
登録番号 科目名 登録番号 科目名

春学期 水2 日中　鎮朗 E2201 ドイツ語４Ⅰ(重点) F2301 ドイツ語４－Ⅰ(重点)

秋学期 水2 日中　鎮朗 E2202 ドイツ語４Ⅱ(重点) F2302 ドイツ語４－Ⅱ(重点)

春学期 金4 林　志津江 E2205 ドイツ語４Ⅰ(重点) F2305 ドイツ語４－Ⅰ(重点)

秋学期 金4 林　志津江 E2206 ドイツ語４Ⅱ(重点) F2306 ドイツ語４－Ⅱ(重点)

春学期 月２ 外山　知子 E2203 ドイツ語４Ⅰ(重点) F2303 ドイツ語４－Ⅰ(重点)

秋学期 月２ 外山　知子 E2204 ドイツ語４Ⅱ(重点) F2304 ドイツ語４－Ⅱ(重点)

春学期 月2 稲垣　正久 E3209 フランス語４Ⅰ（重点） F3309 フランス語４－Ⅰ（重点）

秋学期 月2 稲垣　正久 E3210 フランス語４Ⅱ（重点） F3310 フランス語４－Ⅱ（重点）

春学期 水5 近江屋　志穂 E3205 フランス語３Ⅰ（重点） F3301 フランス語３－Ⅰ（重点）

秋学期 水5 近江屋　志穂 E3206 フランス語３Ⅱ（重点） F3302 フランス語３－Ⅱ（重点）

春学期 火3 岡村　民夫 E3207 フランス語４Ⅰ（重点） F3307 フランス語４－Ⅰ（重点）

秋学期 火3 岡村　民夫 E3208 フランス語４Ⅱ（重点） F3308 フランス語４－Ⅱ（重点）

春学期 水5 中村　美緒 E3213 フランス語４Ⅰ（重点） F3315 フランス語４－Ⅰ（重点）

秋学期 水5 中村　美緒 E3214 フランス語４Ⅱ（重点） F3316 フランス語４－Ⅱ（重点）

春学期 金2 村松　マリ=エマニュエル E3211 フランス語５Ⅰ（重点） F3311 フランス語５－Ⅰ（重点）

秋学期 金2 村松　マリ=エマニュエル E3212 フランス語５Ⅱ（重点） F3312 フランス語５－Ⅱ（重点）

春学期 月2 上野　理恵 E4203 ロシア語４Ⅰ（重点） F4013 ロシア語４－Ⅰ（重点）

秋学期 月2 上野　理恵 E4204 ロシア語４Ⅱ（重点） F4014 ロシア語４－Ⅱ（重点）

春学期 水3 木部　敬 E4201 ロシア語４Ⅰ（重点） F4009 ロシア語４－Ⅰ（重点）

秋学期 水3 木部　敬 E4202 ロシア語４Ⅱ（重点） F4010 ロシア語４－Ⅱ（重点）

春学期 月2 エレーナ　三神 E4205 ロシア語５Ⅰ（重点） F4011 ロシア語５－Ⅰ（重点）

秋学期 月2 エレーナ　三神 E4206 ロシア語５Ⅱ（重点） F4012 ロシア語５－Ⅱ（重点）

春学期 金2 渋井　君也 E5305 中国語４Ⅰ（重点） F5405 中国語４－Ⅰ（重点）

秋学期 金2 渋井　君也 E5306 中国語４Ⅱ（重点） F5406 中国語４－Ⅱ（重点）

春学期 月3 祝　振媛 E5311 中国語４Ⅰ（重点） F5411 中国語４－Ⅰ（重点）

秋学期 月3 祝　振媛 E5312 中国語４Ⅱ（重点） F5412 中国語４－Ⅱ（重点）

春学期 水4 余　瀾 E5307 中国語４Ⅰ（重点） F5407 中国語４－Ⅰ（重点）

