
LB41101 ＊インド仏教史概論 桜井 オンライン eiz5zes LB41201 人文社会科学総合 大村 701 2dyzzpp LB91301 ＊英語科教育論Ⅱ エイドリアン 311 exvpsi6 LB91401 ＊英語科教育論Ⅰ エイドリアン 311 jnpfrgs LB41501 ＊フランス語学概論Ⅰ 阿部(宏) 133 v2ewwwf

LB41102 ＊専門ドイツ語 松崎 315 qbtmqhr LB61201 日本文学各論 横溝 811 2ccsuew LB41301 ＊考古学概論 鹿又 文1 75zttqr LB41401 ＊現代日本学概論Ⅱ 茂木 135 wrsxvlo LB41502 ＊日本語学概論 小林 文1 rwmfodz 講義コード 科目 教員 教室 クラスコード

LB61202 考古学各論 佐野 東北アジア423 yduaplv LB41302 ＊倫理思想基礎講読 戸島 919 atb32vt LB41402 ＊日本思想史概論 引野 文1 5cndqft LB41503 ＊東洋史基礎講読 川合 607 234epah

LB61203 社会学各論 山尾 視聴覚室 c4nwo5p LB61301 東洋・日本美術史各論 長岡 視聴覚室 g5422e3 LB41403 ＊哲学思想概論 城戸 701 2yjdmfv LB41504 ＊日本語教育学基礎講読 小河原 観察室 4qwpcau

LB61204 英文学講読 ティンク 807 aggeazl LB61303 日本史演習 柳原 511 ziew5f7 LB41407 ＊宗教学基礎実習 木村(敏) 909 jy5zvwd

LB61205 日本語学演習 甲田 文1 ecw73ys LB61304 インド仏教史演習 桜井 オンライン equzc66 LB41404 ＊フランス文学基礎講読Ⅱ 黒岩 411 z5hwcpf LB98836 地理歴史科教育法Ⅱ 片岡(実) 701 awsxidr

LB61206 実験心理学演習Ⅳ 倉元 311 6le72xn LB61305 哲学思想演習 荻原 411 zrkpwhi LB41405 ＊日本語学基礎講読 大木 文法103 qqevx5d

LB61207 フランス語科教育法Ⅱ メヴェル 810 ixoz2op LB61306 倫理思想演習 戸島 919 qjslso5 LB41406 ＊文化人類学基礎演習 包 607 cs5av33

LB61208 地誌学 小田 オンデマンド issstor LB61302 美学・西洋美術史各論 足達 視聴覚室 2dockvl

LB61401 日本文学演習 横溝 611 fctstwx

LB61402 日本史演習 柳原 511 clxfn6r

LB61403 行動科学演習 木村(邦) 337 hoz4k4d ○　使用教室欄の表記

LB61404 宗教学実習 木村(敏) 909 qdj6gy5 文１　…　中講義棟（文学部第１講義室）

LB42101 ＊中国思想概論 齋藤 701 ywlj2t2 LB42201 ＊東洋史概論 大野 オンライン dmotydp LB42301 ＊日本語学概論 甲田 文1 73bgcqc LB42401 ＊日本史基礎講読 堀 311 l5jmmm4 LB42502 ＊行動科学概論 木村(邦) 135 hapvwy4 文２  …　中講義棟（文学部第２講義室）

LB42102 ＊英語学概論 中村 文2 4emyuze LB42204 ＊宗教学基礎講読 阿部(友) 909 eabv5n5 LB42302 ＊言語学基礎演習Ⅱ 木山 311 gzmqugo LB42402 ＊英語学基礎講読 中村 315 it3vfbi LB42503 ＊日本思想史基礎講読 片岡 701 k5qpxgd 考古４０６実習室 … 考古学実習整理室（文科系合同研究棟４階）

LB42103 ＊チベット語 桜井 オンライン ms62wr3 LB43403 ＊古文書学 籠橋 311 wu72dk3 LB42303 ＊東洋・日本美術史基礎実習 長岡 411 glg3mxb LB42504 ＊中国語基礎演習 張 607 ukhm25g 考古４０７実習室 … 考古学実習整理室（文科系合同研究棟４階）

LB42104 ＊ドイツ文学基礎講読Ⅰ ナロック 807 fs35pml LB62201 日本文学各論 佐倉 視聴覚室 yijpg7f LB42304 ＊心理学実験 河地 135・810 gi7y4qr LB42505 ＊中国思想基礎講読 三浦 605 wlpsq55 コンピュータ室　…　コンピューター実習室

