
東京外国語大学

NO. 時間割コード 科目名 単位 授業題目_更新版 教員名 学期 曜日 時限 授業開講形態名

1 19180161 古典言語2 2 パーリ語 青野　道彦 秋期 火曜日 1 オンライン

2 19180166 ｱｼﾞｱの言語1 2 アイヌ語１ 志賀  雪湖 春期 木曜日 1 オンライン

3 19180168 ｱｼﾞｱの言語1 2 キルギス語文法 アクマタリエワ 春期 木曜日 1 オンライン

4 19180169 ｱｼﾞｱの言語1 2 チベット語 (1) 星 泉 春期 金曜日 2 オンライン

5 19180170 ｱｼﾞｱの言語1 2 タミル語とタミル文化 宮本　城 春期 金曜日 1 オンライン

6 19180171 ｱｼﾞｱの言語1  2 マラヤーラム語の世界を知る　ＩＩ（中級） 粟屋  利江 春期 時間外 オンデマンド

7 19180174 ｱｼﾞｱの言語1 2 初級ヘブライ語文法 飯郷　友康 春期 水曜日 4 オンライン

8 19180187 ｱｼﾞｱの言語2 2 アイヌ語２ 志賀  雪湖 秋期 木曜日 1 オンライン

9 19180190 ｱｼﾞｱの言語2 2 チベット語 (2) 星 泉 秋期 金曜日 2 オンライン

10 19180191 ｱｼﾞｱの言語2 2 タミル語とタミル文化 宮本　城 秋期 金曜日 1 オンライン

11 19180193 ｱｼﾞｱの言語2 2 ヘブライ語文法 飯郷　友康 秋期 水曜日 4 オンライン

12 19180194 ｱｼﾞｱの言語2  2 マラヤーラム語の世界を知る　ＩＩ（中級） 粟屋  利江 秋期 時間外 オンデマンド

13 19180196 ｱｼﾞｱの言語2 2 タタール語の世界を知る 菱山　湧人 秋期 水曜日 4 オンライン

14 19180197 ｱｼﾞｱの言語2 2 トルクメン語の世界を知る 奥　真裕 秋期 水曜日 5 オンライン

15 19180199 ｵｾｱﾆｱ･ｱﾒﾘｶの言語1 2 ハワイ語入門 岩崎　加奈絵 春期 水曜日 4 オンライン

16 19180201 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 スウェーデン語（１） 森  信嘉 春期 水曜日 5 オンライン

17 19180203 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 オランダ語の世界を知る　Ⅰ 末松　淑美 春期 水曜日 4 オンライン

18 19180206 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 初級ハンガリー語 大島  一 春期 月曜日 1 オンライン

19
19180207 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 ルーマニア語の世界を知るⅠ（ルーマニ

ア文化院寄付授業） 菅井　健太 春期 火曜日 2 オンライン

20
19180208 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 ブルガリア語の世界を知る I (駐日ブルガ

リア共和国大使館寄附授業) 木村　真 春期 火曜日 1 オンライン

21 19180211 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 グルジア語 児島  康宏 春期 水曜日 5 オンライン

22 19180212 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 スロヴェニア語初級2 ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 水曜日 4 オンライン（海外から配信）

23 19180213 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 スロヴェニア語初級1 ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 木曜日 5 オンライン（海外から配信）

24 19180214 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1  2 マリ語初級1 田中  孝史 春期 時間外 オンデマンド

25 19180215 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 スロヴェニア語中級 ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 火曜日 5 オンライン（海外から配信）

26 19180216 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 実践スロヴェニア語 ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 火曜日 6 オンライン（海外から配信）

27 19180217 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 2 スロヴェニア語上級 ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 木曜日 6 オンライン（海外から配信）

28 19180218 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 スウェーデン語（２） 森  信嘉 秋期 水曜日 5 オンライン

29 19180219 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 オランダ語の世界を知る　Ⅱ 末松　淑美 秋期 水曜日 4 オンライン

30
19180222 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2  ルーマニア語の世界を知るⅡ（ルーマニ

ア文化院寄付授業） 菅井　健太 秋期 火曜日 2 オンライン

31
19180223 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 ブルガリア語の世界を知る II （駐日ブル

ガリア共和国大使館寄附授業） 木村　真 秋期 火曜日 1 オンライン

32 19180224 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 ウクライナ語 小川　暁道 秋期 金曜日 1 オンライン

33 19180226 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 スロヴェニア語初級2 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 水曜日 4 オンライン（海外から配信）

34 19180227 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 スロヴェニア語初級1 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 5 オンライン（海外から配信）

35 19180228 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 スロヴェニア語中級1 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 火曜日 5 オンライン（海外から配信）

36 19180229 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 イディッシュ語の世界を知る 鴨志田　聡子 秋期 水曜日 4 オンライン

37 19180230 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 現代ギリシア語 海老原　梨江 秋期 火曜日 1 オンライン

38 19180231 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 古代スラブ語の世界を知る 服部　文昭 秋期 時間外 オンデマンド

39 19180232 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 アストゥリアス語入門 (J) 黒澤  直俊 秋期 金曜日 1 オンライン

40 19180233 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2  2 マリ語初級 2 田中  孝史 秋期 時間外 オンデマンド

41 19180234 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 実践スロヴェニア語 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 火曜日 6 オンライン（海外から配信）

42 19180235 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語2 2 スロヴェニア語上級 ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 木曜日 6 オンライン（海外から配信）

