
曜日 時限
時間割

コード
教員名

1限 305042 岩井　亮雄

305140 畑田 美緒

305174 石黒 暢

2限 305078 上原 順一

305176 高橋 美惠子

305378
レザーイー バーグ

ビーディー ハサン

305400
ポッツィ・カル

ロ・エドアルド

3限 305044 岩井　亮雄

305058 矢元　貴美

305096 鳥居 玲奈

305124
エル・シャルカー

ウィー

305134 田邉 欧

305192 大澤 孝

305513 宮脇　聡史

4限 305006 張　恒悦

305056
ドゥイ プスピトリ

ニ

305164 今岡 良子

305170 小森 淳子

305202 大内 一

5限 305016 北岡　志織

アジア言語社会構造論I Ｂ

アフリカ言語社会構造論II Ｂ

ヨーロッパ言語社会動態論V Ｂ

主科目名

月

アジア言語構造論III Ｂ

イギリス言語文化表象論I Ｂ

ヨーロッパ言語社会構造論II Ｂ

ヨーロッパ言語構造論I Ｂ

ヨーロッパ言語社会構造論III Ｂ

ペルシア語特別演習Ｂ

ヨーロッパ言語文化表象論II Ｂ

アジア言語社会動態論VI Ｂ

アジア言語社会構造論ⅢＢ

広域言語実践論III Ｂ

イタリア語特別演習Ｂ

アジア言語構造論IV Ｂ

アジア言語構造論XI Ｂ

アメリカ言語構造論I Ｂ

アジア言語文化表象論XIV Ｂ

広域言語文化論II Ｂ

アジア言語構造論X Ｂ



305148 平田 惠津子

305150 近藤　美佳

305178 中本 香

305184 深尾 葉子

305370 ﾃｯ ﾃｯ

305380
アクバイ オカン ハ

ルク

305394
ﾜｯﾂ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ｱﾘｽ

ﾀｰ

1限 305028 中川 裕之

305068
ジャヘドザデ、

ショルブラグ ベヘ

305112 ｻﾏｰﾙ ｴﾄﾞｶﾞｰ ｶﾗﾋﾞｱ

305558 藤家 洋昭

2限 305158 仲尾　周一郎

305196 古谷 大輔

305364 ｻﾏｰﾙ ｴﾄﾞｶﾞｰ ｶﾗﾋﾞｱ

305382
イサク　ザイナブ

カッス

305577 橘　宏亮

3限 305098 劉　文兵

305190 日向　伸介

305368
グエン　ティ

ゴック　トー

305384 ｼﾋﾟﾄｩｰﾆﾅ　ﾏﾘｰﾅ

305515 近藤 久美子

火

広域対照言語論III Ｂ

アジア言語構造論XVI Ｂ

アジア言語文化表象論VIII Ｂ

ウィグル語

アジア言語文化資源論V Ｂ

アジア言語文化資源論ⅧＢ

アジア言語文化表象論I Ｂ

アジア言語社会動態論V Ｂ

ベトナム語特別演習Ｂ

ロシア語特別演習Ｂ

ヨーロッパ言語社会動態論II Ｂ

フィリピノ語特別演習Ｂ

スワヒリ語特別演習Ｂ

ヨーロッパ言語文化表象論VⅢB

トルコ語特別演習Ｂ

英語特別演習Ｂ

月

アメリカ言語文化表象論IV Ｂ

アジア言語文化資源論I Ｂ

ヨーロッパ言語社会構造論IV Ｂ

アジア言語社会動態論II Ｂ

ビルマ語特別演習Ｂ



4限 305022 長谷川 信弥

305026 髙橋　健一郎

305100 今泉 秀人

305120
マルグーブ フサイ

ン ターヒル

305504 小島 一秀

305542 依田 純和

5限 305020 藤原 克美

305144 岡本　太助

305152 林　初梅

305168 竹村 景子

305180 教員未定

305186 山根 聡

305566 濱田　洋輔

305570
マリー テリー ドッ

テル

6限 305094 坂東 照啓

305396 アシュリン

1限 305070 藤家 洋昭

305074 米田　信子

305102 岸田 文隆

305126 藤元 優子

305128
レザーイー バーグ

ビーディー ハサン

水

アジア言語構造論XVII Ｂ

