
◆諸外国語補講科目を必修科目へ代替させる際の授業コード一覧◆

　　諸外国語補講授業は、諸外国語必修科目の単位に代替させることができます。代替させたい科目に該当する欄の履修登録用授業コードを登録してください。

　　　※履修登録の際は必ず以下の「F」から始まるコードで登録してください。
コードを誤ると希望とは別の授業を履修登録してしまうので、注意してください。
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E2227 ドイツ語補講１Ⅰ E2227 ドイツ語補講１Ⅰ 春学期 木2 伊東　直美 F2151 ドイツ語１Ⅰ F2161 ドイツ語(１)Ⅰ F2141 ドイツ語１-Ⅰ F2141 ドイツ語１-Ⅰ F2101 ドイツ語１：表現Ⅰ － －

E2228 ドイツ語補講１Ⅱ E2228 ドイツ語補講１Ⅱ 秋学期 木2 伊東　直美 F2152 ドイツ語１Ⅱ F2162 ドイツ語(１)Ⅱ F2142 ドイツ語１-Ⅱ F2142 ドイツ語１-Ⅱ F2102 ドイツ語１：表現Ⅱ － －

E2229 ドイツ語補講２Ⅰ E2229 ドイツ語補講２Ⅰ 春学期 月2 畠山　勝彦 F2153 ドイツ語２Ⅰ F2163 ドイツ語(２)Ⅰ F2143 ドイツ語２-Ⅰ F2143 ドイツ語２-Ⅰ F2107 ドイツ語２：読解Ⅰ － －

E2230 ドイツ語補講２Ⅱ E2230 ドイツ語補講２Ⅱ 秋学期 月2 畠山　勝彦 F2154 ドイツ語２Ⅱ F2164 ドイツ語(２)Ⅱ F2144 ドイツ語２-Ⅱ F2144 ドイツ語２-Ⅱ F2108 ドイツ語２：読解Ⅱ － －

E3249 フランス語補講１Ⅰ E3249 フランス語補講１Ⅰ 春学期 木6 西川　純子 F3193 フランス語１Ⅰ F3153 フランス語(１)Ⅰ F3143 フランス語１-Ⅰ F3143 フランス語１-Ⅰ F3101 フランス語１Ⅰ － －

E3250 フランス語補講１Ⅱ E3250 フランス語補講１Ⅱ 秋学期 木6 西川　純子 F3194 フランス語１Ⅱ F3154 フランス語(１)Ⅱ F3144 フランス語１-Ⅱ F3144 フランス語１-Ⅱ F3102 フランス語１Ⅱ － －

E3251 フランス語補講２Ⅰ E3251 フランス語補講２Ⅰ 春学期 水6 中村　美緒 F3195 フランス語２Ⅰ F3155 フランス語(２)Ⅰ F3145 フランス語２-Ⅰ F3145 フランス語２-Ⅰ F3109 フランス語２Ⅰ － －

E3252 フランス語補講２Ⅱ E3252 フランス語補講２Ⅱ 秋学期 水6 中村　美緒 F3196 フランス語２Ⅱ F3156 フランス語(２)Ⅱ F3146 フランス語２-Ⅱ F3146 フランス語２-Ⅱ F3110 フランス語２Ⅱ － －

E3253 フランス語補講３Ⅰ E3253 フランス語補講３Ⅰ 春学期 木1 石川　典子 F3197 フランス語３Ⅰ F3157 フランス語(３)Ⅰ F3147 フランス語３-Ⅰ － － F3141 フランス語３Ⅰ － －

E3254 フランス語補講３Ⅱ E3254 フランス語補講３Ⅱ 秋学期 木1 石川　典子 F3198 フランス語３Ⅱ F3158 フランス語(３)Ⅱ F3148 フランス語３-Ⅱ － － F3142 フランス語３Ⅱ － －

E4221 ロシア語補講１Ⅰ E4221 ロシア語補講１Ⅰ 春学期 月2 佐藤　裕子 F4131 ロシア語１Ⅰ F4141 ロシア語(１)Ⅰ F4121 ロシア語１-Ⅰ F4121 ロシア語１-Ⅰ F4101 ロシア語１Ⅰ － －

E4222 ロシア語補講１Ⅱ E4222 ロシア語補講１Ⅱ 秋学期 月2 佐藤　裕子 F4132 ロシア語１Ⅱ F4142 ロシア語(１)Ⅱ F4122 ロシア語１-Ⅱ F4122 ロシア語１-Ⅱ F4102 ロシア語１Ⅱ － －

E4223 ロシア語補講２Ⅰ E4223 ロシア語補講２Ⅰ 春学期 木3 佐藤　裕子 F4133 ロシア語２Ⅰ F4143 ロシア語(２)Ⅰ F4123 ロシア語２-Ⅰ F4123 ロシア語２-Ⅰ F4103 ロシア語２Ⅰ － －

