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1L401 現代思想演習 2L211 人文学講義B（b） 伊藤　隆郎 対面 B331 1L422 ドイツ語学演習 クリストファー・シェレター 対面 B234 1L483 韓国語 朴　鍾祐 対面 B231

1L402 外書講読 1L423 フランス文学演習 セドリック・ベレック 対面 A422 2L104 英会話（b） ピーター・マレット 対面 B135 ◇

1L403 アジア地図史 菊地　真 ハイ（対） B233 ※ 2L075 東洋史演習（b） 伊藤　隆郎 対面 A321 ※ 2L105 東洋史特殊講義（b）

2L213 古文書学（b） 松本　充弘 対面 B331 ◎ 2L076 西洋史演習（b） 高田　京比子 対面 B334 ● 2L106 東洋史（b） 1L443 地域歴史遺産保全活用基礎論A

2L107 東洋古代中世史（b） 2L152 博物館資料論（b）

2L108 西洋史特殊講義（b） 1L444 量的調査法 竹内　伸宣 遠隔（リ） ※

2L109 西洋史（b） 2L174 景観文化財学（b） 菊地　真 対面 B135 ※

1L432 歴史地理学 藤田　裕嗣 遠隔

2Ｌ004 イギリス文学特殊講義（b） 2L029 倫理学演習（b） 2L077 倫理学演習（b） 2L111 哲学演習（b） 1L464 知識システム入門 澤田　治 遠隔（リ） ※

2Ｌ005 比較文化（b） 1L408 外書講読 2L078 哲学演習（b） 1L433 外書講読 2L156 倫理学特殊講義（b） 安倍　里美 対面 B132 ※

2Ｌ006 日本史演習（b） 吉川　圭太 対面 B234 ※ 1L491 人文学導入演習・英米文学 平川　和 対面 B233 ※ 2L079 国文学演習（b） 有澤　知世 対面 B232 ※ 2L113 英作文（b） ピーター・マレット 対面 B135 ◇ 2L157 国文学特殊講義（b）

2Ｌ007 東洋史特殊講義（b） 1L424 中国文学特殊講義 濱田　麻矢 対面 B331 ※ 1L434 フランス文学特殊講義 中畑　寛之 ハイ（対） B232 ※ 2L158 国文学概論（b）

2Ｌ008 東洋史（b） 1L409 フランス文学特殊講義 久保　昭博 ハイ（対） B231 ※ 2L081 アメリカ文学演習（b） 山本　秀行 対面 B135 ● 2L115 西洋史特殊講義（b） 2L159 イギリス文学演習（b）

2Ｌ009 東洋近世近代史（b） 2L034 日本史演習（b） 市澤　哲 対面 B334 ● 1L425 ドイツ文学演習 久山　雄甫 ハイ（遠） 学生ホール ※ 2L116 西洋古代中世史（b） 1L469 グローバル人文学専門英語

2Ｌ010 西洋史特殊講義（b） 2L083 日本史演習（b） 古市　晃 対面 B234 ● 2L117 西洋史（b） 2L161 英語科教育論C2(～2020年度生)

2Ｌ011 西洋古代中世史（b） 2L036 東洋史演習（b） 村井　恭子 対面 A321 ● 2L084 東洋史演習（b） 緒形　康 対面 B134 ● 1L435 音声学 1L458 英語科教育論C(2021年度生～)

2Ｌ012 西洋史（b） 2L037 社会学特殊講義（b） 梅村　麦生 遠隔（リ） ※ 2L085 心理学演習（b） 2L119 英語学特殊講義（b） 1L446 ドイツ文学演習 久山　雄甫 対面 B135 ●

1L476 環境人文学講義Ⅰ 原口　剛 ハイ（遠） B132 2L154 西洋哲学史演習（b） 1L468 グローバル人文学専門英語 2L120 社会学演習（b） 白鳥　義彦 対面 C462 ● 1L488 フランス語 中畑　寛之 ハイ（対） B133 ※

2Ｌ014 自然地理学（b） 1L445 外書講読 1L426 言語学演習 岸本　秀樹 対面 B231 ● 1L441 日本美術史演習 2L163 日本史演習（b） 市澤　哲 対面 学生ホール ●

2Ｌ015 地域環境学（b） 1L465 社会文化入門 梅村　麦生 対面 B331 ※ 2L088 社会学史（b） 1L442 アジア美術史演習 1L494 人文学導入演習・日本史学 古市　晃 対面 B233 ※

