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A3144 春学期 西洋中世史 河原　温 S306 A2255 秋学期 心理学１（心理学史）２ 古川　聡 S306 A2266 春学期 社会思想２（社会思想史）１ 政井　啓子 573

A3169 秋学期 西洋史特講Ⅱ 河原　温 S306 A2262/A2263 春/秋 文化史１／２ 伊藤　直樹 554 A2267 秋学期 社会思想２（社会思想史）２ 鈴木　由加里 F311

A3212 春学期 日本史序説Ⅰ 川上　真理 553 A2274 春学期 歴史思想（史学概論） 秋山　千恵 856 A2505 春学期 日本文芸研究特講（７）近代A 2013年度以前入学生 中丸　宣明 857

A3213 秋学期 日本史序説Ⅱ 柏木　一朗 553 A2822/A2823 春/秋 演劇講義Ａ／B 2015年度以前入学生 小島　尚人 573 A2673 春学期 日本文芸研究特講（５）近代Ａ 中丸　宣明 857

A2982/A2983 春/秋 英米文化概論A／B 2016年度以降入学生 小島　尚人 573 A2907/A2908 春/秋 英米文学講義ⅠＡ／B 結城　英雄 834

A3153 春学期 史学概論 秋山　千恵 856 A2854/A2855 春/秋 英語表現演習(Speaking)(5)A／B ニアル・ムルター F407

A3160 秋学期 日本史特講Ⅶ 吉成　直樹 552 A2971 春学期 ２年次演習（１） 利根川　真紀 0605

A3412/A3413 春/秋 地球科学概論Ⅰ／Ⅱ 宍倉　正展 F309 A2973 春学期 ２年次演習（３） 小島　尚人 S504

A3420 春学期 生物・土壌地理学及び実験Ⅰ 小川　滋之 地・1300 A2974 春学期 ２年次演習（４） ブライアン・ウィスナー S304

A3586 秋学期 環境経済論Ⅱ 國則　守生 G602 A2975 春学期 ２年次演習（５） 川﨑　貴子 S503

A3602 秋学期 心理学史 古川　聡 S306 A2976 春学期 ２年次演習（６）【大沢ふよう先生】 大沢　ふよう 878B

A3619 春学期 脳の科学 古川　聡 G401 A2992 春学期 ２年次演習（６）【椎名美智先生】 椎名　美智 0904

A3802 年間 社会貢献・課題解決教育 1・2限連続 中島　由紀 遠隔講義室 A3101 春学期 日本史概説Ⅰ 小倉　淳一 867

A3104 秋学期 日本史概説Ⅳ 長井  純市 G401

A3421 秋学期 生物・土壌地理学及び実験Ⅱ 小﨑　隆 地・1200

A3683/A3684 春/秋 発達臨床心理学Ⅰ／Ⅱ 桜井　美加 551

A3819/A3820 春/秋 歴史地理学（１）／（２） 米家　志乃布 S305

A2226 春学期 哲学特講（８）－１ 木島　泰三 561 A2203 年間 倫理学概論 2015年度以前入学生 星野　勉 855 A2204 年間 西洋哲学史Ⅰ　 2015年度以前入学生 奥田　和夫 856/867

A2227 秋学期 哲学特講（８）－２ 中釜　浩一 561 A2308/A2309 春/秋 倫理学概論１／２ 2016年度以降入学生 星野　勉 855 A2310 春学期 西洋哲学史Ⅰ－１　 2016年度以降入学生 奥田　和夫 856

A2232 年間 哲学演習（３） 菅沢　龍文 F506 A2219 秋学期 哲学特講（４）－２ 近堂　秀 F307 A2311 秋学期 西洋哲学史Ⅰ－２　 2016年度以降入学生 奥田　和夫 867

A2245/A2246 春/秋 現代思想２（フランスの思想）１／２ 鈴木　正道 551 A2237 年間 哲学演習（８） 平田　康史 0603 A2405 春学期 日本文芸史ⅠA 加藤　昌嘉 G401

