
２０２２年度東京芸術大学大学院との単位互換制度による
東京外国語大学大学院特別聴講学生募集要項

１．本制度の実施要領
本制度は、大学院間の相互の授業科目を履修し単位を修得することにより、大学

院間の学術交流を促進し、学生の教育・研究上の実績をあげることを目的とする。
本学大学院で授業科目を履修し、修得した単位は、学生の所属する大学院に

おいて修得した単位として認定される。

２．出願資格
東京芸術大学大学院音楽研究科に在籍する修士課程１年次以上の大学院学生で、

科目等履修生、研究生及び委託生等を除く。

３．授業料等
特別聴講学生の検定料・入学料及び授業料は徴収しない。

４．開放科目
別紙「開放科目一覧」のとおり。シラバスは、https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/portal/

から閲覧可能です。
ただし、本学において受講者がいない場合は開講しません。

５．出願手続き
本学の特別聴講学生を志願する学生は、所属大学の担当窓口に「東京外国語大学

大学院特別聴講学生願（縦４㎝、横３㎝の写真貼付）」を４月５日（火）までに提
出すること。

６．受入の可否の通知
所属大学を通じ、５月に通知される。

７．履修期間
履修する授業科目が開講される学期又は年度とし、１年以内とする。

８．試験の実施方法
履修科目の試験については、授業担当教員が行う筆記試験又は研究報告により

行う。受験上の取扱い等については、本学の規則による。

９．単位認定
本学からの成績通知に基づき、派遣大学において認定する。

10．本学の施設の理由
履修上必要な施設・設備（附属図書館、食堂等）を利用することができる。なお、

通学する際には本学が発行する「特別聴講学生キャンパスカード」及び派遣大学の
学生証を携行すること。

11．授業時間割

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限 第６時限

8:30～ 10:10～ 12:40～ 14:20～ 16:00～ 17:40～
10:00 11:40 14:10 15:50 17:30 19:10

12．本学の所在地及び問い合わせ先
東京都府中市朝日町 3-11-1（西武多摩川線多磨駅徒歩５分）
東京外国語大学教務課大学院係（TEL 042-330-5169）
なお、自動車による本学への通学はできません。



東京外国語大学大学院特別聴講学生願
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下記のとおり特別聴講学生として、東京外国語大学大学院に入学したく存じますので、

よろしくお願いいたします。

記

１．履修期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

２．本学の授業科目を履修する理由

３．履修を希望する授業科目

研究科名 専攻名 授業科目名 担当教員名 単位 学期 曜日 時限

出願にあたり裏面の「単位互換に関わる個人情報の取り扱い」を確認の上、出願手続

書類で知り得た個人情報および特別聴講学生としての成績評価に関する個人情報が、単位

互換協定に基づき所属大学および受入大学間で授受されることに同意します。



単位互換に関わる個人情報の取り扱い

所属大学および受入大学は、出願手続書類で両大学が知り得た個人情報及び特別聴講

学生としての成績評価に関する個人情報を、次の業務に限り使用します。

（１）所属大学における派遣手続関連業務及び派遣後の履修・単位認定・証明書発行等の

ための学籍管理並びに事務連絡。

（２）受入大学における受入手続関連業務および受入後の特別聴講学生としての履修・

成績評価・特別聴講学生証交付・施設利用等のための学籍管理ならびに事務連絡。



春・夏 東京外国語大学大学院

４月

１日（金） 学年始め・履修案内及び授業時間割公開

４日（月） 入学時定期健康診断（新入生）

５日（火） 入学式

新入生オリエンテーション

６日（水）～１３日（水） 履修登録期間（春・夏学期）

主任指導教員履修確認期間

７日（木） 春学期授業開始

７日（木）～８日（金） 春季定期健康診断（新入生以外）

１４日（木）～２０日（水） 履修登録修正期間

５月

９日（月）～１３日（金） 研究題目届提出期間（２０２２年度前期／後期課程４月入学者）（土日は除く）

１３日（金） 博士前期課程９月修了予定者認定願提出〆切

２３日（月）～２５日（水） 修士論文等題目届受付（９月修了予定者・PCS / リカレント）

６月

１日（水）～３日（金） 博士学位申請受付期間

１日（水）～３日（金） 発表論文又は未発表研究業績（第２回）申請受付

１日（水）～３日（金） １０月入学者博士論文計画書・発表論文又は未発表研究業績申請受付

１３日（月）～１７日（金） 博士論文題目届受付期間（２０２２年度４月入学者）

７月

１日（金） 発表論文又は未発表研究業績（第２回）提出者面接指導日

１日（金） １０月入学者博士論文計画書・発表論文又は未発表研究業績提出者面接指導日

４日（月）～５日（火） 修士論文等の受付(９月修了予定者・ＰＣＳ)

