---
イタリア語エキスパート発展ⅡＡ たのしく学ぶドイツ語ⅡＢﾍﾟﾄﾞｲｬ 小田(直) S506教56---S307演082
ドイツ語エキスパート発展ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＡｳﾞｧｲﾋｬｰﾄ秋 張(健) 60921---S216演083
中国語会話（初級）Ⅱ たのしく学ぶロシア語ⅡＢ 檜山 1230552---劉(虹) 12521 複開2084
初級日本語２（文法Ｂ）Ⅱ たのしく学ぶスペイン語ⅡＡ 岡村 124047---池田(智) S306演---
中級日本語１（聴解）Ⅱ たのしく学ぶスペイン語ⅡＢ 高岡 S315教57---畑中 12305---

たのしく学ぶインドネシア語ⅡＢ 安田(和) S408教54---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＡ 蔡 123068---
たのしく学ぶ韓国朝鮮語ⅡＢ 和田(隆) 1250358---
中国語会話（中級）Ⅱ 劉(虹) 12521101
上級日本語１（文章表現）Ⅱ 池田(智) 10203---
上級日本語１（文章表現）Ⅱ 藤平 S215演S---
上級日本語２（文章表現）Ⅱ 畑中 12405---

たのしく学ぶ中国語ⅡＢ たのしく学ぶ中国語ⅡＡ春土 10406 大栗 10406再---大栗再---
■

たのしく学ぶ中国語ⅠＢ たのしく学ぶ中国語ⅠＡ秋 10406 大栗 10406再---大栗再---
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