A2864/A2865 春/秋 時事英語演習A／B 2015年度以前入学生 韓　沛君 858 A2260/A2261 春/秋 日本思想史１/２ 頼住　光子 875 A2407 秋学期 日本文芸史ⅠB 小秋元　段 G401

A2984/A2985 春/秋 Academic Writing A／B 2016年度以降入学生 韓　沛君 858 A2445/A2447 春/秋 文章表現論Ａ／B 文芸コースのみ 田中　和生 F309 A2409/A2411 春/秋 日本言語学概論A／B 間宮　厚司 834

A2977/A2978 春/秋 英語の文法力Ⅰ／Ⅱ 畑　和樹 562 A2911/A2912 春/秋 英語学講義Ａ／B 大沢　ふよう 562 A2533/A2535 春/秋 日本文芸研究特講（１４）児童文芸A/B 2013年度以前入学生 三井　喜美子 551

A3086 春学期 Race, Class and Gender Ⅱ ダイアナ・コー S601 A2969 春学期 文学研究方法論Ａ 佐藤　元状 573 A2697/A2698 春/秋 日本文芸研究特講（１３）児童文芸Ａ/B 三井　喜美子 551

A3113 秋学期 日本考古学 小倉　淳一 564 A2970 秋学期 文学研究方法論Ｂ 佐藤　元状 S307 A2808 秋学期 英語・言語学講義Ａ 秋山　孝信 855

A3117 春学期 日本近代史 長井  純市 552 A2846/A2847 春/秋 英語表現演習(Speaking)(1)A／B 掲示板を確認すること 杉　亜希子 S501 A2850/A2851 春/秋 英語表現演習(Speaking)(3)A／B 掲示板を確認すること ニアル・ムルター F407

A3126 秋学期 日本近代史料学 長井  純市 552 A3131 年間 日本近世史演習 松本　剣志郎 史・整理 A2860/A2861 春/秋 英語表現演習(Speaking)(8)A／B 韓　沛君 552

A3135 春学期 東洋古代史 飯尾  秀幸 875 A3147 秋学期 西洋史外書講読Ⅰ 後藤　篤子 878A A2935/A2936 春/秋 英語学演習(1)Ａ／B 大沢　ふよう 572

A3146 秋学期 西洋現代史 古川　高子 877 A3173 春学期 西洋史特講Ⅵ 佐藤  円 856 A2939/A2940 春/秋 言語学演習(1)Ａ／B 山口　剛 0506

A3148 春学期 西洋史外書講読Ⅱ 古川　高子 857 A3174 秋学期 西洋史特講Ⅶ 佐藤  円 S505 A2947/A2948 春/秋 英米文学演習(3)Ａ／B 結城　英雄 S503

A3152 春学期 考古学概論 小倉　淳一 856 A3417 春学期 自然環境論 羽佐田　紘大 554 A3102 秋学期 日本史概説Ⅱ 大塚　紀弘 877

A3162 秋学期 東洋史特講Ⅰ 飯尾  秀幸 875 A3418 春学期 地形学及び実験Ⅰ【火曜２限クラス】 前杢　英明 地・1300 A3103 春学期 日本史概説Ⅲ 松本　剣志郎 877

A3167 年間 東洋史特講Ⅵ 齋藤　勝 F402 A3419 秋学期 地形学及び実験Ⅱ【火曜２限クラス】 前杢　英明 地・1300 A3645 春学期 研究法Ⅰ（３） 渡辺　弥生 0505

A3408 春学期 地誌学概論（１） 小寺　浩二 地・1200 A3502 年間 化学概論 中島　弘一 0503 A3646 春学期 研究法Ⅰ（４） 福田　由紀 0907

A3427 春学期 社会経済地理学（２） 伊藤　達也 867 A3594 春学期 環境経済論Ⅰ 國則　守生 551 A3648 春学期 研究法Ⅰ（６） 藤田　哲也 1102

