
＜注意＞変更・追加等が発生する場合があります。掲示は当日まで確認してください。
＜注意＞履修の手引きで指定の掲示版で確認するよう指示している科目については、
　　　　　 該当の掲示版で確認してください。

※定期試験時間割の発表は12月17日(月)～

作成日：2013/1/8

曜日 時限 期間 実施日 実施教室

飯尾  秀幸 後期 東洋史特講Ⅰ 12月17日 856

長井  純市 後期 日本近代史料学 12月24日 562

黒田　真美子 後期 中国文芸史Ｂ 12月24日 860

後藤　篤子 後期 西洋史特講Ⅰ 12月24日 541

本間　久英 後期 地球科学概論Ⅱ 12月24日 地理学実験室（2）1200

齋藤　勝 後期 東洋史特講Ⅱ 12月17日 532

小原　丈明 後期 社会経済地理学（１） 12月24日 S505

武田　昭彦 後期 美学・芸術学２ 12月24日 554

長井  純市 後期 日本史特講Ⅹ 12月24日 561

中丸　宣明 後期 文学概論Ｂ 12月24日
スカイホール
（ﾎﾞｱｿﾅｰﾄﾞﾀﾜｰ26階）

教室変更、すべて持ち込み可 12/5

呉羽　正昭 後期 社会経済地理学（４）（エコツーリズム） 12月24日 834

佐藤　雄一 後期 日本文法論Ｂ 12月24日 532

酒井　健 年間 哲学演習（４） 12月24日 0609

大東　俊一 後期 東洋哲学史２ 12月24日 552

桜井　美加 後期 発達臨床心理学Ⅱ 12月18日 1004

漆原　和子 後期 地形学及び実験Ⅱ 1月8日 865 教室変更

大沢　ふよう 後期 英語学講義Ｂ 1月8日 860

小井  高志 後期 西洋史特講Ⅲ 1月8日 554
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佐藤  円 後期 西洋史特講Ⅶ 1月8日 857

福田　由紀 後期 言語心理学 1月8日 563

松原　克美 後期 英語表現演習（翻訳）（２）Ｂ 1月8日 868A

大沢　ふよう 後期 英語史Ｂ 1月8日 858

山名　弘史 後期 東洋史特講Ⅳ 1月8日 860

後藤　篤子 4 後期 西洋史外書講読Ⅰ 1月8日 551

小原　丈明 後期 応用地理学（２） 12月18日 S407

大沢　ふよう 後期 英語学概論Ｂ 1月8日 S307

岡野　幸江 6 後期 日本文芸史ⅡＢ 1月8日 F504

安東　祐希 年間 論理学概論 12月19日 532
教室変更
1/9は通常の授業を行います

北原　真冬 後期 認知科学入門 12月19日 541

結城　英雄 後期 英米文学講義ⅠＢ 12月19日 564

川﨑　貴子 後期 言語学概論Ｂ 1月9日 835 Ａ４片面手書きのノート１枚のみ､持ち込み可

長井  純市 後期 日本史概説Ⅳ 1月9日 S307 教室変更

安東　祐希 後期 科学哲学２ 12月19日 0706 1/9は通常の授業を行います

結城　英雄 後期 英米文学演習（３）Ｂ 12月19日 S503

渡辺　弥生 後期 発達心理学特講 12月19日 F309

秋山　孝信 後期 英語・言語学特殊講義Ｂ 1月9日 遠隔講義室

山崎　暁子 後期 英米文学特殊講義Ⅳ 1月9日 573

河内　祥輔 後期 日本史概説Ⅱ 1月9日 S406 教室変更

川﨑　貴子 後期 英語音声学Ｂ 1月9日 531 Ａ４片面手書きのノート１枚のみ､持ち込み可

後期 心理学１（心理学史）２

後期 心理学史
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福田　由紀 1月9日 532
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近江　玲 後期 感情心理学 1月9日 554

