
LM21201 考古学特論Ⅱ 佐野 東北アジア423 n3onofq LM21301 文化人類学研究演習Ⅱ 越智 607 aq2775p LM21306 美学・西洋美術史特論Ⅱ 足達 視聴覚室 ybwlk7r LM21501 現代日本学総合演習Ⅱ 高橋(章) 605 4uflgje

LM21202 日本語構造論研究演習Ⅰ 甲田 文1 6bbki4e LM21302 インド仏教史研究演習Ⅱ 桜井 オンライン y5rbkn3 LM21401 日本古典文学研究演習Ⅱ 横溝 611 6u2qpln LM21502 フランス語学研究演習Ⅳ メヴェル 810 fepz265 講義コード 科目 教員 教室 クラスコード

LM21203 東洋文化学特論Ⅱ 三浦 611 e3fobh5 LM21303 フランス文学研究演習Ⅳ 黒岩 315 j2254iu LM21402 日本古代・中世史研究演習Ⅳ 柳原 511 bzg7rie LM21503 哲学総合演習Ⅱ 直江 807 o7mowny

LM21205 西洋近現代史研究演習Ⅱ 浅岡 909 rfq3qu2 LM21304 西洋古代・中世史研究演習Ⅳ 有光 611 7ytm6dv LM21403 中国語学中国文学史総合演習Ⅱ 矢田・土屋 621 ss2qd2p LM21504 倫理学総合演習Ⅱ 戸島 919 owt4m7h

LM21206 社会変動学特論Ⅰ 山尾 視聴覚室 5c75v7e LM21305 東洋・日本美術史特論Ⅳ 長岡 視聴覚室 utmglct LM21404 宗教学研究実習Ⅱ 木村(敏) 文2 7o4mdhf

LM21207 実験心理学研究演習Ⅳ 倉元 311 jiatvf2 LM21307 古代中世哲学研究演習Ⅱ 荻原 411 podxnjj LM24502 インド学特論Ⅱ 西村 916 lmyd5j3

LM21208 人文社会科学研究Ⅱ 大村 701 3mhl6le

○　使用教室欄の表記

文１　…　中講義棟（文学部第１講義室）

文２  …　中講義棟（文学部第２講義室）

考古４０６実習室 … 考古学実習整理室（文科系合同研究棟４階）

考古４０７実習室 … 考古学実習整理室（文科系合同研究棟４階）

コンピュータ室　…　コンピューター実習室

LM22101 日本学総合科目Ⅱ 小河原 135(初回) wkgxoxo LM22201 日本語変異論特論Ⅱ 小林 文2 q3ayihf LM22301 日本比較思想史特論Ⅰ 片岡 811 tft65g3 LM22401 日本語学総合演習Ⅱ 小林 文2 47nz7o7 LM21204 英語学研究演習Ⅳ 島 811 igdkz6k 観察室　…　授業観察教室（文法合同研究棟２階）

LM22202 日本古代・中世史研究演習Ⅱ 堀 511 g7q5xy6 LM22303 現代日本学歴史分析研究演習Ⅰ クレイグ 605 taml3hb LM22402 日本文学総合演習Ⅱ 佐倉 視聴覚室 t272yl5 LM22501 日本語学総合演習Ⅳ 小林 文2 r3znv4x 文法１０３　…　文学研究科・法学研究科合同研究棟１０３

LM22203 インド仏教史特論Ⅱ 桜井 オンライン vre6vah LM22305 中国語学中国文学研究演習Ⅳ 土屋 621 ddlwy2s LM22403 中国語学中国文学特論Ⅱ 張 607 nafhuub LM22502 日本近世・近代史研究演習Ⅳ 安達 511 fbzedfs 総合研究棟306　…　教育学研究棟３０６教室

LM22204 ドイツ文化学特論Ⅱ 佐藤(雪) 807 vrlqtda LM22306 英文学研究演習Ⅳ ティンク 416 nryl66z LM22404 宗教学死生学研究演習Ⅱ アンドリューズ 807 um7fhi4 LM22503 東洋近世史特論Ⅱ 大野 オンライン ud6rthe 総合研究棟201　…　教育学研究棟２０１教室

LM22205 フランス文学特論Ⅱ 今井(勉) 315 qf2vgqd LM22307 ドイツ語学研究演習Ⅱ ナロッグ 337 347hkct LM22405 理論社会学特論Ⅱ 小松 701 dugwckl LM22504 宗教学死生学総合演習Ⅱ 木村(敏) 909 5zg7vgw 経３　…　経済学部第３講義室（中講義棟）