A3448 秋学期 世界地誌（６） 伊藤　達也 857 A3621 春学期 認知科学入門 田嶋　圭一 S307 A3649 春学期 研究法Ⅰ（７） 島宗　理 1007

A3506 年間 生物学実験(コンピュータ活用含) 島野　智之 0900 A3622 春学期 発達心理学 渡辺　弥生 G401 A3716 春学期 研究法Ⅰ（９） 荒井　弘和 1103

A3707 春学期 心理学基礎実験Ⅰ 2012年度以降入学生、Wクラス 島宗　理 心・実験 A3662 秋学期 認知科学特講 田嶋　圭一 561 A3717 春学期 研究法Ⅰ（１０） 林　容市 1101

A3709 秋学期 心理学基礎実験Ⅱ 2012年度以降入学生、Wクラス 吉村　浩一 心・実験 A3680 秋学期 発達心理学特講 渡辺　弥生 0504 A3653 秋学期 研究法Ⅱ（３） 渡辺　弥生 0505

A3672 春学期 科学哲学Ⅰ 木島　泰三 561 A3802 年間 社会貢献・課題解決教育 1・2限連続 中島　由紀 遠隔講義室 A3654 秋学期 研究法Ⅱ（４） 福田　由紀 0907

A3673 秋学期 科学哲学Ⅱ 中釜　浩一 561 A3656 秋学期 研究法Ⅱ（６） 藤田　哲也 1102

A9025 秋学期 アスリートのキャリアマネジメント 荒井　弘和 856 A3657 秋学期 研究法Ⅱ（７） 島宗　理 1007

A9017 春学期 身体の測定と評価 北林　保 571 A3718 秋学期 研究法Ⅱ（９） 荒井　弘和 1103

A9018 秋学期 スポーツ生理学 林　容市 571 A3719 秋学期 研究法Ⅱ（１０） 林　容市 1002

A2234 年間 哲学演習（５） 笠原　賢介 0804 A2218 春学期 哲学特講（４）－１ 菅沢　龍文 879 A2272/A2273 春/秋 フランス語（フランス語初級Ⅰ）１／２ 廣松　勲  878B

A2258 秋学期 心理学３（臨床心理学）１ 杉山　崇 561 A2301 秋学期 国際哲学特講 安孫子　信 遠隔講義室 A2465 年間 日本文芸研究ゼミナール９ 2013年度以前入学生 三井　喜美子 F506

A2282 年間 言語と論理１（言語学講義ⅠＡＢ） 伊藤　達也 855 A2238 年間 哲学演習（９） 中釜　浩一 0805 A2637/A2638 春/秋 ゼミナール１２Ａ／B 三井　喜美子 F506

A2413 春学期 大学での国語力 阿部　真弓 F402 A2243/A2244 春/秋 現代思想１（ドイツの思想Ⅰ）１／２ 笠原　賢介 551 A2569/A2571 春/秋 音楽芸能史特殊研究A／B 野川　美穂子 855

A2414 春学期 大学での国語力 中丸　宣明 S304 A2247/A2248 春/秋 美学・芸術学１／２ 武田　昭彦 877 A2909 春学期 英米文学講義ⅡＡ 新妻　昭彦 G602

A2415 春学期 大学での国語力 小秋元　段 S201 A2429/A2431 春/秋 日本文芸史ⅡA／B 藤村　耕治 S505 A2910 秋学期 英米文学講義ⅡＢ 新妻　昭彦 S306

A2416 春学期 大学での国語力 坂本　勝 F401 A2509/A2511 春/秋 日本文芸研究特講（８）現代A／B 2013年度以前入学生 藤木　直実 573 A2832/A2833 春/秋 英語表現演習(Writing)(4)Ａ／B 穂苅　友洋 0504

A2417 春学期 大学での国語力 小林　ふみ子 S302 A2677/A2678 春/秋 日本文芸研究特講（６）現代Ａ／B 藤木　直実 573 A2943 春学期 英米文学演習(1)Ａ 保坂　昌光 0603