2L032 人文学演習B 宮下　規久朗 対面 B132 2L089 社会思想史特殊講義（b） 2L165 東洋史演習（b） 村井　恭子 対面 A321 ※

2L090 地理学演習Ⅱ（b） 藤田　裕嗣 ハイ（対） 大会議室 ● 2L166 西洋史演習（b）

2L195 哲学特殊講義（b） 茶谷　直人 対面 B233 ※ 1L470 グローバル人文学専門英語

1L489 西洋古典後（ラテン語） 高田　京比子 対面 B235

1L447 心理統計Ⅱ 行廣　隆次 遠隔（オ） ●

1L448 言語学特殊講義

2L170 言語学概論（b）

1L471 グローバル人文学専門英語

2L311 英語学演習（b）

2L173 社会学概論（b） 小川　晃生 遠隔（リ） ※

1L461 哲学入門 茶谷　直人 対面 B331 ※ 1L481 西洋古典語（ギリシャ語） 茶谷　直人 対面 B133 ※ 1L427 中国文学史 1L463 史学入門 真下　裕之 ハイ（対） B331 ※ 1L449 外書講読

2L038 哲学演習（b） 1L428 中国文学特殊講義 2L121 哲学概論（b） 新川　拓哉 対面 B233 ※ 2L176 哲学演習（b）

2L016 人文学講義A（b） 茶谷　直人 対面 B132 1L410 外書講読 2L093 日本美術史（b） 2L122 国文学特殊講義（b） 1L472 グローバル人文学専門英語

1L404 中国文学演習 濱田　麻矢 対面 B234 ※ 2L040 国文学特殊講義（b） 有澤　知世 遠隔（リ） ◎ 1L429 美術史特殊講義 2L123 国文学史（b） 2L178 倫理学演習（b） 安倍　里美 対面 プレゼンルーム ※

2L018 日本史演習（b） 奥村　弘 対面 学生ホール ※ 1L411 中国文学演習 早川　太基 対面 B234 ※ 2L095 博物館経営論（b） 菅原　真弓 対面 B233 ◎ 1L493 人文学導入演習・国文学 梶尾　文武 対面 学生ホール ※ 1L450 中国文学特殊講義

1L478 人文情報学 長坂　一郎 遠隔（オ） ※ 2L215 国文学特殊講義（b） 中瀬　将志 遠隔（リ） ※ 1L436 中国文学演習 夏　婧 ハイ（対） B235 ※ 2L180 漢文学（b）

2L020 社会学講読（b） 1L412 ドイツ文学史 増本　浩子 遠隔（リ） ※ 1L484 中国語 岡野　翔太 対面 B134 ※ 2L181 イギリス文学特殊講義（b） 芦津　かおり 対面 B132 ※

1L466 グローバル人文学専門英語 1L459 社会科・地歴科教育論Ａ（2018年度～） 市澤　哲 対面 学生ホール ◇ 2L126 アメリカ文学特殊講義（b）　　　　　平川　和 遠隔（オ） ※ 1L451 ドイツ文学演習 増本　浩子 対面 B234 ※

2L022 地理学特殊講義（b） 原口　剛 遠隔（オ） ※ 1L485 ドイツ語 増本　浩子 対面 B231 ※ 2L183 日本史演習（b） 吉川　圭太 対面 B334 ※

2L042 アメリカ文学演習（b） 平川　和 対面 B233 ● 1L486 ドイツ語 シュテファン・トゥルンマー 対面 B135 ※ 2L184 東洋史演習（b） 緒形　康 対面 A221 ※

2L035 東洋史演習（b） 真下　裕之 対面 B235 ※ 1L487 フランス語 中畑　寛之 ハイ（対） B232 ※ 1L495 人文学導入演習 真下　裕之 対面 B133 ※

