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時限 登録番号 授業期間 科目名 指定等 担当者 教室 登録番号 授業期間 科目名 指定等 担当者 教室 登録番号 授業期間 科目名 指定等 担当者 教室

A2844/A2845 春/秋 英語表現演習(翻訳）(1)A／B 吉川　純子 877 A2205 年間 西洋哲学史Ⅱ　 2015年度以前入学生 菅沢　龍文 G602 A2401/A2403 春/秋 日本文芸学概論A／B 伊海　孝充 S205

A2972 春学期 ２年次演習（２） 結城　英雄 S504 A2312/A2313 春/秋 西洋哲学史Ⅱ－１／２ 2016年度以降入学生 菅沢　龍文 G602

A3090 春学期 Cultural Globalization ダニエル　ホワイト S601 A2828/A2829 春/秋 英語表現演習(Writing)(2)Ａ／B 掲示板を確認すること 佐藤　信夫 F307

A3214 春学期 東洋史序説 塩沢　裕仁 551 A3089 春学期 The Psychology of Language 石田　真子 F301

A3215 秋学期 西洋史序説 志内　一興 879 A3136 春学期 東洋中世史 大塚　修 G601

A3401 春学期 地理学概論（１） 小寺　浩二 G502 A3155 春学期 日本史特講Ⅱ 大塚　紀弘 857

A3402 秋学期 地理学概論（２） 中俣　均 S407 A3156 秋学期 日本史特講Ⅲ 木下　聡 858

A3410 春学期 日本地誌（１） 中俣　均 574 A3163 秋学期 東洋史特講Ⅱ 大塚　修 G601

A3626 春学期 学校心理学 原田　恵理子 554 A3409 春学期 地誌学概論（２） 筒井　裕 551

A3809/A3810 春/秋 民俗学Ⅰ／Ⅱ 山本　志乃 S307 A3411 春学期 日本地誌（２） 中山　大地 858

A3416 春学期 地質・岩石学及び実験 外田　智千 地・1300

A3482/A3483 春/秋 文化地理学（１）／（２） 中俣　均 552

A3444 秋学期 世界地誌（２） 筒井　裕 551

A3616/A3618 春/秋 心理検査法Ⅰ／Ⅱ Xクラス 坪井　さとみ 心・実験

A3675/A3677 春/秋 情報処理技法Ⅰ／Ⅱ Wクラス 軽部  幸浩 情報実習室D

A2222 春学期 哲学特講（６）－１ 大橋　基 573 A2220 春学期 哲学特講（５）－１ D・ハイデンライヒ 552

A2223 秋学期 哲学特講（６）－２ 小井沼　広嗣 S201 A2221 秋学期 哲学特講（５）－２ 相原　博 F310

A2225 秋学期 哲学特講（７）－２ 大森　一三 F310 A2231 年間 哲学演習（２） 奥田　和夫 0507

A2240 年間 哲学演習（１１） 内藤　淳 0604/1204 A2256 春学期 心理学２（社会心理学）１ 橋本　剛明 877

A2264/A2265 春/秋 社会思想１（社会学概論）１／２ 岩野　卓司 S307 A2303 秋学期 心理学２（集団社会心理学）２ 橋本　剛明 S307 登録番号 授業期間 科目名 指定等 担当者 教室

A2507 秋学期 日本文芸研究特講（７）近代B 2013年度以前入学生 中丸　宣明 573 A2545/A2547 春/秋 日本文芸研究特講（１７）日本学Ａ／B 2013年度以前入学生 スティーヴン・ネルソン 866 A2000 年間 卒業論文 ４年 文学部教員 市ヶ谷・その他

A2674 秋学期 日本文芸研究特講（５）近代Ｂ 中丸　宣明 573 A2703/A2704 春/秋 日本文芸研究特講（１５）国際日本学Ａ/B スティーヴン・ネルソン 866 A2889 秋学期 海外英語演習 英文・該当者 ブライアン・ウィスナー 市ヶ谷・その他

A2549/A2551 春/秋 日本文芸研究特講（１８）音楽芸能史Ａ/B 2013年度以前入学生 スティーヴン・ネルソン 564 A2807 秋学期 言語学概論Ｂ 川﨑　貴子 S505 A3407 年間 現地研究 地理・４年 地理学科教員 市ヶ谷・その他