LB62101 フランス文学演習Ⅳ 黒岩 315 oofyf5g LB62202 インド仏教史各論 桜井 オンライン vjo3qis LB42305 ＊文化人類学基礎講読 金丸 611 7putxl4 LB42403 ＊西洋史基礎講読 有光 811 txcqwru LB62501 東洋史各論 大野 オンライン n37bsrd 観察室　…　授業観察教室（文法合同研究棟２階）

LB52101 英文学各論 大河内 811 2bijdcb LB62203 英語文化論各論 大貫 411 wbxcs42 LB42306 ＊ラテン語 荻原 315 ey4zici LB42404 ＊英語演習 三枝 909 uywccuo LB62502 日本史演習 安達 511 dwvhwbh 文法１０３　…　文学研究科・法学研究科合同研究棟１０３

LB62204 ドイツ文学各論Ⅱ 佐藤(雪) 807 kawg5z7 LB42307 ＊専門中国語 張 607 g7exeuv LB62401 中国文学各論 張 607 c4k4iyl LB62504 フランス語学演習Ⅱ 阿部(宏) 621 n2b6ver 総合研究棟306　…　教育学研究棟３０６教室

LB62205 日本語学各論 小林 文2 uxavqjd LB42308 ＊日本語教育学概論 島崎 701 c5isdnm LB62402 社会学各論 小松 701 2w2to7p LB62505 哲学思想演習 直江 919 noubhwg 総合研究棟201　…　教育学研究棟２０１教室

LB62206 倫理思想各論 戸島 135 45yn652 LB62301 日本思想史各論 片岡 811 you5umh LB62403 日本史演習 籠橋 511 22ehmqd LB64502 インド学各論 西村 916 rrso4no 経３　…　経済学部第３講義室（中講義棟）

LB62207 日本史演習 堀 511 nuuv6bb LB62302 考古学各論 藤澤 視聴覚室 vbpdytq LB62404 言語交流学演習 内藤 621 6rjtue6 法１　…　法学部第１講義室（総合講義棟２階）

LB62208 東洋・日本美術史演習 長岡 431 25kbnz5 LB62304 現代日本学演習Ⅱ クレイグ 605 i3hr43w LB62405 日本語教育学演習 小河原 観察室 izw4fpt 法２　…　法学部第２講義室（総合講義棟２階）

LB62209 文化人類学演習 沼崎 611 l3sr7gs LB62305 中国文学演習 土屋 621 j4djpm7 LB62310 宗教学講読 アンドリューズ 807 3urlo3b 法３　…　法学部第３講義室（中講義棟）

LB62210 日本語論文作成法Ⅱ 高橋(亜) 133 ebxij3w LB62306 英文学演習Ⅱ 大貫 807 yqdoo4l 東北アジア423　…　東北アジア研究センター423号室

LB62307 哲学思想演習 直江 511 ccuc6pn

LB62308 美学・西洋美術史実習 足達 431 lywjw5s

LB62309 心理学特殊実験Ⅱ 辻本 133 4r3cbwq

LB62311 地理学Ｂ 磯田 文2 r6wanyc ※注意事項

LB93101 ＊国語科教育論Ⅱ 小川(典) 133 expf66x LB93201 ＊国語科教育論Ⅰ 挽地 133 ko4i4ch LB43301 ＊インド学概論 西村 文1 4zujua2 LB42202 ＊日本史基礎講読 柳原 311 yaefcu2 LB43501 ＊パーリ語 西村 916 ao46lee

LB63101 実験心理学演習Ⅱ 阿部(恒) 311 ypdqsrt LB42203 ＊英文学基礎講読Ⅱ 大河内 611 mn33czn LB43302 ＊音声学Ⅱ 内藤 文法103 5m6egar LB43401 ＊フランス文学概論Ⅱ 今井(勉) 視聴覚室 unkttnk LB43502 ＊ギリシャ語 今井(誠) 607 dsrdyse

LB43201 ＊ドイツ語学概論Ⅱ 嶋崎 811 ithwvci LB43303 ＊哲学思想基礎講読 直江 919 7mlhmr3 LB43402 ＊現代哲学概論 原 文1 oxcmlwt LB43503 ＊専門フランス語 メヴェル 919 bli55ii

LB43202 ＊実験心理学概論（心理学概論） 阿部(恒) 文1 b3n4oyg LB63310 ＊行動科学概論 毛塚 オンライン ewlcnoe LB43407 ＊行動科学基礎実習 小川(和) 811 7gypeui

LB43203 ＊文化人類学概論 沼崎 文2 ukcqa2o LB64302 ドイツ語学演習Ⅳ ナロック 807 mr5zrxs LB43404 ＊中国文学基礎講読 矢田 607 3qhd3kq LB43504 人文社会科学総合 髙橋(原) 909 fcbdv2h