１３日（水）～１５日（金） 履修登録・修正登録期間（夏学期）

主任指導教員履修確認期間（新規登録及び登録を修正した場合）

１５日（金） 春学期授業終了

１４日（木）～１５日（金） 修士論文等の受付(リカレント)

１８日（月）～２２日（金） 春学期定期試験期間

１９日（火）～２１日（木） 修士論文等提出者（９月修了予定者・ＰＣＳ）最終試験日

２５日（月） 夏学期授業開始

２７日（水）～２８日（木） 修士論文等提出者（リカレント）最終試験日

８月

上旬 春学期成績Ｗｅｂ閲覧開始

上旬 春学期成績問い合わせ期間（９月修了予定者のみ）

９日（火）～１２日（金） 全学一斉休業

９月

１日（木）～５日（月） 博士学位申請受付期間（土日は除く）

上旬 １０月入学者発表論文又は未発表研究業績（第２回）申請受付

中旬 春学期成績問い合わせ期間（９月修了予定でない学生対象）

下旬 ９月修了者・ＰＣＳ／リカレントコース学位記授与式

下旬 入学式（秋入学者）

２６日（月）～１０月７日（金） 履修登録期間（秋・冬学期）

主任指導教員履修確認期間（新規登録及び登録を修正した場合）

３０日（金） 夏学期授業終了

※上記は予定です。変更や追加がある場合は、本学ホームページ等で連絡します。

※８月９日（火）～８月１２日（金） 夏季一斉休業（窓口業務は行いません）
※１０月１０日（月・祝）は祝日授業実施日です。
【 春学期：4/1(金)～7/24(日)  夏学期：7/25(月)～9/30(金)  秋学期：10/1(土)～(翌)2/3(金)  冬学期：2/4(土)～3/31(金) 】

行 事 予 定

２０２２年度行事予定表

土曜・日曜・祝日は、窓口業務を行いません。



秋・冬 東京外国語大学大学院

１０月

３日（月） 秋学期授業開始

３日（月）～７日（金） 修士論文等題目届受付

上旬 １０月入学者発表論文又は未発表研究業績（第２回）提出者面接指導日

１０日（月） 祝日授業実施日（月曜日授業実施）

１０日（月）～１４日（金） 履修登録修正期間（秋・冬学期）

１１日（火）～１４日（金） 研究題目届提出期間（２０２２年度前期／後期課程１０月入学者）

中旬 夏学期成績Ｗｅｂ閲覧開始

中旬 夏学期成績問い合わせ期間

１１月

１８日（金）～ ２４日（木） 外語祭（全学休講）

１８日は準備日、２４日は後片付け日

２８日（月）～ ３０日（水） リカレントコース修士論文等予定題目および研究計画書提出期間（専攻⾧へ提出）

１２月

１日（木）～ ５日（月） 博士学位申請受付期間（土日は除く）

１２日（月）～１６日（金） １０月入学者博士論文題目届受付期間

２６日（月） 年内授業最終日

２９日（木）～１月３日（火） 年末・年始休業

１月

６日（金） 修士論文等提出締切

１２日（木） 授業再開

１３日（金）～１５日（日） 全学臨時休講

１４日（土）～１５日（日） 大学入学共通テスト

１６日（月）～１７日（火） 履修登録・修正登録期間（冬学期）

主任指導教員履修確認期間（新規登録及び登録を修正した場合）

２７日（金） 秋学期授業終了

３０日（月）～２月３日（金） 秋学期定期試験期間

２月

１日（水）～３日（金） 博士論文計画書・発表論文又は未発表研究業績申請受付

６日（月） 冬学期授業開始

９日（木）～１０日（金） 修士論文等提出者（前期課程全専攻共通）最終試験日

下旬 秋・冬学期成績Web閲覧開始

下旬 秋・冬学期成績問い合わせ期間

２４日（金）～２５日（土） 入構制限日

２５日（土） 第２次学力試験（前期日程）

３月

１日（水）～３日（金） 博士学位申請受付期間

１日（水） 博士論文計画書・発表論文又は未発表研究業績提出者面接指導日

１０日（金）～１２日（日） 入構制限日

１２日（日） 第２次学力試験（後期日程）

中旬 修了者発表

下旬 学位記授与式

３１日（金） 学年終わり

※上記は予定です。変更や追加がある場合は、本学ホームページ等で連絡します。

※８月９日（火）～８月１２日（金） 夏季一斉休業（窓口業務は行いません）
※１０月１０日（月・祝）は祝日授業実施日です。
【 春学期：4/1(金)～7/24(日)  夏学期：7/25(月)～9/30(金)  秋学期：10/1(土)～(翌)2/3(金)  冬学期：2/4(土)～3/31(金) 】