2L048 心理学演習（b） 2L127 日本史特殊講義（b） 2L186 西洋史演習（b）

1L467 グローバル人文学専門英語 2L128 日本史（b） 1L473 グローバル人文学専門英語

1L413 言語学演習 岸本　秀樹 対面 プレゼンルーム ● 2L129 日本近世近代史（b） 2L188 心理学特殊講義（b） 野口　泰基 対面 B331 ※

1L414 人文情報学演習 2L130 西洋史演習（b） 小山　啓子 対面 A321 ※ 2L189 社会学講読（b）

1L415 メディア・アート論演習 1L437 言語学演習 澤田　治 ハイ（遠） B234 ● 1L474 グローバル人文学専門英語

1L438 芸術学特殊講義 2L191 地理学演習Ⅰ（b）

2L053 西洋美術史（b） 1L439 芸術学各論 1L475 グローバル人文学専門英語

1L416 美術史特殊講義 2L134 社会学演習（b） 佐々木　祐 ハイ（対） C562 ●

隔週　３・４限連続

1L430 フランス文学演習 中畑　寛之 ハイ（対） B234 ●

2L097 哲学演習（b） 加藤　憲治 対面 B232 ●

毎週　３・４限 1L452 美術史調査法 宮下　規久朗 対面 大会議室 ※

B231

B232 1L453 美術史資料演習 宮下　規久朗 対面 大会議室 ◎

1L462 文学入門 中畑　寛之 ハイ（対） B331 ※ 2L055 哲学演習（b） 茶谷　直人 対面 B133 ※ 1L431 中国語学演習 夏　婧 ハイ（対） B134 2L135 科学哲学・科学思想史演習（b） 新川　拓哉 対面 B234 ※

2L024 東洋史演習（b） 真下　裕之 対面 B235 ※ 1L482 ロシア語 クドヤーロワ・タチアーナ 遠隔（リ） ※ 2L136 国文学演習（b） 梶尾　文武 対面 B233 ※ 2L196 西洋哲学史（b）

2L025 社会学演習（b） 平井　晶子 対面 C562 ● 2L057 国語学演習（b） 石山　裕慈 対面 B231 ※ 2L103 博物館情報・メディア論（b） 菅原　真弓 対面 B132 ◎ 2L137 アメリカ文学特殊講義（b） 2L197 西洋哲学史特殊講義（b）

1L406 社会調査演習Ⅱ 佐々木　祐 ハイ（対） B334 ● 1L417 中国文学演習 濱田　麻矢 対面 B135 ● 2L138 アメリカ文学史（b） 2L198 国文学演習（b） 樋口　大祐 B135 ※

1L407 日本社会文化論演習 齋藤　公太 遠隔（オ） ※ 1L418 フランス語学特殊講義 セドリック・ベレック 対面 B134 2L139 日本史演習（b） 古市　晃 ハイ（対） B334 ※ 2L199 イギリス文学演習（b） 芦津　かおり 対面 B234 ●

2L060 心理学演習（b） 喜多　伸一 対面 B233 ● 2L140 東洋史演習（b） 伊藤　隆郎 対面 B133 ※ 1L454 ドイツ文学特殊講義 久山　雄甫 遠隔（リ）

1L419 言語学特殊講義 2L141 西洋史演習（b） 藤澤　潤 対面 A321 ※ 1L455 フランス文学演習 中畑　寛之 ハイ（対） 学生ホール ※

2L062 英語学特殊講義（b） 1L440 音声学演習 2L202 日本史演習（b） 市澤　哲 対面 B334 ※

1L497 芸術学特殊講義 2L143 英語学演習（b） 2L203 東洋史特殊講義（b）

1L420 メディア・アート基礎論 2L144 英語学特殊講義（b） クイン・シンシア ハイ（対） B231 2L204 東洋史（b）

2L065 社会学講読（b） 梅村　麦生 対面 B234 ● 1L313 比較現代日本論特殊講義 イリス・トメーバレンシア 遠隔 2L205 東洋近世近代史（b）

1L421 西洋美術史演習 宮下　規久朗 対面 B132 ● 2L210 倫理学特殊講義（b） 林　芳紀 遠隔（リ） ※ 2L206 地理学実習Ⅰ（b） 原口　剛 対面 C562 ●

1L248 グローバル人文学特殊講義 イリス・トメーバレンシア 遠隔（オ） 1L479 芸術学演習Ⅰ 川野　惠子 対面 B232 ● 1L456 日本社会文化論特殊講義

1L314 比較現代日本論特殊講義

隔週　４・５限

2L068 応用倫理学演習（b） ４・５限連続

1L477 ESD演習I（環境人文学） 1L457 作品分析実習 長坂　一郎 ハイ（対） B231 ●

2L028 社会学特殊講義（b） 白鳥義彦　他 ハイ（遠） B132 ※ 2L070 東洋史特殊講義（b） 1L460 国語科教育論C 井上　志音 対面 B232 ◇ 2L149 国語学特殊講義（b）