A2693/A2694 春/秋 日本文芸研究特講（１１）音楽芸能史Ａ/B スティーヴン・ネルソン 564 A2811 春学期 応用言語学 川﨑　貴子 S505

A2903/A2904 春/秋 英文学史Ａ／B 結城　英雄 562 A2836 春学期 英語表現演習(Writing)(6)A ブライアン・ウィスナー 870

A2905/A2906 春/秋 米文学史Ａ／B 小林　久美子 G601 A2866/A2867 春/秋 英語表現演習(翻訳）(2)A／B 安藤　和弘 573

A2858/A2859 春/秋 英語表現演習(Speaking)(7)A／B ブライアン・ウィスナー F406 A2990 秋学期 Second Language Learning and Teaching ブライアン・ウィスナー 870

A2986/A2987 春/秋 Seminar in Cross-cultural Studies A/B 韓　沛君 563 A3118 春学期 日本現代史 劉　傑 564 下記を参考して、授業開始までに教室を確認しておいてください。

A3083/A3084 春/秋 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＡＭＳ．Ⅰ／Ⅱ 前川　裕 F404 A3124/A3125 春/秋 日本近世史料学Ⅰ／Ⅱ 松本　剣志郎 史・整理 履修の手引き・資料ページの校舎案内図も参照してください。

A3129 年間 日本古代史演習 小口　雅史 史・整理 A3127 秋学期 日本現代史料学 劉　傑 564 数字４ケタ　＝　ボアソナードタワー（ＢＴ）教室

A3139 秋学期 東洋史外書講読Ⅰ 塩沢　裕仁 1101 A3208 春学期 東洋近現代史 芦沢　知絵 563 　　　頭２ケタの数字がフロア

A3403 秋学期 地理実習（１） 片岡　義晴 地・1300 A3164 秋学期 東洋史特講Ⅲ 芦沢　知絵 563 　　　例：０１０１　＝　BT１階

A3404 春学期 地理実習（１） 片岡　義晴 地・1300 A3489 秋学期 人文地理学特講（４）（ECO-TOPマネジメント） 伊藤　達也 地・1200 　　　例：１１０１　＝　BT１１階

A3405 春学期 地理実習（２） 前杢　英明 地・1200 A3470 春学期 外書講読（２） 中俣　均 1003 数字３ケタ　＝　５５年館・５８年館教室

A3406 秋学期 地理実習（２） 前杢　英明 地・1200 A3471/A3472 春/秋 地理情報システム（ＧＩS）Ⅰ／Ⅱ 中山　大地 情報実習室F 　　　５で始まる教室＝５５年館

A3596 春学期 環境教育論 野田　恵 856 A3505 年間 化学実験(コンピュータ活用含) 向井　知大 1000 　　　８で始まる教室＝５８年館

A3620 秋学期 認知心理学 吉村　浩一 S306 A3598 春学期 自然環境政策論Ⅰ 廣瀬　光子 G502 　　　　　　２ケタ目の数字＝フロア

A3624 春学期 学習心理学 藤田　哲也 855 A3615/A3617 春/秋 心理検査法Ⅰ／Ⅱ Wクラス 坪井　さとみ 心・実験 　　　例：５１１　＝　５５年館１階

A3663 春学期 認知心理学特講 吉村　浩一 S402 A3625 春学期 社会心理学 橋本　剛明 877 　　　例：８３１　＝　５８年館３階

A3682 秋学期 学習心理学特講 藤田　哲也 1102 A3676/A3678 春/秋 情報処理技法Ⅰ／Ⅱ Xクラス 軽部  幸浩 情報実習室D Ｓで始まる教室＝外濠校舎教室

A3725 秋学期 集団社会心理学 2012年度以降入学生 橋本　剛明 S307 　　　２文字目の数字＝フロア

A3811/A3812 春/秋 イスラム世界論Ⅰ／Ⅱ 大塚　修 G601 　　　例：Ｓ１０１　＝　外濠校舎１階

A2201 年間 哲学概論 2015年度以前入学生 牧野　英二 857 A2202 年間 論理学概論 2015年度以前入学生 江口　直日 867 Ｆで始まる教室＝富士見坂校舎教室

