
2017年度大学院時間割表　【人文科学研究科】英文学専攻 （２）
更新日： 2017年9月20日
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1時限
9:30～11:00 X1044

日本語論文作成基礎ＡⅠ
 ［外国語・他専攻科目］

幸田佳子 春期 203 X1048
日本語論文作成基礎ＢⅠ
 ［外国語・他専攻科目］

高野愛子 春期 301 X0230 理論言語学・認知科学Ａ
ブライアン・
ウィスナー

春期 BT1006 X1045
日本語論文作成基礎ＡⅡ
 ［外国語・他専攻科目］

中島久朱 春期 203

X1046
日本語論文作成基礎ＡⅢ
 ［外国語・他専攻科目］

幸田佳子 秋期 203 X1050
日本語論文作成基礎ＢⅢ
 ［外国語・他専攻科目］

高野愛子 秋期 301 X0261
◆言語科学特講Ⅴ A
 ［博士用］

ブライアン・
ウィスナー

春期 BT1006 X1047
日本語論文作成基礎ＡⅣ
 ［外国語・他専攻科目］

中島久朱 秋期 203

X0233 言語科学方法論Ｂ
ブライアン・
ウィスナー

秋期 BT1006

X0244
◆言語科学方法論特講 B
 ［博士用］

ブライアン・
ウィスナー

秋期 BT1006

2時限
11:10～１2:40 X0238

Academic English (Effective Writing) Ａ
 ［外国語科目］

安部義治 春期 601 X0212 言語学演習（応用言語学）Ａ  《合同：国日》 川﨑貴子 春期 BT0902 X0046
哲学フランス語研究 １
 ［外国語・他専攻科目］

酒井健 春期 BT1007 X0202
英文学特殊研究第一
（British Fiction）Ａ

結城英雄 春期 BT1006

X0239
Academic English (Effective Writing) Ｂ
 ［外国語科目］

安部義治 秋期 601 X0214
英語学特殊研究第一（英文法・文体論・語用論）Ａ
  《合同：国日》

椎名美智 春期 BT0702 X0047
哲学フランス語研究 ２
 ［外国語・他専攻科目］

酒井健 秋期 BT1007 X0245
◆英米文学特講Ⅰ A
 ［博士用］

結城英雄 春期 BT1006

X0218 英語教育学研究Ａ 印南洋 春期 301 X1049
日本語論文作成基礎ＢⅡ
 ［外国語・他専攻科目］

中島久朱 春期 203

X0234 音声言語科学特論  《合同：心理》 田嶋圭一 春期 BT1002 X0203
英文学特殊研究第一
（British Fiction）Ｂ

結城英雄 秋期 BT1006

X0255
◆言語科学特講Ⅰ A
 ［博士用］

椎名美智 春期 BT0702 X0246
◆英米文学特講Ⅰ B
 ［博士用］

結城英雄 秋期 BT1006

X0259
◆言語科学特講ⅣＡ
[博士用]

川﨑貴子 春期 BT0902 X1051
日本語論文作成基礎ＢⅣ
 ［外国語・他専攻科目］

中島久朱 秋期 203

X0213 言語学演習（応用言語学）Ｂ  《合同：国日》 川﨑貴子 秋期 BT0902

X0215
英語学特殊研究第一（英文法・文体論・語用論）Ｂ
  《合同：国日》

椎名美智 秋期 BT0702

X0219 英語教育学研究Ｂ 印南洋 秋期 301

X0235 音声言語科学演習  《合同：心理》 田嶋圭一 秋期 BT1102

X0256
◆言語科学特講Ⅰ B
 ［博士用］

椎名美智 秋期 BT0702

X0260
◆言語科学特講ⅣＢ
[博士用]

川﨑貴子 秋期 BT0902

3時限
13:30～15:00 X0204 米文学特殊研究第一（文学史）Ａ 林文代 春期 701 X0240

Academic English (Oral Presentation) Ａ
 ［外国語科目］

安部義治 春期 601 X0222 英語表現演習Ａ
ニアル・
ムルター

春期 BT0905 X0210 英語学演習（英語史・言語変化理論）Ａ 大沢ふよう 春期 80・619研 X0226 文学方法論Ａ 結城英雄 春期 BT1003

X0249
◆英米文学特講Ⅲ A
 ［博士用］

林文代 春期 701 X1042
日本語論文作成実習Ⅰ
 ［外国語・他専攻科目］

尾谷昌則・
山中玲子

春期 BT1006 X0223 英語表現演習Ｂ
ニアル・
ムルター

秋期 BT0905 X0257
◆言語科学特講Ⅱ A
 ［博士用］

大沢ふよう 春期 80・619研 X0242
◆文学方法論特講 A
 ［博士用］

結城英雄 春期 BT1003

X0205 米文学特殊研究第一（文学史）Ｂ 林文代 秋期 701 X0241
Academic English (Oral Presentation) Ｂ
 ［外国語科目］

