
＜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板で確認するよう指示している科目については、 該当の掲示板で確認してください。

※定期試験時間割の発表は7月9日(月)10時～

作成日：2018/6/18

改訂日：2018/7/2

曜日 時限 期間 実施日 実施教室

飯尾  秀幸 月 2 春学期 東洋古代史 7月9日 875

秋山　千恵 1 史学概論/歴史思想（史学概論） 856

頼住　光子 2 日本思想史１ 843 教室変更

高橋　敏治 6 精神保健学Ⅰ S405

水 1 春学期 ２年次演習（４） 7月11日 S304

木 2 春学期 英語表現演習(Speaking)(4)A 7月12日 F406

2 英語表現演習(Writing)(4)Ａ 1003

3 英語教育学演習Ａ F310

加藤　昌嘉 6 日本文芸研究特講（２）中古Ｃ/日本文芸研究特講（１）古代A S407

伊海　孝充 土 2 春学期 日本文芸学概論A 7月14日 S405

伊藤　達也 社会経済地理学（２） 867

宮川　雅 米文学史Ａ 858

長井  純市 日本近代史 532 教室変更 7月2日

小倉　淳一 考古学概論/考古学概論（資格） 542 教室変更

片岡　義晴 3 人文地理学特講（２） 553

阿部　美菜子 日本言語史A 554

福田　由紀 心理学概論/心理学１（心理学概論）１ S407

酒井　健 哲学特講（２）－１ 0609LL

青野　道彦 東洋哲学史１ 552

後藤　篤子 西洋史概説Ⅰ G602

小寺　浩二 地学実験(1)（コンピュータ活用含む）/地学実験（コンピュータ活用含む）（１） 地理学実験室（2）1200

小川　滋之 生物・土壌地理学及び実験Ⅰ S306 教室変更

志内　一興 西洋史序説 857 教室変更

小原　丈明 人文地理学特講（３） 531 教室変更

小島　尚人 Comparative Culture(2) 542 教室変更

英語学講義Ａ S307

英語史Ａ G501

武田　昭彦 美学・芸術学１ 877

藤村　耕治 日本文芸史ⅡA S505
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後藤　篤子 4 西洋古代史 スカイホール(BT26階) 教室変更

火 春学期 7月17日
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小寺　浩二 4 地誌学概論（１） 地理学実験室（2）1200

新井　重行 5 日本古代史料学Ⅱｂ 571

坂本　勝 日本文芸史ⅠA S406

岡野　幸江 文学概論A F405

桜井　美加 発達臨床心理学Ⅰ 551

米家　志乃布 歴史地理学（１） S305

小倉　淳一 日本史概説Ⅰ 542 教室変更

２年次演習（６）【大沢ふよう先生】 878B

英語学演習(1)Ａ 572

坂本　勝 日本文芸史ⅠA 薩埵ホール（外濠6階） 教室変更

松本　剣志郎 日本史概説Ⅲ 833 教室変更

足立　にれか 3 対人認知論 552

狩野　真規 4 自然地理学特講（３） 561

萩野　了子 日本文芸研究特講（２）中古Ａ/日本文芸研究特講（１）古代A G501

米崎　清実 日本史特講Ⅵ 552

岩野　卓司 社会思想１（社会学概論）１/社会思想１（社会学概論）１（教職） S205

伊海　孝充 日本文芸学概論A S307

津田　資久 東洋史序説 551

山本　志乃 民俗学Ⅰ/民俗学Ⅰ（資格） S307

小寺　浩二 地理学概論（１） G502

中俣　均 地理学史（１） 1003

大橋　基 哲学特講（６）－１ 541 参照可（テキスト、授業用プリント、自筆ノート）

佐藤  円 西洋史特講Ⅵ 542 教室変更

吉村　浩一 認知心理学特講 1101

角道　亮介 東洋考古・美術史 542

長井  純市 日本史特講Ⅸ 541

中俣　均 日本地誌（１） S406 

福田　由紀 言語心理学 843 教室変更

英語学概論Ａ 554

英語・言語学特殊講義Ａ S304

小寺　浩二 海洋・陸水学及び実験Ⅰ 地理学実験室（2）1200

安藤　智子 美術史（西洋）A/美術史（西洋）A（資格） G401 持ち込み不可

酒井　健 哲学演習（４） 0609LL

宇都宮　美生 東洋史概説Ⅲ 573

大塚　紀弘 日本古文書学Ⅰ 史学科資料室・整理室

川鍋　義一 日本文芸批評史A 0904
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北川　香子 東洋中世史 G601

中俣　均 文化地理学（１） 552

劉　傑 日本現代史 856

松本　剣志郎 日本近世史料学Ⅰ 541 教室変更

大塚　修 イスラム世界論Ⅰ G601

小原　丈明 地誌学概論（２） 877

松本　力 哲学特講（３）－１ 855 教室変更

宮川　雅 英米文学講義ⅠＡ Ｇ602

福  寛美 日本文芸研究特講（１４）沖縄文芸Ａ/日本文芸研究特講（１５）沖縄文芸A 867

川﨑　貴子 応用言語学 844 教室変更

大塚　紀弘 日本史特講Ⅱ 554

外田　智千 地質・岩石学及び実験 542 教室変更

山口　隆子 気候・気象学及び実験Ⅰ 531 教室変更

稲本　万里子 美術史（日本）Ａ/美術史（日本）Ａ（資格） S406

長井  純市 文学部生のキャリア形成 G502

金 春学期 7月20日

1

2

3

4

5