２０２２年度行事予定表

行 事 予 定

土曜・日曜・祝日は、窓口業務を行いません。



単位互換制度開放科目2022年度

専攻 コース 科目名 単位数 開講学期 担当教員名 授業開講形態名 曜日 時限 時間割コード 備考
研究科共通 キャリアプログラム 多文化コーディネーション研究１ 2 春期 小島　祥美 オンライン 水曜日 1 553001
研究科共通 キャリアプログラム 多文化コーディネーション研究２ 2 秋期 萩尾　生 オンライン 木曜日 3 553002
研究科共通 キャリアプログラム 多文化コーディネーション研究２ 2 冬学期 萩尾　生 オンライン 集中 553004
研究科共通 キャリアプログラム 言語教育基礎１ 2 春期 投野  由紀夫 オンライン 水曜日 1 553101
研究科共通 キャリアプログラム 言語教育基礎２ 2 秋期 投野  由紀夫 オンライン 水曜日 1 553102
研究科共通 キャリアプログラム 日本語教育基礎１ 2 春期 荒川  洋平 対面 水曜日 2 553201
研究科共通 キャリアプログラム 日本語教育基礎２ 2 秋期 中井　陽子 オンライン 水曜日 2 553262
研究科共通 キャリアプログラム 日本語教育実習研究１ 2 春期 中井　陽子 オンライン 火曜日 4 553302
研究科共通 キャリアプログラム 世界史教育１ 2 夏学期 倉田　明子 対面 集中 553401
世界言語社会 専攻共通科目 アジア・アフリカフィールドサイエンス基礎１ 2 春期 山越　康裕 対面 金曜日 2 540401
世界言語社会 専攻共通科目 アジア・アフリカフィールドサイエンス基礎２ 2 秋期 飯塚  正人 対面 火曜日 2 540402
世界言語社会 専攻共通科目 アジア・アフリカフィールドサイエンス実践研究１ 2 春期 外川　昌彦 オンライン 木曜日 5 540501
世界言語社会 専攻共通科目 アジア・アフリカフィールドサイエンス実践研究２ 2 秋期 吉田　ゆか子 対面 金曜日 3 540502
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究１１ 2 春期 周  育佳 対面 月曜日 3 500031
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究１２ 2 秋期 周  育佳 対面 月曜日 3 500052
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 成田  節 対面 火曜日 4 500101
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 成田  節 対面 火曜日 4 500102
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 藤縄  康弘 対面 月曜日 6 500111
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 藤縄  康弘 対面 月曜日 6 500112
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 川口  裕司 対面 月曜日 3 500121
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 川口  裕司 対面 月曜日 3 500122
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 秋廣　尚恵 対面 木曜日 4 500132
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 川上  茂信 対面 木曜日 4 500151
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 川上  茂信 対面 木曜日 4 500152
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 水沼  修 対面 水曜日 2 500161
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 水沼  修 対面 水曜日 2 500162
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 匹田  剛 対面 木曜日 2 500171
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 匹田  剛 対面 木曜日 2 500172
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 森田  耕司 対面 火曜日 4 500191
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 森田  耕司 対面 火曜日 4 500192
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究１ 2 春期 金指  久美子 対面 火曜日 5 500201
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 2 秋期 金指  久美子 対面 火曜日 5 500202
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 加藤  晴子 対面 木曜日 3 500301
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 加藤  晴子 対面 木曜日 3 500302
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 三宅  登之 対面 火曜日 2 500311
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 三宅  登之 対面 火曜日 2 500312
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 五十嵐 孔一 対面 木曜日 4 500321
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 五十嵐 孔一 対面 木曜日 4 500322
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 南 潤珍 対面 金曜日 4 500331
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 南 潤珍 対面 金曜日 4 500332
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 趙  義成 対面 火曜日 5 500341
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 趙  義成 対面 火曜日 5 500342
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 山田　洋平 対面 月曜日 4 500351
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 山田　洋平 対面 月曜日 4 500352
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 降幡  正志 対面 月曜日 3 500371
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 降幡  正志 対面 月曜日 3 500372
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 野元  裕樹 対面 木曜日 5 500381

