
今出川校地　初修外国語欠員表（ドイツ語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16502011 501 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 河崎　靖 木３ TOBIAS SCHICKHAUS 23

16502012 805 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 23

16502011 502 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 藤井　あゆみ 木３ 平岡　由美子 26

16502012 805 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 26

16502011 511 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 谷口　靜浩 金５ 湯浅　博章 20

16502012 806 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 20

16502011 512 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 穐山　洋子 金５ 大木　清香 20

16502012 806 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 20

16502011 513 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 舩津　景子 金５ 髙木　繁光 20

16502012 806 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 20

16502011 514 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 石井　香江 金５ 大川　勇 21

16502012 806 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 21

16502011 521 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 久下　泰弘 金４ 竹中　康雄 12

16502012 807 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 12

16502011 522 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 藤井　あゆみ 金４ 大川　勇 12

16502012 807 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 12

16502011 523 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 西村　千恵子 金４ 石井　大輔 12

16502012 807 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 12

16502011 531 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 久下　泰弘 金３ 竹中　康雄 27

16502012 808 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 27

16502011 532 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 藤井　あゆみ 金３ 西村　千恵子 30

16502012 808 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 30

16502011 533 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 西村　千恵子 金３ 平岡　由美子 30

16502012 808 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 30

16502011 541 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 谷口　靜浩 木２ 池田　晋也 32

16502012 809 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 32

16502011 542 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 舩津　景子 木２ 平岡　由美子 33

16502012 809 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 33

16502011 551 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 森田　安洋 木４ 田村　萬里 19

16502012 810 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 19

16502011 751 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 月２ 湯浅　博章 土１ 阿部　津々子 21

16502011 752 ドイツ語入門Ⅰ 春 今出川 水６ 田中　直 金６ 湯浅　博章 14

16502012 751 ドイツ語入門Ⅱ 春 今出川 月１ 西村　千恵子 土２ 阿部　津々子 28

16502012 752 ドイツ語入門Ⅱ 春 今出川 水１ 清水　穣 土１ 杉野　隆彦 36

16502012 753 ドイツ語入門Ⅱ 春 今出川 火１ 髙木　繁光 木１ 池田　晋也 18

16502012 771 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 月２ 清水　穣 土１ 杉野　隆彦 36

16502012 772 ドイツ語入門Ⅱ 秋 今出川 水６ 田中　直 金６ 湯浅　博章 30

16502021 051 ドイツ語インテンシヴⅠ 春 今出川 月２ 髙木　繁光 火３ 髙木　繁光 木１ STEPHANIE ANNA KOPP 20

16502022 051 ドイツ語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月２ 髙木　繁光 火３ 髙木　繁光 木１ STEPHANIE ANNA KOPP 20

16502021 052 ドイツ語インテンシヴⅠ 春 今出川 月３ 清水　穣 水４ MANFRED ROER 木４ 清水　穣 12

16502022 052 ドイツ語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月３ 清水　穣 水４ MANFRED ROER 木４ 清水　穣 12

16502021 053 ドイツ語インテンシヴⅠ 春 今出川 月４ MANFRED ROER 火２ 小野　文生 金２ 小野　文生 9

16502022 053 ドイツ語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月４ MANFRED ROER 火２ 小野　文生 金２ 小野　文生 9