LB43204 ＊現代日本学基礎講読Ⅱ 高橋（章） 605 xhtlxst LB63302 西洋史各論 浅岡 315 tjjefgl LB43405 ＊西洋史基礎講読 矢口 オンライン haf67f4 LB63501 日本史演習 籠橋 511 qvqxgaz

LB43205 ＊西洋史基礎講読 浅岡 431 2posmab LB63303 東洋・日本美術史各論 杉本 視聴覚室 czksmp6 LB43406 ＊社会学基礎演習 小松 431 2ytt3rj LB63502 東洋史演習 大野 611 6gm6s26

LB43206 ＊人文統計学 木村（邦） 135 i5h2ad3 LB63304 実験心理学各論（神経・生理心理学） 坂井 311 dz3wh2z LB43408 ＊ギリシャ語 嶺岸 611 jsge727 LB63503 哲学思想演習 城戸 621 3zj3ldn

LB43207 ＊英語論文作成法 フィリップス 411 4mi4gkd LB63305 死生学各論 髙橋(原) 文2 oiizqad LB43409 ＊イタリア語 マリヌッチ 133 後日

LB43208 ＊中国語 張 607 dmhonpo LB63306 現代日本学演習Ⅱ 高橋(章) 605 smgvkic LB63401 英語学演習 中村 807 qqiaioy

LB43209 ＊朝鮮語 権 810 pj47lqi LB63307 日本思想史演習 引野 701 twcsj47 LB63402 言語交流学演習 那須川 621 xdnjrgn

LB63201 現代日本学各論Ⅰ 君島 701 ruo36tq LB63308 日本史演習 安達 511 w4bqetz LB63403 倫理思想演習 戸島 909 fllqp46

LB63202 日本史各論 安達 511 c4jnbfl LB63309 考古学実習 鹿又 考古406 2pp2kzh

LB63203 美学・西洋美術史各論 マリヌッチ 視聴覚室 後日 LB63311 文化人類学実習 越智 135 3ym35m4

LB63204 日本文学演習 仁平 909 q4jfhyj LB63312 日本語教育学実習 小河原 観察室 skti3nn

LB63205 中国思想演習 齋藤 621 eq64pe7 LB63313 博物館実習Ⅲ 鹿又 考古406 a3s6wjv

LB63206 英語学演習 島・中村 807 vxud6pw LB63404 社会学演習 田代 337 w3u7ptr

LB63207 西洋史演習 阿部(ひ) 315 bhyqsup

LB63208 言語交流学演習 木山 文法103 x6ac32l

LB63209 倫理思想演習 村山 919 k5gldng

LB63210 行動科学演習 浜田 337 zr3jrsc

LB63211 実験心理学演習Ⅰ 河地 311 323bfw3

LB44101 ＊中国文学概論 土屋 135 hsombwm LB44201 ＊日本史概論 堀 文1 v4fseaa LB44301 ＊英文学・英語学基礎講読Ⅱ ティンク 135 zvaxvkm LB44306 ＊美学・西洋美術史基礎講読 森田 431 2odrpx6

LB44102 ＊英文学概論 大河内 311 ib5i75j LB44202 ＊言語学概論Ⅱ 木山 文2 cq46ozp LB44302 ＊哲学思想基礎講読 嶺岸 919 yo6eicw LB44307 ＊イタリア語 マリヌッチ 411 後日

LB44203 ＊哲学思想概論 荻原 135 utkmjvg LB44303 ＊サンスクリット語 笠松 916 grjfdla LB64401 考古学各論 菅野 視聴覚室 qf3ijkn

LB44204 ＊社会学概論 田代 視聴覚室 sekcxik LB44304 ＊イタリア語 マリヌッチ 411 後日 LB64402 フランス文学演習Ⅱ メヴェル 810 nsv5z6e

LB64201 現代日本学各論Ⅲ 田中 605 67xmyf3 LB44305 ＊キャリアデザイン講座 猪股 文1 5gh4wuk LB64403 書道 下田 文2 vfgk3xk

LB64202 中国思想各論 三浦 611 fu45xca LB64301 心理学各論Ⅰ ジュターチップ オンライン gqni3fs LB64404 日本語・日本文化論各論Ⅱ コピローワ 133 o3cgcd2