注意事項：
カリキュラムの都合上、開講曜日・時限・授業開講形態が変更になることがあります。



単位互換制度開放科目2022年度

専攻 コース 科目名 単位数 開講学期 担当教員名 授業開講形態名 曜日 時限 時間割コード 備考
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 野元  裕樹 対面 木曜日 5 500382
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 鈴木  玲子 オンライン 水曜日 2 500411
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 鈴木  玲子 オンライン 水曜日 2 500412
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 上田  広美 オンライン 水曜日 1 500421
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 上田  広美 オンライン 水曜日 1 500422
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 岡野 賢二 対面 火曜日 3 500441
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 岡野 賢二 対面 火曜日 3 500442
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 萬宮　健策 対面 金曜日 4 500461
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 萬宮　健策 対面 金曜日 4 500462
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 吉枝  聡子 対面 金曜日 2 500491
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 吉枝  聡子 対面 金曜日 2 500492
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 菅原  睦 対面 木曜日 4 500511
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 菅原  睦 対面 木曜日 4 500512
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究１ 2 春期 山本　恭裕 対面 木曜日 2 500521
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ言語研究２ 2 秋期 山本　恭裕 対面 木曜日 2 500522
世界言語社会 言語文化 言語学研究１ 2 春期 望月  圭子 対面 水曜日 2 500601
世界言語社会 言語文化 言語学研究２ 2 秋期 望月  圭子 対面 水曜日 2 500602
世界言語社会 言語文化 言語学研究１ 2 春期 風間  伸次郎 対面 水曜日 1 500611
世界言語社会 言語文化 言語学研究２ 2 秋期 風間  伸次郎 対面 水曜日 1 500612
世界言語社会 言語文化 言語学研究１ 2 春期 ボルロンガン オンライン 木曜日 2 500621
世界言語社会 言語文化 言語学研究２ 2 秋期 ボルロンガン オンライン 木曜日 2 500622
世界言語社会 言語文化 言語学研究１ 2 春期 箕浦  信勝 オンライン 火曜日 4 500641
世界言語社会 言語文化 言語学研究２ 2 秋期 箕浦  信勝 オンライン 火曜日 4 500642
世界言語社会 言語文化 言語学研究１ 2 春期 萬宮　健策 オンライン 水曜日 3 500651
世界言語社会 言語文化 言語学研究２ 2 秋期 萬宮　健策 オンライン 水曜日 3 500652
世界言語社会 言語文化 言語学研究１ 2 春期 木村  英明 オンライン 木曜日 2 500661
世界言語社会 言語文化 言語学研究２ 2 冬学期 ボルロンガン オンライン 集中 500662
世界言語社会 言語文化 言語学研究１ 2 夏学期 ボルロンガン オンライン 集中 500671
世界言語社会 言語文化 音声学研究１ 2 春期 中川  裕 オンライン 木曜日 2 500701
世界言語社会 言語文化 音声学研究２ 2 秋期 中川  裕 オンライン 木曜日 2 500702
世界言語社会 言語文化 音声学研究１ 2 春期 内原　洋人 オンライン 水曜日 2 500711
世界言語社会 言語文化 音声学研究２ 2 秋期 内原　洋人 オンライン 水曜日 2 500712
世界言語社会 言語文化 言語情報学研究１ 2 春期 望月　源 対面 火曜日 4 500821
世界言語社会 言語文化 言語情報学研究２ 2 秋期 望月　源 対面 火曜日 4 500822
世界言語社会 言語文化 言語情報学研究１ 2 春期 佐野  洋 オンライン 水曜日 2 500829
世界言語社会 言語文化 言語情報学研究２ 2 秋期 佐野  洋 オンライン 水曜日 2 500830
世界言語社会 言語文化 認知科学研究１ 2 春期 田島  充士 対面 火曜日 4 500901
世界言語社会 言語文化 認知科学研究２ 2 秋期 田島  充士 対面 火曜日 4 500902
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 西岡  あかね 対面 月曜日 4 502001
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 西岡  あかね 対面 月曜日 4 502002
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 山口 裕之 対面 木曜日 4 502011
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 山口 裕之 対面 木曜日 4 502012
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 荒原　邦博 対面 火曜日 4 502021
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 荒原　邦博 対面 火曜日 4 502022
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 小久保　真理江 対面 金曜日 3 502041
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 小久保　真理江 対面 金曜日 3 502042
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 久野　量一 対面 木曜日 5 502061

