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U825000101 ロシア語Ｂ（初級） 共通 2 通年 齊藤　毅

U825001101 ロシア語Ｒ（中級） 共通 2 通年 齊藤　毅

U825100101 ロシア語Ｃ（初級） 共通 2 通年 ＫＬＯＣＨＫＯＶ，　Ｉｕｒｉｉ　Ｂｏｒｉｓｏｖｉｃ

U825101101 ロシア語Ｃ（中級） 共通 2 通年 ＫＬＯＣＨＫＯＶ，　Ｉｕｒｉｉ　Ｂｏｒｉｓｏｖｉｃ

U826000101 スペイン語Ｂ（初級）１ 共通 2 通年 佐藤　空子

U826000102 スペイン語Ｂ（初級）２ 共通 2 通年 佐藤　空子

U826000103 スペイン語Ｂ（初級）３ 英語英米文化学科
スペイン語文法の基礎を楽し
く学ぼう

2 通年 後藤　雄介

U826000104 スペイン語Ｂ（初級）４ 共通
文法の基礎をしっかり身につ
けよう

2 通年 利根川　リリ

U826000105 スペイン語Ｂ（初級）５ 英語英米文化学科
文法の基礎をしっかり身につ
けよう

2 通年 利根川　リリ

U826001101 スペイン語Ｒ（中級） 共通
バランスよくスペイン語力を高
めよう

2 通年 利根川　リリ

U826100101 スペイン語Ｃ（初級）１ 共通 2 通年 ＢＡＴＴＡＮ，　Ｓａｌｌｙ

U826100102 スペイン語Ｃ（初級）２ 共通 2 通年 ＣＡＲＤＥＬＯ　ＣＡＳＴＩＬＬＯ，　Ｊｏｓｅ　Ｌｕ

U826100103 スペイン語Ｃ（初級）３ 英語英米文化学科 2 通年 ＣＡＲＤＥＬＯ　ＣＡＳＴＩＬＬＯ，　Ｊｏｓｅ　Ｌｕ

U826100104 スペイン語Ｃ（初級）４ 英語英米文化学科 2 通年 ＣＡＲＤＥＬＯ　ＣＡＳＴＩＬＬＯ，　Ｊｏｓｅ　Ｌｕ

U826100105 スペイン語Ｃ（初級）５ 共通 2 通年 ＢＡＴＴＡＮ，　Ｓａｌｌｙ

U826101101 スペイン語Ｃ（中級）１ 共通 2 通年 ＢＡＴＴＡＮ，　Ｓａｌｌｙ

U826101102 スペイン語Ｃ（中級）２ 共通 2 通年 ＣＡＲＤＥＬＯ　ＣＡＳＴＩＬＬＯ，　Ｊｏｓｅ　Ｌｕ

U827000101 イタリア語Ｂ（初級）１ 共通 2 通年 小林　勝

U827000102 イタリア語Ｂ（初級）２ 共通 2 通年 小林　勝

U827000103 イタリア語Ｂ（初級）３ 共通 2 通年 押場　靖志

U827000104 イタリア語Ｂ（初級）４ 共通 2 通年 押場　靖志

U827000105 イタリア語Ｂ（初級）５ 英語英米文化学科 2 通年 野里　紳一郎

U827000106 イタリア語Ｂ（初級）６ 哲学科 2 通年 野里　紳一郎

U827001101 イタリア語Ｒ（中級） 共通 2 通年 押場　靖志

U827100101 イタリア語Ｃ（初級）１ 共通 2 通年 ＣＡＭＡＮＤＯＮＡ，　Ｍｉｃｈｅｌｅ

U827100102 イタリア語Ｃ（初級）２ 共通 2 通年 小林　勝

U827100103 イタリア語Ｃ（初級）３ 共通 Parliamo in italiano! 2 通年 ＭＥＳＳＩＮＡ，　Ｌａｕｒａ

U827100104 イタリア語Ｃ（初級）４ 共通 2 通年 ＭＥＳＳＩＮＡ，　Ｌａｕｒａ

U827100105 イタリア語Ｃ（初級）５ 哲学科 2 通年 ＭＥＳＳＩＮＡ，　Ｌａｕｒａ

U827100106 イタリア語Ｃ（初級）６ 英語英米文化学科 2 通年 ＣＡＭＡＮＤＯＮＡ，　Ｍｉｃｈｅｌｅ

U827101101 イタリア語Ｃ（中級）１ 共通 2 通年 ＣＡＭＡＮＤＯＮＡ，　Ｍｉｃｈｅｌｅ

U827101102 イタリア語Ｃ（中級）２ 共通 Oggi, ieri, domani! 2 通年 ＭＥＳＳＩＮＡ，　Ｌａｕｒａ

U828000101 朝鮮語Ｂ（初級）１ 共通 2 通年 盧　ミン周

U828000102 朝鮮語Ｂ（初級）２ 共通 2 通年 呉　順瑛

U828000103 朝鮮語Ｂ（初級）３ 共通 2 通年 柳　慧政

U828000104 朝鮮語Ｂ（初級）４ 教育学科 2 通年 元　鍾彬

U828001101 朝鮮語Ｒ（中級） 共通 2 通年 柳　慧政