A2605 秋学期 ゼミナール入門 小林　ふみ子 S302 A2901/A2902 春/秋 英語史Ａ／B 大沢　ふよう 562 A2944 秋学期 英米文学演習(1)Ｂ 河野　智子 0603

A2606 秋学期 ゼミナール入門 中丸　宣明 S304 A2804 春学期 英語学概論Ａ 椎名　美智 G401 A3088 春学期 Film Theory and Analysis 溝口　彰子 S602

A2607 秋学期 ゼミナール入門 加藤　昌嘉 S201 A2810 秋学期 社会言語学 椎名　美智 867 A3119 春学期 日本考古資料学Ⅰ 小倉　淳一 史（考古）

A2608 秋学期 ゼミナール入門 藤村　耕治 F401 A2988/A2989 春/秋 Comparative Culture(2)／(3) 小島　尚人 561 A3120 秋学期 日本考古資料学Ⅱ 阿部  朝衛 史（考古）

A2609 秋学期 ゼミナール入門 坂本　勝 F402 A2834/A2835 春/秋 英語表現演習(Writing)(5)Ａ／B 杉　亜希子 S501 A3134 年間 日本現代史演習 差波　亜紀子 史・整理

A2553/A2555 春/秋 日本文芸批評史A／B 川鍋　義一 875 A2953/A2954 春/秋 英米文学演習(6)Ａ／B 佐藤　元状 0606 A3465 春学期 数理地理学（１） 永保　敏伸 情報実習室F

A2561/A2563 春/秋 中国文芸史A／B 遠藤　星希 860 A2959/A2960 春/秋 英米文学演習(9)Ａ／B 利根川　真紀 0605 A3501 年間 物理学概論 小池　康郎 0608

A2913/A2914 春/秋 言語学講義ⅠＡ／B 伊藤　達也 855 A3079/A3080 春/秋 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＡＭＳ．Ⅰ／Ⅱ 宇治谷　義英 S301 A3703 春学期 心理統計法実習Ⅰ 2012年度以降入学生、Wクラス 山際　勇一郎 情報実習室C

A2838/A2839 春/秋 英語表現演習(Writing)(7)Ａ／B ティモシー・ライト 857 A3507 春学期 地形学及び実験Ⅰ【火曜３限クラス】 前杢　英明 地・1300 A3705 秋学期 心理統計法実習Ⅱ 2012年度以降入学生、Wクラス 山際　勇一郎 情報実習室C

A2852/A2853 春/秋 英語表現演習(Speaking)(4)A／B 韓　沛君 878B A3508 秋学期 地形学及び実験Ⅱ【火曜３限クラス】 前杢　英明 地・1300 A3668 秋学期 感情心理学 足立　にれか 564

A3085 秋学期 Race, Class and Gender Ⅰ ダイアナ・コー S601 A3628 春学期 演習Ⅰ（２） 渡辺　弥生 1103 A3671 春学期 対人認知論 足立　にれか 552