注意事項：
カリキュラムの都合上、開講曜日・時限・授業開講形態が変更になることがあります。



単位互換制度開放科目2022年度

専攻 コース 科目名 単位数 開講学期 担当教員名 授業開講形態名 曜日 時限 時間割コード 備考
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 久野　量一 対面 木曜日 5 502062
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 武田  千香 オンライン 月曜日 3 502071
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 武田  千香 オンライン 月曜日 3 502072
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 前田  和泉 対面 金曜日 2 502081
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 前田  和泉 対面 金曜日 2 502082
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究５ 2 春期 沼野  恭子 オンライン 木曜日 1 502091
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究６ 2 秋期 沼野  恭子 オンライン 木曜日 1 502092
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 橋本  雄一 対面 金曜日 4 502211
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 橋本  雄一 対面 金曜日 4 502212
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 青山 亨 オンライン 金曜日 5 502271
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 青山 亨 オンライン 金曜日 5 502272
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 コースィット 対面 木曜日 2 502281
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 コースィット 対面 木曜日 2 502282
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 ブアソーン オンライン 水曜日 1 502291
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 ブアソーン オンライン 水曜日 1 502292
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 野平  宗弘 対面 金曜日 4 502301
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 野平  宗弘 対面 金曜日 4 502302
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 岡田  知子 オンライン 水曜日 1 502311
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 岡田  知子 オンライン 水曜日 1 502312
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 水野  善文 対面 木曜日 2 502331
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 水野  善文 対面 木曜日 2 502332
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 粟屋  利江 対面 水曜日 2 502351
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 粟屋  利江 対面 水曜日 2 502352
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 丹羽  京子 対面 火曜日 5 502361
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 丹羽  京子 対面 火曜日 5 502362
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 八木  久美子 対面 木曜日 2 502381
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 八木  久美子 対面 木曜日 2 502382
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 佐々木  あや乃 対面 火曜日 3 502401
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 佐々木  あや乃 対面 火曜日 3 502402
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 土佐  桂子 対面 木曜日 4 502421
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 土佐  桂子 対面 木曜日 4 502422
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究１ 2 春期 三代川  寛子 オンライン 水曜日 1 502431
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 2 秋期 三代川  寛子 オンライン 水曜日 1 502432
世界言語社会 言語文化 人間文化研究１ 2 春期 吉本  秀之 対面 月曜日 4 502601
世界言語社会 言語文化 人間文化研究２ 2 秋期 吉本  秀之 対面 月曜日 4 502602
世界言語社会 言語文化 人間文化研究１ 2 春期 吉本  秀之 対面 月曜日 3 502603
世界言語社会 言語文化 人間文化研究２ 2 秋期 吉本  秀之 対面 月曜日 3 502604
世界言語社会 言語文化 人間文化研究１ 2 春期 真鍋  求 対面 木曜日 2 502611
世界言語社会 言語文化 人間文化研究２ 2 秋期 真鍋  求 対面 木曜日 2 502612
世界言語社会 言語文化 人間文化研究１ 2 春期 邵　丹 対面 木曜日 4 502621
世界言語社会 言語文化 人間文化研究２ 2 秋期 邵　丹 対面 木曜日 4 502622
世界言語社会 言語文化 人間文化研究１ 2 春期 丸山　空大 オンライン 水曜日 2 502631
世界言語社会 言語文化 人間文化研究２ 2 秋期 丸山　空大 オンライン 水曜日 2 502632
世界言語社会 言語文化 アジア・アフリカフィールドサイエンス言語研究１ 2 春期 伊藤 智ゆき オンライン 火曜日 3 504001
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究１ 2 春期 浦田  和幸 オンライン 木曜日 2 509001
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究２ 2 秋期 浦田  和幸 オンライン 木曜日 2 509002
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究３ 2 春期 斎藤  弘子 オンライン 金曜日 2 509003

