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4L001 東洋史特殊講義（b） 3L429 ドイツ語学演習 シェレター 対面 ※ 3L442 韓国語 朴 対面 ※ 3L459 人文学基礎・心理学 喜多 他 対面 ●

4L002 東洋史（b） 4L075 西洋史演習（b） 高田 他 対面 ● 3L443 地域歴史遺産保全活用基礎論Ｂ 古市 遠隔（ﾘ・ｵ） 3L460 人文学基礎・芸術学 大橋 遠隔・対面 ※

4L003 東洋近世近代史（b） 4L076 東洋史演習（b） 伊藤 対面 ※ 4L107 東洋史特殊講義（b） 4L149 国語学特殊講義（b）

3L401 現代思想演習 3L430 フランス文学演習 ベレック 遠隔（リ） 4L108 東洋史（b） 4L150 音声言語（b）

3L402 外書講読 4L109 東洋古代中世史（b）

4L006 西洋史特殊講義（b） 3L444 歴史地理学 藤田 遠隔（オ）

4L007 西洋古代中世史（b） 4L111 哲学演習（b） 松田 対面 ※

4L008 西洋史（b） 4L113 西洋史特殊講義（b）

4L010 ◆ 博物館資料保存論（b） 菊地 遠隔（オ） ◎ 4L114 西洋史（b）

4L115 英会話（b） ピーター 遠隔 ※

4L011 東洋史特殊講義（b） 4L034 イギリス文学特殊講義（b） 3L431 人文学基礎・英米文学 芦津 他 対面 ※ 3L446 人文学基礎・中国文学 早川 対面 ※ 3L461 人文学基礎・日本史学 古市 他 対面 ※

4L012 東洋史（b） 4L035 比較文化（b） 3L432 人文学基礎・美術史学 宮下 対面 ※ 3L447 比較文学特殊講義 中畑 遠隔（リ） ※ 4L152 日本史演習（b） 吉川 対面

4L013 東洋近世近代史（b） 3L411 ドイツ文学演習 久山 遠隔（リ） ※ 4L080 東洋史演習（b） 緒形 他 対面 ● 4L118 社会学演習（b） 白鳥 対面 ● 3L462 心理統計Ⅰ 行廣 遠隔（オ） ●

4L014 イギリス文学演習（b） 芦津 対面 ● 4L037 東洋史演習（b） 真下 対面 ※ 4L081 倫理学演習（b） 4L119 日本史特殊講義（b） 4L154 東洋史演習（b） 村井 他 遠隔（リ） ※

4L015 自然地理学（b） 4L038 西洋史演習（b） 佐藤 対面 ※ 4L082 哲学演習（b） 4L120 日本史（b） 4L155 英語学特殊講義（b） クイン 遠隔（リ） ※

3L403 環境人文学講義Ⅱ 4L040 哲学演習（b） 3L433 言語学演習 岸本 他 対面 ● 4L121 日本古代中世史（b） 3L463 人文学基礎・言語学 澤田 遠隔（リ） ※

4L209 倫理学特殊講義（b） 安倍 遠隔（リ） ※ 3L413 外書講読 3L481 ドイツ文学特殊講義 増本 遠隔（リ） ※ 4L122 東洋史演習（b） 伊藤 遠隔（リ） 3L464 ドイツ文学演習 久山 他 遠隔・対面 ●

3L414 4L085 国文学演習（b） 有澤 対面 ※ 3L448 芸術学演習 大橋 遠隔・対面 ● 4L158 イギリス文学演習（b）

4L043 英語学演習（b） クイン 遠隔（リ） ※ 4L086 日本史演習（b） 市澤 他 対面 ● 4L124 英作文（b） ピーター 遠隔 ※ 3L465 グローバル人文学専門英語（2020年度生）

4L208 社会学特殊講義（b） 岡崎 遠隔（リ） ※ 4L087 地理学演習Ⅱ（b） 藤田 他 遠隔（リ） ● 4L125 地誌（b） 4L160 西洋哲学史演習（b）