U828100101 朝鮮語Ｃ（初級）１ 共通 2 通年 呉　順瑛

U828100102 朝鮮語Ｃ（初級）２ 共通 2 通年 孫　英玉

U828100103 朝鮮語Ｃ（初級）３ 共通 2 通年 盧　ミン周

U828100104 朝鮮語Ｃ（初級）４ 教育学科 2 通年 元　鍾彬

U828101101 朝鮮語Ｃ（中級） 共通 2 通年 孫　英玉

U829000101 アラビア語Ｂ（初級）１ 共通 2 通年 斎藤　美津子

U829000102 アラビア語Ｂ（初級）２ 共通 2 通年 斎藤　美津子

U829001101 アラビア語Ｒ（中級） 共通 2 通年 斎藤　美津子

U829100101 アラビア語Ｃ（初級） 共通 2 通年 川上　アビール

U829101101 アラビア語Ｃ（中級） 共通 2 通年 川上　アビール
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U824000101 日本語Ｃ（初級）１ 共通 1 第１学期 小林　孝子 注1）

U824000102 日本語Ｃ（初級）２ 共通 1 第１学期 小林　孝子 注1）

U824000103 日本語Ｃ（初級）３ 共通 作文（さくぶん） 1 第１学期 大江　淳子 注1）

U824000104 日本語Ｃ（初級）４ 共通 1 第１学期 田中　洋子 注1）

U824000105 日本語Ｃ（初級）５ 共通 1 第２学期 小林　孝子 注1）

U824000106 日本語Ｃ（初級）６ 共通 1 第２学期 小林　孝子 注1）

U824000107 日本語Ｃ（初級）７ 共通 作文（さくぶん） 1 第２学期 大江　淳子 注1）

U824000108 日本語Ｃ（初級）８ 共通 1 第２学期 田中　洋子 注1）

U824001101 日本語Ｃ（中級）１ 共通 1 第１学期 田中　洋子

U824001102 日本語Ｃ（中級）２ 共通 1 第１学期 小林　孝子

U824001103 日本語Ｃ（中級）３ 共通
インタビュー・発表（はっぴょ
う）

1 第１学期 大江　淳子

U824001104 日本語Ｃ（中級）４ 共通 ニュース 1 第１学期 大江　淳子

U824001105 日本語Ｃ（中級）５ 共通 1 第２学期 田中　洋子

U824001106 日本語Ｃ（中級）６ 共通 1 第２学期 小林　孝子

U824001107 日本語Ｃ（中級）７ 共通
インタビュー・発表（はっぴょ
う）

1 第２学期 大江　淳子

U824001108 日本語Ｃ（中級）８ 共通 ニュース 1 第２学期 大江　淳子

U824002101 日本語Ｃ（上級）１ 共通 1 第１学期 小林　孝子

U824002102 日本語Ｃ（上級）２ 共通 理解する・まとめる・伝える 1 第１学期 大江　淳子

U824002103 日本語Ｃ（上級）３ 共通 1 第１学期 田中　洋子

U824002104 日本語Ｃ（上級）４ 共通 1 第１学期 田中　洋子

U824002105 日本語Ｃ（上級）５ 共通 1 第２学期 小林　孝子

U824002106 日本語Ｃ（上級）６ 共通 理解する・まとめる・伝える 1 第２学期 大江　淳子

U824002107 日本語Ｃ（上級）７ 共通 1 第２学期 田中　洋子

U824002108 日本語Ｃ（上級）８ 共通 1 第２学期 田中　洋子

注1）協定留学生のためのクラス
スペイン語・イタリア語・朝鮮語のＢ（初級）およびＣ（初級）について
・スペイン語のＢ（初級）およびＣ（初級）のうち、一部クラスは英語英米文化学科指定クラスである。表中の優先学科欄参照。
・イタリア語のＢ（初級）およびＣ（初級）のうち、一部クラスは哲学科・英語英米文化学科指定クラスである。表中の優先学科欄参照。
・朝鮮語のＢ（初級）およびＣ（初級）のうち、一部クラスは教育学科指定クラスである。表中の優先学科欄参照。
・学科指定のあるクラス以外は、その他の全ての学科が優先される。表中の優先学科欄参照。
・全学科２年生以上は、優先されるクラスはない。
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