LB64203 フランス文学各論Ⅱ 今井(勉) 315 me5ovbk LB63301 ドイツ語学各論 ナロック 807 fttfi75

LB64204 日本文学演習 佐倉 621 3nfpmvx

LB64205 中国語学演習 張 607 ygez6pb

LB64206 西洋史演習 浅岡 411 45u5ezg

LB64207 日本語学講読 大木 337 psssnkv

LB64208 哲学思想演習 城戸 919 hoqdno2

LB64209 東洋・日本美術史講読 杉本 431 db6vhid

LB64210 社会心理学演習Ⅰ 荒井 807 vdvnqum

LB45101 *考古学基礎実習 鹿又 考古４０６ 7toe4eh LB42501 ＊ドイツ文学概論Ⅱ 森本 811 budeyvr LB45401 ＊東洋・日本美術史概論 長岡 文2 orrvu5z LB45501 ＊東洋・日本美術史基礎講読 長岡 431 q2breb3

LB45102 *言語学基礎講読Ⅱ 小泉 135 5xntwkk LB45201 ＊西洋史概論 杉本(陽） 文1 qlg6s2o LB45301 ＊日本文学概論 仁平 文2 x53666g LB45402 ＊行動科学基礎演習 浜田 315 r5rgh7w LB45502 ＊宗教学基礎演習 木村(敏) 909 6gngk7r

LB45103 *高等英文解釈法 鈴木 411 3xnfw3z LB45202 ＊現代哲学概論 直江 135 p45cxpq LB45302 ＊社会心理学概論（社会・集団・家族心理学） 荒井 文1 mro2ulk LB45403 ＊倫理思想概論 村山 文1 tfewdwh LB65501 生命環境倫理学各論 原 919 5iahk6j

LB65103 *宗教科教育法Ⅱ 髙橋(原) 909 wvxljay LB45203 ＊宗教学概論 問芝 文2 dj763le LB45303 ＊ラテン語 宮崎 315 glrx7lc LB65401 実践宗教学各論 谷山 909 rwidq2z LB65502 宗教学演習 木村(敏) 909 qe357pu

LB65101 日本史各論 七海 511 ycfwvo6 LB45204 ＊日本文学基礎講読 横溝 811 4g3zy3j LB45304 ＊漢文講読 高橋(亨) 701 teykylt LB65402 現代日本学演習Ⅴ 田中 コンピュータ室 yva6hj3

LB65102 英語学講読 中村 315 hrejun2 LB45205 ＊社会学基礎演習 上田 337 i23oabg LB65301 文化人類学各論 ボレー 135 q2diqbl LB65403 日本史実習 籠橋 135 wnl4o6i

LB65104 博物館資料論 藤澤 文2 uoxnch3 LB45206 ＊人文情報処理 湊 オンライン d7uc4ej LB65302 現代日本学演習Ⅳ 田中 605 njxenjx LB65404 考古学演習 鹿又 607 ugtb7il

LB65201 日本思想史各論 冨樫 701 rillvyg LB65303 日本史演習 堀 511 4v4hubo LB65405 東洋史演習 川合 611 s3cuw7y

LB65202 日本史各論 籠橋 511 6k4zlbg LB65304 ドイツ文学演習Ⅱ 嶋崎 807 zvve4yq LB65406 哲学思想演習 原 919 n2dyd7k

LB65203 東洋史各論 川合 611 32wp5y2 LB65305 現代言語学演習 小泉 311 zmz2g6r LB65407 美学・西洋美術史演習 足達 431 bmmmje4

LB65204 ドイツ文学各論Ⅳ 藤田 807 jqvzfwq LB65306 社会学実習 田代 337 5rzrfc2

LB65205 社会心理学各論（文化心理学） 辻本 311 6wqokpp LB65307 行動科学演習 佐藤・瀧川オンラインewtsox2

LB65206 考古学講読 中沢 オンライン dectd6q LB62303 宗教学各論 木村(敏) 919 5iu7rbn

LB65207 中国文学演習 矢田 621 ko2xhcs LB62503 インド学演習 西村 916 tnqytj2

LB65208 言語交流学演習 加藤(万) 411 v3hhr6y

LB65209 倫理思想演習 村山 909 6avh4em

LB65210 行動科学演習 小川(和) 315 xts2d2z

……………………………………………

５講時　１６：２０～１７：５０

………………… ……………………………………………

２０２２年度文学部専門教育科目授業時間割表（第４・６・８セメスター）

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

………………… ……………………………………………

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。

表の見方

月

……………………………………………………………………
２年次学生は、授業科目名の最初に「*」印が
ある科目のみ履修できます。

……………………………………………………………………

火
…………………

……………………………………………………………………

………………… ……………………………………………

水

…………………

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。

……………………………………………………………………

………………… ……………………………………………

………………………………………………………………

………………… ……………………………………………

木

金
……………………………………………………………………

………………… ……………………………………………

……………………………………………


