
春学期

イタリア語入門１ 野里　紳一郎 水３ 16名まで追加申告可能です。

英語スピーキング１ 神田　裕子 月３ 5名まで追加申告可能です。

英語スピーキング１ 倉科　真季 火３ 10名まで追加申告可能です。

英語スピーキング２ 花﨑　美紀 月３ 20名まで追加申告可能です。

英語スピーキング２ 石川　大智 火３ 16名まで追加申告可能です。

英語スピーキング２ カズ，　ダイアナ　Ｍ． 水５ 20名まで追加申告可能です。

英語スピーキング３ サマービル，　ジェイソン 火３ 23名まで追加申告可能です。

英語スピーキング３ エラム，　ジェシー　Ｒ． 木３ 26名まで追加申告可能です。

英語ライティング２ 太田　裕子 水３ 7名まで追加申告可能です。

英語ライティング２ 鷲塚　奈保 水５ 18名まで追加申告可能です。

英語ライティング３ 井上　京子 月３ 23名まで追加申告可能です。

英語リスニング１ カズ，　ダイアナ　Ｍ． 金３ 14名まで追加申告可能です。

英語リスニング２ 中村　祐子 月３ 12名まで追加申告可能です。

英語リスニング２ 石田　真子 火３ 20名まで追加申告可能です。

英語リスニング２ マイヤー，　トーマス　Ｇ． 水３ 16名まで追加申告可能です。

英語リスニング３ 吉原　学 土１ 23名まで追加申告可能です。

英語リーディング２ 太田　裕子 水４ 13名まで追加申告可能です。

英語リーディング３ 岡野　恵 月３ 11名まで追加申告可能です。

英語リーディング３ 小菅　隼人 水３ 14名まで追加申告可能です。

応用フランス語１ 小野　文　ほか 水３ 22名まで追加申告可能です。

グローバルリーダーシップセミナー 沼尾　恵 月３/木３ 8名まで追加申告可能です。

スペイン語入門１ ドメネック・アロンソ，　ホセ・イグナシオ 金３ 5名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 熊木　淳 月３ 17名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 杉山　有紀子 月３ 16名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 山下　一夫 火３ 15名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 朝妻　恵里子 火３ 14名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 荒木　文果 火３ 19名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 石田　真子 水３ 17名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 角田　季美枝 水３ 10名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ ディル，　ジョナサン 水３ 13名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 見上　公一 木３ 14名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 高桑　和巳 木３ 12名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅠ 上野　理恵 金３ 3名まで追加申告可能です。