アフリカ言語構造論I Ｂ

アジア言語文化表象論III Ｂ

アジア言語文化表象論XV Ｂ

アジア言語文化表象論XVI Ｂ

アフリカ言語社会構造論I Ｂ

アメリカ言語社会構造論I Ｂ

英語特別演習Ｄ

火
広域言語文化論V Ｂ

広域対照言語論II Ｂ

アジア言語文化表象論II Ｂ

アジア言語文化表象論XII Ｂ

言語文化資源の活用と情報処理研

究

アジア言語社会動態論III Ｂ

ヨーロッパ言語社会動態論IXB

ヨーロッパ言語文化表象論VIIB

ヨーロッパ言語構造論IX Ｂ

マルタ語Ｂ

広域言語文化論ⅣＢ

アメリカ言語文化表象論II Ｂ

アジア言語文化資源論II Ｂ



305568
ラウリツ　コー

フィクスシュルス

2限 305018 中村 未樹

305052
ﾏｸﾞｻﾙｼﾞｬｳﾞ ﾊﾞﾔﾙｻｲ

ﾊﾝ

305088 高橋 美惠子

305136 篠原　学

305138 菊池 正和

305154 長崎 広子

305155 北田 信

305198 進藤 修一

305366 ﾌﾞｰﾗﾅﾊﾟﾀﾅｰ ﾏﾘﾜﾝ

305386 ｺｳﾞｧｰﾁ ﾚﾅｰﾀ

305404 ｱｷﾁ ﾃﾞｾﾞﾝ ﾛｼﾞｪﾘｵ

3限 305014 横井　幸子

305048 塩谷 茂樹

305090 中川 裕之

305104 宮本 マラシー

305106
グエン　ティ

ゴック　トー

305108 池田 一人

305182 酒井　裕美

305204 藤山　一樹

305519 依田 純和

イギリス言語社会動態論I Ｂ

アジア言語文化資源論ⅨＢ

水

ヨーロッパ言語文化表象論VIB

広域言語文化論ⅠＢ

アジア言語構造論VI Ｂ

ヨーロッパ言語構造論VII Ｂ

アジア言語文化表象論IV Ｂ

アジア言語文化表象論V Ｂ

アジア言語文化資源論IV Ａ

ヨーロッパ言語社会動態論III Ｂ

タイ語特別演習Ｂ

ハンガリー語特別演習Ｂ

ポルトガル語特別演習Ｂ

アジア言語文化表象論VI Ｂ

アジア言語社会動態論I Ｂ

広域言語文化論III Ｂ

アジア言語構造論VIII Ｂ

ヨーロッパ言語構造論VI Ｂ

ヨーロッパ言語文化表象論III Ｂ

ヨーロッパ言語文化表象論IV Ｂ

アジア言語文化資源論III Ｂ



305537 鈴木 広和

4限 305002 古川 裕

305116
ｽｨﾝｸﾞ ｳﾞｪｰﾀﾞ ﾌﾟﾗｶｰ

ｼｭ

305118 宮本　隆史

305160 竹原 新

305172 藤原 克美

305194 岡本 真理

305362
ドゥイ プスピトリ

ニ

305402
ガルシア・ナラン

ホ・ホセファ

305438 中嶋 善輝

305442 依田 純和

305472 清水 政明

305496 藤山　一樹

305521 ﾍﾞﾙﾃｯﾘ ｼﾞｭﾘｵ ｱﾝﾄﾆｵ

305560 宮原 曉

305562 白石　奈津子

5限 305040 岸田 文隆

305046 中嶋 善輝

305086 當野 能之

305142 渡邉 克昭

305156 北田 信

アジア言語構造論II Ｂ

アジア言語構造論V Ｂ

ヨーロッパ言語構造論V Ｂ

アメリカ言語文化表象論I Ｂ

アジア言語文化資源論IV Ｂ

ヨーロッパ言語社会動態論ⅧＢ

現代英米政治外交史特殊研究

ヨーロッパ言語社会動態論ⅦＢ

アジア言語社会構造論IVB

アジア言語社会構造論VB

ヨーロッパ言語社会動態論I Ｂ

インドネシア語特別演習Ｂ

スペイン語特別演習Ｂ

カザフ語Ｂ

ヘブライ語Ｂ

アジア言語文化資源論ⅦＢ

水
広域言語実践論I Ｂ

アジア言語文化表象論X Ｂ

アジア言語文化表象論XI Ｂ

アジア言語文化資源論VI Ｂ

ヨーロッパ言語社会構造論I Ｂ



305166 村上 忠良

305188 拓　徹

305206
サルダーニャ・カ

リーナ

305398 ﾎﾟﾚ ｼﾞｬﾝ ﾉｴﾙ

305517 横井　幸子

305548 菅原 由美