A3145 春学期 西洋近代史 早川　理穂 563 A3631 春学期 演習Ⅰ（５）a 矢口　幸康 1101

A3170 秋学期 西洋史特講Ⅲ 早川　理穂 563 A3712 秋学期 演習Ⅱ（２） 2012年度以降入学生 島宗　理 1103

A3428 秋学期 社会経済地理学（３） 片岡　義晴 G401 A3715 秋学期 演習Ⅱ（５）a 2012年度以降入学生 田嶋　圭一 1101

A3447 秋学期 世界地誌（５） 八木　浩司 G602 A3727 秋学期 心理学特殊講義Ⅱ 2012年度以降入学生 大月　友 S202

A3456 春学期 人文地理学特講（２） 片岡　義晴 867

A3461 春学期 測量学及び測量実習Ⅰ 川本　利一 地・1200

A3708 春学期 心理学基礎実験Ⅰ 2012年度以降入学生、Xクラス 島宗　理 心・実験

A3710 秋学期 心理学基礎実験Ⅱ 2012年度以降入学生、Xクラス 吉村　浩一 心・実験

A3664 秋学期 スポーツ心理学特講 日比　千里 856

A3690 秋学期 臨床心理学 杉山　崇 561

A3729 春学期 身体活動と健康 2012年度以降入学生 林　容市 G602

A3801 秋学期 福祉工学・ＩＴ講義 山下　紘正 マルチメディアホール

A2206 春学期 基礎演習１ 掲示板を確認すること 安孫子　信 554 A2212 春学期 哲学特講（１）－１ 奥田　和夫 573 A2213 秋学期 哲学特講（１）－２ 山下　真 868A

A2207 春学期 基礎演習１ 掲示板を確認すること 中釜　浩一 553 A2230 年間 哲学演習（１） 安孫子　信 F404 A2280 年間 人間学３（人間存在論） 森村　修 868B

A2208 春学期 基礎演習１ 掲示板を確認すること 菅沢　龍文 858 A2455 年間 日本文芸研究ゼミナール４ 2013年度以前入学生 阿部　真弓 F402 A2525 春学期 日本文芸研究特講（１２）韻文A 2013年度以前入学生 池井　昌樹 G602

A2209 秋学期 基礎演習２ 掲示板を確認すること 中釜　浩一 553 A2459 年間 日本文芸研究ゼミナール６ 2013年度以前入学生 小林　ふみ子 F403 A2527 秋学期 日本文芸研究特講（１２）韻文B 2013年度以前入学生 池井　昌樹 867

A2210 秋学期 基礎演習２ 掲示板を確認すること 安孫子　信 554 A2463 年間 日本文芸研究ゼミナール８ 2013年度以前入学生 藤村　耕治 S302 A2695 春学期 日本文芸研究特講（１２）詩歌Ａ 池井　昌樹 G602

A2211 秋学期 基礎演習２ 掲示板を確認すること 菅沢　龍文 879 A2471 年間 日本文芸研究ゼミナール１１ 2013年度以前入学生 間宮　厚司 S504 A2696 秋学期 日本文芸研究特講（１２）詩歌Ｂ 池井　昌樹 867

A2418 春学期 大学での国語力 小林　ふみ子 S304 A2473 年間 日本文芸研究ゼミナール１２ 2013年度以前入学生 古牧　久典 S502 A2965 春学期 英米文学特殊講義Ⅰ 河野　智子 867

A2419 春学期 大学での国語力 田中　和生 S301 A2477 年間 日本文芸研究ゼミナール１４ 2013年度以前入学生 田中　和生 0602 A2966 秋学期 英米文学特殊講義Ⅱ 保坂　昌光 F303

A2420 春学期 大学での国語力 伊海　孝充 S302 A2621/A2622 春/秋 ゼミナール４Ａ／B 阿部　真弓 F402 A2821 秋学期 比較文化論 2015年度以前入学生 吉川　信 561

A2421 春学期 大学での国語力 加藤　昌嘉 S201 A2625/A2626 春/秋 ゼミナール６Ａ／B 小林　ふみ子 F403 A2981 秋学期 比較文化論（１） 2016年度以降入学生 吉川　信 561

A2422 春学期 大学での国語力 藤村　耕治 S401 A2635/A2636 春/秋 ゼミナール１１Ａ／B 藤村　耕治 S302 A2840/A2841 春/秋 英語表現演習(Writing)(8)Ａ／B 穂苅　友洋 0504

A2610 秋学期 ゼミナール入門 阿部　真弓 S304 A2639/A2640 春/秋 ゼミナール１３Ａ／B 間宮　厚司 S504 A3503 年間 生物学概論 月井　雄二 0309CL