中国語基礎１ 王　京蒂 水４ 14名まで追加申告可能です。

中国語セミ・インテンシブ１ 橋本　貴子 火３/木３ 16名まで追加申告可能です。

中国語トレーニング１ 呉　秀月 火３ 18名まで追加申告可能です。

中国語入門１ 周　媛 木３ 17名まで追加申告可能です。

朝鮮語基礎１ 韓　晶恵 木３ 2名まで追加申告可能です。

ドイツ語インテンシブ１ 北條　彰宏 月３/水３/木３ 26名まで追加申告可能です。

ドイツ語スピーキング１ ブリール，　リタ 水４ 22名まで追加申告可能です。

ドイツ語セミ・インテンシブ１ 亀ヶ谷　昌秀 月３/水４ 21名まで追加申告可能です。

ドイツ語セミ・インテンシブ１ 宮川　尚理 月３/木３ 11名まで追加申告可能です。

ドイツ語セミ・インテンシブ１ 粂田　文 火３/木３ 20名まで追加申告可能です。

ドイツ語トレーニング１ 三ッ石　祐子 月３ 22名まで追加申告可能です。

ドイツ語トレーニング１ 杉山　有紀子 火３ 20名まで追加申告可能です。

フランス語インテンシブ１ 小林　拓也　ほか 月３/水４/木３ 21名まで追加申告可能です。

フランス語セミ・インテンシブ１ 小野　文　ほか 月３/木３ 20名まで追加申告可能です。

フランス語セミ・インテンシブ１ 荒金　直人　ほか 月３/木３ 16名まで追加申告可能です。

フランス語トレーニング１ 岡見　さえ 金３ 20名まで追加申告可能です。

ロシア語スピーキング１ コムコーヴァ，　エカテリーナ 水３ 19名まで追加申告可能です。

ロシア語リーディング１ 朝妻　恵里子 金３ 12名まで追加申告可能です。

秋学期

イタリア語入門２ 野里　紳一郎 水３ 21名まで追加申告可能です。

英語スピーキング１ 神田　裕子 月３ 11名まで追加申告可能です。

英語スピーキング２ 太田　裕子 水３ 20名まで追加申告可能です。

英語スピーキング２ カズ，　ダイアナ　Ｍ． 水５ 19名まで追加申告可能です。

英語スピーキング３ サマービル，　ジェイソン 火３ 21名まで追加申告可能です。

英語スピーキング３ エラム，　ジェシー　Ｒ． 木３ 26名まで追加申告可能です。

英語ライティング２ 鷲塚　奈保 水５ 16名まで追加申告可能です。

英語ライティング３ 井上　京子 月３ 14名まで追加申告可能です。

英語リスニング１ カズ，　ダイアナ　Ｍ． 金３ 22名まで追加申告可能です。

英語リスニング２ 石田　真子 火３ 16名まで追加申告可能です。

英語リスニング２ マイヤー，　トーマス　Ｇ． 水３ 15名まで追加申告可能です。

英語リスニング２ 吉原　学 金３ 11名まで追加申告可能です。

英語リスニング３ 吉原　学 土１ 25名まで追加申告可能です。

英語リーディング２ 太田　裕子 水４ 18名まで追加申告可能です。

英語リーディング３ 小菅　隼人 水３ 17名まで追加申告可能です。

応用フランス語２ 小野　文 水３ 27名まで追加申告可能です。

スペイン語入門２ ドメネック・アロンソ，　ホセ・イグナシオ 金３ 12名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 杉山　有紀子 月３ 16名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 熊木　淳 月３ 17名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 澤田　達男 月３ 11名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 荒木　文果 火３ 14名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 角田　季美枝 火３ 16名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 木下　京子 火３ 7名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 高山　正宏 火３ 16名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 石川　大智 火３ 16名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 栗原　将人 火３ 16名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ ディル，　ジョナサン 水３ 17名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 二瓶　栄輔 水４ 11名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 牛場　潤一 水５ 11名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 見上　公一 木３ 12名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 岩波　敦子 木３ 5名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 高桑　和巳 木３ 10名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 長谷川　太郎 木３ 8名まで追加申告可能です。

総合教育セミナーⅡ 上野　理恵 金３ 2名まで追加申告可能です。

中国語基礎２ 王　京蒂 水４ 15名まで追加申告可能です。

中国語セミ・インテンシブ２ 橋本　貴子 火３/木３ 16名まで追加申告可能です。

中国語トレーニング２ 呉　秀月 火３ 19名まで追加申告可能です。

中国語入門２ 周　媛 木３ 23名まで追加申告可能です。

朝鮮語基礎２ 韓　晶恵 木３ 5名まで追加申告可能です。

ドイツ語インテンシブ２ 北條　彰宏 月３/水３/木３ 27名まで追加申告可能です。

ドイツ語スピーキング２ ブリール，　リタ 水４ 26名まで追加申告可能です。

ドイツ語セミ・インテンシブ２ 宮川　尚理 月３/木３ 15名まで追加申告可能です。

ドイツ語セミ・インテンシブ２ 亀ヶ谷　昌秀 月３/水４ 21名まで追加申告可能です。

ドイツ語セミ・インテンシブ２ 粂田　文 火３/木３ 22名まで追加申告可能です。

ドイツ語トレーニング２ 三ッ石　祐子 月３ 22名まで追加申告可能です。

ドイツ語トレーニング２ 杉山　有紀子 火３ 23名まで追加申告可能です。

はじめてのロシア語 朝妻　恵里子 火３ 18名まで追加申告可能です。

フランス語インテンシブ２ 小林　拓也　ほか 月３/水４/木３ 24名まで追加申告可能です。

フランス語セミ・インテンシブ２ 荒金　直人　ほか 月３/木３ 20名まで追加申告可能です。

フランス語セミ・インテンシブ２ 小野　文　ほか 月３/木３ 19名まで追加申告可能です。

フランス語トレーニング２ 岡見　さえ 金３ 22名まで追加申告可能です。

フランス語リーディング 関　幸太郎 月３ 1名まで追加申告可能です。

ロシア語スピーキング２ コムコーヴァ，　エカテリーナ 水３ 21名まで追加申告可能です。

ロシア語リーディング２ 朝妻　恵里子 金３ 20名まで追加申告可能です。

2020年度
理工学部設置総合教育科目（外国語・セミナー）

追加申告科目一覧

＊追加申告は理工学部生のみ可能です。
「グローバルリーダーシップセミナー」・セミナー科目は履修取消できません。

科目名（50音順） 担当者 曜日時限 抽選結果

すべて＊先着順＊で追加申告を認めます。残りの空き枠を確認し、履修申告をしてください。
予定の追加可能人数に達した時点で締め切りますので注意してください。

＊追加申告は理工学部生のみ可能です。
「グローバルリーダーシップセミナー」・セミナー科目は履修取消できません。

科目名（50音順） 担当者 曜日時限 抽選結果