1L492 人文学導入演習・西洋史 佐藤　昇 対面 B234 ※ 2L071 東洋史（b） 2L150 国語学概論（b）

2L072 東洋古代中世史（b）

※

澤田　治

クイン・シンシア

B334

ハイ（対） B134

竹内　一博

5時限
17:00
～

18:30

村井　恭子 対面 B233 ※
5時限
17:00
～

18:30
裏面に続く

石山　裕慈 対面 B331

齋藤　公太 ハイ（遠） B132 ※

佐々木　祐 ハイ（対） 学生ホール

真下　裕之 対面 B134 ●

学生ホール ●

長坂　一郎 ハイ（対） B331 ※

岸本　秀樹 対面 B232

田中　真一 対面4時限
15:10
～

16:40

4時限
15:10
～

16:40

加藤　憲治 対面 B232 ※

山本　秀行 対面 B135 ※

3・4限連続（※履修登録は3限、4限別々に行うこと。）

＜3限＞

1L405 心理学初級実験実習Ⅱ 喜多伸一  他 対面 ●
＜4限＞

原口　剛 対面 C562秋吉　康晴 遠隔
宮下　規久朗 対面 B132 ※

対面

遠隔（リ）

学生ホール ※

長坂　一郎 ハイ（遠） B331 ※ 平井　晶子 対面

対面 A422

梶尾　文武 対面

吉川　圭太 遠隔（リ） ※
高田　京比子 対面

A422

ハイ（対）

B132 ※

喜多　伸一 ハイ（対） B233 ※

※

加藤　憲治

早川　太基

茶谷　直人

B132 ※ 樋口　大祐 対面 B132

3時限
13:20
～

14:50

遠隔 ◇

対面 B233 ※

B232 ※

●

3時限
13:20
～

14:50

夏　婧 ハイ（対） B134

対面

※

山下　善也

加藤　憲治 対面

B132 ※白鳥　義彦 対面

五十嵐　公一

田中　真一

遠隔（リ）

柳澤　邦昭 対面 B334 ※

※

対面 B231

※

B232

対面 B231

◇
高田　京比子 遠隔（オ） ※

泉　恵美子

※ 新川　拓哉 対面 B234 ※

2時限
10:40
～

12:10

図師　宣忠 ハイ（遠） B233 ※

対面 B235 ※ 中　真生 対面 A422

◎

藤澤　潤 ※

2時限
10:40
～

12:10

大住　めぐみ 対面 B232 ※ 井保　和也

緒形　康

対面 B132

1時限
8:50
～

10:20

伊藤　隆郎 対面 B233 ※
吉川　圭太 対面 B132

科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

1時限
8:50
～

10:20

中　真生 遠隔（リ） ※

令和４年度（第２・３学年）　 第２Ｑ 　授業時間割表 授業形態はシラバス及びBEEFと併せて確認してください。

月 火 水 木 金

金森　大成 ハイ（遠） B331 ※

白鳥　義彦 対面 B334 ※

遠隔（オ）

※

B331 ※

大住　めぐみ
※



1L236/2L236 日本史特殊講義（a）/（b） 上田　長生 対面 ※

1L237/2L237 日本史特殊講義（a）/（b） 岩城　卓二 対面 ※ ◆ 博物館実習ＡⅠ 宮下 ※

1L496 ドイツ文学特殊講義 畠山　寛 ハイ（対） ※ ◆ 博物館実習ＡⅡ 松本 ※

（注）博物館実習AI、AIIは、上記の日時にて、各担当教員が履修登録を受付けます。

1L231/2L231 地理学実習Ⅱ（a）/（b） 藤田　裕嗣 対面 ●

※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。

1L998 English Summer Lectures in Humanities B 山本　秀行 遠隔（リ）

1L999 グローバル・アクティヴ・ラーニングA 林　由華 対面

1L480 グローバル英語力強化演習Ⅰ 塚田　幸光 遠隔（リ）

1L233/2L233 書道実技（a）/（b） 長谷川　耕史 ハイ（遠） ◇

1L498 日本美術史演習

1L499 アジア美術史演習

1L234/2L234 イギリス文学特殊講義（a）/（b）

1L216/2L216 イギリス文学史（a）/（b）

1L490 地域歴史遺産保全活用演習A 吉川　圭太 対面 ◎

（注１）　集中講義も4月の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）　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。