注意事項：
カリキュラムの都合上、開講曜日・時限・授業開講形態が変更になることがあります。



単位互換制度開放科目2022年度

専攻 コース 科目名 単位数 開講学期 担当教員名 授業開講形態名 曜日 時限 時間割コード 備考
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究４ 2 秋期 斎藤  弘子 対面 金曜日 2 509004
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究５ 2 春期 根岸  雅史 オンライン 水曜日 2 509005
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究６ 2 夏学期 根岸  雅史 オンライン 集中 509006
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究７ 2 春期 吉冨  朝子 オンライン 金曜日 1 509007
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究８ 2 秋期 吉冨  朝子 オンライン 金曜日 1 509008
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究９ 2 春期 投野  由紀夫 オンライン 金曜日 3 509009
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究１０ 2 秋期 投野  由紀夫 オンライン 金曜日 3 509010
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究１１ 2 春期 大谷  直輝 対面 火曜日 2 509011
世界言語社会 言語文化 英語学・英語教育学研究１２ 2 秋期 大谷  直輝 対面 火曜日 2 509012
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究１ 2 春期 鈴木  聡 対面 月曜日 3 509101
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究２ 2 秋期 鈴木  聡 対面 月曜日 3 509102
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究３ 2 春期 加藤  雄二 オンライン 水曜日 1 509103
世界言語社会 言語文化 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究４ 2 秋期 加藤  雄二 対面 水曜日 1 509104
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１５ 2 春期 田邊　佳美 対面 月曜日 5 510001
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 2 秋期 田邊　佳美 オンライン 月曜日 5 510002
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１５ 2 春期 芹生　尚子 オンライン 金曜日 5 510011
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 2 秋期 芹生　尚子 対面 金曜日 5 510012
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１５ 2 春期 舛方　周一郎 オンライン 水曜日 2 510021
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 2 秋期 舛方　周一郎 オンライン 水曜日 2 510022
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１５ 2 春期 大鳥　由香子 対面 月曜日 3 510051
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 2 秋期 大鳥　由香子 対面 月曜日 3 510052
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１５ 2 春期 高橋　均 対面 木曜日 4 510061
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 2 秋期 高橋　均 対面 木曜日 4 510062
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１５ 2 春期 久米  順子 対面 木曜日 4 510081
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 2 秋期 久米  順子 対面 木曜日 4 510082
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１５ 2 春期 小野寺　拓也 対面 金曜日 5 510091
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 2 秋期 小野寺　拓也 対面 金曜日 5 510092
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 片岡　真輝 対面 木曜日 2 510101
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 片岡　真輝 対面 木曜日 2 510102
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 左右田 直規 対面 火曜日 5 510121
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 左右田 直規 対面 火曜日 5 510122
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 大石　高典 対面 木曜日 3 510131
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 大石　高典 対面 木曜日 3 510132
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 川本　智史 対面 水曜日 2 510141
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 川本　智史 対面 水曜日 2 510142
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 木村　暁 対面 火曜日 5 510151
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 木村　暁 対面 火曜日 5 510152
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 藤井　豪 対面 木曜日 4 510161
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 藤井　豪 対面 木曜日 4 510162
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 島田  志津夫 対面 水曜日 2 510171
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 島田  志津夫 対面 水曜日 2 510172
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 澤田  ゆかり 対面 火曜日 2 510181
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 澤田  ゆかり 対面 火曜日 2 510182
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 宮田  敏之 対面 木曜日 1 510201
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 宮田  敏之 対面 水曜日 1 510202
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 青山 弘之 対面 金曜日 3 510211
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 青山 弘之 対面 金曜日 3 510212

注意事項：
カリキュラムの都合上、開講曜日・時限・授業開講形態が変更になることがあります。



単位互換制度開放科目2022年度

専攻 コース 科目名 単位数 開講学期 担当教員名 授業開講形態名 曜日 時限 時間割コード 備考
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 坂井  真紀子 対面 火曜日 3 510221
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 坂井  真紀子 対面 火曜日 3 510222
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 小笠原  欣幸 オンライン 木曜日 2 510241
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 小笠原  欣幸 オンライン 木曜日 2 510242
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 山内  由理子 オンライン 金曜日 1 510251
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 山内  由理子 オンライン 金曜日 1 510252
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 武内　進一 対面 火曜日 4 510261
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 武内　進一 対面 火曜日 4 510262
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 登利谷　正人 対面 金曜日 4 510301
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 登利谷　正人 対面 金曜日 4 510302
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 東城　文柄 対面 水曜日 3 510311
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 東城　文柄 対面 水曜日 3 510312
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究17 2 春期 日下　渉 対面 月曜日 3 510331
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究18 2 秋期 日下　渉 対面 月曜日 3 510332
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 大川  正彦 対面 月曜日 2 512001
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 大川  正彦 対面 月曜日 2 512002
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 金  富子 対面 木曜日 3 512011
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 金  富子 対面 木曜日 3 512012
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 岡田  昭人 対面 金曜日 5 512021
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 岡田  昭人 対面 金曜日 5 512022
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 真島  一郎 対面 金曜日 2 512041
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 真島  一郎 対面 金曜日 2 512042
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 中山  智香子 対面 月曜日 3 512051
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 中山  智香子 対面 月曜日 3 512052
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 梁　英聖 対面 水曜日 2 512061
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 梁　英聖 対面 水曜日 2 512062
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 蛭田　圭 対面 火曜日 3 512072
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 布川　あゆみ 対面 木曜日 2 512081
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 秋期 布川　あゆみ 対面 木曜日 2 512082
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 春期 小田原　琳 対面 未定 512112
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究４ 2 冬学期 小田原　琳 対面 集中 512113
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究３ 2 夏学期 篠原  琢 オンライン 集中 512114
世界言語社会 国際社会 国際関係研究１ 2 春期 鈴木  美弥子 対面 火曜日 3 512201
世界言語社会 国際社会 国際関係研究２ 2 秋期 鈴木  美弥子 対面 火曜日 3 512202
世界言語社会 国際社会 国際関係研究１ 2 春期 若松  邦弘 オンライン 月曜日 5 512231
世界言語社会 国際社会 国際関係研究２ 2 秋期 若松  邦弘 オンライン 月曜日 5 512232
世界言語社会 国際社会 国際関係研究１ 2 春期 松隈  潤 対面 木曜日 2 512241
世界言語社会 国際社会 国際関係研究２ 2 秋期 松隈  潤 対面 木曜日 2 512242
世界言語社会 国際社会 国際関係研究１ 2 春期 中山　裕美 オンライン 火曜日 5 512251
世界言語社会 国際社会 国際関係研究２ 2 秋期 中山　裕美 オンライン 火曜日 5 512252
世界言語社会 国際社会 国際関係研究３ 2 春期 菊地　和也 オンライン 水曜日 2 512281
世界言語社会 国際社会 国際関係研究４ 2 秋期 菊地　和也 オンライン 水曜日 2 512282
世界言語社会 国際社会 国際関係研究３ 2 春期 田島  陽一 オンライン 水曜日 2 512291
世界言語社会 国際社会 国際関係研究４ 2 秋期 田島  陽一 オンライン 水曜日 2 512292
世界言語社会 国際社会 国際関係研究３ 2 春期 出町　一恵 オンライン 月曜日 4 512301
世界言語社会 国際社会 国際関係研究４ 2 秋期 出町　一恵 オンライン 月曜日 4 512302
世界言語社会 国際社会 国際関係研究３ 2 春期 内山　直子 オンライン 水曜日 1 512311

