学科・専攻・領域・センター名：Ａ２群 初修外国語
独語
曜日

中国語

1限（9:00～10:30）
学期
科目名

3限（13:00～14:30）
科目名

4限（14:45～16:15）
科目名

A_1年_独語IA (学院クラス) 春期月２浅野 A_2年_独語中級IA 春期月３石井
A_2年_独語中級IA 春期月２浅野
A_1年_独語IA (学院クラス) 春期月３石井
A_1年_独語初級IA 春期月３大塚

A_3年_独語上級I 春期月４シュレヒト
A_1年_独語初級IB 春期月４堀内

A_1年_独語IIA (学院クラス) 秋期月２浅野 A_2年_独語中級IIA 秋期月３浅野
A_2年_独語中級IIA 秋期月２浅野
A_1年_独語初級IIB 秋期月３竹内
A_1年_独語IIA (学院クラス) 秋期月３浅野

A_1年_独語初級IIA 秋期月４大塚
A_3年_独語上級II 秋期月４シュレヒト
A_1年_独語初級IIB 秋期月４堀内

A_1年_独語初級IB 春期火１荒井

A_1年_独語IA (学院クラス) 春期火２石井 A_1年_独語初級IB 春期火３石井
A_2年_独語中級IA 春期火２石井
A_1年_独語初級IA 春期火３高橋
A_1年_独語初級IB 春期火２西口

A_1年_独語初級IA 春期火４高橋

A_1年_独語初級IIA 秋期火１荒井

A_1年_独語初級IIB 秋期火２西口

A_1年_独語初級IA 春期水１村井

A_1年_独語初級IA 春期水２西口
A_1年_独語初級IB 春期水２村井

A_1年_独語初級IA 春期水３村井
A_1年_独語初級IB 春期水３杉本

A_1年_独語初級IA 春期水４杉本

A_1年_独語初級IIA 秋期水２西口
A_1年_独語初級IIB 秋期水２村井

A_1年_独語初級IIB 秋期水３杉本
A_1年_独語初級IIA 秋期水３村井

A_1年_独語初級IIA 秋期水４杉本

A_1年_独語初級IB 春期木２荒井

A_2年_独語中級IB 春期木3シュレヒト
A_1年_独語初級IA 春期木４濱野
A_1年_独語初級IA 春期木３石井
A_1年_独語初級IB 春期木4トレッフェルト
A_1年_独語IB 春期木3シュレヒト
ミョウジン
A_1年_独語初級IB 春期木3トレッフェルト ミョウ
ジン
A_2年_独語中級IIB 秋期木3シュレヒト
A_1年_独語初級IIB 秋期木4トレッフェル
A_1年_独語初級IIB 秋期木3トレッフェルト ミョ ト ミョウジン
ウジン
A_1年_独語初級IIA 秋期木４濱野
A_1年_独語IIB 秋期木3シュレヒト

春
期
月
秋
期

春
期
火

2限（10:40～12:10）
科目名

5限（16:30～18:00）
科目名

水

A_1年_独語初級IIB 秋期水１村井

秋
期
A_1年_独語初級IB 春期木１荒井

春
期
木

A_1年_独語初級IIB 秋期木１荒井

A_1年_独語初級IIB 秋期木２荒井

秋
期
A_1年_独語初級IA 春期金１飯塚

春
期
金

A_1年_独語初級IIA 秋期金１飯塚

秋
期

A_2年_独語中級IB 春期金２西口
A_1年_独語初級IA 春期金２飯塚
A_1年_独語初級IB 春期金２シュレヒト
（英語実施）
A_1年_独語IB (学院クラス) 春期金２西口
A_1年_独語初級IIA 秋期金２飯塚
A_2年_独語中級IIB 秋期金２西口
A_1年_独語IIB (学院クラス) 秋期金２西口
A_1年_独語初級IIB 秋期金２シュレヒト
（英語実施）