履修制限欄に何も記入されていない科目は、（a）（b）連続履修する場合に限り他学部生も履修可能な科目です。

履修制限のある科目で、資格取得のために文学部科目を履修する必要がある場合は、必ず履修登録期間内に履修許可申請書を提出してください。

時間割表の履修制限欄に記載されているマークについては以下を参照してください。

　　　※・・・文学部の学生に限る。ただし、「英会話」及び「英作文」については教員免許取得希望者に限り履修を認める。（履修許可書不要）

　　　●・・・文学部の各専修所属学生に限る。

　　　◇・・・文学部の学生及び国際文化学部、発達科学部、国際人間科学部の教員免許取得希望者に限る。（履修許可書不要）

　　　◎・・・文学部の学生及び国際文化学部、発達科学部、国際人間科学部、理学部の学芸員資格取得希望者に限る。（履修許可書不要）

修得しなければならない科目及び単位数の詳細については、入学年度の学生便覧で必ず確認してください。

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

・授業形態：ハイ（対）・・・ハイブリッド型（対面≧遠隔）　・　ハイ（遠）・・・ハイブリッド型（遠隔≧対面）

　　　　　　　 遠隔（リ）・・・リアルタイム型　・　遠隔（オ）・・・オンデマンド型　

・入学年度の学生便覧にて卒業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。

・年間の履修上限単位数を超えて履修登録することはできない。ただし、履修上限除外許可者については、後期の履修登録時に

　上限を超えた分の科目（文学部専門科目）を教務学生係で登録するので申し出ること。

・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。年間の履修計画を立てた上で履修登録を行うこと。

・履修登録期間内に必ずうりぼーネットから履修登録を行い、履修科目一覧をＰＤＦ出力し教務学生係のピンクのボックスに提出すること。

　履修科目一覧表を期限内に提出しない場合、不利益を被ることがある。

・教育実習（事前事後指導を含む）及び博物館実習A、B、Cについては、うりぼーネットで履修登録する必要はない。

・教育実習については、事前指導、本実習、事後指導を全て終え合格の評価を得た学生に、教務学生係で、事前事後指導（1単位）及び

　教育実習（中学校の場合は4単位、高等学校の場合は2単位）を登録する。単位は、実習に行った年度の後期に登録される。

・博物館実習A、Bについては、指定の期間に各担当教員に履修申請を行う。博物館実習Cは、指定の期間に教務学生係に履修申請を行う。

　4年次に履修するB、Cの履修申請については、3年次の10月に掲示で知らせるので、申請忘れのないよう注意すること。

・博物館実習A、B、Cを全て終え合格の評価を得た学生に、教務学生係で博物館実習（3単位）を登録する。単位は、実習Cを行った年度の後期に登録される。

資格免許取得に関する科目について

履修に関する注意事項

教育実習及び博物館実習の履修について

（a）/（b）セットで履修登録すること

履修制限について

4月12.26日/5月10.24日/6月14.28日/7月
12.26日(遠隔)
8月17.18日(対面)

対面

初回授業時にお知らせします。

◎（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。
※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、
４月２２日１７時までに教務学生係のピンクのボックスへ提出すること。

※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。
◎第１Qで（a）を履修取消した場合は、必ず第２Qの履修取消期間に（b）を取消すこと。
   第２Qで（b）のみを履修取消する場合、第１Qの（a）は取り消されず「不可」となる。
　 不明点は教務学生係に問い合わせること。

8月8日・9日

5月18日(事前説明会)/6月3日～5日(実地
学習)/6月9日(事後報告会)

8月17日～20日

9月20日～23日 初回授業日にC棟５階大会議室に集まること。

履修
制限

備考
博物館実習（学芸員資格取得希望者） 　≪履修関係日程≫

 ・抽選登録期間　　第2Q　5月 6日 ～12日 17時
 ・前期授業開始　　第1Q　4月11日～  第2Q　6月13日～
 ・履修登録期間　　4月 4日～22日 17時（第1Q，2Qとも）
 ・履修取消期間　　第1Q　4月25日～5月 1日 23時59分
　　　　　　　　　　　　 第2Q  6月27日～7月 3日 23時59分

科目名 教員
履修
制限

備考
8月17日～20日

8月10･11･17･18日（10.11：遠隔、17.18：対
面）

集
中
講
義

申請
コード

科目名 教員 授業形態 教室

増記　隆介 ハイ（対）

新野　緑 ※

●