43 19180236 ｱﾌﾘｶの言語1 2 アムハラ語入門 若狭  基道 春期 水曜日 1 オンライン

2021年度単位互換制度に基づく開放科目一覧（案）

【注意事項】曜日時限が変更される場合があります。実際に履修する場合は、Webシラバスを確認してください。
　　　※受け入れ人数は、各科目、若干名を予定しています。



科目区分 授業科目 単位 開講学期 曜限 授業形態 担当

英語Ｂ１ 1 春学期

英語Ｂ２ 1 秋学期

英語Ｂ１ 1 春学期 対面

英語Ｂ２ 1 秋学期 316教室

英語Ｂ１ 1 春学期

英語Ｂ２ 1 秋学期

英語Ｂ１ 1 春学期 対面

英語Ｂ２ 1 秋学期 214教室

英語Ｂ１・２ 他のGLIP英語科目「英語Ｂ１・２・３・４」あわせて約100科目開講　：以下　例

英語Ｂ３・４

英語Ｂ１ 1 春学期 対面

英語Ｂ２ 1 秋学期 316教室

英語Ｂ３ 1 春学期

英語Ｂ４ 1 秋学期

英語Ｂ３ 1 春学期 対面

英語Ｂ４ 1 秋学期 331教室

英語Ｂ３ 1 春学期 対面

英語Ｂ４ 1 秋学期 307教室

科目区分 授　業　題　目 単位 開講学期 曜限 授業形態 担当

世界教養科目 日本語学を学ぶ（１） 2 春学期 オンデマンド 佐藤

世界教養科目 日本語言語学 2 秋学期 木・5 オンライン 河内

世界教養科目 ことばの世界を知るⅠ 2 春学期 木・２ オンライン 市橋

世界教養科目 日本語学を学ぶ（２） 2 秋学期 オンデマンド 佐藤

世界教養科目 ことばの世界を知るⅡ 2 秋学期 木・２ オンライン 市橋

対面

330教室

世界教養科目 Topics in Introductory Linguistics 2 秋学期 木・５ オンライン 市橋

２０２１年（令和３年）度四大学連合複合領域コース開講科目一覧

オンライン

オンライン

オンライン

教養としての言語学２ Speech Communication 2 秋学期 木・３

GLIP英語科目 Academic English: Skill-based 木・５ 川本

岡田

言語文化・国際社会・国際日本学部生、東工大生用

GLIP英語科目 火・５ リッチー

〔東京外国語大学開設科目〕１０単位以上修得

１．推奨科目：　６単位以上修得すること。

授　業　題　目

GLIP英語科目 火・４ カレンダーAcademic English：Technical Writing

Academic English：Technical Writing

GLIP英語科目 Academic English: Theme-based 水・５ ライチェック

GLIP英語科目 水・４ ロザリオ

GLIP英語科目 月・５ 由井

GLIP英語科目

Academic English：Technical Writing

Academic English：Technical Writing

火・４ 大谷

GLIP英語科目 Academic English：Theme-based 月・４ ミラー

注１）    本コース科目（上の太線で囲ったもの）は、GLIP英語科目・英語B1～B2「Academic English」として開講する。

注２）    東京外国語大学の学生は、これらの科目の単位は本コースの単位であると同時に卒業所要単位としても充当すること

　　　ができる。

２．選択科目：　４単位以上修得すること。

教養としての言語学１

教養としての言語学２

日本の言語を知る２

日本の言語を知る２（国
語学）

教養としての言語学２

日本の言語を知る１（国
語学）

GLIP英語科目 Academic English：Theme-based

授業科目

世界教養科目



科目区分 授　業　題　目 単位 開講学期 曜限 授業形態 担当授業科目

言語文化学部

導入科目

言語文化学部

導入科目

言語文化学部

導入科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

専門科目

言語文化学部

専門科目

言語文化学部

専門科目

言語文化学部

専門科目

水・1 ボルロンガン

言語学概論１ Key Topics in Sociolinguistics 2 春学期 水・1 ボルロンガン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

言語研究入門８
Introduction to Intercultural
Communication and Language
Education

2 春学期 金・１ キャラカー

世界の言語：２７言語リレー講義
Ａ

2 春学期 水・３ 金指・岡野

言語研究入門７
世界の言語：２７言語リレー講義
Ｂ

2 秋学期 水・３ 金指・岡野

言語研究入門６

2 春学期

言語処理概論３ コーパス言語学入門 2 春学期 月・２ 佐野

言語処理概論１ 基本Webプログラミング 2 春学期 火・6 望月

言語処理概論２ ことばとコンピュータ入門（１） 2 秋学期

注）１年次のうちに単位を修得した授業科目で、本コース開設科目であるものについては、本コースの履修単位として認
　　　定することができる。

※本学で開講している科目は、通常の履修登録の手続きに従い履修登録をしてください。

コミュニケーション論１
Introduction to Evolutionary
Cultural Psychology

2 秋学期 月・３ カセラス

金・２ 石井

英語教育学研究２
コーパスを利用した英語教育の
研究事例

2 秋学期

コミュニケーション論１ Gene-Culture Interaction 2 春学期

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

月・３ カセラス

金・２ 石井

英語教育学研究１ 英語教育のためのコーパス利用

火・6 望月

言語学概論２ Key Topics in Sociolinguistics 2 秋学期

オンライン

オンライン

オンライン
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