相澤　隆 後期 西洋史特講Ⅱ 1月9日 857 プリント資料持ち込み可

野川　美穂子 後期 音楽芸能史特殊研究Ｂ 1月9日
スカイホール
（ﾎﾞｱｿﾅｰﾄﾞﾀﾜｰ26階）

教室変更

日暮　聖 4 後期 日本文芸研究特講（６）近世Ｂ 1月9日 856

及川　亘 後期 日本中世史 1月9日 554

竹林　一志 後期 日本言語史Ｂ 1月9日 562

中俣､片岡､米家､小原 後期 地理学概論（２） 12月20日 833

土肥　恒之 後期 西洋史概説Ⅳ 1月10日 877

山本　志乃 後期 民俗学Ⅱ 1月10日 S306

中俣　均 後期 地理学史（２） 12月20日 571

ブライアン・ウィスナー 後期 英語表現演習(Speaking)（７）Ｂ 12月20日 F505

結城　英雄 後期 英文学史Ｂ 12月20日 877

阿部　真弓 後期 日本文芸研究特講（４）中世Ｂ 1月10日 867 教室変更

漆原　和子 後期 地理実習（２） 1月10日 地理学実験室（2）1200

岩野　卓司 後期 社会思想１（社会学概論）２ 1月10日 S306 持ち込み可

吉村　浩一 後期 認知心理学 1月10日 573

小原　丈明 後期 世界地誌（２） 1月10日 S307

高橋　敏治 後期 精神保健学Ⅱ 12月13日
スカイホール
（ﾎﾞｱｿﾅｰﾄﾞﾀﾜｰ26階）

教室変更

ジョン・ブロウカリング 後期 演劇講義Ｂ 1月10日 F310

川﨑　貴子 後期 応用言語学 1月10日 S405
教室変更
Ａ４片面手書きのノート１枚のみ持ち込み可

河内　祥輔 年間 日本中世史演習 1月10日 史学科資料室・整理室

川﨑　貴子 後期 言語学演習（２）Ｂ 1月10日 553

丹治　愛 後期 英米文学特殊講義Ⅱ 1月10日 564

水

3

5

1

木

2

3

4



曜日 時限 期間 実施日 実施教室
教員氏名

通常
科目名

授業内試験 備考
  教室変更・追加　対象者など

改訂

河内　祥輔 後期 日本古文書学Ⅱ 1月10日 史学科資料室・整理室

山名　弘史 後期 東洋史概説Ⅳ 1月10日 553

西澤 栄一郎 後期 特別講義（環境政策論Ｂ） 1月10日 868A
１月１０日は休講。予定していた授業内試験に代
えて、リポート提出のこと。課題については授業支
援システムの「教材」フォルダーを確認すること。

1/8

加藤　昌嘉 7 後期 日本文芸史ⅠＢ 1月10日 S303

古川　高子 後期 西洋現代史 1月11日 551

中俣　均 後期 文化地理学（２） 1月11日 541

伊藤　達也 後期 世界地誌（４） 1月11日 541

劉　傑 後期 日本現代史料学 1月11日 564

川鍋　義一 後期 日本文芸批評史Ｂ 12月21日 869

村上　直久 後期 時事英語演習Ｂ 12月21日 860

黒田　真美子 後期 日本文芸研究特講（１１）漢文Ｂ 1月11日 855 教室変更

佐藤　典人 後期 気候・気象学及び実験Ⅱ 1月11日 866 教室変更

丹治　愛 後期 英米文学講義ⅡＢ 1月11日 858

田中  寛美 後期 日本文芸研究特講(１５)沖縄文芸Ｂ 1月11日 S505

稲本　万里子 後期 美術史（日本）Ｂ 1月11日 S406 試験は必須，レポートは任意

森　和紀 後期 自然地理学特講（２） 1月11日 地理学実験室（2）1200

菅沢､小原､長井 後期 現代のコモンセンス 1月11日 833

小泉　吉永 土 2 後期 日本史特講Ⅴ 1月12日 857
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