16502021 054 ドイツ語インテンシヴⅠ 春 今出川 火２ 穐山　洋子 木２ 穐山　洋子 金４ TOBIAS SCHICKHAUS 21

16502022 054 ドイツ語インテンシヴⅡ 秋 今出川 火２ 穐山　洋子 木２ 穐山　洋子 金４ TOBIAS SCHICKHAUS 21

16502023 051 ドイツ語インテンシヴⅢ 春 今出川 月３ MANFRED ROER 火２ 石井　香江 金２ MANFRED ROER 12

16502024 051 ドイツ語インテンシヴⅣ 秋 今出川 月３ MANFRED ROER 火２ 石井　香江 金２ MANFRED ROER 12

16502023 052 ドイツ語インテンシヴⅢ 春 今出川 火１ 大木　清香 木３ TAMARA SCHNEIDER 金４ 大木　清香 19

16502024 052 ドイツ語インテンシヴⅣ 秋 今出川 火１ 大木　清香 木３ TAMARA SCHNEIDER 金４ 大木　清香 19

16502031 501 ドイツ語応用１ 春 今出川 土１ 中野　英莉子 25

16502033 501 ドイツ語応用３ 秋 今出川 土１ 中野　英莉子 25

16502031 751 ドイツ語応用１ 春 今出川 月５ 清水　穣 17

16502031 752 ドイツ語応用１ 春 今出川 土２ 石井　大輔 41

16502031 771 ドイツ語応用１ 秋 今出川 水５ 久下　泰弘 42

16502031 772 ドイツ語応用１ 秋 今出川 木６ 阿部　津々子 30

16502032 501 ドイツ語応用２ 春 今出川 土２ 中野　英莉子 21

16502034 501 ドイツ語応用４ 秋 今出川 土２ 中野　英莉子 21

16502032 503 ドイツ語応用２ 春 今出川 月１ 湯浅　博章 8

16502034 503 ドイツ語応用４ 秋 今出川 月１ 湯浅　博章 8

16502032 504 ドイツ語応用２ 春 今出川 金１ 平岡　由美子 11

16502034 504 ドイツ語応用４ 秋 今出川 金１ 平岡　由美子 11

16502032 506 ドイツ語応用２ 春 今出川 火５ 髙木　繁光 9

16502034 506 ドイツ語応用４ 秋 今出川 火５ 髙木　繁光 9

16502032 751 ドイツ語応用２ 春 今出川 火５ 石井　香江 17

16502032 752 ドイツ語応用２ 春 今出川 火６ 田村　萬里 32

16502032 771 ドイツ語応用２ 秋 今出川 木５ 田村　萬里 41

16502032 772 ドイツ語応用２ 秋 今出川 金５ 西村　千恵子 35

16502033 751 ドイツ語応用３ 春 今出川 水５ 久下　泰弘 28

16502033 752 ドイツ語応用３ 春 今出川 木６ 阿部　津々子 15

16502033 771 ドイツ語応用３ 秋 今出川 月４ 藤井　あゆみ 37

16502033 772 ドイツ語応用３ 秋 今出川 月５ 清水　穣 39

16502034 751 ドイツ語応用４ 春 今出川 木５ 田村　萬里 16

16502034 752 ドイツ語応用４ 春 今出川 金５ 石井　大輔 27

16502034 771 ドイツ語応用４ 秋 今出川 火５ 田村　萬里 32

16502034 772 ドイツ語応用４ 秋 今出川 火６ 田村　萬里 42

16502041 051 ドイツ語会話初級１ 春 今出川 火１ 照井　ザビーネ 10

16502041 052 ドイツ語会話初級１ 春 今出川 火４ 大木　清香 19

16502041 053 ドイツ語会話初級１ 春 今出川 水５ 照井　ザビーネ 14

16502041 054 ドイツ語会話初級１ 春 今出川 木２ STEPHANIE ANNA KOPP 23

16502041 055 ドイツ語会話初級１ 春 今出川 金１ MANFRED ROER 17

16502041 056 ドイツ語会話初級１ 春 今出川 金３ TOBIAS SCHICKHAUS 24

16502042 051 ドイツ語会話初級２ 秋 今出川 火１ 照井　ザビーネ 24

16502042 052 ドイツ語会話初級２ 秋 今出川 火４ 大木　清香 23

16502042 053 ドイツ語会話初級２ 秋 今出川 水５ 照井　ザビーネ 20

16502042 054 ドイツ語会話初級２ 秋 今出川 木２ STEPHANIE ANNA KOPP 22

16502042 055 ドイツ語会話初級２ 秋 今出川 金１ MANFRED ROER 23

16502042 056 ドイツ語会話初級２ 秋 今出川 金３ TOBIAS SCHICKHAUS 30



今出川校地　初修外国語欠員表（フランス語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16503011 501 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 横道　朝子 木３ 中井　敦子 27

16503012 805 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 27

16503011 502 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 和田　ゆりえ 木３ 兼山　美幸 28

16503012 805 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 28

16503011 511 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 中井　敦子 金５ 桂川　久 12

16503012 806 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 12

16503011 512 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 宮嵜　克裕 金５ 荒木　秀夫 12

16503012 806 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 12

16503011 513 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 沼田　千恵 金５ 松葉　祥一 13

16503012 806 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 13

16503011 514 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 中嶋　洋平 金５ 沼田　千恵 14

16503012 806 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 14

16503011 521 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 中井　敦子 金４ 桂川　久 14

16503012 807 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 14

16503011 522 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 宮嵜　克裕 金４ 荒木　秀夫 15

16503012 807 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 15

16503011 523 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 中嶋　洋平 金４ 松葉　祥一 15

16503012 807 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 15

16503011 531 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 中井　敦子 金３ 桂川　久 13

16503012 808 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 13

16503011 532 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 見原　礼子 金３ 沼田　千恵 17

16503012 808 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 17

16503011 541 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 中嶋　洋平 木２ 中井　敦子 25

16503012 809 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 25

16503011 542 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 早川　文敏 木２ 中嶋　洋平 27

16503012 809 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 27

16503011 751 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 月２ 野村　直正 土１ 兼山　美幸 17

16503011 752 フランス語入門Ⅰ 春 今出川 水６ 山崎　恭宏 金６ 平尾　浩一 21

16503012 751 フランス語入門Ⅱ 春 今出川 月１ 佐々木　香理 土２ 平尾　浩一 41

16503012 752 フランス語入門Ⅱ 春 今出川 水１ 見原　礼子 土１ 野村　直正 35

16503012 753 フランス語入門Ⅱ 春 今出川 火１ 兼山　美幸 木１ 兼山　美幸 8

16503012 771 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 月２ 見原　礼子 土１ 兼山　美幸 34

16503012 772 フランス語入門Ⅱ 秋 今出川 水６ 山崎　恭宏 金６ 平尾　浩一 28

16503021 051 フランス語インテンシヴⅠ 春 今出川 火１ 伊藤　玄吾 木５ KEVIN TORTISSIER 金４ MONIQUE LE LARDIC 6

16503022 051 フランス語インテンシヴⅡ 秋 今出川 火１ 伊藤　玄吾 木５ KEVIN TORTISSIER 金４ MONIQUE LE LARDIC 6

16503021 052 フランス語インテンシヴⅠ 春 今出川 月３ 佐々木　香理 木４ 桂川　久 金２ RICHARD PIORUNSKI 19

16503022 052 フランス語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月３ 佐々木　香理 木４ 桂川　久 金２ RICHARD PIORUNSKI 19

16503021 053 フランス語インテンシヴⅠ 春 今出川 火４ 見原　礼子 水２ 伊藤　玄吾 木２ SYLVIE ODIN 24

16503022 053 フランス語インテンシヴⅡ 秋 今出川 火４ 見原　礼子 水２ 伊藤　玄吾 木２ SYLVIE ODIN 24

16503021 054 フランス語インテンシヴⅠ 春 今出川 月４ 佐々木　香理 水３ 山崎　恭宏 金１ RICHARD PIORUNSKI 4

16503022 054 フランス語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月４ 佐々木　香理 水３ 山崎　恭宏 金１ RICHARD PIORUNSKI 4

16503021 055 フランス語インテンシヴⅠ 春 今出川 月４ OLIVIER ROUAUD 火２ 兼山　美幸 木４ SYLVIE ODIN 20

16503022 055 フランス語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月４ OLIVIER ROUAUD 火２ 兼山　美幸 木４ SYLVIE ODIN 20

