
2020年度大学院時間割表　【人文科学研究科】地理学専攻 他専攻や学部と合同で行う授業があります。詳細は大学院HPまたはWeｂ掲示板（ともに4月より公開予定）の履修案内に掲載している「授業科目担当者一覧」をご覧ください。
更新日：2020年3月16日
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科目 担当 履修期 教室

1時限
8:50～10:30 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 X0448
◆地理学特別演習I
 ［博士用］

前杢英明 春期 BT・1211研

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 X0449
◆地理学特別演習II
 ［博士用］

前杢英明 秋期 BT・1211研

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

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

2時限
10:40～１2:20 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 X0264

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

安部義治 春期 601 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 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 X0428 文化地理学研究Ⅰ 中俣均 春期 BT0905

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

安部義治 秋期 601 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 X0429 文化地理学研究Ⅱ 中俣均 秋期 BT0905

3時限
13:00～14:40

X0436 空間構成論研究Ⅰ 山本健兒 春期 702 X0414 自然地理学文献講読Ⅰ 山口隆子 春期 BT・1209研 X0442 人文地理学文献講読Ⅰ 片岡義晴 春期 未定 X0416 地理情報システム研究Ⅰ 中山大地 春期 BT0907 X0430 文化地理学演習Ⅰ 中俣均 春期 BT0905

X0437 空間構成論研究Ⅱ 山本健兒 秋期 702 X0415 自然地理学文献講読Ⅱ 山口隆子 秋期 BT・1209研 X0443 人文地理学文献講読Ⅱ 片岡義晴 秋期 未定 X0417 地理情報システム研究Ⅱ 中山大地 秋期 BT1003 X0431 文化地理学演習Ⅱ 中俣均 秋期 BT0905

X0432 地域社会論研究Ⅰ 片岡義晴 春期 未定 X0388
外書講読Ⅰ
［外国語・他専攻科目］

池本今日子 春期 402B

X0433 地域社会論研究Ⅱ 片岡義晴 秋期 未定 X0389
外書講読Ⅱ
［外国語・他専攻科目］

池本今日子 秋期 402B

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
BT23Ｆ
能研会議室

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
BT23Ｆ
能研会議室

X0266
Academic English (Oral
Presentation) Ａ
［外国語・他専攻科目］

安部義治 春期 601

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

安部義治 秋期 601

4時限
15:00～16:40 X0412 第四紀学研究Ⅰ 藁谷哲也 春期 401 X0434 地域社会論演習Ⅰ 片岡義晴 春期 未定 X0404 気候学研究Ⅰ 山口隆子 春期 未定 X0422 人文地理学演習Ⅰ 伊藤達也 春期 203

X0413 第四紀学研究Ⅱ 藁谷哲也 秋期 401 X0435 地域社会論演習Ⅱ 片岡義晴 秋期 未定 X0405 気候学研究Ⅱ 山口隆子 秋期 未定 X0423 人文地理学演習Ⅱ 伊藤達也 秋期 203

X0438 歴史地理学研究Ⅰ 米家志乃布 春期 BT1002 X0426 社会経済地理学演習Ⅰ 小原丈明 春期 501

X0439 歴史地理学研究Ⅱ 米家志乃布 秋期 BT1002 X0427 社会経済地理学演習Ⅱ 小原丈明 秋期 501

5時限
16:50～18:30 X0418 自然地理学特殊講義Ⅰ 澤柿教伸 春期 BT1103 X0406 気候学演習Ⅰ 山口隆子 春期 BT1004 X0400 地形学研究Ⅰ 前杢英明 春期 BT1101 X0420 人文地理学研究Ⅰ 伊藤達也 春期 203

X0407 気候学演習Ⅱ 山口隆子 秋期 BT1004 X0401 地形学研究Ⅱ 前杢英明 秋期 BT1101 X0421 人文地理学研究Ⅱ 伊藤達也 秋期 203

X0424 社会経済地理学研究Ⅰ 小原丈明 春期 BT1001 X0440 歴史地理学演習Ⅰ 米家志乃布 春期 BT1007 X0450
◆地理学特別演習Ⅰ
 ［博士用］

小原丈明 春期 703

X0425 社会経済地理学研究Ⅱ 小原丈明 秋期 BT1001 X0441 歴史地理学演習Ⅱ 米家志乃布 秋期 BT1007 X0451
◆地理学特別演習Ⅱ
 ［博士用］

小原丈明 秋期 703

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

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

6時限
18:35～20:15 X0408 水文学研究Ⅰ 小寺浩二 春期 BT0702 X0402 地形学演習Ⅰ 前杢英明 春期 BT1101

X0409 水文学研究Ⅱ 小寺浩二 秋期 BT0702 X0403 地形学演習Ⅱ 前杢英明 秋期 BT1101

X0410 水文学演習Ⅰ 小寺浩二 春期 BT0902

X0411 水文学演習Ⅱ 小寺浩二 秋期 BT0902

7時限
20:20～22:00

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

X0419 自然地理学特殊講義Ⅱ 知北和久 春期 後日掲示 X0498 修士論文 専攻教員 年間 -

X0499 博士論文 専攻教員 年間 - X0006 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0025 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0446 地理学現地研究Ⅰ 専攻専任教員 年間 ― X0007 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0026 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0447 地理学現地研究Ⅱ 専攻専任教員 年間 ― X0022 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0027 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0023 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0036 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0024 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0037 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

地
理
学

金

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

後日掲示 修士課程２年生は全員登録してください。

―

月 火 水 木

他大学院で履修する単位互換科目

博士後期課程３年生は全員登録してください。

―

土

日程・注意事項など

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。


