
2017年度大学院時間割表　【人文科学研究科】哲学専攻 （１）
更新日： 2017年9月13日
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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 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 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

X0000 言語分析哲学研究Ⅰ－１ 中釜浩一 春期 703 X0004 形而上学研究Ⅰ－１ 齋藤元紀 春期 803 X0046
哲学フランス語研究 １
 ［外国語科目］

酒井健 春期 BT1007 X0030 近代フランス哲学史研究Ⅰ－１ 酒井健 春期 BT1007

X0052
◆言語分析哲学特殊講義１
 ［博士用］

中釜浩一 春期 703 X0005 形而上学研究Ⅰ－２ 齋藤元紀 秋期 803 X0047
哲学フランス語研究 ２
 ［外国語科目］

酒井健 秋期 BT1007 X0066
◆近代フランス哲学史特殊講義１
 ［博士用］

酒井健 春期 BT1007

X0238
Academic English (Effective Writing) Ａ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 春期 601 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

X0001 言語分析哲学研究Ⅰ－２ 中釜浩一 秋期 703 X0031 近代フランス哲学史研究Ⅰ－２ 酒井健 秋期 BT1007

X0053
◆言語分析哲学特殊講義２
 ［博士用］

中釜浩一 秋期 703 X0067
◆近代フランス哲学史特殊講義２
 ［博士用］

酒井健 秋期 BT1007

X0239
Academic English (Effective Writing) Ｂ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 秋期 601 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

X0034 超越論哲学研究Ⅰ－１ 牧野英二 春期 402B X0038 ヨーロッパ精神史研究Ⅰ－１ 半田勝彦 春期 703 X0010 近代倫理学史研究Ⅰ－１ 菅沢龍文 春期 80・605研 X0048
哲学基礎研究Ⅰ
  《合同：国日》

松井久 春期 603

X0068
◆超越論哲学特殊講義１
 ［博士用］

牧野英二 春期 402B X0240
Academic English (Oral Presentation) Ａ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 春期 601 X0056
◆近代倫理学史特殊講義１
 ［博士用］

菅沢龍文 春期 80・605研

X0035 超越論哲学研究Ⅰ－２ 牧野英二 秋期 402B 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 X0011 近代倫理学史研究Ⅰ－２ 菅沢龍文 秋期 80・605研

X0069
◆超越論哲学特殊講義２
 ［博士用］

牧野英二 秋期 402B X0039 ヨーロッパ精神史研究Ⅰ－２ 半田勝彦 秋期 703 X0057
◆近代倫理学史特殊講義２
 ［博士用］

菅沢龍文 秋期 80・605研

X0241
Academic English (Oral Presentation) Ｂ
 ［外国語・他専攻科目］

安部義治 秋期 601

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

X0028 近代西洋哲学研究Ⅰ－１ 古賀祥二郎 春期 801 X0024 比較思想研究Ⅰ－1 笠原賢介 春期 701 X0018 現代哲学研究Ⅰ－１ 財津理 春期 BT1103 X0014 実践哲学研究Ⅰ－１ 山口誠一 春期 BT1101 X0006 古代哲学史研究Ⅰ－１ 奥田和夫 春期 803

X0029 近代西洋哲学研究Ⅰ－２ 古賀祥二郎 秋期 801 X0064
◆比較思想特殊講義１
 ［博士用］

笠原賢介 春期 701 X0019 現代哲学研究Ⅰ－２ 財津理 秋期 BT1103 X0020 科学哲学研究Ⅰ－１ 安孫子信 春期 80・608研 X0032 近代フランス哲学史研究Ⅱ－１ 酒井健 春期 BT1102