16503023 051 フランス語インテンシヴⅢ 春 今出川 水３ RICHARD PIORUNSKI 木２ 亀谷　百合佳 金２ 伊藤　玄吾 16

16503024 051 フランス語インテンシヴⅣ 秋 今出川 水３ RICHARD PIORUNSKI 木２ 亀谷　百合佳 金２ 伊藤　玄吾 16

16503023 052 フランス語インテンシヴⅢ 春 今出川 火２ 宮嵜　克裕 木３ SYLVIE ODIN 金５ MONIQUE LE LARDIC 24

16503024 052 フランス語インテンシヴⅣ 秋 今出川 火２ 宮嵜　克裕 木３ SYLVIE ODIN 金５ MONIQUE LE LARDIC 24

16503023 053 フランス語インテンシヴⅢ 春 今出川 月５ 佐々木　香理 水４ AURELIE HEUSCHLING 金４ ERIC FAURE 6

16503024 053 フランス語インテンシヴⅣ 秋 今出川 月５ 佐々木　香理 水４ AURELIE HEUSCHLING 金４ ERIC FAURE 6

16503031 501 フランス語応用１ 春 今出川 土１ 平尾　浩一 21

16503033 501 フランス語応用３ 秋 今出川 土１ 平尾　浩一 21

16503031 502 フランス語応用１ 春 今出川 金１ 和田　ゆりえ 10

16503033 502 フランス語応用３ 秋 今出川 金１ 和田　ゆりえ 10

16503031 751 フランス語応用１ 春 今出川 月４ 野村　直正 15

16503031 752 フランス語応用１ 春 今出川 月５ 見原　礼子 36

16503031 771 フランス語応用１ 秋 今出川 水５ 水野　いずみ 38

16503031 772 フランス語応用１ 秋 今出川 木６ 藤田　義孝 44

16503032 501 フランス語応用２ 春 今出川 土２ 兼山　美幸 28

16503034 501 フランス語応用４ 秋 今出川 土２ 兼山　美幸 28

16503032 503 フランス語応用２ 春 今出川 月１ 早川　文敏 11

16503034 503 フランス語応用４ 秋 今出川 月１ 早川　文敏 11

16503032 504 フランス語応用２ 春 今出川 金１ 荒木　秀夫 12

16503034 504 フランス語応用４ 秋 今出川 金１ 荒木　秀夫 12

16503032 506 フランス語応用２ 春 今出川 火５ 早川　文敏 12

16503034 506 フランス語応用４ 秋 今出川 火５ 早川　文敏 12

16503032 751 フランス語応用２ 春 今出川 火５ 伊藤　玄吾 4

16503032 752 フランス語応用２ 春 今出川 火６ 早川　文敏 27

16503032 771 フランス語応用２ 秋 今出川 木５ 桂川　久 41

16503032 772 フランス語応用２ 秋 今出川 水５ 山崎　恭宏 45

16503033 751 フランス語応用３ 春 今出川 水５ 松葉　類 35

16503033 752 フランス語応用３ 春 今出川 木６ 藤田　義孝 31

16503033 771 フランス語応用３ 秋 今出川 月４ 野村　直正 26

16503033 772 フランス語応用３ 秋 今出川 月５ 見原　礼子 42

16503034 751 フランス語応用４ 春 今出川 木５ 桂川　久 36

16503034 752 フランス語応用４ 春 今出川 水５ 山崎　恭宏 19

16503034 771 フランス語応用４ 秋 今出川 火５ 宮嵜　克裕 33

16503034 772 フランス語応用４ 秋 今出川 火６ 早川　文敏 38

16503041 051 フランス語会話初級１ 春 今出川 月３ OLIVIER ROUAUD 11

16503041 052 フランス語会話初級１ 春 今出川 月５ ERIC FAURE 11

16503041 053 フランス語会話初級１ 春 今出川 水４ RICHARD PIORUNSKI 13

16503041 054 フランス語会話初級１ 春 今出川 木３ KEVIN TORTISSIER 6

16503041 055 フランス語会話初級１ 春 今出川 金４ KEVIN TORTISSIER 22

16503041 056 フランス語会話初級１ 春 今出川 土１ MONIQUE LE LARDIC 29

16503042 051 フランス語会話初級２ 秋 今出川 月３ OLIVIER ROUAUD 25

16503042 052 フランス語会話初級２ 秋 今出川 月５ ERIC FAURE 16

16503042 053 フランス語会話初級２ 秋 今出川 水４ RICHARD PIORUNSKI 26

16503042 054 フランス語会話初級２ 秋 今出川 木３ KEVIN TORTISSIER 14

16503042 055 フランス語会話初級２ 秋 今出川 金４ KEVIN TORTISSIER 23

16503042 056 フランス語会話初級２ 秋 今出川 土１ MONIQUE LE LARDIC 30



今出川校地　初修外国語欠員表（中国語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16504011 501 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 塚田　亮太 木３ 潘　哲毅 10

16504012 804 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 10

16504011 502 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 阿部　範之 木３ 石　永峰 10

16504012 804 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 10

16504011 503 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 張　明和 木３ 柴　格朗 10

16504012 804 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 10

16504011 504 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 郭　斐映 木３ 浦元　里花 12

16504012 804 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 12

16504011 511 中国語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 山崎　俊鋭 金５ 王　宜瑗 9

16504012 805 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 9

16504011 512 中国語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 山内　一恵 金５ 楊　維公 9

16504012 805 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 9

16504011 513 中国語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 桂　小蘭 金５ 濵口　英樹 10

16504012 805 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 10

16504011 514 中国語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 余　項科 金５ 卞　惟行 10

16504012 805 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 10

16504011 515 中国語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 塚田　亮太 金５ 趙　芙蓉 11

16504012 805 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 11

16504011 521 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 杉本　史子 金４ 孫　潔 2

16504012 806 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 2

16504011 522 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 柴　格朗 金４ 楊　維公 2

16504012 806 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 2

16504011 523 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 山内　一恵 金４ 王　嵐 2

16504012 806 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 2

16504011 524 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 山本　恭子 金４ 王　宜瑗 3

16504012 806 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 3

16504011 525 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 井上　薫 金４ 趙　芙蓉 3

16504012 806 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 3

16504011 526 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 李　寧 金４ 濵口　英樹 4

16504012 806 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 4

16504011 527 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 孫　輝 金４ 鎌田　純子 4

16504012 806 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 4

16504011 532 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 李　寧 金３ 鎌田　純子 1

16504012 807 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 1

16504011 533 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 阿部　範之 金３ 樋口　昌敏 2

16504012 807 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 2

16504011 534 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 井上　薫 金３ 黄　明月 2

16504012 807 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 2

16504011 535 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 山本　恭子 金３ 楊　維公 3

16504012 807 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 3

16504011 536 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 柴　格朗 金３ 王　嵐 3

16504012 807 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 3

16504011 537 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 山内　一恵 金３ 孫　潔 3