A2611 秋学期 ゼミナール入門 伊海　孝充 S302 A2643/A2644 春/秋 ゼミナール１５Ａ／B 古牧　久典 S502 A3704 春学期 心理統計法実習Ⅰ 2012年度以降入学生、Xクラス 山際　勇一郎 情報実習室C

A2612 秋学期 ゼミナール入門 田中　和生 S301 A2651/A2652 春/秋 ゼミナール１９Ａ／B 田中　和生 0602 A3706 秋学期 心理統計法実習Ⅱ 2012年度以降入学生、Xクラス 山際　勇一郎 情報実習室C

A2613 秋学期 ゼミナール入門 加藤　昌嘉 S201 A2848/A2849 春/秋 英語表現演習(Speaking)(2)A／B 掲示板を確認すること 安部　義治 F303 A3665 春学期 生理心理学 駒田　陽子 1002

A2614 秋学期 ゼミナール入門 中沢　けい F507 A2979 秋学期 メディア・リテラシーⅠ 田中　邦佳 情報実習室G A3666 秋学期 生理心理学実習 駒田　陽子 1002

A2425/A2427 春/秋 文学概論A／B 中丸　宣明 S406 A3211 年間 東洋史文献史料演習 齋藤　勝 0905

A2437/A2439 春/秋 日本文法論A／B 前田　直子 867 A3143 春学期 西洋古代史 後藤　篤子 G401

A2915/A2916 春/秋 言語学講義ⅡＡ／B 伊藤　達也 868A A3202 秋学期 日本史特講Ⅹ 森田　貴子 877

A2856/A2857 春/秋 英語表現演習(Speaking)(6)A／B ティモシー・ライト F308 A3168 秋学期 西洋史特講Ⅰ 後藤　篤子 G401

A3128 年間 日本考古学演習 小倉　淳一 史（考古） A3436 年間 自然地理学演習（３） 前杢　英明 地・1200

A3149 年間 西洋史演習 中村　純 0804 A3468 春学期 応用地理学（２） 角田　清美 G501

A3500 秋学期 自然地理学特講（１） 鈴木　毅彦 S401 A3659 秋学期 精神生理学特講 高橋　敏治 F309

A3462 春学期 測量学及び測量実習Ⅱ 川本　利一 地・1200 A3674 春学期 人工知能 市瀬　龍太郎 心・実験

A3504 年間 物理学実験(コンピュータ活用含) 吉田　智 0800

A3612 春学期 心理学測定法Ⅰ Xクラス 藤田　哲也 心・実験

A3614 秋学期 心理学測定法Ⅱ Xクラス 芳賀　道匡 心・実験

A3803 春学期 マス・メディア論 君塚　洋一 S505

A2214 春学期 哲学特講（２）－１ 酒井　健 0609LL A2217 秋学期 哲学特講（３）－２ 古屋　俊彦 875 A2513/A2515 春/秋 日本文芸研究特講（９）表現A／B 2013年度以前入学生 小池　昌代 834

A2215 秋学期 哲学特講（２）－２ 市川　崇 0609LL A2253 年間 宗教学２（キリスト教思想論） 酒井　健 0609LL A2687/A2688 春/秋 日本文芸研究特講（９）表現Ａ／B 小池　昌代 834

A2249 春学期 東洋哲学史１ 青野　道彦 552 A2481 春学期 日本文芸研究特講（１）古代A 2013年度以前入学生 岡田　貴憲 G402 A2602 年間 情報リテラシー実習Ⅱ 夜間時間帯 永保　敏伸 情報実習室D

A2250 秋学期 東洋哲学史２ 松本　知己 552 A2483 秋学期 日本文芸研究特講（１）古代B 2013年度以前入学生 加藤　昌嘉 G401 A3091 春学期 Principles of Marketing リチャードソン オーティス F308

A2433/A2435 春/秋 日本言語史A／B 間宮　厚司 G501 A2517 春学期 日本文芸研究特講（１０）言語A 2013年度以前入学生 間宮　厚司 G201 A3114 春学期 日本古代史 春名  宏昭 554

