
2018 年度 時間割表 

国際文化学部専門科目（自由科目除く） 
 

 

１ 時間割・教室等の変更について 

時間割や教室の変更が生じた場合は、国際文化学部の掲示板、学部 Web サイトでお知らせいたし

ます。なお、休講に関しては、掲示板、情報ポータルでお知らせいたします。 

 

２ 授業時間について 

2018年度より、授業時間が変わっていますのでご注意ください。 

 市ヶ谷キャンパス 

1時限 ０９：００－１０：４０ 

2時限 １０：５０－１２：３０ 

3時限 １３：１０－１４：５０ 

4時限 １５：００－１６：４０ 

5時限 １６：５０－１８：３０ 

 

３ 教室名称の見方について 

略称 校舎名 例   

ＢＴ ボアソナードタワー BT0508 ⇒ ボアソナードタワー ５階 ５０８教室 

５５ ５５年館 55-571 ⇒ ５５年館 ７階 ５７１教室 

５８ ５８年館 58-855 ⇒ ５８年館 ５階 ８５５教室 

Ｓ 外濠校舎 S407 ⇒ 外濠校舎 ４階 ４０７教室 

Ｆ 富士見坂校舎 F310 ⇒ 富士見坂校舎 ３階 ３１０教室 

Ｇ 富士見ゲート G403 ⇒ 富士見ゲート ４階  

 

４ 履修について 

履修登録の方法や各種手続きに関しては、履修ガイドを良く読んでください。 

 

５ その他 

本資料は配布しませんので、PDF にて確認してください。 



 

あ  秋 学 期  あ 

 