16504012 807 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 3

16504011 538 中国語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 杉本　史子 金３ 趙　芙蓉 2

16504012 807 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 2

16504011 546 中国語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 桂　小蘭 木２ 浦元　里花 1

16504012 808 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 1

16504011 547 中国語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 王　柳蘭 木２ 阿部　沙織 1

16504012 808 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 1

16504011 551 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 張　明和 木４ 山崎　俊鋭 6

16504012 809 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 6

16504011 552 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 余　項科 木４ 阿部　沙織 6

16504012 809 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 6

16504011 553 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 樋口　昌敏 木４ 李　愛華 7

16504012 809 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 7

16504011 554 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 浦元　里花 木４ 卞　惟行 6

16504012 809 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 6

16504011 751 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月２ 副島　一郎 土１ 山本　恭子 5

16504011 752 中国語入門Ⅰ 春 今出川 月２ 李　寧 土１ 井上　薫 20

16504012 751 中国語入門Ⅱ 春 今出川 月１ 李　燦 土２ 井上　薫 39

16504012 752 中国語入門Ⅱ 春 今出川 水１ 根岸　智代 土１ 孫　潔 41

16504012 753 中国語入門Ⅱ 春 今出川 火１ 猪原　達生 木１ 阿部　範之 26

16504012 754 中国語入門Ⅱ 春 今出川 火５ 向　正樹 金２ 孫　潔 8

16504012 755 中国語入門Ⅱ 春 今出川 水５ 桂　小蘭 金１ 副島　一郎 33

16504012 771 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 月２ 李　寧 土１ 山本　恭子 28

16504012 772 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 水６ 趙　芙蓉 金６ 濵口　英樹 24

16504012 773 中国語入門Ⅱ 秋 今出川 火４ 猪原　達生 木５ 卞　惟行 13

16504021 051 中国語インテンシヴⅠ 春 今出川 月１ 阿部　範之 木２ 阿部　範之 金５ 郭　斐映 7

16504022 051 中国語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月１ 阿部　範之 木２ 阿部　範之 金５ 郭　斐映 7

16504021 053 中国語インテンシヴⅠ 春 今出川 月３ 竹内　理樺 火３ 竹内　理樺 金２ 王　嵐 11

16504022 053 中国語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月３ 竹内　理樺 火３ 竹内　理樺 金２ 王　嵐 11

16504021 054 中国語インテンシヴⅠ 春 今出川 火２ 竹内　理樺 木２ 竹内　理樺 金１ 陶　盈 7

16504022 054 中国語インテンシヴⅡ 秋 今出川 火２ 竹内　理樺 木２ 竹内　理樺 金１ 陶　盈 7

16504021 055 中国語インテンシヴⅠ 春 今出川 月５ 靳　春雨 木５ 副島　一郎 金３ 副島　一郎 12

16504022 055 中国語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月５ 靳　春雨 木５ 副島　一郎 金３ 副島　一郎 12

16504021 056 中国語インテンシヴⅠ 春 今出川 火１ 王　柳蘭 水２ 王　柳蘭 土２ 孫　輝 15

16504022 056 中国語インテンシヴⅡ 秋 今出川 火１ 王　柳蘭 水２ 王　柳蘭 土２ 孫　輝 15

16504023 051 中国語インテンシヴⅢ 春 今出川 月１ 殷　文怡 火２ 殷　文怡 木５ 向　正樹 1

16504024 051 中国語インテンシヴⅣ 秋 今出川 月１ 殷　文怡 火２ 殷　文怡 木５ 向　正樹 1

16504023 052 中国語インテンシヴⅢ 春 今出川 月３ 靳　春雨 火１ 阿部　範之 木１ 靳　春雨 11

16504024 052 中国語インテンシヴⅣ 秋 今出川 月３ 靳　春雨 火１ 阿部　範之 木１ 靳　春雨 11

16504023 054 中国語インテンシヴⅢ 春 今出川 火５ 殷　文怡 木３ 殷　文怡 金２ 濵口　英樹 14

16504024 054 中国語インテンシヴⅣ 秋 今出川 火５ 殷　文怡 木３ 殷　文怡 金２ 濵口　英樹 14

16504031 501 中国語応用１ 春 今出川 土１ 李　艶 35

16504033 501 中国語応用３ 秋 今出川 土１ 李　艶 35

16504031 502 中国語応用１ 春 今出川 土１ 石　永峰 45

16504033 502 中国語応用３ 秋 今出川 土１ 石　永峰 45

16504031 514 中国語応用１ 春 今出川 金５ 根岸　智代 4

16504033 514 中国語応用３ 秋 今出川 金５ 根岸　智代 4

16504031 751 中国語応用１ 春 今出川 月４ 孫　一萱 4

16504031 753 中国語応用１ 春 今出川 土１ 孫　輝 42

16504031 771 中国語応用１ 秋 今出川 水５ 山崎　俊鋭 27

16504031 772 中国語応用１ 秋 今出川 木６ 牛根　靖裕 43

16504031 773 中国語応用１ 秋 今出川 月１ 李　燦 43

16504032 501 中国語応用２ 春 今出川 土２ 山本　恭子 27

16504034 501 中国語応用４ 秋 今出川 土２ 山本　恭子 27



今出川校地　初修外国語欠員表（中国語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16504032 502 中国語応用２ 春 今出川 土２ 石　永峰 43