1限（9:00～10:30）
科目名

月

2限（10:40～12:10）
科目名

A_1年_仏語初級IIA 秋期月２小沼

秋
期
春
期

A_1年_仏語初級IIA 秋期火２斎藤

秋
期

月

A_1年_中国語初級IA 春期月４田中
A_1年_中国語初級IB 春期月４白

A_1年_中国語初級IA 春期月５田中

A_1年_中国語初級IIB 秋期月１和 A_1年_中国語IIB (学院クラス) 秋期月２李 A_1年_中国語初級IIA 秋期月３和
A_1年_中国語初級IIＡ 秋期月１李 A_2年_中国語中級IIB 秋期月２李
A_1年_中国語初級IIB 秋期月３白
秋
A_1年_中国語初級IIB 秋期月２和

A_1年_中国語初級IIA 秋期月４田中
A_1年_中国語初級IIB 秋期月４白

A_1年_中国語初級IIA 秋期月５田中

A_1年_中国語初級IB 春期火１呉 A_1年_中国語初級IA 春期火２呉 （英語実 A_1年_中国語初級IB 春期火３王
施）
A_1年_中国語初級IA 春期火３永冨
春
A_1年_中国語初級IA 春期火２陳
期
A_1年_中国語初級IB 春期火２王

A_1年_中国語初級IA 春期火４李
A_1年_中国語初級IB 春期火４渋谷

A_1年_中国語初級IB 春期火５王
A_1年_中国語初級IA 春期火５李

A_1年_中国語初級IIB 秋期火１呉 A_1年_中国語初級IIA 秋期火２呉 （英語
実施）
秋
A_1年_中国語初級IIA 秋期火２陳
期
A_1年_中国語初級IIB 秋期火２王

A_1年_中国語初級IIA 秋期火３永冨
A_1年_中国語初級IIB 秋期火３王

A_1年_中国語初級IIB 秋期火４渋谷
A_1年_中国語初級IIA 秋期火４李

A_1年_中国語初級IIA 秋期火５李
A_1年_中国語初級IIB 秋期火５王

A_1年_中国語初級IB 春期水１熊 A_1年_中国語初級IB 春期水２熊
A_1年_中国語初級IA 春期水２渋谷

A_1年_中国語初級IB 春期水３熊
A_2年_中国語中級IA 春期水３永冨
A_1年_中国語IA (学院クラス) 春期水３永冨

A_1年_中国語初級IA 春期水４呂

A_1年_中国語初級IA 春期水５呂
A_3年_中国語上級I 春期水５永冨

A_1年_中国語初級IIB 秋期水１熊 A_1年_中国語初級IIA 秋期水２渋谷
A_1年_中国語初級IIB 秋期水２熊

A_1年_中国語初級IIB 秋期水３熊
A_1年_中国語IIA (学院クラス) 秋期水３永冨
A_2年_中国語中級IIA 秋期水３永冨

A_1年_中国語初級IIA 秋期水４呂

A_1年_中国語初級IIA 秋期水５呂
A_3年_中国語上級II 秋期水５永冨

A_1年_中国語初級IB 春期木３渋谷

A_1年_中国語IA (学院クラス) 春期木４田中
A_2年_中国語中級IA 春期木４田中
A_1年_中国語初級IA 春期木４梅村

A_1年_中国語初級IA 春期木５梅村

A_1年_中国語初級IIB 秋期木１呉 A_1年_中国語IIB (学院クラス) 秋期木２渋 A_1年_中国語初級IIB 秋期木３渋谷
A_1年_中国語初級IIB 秋期木１熊 谷
秋
A_2年_中国語中級IIB 秋期木２渋谷

A_2年_中国語中級IIA 秋期木４田中
A_1年_中国語初級IIA 秋期木４梅村
A_1年_中国語IIA (学院クラス) 秋期木４田中

A_1年_中国語初級IIA 秋期木５梅村

水
秋
期

A_1年_独語IB (学院クラス) 春期金３シュレヒト
A_1年_独語初級IB 春期金３西口
A_2年_独語中級IB 春期金３シュレヒト

A_1年_独語初級IA 春期金４浅野

A_2年_独語中級IIB 秋期金３シュレヒト
A_1年_独語初級IIB 秋期金３西口
A_1年_独語IIB (学院クラス) 秋期金３シュレヒト
A_1年_独語初級IIA 秋期金３浅野

A_1年_独語初級IIA 秋期金４浅野

A_1年_中国語初級IB 春期木１熊 A_2年_中国語中級IB 春期木２渋谷
A_1年_中国語初級IB 春期木１呉 A_1年_中国語IB (学院クラス) 春期木２渋
春
谷