注意事項：
カリキュラムの都合上、開講曜日・時限・授業開講形態が変更になることがあります。
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専攻 コース 科目名 単位数 開講学期 担当教員名 授業開講形態名 曜日 時限 時間割コード 備考
世界言語社会 国際社会 国際関係研究４ 2 秋期 内山　直子 オンライン 水曜日 1 512312
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカフィールドサイエンス地域研究１ 2 夏学期 野田  仁 対面 集中 514001
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカフィールドサイエンス地域研究１ 2 春期 栗原  浩英 対面 月曜日 5 514011
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカフィールドサイエンス地域研究２ 2 秋期 栗原  浩英 対面 月曜日 5 514012
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカフィールドサイエンス地域研究１ 2 春期 近藤  信彰 対面 月曜日 3 514021
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１ 2 春期 千葉  敏之 対面 金曜日 4 519001
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究２ 2 秋期 千葉  敏之 対面 金曜日 4 519002
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究３ 2 春期 篠原  琢 対面 月曜日 4 519003
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究４ 2 秋期 篠原  琢 対面 月曜日 4 519004
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究７ 2 春期 伊東　剛史 対面 火曜日 3 519007
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究８ 2 秋期 伊東　剛史 対面 火曜日 3 519008
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究９ 2 春期 小田原　琳 オンライン 木曜日 4 519009
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１０ 2 秋期 小田原　琳 オンライン 木曜日 4 519010
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１１ 2 春期 福嶋　千穂 対面 火曜日 2 519011
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１２ 2 秋期 福嶋　千穂 対面 火曜日 2 519012
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１３ 2 春期 巽　由樹子 対面 金曜日 4 519013
世界言語社会 国際社会 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１４ 2 秋期 巽　由樹子 対面 金曜日 4 519014
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究１ 2 春期 青木　雅浩 対面 火曜日 4 519101
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究２ 2 秋期 青木　雅浩 対面 火曜日 4 519102
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究３ 2 春期 小田　なら 対面 木曜日 5 519103
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究４ 2 秋期 小田　なら 対面 木曜日 5 519104
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究７ 2 春期 足立  享祐 対面 火曜日 5 519107
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究８ 2 秋期 足立  享祐 対面 火曜日 5 519108
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究10 2 秋期 吉田  ゆり子 オンライン 金曜日 3 519110
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究11 2 春期 米谷  匡史 対面 火曜日 3 519111
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究12 2 秋期 米谷  匡史 対面 火曜日 3 519112
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究13 2 春期 菊池  陽子 対面 月曜日 2 519113
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究14 2 秋期 菊池  陽子 対面 月曜日 2 519114
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究15 2 春期 倉田　明子 対面 木曜日 2 519115
世界言語社会 国際社会 アジア・アフリカ・オセアニア地域研究16 2 秋期 倉田　明子 対面 木曜日 3 519116
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究１ 2 春期 上原　こずえ 対面 火曜日 3 519201
世界言語社会 国際社会 現代世界論研究２ 2 秋期 上原　こずえ 対面 火曜日 3 519202
世界言語社会 ＰＣＳ PCS Research Methodology 2 秋期 松永  泰行 対面 水曜日 2 520000 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Foundation for Peacebuilding 1 2 春期 篠田  英朗 対面 木曜日 2 520111 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Foundation for Peacebuilding 2 2 春期 間  寧 対面 木曜日 5 520121 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Applied Peacebuilding 1 2 秋期 アプハミラゲ　ユデニ オンライン 木曜日 4 520221 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Applied Peacebuilding 2 2 春期 アプハミラゲ　ユデニ オンライン 木曜日 4 520232 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Applied Peacebuilding 3 2 冬学期 秋林  こずえ 対面 集中 520242 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Conflict and Social Change 2 2 春期 松永  泰行 対面 水曜日 2 520311 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Conflict and Social Change 1 2 秋期 間  寧 対面 木曜日 5 520322 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ Conflict and Social Change 1 2 秋期 橋本　直子 対面 金曜日 4 520332 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ International Relations and Cooperation 1 2 秋期 吉崎  知典 対面 金曜日 5 520412 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ International Relations and Cooperation 2 2 春期 吉崎  知典 対面 金曜日 5 520421 ＩＣＵのみ開講
世界言語社会 ＰＣＳ International Relations and Cooperation 3 2 春期 シャーニー オンライン 水曜日 4 520431 ＩＣＵのみ開講
国際日本 国際日本／リカレント 日本語学研究２ 2 秋期 花薗  悟 対面 月曜日 2 530002
国際日本 国際日本／リカレント 日本語学研究２ 2 秋期 幸松  英恵 対面 木曜日 4 530032
国際日本 国際日本／リカレント 対照日本語研究１ 2 春期 花薗  悟 オンライン 月曜日 2 530101