16504034 502 中国語応用４ 秋 今出川 土２ 石　永峰 43

16504032 507 中国語応用２ 春 今出川 金１ 楊　維公 7

16504034 507 中国語応用４ 秋 今出川 金１ 楊　維公 7

16504032 512 中国語応用２ 春 今出川 火５ 桂　小蘭 35

16504034 512 中国語応用４ 秋 今出川 火５ 桂　小蘭 35

16504032 513 中国語応用２ 春 今出川 月５ 樋口　昌敏 2

16504034 513 中国語応用４ 秋 今出川 月５ 樋口　昌敏 2

16504032 514 中国語応用２ 春 今出川 月５ 牛根　靖裕 24

16504034 514 中国語応用４ 秋 今出川 月５ 牛根　靖裕 24

16504032 752 中国語応用２ 春 今出川 火６ 張　明和 6

16504032 753 中国語応用２ 春 今出川 土２ 李　艶 31

16504032 771 中国語応用２ 秋 今出川 木３ 卞　惟行 36

16504032 772 中国語応用２ 秋 今出川 金２ 樋口　昌敏 35

16504032 773 中国語応用２ 秋 今出川 月５ 張　明和 34

16504033 751 中国語応用３ 春 今出川 水５ 山崎　俊鋭 14

16504033 752 中国語応用３ 春 今出川 木６ 牛根　靖裕 36

16504033 771 中国語応用３ 秋 今出川 月４ 孫　一萱 22

16504033 772 中国語応用３ 秋 今出川 月５ 余　項科 24

16504033 773 中国語応用３ 秋 今出川 土１ 孫　輝 42

16504034 751 中国語応用４ 春 今出川 木３ 卞　惟行 24

16504034 752 中国語応用４ 春 今出川 金２ 樋口　昌敏 18

16504034 753 中国語応用４ 春 今出川 月５ 張　明和 21

16504034 771 中国語応用４ 秋 今出川 火３ 猪原　達生 10

16504034 772 中国語応用４ 秋 今出川 火６ 張　明和 38

16504034 773 中国語応用４ 秋 今出川 土２ 李　艶 42

16504041 056 中国語会話初級１ 春 今出川 土３ 李　艶 15

16504042 053 中国語会話初級２ 秋 今出川 火２ 王　宜瑗 11

16504042 054 中国語会話初級２ 秋 今出川 水３ 孫　輝 7

16504042 055 中国語会話初級２ 秋 今出川 金２ 陶　盈 6

16504042 056 中国語会話初級２ 秋 今出川 土３ 李　艶 28



今出川校地　初修外国語欠員表（スペイン語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16505011 501 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 平井　うらら 木３ 溝田　のぞみ 19

16505012 804 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 19

16505011 502 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 久野　聖子 木３ 鈴木　真由美 19

16505012 804 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 19

16505011 511 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 太田　靖子 金５ 中川　節子 15

16505012 805 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 15

16505011 512 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 磯野　吉美 金５ 岡　あゆみ 16

16505012 805 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 16

16505011 513 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 岡　あゆみ 金５ 小川　佳章 16

16505012 805 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 16

16505011 521 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 鈴木　真由美 金４ 中川　節子 6

16505012 806 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 6

16505011 522 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 駒村　幸 金４ 岡　あゆみ 6

16505012 806 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 6

16505011 523 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 豊原　ひとみ 金４ 村川　淳 7

16505012 806 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 7

16505011 531 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 鈴木　真由美 金３ 村川　淳 11

16505012 807 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 11

16505011 532 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 豊原　ひとみ 金３ 岡　あゆみ 12

16505012 807 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 12

16505011 533 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 駒村　幸 金３ 立林　良一 12

16505012 807 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 12

16505011 541 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 太田　靖子 木２ 溝田　のぞみ 19

16505012 808 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 19

16505011 542 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 磯野　吉美 木２ 武田　由紀子 19

16505012 808 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 19

16505011 543 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 久野　聖子 木２ 鈴木　真由美 20

16505012 808 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 20

16505011 551 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 平井　うらら 木４ 中川　節子 14

16505012 809 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 14

16505011 552 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 青木　アンヘリカ 木４ 川田　玲子 14

16505012 809 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 14

16505011 751 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 月２ 青木　アンヘリカ 土１ PEREZ RIOBO ANDRES 21

16505011 752 スペイン語入門Ⅰ 春 今出川 水６ 蔵本　邦夫 金６ 小川　佳章 19

16505012 751 スペイン語入門Ⅱ 春 今出川 月１ 久野　聖子 土２ PEREZ RIOBO ANDRES 25

16505012 752 スペイン語入門Ⅱ 春 今出川 水１ 宇佐見　耕一 土１ 磯野　吉美 37

16505012 754 スペイン語入門Ⅱ 春 今出川 火５ PEREZ RIOBO ANDRES 金２ 村川　淳 21

16505012 771 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 月２ 青木　アンヘリカ 土１ 磯野　吉美 35

16505012 772 スペイン語入門Ⅱ 秋 今出川 水６ 蔵本　邦夫 金６ 小川　佳章 33

16505021 051 スペイン語インテンシヴⅠ 春 今出川 月４ 久野　聖子 木２ 久野　聖子 土１ ROBERTO NEGRON 9

16505022 051 スペイン語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月４ 久野　聖子 木２ 久野　聖子 土１ ROBERTO NEGRON 9

16505021 052 スペイン語インテンシヴⅠ 春 今出川 火３ 岡　あゆみ 木２ 宇佐見　耕一 土２ ROBERTO NEGRON 19

16505022 052 スペイン語インテンシヴⅡ 秋 今出川 火３ 岡　あゆみ 木２ 宇佐見　耕一 土２ ROBERTO NEGRON 19

16505023 051 スペイン語インテンシヴⅢ 春 今出川 月３ 青木　アンヘリカ 火２ PEREZ RIOBO ANDRES 木３ JORGE ALVAREZ BARBERO 1

16505024 051 スペイン語インテンシヴⅣ 秋 今出川 月３ 青木　アンヘリカ 火２ PEREZ RIOBO ANDRES 木３ JORGE ALVAREZ BARBERO 1

16505023 052 スペイン語インテンシヴⅢ 春 今出川 月４ 駒村　幸 火１ PEREZ RIOBO ANDRES 水５ PABLO GIMENEZ BORNAECHEA 22

16505024 052 スペイン語インテンシヴⅣ 秋 今出川 月４ 駒村　幸 火１ PEREZ RIOBO ANDRES 水５ PABLO GIMENEZ BORNAECHEA 22