X0025 比較思想研究Ⅰ－２ 笠原賢介 秋期 701 X0042 法哲学研究 １ 内藤淳 春期 BT1007 X0054
◆古代哲学史特殊講義１
 ［博士用］

奥田和夫 春期 803

X0065
◆比較思想特殊講義２
 ［博士用］

笠原賢介 秋期 701 X0058
◆実践哲学特殊講義１
 ［博士用］

山口誠一 春期 BT1101 X0386
外書講読Ⅰ
 ［外国語・他専攻科目］

池本今日子 春期 804

X0062
◆科学哲学特殊講義１
 ［博士用］

安孫子信 春期 80・608研 X0007 古代哲学史研究Ⅰ－２ 奥田和夫 秋期 803

X0070
◆法哲学特殊講義１
 ［博士用］

内藤淳 春期 BT1007 X0033 近代フランス哲学史研究Ⅱ－２ 酒井健 秋期 BT1102

X0015 実践哲学研究Ⅰ－２ 山口誠一 秋期 BT・2207研 X0055
◆古代哲学史特殊講義２
 ［博士用］

奥田和夫 秋期 803

X0021 科学哲学研究Ⅰ－２ 安孫子信 秋期 80・608研 X0387
外書講読Ⅱ
 ［外国語・他専攻科目］

池本今日子 秋期 804

X0043 法哲学研究 ２ 内藤淳 秋期 BT1007

X0059
◆実践哲学特殊講義２
 ［博士用］

山口誠一 秋期 BT・2207研

X0063
◆科学哲学特殊講義２
 ［博士用］

安孫子信 秋期 80・608研

X0071
◆法哲学特殊講義２
 ［博士用］

内藤淳 秋期 BT1007

X0040 ヨーロッパ精神史研究Ⅱ－１ 長谷川悦宏 春期 701 X0026
比較思想研究Ⅱ－１
  《合同：国日》

星野勉 春期 703 X0036 超越論哲学研究Ⅱ－１ 牧野英二 春期 80・607研 X0016 近代ドイツ哲学史研究Ⅰ－１ 星野勉 春期 701

X0050
◆哲学特殊研究１
 ［博士用］

牧野英二 春期 80・607研 X0044
哲学ドイツ語研究 １
 ［外国語科目］

笠原賢介 春期 701 X0037 超越論哲学研究Ⅱ－２ 鵜澤和彦 秋期 702 X0060
◆近代ドイツ哲学史特殊講義１
 ［博士用］

星野勉 春期 701

X0041 ヨーロッパ精神史研究Ⅱ－２ 長谷川悦宏 秋期 701 X0027
比較思想研究Ⅱ－２
  《合同：国日》

星野勉 秋期 703 X0017 近代ドイツ哲学史研究Ⅰ－２ 星野勉 秋期 701

X0051
◆哲学特殊研究２
 ［博士用］

牧野英二 秋期 80・607研 X0045
哲学ドイツ語研究 ２
 ［外国語科目］

笠原賢介 秋期 701 X0061
◆近代ドイツ哲学史特殊講義２
 ［博士用］

星野勉 秋期 701

X0012 近代倫理学史研究Ⅱ－１ 菅沢龍文 春期 80・605研 X0002 言語分析哲学研究Ⅱ－１ 中釜浩一 春期 703 X0008 古代哲学史研究Ⅱ－１ 奥田和夫 春期 803

X0022 科学哲学研究Ⅱ－１ 安孫子信 春期 BT1006 X0003 言語分析哲学研究Ⅱ－２ 中釜浩一 秋期 703 X0009 古代哲学史研究Ⅱ－２ 奥田和夫 秋期 803

X0013 近代倫理学史研究Ⅱ－２ 菅沢龍文 秋期 80・605研

X0023 科学哲学研究Ⅱ－２ 安孫子信 秋期 BT1006

7時限
20:10～21:40
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コード
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履修
期

教室
授業
コード

科目 担当
履修
期

教室
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科目 担当
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教室

X0049 哲学基礎研究Ⅱ《合同：国日》 柿並良佑 秋期 203 X0080 修士論文 専攻教員 年間 -

X0090 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 - - -

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 - - -

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 - - -

金 土

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

9/11（月）～9/13（水）は各2～5限。9/14（木）のみ2～4限。 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。

博士後期課程３年生は全員登録してください。

木

哲
学

月 火 水

5時限
16:50～18:20

1時限
9:30～11:00

2時限
11:10～１2:40

3時限
13:30～15:00

4時限
15:10～16:40

6時限
18:30～20:00