4L221 日本史特殊講義（b） 3L434 中国文学特殊講義 濱田 遠隔（リ） ※ 4L126 地理学特殊講義（b） 3L466 外書講読

4L222 日本史（b） 4L089 心理学特殊講義（b） 柳澤 遠隔（リ） ※ 4L127 西洋史演習（b） 小山 対面 ※ 3L467 人文学基礎・フランス文学 中畑 遠隔・対面 ※

4L223 日本近世近代史（b） 3L435 芸術学特殊講義 3L449 言語学特殊講義 4L163 西洋史特殊講義（b）

3L436 芸術学概論 4L129 英語学特殊講義（b） 4L164 西洋近世近代史（b）

4L102 社会学特殊講義（b） 津田 対面 ※ 4L214 アメリカ文学特殊講義（b） 4L165 西洋史（b）

4L215 アメリカ文学史（b） 3L468 西洋古典語 <ラテン語> 高田 対面 ※

4L017 ◆ 博物館概論（b） 橋本 遠隔（オ） ◎ 3L415 人文学基礎・社会学 酒井 対面 ※ 3L437 中国文学史 3L450 人文学基礎・東洋史学 緒形 他 対面 ※ 3L469 人文学基礎・ドイツ文学 久山 他 対面 ※

4L031 日本史演習（b） 奥村 他 対面 ※ 4L045 心理学概論（b） 喜多 遠隔（オ） ※ 3L438 中国文学特殊講義 4L131 哲学演習（b） 4L168 社会学演習（b） 平井 対面 ●

3L404 中国文学演習 濱田 対面 ※ 4L046 西洋美術史（b） 3L451 外書購読

3L416 美術史特殊講義 3L452 中国文学演習 夏 遠隔（リ）・対面 ※ 4L170 日本史演習（b） 市澤 対面 ※

4L048 哲学演習（b） 3L453 芸術学演習 3L470 人文学基礎・地理学 原口 遠隔（リ） ※

3L417 外書講読 3L454 グローバル人文学専門英語(2020年度生) 3L471 外書講読

4L023 社会学特殊講義（b） 4L050 日本史演習（b） 市澤 対面 ● 4L136 アメリカ文学演習（b） 山本 対面 ● 4L173 哲学演習（b）

4L024 社会人類学（b） 3L418 人文学基礎・西洋史 佐藤 対面 ※ 3L455 言語学演習 澤田 遠隔（リ） ● 3L472 グローバル人文学専門英語（2020年度生）

3L405 質的調査法 4L052 東洋史演習（b） 4L138 社会学演習（b） 佐々木 遠隔（リ） ● 4L175 西洋史演習（b） 高田 対面 ※

4L210 倫理学演習（b） 3L419 グローバル人文学専門英語（2020年度生） 4L196 日本美術史（b） 4L176 心理学演習（b）

3L484 外書講読 3L420 人文学基礎・哲学 中 対面 ※ 3L482 美術史特殊講義 3L473 グローバル人文学専門英語（2020年度生）

4L213 国文学特殊講義（b） 劉 遠隔（リ） ※ 4L055 国文学特殊講義（b） 3L483 比較造形文化論 4L178 地理学演習Ⅰ（b） 藤田 対面 ●

4L056 国文学概論（b） 4L217 社会学史（b） 梅村 遠隔（リ） ※ 4L179 東洋史演習（b） 緒形 対面 ※

3L421 言語学演習 4L219 考古学（b） 3L490 中国文学特殊講義

4L058 英語学演習（b） 4L098 哲学演習（b） 加藤 他 対面 ● 4L009 文化財学（b） 4L228 漢文学（b）

4L059 地域環境学（b） 原口 遠隔（リ） ※ 4L099 イギリス文学演習（b）

4L212 倫理学演習（b） 安倍 対面 ※ 4L100 アメリカ文学演習（b）

3L406 心理学初級実験実習Ⅰ 喜多 他 対面 ● 4L216 アメリカ文学演習（b） 平川 対面 ● 3L439 フランス文学演習 中畑 遠隔・対面 ● 3L474

3L489 中国文学演習 早川 対面 ※ 3L475

3L407 人文学基礎・国文学 樋口 遠隔（リ） ※ 4L060 国語学演習（b） 石山 対面 ※ 3L440 中国語学演習 夏 遠隔（リ）・対面 ※ 4L139 日本史演習（b） 古市 対面 ※