A2449 年間 日本文芸研究ゼミナール１ 2013年度以前入学生 遠藤　星希 0601 A2519 秋学期 日本文芸研究特講（１０）言語B 2013年度以前入学生 古牧　久典 834 A3121 秋学期 日本古代史料学Ⅰ 春名  宏昭 554

A2451 年間 日本文芸研究ゼミナール２ 2013年度以前入学生 坂本　勝 F408 A2530 春学期 日本文芸研究特講（１３）演劇A 2013年度以前入学生 上野　火山 571 A3159 春学期 日本史特講Ⅵ 米崎　清実 552

A2453 年間 日本文芸研究ゼミナール３ 2013年度以前入学生 加藤　昌嘉 S302 A2532 秋学期 日本文芸研究特講（１３）演劇B 2013年度以前入学生 上野　火山 571 A3463 春学期 写真判読Ⅰ 宮内　崇裕 情報実習室F

A2457 年間 日本文芸研究ゼミナール５ 2013年度以前入学生 伊海　孝充 S401 A2661 春学期 日本文芸研究特講（２）中古Ａ 岡田　貴憲 G402

A2615/A2616 春/秋 ゼミナール１Ａ／B 遠藤　星希 0601 A2662 秋学期 日本文芸研究特講（２）中古Ｂ 加藤　昌嘉 G401

A2617/A2618 春/秋 ゼミナール２Ａ／B 坂本　勝 F408 A2685 春学期 日本文芸研究特講（８）言語Ａ 間宮　厚司 G201

A2619/A2620 春/秋 ゼミナール３Ａ／B 加藤　昌嘉 S302 A2686 秋学期 日本文芸研究特講（８）言語Ｂ 古牧　久典 834

A2629/A2630 春/秋 ゼミナール８Ａ／B 伊海　孝充 S401 A2691/A2692 春/秋 日本文芸研究特講（１０）演劇Ｃ／D 夜間時間帯 上野　火山 571

A2512 秋学期 日本文芸研究特講（８）現代B 2013年度以前入学生 梅澤　亜由美 855 A2805 秋学期 英語学概論Ｂ 大沢　ふよう S307

A2680 秋学期 日本文芸研究特講（６）現代Ｄ 夜間時間帯 梅澤　亜由美 855 A2937/A2938 春/秋 英語学演習(2)Ａ／B 椎名　美智 F405

A2601 年間 情報リテラシー実習Ⅰ 谷村　順一 情報実習室G A3115 秋学期 日本中世史 及川　亘 878B

A2830/A2831 春/秋 英語表現演習(Writing)(3)Ａ／B 掲示板を確認すること ティモシー・ライト F308 A3122 春学期 日本古代史料学Ⅱ 2010年度以前入学生 山口　英男 875