注意事項：
カリキュラムの都合上、開講曜日・時限・授業開講形態が変更になることがあります。
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国際日本 国際日本／リカレント 対照日本語研究２ 2 秋期 中村  彰 対面 金曜日 4 530102
国際日本 国際日本／リカレント 対照日本語研究１ 2 春期 谷口  龍子 オンライン 木曜日 2 530112
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究１ 2 春期 海野  多枝 オンライン 火曜日 3 530201
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 海野  多枝 オンライン 火曜日 3 530202
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 鈴木  智美 対面 木曜日 4 530212
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究１ 2 春期 石澤　徹 対面 火曜日 2 530221
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 大津　友美 オンライン 木曜日 2 530222
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究１ 2 春期 阿部　新 オンライン 木曜日 4 530231
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 阿部　新 オンライン 木曜日 4 530232
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 伊東　克洋 対面 金曜日 3 530242
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 伊集院　郁子 オンライン 火曜日 3 530252
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究１ 2 春期 鈴木　美加 対面 金曜日 3 530261
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 鈴木　美加 対面 金曜日 3 530262
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 伊達　宏子 対面 木曜日 5 530272
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 荒川  洋平 対面 月曜日 4 530282
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究１ 2 春期 嶋原　耕一 オンライン 月曜日 3 530291
国際日本 国際日本／リカレント 日本語教育学研究２ 2 秋期 嶋原　耕一 対面 月曜日 3 530292
国際日本 国際日本／リカレント 日本語文学・文化研究１ 2 春期 西原　大輔 対面 金曜日 2 530401
国際日本 国際日本／リカレント 日本語文学・文化研究２ 2 秋期 西原　大輔 対面 木曜日 2 530402
国際日本 国際日本／リカレント 日本語文学・文化研究１ 2 春期 土田　耕督 対面 木曜日 4 530411
国際日本 国際日本／リカレント 日本語文学・文化研究２ 2 秋期 土田　耕督 対面 木曜日 4 530412
国際日本 国際日本／リカレント 日本語文学・文化研究１ 2 春期 イリス　ハウカンプ 対面 月曜日 4 530431
国際日本 国際日本／リカレント 日本語文学・文化研究２ 2 秋期 イリス　ハウカンプ 対面 月曜日 3 530432
国際日本 国際日本／リカレント 日本比較文学・文化研究２ 2 秋期 菅長  理恵 対面 金曜日 3 530511
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究１ 2 春期 友常  勉 対面 木曜日 3 530601
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究２ 2 秋期 友常  勉 対面 水曜日 3 530602
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究１ 2 春期 ジョン　ポーター 対面 月曜日 5 530611
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究２ 2 秋期 ジョン　ポーター 対面 月曜日 2 530612
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究２ 2 秋期 シートン 対面 金曜日 2 530621
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究１ 2 春期 シートン 対面 金曜日 2 530622
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究１ 2 春期 木村　正美 対面 月曜日 2 530641
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究２ 2 秋期 木村　正美 対面 月曜日 2 530642
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究１ 2 春期 佐藤　正広 対面 火曜日 2 530651
国際日本 国際日本／リカレント 日本社会研究２ 2 秋期 佐藤　正広 対面 火曜日 2 530652
国際日本 国際日本／リカレント 国際文化交流研究２ 2 秋期 小松　由美 対面 木曜日 3 530712
国際日本 国際日本／リカレント Japan Studies ２ 2 冬学期 友常  勉 対面 集中 530882

注意事項：
カリキュラムの都合上、開講曜日・時限・授業開講形態が変更になることがあります。