16505031 501 スペイン語応用１ 春 今出川 土１ 駒村　幸 24

16505033 501 スペイン語応用３ 秋 今出川 土１ 駒村　幸 24

16505031 502 スペイン語応用１ 春 今出川 金１ 村川　淳 14

16505033 502 スペイン語応用３ 秋 今出川 金１ 村川　淳 14

16505031 751 スペイン語応用１ 春 今出川 月４ ROBERTO NEGRON 19

16505031 752 スペイン語応用１ 春 今出川 月５ 駒村　幸 15

16505031 771 スペイン語応用１ 秋 今出川 水５ 蔵本　邦夫 36

16505031 772 スペイン語応用１ 秋 今出川 木６ 小川　佳章 40

16505032 501 スペイン語応用２ 春 今出川 土２ 磯野　吉美 21

16505034 501 スペイン語応用４ 秋 今出川 土２ 磯野　吉美 21

16505032 504 スペイン語応用２ 春 今出川 金１ LUIGI ALBERTO DI MARTINO 36

16505034 504 スペイン語応用４ 秋 今出川 金１ LUIGI ALBERTO DI MARTINO 36

16505032 506 スペイン語応用２ 春 今出川 火５ 川田　玲子 6

16505034 506 スペイン語応用４ 秋 今出川 火５ 川田　玲子 6

16505032 751 スペイン語応用２ 春 今出川 火４ 磯野　吉美 2

16505032 752 スペイン語応用２ 春 今出川 火６ 川田　玲子 36

16505032 771 スペイン語応用２ 秋 今出川 木５ 小川　佳章 40

16505032 772 スペイン語応用２ 秋 今出川 金５ HORACIO GOMEZ-DANTES 35

16505033 751 スペイン語応用３ 春 今出川 水５ 蔵本　邦夫 8

16505033 752 スペイン語応用３ 春 今出川 木６ 小川　佳章 36

16505033 771 スペイン語応用３ 秋 今出川 月４ ROBERTO NEGRON 33

16505033 772 スペイン語応用３ 秋 今出川 月５ 駒村　幸 21

16505034 751 スペイン語応用４ 春 今出川 木５ 小川　佳章 40

16505034 752 スペイン語応用４ 春 今出川 金５ HORACIO GOMEZ-DANTES 8

16505034 771 スペイン語応用４ 秋 今出川 火４ 磯野　吉美 18

16505034 772 スペイン語応用４ 秋 今出川 火６ 川田　玲子 38

16505041 051 スペイン語会話初級１ 春 今出川 月３ ROBERTO NEGRON 2

16505041 052 スペイン語会話初級１ 春 今出川 火２ 宮多良　ディスネル 16

16505041 053 スペイン語会話初級１ 春 今出川 水３ PABLO GIMENEZ BORNAECHEA 5

16505041 054 スペイン語会話初級１ 春 今出川 水４ PABLO GIMENEZ BORNAECHEA 18

16505041 055 スペイン語会話初級１ 春 今出川 木３ EVA MARIA GARCIA DE CELIS 15

16505041 056 スペイン語会話初級１ 春 今出川 土１ EVA MARIA GARCIA DE CELIS 26

16505042 051 スペイン語会話初級２ 秋 今出川 月３ ROBERTO NEGRON 14

16505042 052 スペイン語会話初級２ 秋 今出川 火２ 宮多良　ディスネル 23

16505042 053 スペイン語会話初級２ 秋 今出川 水３ PABLO GIMENEZ BORNAECHEA 13

16505042 054 スペイン語会話初級２ 秋 今出川 水４ PABLO GIMENEZ BORNAECHEA 25

16505042 055 スペイン語会話初級２ 秋 今出川 木３ EVA MARIA GARCIA DE CELIS 23

16505042 056 スペイン語会話初級２ 秋 今出川 土１ EVA MARIA GARCIA DE CELIS 28



今出川校地　初修外国語欠員表（ロシア語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16506011 501 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 北岡　千夏 木３ 野村　孝夫 24

16506012 804 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 24

16506011 502 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 樫本　真奈美 木３ 前田　ひろみ 25

16506012 804 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 25

16506011 503 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 篠崎　直也 木３ 前田　恵 25

16506012 804 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 25

16506011 511 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 前田　俊之 金５ 山下　大吾 31

16506012 805 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 31

16506011 512 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 火１ 北岡　千夏 金５ 竹本　絵里 32

16506012 805 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 火１ 金５ 32

16506011 521 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 中野　幸男 金４ 田中　大 12

16506012 806 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 12

16506011 522 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 有信　優子 金４ 竹本　絵里 12

16506012 806 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 12

16506011 523 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 高島　尚生 金４ 篠崎　直也 12

16506012 806 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 12

16506011 524 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水１ 三浦　由香利 金４ 角　伸明 13

16506012 806 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水１ 金４ 13

16506011 531 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 立石　洋子 金３ 山下　大吾 20

16506012 807 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 20

16506011 532 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 有宗　昌子 金３ 中野　悠希 20

16506012 807 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 20

16506011 533 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 有信　優子 金３ 田中　大 22

16506012 807 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 22

16506011 534 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 三浦　由香利 金３ 角　伸明 22

16506012 807 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 22

16506011 535 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 高島　尚生 金３ 篠崎　直也 22

16506012 807 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 22

16506011 541 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 樫本　真奈美 木２ 前田　ひろみ 19

16506012 808 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 19

16506011 542 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 北岡　千夏 木２ 東海　晃久 19

16506012 808 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 19

16506011 543 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 田中　大 木２ 三浦　由香利 20

16506012 808 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 20

16506011 544 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 山下　大吾 木２ 江村　公 20

16506012 808 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 20

16506011 545 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 前田　俊之 木２ 野村　孝夫 20

16506012 808 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 20

16506011 551 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 北岡　千夏 木４ 前田　ひろみ 12

16506012 809 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 12

16506011 552 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 東海　晃久 木４ 三浦　由香利 14

16506012 809 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 14

16506011 751 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 月２ 篠崎　直也 土１ 有宗　昌子 11

16506011 752 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 月２ 北岡　千夏 土１ 日野　貴夫 23

16506011 753 ロシア語入門Ⅰ 春 今出川 水６ 前田　恵 金６ 角　伸明 6

16506012 751 ロシア語入門Ⅱ 春 今出川 月１ 篠崎　直也 土２ 立石　洋子 30

16506012 752 ロシア語入門Ⅱ 春 今出川 水１ 坂中　紀夫 土１ 中野　幸男 42

16506012 753 ロシア語入門Ⅱ 春 今出川 火１ 前田　恵 木１ 中野　幸男 26

16506012 755 ロシア語入門Ⅱ 春 今出川 水５ 有信　優子 金１ 角　伸明 13

16506012 771 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 月２ 東海　晃久 土１ 有宗　昌子 24