4L028 ◆ 博物館教育論（b） 坂江 遠隔（オ） ◎ 4L061 哲学特殊講義（b） 新川 遠隔（リ） 3L488 白鳥 他 遠隔・対面 4L140 科学哲学・科学思想史演習（b） 新川 対面 ※ 4L183 地理学実習Ⅰ（b） 原口 対面 ●

3L408 応用倫理学講義 松田 他 遠隔（リ） 4L062 西洋史演習（b） 藤澤 対面 ※ 4L199 国語学特殊講義（b） 4L141 アメリカ文学特殊講義（b） 山本 遠隔（リ） ※ 3L476 フランス文学演習 中畑 遠隔・対面 ※

3L409 社会調査演習Ⅰ 佐々木 他 遠隔（リ） ● 3L422 フランス語学特殊講義 ベレック 遠隔（リ） 4L200 文章表現（b） 3L456 音声学演習 田中 対面 ● 4L185 日本史特殊講義（b） 市澤 対面 ※

4L064 社会学演習（b） 酒井 遠隔・対面 ● 3L412 日本美術史演習 3L477 ドイツ文学特殊講義 久山 遠隔（リ）

3L410 日本社会文化論演習 齋藤 遠隔（オ） ※ 3L423 西洋美術史演習 宮下 対面 ● 3L445 アジア美術史演習 3L457 比較現代日本論特殊講義 イリス 遠隔（リ） 4L187 東洋史演習（b） 真下 対面 ※

4L033 イギリス文学特殊講義（b） 芦津 遠隔（リ） ※ 4L066 哲学演習（b） 茶谷 対面 ※ 3L492 芸術学各論 深澤 遠隔（リ） ※ 4L145 国文学演習（b） 梶尾 遠隔・対面 ※ 4L188 国文学演習（b） 樋口 対面 ※

4L143 東洋史演習（b） 真下 対面 ※ 3L424 中国文学演習 濱田 他 対面 ● 4L220 景観文化財学（b） 菊地 遠隔（リ） ※ 3L478 日本社会文化論特殊講義

4L068 心理学演習（b） 喜多 他 対面 ● 3L479 比較現代日本論特殊講義

3L425 言語学特殊講義 岸本 遠隔（リ） 4L195 東洋史演習（b） 村井 遠隔（リ） ※

3L426 芸術学特殊講義

3L427 メディア創造論

3L428 グローバル人文学特殊講義(2020年度生) イリス 遠隔（リ） ※

4L194 東洋史特殊講義（b） 村井 遠隔（リ） ※

4L218 社会学演習（b） 梅村 対面 ●

4L300 フランス文学演習 山本 対面 ● 3L480 作品分析実習 大橋 他 遠隔・対面 ●

3L486 グローバル英語力強化演習Ⅱ 塚田 遠隔（リ） ※ 3L493 日本社会文化論演習 林 遠隔（リ） 3L458 西洋古典語 <ギリシア語> 佐藤 対面 ※

4L207 書道実技（b） 長谷川 遠隔

3L206 齋賀 対面 ◇

3L225/4L225 塚田 遠隔 ※

3L233/4L233 澤崎 遠隔 ※

3L494 合田 遠隔 ※

3L235/4L235 町田 遠隔 ※

（注１）　集中講義も履修登録期間中にうりぼーネットで履修登録してください。

（注２）　文学部専門科目の集中講義日程は、確定次第、文学部事務室前の掲示板にてお知らせします。

（注３）　万一、集中講義日程が他の履修科目と重複する場合は、どちらか一方しか履修できません。

履修登録期間後に集中講義日程が発表され、他の科目と日程が重複した場合は、履修取消期間中に

一方の履修を取り消してください。

フランス文学特殊講義 別途周知

日本史特殊講義(a)/(b) 別途周知

(b)/(b)セットで履修登録すること

国語科教育論Ａ 10/16、11/13、27、12/11、1/22　各日1-3限
◎１クォーターのみの履修は認めません。必ず(a）(b）セットで履修してください。
※履修する科目（集中講義を含む。）をうりぼーネットで履修登録した後、PDF出力し、「履修科目一
覧」を印刷のうえ、10月14日（木）17時までに教務学生係前のピンクのボックスに提出すること。
持参できない場合は、メールで提出すること。 【メールアドレス：gakusei@lit.kobe-u.ac.jp 】