LM22206 倫理学特論Ⅱ 戸島 135 lnio52n LM22308 哲学研究演習Ⅲ 直江 511 qrltuwq LM22406 記述言語学研究演習Ⅰ 内藤 621 pxja5bo LM22506 現代哲学研究演習Ⅱ 直江 919 o6bzjpc 法１　…　法学部第１講義室（総合講義棟２階）

LM22207 計量行動科学研究演習Ⅱ 木村(邦) 337 xxdnkvv LM22309 計算人文社会学研究演習Ⅱ 瀧川 オンライン fe6druc LM22407 英語発表技能演習 クレイグ 611 e4aruum 法２　…　法学部第２講義室（総合講義棟２階）

LM22208 日本語教育学特論Ⅰ 小河原 観察室 t4ueic3 LM22310 心理学研究実習Ⅱ 河地 135・810 csflz7l 法３　…　法学部第３講義室（中講義棟）

LM22209 日本語研究論文作成法Ⅱ 高橋(亜) 133 vtl4gio LM22302 文化財科学特論Ⅱ 藤澤 視聴覚室 7hwtiaj 東北アジア423　…　東北アジア研究センター423室

LM23402 史料学Ⅱ 籠橋 311 4zpzsuu 東北アジア334　…　東北アジア研究センター334室

※注意事項

LM23101 実験心理学研究演習Ⅱ 阿部(恒) 311 lqlk6qn LM23201 現代日本学研究特論Ⅰ 君島 701 doza3w2 LM23301 考古学研究実習Ⅱ 鹿又 考古406 7ce5gtu LM23501 日本文芸形成論特論Ⅱ 佐倉 807 sh4nkzo

LM23102 広域文化学総合科目Ⅱ 土屋 135 bs4f3si LM23202 日本近世・近代史特論Ⅱ 安達 511 bxy43w6 LM23302 死生学特論Ⅱ 髙橋(原) 文2 3zr77eh LM23401 日本文芸形成論特論Ⅰ 横溝 605 lirxlk2 LM23502 日本思想史研究演習Ⅱ 引野 701 5j2xqud

LM23203 日本近代文学研究演習Ⅱ 仁平 909 z4o4sak LM23303 西洋史特論Ⅳ 浅岡 315 ry6ujhs LM23403 日本思想史総合演習Ⅱ 引野 701 blomw6z LM23503 日本近世・近代史研究演習Ⅱ 籠橋 511 yx3l4xy

LM23204 英語学総合演習Ⅳ 島・中村 807 4ofgdkd LM23304 文化人類学研究実習Ⅱ 沼崎 510 4vvic5b LM23504 東洋史学研究演習Ⅳ 大野 611 vz2q6b6

LM23205 中国思想文献研究演習Ⅱ 三浦 416 ycs3cqf LM23305 東洋・日本美術史特論Ⅴ 杉本 視聴覚室 25xdk2k LM23404 英語文化論研究演習Ⅳ 大貫 919 42trzt4 LM23505 フランス語学研究演習Ⅱ 阿部(宏) 431 ub4pm2r

LM23206 フランス文学研究演習Ⅱ 今井(勉) 714 tqq5jfq LM23306 実験心理学特論Ⅲ 坂井 311 ck56ick LM23405 ドイツ文学研究演習Ⅱ 嶋崎 810 vm6mniu LM23506 近代哲学研究演習Ⅱ 城戸 621 lxcqydy

LM23207 美学特論Ⅰ マリヌッチ 視聴覚室 q3kqxjk LM23307 日本語教育学研究実習Ⅱ 島崎 観察室 eghtqgh LM23507 西洋古典文化特論 荻原 315 hw3wnxr

LM23208 倫理学研究演習Ⅳ 村山 919 kzwnwgm LM23406 倫理学研究演習Ⅱ 戸島 909 7yklp4y LM23508 日本語教育学総合演習Ⅱ 小河原 観察室 dxtdfxi

LM23209 実験心理学研究演習Ⅰ 河地 311 pin2mik LM23407 東洋・日本美術史研究演習Ⅱ 杉本 411 rjlff3w LM23509 実践宗教学特論Ⅳ 髙橋(原) 909 vroca2g

LM23210 実験言語学研究演習Ⅰ 木山 文法103 7vo2gy4 LM23408 言語学研究演習Ⅰ 那須川 621 cdxdny2

LM23211 数理行動科学研究演習Ⅳ 浜田 337 yibgacg LM23409 社会変動学研究演習Ⅱ 田代 337 wml2nan

LM23212 日本語教育方法論研究演習Ⅰ 島崎 観察室 b52z42q LM23410 英語研究論文作成法Ⅱ フィリップス 714 xwzaheu

LM24101 応用死生学研究実習Ⅱ 髙橋(原) 909 0 LM24201 現代日本学社会分析特論Ⅰ 田中 605 7di7gc5 LM24301 文化財科学研究演習Ⅳ 高橋（栄） 607 5u4xvwy LM24401 考古学特論Ⅲ 菅野 視聴覚室 j3taxwa