曜時 配当年次 科目名 教員名 教室

月2 1～4 情報システム概論 大嶋　良明 BT情実習E

月2 3～4 英語アプリケーション MARTIN John Bradshaw BT0606

月2 1～4 映像文化論 岡村　民夫 55‐551

月3 1～4 現代思想 森村　修 58‐860

月3 1～4 情報システム概論 櫻井　茂明 BT情実習E

月3 3～4 ロシア語アプリケーション 上野　理恵 BT0603

月3 3～4 演習 島野　智之 BT0907

月4 1～4 情報システム概論 櫻井　茂明 BT情実習E

月4 2～4 地域協力・統合 大中　一彌 S505

月4 3～4 演習 大嶋　良明 BT0704

月4 3～4 演習 衣笠　正晃 BT0608

月4 3～4 演習 大西　亮 BT0901

月5 1～4 平和学 華井　和代 G201

月5 1 中国語コミュニケーションⅠ ショウ　イクテイ F305

火1 1～4 言語文化概論 衣笠　正晃 55‐563

火1 3～4 英語圏の文化Ⅷ 齊藤　雄介 55‐573

火1 2～4 移民研究Ⅱ 髙栁　俊男 55‐561

火2 1～4 国際関係学概論Ⅱ 今泉　裕美子 BT0803

火2 3～4 データベース基礎 若林　啓 BT情実習E

火2 2～4 文化情報空間論 甲　洋介 BT0905

火2 3～4 カタルーニャの文化Ⅱ VILA V RAQUEL BT0502

火2 1～4 比較表象文化論 竹内　晶子 58‐867

火3 3～4 ドイツ語アプリケーション Schmidt　Ute S501

火3 1 朝鮮語コミュニケーションⅠ 富所　明秀 BT0802

火3 3～4 こころの科学 甲　洋介、森村　修 BT0610

火3 3～4 メディア表現ワークショップ２ 島田　雅彦 58‐869

火3 2～4 メディア表現ワークショップ３ 佐藤　好彦 BT情実習H

火3 3～4 カタルーニャの文化Ⅳ VILA V RAQUEL BT0804

火3 2～4 英語圏の文化Ⅱ MARK E FIELD BT0508

火4 1～4 メディア情報基礎 米倉　明男 BT情実習F

火4 3～4 スペイン語アプリケーション ガルシア　ルイス F310

火4 3～4 ネットワーク環境構築論 松浦　知史 BT情実習E

火5 1～4 メディア情報基礎 米倉　明男 BT情実習F

火5 3～4 朝鮮語アプリケーション 神谷　丹路 BT0802

水1 1 英語コミュニケーションⅠ ANDREW　JONES BT0507

水1 1 英語コミュニケーションⅠ ジョナサン・エイブル S302

水1 1 英語コミュニケーションⅠ ラスカイル　L.ハウザー F507

水1 1 ロシア語コミュニケーションⅠ NADIYA KOBERNYK BT0903

水2 1～4 メディアと社会 中臺　久和巨 S305

水2 1～4 身体表象論 深谷　公宣 55‐562

水2 1～4 メディア情報基礎 甲　洋介 BT情実習F

水2 1 英語コミュニケーションⅠ ANDREW　JONES BT0507

水2 1 英語コミュニケーションⅠ ジョナサン・エイブル S302

水2 1 英語コミュニケーションⅠ MARK E FIELD BT0504

水2 1 英語コミュニケーションⅠ ラスカイル　L.ハウザー F507

水2 3～4 中国語アプリケーション 曽　士才 BT0602

水3 1～4 Philosophy-Public Sphere 石田　安実 BT0502

水3 1～4 情報システム概論 中村　文隆 BT情実習E

水3 1～4 メディア情報基礎 甲　洋介 BT情実習F

水3 3～4 英語アプリケーション ANDREW　JONES BT0503

水3 2～4 パフォーマンス・スタディーズ 森村　修 F301

水3 2～4 現代美術論 小澤　慶介 58‐869

水3 1～4 フランス語圏の文化Ⅲ PHILIPPE JORDY BT0308
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https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810705&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810745&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810807&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810693&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810705&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810765&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804987&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810705&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810857&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804983&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805000&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805003&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810700&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810766&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810691&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810848&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810854&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810698&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810713&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810797&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810838&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810811&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810753&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810780&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810791&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810805&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810806&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810840&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810842&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810706&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810779&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810796&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810706&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810785&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810717&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810719&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810722&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810761&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810689&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810690&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810706&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810718&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810720&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810721&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810723&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810769&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810696&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810705&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810706&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810743&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810813&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810814&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810833&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG


曜時 配当年次 科目名 教員名 教室

水3 3～4 宗教社会論Ⅱ 佐々木　一惠 S205

水4 1～4 情報システム概論 中村　文隆 BT情実習E

水4 3～4 英語アプリケーション リービ　英雄 S402

水4 1 スペイン語コミュニケーションⅠ ガルシア　ルイス F302

水4 3～4 ハイパーテクスト論 川村　たつる 55‐553

水4 3～4 演習 佐藤　好彦 BT0610

水4 3～4 演習 島田　雅彦 BT0507

水4 3～4 演習 深谷　公宣 BT0905

水3 3～4 演習 栩木　玲子 S302

水3 3～4 演習 大中　一彌 BT0902

水4 3～4 演習 曽　士才 S404

水5 1～4 ネット文化論 神戸　雅一 S406

水5 3～4 フランス語アプリケーション コリンヌ　ヴァリエンヌ BT0508

水5 3～4 演習 重定　如彦 BT0704

水5 3～4 演習 森村　修 BT0901

水5 3～4 演習 岩川　ありさ S402

水5 3～4 演習 前川　裕 S303

水5 3～4 演習 佐々木　一惠 S501

水5 3～4 演習 中島　成久 S503

水5 3～4 演習 華井　和代 BT0805

木1 1～4 異文化間コミュニケーション 江村　裕文 BT1204

木1 2～4 中国の文化Ⅷ 張　文菁 BT0906

木2 3～4 映像と文学 林　志津江 58‐857

木2 2～4 中国の文化Ⅴ 渡辺　昭太 BT0906

木3 3～4 英語アプリケーション MARK E FIELD BT0705

木3 3～4 情報デザイン 中沢　しのぶ BT情実習H

木3 2～4 アジアの伝統芸能 岩田　和子 G201

木3 3～4 実践翻訳技法 リービ　英雄 55‐571

木3 1～4 ApproachesTransnationHist 佐々木　一惠 S303

木3 3～4 演習 廣松　勲 BT0506

木4 3～4 朝鮮語アプリケーション 梁　禮先 F502

木4 3～4 情報アプリケーションⅠ 重定　如彦 BT情実習F

木4 2～4 世界の中の日本語 リービ　英雄 G503

木3 3～4 演習 甲　洋介 BT0704

木4 3～4 演習 岡村　民夫 BT0502

木4 3～4 演習 八木　君人 BT0501

木4 3～4 演習 髙栁　俊男 BT1006

木5 1 フランス語コミュニケーションⅠ カレンス　フィリップ F309

木5 1～4 北米文化論（ケベック講座） 廣松　勲 G602

木5 1～4 他者イメージ論 中島　成久 G201

木5 3～4 演習 林　志津江 BT0608

木5 3～4 演習 リービ　英雄 BT0602

木5 3～4 演習 今泉　裕美子 BT0906

金2 1～4 ディジタル情報学概論 重定　如彦 BT0705

金2 3～4 フランス語アプリケーション PHILIPPE JORDY BT0308

金2 3～4 中国語アプリケーション 渡辺　昭太 BT0702

金2 3～4 スペイン語アプリケーション ガルシア　ルイス F306

金2 3～4 情報アプリケーションⅡ 大嶋　良明 BT情実習H

金2 1～4 国際関係研究２ 東　智美 58‐878B

金2 1～4 地域紛争とエスニシティ 中島　成久 G401

金3 2～4 メディア表現法 大嶋　良明 BT情実習E

金3 3～4 英語アプリケーション ラスカイル　L.ハウザー S304

金3 2～4 情報セキュリティとプライバシー 佐藤　雅明 BT情実習G
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https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810851&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810705&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810746&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810773&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810799&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804989&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804991&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804992&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805004&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805008&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805011&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810685&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810760&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804985&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804988&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1806275&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805005&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805010&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805013&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805014&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810695&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810826&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810808&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810823&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810744&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810802&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810829&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810819&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810858&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804995&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810784&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810789&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810816&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804984&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804990&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805002&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805012&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810754&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1820744&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810850&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804996&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805006&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805007&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810680&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810758&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810770&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810778&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810790&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810853&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810855&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810709&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810747&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810794&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG


曜時 配当年次 科目名 教員名 教室

金3 2～4 バイオインフォマティクス 島野　智之、川上　裕司、黒沼　真由美、宮沢　佳恵 BT情実習H

金3 1～4 中国の文化Ⅱ 曽　士才 55‐573

金3 3～4 スペイン語圏の文化Ⅱ 佐々木　直美 BT1005

金3 2～4 英語圏の文化Ⅳ 須藤　祐二 S505

金3 2～4 英語圏の文化Ⅴ 宇治谷　義英 58‐860

金3 1～4 異文化適応論 浅川　希洋志 S205

金4 1～4 メディア情報基礎 大嶋　良明 BT情実習E

金4 1～4 言語の理論Ⅱ 川﨑　貴子 G602

金4 3～4 演習 佐藤　雅明 BT0704

金4 3～4 演習 鈴木　靖 BT情実習H

金4 3～4 演習 竹内　晶子 BT0907

金4 3～4 演習 粟飯原　文子 BT0604

金4 3～4 演習 佐々木　直美 BT0901

金4 3～4 演習 熊田　泰章 BT0903

金5 1～4 メディア情報基礎 大嶋　良明 BT情実習E

金5 3～4 演習 江村　裕文 BT0504

土1 1～4 宗教社会論Ⅰ 高堂　晃壽 S407

土2 1 ドイツ語コミュニケーションⅠ Annette　Gruber BT0705

土3 3～4 コミックス論 野田　謙介 S306

Page.3

https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810795&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810821&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810836&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810844&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810845&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810704&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810706&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1826397&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804986&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804993&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804994&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804999&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805001&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1805009&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810706&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1804998&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1826396&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810748&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=1810810&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部&gakubueng=AG