※履修取消する場合は履修取消期間中にうりぼーネットから各自で取り消すこと。
◎第３Qで（a）を履修取消した場合は、必ず第４Qの履修取消期間に（b）を取消すこと。
　第４Qで（b）を履修取消する場合に第３Qの（a）を履修取消していない場合は教務学生係へ申し出る
こと。

アメリカ文学特殊講義(a)/(b) 別途周知

哲学特殊講義(a)/(b) 12/28, 12/29, 1/5, 1/6

※ 別途周知

3L487 ＥＳＤ演習Ⅱ（環境人文学） 対面藤田
日程は履修希望者に集合してもらい決定す
る。

履修
制限

日程 ≪履修関係日程≫
 ・抽選登録期間　　9月9日(木）15:00～13日（月）17:00 (第3Ｑ･4Ｑ)
 ・後期授業開始　　10月1日（金）～
 ・履修登録期間　　9月27日（月）9:00～10月14日（木）17:00 (第3Ｑ･4Ｑとも)
 ・履修取消期間　　第3Ｑ　10月15日（金）～21日（木）23:59
　　　　　　　　　　　  第4Ｑ　12月16日（木）～22日（水）23:59

※時間割は変更になる可能性がありますので、文学部事務室前の掲示板にて確認してください。

遠隔受講用のアクセスポイントと、昼食用のスペースを、それぞれ設置予定です。
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中
 

講
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申請
コード

科目名 教員 授業形態 教室

3L485 地域歴史遺産保全活用演習Ｂ 市澤 対面

４・５限連続　　 ４・５限連続

5時限
17:00
～

18:30

5時限
17:00
～

18:30

4時限
15:10
～

16:40

4時限
15:10
～

16:40

グローバル化の中の現代日本の食・酒・社会

住田

齋藤 遠隔(ｵ)・対面 ※

長坂 遠隔（リ） ※

遠隔（リ） ※

増記 遠隔 ※

＜３限＞ 美術史調査法
宮下 対面 ※

＜４限＞ 美術史資料演習

芦津 他 対面 ●
3・4限連続 3・4限連続（※履修登録は3限、4限別々に行うこと。）

遠隔（リ） ※ 早川 遠隔（リ）岸本 対面 ●
隔週　３・４限連続

菊地 他

※
野口 対面 ※安倍 対面 ※

五十嵐 遠隔（リ）

有澤 遠隔（リ）

※

佐々木 遠隔（リ） ※

真下 対面 ※

川野 他 対面 ●

茶谷 対面

宮下 対面 ※

加藤 対面 ※

3時限
13:20
～

14:50

夏 遠隔（リ） ※

3時限
13:20
～

14:50

新川 対面 ※

※

平川 遠隔（オ） ※

田中 遠隔（リ）
小山 遠隔（オ）

※

吉川 遠隔（ﾘ・ｵ）

大橋 遠隔（リ） ※

大住 対面 ※

大石 遠隔（オ） ※ 加藤 対面

※
福島 遠隔（オ） ※

松田 対面 ※
グローバル人文学専門英語（2020年度生）

※

2時限
10:40
～

12:10

中 対面 ※
古市 遠隔（ﾘ・ｵ）

遠隔（リ） ※

2時限
10:40
～

12:10

緒形 遠隔（オ） ※
大住 遠隔（リ）

中 遠隔（リ） ※

高田 遠隔（リ） ※

1時限
8:50
～

10:20

伊藤 遠隔（オ） ※
石山 遠隔（リ） ※

藤澤

科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

1時限
8:50
～

10:20

今松 遠隔（リ）

授業形態はシラバス及びBEEFと併せて確認し
てください。

文学部
②

月 火 水 木 金

令和３年度（第２学年） ４Ｑ  授業時間割表