期
木

期

春
期
金
秋
期

3限（13:00～14:30）
科目名

4限（14:45～16:15）
科目名

A_3年_仏語上級I 春期月３但田

A_1年_仏語IB (学院クラス) 春期月４佐
山
A_2年_仏語中級IB 春期月４佐山
A_1年_仏語初級IB 春期月４小沼

A_1年_仏語初級IIB 秋期月３小沼

A_1年_仏語初級IA 春期火３但田
A_1年_仏語初級IA 春期火３斎藤

A_1年_仏語初級IB 春期火４坂口
A_1年_仏語初級IA 春期火４小沼

A_3年_仏語上級II 秋期火３但田

A_1年_仏語初級IIA 秋期火４斎藤
A_1年_仏語初級IIB 秋期火４坂口

5限（16:30～18:00）
科目名

A_1年_中国語初級IA 春期金１原 A_1年_中国語初級IA 春期金２原
A_1年_中国語初級IB 春期金１呂

A_1年_中国語初級IA 春期金３福田
A_1年_中国語初級IB 春期金３陳
A_1年_中国語IA (学院クラス) 春期金３原
A_2年_中国語中級IA 春期金３原

A_2年_中国語中級IB 春期金４陳
A_1年_中国語初級IA 春期金４福田
A_1年_中国語IB (学院クラス) 春期金４陳

A_1年_中国語初級IB 春期金５陳
A_1年_中国語初級IA 春期金５福田

A_1年_中国語初級IIA 秋期金１原 A_1年_中国語初級IIA 秋期金２原
A_1年_中国語初級IIB 秋期金１呂

A_1年_中国語初級IIB 秋期金３陳
A_1年_中国語IIA (学院クラス) 秋期金３原
A_2年_中国語中級IIA 秋期金３原

A_2年_中国語中級IIB 秋期金４陳
A_1年_中国語初級IIA 秋期金４福田
A_1年_中国語IIB (学院クラス) 秋期金４陳

A_1年_中国語初級IIA 秋期金５福田
A_1年_中国語初級IIB 秋期金５陳

曜日 学期

1限（9:00～10:30）
科目名

2限（10:40～12:10）
科目名

3限（13:00～14:30）
科目名

4限（14:45～16:15）
科目名

5限（16:30～18:00）
科目名

A_1年_西語初級IB 春期月２高山
A_2年_西語中級IB 春期月２那須
A_1年_西語初級IA 春期月２浜田

A_1年_西語初級IB 春期月３浜田
A_1年_西語初級IA 春期月３那須

A_1年_西語初級IA 春期月４那須

A_1年_西語初級IIB 秋期月２高山
A_1年_西語初級IIA 秋期月２浜田

A_1年_西語初級IIB 秋期月３浜田
A_1年_西語初級IIA 秋期月３那須

A_1年_西語初級IIA 秋期月４那須

A_1年_西語初級IB 春期火２瓜谷

A_1年_西語初級IB 春期火３瓜谷

A_1年_西語初級IIB 秋期火２瓜谷

A_1年_西語初級IIB 秋期火３瓜谷

春
期
A_1年_仏語初級IIA 秋期月５佐山

A_2年_仏語中級IA 春期火５但田
A_1年_仏語IA (学院クラス) 春期火５但
田

月
秋
期

火

A_1年_仏語初級IB 春期水５高橋

A_1年_仏語初級IA 春期金１佐山

秋
期

水

木

金

A_1年_仏語IIA (学院クラス) 秋期金４但
田
A_2年_仏語中級IIA 秋期金４但田

春 A_1年_西語初級IA 春期水１長谷 A_1年_西語初級IB 春期水２長谷川
期 川

A_1年_西語初級IA 春期水３岡田

A_1年_西語初級IA 春期水４岡田

A_1年_西語初級IIA 秋期水１長谷 A_1年_西語初級IIB 秋期水２長谷川

A_1年_西語初級IIA 秋期水３岡田

A_1年_西語初級IIA 秋期水４岡田

A_1年_西語初級IA 春期木３浜田
A_2年_西語中級IA 春期木３岡田

A_1年_西語初級IB 春期木４浜田

A_1年_西語初級IIA 秋期木３浜田
A_2年_西語中級IIA 秋期木３岡田

A_1年_西語初級IIB 秋期木４浜田

