
＊科目名に(a)(b)と表記されている科目は、春(a)・秋(b)をセットで履修することが義務付けられている科目です。
＊科目名に(Ⅰ)(Ⅱ)と表記されている科目は、春(Ⅰ)・秋(Ⅱ)いずれか一方、または両方の履修が可能です。
＊「インドネシア語ベーシック(Ⅰ)/(Ⅱ)」については、木曜・金曜の授業を両方履修することが必要です。
＊選抜方法は、次のとおりです。
　①有資格証明必須科目……履修するために必要な証明書の提出が義務づけられている科目です。必要書類をセンター事務室に提出し、履修が
                                          許可されたかどうかを 「英語最上級 アドバンスト英語」履修許可者発表で確認した後、学事Webシステムで履修申告
                                          をしてください。
　②選考科目…４月の初回授業で選考を受け、履修が許可されたかどうかを選考科目履修許可者発表で確認したうえで、学事Webシステムで履修
　　　　　　　　　　申告をしてください。
　③抽選科目…４月の初回授業当日にセンター事務室に所定の申込用紙を提出し、履修が許可されたかどうかを抽選科目履修許可者発表で確認
　　　　　　　　　　したうえで、学事Webシステムで履修申告をしてください。
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英語最上級　アドバンスト英語(a)
(Discussions in English on Western Culture & Global Topics)

春

英語最上級　アドバンスト英語(b)
(Discussions in English on Western Culture & Global Topics)

秋

英語翻訳(a)
(Lost in Translation)

春

英語翻訳(b)
(Lost in Translation)

秋

英語留学準備(Ⅰ)
(English for Studying Abroad)

春 ③ 43519

英語留学準備(Ⅱ)
(English for Studying Abroad)

秋 ③ 43523

英語経済・金融(Ⅰ)
(経済英語を語るための定型表現をおさえる)

春 39065

英語経済・金融(Ⅱ)
(経済英語を語るための定型表現をおさえる)

秋 43409

英語法律・法務(Ⅰ)
(法人企業を語る用語用例上の定型表現をおさえる)

春 43428

英語法律・法務(Ⅱ)
(法人企業を語る用語用例上の定型表現をおさえる)

秋 43432

英語アカデミック・ライティング(Ⅰ)
(Writing an Academic Paper in English)

春 ③ 43380

英語アカデミック・ライティング(Ⅱ)
(Writing an Academic Paper in English)

秋 ③ 43394

英語オーラル・プレゼンテーション(Ⅰ)(初級)
(Oral Presentation)

春 ③ 85817

英語オーラル・プレゼンテーション(Ⅱ)(初級)
(Oral Presentation)

秋 ③ 90808

ドイツ語

ドイツ語表現技法4(Ⅰ)
（Deutsch lernen durch Zeitungsartikel und Medienberichte
 新聞記事とメディア報道を通してドイツ語を学ぼう)

春 97028

ドイツ語表現技法4(Ⅱ)
（Deutsch lernen durch Zeitungsartikel und Medienberichte
 新聞記事とメディア報道を通してドイツ語を学ぼう)

秋 97032

ドイツ語表現技法5(Ⅰ)
(ドイツ語聴解力トレーニング)

春 97047

ドイツ語表現技法5(Ⅱ)
(ドイツ語聴解力トレーニング)

秋 97051

フランス語

フランス語表現技法3(Ⅰ)
(DELF A1対応クラス)

春 43451

フランス語表現技法3(Ⅱ)
(DELF A2 対応クラス)

秋 43466

フランス語表現技法4(Ⅰ)
(DELF B1 対応クラス)

春 43447

フランス語表現技法4(Ⅱ)
(DELF B2 対応クラス)

秋 43485

フランス語表現技法5(Ⅰ)
(DALF C1 対応クラス(Comment pratiquer la compréhension écrite et
la production écrite))

春 ② 43963

フランス語表現技法5(Ⅱ)
(DALF C1 対応クラス(compréhension orale et production orale))

秋 ② 43504

ロシア語

ロシア語聴解(Ⅰ)
(映画やアニメでロシア語)

春 43538

ロシア語聴解(Ⅱ)
(映画やアニメでロシア語)

秋 43542

ロシア語表現技法1(a)
(ゼロからのロシア語　ロシア語を学んで、ロシア語を話そう！)

春

ロシア語表現技法１(b)
(ゼロからのロシア語　ロシア語を学んで、ロシア語を話そう！)

秋

  ①～③以外(「選抜方法」が空欄)の科目は、直接、学事Webシステムで履修申告をしてください。

463

英語

最上級 コネリー，マーティン　Ｃ ① 10202 水３ 353B

上級 アーマー，アンドルー　Ｊ ② 10217 火２

中級・上級 ビーサム，ショーン 土３ 412

中級・上級 チェン，アンドリュー　Ｅ 金３ 437

中級・上級 チェン，アンドリュー　Ｅ 金２ 437

上級 和田　朋子 金１ 322

初級・中級 ビーサム，ショーン 土２ 412

中級 ベッカー，アンドレアス 火５ 525C

中級 津崎　正行 木３ 521

初級・中級 ルカルヴェ，クリステル　Ａ 月１ 521

中級 ルカルヴェ，クリステル　Ａ 月２ 521

上級・最上級 ペリセロ，クリスティアン・アンドレ 月３ 442

中級・上級 山田　徹也 木５ 322

入門・初級 中堀　正洋 16746 火２ 511

2018年度　外国語教育研究センター特設科目一覧（三田）
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中国語

中国語表現技法5(Ⅰ)
(「中国語百貨店」-中国文化に関する言語の学習-（最上級))

春 ② 97066

中国語表現技法5(Ⅱ)
(「中国語百貨店」-中国文化に関する言語の学習-（最上級))

秋 ② 96313

中国語表現技法6(Ⅰ)
(解読と日本語から中国語への翻訳(最上級))

春 ② 97085

中国語表現技法6(Ⅱ)
(解読と日本語から中国語への翻訳(最上級))

秋 ② 97090

スペイン語

スペイン語表現技法3(Ⅰ)（上級）
(スペイン語のさらなる向上とその文化的・社会的背景に対するより深い理解)

春 43561

スペイン語表現技法3(Ⅱ)（上級）
(スペイン語のさらなる向上とその文化的・社会的背景に対するより深い理解)

秋 43576

インドネシア語

インドネシア語ベーシック(Ⅰ) ペトルス　アリ　サントーソ
(初修) メリア　サンディア　ウタミ
インドネシア語ベーシック(Ⅱ) ペトルス　アリ　サントーソ
(既習) メリア　サンディア　ウタミ

イタリア語

イタリア語表現技法1(Ⅰ）
(初級イタリア語会話)

春 03284

イタリア語表現技法1(Ⅱ）
(初級イタリア語会話)

秋 03299

イタリア語表現技法2(Ⅰ)
(Corso di Composizione: Esprimi te Stesso in Italiano！)

春 43337

イタリア語表現技法2(Ⅱ)
(Corso di Composizione: Esprimi le tue Opinioni)

秋 43341

最上級 　　　　　　　呉　　敏 木５ 321

最上級 　　　　　　　蒋  　文明 月５ 142C

110

入門・初級 春 39137 木２
(ﾍﾟﾄﾙｽ)

金１
(ﾒﾘｱ)

467

木5 437

中級 デ・パルマ，ダニエーラ 月２ 423

初級・中級 秋 ② 39213

入門・初級 フォルミサーノ，カルラ

上級 安藤　万奈 金４
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