16506012 772 ロシア語入門Ⅱ 秋 今出川 水６ 前田　恵 金６ 角　伸明 20

16506021 051 ロシア語インテンシヴⅠ 春 今出川 月１ 中野　幸男 木２ 中野　幸男 金４ I.V.MELNIKOVA 22

16506022 051 ロシア語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月１ 中野　幸男 木２ 中野　幸男 金４ I.V.MELNIKOVA 22

16506023 051 ロシア語インテンシヴⅢ 春 今出川 月４ I.V.MELNIKOVA 水２ I.V.MELNIKOVA 木５ 立石　洋子 27

16506024 051 ロシア語インテンシヴⅣ 秋 今出川 月４ I.V.MELNIKOVA 水２ I.V.MELNIKOVA 木５ 立石　洋子 27

16506031 501 ロシア語応用１ 春 今出川 土１ 有信　優子 12

16506033 501 ロシア語応用３ 秋 今出川 土１ 有信　優子 12

16506031 502 ロシア語応用１ 春 今出川 土１ 立石　洋子 40

16506033 502 ロシア語応用３ 秋 今出川 土１ 立石　洋子 40

16506031 504 ロシア語応用１ 春 今出川 金１ 山下　大吾 38

16506033 504 ロシア語応用３ 秋 今出川 金１ 山下　大吾 38

16506031 508 ロシア語応用１ 春 今出川 木５ 坂中　紀夫 33

16506033 508 ロシア語応用３ 秋 今出川 木５ 坂中　紀夫 33

16506031 509 ロシア語応用１ 春 今出川 月５ 立石　洋子 29

16506033 509 ロシア語応用３ 秋 今出川 月５ 立石　洋子 29

16506031 752 ロシア語応用１ 春 今出川 月５ 東海　晃久 24

16506031 753 ロシア語応用１ 春 今出川 土３ 有信　優子 35

16506031 771 ロシア語応用１ 秋 今出川 水５ 服部　文昭 35

16506031 772 ロシア語応用１ 秋 今出川 木６ 前田　俊之 37

16506031 773 ロシア語応用１ 秋 今出川 金２ 田中　大 39

16506032 502 ロシア語応用２ 春 今出川 土２ 日野　貴夫 44

16506034 502 ロシア語応用４ 秋 今出川 土２ 日野　貴夫 44

16506032 507 ロシア語応用２ 春 今出川 金１ I.V.MELNIKOVA 43

16506034 507 ロシア語応用４ 秋 今出川 金１ I.V.MELNIKOVA 43

16506032 509 ロシア語応用２ 春 今出川 月４ 立石　洋子 23

16506034 509 ロシア語応用４ 秋 今出川 月４ 立石　洋子 23

16506032 510 ロシア語応用２ 春 今出川 火５ 立石　洋子 36

16506034 510 ロシア語応用４ 秋 今出川 火５ 立石　洋子 36

16506032 512 ロシア語応用２ 春 今出川 月３ 東海　晃久 12

16506034 512 ロシア語応用４ 秋 今出川 月３ 東海　晃久 12

16506032 752 ロシア語応用２ 春 今出川 火６ 角　伸明 38

16506032 753 ロシア語応用２ 春 今出川 土２ 有宗　昌子 20

16506032 772 ロシア語応用２ 秋 今出川 金５ 角　伸明 42



今出川校地　初修外国語欠員表（ロシア語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16506032 773 ロシア語応用２ 秋 今出川 土３ 有信　優子 41

16506033 752 ロシア語応用３ 春 今出川 木６ 前田　俊之 31

16506033 753 ロシア語応用３ 春 今出川 金２ 田中　大 23

16506033 771 ロシア語応用３ 秋 今出川 月４ 樫本　真奈美 17

16506033 772 ロシア語応用３ 秋 今出川 月５ 東海　晃久 35

16506033 773 ロシア語応用３ 秋 今出川 土３ 有宗　昌子 43

16506034 752 ロシア語応用４ 春 今出川 金５ 角　伸明 24

16506034 753 ロシア語応用４ 春 今出川 土３ 有宗　昌子 36

16506034 771 ロシア語応用４ 秋 今出川 火５ 前田　俊之 7

16506034 772 ロシア語応用４ 秋 今出川 火６ 前田　恵 36

16506034 773 ロシア語応用４ 秋 今出川 土２ 有宗　昌子 37

16506041 051 ロシア語会話初級１ 春 今出川 月１ ANNA BARINOVA 18

16506041 052 ロシア語会話初級１ 春 今出川 月３ ALEXANDRE FEDOROV 3

16506041 053 ロシア語会話初級１ 春 今出川 火３ I.V.MELNIKOVA 18

16506042 051 ロシア語会話初級２ 秋 今出川 月１ ANNA BARINOVA 22

16506042 052 ロシア語会話初級２ 秋 今出川 月３ ALEXANDRE FEDOROV 14

16506042 053 ロシア語会話初級２ 秋 今出川 火３ I.V.MELNIKOVA 22



今出川校地　初修外国語欠員表（コリア語）
科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員
16507011 502 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 月３ 李　鎭榮 木３ 神農　朋子 1

16507012 804 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 月３ 木３ 1

16507011 531 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 姜　鍾植 金３ 金　京子 1

16507012 807 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 1

16507011 532 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 浅井　良純 金３ 中村　麻結 1

16507012 807 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 1

16507011 533 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 水２ 蔡　済英 金３ 高　潤香 1

16507012 807 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 水２ 金３ 1

16507011 541 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 鈴木　陽二 木２ 神農　朋子 11

16507012 808 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 11

16507011 543 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 火２ 朴　惠貞 木２ 李　鎭榮 12

16507012 808 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 火２ 木２ 12

16507011 551 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 李　鎭榮 木４ 黄　鎮杰 11