A_1年_西語初級IB 春期金１高山 A_1年_西語初級IB 春期金２高山

A_1年_西語初級IB 春期金３高山

A_1年_西語初級IA 春期金４ガルシア

A_1年_西語初級IA 春期金５ガルシア

A_1年_西語初級IIB 秋期金１高山 A_1年_西語初級IIB 秋期金２高山

A_1年_西語初級IIB 秋期金３高山

A_1年_西語初級IIA 秋期金４ガルシア

A_1年_西語初級IIA 秋期金５ガルシア

A_2年_西語中級IIB 秋期水５岡田

秋 川
期
春
期

A_1年_仏語初級IB 春期金４高橋

A_1年_仏語初級IIA 秋期金２高橋

春
期
秋
期

A_1年_仏語初級IIB 秋期水４床鍋
A_1年_仏語初級IIB 秋期水５高橋
A_1年_仏語IIB (学院クラス) 秋期水４楠
本
A_2年_仏語中級IIB 秋期水４楠本
A_1年_仏語初級IB 春期木１楠本
A_1年_仏語IB (学院クラス) 春期木２ベル A_2年_仏語中級IA 春期木３ベルフロワ
A_1年_仏語初級IB 春期木４綾部
春
A_1年_仏語初級IA 春期木１宇田川 フロワ
A_1年_仏語IA (学院クラス) 春期木３ベルフロワ A_1年_仏語初級IA 春期木４高橋
期
A_2年_仏語中級IB 春期木２ベルフロワ
A_1年_仏語初級IIB
秋期木１楠本
A_1年_仏語IIB (学院クラス) 秋期木２ベル A_1年_仏語IIA (学院クラス) 秋期木３ベルフロワ A_1年_仏語初級IIB 秋期木４床鍋
木
フロワ
A_2年_仏語中級IIA 秋期木３ベルフロワ
秋
A_2年_仏語中級IIB 秋期木２ベルフロワ A_1年_仏語初級IIA 秋期木３但田
期

金

A_1年_中国語初級IA 春期月３和
A_1年_中国語初級IB 春期月３白

春
期

秋
期

春
期

5限（16:30～18:00）
科目名

期

火

春
期
水

4限（14:45～16:15）
科目名

西語

春
期

火

2限（10:40～12:10）
科目名

期

仏語
曜日 学期

1限（9:00～10:30）
科目名

A_1年_中国語初級IB 春期月１和 A_2年_中国語中級IB 春期月２李
A_1年_中国語初級IA 春期月１李 A_1年_中国語IB (学院クラス) 春期月２李
春
A_1年_中国語初級IB 春期月２和

秋
期

春
期

3限（13:00～14:30）
科目名

曜日 学期

秋
期
春
期
秋
期

露語
曜日 学期

春
期
月
秋
期
春
期
火
秋
期

水

春
期

1限（9:00～10:30）
科目名

2限（10:40～12:10）
科目名

3限（13:00～14:30）
科目名

4限（14:45～16:15）
科目名

A_1年_露語初級IA 春期月３南平
A_1年_露語初級IIA 秋期月３南平

A_1年_露語IA (学院クラス) 春期水３上野
A_2年_露語中級IA 春期水３上野

A_1年_露語初級IB 春期水４上野

5限（16:30～18:00）
科目名

※1年次に、I（学院クラス）→II（学院クラス）を修得していれば、2年次に上級I→上級IIの順に履修することができます。専用用紙での申請となりますので、科目登録期間中に51号館1階理工学統合事務所に申請
してください。ただし、西語・露語については上級クラスが設置されていません。

水

A_1年_露語初級IIB 秋期水４上野

秋
期

木

金

春 A_1年_露語初級IA 春期木１桜井
期

A_2年_露語中級IB 春期木２桜井
A_1年_露語IB (学院クラス) 春期木２桜井

A_1年_露語初級IIA 秋期木１桜井

A_2年_露語中級IIB 秋期木２桜井
A_1年_露語IIB (学院クラス) 秋期木２桜井

秋
期
春
期
秋
期

A_1年_露語IIA (学院クラス) 秋期金３南平
A_2年_露語中級IIA 秋期金３南平