LM24202 日本語変異論研究演習Ⅱ 大木 337 fhbk5ib LM24302 心理学特論Ⅰ ジュターチップ オンライン krahon2 LM24402 日本語・日本文化論特論Ⅱ コピローワ 133 elyg5ek

LM24203 日本古典文学研究演習Ⅳ 佐倉 621 4gqo2tc LM24303 キャリア設計演習 猪股 文1 t4jcemu LM24403 デジタルアーカイブ特論 田村 135 rkannnq

LM24204 アーカイブズ学特論 加藤(諭) 511 2a75coc

LM24205 中国思想特論Ⅱ 三浦 611 du5icld

LM24206 英文学・英語学論文作成法特論Ⅳ ティンク 311 hvvylwb

LM24207 英語学特論Ⅳ 中村 811 vvretlz

LM24208 中国語文化論研究演習Ⅱ 張 607 ssbjwfv

LM24209 応用死生学研究実習Ⅳ 髙橋(原) 909 0

LM24210 哲学研究演習Ⅰ 城戸 919 rpfqbjg

LM24211 社会心理学研究演習Ⅰ 荒井 807 r77guml

LM25101 日本古代・中世史特論Ⅱ 七海 511 bxgfawp LM25201 日本思想史特論Ⅰ 冨樫 701 l324huz LM25301 文化人類学特論Ⅴ ボレー 135 hrxneev LM25401 考古学研究演習Ⅱ 鹿又 視聴覚 bxptakt LM25501 中国思想史総合演習Ⅱ 三浦 607 dhnshkf

LM25102 総合人間学総合科目Ⅱ 足達 605・607 6nin64v LM25202 日本近世・近代史特論Ⅰ 籠橋 511 2vcnlnm LM25302 数理行動科学研究演習Ⅱ 佐藤・瀧川 オンライン mntdmbw LM25402 史料管理学Ⅱ 籠橋 135 zfwejgp

LM25203 東洋古代中世史特論Ⅱ 川合 611 4th5cwr LM25303 社会学研究実習Ⅱ 田代 337・416 zyr3zry LM25502 東洋史学研究演習Ⅱ 川合 611 m3ywgmf

LM25204 ドイツ文学特論Ⅱ 藤田 807 pzwukn6 LM15301 英文学特論Ⅳ 大河内 611 tfumfsa LM25403 実践宗教学特論Ⅱ 谷山 909 ovp3qqr LM25503 生命環境倫理学特論Ⅰ 原 919 6grdvkj

LM25205 比較文化史学特論Ⅰ 寺山 東北アジア334 i4iz7jp LM22304 宗教学特論Ⅰ 木村(敏) 919 igymipm LM25404 比較文化史学研究演習Ⅱ 寺山 東北アジア334 mv2q4wf LM25504 心理学総合演習Ⅱ 坂井 文1 65ofbba

LM25206 中国語学中国文学研究演習Ⅱ 矢田 621 tjpkcp4 LM22505 インド学研究演習Ⅱ 西村 916 p4pwg5y LM25405 言語学総合演習Ⅱ 小泉 311 nnokdzc LM25505 美学・西洋美術史研究演習Ⅱ 足達 視聴覚室 skd2rpj

LM25207 社会心理学特論Ⅱ 辻本 311 6ebohdu LM25406 科学哲学研究演習Ⅱ 原 919 gcki3np

LM25208 倫理学研究演習Ⅵ 村山 909 hv5mnu6

LM25209 言語学研究演習Ⅱ 加藤(万) 411 2gmmkds

LM25210 計量行動科学研究演習Ⅳ 小川(和) 315 jnorg7z

………………… ……………………………………………

…………………

………………… ……………………………………………

……………………………………………

２０２２年度文学研究科専門教育科目授業時間割表（第２学期）

１講時　８：５０～１０：２０ ２講時　１０：３０～１２：００ ３講時　１３：００～１４：３０ ４講時　１４：４０～１６：１０ ５講時　１６：２０～１７：５０

２． これらの情報は、
   　2022年9月1日現在のものです。
　　 変更する可能性もありますので、
　　 最新情報は掲示板で確認してください。

……………………………………………………………………

………………… ……………………………………………

表の見方

月

火

１． 授業によっては、第１学期・第２学期における連続履修が
　　 要件となっている場合があります。
      この時間割だけでなく、講義概要も必ず見てください。

水

木

金
………………… ……………………………………………

……………………………………………………………………