秋学期 水4 余　瀾 E5308 中国語４Ⅱ（重点） F5408 中国語４－Ⅱ（重点）

春学期 水3 三田村　圭子 E5301 中国語４Ⅰ（重点） F5401 中国語４－Ⅰ（重点）

秋学期 水3 三田村　圭子 E5302 中国語４Ⅱ（重点） F5402 中国語４－Ⅱ（重点）

春学期 木2 渋井　君也 E5313 中国語４Ⅰ（重点） F5413 中国語４－Ⅰ（重点）

秋学期 木2 渋井　君也 E5314 中国語４Ⅱ（重点） F5414 中国語４－Ⅱ（重点）

春学期 木3 ショウ　イクテイ E5309 中国語４Ⅰ（重点） F5409 中国語４－Ⅰ（重点）

秋学期 木3 ショウ　イクテイ E5310 中国語４Ⅱ（重点） F5410 中国語４－Ⅱ（重点）

春学期 火5 薬　会 E5303 中国語４Ⅰ（重点） F5403 中国語４－Ⅰ（重点）

秋学期 火5 薬　会 E5304 中国語４Ⅱ（重点） F5404 中国語４－Ⅱ（重点）

春学期 水2 宮田　絵津子 E6095 スペイン語４Ⅰ（重点) F6305 スペイン語４－Ⅰ（重点)

秋学期 水2 宮田　絵津子 E6096 スペイン語４Ⅱ（重点) F6306 スペイン語４－Ⅱ（重点)

春学期 火2 OSNO I DE SASAKUBO H E6091 スペイン語４Ⅰ（重点) F6301 スペイン語４－Ⅰ（重点)

秋学期 火2 OSNO I DE SASAKUBO H E6092 スペイン語４Ⅱ（重点) F6302 スペイン語４－Ⅱ（重点)

春学期 金3 OSNO I DE SASAKUBO H E6093 スペイン語４Ⅰ（重点) F6303 スペイン語４－Ⅰ（重点)

秋学期 金3 OSNO I DE SASAKUBO H E6094 スペイン語４Ⅱ（重点) F6304 スペイン語４－Ⅱ（重点)

春学期 月1 内山　政春 E7021 朝鮮語３Ⅰ(重点) F7101 朝鮮語３－Ⅰ(重点)

秋学期 月1 内山　政春 E7022 朝鮮語３Ⅱ(重点) F7102 朝鮮語３－Ⅱ(重点)

春学期 月5 内山　政春 E7023 朝鮮語３Ⅰ(重点) F7103 朝鮮語３－Ⅰ(重点)

秋学期 月5 内山　政春 E7024 朝鮮語３Ⅱ(重点) F7104 朝鮮語３－Ⅱ(重点)

春学期 水5 内山　政春 E7025 朝鮮語３Ⅰ(重点) F7111 朝鮮語３－Ⅰ(重点)

秋学期 水5 内山　政春 E7026 朝鮮語３Ⅱ(重点) F7112 朝鮮語３－Ⅱ(重点)

春学期 木1 梁　禮先 E7047 朝鮮語４Ⅰ（重点） F7107 朝鮮語４－Ⅰ（重点）

秋学期 木1 梁　禮先 E7048 朝鮮語４Ⅱ（重点） F7108 朝鮮語４－Ⅱ（重点）

春学期 金4 梁　禮先 E7049 朝鮮語４Ⅰ（重点） F7109 朝鮮語４－Ⅰ（重点）

秋学期 金4 梁　禮先 E7050 朝鮮語４Ⅱ（重点） F7110 朝鮮語４－Ⅱ（重点）

春学期 金5 梁　禮先 E7045 朝鮮語４Ⅰ（重点） F7105 朝鮮語４－Ⅰ（重点）

秋学期 金5 梁　禮先 E7046 朝鮮語４Ⅱ（重点） F7106 朝鮮語４－Ⅱ（重点）
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