A3109/A3110 春/秋 西洋史概説Ⅰ／Ⅱ 後藤　篤子 G602 A3204 春学期 日本古代史料学Ⅱａ 2011年度以降入学生 山口　英男 875

A3203 年間 日本近代史演習 2010年度以降入学生 長井  純市 遠隔講義室 A3210 年間 東洋史物質資料演習 塩沢　裕仁 史・整理

A3492 春学期 地学実験（コンピュータ活用含む）（１） 大八木　英夫 地・1200 A3437 年間 人文地理学演習（１） 片岡　義晴 F402

A3493 秋学期 地学実験（コンピュータ活用含む）（１） 大八木　英夫 地・1200 A3441 年間 人文地理学演習（５） 米家　志乃布 地・1300

A3494 春学期 地学実験（コンピュータ活用含む）（２） 加藤　美雄 地・1300 A3464 秋学期 写真判読Ⅱ 郭　栄珠 情報実習室D

A3495 秋学期 地学実験（コンピュータ活用含む）（２） 加藤　美雄 地・1300 A3643 春学期 研究法Ⅰ（１） 高橋　敏治 1103

A3481 秋学期 社会経済地理学（４）（エコツーリズム） 呉羽　正昭 867 A3644 春学期 研究法Ⅰ（２） 吉村　浩一 1101

A3611 春学期 心理学測定法Ⅰ Wクラス 藤田　哲也 心・実験 A3647 春学期 研究法Ⅰ（５） 田嶋　圭一 1102

A3613 秋学期 心理学測定法Ⅱ Wクラス 芳賀　道匡 心・実験 A3651 秋学期 研究法Ⅱ（１） 高橋　敏治 1103

A3724 春学期 人格心理学 2012年度以降入学生 杉山　崇 S306 A3652 秋学期 研究法Ⅱ（２） 吉村　浩一 1101

A3726 秋学期 カウンセリング心理学 2012年度以降入学生 下山　晃司 F309 A3655 秋学期 研究法Ⅱ（５） 田嶋　圭一 1102

A2462 年間 日本文芸研究ゼミナール７ 2013年度以前入学生 中丸　宣明 0601 A2406 春学期 日本文芸史ⅠA 夜間時間帯 加藤　昌嘉 S406 A2402/A2404 春/秋 日本文芸学概論A／B 夜間時間帯 伊海　孝充 S307

A2472 年間 日本文芸研究ゼミナール１１ 2013年度以前入学生 間宮　厚司 S201 A2408 秋学期 日本文芸史ⅠB 夜間時間帯 小秋元　段 S406 A2486/A2488 春/秋 日本文芸研究特講（２）古代A／B 2013年度以前入学生 萩野　了子 遠隔講義室

A2474 年間 日本文芸研究ゼミナール１２ 2013年度以前入学生 塩田　雄大 S302 A2410 春学期 日本言語学概論A 夜間時間帯 古牧　久典 S306 A2659/A2660 春/秋 日本文芸研究特講（１）上代Ｃ／D 夜間時間帯 萩野　了子 遠隔講義室

A2478 年間 日本文芸研究ゼミナール１４ 2013年度以前入学生 田中　和生 0501 A2412 秋学期 日本言語学概論B 夜間時間帯 古牧　久典 G501

A2633/A2634 春/秋 ゼミナール１０Ａ／B 夜間時間帯 中丸　宣明 0601 A2424 春学期 大学での国語力 夜間時間帯 山田　夏樹 S502

A2641/A2642 春/秋 ゼミナール１４Ａ／B 夜間時間帯 間宮　厚司 S201 A2430 春学期 日本文芸史ⅡA 夜間時間帯 岡野　幸江 F310

A2645/A2646 春/秋 ゼミナール１６Ａ／B 夜間時間帯 塩田　雄大 S302 A2432 秋学期 日本文芸史ⅡB 夜間時間帯 岡野　幸江 G502

A2653/A2654 春/秋 ゼミナール２０Ａ／B 夜間時間帯 田中　和生 0501 A2500 秋学期 日本文芸研究特講（５）近世B 2013年度以前入学生 田草川　みずき S302

A2522/A2524 春/秋 日本文芸研究特講（１１）漢文A／B 2013年度以前入学生 遠藤　星希 0609LL A2672 秋学期 日本文芸研究特講（４）近世Ｄ 夜間時間帯 田草川　みずき S302

A2683/A2684 春/秋 日本文芸研究特講（７）漢文Ｃ／D 夜間時間帯 遠藤　星希 0609LL

A2566 春学期 書誌学 夜間時間帯 山口　恭子 F305

A2568 秋学期 メディアと社会 夜間時間帯 中沢　けい F309

A2709/A2710 春/秋 編集理論Ａ／B 夜間時間帯 福江　泰太 F308

A2574/A2576 春/秋 編集実務Ａ／B 夜間時間帯 谷村　順一 情報実習室G

３時限
13：30～15：00

４時限
15：10～16：40

５時限
16：50～18：20

６時限
18：30～20：00

2017年度　文学部　専門科目時間割表

月 火 水

１時限
9：30～11：00

２時限
11：10～12：40