A2304/A2305 春/秋 哲学概論１／２ 2016年度以降入学生 牧野　英二 857 A2306/A2307 春/秋 論理学概論１／２ 2016年度以降入学生 江口　直日 867 　　　２文字目の数字がフロア

A2241/A2242 春/秋 科学哲学１／２ 中釜　浩一 866 A2216 春学期 哲学特講（３）－１ 松本　力 860 　　　例：Ｆ１０１　＝　富士見坂校舎１階

A2252 秋学期 宗教学１（伝統宗教）２ 杉本　隆司 F309 A2239 年間 哲学演習（１０） 山口　誠一 S301 Gで始まる教室＝富士見ゲート教室

A2279 年間 人間学２（行為の理論） 山口　誠一 G401 A2254 春学期 心理学１（心理学概論）１ 福田　由紀 G601 　　　２文字目の数字がフロア

A2441/A2443 春/秋 日本文章史Ａ／B 文芸コースのみ 中沢　けい 573 A2268/A2269 春/秋 ラテン語１／２ 棟尾　正敏 0502 　　　例：G４０１　＝　富士見ゲート４階

A2497 春学期 日本文芸研究特講（５）近世A 2013年度以前入学生 浅沼　博 552 A2278 年間 人間学１（環境倫理学） 相原　博 F309 その他の教室

A2499 秋学期 日本文芸研究特講（５）近世B 2013年度以前入学生 小林　ふみ子 855 A2529/A2531 春/秋 日本文芸研究特講（１３）演劇A／B 2013年度以前入学生 伊海　孝充 G602 　　情報Ｄ　＝情報実習室Ｄ　（ＢＴ４階）

A2669 春学期 日本文芸研究特講（４）近世Ａ 浅沼　博 552 A2689/A2690 春/秋 日本文芸研究特講（１０）演劇Ａ／B 伊海　孝充 G602 　　情報Ｆ　＝情報実習室Ｆ　（ＢＴ４階）

A2670 秋学期 日本文芸研究特講（４）近世Ｂ 小林　ふみ子 855 A2603 春学期 古文・漢文の基礎 岡田　貴憲 866 　　情報Ｇ　＝情報実習室Ｇ　（ＢＴ４階）

A2806 春学期 言語学概論Ａ 石井　創 834 A2917/A2918 春/秋 英語音声学Ａ／B 川﨑　貴子 857 　　史・整理　＝史学科資料室・整理室　（ＢＴ１５階）

A2826 春学期 英語表現演習(Writing)(1)Ａ 掲示板を確認すること 韓　沛君 858 A2837 秋学期 英語表現演習(Writing)(6)B 木村　志穂 F302 　　史（考古）　＝史学科共同研究室（考古）　（ＢＴ１５階）

A2827 秋学期 英語表現演習(Writing)(1)Ｂ 掲示板を確認すること 韓　沛君 0805 A2961/A2962 春/秋 英語教育学演習Ａ／B ブライアン・ウィスナー F310 　　心・実験　＝心理学実験室1100　（ＢＴ１１階）

A2955/A2956 春/秋 英米文学演習(7)Ａ／B 小林　久美子 F311 A2957/A2958 春/秋 英米文学演習(8)Ａ／B 山崎　暁子 1005 　　地・1300　＝地理学実験室（１）1300　（ＢＴ１３階）

A2991 秋学期 Public Speaking 椎名　美智 0802 A3087 春学期 Sociolinguistics 渡辺　宥泰 S402 　　地・1200　＝地理学実験室（２）1200　（ＢＴ１２階）

A3209 春学期 東洋考古・美術史 塩沢　裕仁 S307 A3092 秋学期 Sociolinguistics 渡辺　宥泰 S402 　　遠隔　＝遠隔講義室　（富士見坂校舎1階）

