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3L501 文化社会学演習(a) 3L627 国語学演習Ⅱ（ａ） 石山 対面 ※ 3L570 東洋中世史特殊研究Ⅱ(a) 伊藤 遠隔（オ） ※ 3L594 国語学特殊研究Ⅱ（a） 石山 遠隔（リ） ※

3L701 多文化理解演習 3L718 地域歴史遺産活用研究 古市 遠隔（ﾘ・ｵﾘ）

3L503 東洋近世史特殊研究Ⅱ(a) 今松 遠隔（リ） 3L572 哲学演習Ⅱ(a) 松田 対面 ※

3L504 現代思想演習(a) 中 遠隔（リ） ※ 3L573 西洋近現代史特殊研究Ⅱ（ａ） 藤澤 遠隔（リ） ※

3L505 西洋中世史特殊研究Ⅰ(a) 高田 遠隔（リ） ※ 3L574 歴史地理学特殊研究Ⅱ（ａ） 藤田 遠隔（オ）

3L506 東洋近現代史特殊研究Ⅱ（a） 緒形 遠隔（オ） ※ 3L706 日本社会文化演習Ⅱ 實平 遠隔（リ） ※ 3L547 理論言語学演習Ⅱ(a) 岸本 他 対面 ● 3L719 フランス文学特殊研究Ⅱ 中畑 遠隔（リ） ※ 3L595 心理学研究法Ⅰ（ａ） 行廣 遠隔（オ） ●

3L507 認知情報論（a) 喜多 対面 ※ 3L520 哲学演習Ⅱ(a) 松田 対面 ※ 3L711 ドイツ文学特殊研究Ⅱ 増本 遠隔（リ） ※ 3L576 日本古代史特殊研究（a) 古市 遠隔（ﾘ・ｵﾘ） 3L596 哲学史演習（ａ） 加藤 対面 ※

3L508 西洋中世史演習Ⅱ(a) 高田 対面 ● 3L521 理論言語学演習Ⅱ(a) 岸本 対面 ※ 3L549 日本古代中世史演習Ⅰ(a) 市澤 他 対面 ● 3L577 東洋中世史演習Ⅱ（a） 伊藤 遠隔（リ） 3L597 英語学特殊研究Ⅱ（ａ） クイン 遠隔（リ） ※

3L629 倫理学特殊研究Ⅱ（ａ） 安倍 遠隔（リ） ※ 3L522 中国古典文学演習Ⅱ（a） 夏 遠隔（ﾘ）・対面 3L550 東洋近現代史演習Ⅱ(a) 緒形 他 対面 ● 3L578 音声学特殊研究Ⅱ（a） 田中 遠隔（リ） 3L722 ドイツ文学演習Ⅲ 久山 他 遠隔・対面 ●

3L523 英米文学特殊研究X（ａ） 大住 遠隔（リ） ※ 3L551 西洋古代史演習Ⅰ(a) 3L579 社会地理学特殊研究Ⅱ（a） 大石 遠隔（オ） ※ 3L599 日本現代史演習Ⅱ（ａ） 吉川 対面 ※

3L524 経験社会学演習Ⅱ(a) 酒井 対面 ※ 3L552 西洋中世史演習Ⅰ(a) 3L720 美学演習Ⅰ 大橋 遠隔・対面 ● 3L600 西洋近世史特殊研究Ⅱ（ａ） 小山 遠隔（オ） ※

3L593 東洋近世史演習Ⅱ（ａ） 真下 対面 ※ 3L553 西洋近世史演習Ⅰ(a) 3L510 英米文学特殊研究Ⅱ（a） 平川 遠隔（オ） ※

3L628 理論社会学特殊研究Ⅱ（ａ） 岡崎 遠隔（リ） ※ 3L554 西洋近現代史演習Ⅰ(a)

3L636 日本現代史特殊研究Ⅰ（ａ） 吉川 遠隔（ﾘ・ｵ） 3L555 経験社会学演習Ⅰ（a） 平井 対面 ●

3L556 中国現代文学特殊研究Ⅰ(a) 濱田 遠隔（リ）

3L557 倫理学演習Ⅱ(a)

3L558 哲学演習Ⅱ(a)

3L712 韓国文学演習 朴 対面

3L713 芸術学特殊研究Ⅰ 大橋 遠隔（リ） ※

3L567 理論社会学特殊研究Ⅰ（ａ） 津田 対面 ※

3L541 社会地理学演習（a） 菊地 遠隔（リ） ●

3L702 イタリア文学特殊研究Ⅱ 河合 遠隔（リ） 3L525 哲学演習Ⅰ(a) 加藤 対面 ※ 3L561 中国古典文学特殊研究Ⅱ(a) 夏 遠隔（リ） 3L601 哲学演習Ⅲ（ａ） 茶谷 対面 ※