6限 30550F ｸﾗｰｸ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾛｰﾚﾝｽ

1限 305054 原 真由子

305376
エル・シャルカー

ウィー

305388
ラウリツ　コー

フィクスシュルス

305390
マリー テリー ドッ

テル

2限 305038 鈴木 慎吾

305062 ﾌｧﾝ ﾃｨ ﾐｨ ﾛｱﾝ

305080 江口　清子

305084 田邉 欧

305132 髙橋　健一郎

305448 塩田 勝彦

305468
グリシッチ　イェ

レナ

305476 田中　大

3限 305004 ﾎﾌﾒｱ ﾏｲｹﾙ ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ

305374
マルグーブ フサイ

ン ターヒル

英米言語社会論(F)

木

アジア言語構造論IX Ｂ

アラビア語特別演習Ｂ

デンマーク語特別演習Ｂ

スウェーデン語特別演習Ｂ

アジア言語構造論I Ｂ

アジア言語構造論XIII Ｂ

ヨーロッパ言語構造論II Ｂ

ウルドゥー語特別演習Ｂ

ヨーロッパ言語構造論IV Ｂ

ヨーロッパ言語文化表象論I Ｂ

西アフリカ諸語Ｂ

セルビア語Ｂ

チェコ語Ｂ

広域言語実践論II Ｂ

アジア言語社会動態論IV Ｂ

アメリカ言語社会動態論I Ｂ

フランス語特別演習Ｂ

ヨーロッパ言語社会動態論ⅥＢ

Global Area Studies B

アジア言語社会構造論II Ｂ

水



305416 佐藤 直実

305426 大島 智靖

4限 305506 宮原 曉

305550 池田 一人

305556 米田 信子

5限 305392 ﾗｯﾍﾟ ｷﾞﾄﾞ

30550B ｸﾗｰｸ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾛｰﾚﾝｽ

305526 岡本　淳子

305552 菅原 由美

305572 霜田　洋祐

6限 305162 大津 智彦

30550D 高橋　伸光

1限 305082 大辺　理恵

305110 ﾃｯ ﾃｯ

2限 305050 大塚　行誠

305130 宮下 遼

305146 松本 健二

305372
ｽｨﾝｸﾞ ｳﾞｪｰﾀﾞ ﾌﾟﾗｶｰ

ｼｭ

305540 松村　智雄

3限 305064 大塚　行誠

305066 西岡 美樹

金

ヨーロッパ言語構造論III Ｂ

アジア言語文化表象論VII Ｂ

アジア言語構造論VII Ｂ

アジア言語文化表象論XVII Ｂ

世界の言語事情

ドイツ語特別演習Ｂ

英米言語社会論(B)

ヨーロッパ言語文化表象論 VＢ

グローバル地域研究演習B

ヨーロッパ言語社会構造論VB

アジア言語構造論XIV Ｂ

アジア言語構造論XV Ｂ

アメリカ言語文化表象論III Ｂ

ヒンディー語特別演習Ｂ

アジア言語社会動態論ⅧＢ

イギリス言語文化資源論I Ｂ

英米言語社会論(D)

木

古典チベット語Ｂ

サンスクリット語Ｂ

通訳翻訳学特講Ｂ

グローバル地域社会論B



305076
イサク　ザイナブ

カッス

305356 郭 修静

305360
ﾏｸﾞｻﾙｼﾞｬｳﾞ ﾊﾞﾔﾙｻｲ

ﾊﾝ

4限 305024 中田　聡美

305114 井上 さゆり

305122 福田 義昭

305358 趙　瑜美

305424 西本　希呼

305428 山口 周子

305544
ブラジミロブ イボ

ウ

5限 305060 ﾌﾞｰﾗﾅﾊﾟﾀﾅｰ ﾏﾘﾜﾝ

305200 岡田 友和

305462 佐藤 義尚

朝鮮語特別演習Ｂ

オセアニア諸語Ｂ

パーリ語Ｂ

ブルガリア語Ｂ

モンゴル語特別演習Ｂ

広域対照言語論I Ｂ

アジア言語文化表象論IX Ｂ

金

アフリカ言語構造論II Ｂ

中国語特別演習Ｂ

アジア言語構造論XII Ｂ

ヨーロッパ言語社会動態論IV Ｂ

ラテン語Ｂ

アジア言語文化表象論XIII Ｂ