A3201 春学期 日本史特講Ⅸ 長井  純市 554 A3081/A3082 春/秋 Ｅｎｇｌｉｓｈ．ＡＭＳ．Ⅰ／Ⅱ ラセガード・ジエームス 0507 　

A3165 秋学期 東洋史特講Ⅳ 塩沢　裕仁 S307 A3105 春学期 東洋史概説Ⅰ 塩沢　裕仁 877

A3460 秋学期 地図学Ⅱ 鈴木　厚志 地・1300 A3106 秋学期 東洋史概説Ⅱ 塩沢　裕仁 877

A3469 秋学期 外書講読（１） 前杢　英明 554 A3161 年間 日本史特講Ⅷ 岡野　浩二 856

A3701/A3702 春/秋 心理統計法Ⅰ／Ⅱ 2012年度以降入学生 三浦　大志 562 A3171 春学期 西洋史特講Ⅳ 加納　格 564 指定等欄に「日文（夜時間帯）」の記載がある授業は、他学科公開科目であっても

A3667 春学期 言語心理学 福田　由紀 G402 A3172 秋学期 西洋史特講Ⅴ 加納　格 564 日本文学科生以外は履修できません。

A3723 秋学期 言語心理学特講 2012年度以降入学生 福田　由紀 0503 A3422/A3423 春/秋 気候・気象学及び実験Ⅰ／Ⅱ 山口　隆子 地・1200

A3720/A3730 春/秋 心理学英語Ⅰ／Ⅱ 2012年度以降入学生 森島　泰則 1103 A3459 春学期 地図学Ⅰ 若林　芳樹 地・1300

A3496/A3497 春/秋 環境倫理学（１）／（２） 相原　博 F309

A3601 春学期 心理学概論 福田　由紀 G601

A3623 秋学期 教育心理学 福田　由紀 S307 一時的、または、授業期間を通して、教室や担当者等が変更する場合や、時間割の訂正は

A3669 秋学期 行動分析学特講 島宗　理 F503 文学部掲示板で連絡します。

A3670 春学期 行動分析学 島宗　理 遠隔講義室 授業当日の連絡となる場合もありますので、登校したら必ず掲示板を確認してください。

A3805 春学期 言語文化論Ⅰ 粟飯原　文子 S505 掲示板の場所は、履修の手引き「学務部窓口・掲示板案内」を参照してください。

A3817/A3818 春/秋 環境と倫理（１）／（２） 相原　博 F309

A2235 年間 哲学演習（６） 牧野　英二 0902 A2236 年間 哲学演習（７） 星野　勉 F506

A2251 春学期 宗教学１（伝統宗教）１ 杉本　隆司 553 A2285 年間 人間学４（自然史） 島野　智之 0705

A2461 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 0603 A2489/A2491 春/秋 日本文芸研究特講（３）中世A／B 2013年度以前入学生 阿部　真弓 S306 授業内試験は原則として通常の時間割で実施しますが、定期試験時間割は通常の時間割と

A2469 年間 日本文芸研究ゼミナール１６ 2013年度以前入学生 スティーヴン・ネルソン F307 A2537/A2539 春/秋 日本文芸研究特講（１５）沖縄文芸A/B 2013年度以前入学生 福  寛美 S505 異なります。

A2475 年間 日本文芸研究ゼミナール１３ 2013年度以前入学生 中沢　けい 0906 A2665/A2666 春/秋 日本文芸研究特講（３）中世A／B 阿部　真弓 S306 必ず定期試験時間割で、時間帯・曜日・時限を確認してください。

A2479 年間 日本文芸研究ゼミナール１５ 2013年度以前入学生 根本　昌夫 0606 A2699/A2700 春/秋 日本文芸研究特講（１４）沖縄文芸Ａ/B 福  寛美 S505 試験時間割は、試験開始までに掲示板で公表予定です。

A2627/A2628 春/秋 ゼミナール７Ａ／B スティーヴン・ネルソン F307 A2604 秋学期 古文・漢文の基礎 加藤　昌嘉 554

A2631/A2632 春/秋 ゼミナール９Ａ／B 中丸　宣明 0603 A2919 春学期 英語音声学Ａ 川﨑　貴子 574 ★定員をオーバーした場合、第1回目の授業（秋学期）で選抜を実施する可能性があります。

A2647/A2648 春/秋 ゼミナール１７Ａ／B 中沢　けい 0906 A2920 秋学期 英語音声学Ｂ 川﨑　貴子 G403 　秋学期履修期間中に当該年度に履修する科目をすべて履修登録した場合でも、履修が