安部義治 秋期 601 X0211 英語学演習（英語史・言語変化理論）Ｂ 大沢ふよう 秋期 80・619研 X0227 文学方法論Ｂ 結城英雄 秋期 BT1003

X0250
◆英米文学特講Ⅲ B
 ［博士用］

林文代 秋期 701 X1043
日本語論文作成実習Ⅱ
 ［外国語・他専攻科目］

山中玲子 秋期 BT1006 Ｘ0258
◆言語科学特講Ⅱ Ｂ
 ［博士用］

大沢ふよう 秋期 80・619研 X0243
◆文学方法論特講 B
 ［博士用］

結城英雄 秋期 BT1003

4時限
15:10～16:40

X0206 英米文学演習第二（American Fiction）Ａ 宮川雅 春期 603 X0208 英米文学演習第三（British Fiction）Ａ 新妻昭彦 春期 302 X0281
◆英米文学特殊演習ⅠA
［博士用］

結城英雄 春期 80・903研

X0251
◆英米文学特講Ⅳ A
 ［博士用］

宮川雅 春期 603 X0247
◆英米文学特講Ⅱ A
 ［博士用］

新妻昭彦 春期 302 X0386
外書講読Ⅰ
 ［外国語・他専攻科目］

池本今日子 春期 804

X0207 英米文学演習第二（American Fiction）Ｂ 宮川雅 秋期 603 X0209 英米文学演習第三（British Fiction）Ｂ 新妻昭彦 秋期 302 X0282
◆英米文学特殊演習ⅠB
［博士用］

結城英雄 秋期 80・903研

X0252
◆英米文学特講Ⅳ B
 ［博士用］

宮川雅 秋期 603 X0248
◆英米文学特講Ⅱ B
 ［博士用］

新妻昭彦 秋期 302 X0387
外書講読Ⅱ
 ［外国語・他専攻科目］

池本今日子 秋期 804

5時限
16:50～18:20 X0224 Fiction 演習ⅠＡ 宮川雅 春期 603 X0044

哲学ドイツ語研究 １
 ［外国語・他専攻科目］

笠原賢介 春期 701 X0236 比較文学研究Ａ  《合同：国日》 日中鎮朗 春期 BT1103

X0225 Fiction 演習ⅠＢ 宮川雅 秋期 603 X0045
哲学ドイツ語研究 ２
 ［外国語・他専攻科目］

笠原賢介 秋期 701 X0253
◆英米文学特講Ⅴ A
 ［博士用］

日中鎮朗 春期 BT1103

X0237 比較文学研究Ｂ  《合同：国日》 日中鎮朗 秋期 BT1103

X0254
◆英米文学特講Ⅴ B
 ［博士用］

日中鎮朗 秋期 BT1103

6時限
18:30～20:00 X0220

英語発音法Ａ
  《合同：国日》

髙橋豊美 春期 201 X0228 英語音声・応用研究Ａ 田嶋圭一 春期 BT・1108研

X0221
英語発音法Ｂ
  《合同：国日》

髙橋豊美 秋期 201 X0231 応用言語学・理論研究Ａ 熊澤孝昭 春期 302

X0229 英語音声・応用研究Ｂ 田嶋圭一 秋期 BT・1108研

X0232 応用言語学・理論研究Ｂ 熊澤孝昭 秋期 302

7時限
20:10～21:40

授業
コード

科目 担当
履修
期

教室
授業
コード

科目 担当
履修
期

教室
授業
コード

科目 担当
履修
期

教室

X0200 英文学思潮研究第二（文化研究）Ａ 若島正 春期 302 X0290 修士論文 専攻教員 年間 -

X0216 英語学特殊研究第二（英語リーディングの科学）Ａ 卯城祐司 春期 BT1103 X0299 博士論文 専攻教員 年間 - X0075 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0095 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0201 英文学思潮研究第二（文化研究）Ｂ 若島正 秋期 後日掲示 X0076 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0096 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0217 英語学特殊研究第二（英語リーディングの科学）Ｂ 卯城祐司 秋期 BT1103 X0077 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0097 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0078 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0098 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0079 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0099 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

他大学院で履修する単位互換科目

4/22（土）、6/3（土）、6/17（土）各1～4限、7/22（土）は1～3限 博士後期課程３年生は全員登録してください。

土月 火 水 木 金

12/24（日）3限、12/25（月）・12/27（水）各3～5限、12/26（火）・12/28（木）各2～5限

他大学院で履修する単位互換科目（２科目履修する場合）
※３科目以上履修する場合は大学院課にご相談ください。

英
文
学

10/7（土）、10/21（土）、11/25（土）各1～4限、12/16（土）は1～3限

集中・その他
（一部、通常科目も記載）

日程・注意事項など 日程・注意事項など 日程・注意事項など

8/28（月）3限、8/29（火）・8/31（木）各3～5限、8/30（水）・9/1（金）各2～5限 修士課程２年生は全員登録してください。


