
＜注意事項＞

①時間割は変更・追加等が発生する場合があります。当日まで掲示板を確認してください。

　※掲示板の内容と、配布時間割・ホームページの内容が異なる場合は掲示板が優先となります。

②参照可否については、授業時に直接、担当教員より指示を受けてください。その際、「すべて参照可」という指示であっても、携帯電話・通信機器・電子機器は

　参照できません。

③同名科目でも通常の曜日・時限が異なる場合は別の授業となり、試験日時が異なることがあります。

④配付用時間割一覧の裏面、および、時間割以外の試験関係掲示も確認してください。

試験日
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7月26日 土 1 9：30～10：30 60分 日本文芸学概論A 藤村　耕治 844 全 土1

2 10：50～11：50 60分
犯罪心理学,
心理学３（犯罪心理学）２

越智　啓太 843 全 月2

4 14：30～15：30 60分 文学概論A 中丸　宣明 531 全 月4

6 17：40～18：40 60分 西洋史概説Ⅰ 後藤　篤子 532 全 月5

3 13：10～14：10 60分 日本文芸史ⅡA 藤村　耕治 844 全 火3

856 心理学科2年、交換留学生 火4

857 心理学科3年・4年、哲学科全 火4

2014年度　春学期　文学部専門科目　定期試験時間割
基礎科目及び総合科目については市ヶ谷基礎科目及び総合科目掲示板をご覧ください。

他学部公開科目については主催学部の掲示板をご覧ください。

作成日：2014/7/9

社会心理学,
心理学２（社会心理学）１

越智　啓太
7月29日 火

7月28日 月

4 14：30～15：30 60分
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564 哲学科1年A組 水1

867 上記以外全て 水1

552 日本文学科2年E組・G組 水2

553 日本文学科2年F組・I組 水2

554
日本文学科2年H組・3年、英文学
科全

水2

562
英文学科4年、哲・日文・史・地理学
科全

水2

563 英文学科1・3年生 水2

564
英文学科2年、法・経済・社会・経営
学部全

水2

867
国際文化・人間環境・ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲ
ﾝ・GIS全

水2

571 哲学科1年A組 水2

572 上記以外全て 水2

855 日本文学科1年I組・2年・3年 水2

856 日本文学科1年G組・H組 水2

857 日本文学科1年E組・F組 水2

5 15：50～16：50 60分 発達心理学 渡辺　弥生 542 全 火2

7 19：00～20：00 60分 日本文芸学概論A 藤村　耕治 857 全 水6

尾谷　昌則3 13：10～14：10 60分 日本言語学概論A

60分 論理学概論

10：50～11：50 60分 日本文芸史ⅠA 加藤　昌嘉

1 9：30～10：30

7月30日 水

10：50～11：50 60分 西洋哲学史Ⅰ 奥田　和夫

10：50～11：50 60分 言語学概論Ａ 石川　潔

安東　祐希

2

2

2
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1 9：30～10：30 60分 日本近代史 西川　誠 867 全 木1

2 10：50～11：50 60分
日本文芸研究特講（１１）音楽芸能史Ａ,
日本文芸研究特講（１８）音楽芸能史Ａ

スティーヴン・ネルソン 572 全 木2

5 15：50～16：50 60分 宗教学１（伝統宗教）１ 杉本　隆司 532 全 木4

6 17：40～18：40 60分 日本文法論A 佐藤　雄一 856 全 木5

1 9：30～10：30 60分 西洋哲学史Ⅱ 近堂　秀 541 全 金1

1 9：30～10：30 60分 日本地誌（２） 中山　大地 857 全 金1

551 地理学科 金3

552 上記以外全て 金3

3 13：10～14：10 60分 英語音声学Ａ 石川　潔 553 全 金3

3 13：10～14：10 60分 日本文芸研究特講（１７）日本学Ａ スティーヴン・ネルソン 554 全 金3

4 14：30～15：30 60分
言語学講義ⅠＡ,
言語と論理１（言語学講義ⅠＡＢ）

石川　潔 532 全 金4

4 14：30～15：30 60分 日本文芸研究特講（３）中世A 小秋元　段 834 全 金4

8月4日 月 7 19：00～20：00 60分 書誌学 山口　恭子 552 全 月6

8月5日 火 2 10：50～11：50 60分 倫理学概論 星野　勉 542 全 火2

8月1日 金

3 13：10～14：10 60分
環境と倫理（１）,
人間学１（環境倫理学）,
環境倫理学（１）

相原　博

以上

7月31日 木