A2655/A2656 春/秋 ゼミナール２１Ａ／B 根本　昌夫 0606 A2967 春学期 英米文学特殊講義Ⅲ 篠崎　実 551 　できない場合がありますので注意してください。

A2521/A2523 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 S307 A2968 秋学期 英米文学特殊講義Ⅳ 篠崎　実 551

A2681/A2682 春/秋 日本文芸研究特講（７）漢文Ａ／B 遠藤　星希 S307 A2963/A2964 春/秋 シェイクスピア講読Ａ／B 2015年度以前入学生 篠崎　実 551 ★時間割は文学部ホームページにも掲載していますので、そちらも参照するようにしてください。

A2557/A2559 春/秋 日本言語学特殊研究A／B 田嶋　圭一 858 A2923/A2924 春/秋 英語・言語学特殊講義Ａ ／B 柴﨑　礼士郎 860

A2809 春学期 英語・言語学講義Ｂ 石井　創 G602 A2824/A2825 春/秋 比較文学Ａ／B 山下　敦 867 ★一部旧カリキュラムの科目を掲載していません。同時限・同教員の新カリキュラムの科目を参照してください。

A2862/A2863 春/秋 英語表現演習(Speaking)(9)A／B 掲示板を確認すること 穂苅　友洋 S304 A2842/A2843 春/秋 英語表現演習(Writing)(9)Ａ／B 掲示板を確認すること 木村　志穂 F302

A2941/A2942 春/秋 言語学演習(2)Ａ／B 川﨑　貴子 遠隔講義室 A2951/A2952 春/秋 英米文学演習(5)Ａ／B 小島　尚人 0902

A3130 年間 日本中世史演習 大塚　紀弘 史・整理 A3111 春学期 西洋史概説Ⅲ 加納　格 869

A3150 年間 西洋前近代史演習 後藤　篤子 F308 A3112 秋学期 西洋史概説Ⅳ 加納　格 869

A3151 年間 西洋近現代史演習 加納　格 F311 A3116 秋学期 日本近世史 松本　剣志郎 G602

A3424/A3425 春/秋 海洋・陸水学及び実験Ⅰ／Ⅱ 小寺　浩二 地・1200 A3175 年間 西洋史特講Ⅷ 中村　純 858

A3440 年間 人文地理学演習（４） 伊藤　達也 F304 A3426 秋学期 社会経済地理学（１） 牛垣　雄矢 834

A3449/A3450 春/秋 地理学読図演習（１）／（２） 山口　隆子 地・1300 A3443 秋学期 世界地誌（１） 狩野　真規 574

A3627 春学期 演習Ⅰ（１） 高橋　敏治 0907 A3453 春学期 自然地理学特講（３） 狩野　真規 878B

A3629 春学期 演習Ⅰ（３） 三浦　大志 1102 A3457 春学期 人文地理学特講（３） 牛垣　雄矢 554

A3630 春学期 演習Ⅰ（４） 下山　晃司 1005 A3721 春学期 産業組織心理学 島宗　理 遠隔講義室

A3736 春学期 演習Ⅰ（５）b 成澤　元 0706

A3711 秋学期 演習Ⅱ（１） 2012年度以降入学生 福田　由紀 1102

A3713 秋学期 演習Ⅱ（３） 2012年度以降入学生 吉村　浩一 1103

A3714 秋学期 演習Ⅱ（４） 2012年度以降入学生 藤田　哲也 0701

A3737 秋学期 演習Ⅱ（５）b 2012年度以降入学生 三浦　大志 0706

A3660/A3661 春/秋 言語学特講Ⅰ／Ⅱ 田嶋　圭一 858

A3687 春学期 社会心理学特講 吉村　浩一 573

A3806 春学期 言語文化論Ⅱ リービ　英雄 G402

A2233 年間 哲学演習（４） 酒井　健 0609LL A2224 春学期 哲学特講（７）－１ 鵜澤　和彦 562

A2270/A2271 春/秋 ギリシア語１／２ 白根　裕里枝 S401 A2711 年間 書道(書写を中心とする) 橋本　匡朗 F408

A2485/A2487 春/秋 日本文芸研究特講（２）古代A／B 2013年度以前入学生 坂本　勝 S306 A3140 秋学期 東洋史外書講読Ⅱ 宇佐美　久美子 0502

