
2018年度大学院時間割表　【人文科学研究科】心理学専攻 （８）
更新日： 2018年4月12日
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１時限
X0531 臨床心理特論
 中村玲子 春期 BT1101 X0534 人格心理特論
 大森美香 春期 BT1101 X0506 心理学研究法演習Ⅰ
 福田由紀 春期 BT1101 X0560

◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

福田由紀 春期 BT1104 X1048
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 X0522 社会心理特論
 越智啓太 春期 BT1101

X1047
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 X0539 生徒指導特論
 小澤真 秋期 BT1101 X1051
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 X0561
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

福田由紀 秋期 BT1104 X1050
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 X0525 犯罪心理特論
 越智啓太 秋期 BT1101

X0524 教育心理特論
 平山祐一郎 秋期 BT1101 X0507 心理学研究法演習Ⅱ
 福田由紀 秋期 BT1101

X1049
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 X1053

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

２時限
X0535 言語心理特論
 福田由紀 春期 BT1103 X0264

Academic English (Effective Writing) Ａ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 春期 601 X0500 心理学研究法演習Ⅰ
 吉村浩一 春期 80・621研 X0056
哲学フランス語研究 １
 ［外国語・他専攻科目］

酒井健 春期 BT1007 X0508 心理学研究法演習Ⅰ
 島宗理 春期 富・6Ｆ9号研 X0510 心理学研究法演習Ⅰ 越智啓太 春期 BT1101

X0523 読書心理特論
 平山祐一郎 秋期 BT1101 X0502 心理学研究法演習Ⅰ
 高橋敏治 春期 BT・1109研 X0521
音声言語科学特論
  《合同：英文》

田嶋圭一 春期 BT1002 X0529 精神生理特論
 高橋敏治 春期 BT1103 X1052
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 X0511 心理学研究法演習Ⅱ
 越智啓太 秋期 BT1101

X0265
Academic English (Effective Writing) Ｂ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 秋期 601 X0579
◆精神生理学特殊講義
 ［博士用］

高橋敏治 春期 BT1104 X0570
◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

田嶋圭一 春期 BT・1108研 X0509 心理学研究法演習Ⅱ
 島宗理 秋期 富・6Ｆ9号研

X0503 心理学研究法演習Ⅱ
 高橋敏治 秋期 BT・1109研 X0501 心理学研究法演習Ⅱ
 吉村浩一 秋期 80・621研 X0057
哲学フランス語研究 ２
 ［外国語・他専攻科目］

酒井健 秋期 BT1007 X1054
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

X0528
音声言語科学演習
  《合同：英文》

田嶋圭一 秋期 BT1002 X0536 精神保健特論
 高橋敏治 秋期 BT1103

X0571
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

田嶋圭一 秋期 BT・1108研

３時限
X0544 スポーツ心理特論
 荒井弘和 春期 BT1102 X0266

Academic English (Oral Presentation) Ａ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 春期 601 X0514 心理学研究法演習Ⅰ
 田嶋圭一 春期 BT・1108研 X0520 学習心理特論
 藤田哲也 春期 BT1104

X0546 心理研究法特論
 吉村浩一 春期 80・621研 X0572
◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

吉村浩一 春期 80・621研 X0526 学習指導特論
 藤田哲也 秋期 BT1104

X1045
日本語論文作成実習Ⅰ
 ［外国語・他専攻科目］

山中玲子 春期 BT1006 X0515 心理学研究法演習Ⅱ
 田嶋圭一 秋期 BT・1108研

X0267
Academic English (Oral Presentation) Ｂ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 秋期 601 X0573
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

吉村浩一 秋期 80・621研

X0527 知覚運動論演習
 吉村浩一 秋期 80・621研

X1046
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

４時限
X0545 健康心理特論
 荒井弘和 春期 BT1102 X0538 発達行動特論
 島宗理 春期 富・6F9号研 X0530 認知学習過程演習
 藤田哲也 春期 BT1104 X0512 心理学研究法演習Ⅰ
 藤田哲也 春期 BT1104

X0540 言語心理演習
 福田由紀 秋期 BT1103 X0574
◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

荒井弘和 春期 80・817研 X0581
◆言語心理学特殊講義
 ［博士用］

福田由紀 秋期 BT0902 X0513 心理学研究法演習Ⅱ
 藤田哲也 秋期 BT1104

X0575
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

荒井弘和 秋期 80・817研

５時限
X0542 心理教育アセスメント特論
 杉山崇 秋期 BT1103 X0054

哲学ドイツ語研究 １
 ［外国語・他専攻科目］

笠原賢介 春期 701 X0547 応用心理統計Ⅰ
 山際勇一郎 春期
BT5F
情報実習室C

X0576
◆大学教員心理学基礎講座
 ［博士用］

藤田哲也 春期 BT1104 X0564
◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

藤田哲也 春期 BT1104 X0388
外書講読Ⅰ
 ［外国語・他専攻科目］

池本今日子 春期 402B

X0516 心理学研究法演習Ⅰ
 荒井弘和 春期 80・817研 X0548 応用心理統計Ⅱ
 山際勇一郎 秋期
BT5F
情報実習室C

X0568
◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

越智啓太 春期 BT1101 X0389
外書講読Ⅱ
 ［外国語・他専攻科目］

池本今日子 秋期 402B

X0562
◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

島宗理 春期 富・6F9号研 X0565
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

藤田哲也 秋期 BT1104

X0055
哲学ドイツ語研究 ２
 ［外国語・他専攻科目］

笠原賢介 秋期 701 X0569
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

越智啓太 秋期 BT1101

X0517 心理学研究法演習Ⅱ
 荒井弘和 秋期 80・817研

X0563
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

島宗理 秋期 富・6F9号研

６時限
X0566

◆心理学特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

高橋敏治 春期 BT1101

X0567
◆心理学特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

高橋敏治 秋期 BT1101

７時限
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教室

X0543 心理教育アセスメント演習 熊　仁美 春期 後日掲示 X0598 修士論文 専攻教員 年間 -

X0532 発達心理特論 中井　大介 秋期 後日掲示 X0599 博士論文 専攻教員 年間 - X0066 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0094 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0533 障害児心理特論 奥田　健次 秋期 後日掲示 X0067 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0095 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0537 学校カウンセリング演習 榎本　淳子 秋期 後日掲示 X0068 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0096 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0577
◆心理学英語論文作成指導
 ［博士用］

田嶋　圭一 秋期 後日掲示 X0069 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0097 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0070 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0098 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

心
理

9/4（火）：1～5限、9/5（水）：1～5限、9/6（木）：1～4限

集中・その他
（一部、通常科目も記載）

日程・注意事項など

金 土月 火 水 木

1/16（水）：2～6限、1/17（木）：2～6限、1/18（金）：2～5限

1/31（木）～2/2（土）

日程・注意事項など 日程・注意事項など

8/1（水）～8/3（金）詳細スケジュールは後日掲示します。 修士課程２年生は全員登録してください。 他大学院で履修する単位互換科目
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。

9/7（金）：2～6限、9/8（土）：2～6限、9/9（日）：2～5限 博士後期課程３年生は全員登録してください。