3L515 日本近世史演習（a） 奥村(弘)他 対面 ※ 3L583 日本古代史演習（ａ） 古市 対面 ※ 3L602 国文学中世演習Ⅱ（ａ） 樋口 対面 ※

3L703 社会人類学特殊研究 佐々木 遠隔（リ） ※ 3L707 西洋美術史特殊研究 宮下 対面 ※ 3L584 音声学演習Ⅱ（a） 田中 対面 ※ 3L723 社会人類学演習 佐々木 遠隔（リ） ※

3L512 東洋近現代史演習Ⅱ（a） 緒形 対面 ※ 3L528 中国現代文学演習Ⅰ(a) 濱田 対面 ※ 3L585 哲学演習Ⅱ（a） 新川 対面 ※ 3L604 西洋近世史演習Ⅱ(a) 小山 対面 ※

3L529 英米文学演習Ⅵ（ａ） 芦津 対面 ● 3L586 認知過程論Ⅰ（ａ） 柳澤 対面 ※

3L630 倫理学演習Ⅰ（ａ） 安倍 対面 ※ 3L530 国文学特殊研究Ⅲ（ａ） 有澤 遠隔（リ） ※ 3L720 日本語教育内容論Ⅱ 鈴木 遠隔 ※ 3L606 日本中世史演習Ⅱ（ａ） 市澤 対面 ※

3L580 英米文学演習Ⅳ（a） 山本 遠隔（リ） ● 3L708 美学演習Ⅱ 長坂 対面 ● 3L728 日本美術史特殊研究Ⅰ 3L607 国文学近代演習Ⅱ（ａ） 梶尾 対面 ※

3L532 社会地理学特殊研究Ⅱ（ａ） 原口 遠隔（リ） ※ 3L729 アジア美術史特殊研究 3L639 中国古典文学特殊研究Ⅱ（ａ） 早川 遠隔（リ）

3L631 倫理学演習Ⅱ（ａ） 安倍 対面 ※ 3L624 社会学説史特殊研究（ａ） 梅村 遠隔（リ） ※

3L632 理論社会学演習Ⅱ（ａ） 梅村 遠隔（リ） ● 3L562 哲学演習Ⅰ(a) 3L622 英米文学演習Ⅱ（ａ） 平川 対面 ●

3L563 倫理学演習Ⅰ(a)

3L714 フランス文学演習IV 中畑 遠隔・対面 ●

3L514 社会調査法演習Ⅰ(a) 佐々木 他 遠隔（リ） ● 3L533 心理学演習Ⅱ（ａ） 喜多 他 対面 ● 3L715 中国語学演習 夏 遠隔（ﾘ）・対面 3L587 英米文学特殊研究Ⅳ(a) 山本 遠隔（リ） ※ 3L724 フランス文学演習Ⅱ 中畑 遠隔・対面 ※

3L526 日本近世近代史演習(a) 奥村(弘) 対面 ● 3L534 理論言語学特殊研究Ⅱ（ａ） 岸本 遠隔（リ） 3L716 西洋美術史演習 宮下 対面 ● 3L588 認知言語学演習Ⅱ（a） 澤田 遠隔（リ） 3L609 英米文学演習Ⅹ（ａ） 大住 対面 ※

3L704 倫理創成論研究 松田 他 遠隔（リ） 3L535 哲学演習Ⅲ（ａ） 茶谷 対面 ※ 3L730 グローバル化のなかの近現代日本の食・酒・社会 白鳥 他 遠隔・対面 3L589 理論社会学演習Ⅰ(a) 白鳥 他 対面 ※ 3L610 文化社会学演習（ａ） 平井 他 対面 ●

3L517 英米文学特殊研究Ⅵ（a） 芦津 遠隔（リ） ※ 3L581 国語学特殊研究Ⅲ（ａ） 住田 遠隔（リ） ※ 3L590 哲学演習Ⅱ（a） 新川 対面 ※ 3L611 心理学特殊研究Ⅲ（ａ） 野口 対面 ※

3L705 日本社会文化演習Ⅰ 齋藤 遠隔（オ） ※ 3L537 日本中世史演習Ⅲ（ａ） 市澤 対面 ● 3L734 芸術学特殊研究Ⅰ 深澤 遠隔（リ） ※ 3L591 西洋古代史演習Ⅱ（a） 佐藤 対面 ※ 3L725 比較現代日本論特殊研究 齋藤 遠隔(ｵ)・対面 ※