16507012 809 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 11

16507011 552 コリア語入門Ⅰ 春 今出川 月４ 柳　美佐 木４ 金　文洙 12

16507012 809 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 月４ 木４ 12

16507012 751 コリア語入門Ⅱ 春 今出川 月１ 李　建濟 土２ 梁　熙貞 40

16507012 752 コリア語入門Ⅱ 春 今出川 水１ 小川原　宏幸 土１ 高　永珍 33

16507012 753 コリア語入門Ⅱ 春 今出川 火１ コ　ヨンジン 木１ 李　鎭榮 2

16507012 754 コリア語入門Ⅱ 春 今出川 火５ 朴　惠貞 金２ 金　京子 2

16507012 755 コリア語入門Ⅱ 春 今出川 水５ 金　京子 金１ 浅羽　祐樹 23

16507012 771 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 月２ 李　建濟 土１ 梁　熙貞 18

16507012 772 コリア語入門Ⅱ 秋 今出川 水６ 金　賢善 金６ 中村　麻結 15

16507021 052 コリア語インテンシヴⅠ 春 今出川 月２ 小川原　宏幸 水３ 金　美華 金５ コ　ヨンジン 14

16507022 052 コリア語インテンシヴⅡ 秋 今出川 月２ 小川原　宏幸 水３ 金　美華 金５ コ　ヨンジン 14

16507021 053 コリア語インテンシヴⅠ 春 今出川 火１ 金　鍾徳 水４ 金　美華 木４ 柳　美佐 14

16507022 053 コリア語インテンシヴⅡ 秋 今出川 火１ 金　鍾徳 水４ 金　美華 木４ 柳　美佐 14

16507023 051 コリア語インテンシヴⅢ 春 今出川 火２ コ　ヨンジン 水３ 金　京子 金２ コ　ヨンジン 12

16507024 051 コリア語インテンシヴⅣ 秋 今出川 火２ コ　ヨンジン 水３ 金　京子 金２ コ　ヨンジン 12

16507023 052 コリア語インテンシヴⅢ 春 今出川 火３ コ　ヨンジン 水４ 金　京子 木３ コ　ヨンジン 22

16507024 052 コリア語インテンシヴⅣ 秋 今出川 火３ コ　ヨンジン 水４ 金　京子 木３ コ　ヨンジン 22

16507031 501 コリア語応用１ 春 今出川 土１ 芦田　麻樹子 45

16507033 501 コリア語応用３ 秋 今出川 土１ 芦田　麻樹子 45

16507031 502 コリア語応用１ 春 今出川 金１ 金　京子 19

16507033 502 コリア語応用３ 秋 今出川 金１ 金　京子 19

16507031 503 コリア語応用１ 春 今出川 火５ 金　鍾徳 32

16507033 503 コリア語応用３ 秋 今出川 火５ 金　鍾徳 32

16507031 506 コリア語応用１ 春 今出川 木１ 李　順南 1

16507033 506 コリア語応用３ 秋 今出川 木１ 李　順南 1

16507031 507 コリア語応用１ 春 今出川 金５ 中村　麻結 33

16507033 507 コリア語応用３ 秋 今出川 金５ 中村　麻結 33

16507031 752 コリア語応用１ 春 今出川 月５ 柳　美佐 28

16507031 771 コリア語応用１ 秋 今出川 水５ 金　美華 33

16507031 772 コリア語応用１ 秋 今出川 木６ 金　賢善 41

16507032 501 コリア語応用２ 春 今出川 土２ 芦田　麻樹子 42

16507034 501 コリア語応用４ 秋 今出川 土２ 芦田　麻樹子 42

16507032 504 コリア語応用２ 春 今出川 金１ 呉　仁済 41

16507034 504 コリア語応用４ 秋 今出川 金１ 呉　仁済 41

16507032 505 コリア語応用２ 春 今出川 月４ 金　賢善 26

16507034 505 コリア語応用４ 秋 今出川 月４ 金　賢善 26

16507032 507 コリア語応用２ 春 今出川 月５ 金　賢善 39

16507034 507 コリア語応用４ 秋 今出川 月５ 金　賢善 39

16507032 751 コリア語応用２ 春 今出川 火５ 平井　清実 14

16507032 752 コリア語応用２ 春 今出川 火６ 平井　清実 36

16507032 771 コリア語応用２ 秋 今出川 木５ 黄　鎮杰 40

16507032 772 コリア語応用２ 秋 今出川 金５ 高　潤香 42

16507033 752 コリア語応用３ 春 今出川 木６ 金　賢善 26

16507033 771 コリア語応用３ 秋 今出川 月４ 神農　朋子 18

16507033 772 コリア語応用３ 秋 今出川 月５ 柳　美佐 39

16507034 751 コリア語応用４ 春 今出川 木５ 黄　鎮杰 14

16507034 752 コリア語応用４ 春 今出川 金５ 高　潤香 21

16507034 771 コリア語応用４ 秋 今出川 火５ 平井　清実 16

16507034 772 コリア語応用４ 秋 今出川 火６ 平井　清実 39

16507041 053 コリア語会話初級１ 春 今出川 木３ 金　文洙 1

16507041 054 コリア語会話初級１ 春 今出川 土２ 高　永珍 1

16507041 055 コリア語会話初級１ 春 今出川 土３ 高　永珍 17

16507042 051 コリア語会話初級２ 秋 今出川 火４ 朴　惠貞 8

16507042 053 コリア語会話初級２ 秋 今出川 木３ 金　文洙 5

16507042 054 コリア語会話初級２ 秋 今出川 土２ 高　永珍 20

16507042 055 コリア語会話初級２ 秋 今出川 土３ 高　永珍 29



今出川校地　初修外国語欠員表（基礎イタリア語）

科目コード クラス 科目名 学期 校地 曜講 担当者1 曜講 担当者2 曜講 担当者3 欠員

16508001 051 基礎イタリア語Ⅰ 春 今出川 火３ 菅野　類 29

16508002 051 基礎イタリア語Ⅱ 秋 今出川 火３ 菅野　類 29

16508001 052 基礎イタリア語Ⅰ 春 今出川 金１ 近藤　直樹 29

16508002 052 基礎イタリア語Ⅱ 秋 今出川 金１ 近藤　直樹 29

16508001 053 基礎イタリア語Ⅰ 春 今出川 金２ 近藤　直樹 19

16508002 053 基礎イタリア語Ⅱ 秋 今出川 金２ 近藤　直樹 19

16508003 051 基礎イタリア語Ⅲ 春 今出川 金３ 近藤　直樹 42

16508004 051 基礎イタリア語Ⅳ 秋 今出川 金３ 近藤　直樹 42