E4224 ロシア語補講２Ⅱ E4224 ロシア語補講２Ⅱ 秋学期 木3 佐藤　裕子 F4134 ロシア語２Ⅱ F4144 ロシア語(２)Ⅱ F4124 ロシア語２-Ⅱ F4124 ロシア語２-Ⅱ F4104 ロシア語２Ⅱ － －

R7251 中国語補講１Ⅰ E5323 中国語補講Ⅰ 春学期 木4 池田　麻希子 F5731 中国語１Ⅰ F5761 中国語(１)Ⅰ F5701 中国語１-Ⅰ F5701 中国語１-Ⅰ F5101 中国語１Ⅰ F5103 中国語２Ⅰ

R7252 中国語補講１Ⅱ E5324 中国語補講Ⅱ 秋学期 木4 池田　麻希子 F5732 中国語１Ⅱ F5762 中国語(１)Ⅱ F5702 中国語１-Ⅱ F5702 中国語１-Ⅱ F5102 中国語１Ⅱ F5104 中国語２Ⅱ

R7255 中国語補講１Ⅰ E5327 中国語補講Ⅰ 春学期 金5 沈　小南 F5735 中国語１Ⅰ F5765 中国語(１)Ⅰ F5705 中国語１-Ⅰ F5705 中国語１-Ⅰ F5109 中国語１Ⅰ F5111 中国語２Ⅰ

R7256 中国語補講１Ⅱ E5328 中国語補講Ⅱ 秋学期 金5 沈　小南 F5736 中国語１Ⅱ F5766 中国語(１)Ⅱ F5706 中国語１-Ⅱ F5706 中国語１-Ⅱ F5110 中国語１Ⅱ F5112 中国語２Ⅱ

R7257 中国語補講１Ⅰ E5329 中国語補講Ⅰ 春学期 水3 後藤　淳一 F5743 中国語１Ⅰ F5773 中国語(１)Ⅰ F5713 中国語１-Ⅰ F5713 中国語１-Ⅰ F5373 中国語１Ⅰ F5375 中国語２Ⅰ

R7258 中国語補講１Ⅱ E5330 中国語補講Ⅱ 秋学期 水3 後藤　淳一 F5744 中国語１Ⅱ F5774 中国語(１)Ⅱ F5714 中国語１-Ⅱ F5714 中国語１-Ⅱ F5374 中国語１Ⅱ F5376 中国語２Ⅱ

R7259 中国語補講２Ⅰ E5331 中国語補講Ⅰ 春学期 金4 沈　小南 F5737 中国語２Ⅰ F5767 中国語(２)Ⅰ F5707 中国語２-Ⅰ F5707 中国語２-Ⅰ F5113 中国語１Ⅰ F5115 中国語２Ⅰ

R7260 中国語補講２Ⅱ E5332 中国語補講Ⅱ 秋学期 金4 沈　小南 F5738 中国語２Ⅱ F5768 中国語(２)Ⅱ F5708 中国語２-Ⅱ F5708 中国語２-Ⅱ F5114 中国語１Ⅱ F5116 中国語２Ⅱ

R7261 中国語補講２Ⅰ E5333 中国語補講Ⅰ 春学期 火5 余　瀾 F5739 中国語２Ⅰ F5769 中国語(２)Ⅰ F5709 中国語２-Ⅰ F5709 中国語２-Ⅰ F5117 中国語１Ⅰ F5119 中国語２Ⅰ

R7262 中国語補講２Ⅱ E5334 中国語補講Ⅱ 秋学期 火5 余　瀾 F5740 中国語２Ⅱ F5770 中国語(２)Ⅱ F5710 中国語２-Ⅱ F5710 中国語２-Ⅱ F5118 中国語１Ⅱ F5120 中国語２Ⅱ

R7263 中国語補講２Ⅰ E5335 中国語補講Ⅰ 春学期 月3 劉　光赤 F5741 中国語２Ⅰ F5771 中国語(２)Ⅰ F5711 中国語２-Ⅰ F5711 中国語２-Ⅰ F5365 中国語１Ⅰ F5367 中国語２Ⅰ

R7264 中国語補講２Ⅱ E5336 中国語補講Ⅱ 秋学期 月3 劉　光赤 F5742 中国語２Ⅱ F5772 中国語(２)Ⅱ F5712 中国語２-Ⅱ F5712 中国語２-Ⅱ F5366 中国語１Ⅱ F5368 中国語２Ⅱ

E5337 中国語補講３Ⅰ E5337 中国語補講３Ⅰ 春学期 木3 渋井　君也 F5751 中国語３Ⅰ F5781 中国語(３)Ⅰ F5721 中国語３-Ⅰ － － F5811 中国語３Ⅰ － －

E5338 中国語補講３Ⅱ E5338 中国語補講３Ⅱ 秋学期 木3 渋井　君也 F5752 中国語３Ⅱ F5782 中国語(３)Ⅱ F5722 中国語３-Ⅱ － － F5812 中国語３Ⅱ － －