3L538 中国現代文学演習Ⅰ(a) 3L721 比較現代日本論特殊研究 イリス 遠隔（リ） 3L613 日本中世史特殊研究Ⅰ（ａ） 市澤 対面 ※

3L539 中国古典文学演習Ⅰ(a) 3L635 歴史地理学特殊研究Ⅰ（ａ） 菊地 遠隔（リ） ※ 3L726 ドイツ文学特殊研究Ⅳ 久山 遠隔（リ）

3L542 哲学特殊研究Ⅱ（ａ） 新川 遠隔（リ） 3L615 西洋近現代史演習Ⅱ（ａ） 藤澤 対面 ※

3L543 国文学近世演習Ⅱ（ａ） 有澤 遠隔（リ） ● 3L616 地域調査法演習（ａ） 原口 対面 ●

3L709 美学特殊研究Ⅱ 長坂 遠隔（リ） ※ 3L620 東洋古典古代史演習Ⅱ（ａ） 村井 遠隔（リ） ※

3L710 グローバル人文学特殊研究 イリス 遠隔（リ） 3L640 中国古典文学演習Ⅰ（ａ） 早川 対面 ※

3L617 東洋古典古代史特殊研究Ⅱ（ａ） 村井 遠隔（リ） ※

3L582 理論社会学演習Ⅱ（ａ） 白鳥 対面 ※

3L727 作品分析演習Ⅱ 大橋 他 遠隔・対面 ●

3L536 日本近世近代史演習（ａ） 奥村(弘) 対面 ● 3L546 応用言語学演習Ⅰ（ａ） ハリソン 遠隔（リ） 3L568 社会地理学演習（a) 原口 遠隔（リ） ● 3L731 日本語アカデミック・ライティングⅡ 三谷 遠隔（リ）

3L717 日本美術史演習 宮下 対面 ※ 3L733 フランス文学演習Ⅲ 中畑 対面 ● 木５と連続履修 フランス文学演習Ⅲ 中畑 対面 ●

≪履修関係日程≫

　・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

≪履修制限について≫
　※・・・人文学研究科所属学生に限る。　　　●・・・人文学研究科の各教育研究分野所属学生に限る。

≪履修に関する注意事項について≫
申請コード及び授業形態の表記について
　・申請コード：赤字・・・セメスター科目　・　黒字・・・クォーター科目のセメスター的運用科目

3L732 地域歴史遺産活用演習 市澤 対面 ※ ２月の予定（別途周知） 　・授業形態：遠隔（リ）・・・リアルタイム型　・　遠隔（オ）・・・オンデマンド型　
3L638/4L638 英米文学特殊研究Ⅰ(a)/(b) 塚田 遠隔 ※ 別途周知 　◎（a）(b)の付いた授業科目について、１クォーターのみの履修は認めません。必ず（a）(b)セットで履修登録してください。
3L644/4L644 哲学特殊研究Ⅰ(a)/(b) 澤崎 遠隔 ※ 12/28, 12/29, 1/5, 1/6 　・入学年度の学生便覧にて修了要件科目及び各科目の単位数を確認し、間違いのないように履修すること。

3L735 フランス文学特殊研究Ⅳ 合田 遠隔 ※ 別途周知 　・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出力し指導教員の了承を得たうえで10月14日
3L646/4L646 日本近世史特殊研究 町田 遠隔 ※ 別途周知 　　17時までに教務学生係のボックスへ提出すること。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 】 

※(a)(b)セットで履修登録すること 　・履修登録期間を過ぎての履修科目の追加、変更、削除等は一切認められない。
（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すること。 　・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。
（注２）　集中講義日程は、確定次第、人文学研究科事務室前の掲示板にて周知する。 　◎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。
（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ない。 　　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。
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すこと。

　　・大学院生が資格取得のために学部の科目を履修する場合、担当教員の許可を得て、履修登録期間内に履修許可書を提出する必要があります。
　　　（うりぼーネットでは登録できません。）
　　・履修許可書は人文学研究科教務学生係で配布します。授業担当教員の許可をもらった上で、必ず履修登録期間内に人文学研究科教務学生係に提出してください。

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。

教室授業形態教員科目名
申請
コード

集中講義

備考
履修
制限

修士論文指導演習

教員 備考

授業形態はシラバス及びBEEFと併せ
て確認してください。

五十嵐 遠隔（リ） ※

隔週　３・４限連続

加藤 他 対面

各指導教員

令和4年3月修了予定の者は、左記科目を登録のうえ、
令和3年11月16日（火）午後4時までに修士論文の題目届を提出して
令和4年1月17日（月）午後4時までに修士論文を提出しなければならない。

3時限
13:20
～

14:50

5時限
17:00～
18:30

5時限
17:00～
18:30

修士論文（3月修了予定者） ※時間割は変更になる可能性がありますので、
人文学研究科事務室前の掲示板にて確認してください。申請

コード
科目名

3L990

4時限
15:10
～

16:40

4時限
15:10
～

16:40

濱田 他 対面 ●

４・５限連続

●

2時限
10:40
～

12:10

3時限
13:20
～

14:50

2時限
10:40
～

12:10

高田 他 対面 ●

中 対面 ※

1時限
8:50
～

10:20

黒田 対面 ※
1時限
8:50
～

10:20

令和３年度 ３Ｑ（Ｍ前期課程）授業時間割表10月1日(金)～14日(木)【第1週・第2週】は、原則、遠隔で実施予定です。 人文学研究科（博士課程前期課程）

月 火 水 木 金


