
余裕定員表（外国語科目）

Technical Writing 1

月 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Writing 1　月２ナイト 9３年以上    

月 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Writing 1　月４スズキ 28３年以上    

水 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Writing 1　水２ウイルコックス 25３年以上    

水 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Writing 1　水４スズキ 20３年以上    

木 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Writing 1　木２シェパード 41３年以上    

金 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Writing 1　金２北原 38３年以上    

Technical Presentation

月 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Presentation　月５スズキ 20３年以上    

火 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Presentation　火２ユハース 9３年以上    

金 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Technical Presentation　金２ブラウン 20３年以上    

1/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

Special Topics in Functional English

火 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Special Topics in Functional English　火３アントニ 43３年以上    

火 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Special Topics in Functional English　火４大関 35３年以上    

木 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Special Topics in Functional English　木２酒井　 65３年以上    

木 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

Special Topics in Functional English　木３ローズ 33３年以上    

春学期 
         

Special Topics in Functional English　木３菅原 68３年以上    

2/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

独語初級IA

月 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IA　春期月３大塚 17１年以上    

火 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IA　春期火３高橋 12１年以上    

水 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IA　春期水１村井 9１年以上    

水 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IA　春期水２西口 33１年以上    

水 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IA　春期水４杉本 21１年以上    

金 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IA　春期金１飯塚 29１年以上    

金 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IA　春期金２飯塚 18１年以上    

3/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

独語初級IB

月 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期月４堀内 22１年以上    

火 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期火１荒井 18１年以上    

火 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期火２西口 24１年以上    

火 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期火３石井 13１年以上    

木 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期木１荒井 31１年以上    

木 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期木3トレッフェルト　ミョウジン 18１年以上    

金 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期金２シュレヒト　（英語実施） 14１年以上    

金 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語初級IB　春期金３西口 29１年以上    

独語上級I

月 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語上級I　春期月４シュレヒト 38３年以上    

4/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

独語中級IA

月 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語中級IA　春期月２浅野 41２年以上    

月 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語中級IA　春期月３石井 65２年以上    

火 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語中級IA　春期火２石井 35２年以上    

独語中級IB

木 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語IB　春期木3シュレヒト 38２年以上    

春学期 
         

独語中級IB　春期木3シュレヒト 38２年以上    

金 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語中級IB　春期金２西口 35２年以上    

金 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

独語中級IB　春期金３シュレヒト 40２年以上    

5/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

仏語初級IA

火 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IA　春期火３但田 41１年以上    

春学期 
         

仏語初級IA　春期火３斎藤 26１年以上    

火 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IA　春期火４小沼 42１年以上    

木 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IA　春期木１宇田川 22１年以上    

金 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IA　春期金１佐山 28１年以上    

6/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

仏語初級IB

月 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IB　春期月４小沼 32１年以上    

火 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IB　春期火４坂口 25１年以上    

水 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IB　春期水５高橋 20１年以上    

木 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IB　春期木１楠本 42１年以上    

木 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IB　春期木４綾部 37１年以上    

金 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語初級IB　春期金４高橋 10１年以上    

仏語上級I

月 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語上級I　春期月３但田 29３年以上    

仏語中級IA

火 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語中級IA　春期火５但田 38２年以上    

木 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語中級IA　春期木３ベルフロワ 11２年以上    

7/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

仏語中級IB

月 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語中級IB　春期月４佐山 38２年以上    

木 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

仏語中級IB　春期木２ベルフロワ 22２年以上    

中国語初級IA

月 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IA　春期月１李 13１年以上    

火 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IA　春期火２陳 9１年以上    

春学期 
         

中国語初級IA　春期火２呉　（英語実施） 10１年以上    

火 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IA　春期火４李 8１年以上    

金 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IA　春期金１原 34１年以上    

金 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IA　春期金２原 18１年以上    

金 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IA　春期金３福田 9１年以上    

金 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IA　春期金５福田 12１年以上    

8/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

中国語初級IB

月 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期月１和 10１年以上    

月 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期月４白 20１年以上    

火 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期火２王 9１年以上    

火 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期火３王 10１年以上    

火 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期火５王 10１年以上    

木 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期木１熊 9１年以上    

金 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期金１呂 6１年以上    

金 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期金３陳 6１年以上    

金 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語初級IB　春期金５陳 16１年以上    

9/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

中国語上級I

水 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語上級I　春期水５永冨 36３年以上    

中国語中級IA

水 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語中級IA　春期水３永冨 34２年以上    

木 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語中級IA　春期木４田中 23２年以上    

金 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語中級IA　春期金３原 37２年以上    

中国語中級IB

月 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語中級IB　春期月２李 37２年以上    

木 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語中級IB　春期木２渋谷 33２年以上    

金 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

中国語中級IB　春期金４陳 28２年以上    

10/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

西語初級IA

月 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語初級IA　春期月２浜田 7１年以上    

水 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語初級IA　春期水１長谷川 11１年以上    

金 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語初級IA　春期金４ガルシア 7１年以上    

金 ５時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語初級IA　春期金５ガルシア 31１年以上    

西語初級IB

火 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語初級IB　春期火２瓜谷 11１年以上    

火 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語初級IB　春期火３瓜谷 24１年以上    

金 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語初級IB　春期金１高山 42１年以上    

西語中級IA

木 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語中級IA　春期木３岡田 31２年以上    

11/122019年4月11日



余裕定員表（外国語科目）

西語中級IB

月 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

西語中級IB　春期月２那須 42２年以上    

露語初級IA

月 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

露語初級IA　春期月３南平 33１年以上    

木 １時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

露語初級IA　春期木１桜井 17１年以上    

露語初級IB

水 ４時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

露語初級IB　春期水４上野 37１年以上    

露語中級IA

水 ３時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

露語中級IA　春期水３上野 40２年以上    

露語中級IB

木 ２時限        科目名 余裕定員

春学期 
         

露語中級IB　春期木２桜井 37２年以上    

12/122019年4月11日