E5339 中国語補講３Ⅰ E5339 中国語補講３Ⅰ 春学期 金6 渋井　君也 F5753 中国語３Ⅰ F5783 中国語(３)Ⅰ F5723 中国語３-Ⅰ － － F5813 中国語３Ⅰ － －

E5340 中国語補講３Ⅱ E5340 中国語補講３Ⅱ 秋学期 金6 渋井　君也 F5754 中国語３Ⅱ F5784 中国語(３)Ⅱ F5724 中国語３-Ⅱ － － F5814 中国語３Ⅱ － －

E5343 中国語補講３Ⅰ E5343 中国語補講３Ⅰ 春学期 火4 篠田　幸夫 F5757 中国語３Ⅰ F5787 中国語(３)Ⅰ F5727 中国語３-Ⅰ － － F5817 中国語３Ⅰ － －

E5344 中国語補講３Ⅱ E5344 中国語補講３Ⅱ 秋学期 火4 篠田　幸夫 F5758 中国語３Ⅱ F5788 中国語(３)Ⅱ F5728 中国語３-Ⅱ － － F5818 中国語３Ⅱ － －

R8307 スペイン語補講１Ⅰ E6099 スペイン語補講１･２Ⅰ 春学期 金3 大貫　良史 F6521 スペイン語１Ⅰ F6541 スペイン語(１)Ⅰ F6501 スペイン語１-Ⅰ F6501 スペイン語１-Ⅰ F6101 スペイン語１Ⅰ F6103 スペイン語２Ⅰ

R8308 スペイン語補講１Ⅱ E6100 スペイン語補講１･２Ⅱ 秋学期 金3 大貫　良史 F6522 スペイン語１Ⅱ F6542 スペイン語(１)Ⅱ F6502 スペイン語１-Ⅱ F6502 スペイン語１-Ⅱ F6102 スペイン語１Ⅱ F6104 スペイン語２Ⅱ

R8309 スペイン語補講１Ⅰ E6133 スペイン語補講１･２Ⅰ 春学期 火2 岡本　年正 F6523 スペイン語１Ⅰ F6543 スペイン語(１)Ⅰ F6503 スペイン語１-Ⅰ F6503 スペイン語１-Ⅰ F6105 スペイン語１Ⅰ F6107 スペイン語２Ⅰ

R8310 スペイン語補講１Ⅱ E6134 スペイン語補講１･２Ⅱ 秋学期 火2 岡本　年正 F6524 スペイン語１Ⅱ F6544 スペイン語(１)Ⅱ F6504 スペイン語１-Ⅱ F6504 スペイン語１-Ⅱ F6106 スペイン語１Ⅱ F6108 スペイン語２Ⅱ

R8311 スペイン語補講２Ⅰ E6097 スペイン語補講１･２Ⅰ 春学期 木2 塩﨑　公靖 F6525 スペイン語２Ⅰ F6545 スペイン語(２)Ⅰ F6505 スペイン語２-Ⅰ F6505 スペイン語２-Ⅰ F6123 スペイン語１Ⅰ F6125 スペイン語２Ⅰ

R8312 スペイン語補講２Ⅱ E6098 スペイン語補講１･２Ⅱ 秋学期 木2 塩﨑　公靖 F6526 スペイン語２Ⅱ F6546 スペイン語(２)Ⅱ F6506 スペイン語２-Ⅱ F6506 スペイン語２-Ⅱ F6124 スペイン語１Ⅱ F6126 スペイン語２Ⅱ

R8313 スペイン語補講２Ⅰ E6131 スペイン語補講１･２Ⅰ 春学期 火4 長谷川　悦夫 F6527 スペイン語２Ⅰ F6547 スペイン語(２)Ⅰ F6507 スペイン語２-Ⅰ F6507 スペイン語２-Ⅰ F6127 スペイン語１Ⅰ F6129 スペイン語２Ⅰ

R8314 スペイン語補講２Ⅱ E6132 スペイン語補講１･２Ⅱ 秋学期 火4 長谷川　悦夫 F6528 スペイン語２Ⅱ F6548 スペイン語(２)Ⅱ F6508 スペイン語２-Ⅱ F6508 スペイン語２-Ⅱ F6128 スペイン語１Ⅱ F6130 スペイン語２Ⅱ

E6135 スペイン語補講３Ⅰ E6135 スペイン語補講３Ⅰ 春学期 金2 若林　大我 F6531 スペイン語３Ⅰ F6551 スペイン語(３)Ⅰ F6511 スペイン語３-Ⅰ － － F6135 スペイン語３Ⅰ － －

E6136 スペイン語補講３Ⅱ E6136 スペイン語補講３Ⅱ 秋学期 金2 若林　大我 F6532 スペイン語３Ⅱ F6552 スペイン語(３)Ⅱ F6512 スペイン語３-Ⅱ － － F6136 スペイン語３Ⅱ － －
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キャリアデザイン

2017年度以降入学生

法（法律・政治）・文・経営

2016年度以前入学生

シラバス確認用 2016年度以前入学生用 法（法律・政治）・文・経営 法（国際政治） 人間環境

履修可能年次