A2657/A2658 春/秋 日本文芸研究特講（１）上代Ａ／B 坂本　勝 S306 A3166 春学期 東洋史特講Ⅴ 宇佐美　久美子 564

A2558 春学期 日本言語学特殊研究A 夜間時間帯 阿部　美菜子 F306 A3434 年間 自然地理学演習（１） 山口　隆子 地・1300

A2560 秋学期 日本言語学特殊研究B 夜間時間帯 阿部　美菜子 552 A3439 年間 人文地理学演習（３） 牛垣　雄矢 0906

A2577 春学期 美術史（西洋）A 安藤　智子 855 A3813 春学期 文学部生のキャリア形成 日中　鎮朗 G502

A2578 秋学期 美術史（西洋）B 安藤　智子 S307 A3814 秋学期 現代のコモンセンス 島宗　理 G502

A2584/A2586 春/秋 表現と著作権A／B 夜間時間帯 小池　三子男 869

A2980 秋学期 メディア・リテラシーⅡ 穂苅　友洋 S304

A3107 春学期 東洋史概説Ⅲ 宇都宮　美生 573

A3108 秋学期 東洋史概説Ⅳ 宇都宮　美生 573

A3206/A3207 春/秋 日本古文書学Ⅰ／Ⅱ 大塚　紀弘 史・整理

A3158 秋学期 日本史特講Ⅴ 小泉　吉永 858

A3435 年間 自然地理学演習（２） 小寺　浩二 地・1200

A3438 年間 人文地理学演習（２） 中俣　均 F307

A3685/A3686 春/秋 精神保健学Ⅰ／Ⅱ 高橋　敏治 S505

A2446/A2448 春/秋 文章表現論Ａ／B 夜間時間帯 伊東　祐吏 S406 A2456 年間 日本文芸研究ゼミナール４ 2013年度以前入学生 小秋元　段 S301

A2510 春学期 日本文芸研究特講（８）現代A 2013年度以前入学生 高口　智史 F401 A2476 年間 日本文芸研究ゼミナール１３ 2013年度以前入学生 中沢　けい S302

A2542 春学期 日本文芸研究特講（１６）特域A 2013年度以前入学生 安原　眞琴 S307 A2623/A2624 春/秋 ゼミナール５Ａ／B 夜間時間帯 小秋元　段 S301

A2544 秋学期 日本文芸研究特講（１６）特域B 2013年度以前入学生 湯本　豪一 S306 A2649/A2650 春/秋 ゼミナール１８Ａ／B 夜間時間帯 中沢　けい S302

A2679 春学期 日本文芸研究特講（６）現代Ｃ 夜間時間帯 高口　智史 F401 A2712 年間 書道(書写を中心とする) 夜間時間帯 橋本　匡朗 F408

A2707 春学期 日本文芸研究特講（１６）特域Ｃ 夜間時間帯 安原　眞琴 S307 A3176/A3177 春/秋 美術史（日本）Ａ／B 稲本　万里子 S407

A2708 秋学期 日本文芸研究特講（１６）特域Ｄ 夜間時間帯 湯本　豪一 S306

A2581 春学期 文化史１ 夜間時間帯 安原　眞琴 S307

A2582 秋学期 文化史２ 夜間時間帯 湯本　豪一 S306

A3154 春学期 日本史特講Ⅰ 中山　学 遠隔講義室

A3157 秋学期 日本史特講Ⅳ 中山　学 遠隔講義室

A2438/A2440 春/秋 日本文法論A／B 夜間時間帯 伊藤　健人 F310

５時限
16：50～18：20

６時限
18：30～20：00

７時限
20：10～21：40

３時限
13：30～15：00

他学科公開科目履修上の注意

文学部専門科目時間割の変更・訂正について

４時限
15：10～16：40

文学部専門科目の試験時間割について

2017年度　文学部　専門科目時間割表
木 金 土

１時限
9：30～11：00

２時限
11：10～12：40

その他の授業

教室について


