
LM11201 考古学特論Ⅰ 佐野 rud2jo2 LM11301 日本文化思想史特論Ⅰ 片岡 siijiwa LM11401 日本古典文学研究演習Ⅰ 横溝 fx24wol LM11501 現代日本学総合演習Ⅰ 高橋(章) 2xnjciy

LM11202 日本語変異論研究演習Ⅰ 大木 52n6cqf LM11302 日本語構造論特論Ⅰ 甲田 2e7okl3 LM11402 日本古代・中世史研究演習Ⅲ 柳原 lbyrvke LM11502 フランス語学研究演習Ⅲ メヴェル 5a7mamx コード 科目 教員 クラスコード

LM11203 東洋文化学特論Ⅰ 川合 pninr2l LM11303 文化人類学研究演習Ⅰ 川口 4zukuae LM11403 西洋史特論Ⅱ 有光 xcokiw3 LM11503 社会行動科学特論Ⅰ 佐藤(嘉) 3ubcg2s

LM11205 西洋近現代史研究演習Ⅰ 浅岡 bggcvul LM11304 インド仏教史研究演習Ⅰ 桜井 5gqnmnu LM11404 中国語学中国文学史総合演習Ⅰ 土屋 jh3uavf LM11504 哲学総合演習Ⅰ 直江 afgxqeo

LM11206 実験心理学特論Ⅳ 倉元 qnvdrms LM11305 フランス文学研究演習Ⅲ 黒岩 mc4chdw LM11405 宗教学研究実習Ⅰ 木村(敏) 57teba3

LM11207 実験言語学特論Ⅰ 木山 k37btim LM11306 西洋古代・中世史研究演習Ⅲ 有光 fmh7x42 LM11406 理論言語学特論Ⅰ 小泉 yu6ig3z LM11505 倫理学総合演習Ⅰ 戸島 76wkcx5

LM11208 人文統計基礎演習 木村(邦) 5mztrg7 LM11307 東洋・日本美術史特論Ⅰ 長岡 fmq7mbt

LM11209 人文社会科学研究Ⅰ 大村 be4kkgw LM11308 美学・西洋美術史特論Ⅰ 足達 uqu7phv

LM11309 古代中世哲学研究演習Ⅰ 荻原 3mmhgbn

○　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

LM12101 日本学総合科目Ⅰ 小河原 cakitua LM12201 現代日本学学芸分析特論Ⅰ 茂木 lhli62m LM12301 現代日本学歴史分析特論Ⅰ クレイグ gugf2fj LM12401 日本語学総合演習Ⅰ 小林 5hhkkoa LM11204 英語学基礎特論Ⅱ 島 3tqwhj6 観察室　…　授業観察教室（文法合同研究棟２階）

LM12203 日本語変異論研究演習Ⅲ 小林 ghuvdik LM12303 宗教学特論Ⅱ 問芝 lodpxgw LM12402 日本文学総合演習Ⅰ 佐倉 4zxreki LM12501 日本語学総合演習Ⅲ 小林 phaz7to 文法１０３　…　文学研究科・法学研究科合同研究棟１０３

LM12204 日本古代・中世史研究演習Ⅰ 堀 iw7jb6o LM12304 中国語学中国文学研究演習Ⅲ 土屋 cuq7jto LM12403 中国語学中国文学特論Ⅰ 張 bpvymjh LM12502 日本近世・近代史研究演習Ⅲ 安達 3mursau 総合研究棟306　…　教育学研究棟３０６教室

LM12205 インド仏教史特論Ⅰ 桜井 cwre4cx LM12305 英文学研究演習Ⅲ ティンク bmmggwy LM12404 宗教学死生学研究演習Ⅰ アンドリューズ p6b4c23 LM12503 東洋近世史特論Ⅰ 大野 imdzd75 総合研究棟201　…　教育学研究棟２０１教室

LM12206 ドイツ文化学特論Ⅰ 佐藤 pua2qgp LM12306 ドイツ語学研究演習Ⅰ ナロック 3psaazq LM12405 記述言語学特論Ⅰ 内藤 giu2f3f LM12504 宗教学死生学総合演習Ⅰ 木村(敏) jvlbppt 経３　…　経済学部第３講義室（中講義棟）

LM12207 フランス文学特論Ⅰ 今井 ss6fwrg LM12307 哲学特論Ⅲ 直江 wq754nf LM12505 インド学研究演習Ⅰ 西村 t3tjd63 法１　…　法学部第１講義室（総合講義棟２階）

LM12208 文化人類学研究演習Ⅲ 沼崎 mzyoxoq LM12308 計算人文社会学研究演習Ⅰ 瀧川 3lk2ipw LM12506 社会学特論Ⅱ 佐久間 jad2mnf 法２　…　法学部第２講義室（総合講義棟２階）

LM12209 理論社会学研究演習Ⅰ 小松 jr32nxp LM12309 心理学研究実習Ⅰ 河地　他 yksxy5t LM12507 現代哲学研究演習Ⅰ 直江 5t6taw6 法３　…　法学部第３講義室（中講義棟）

LM12210 計量行動科学研究演習Ⅰ 木村(邦) kwbsmns LM12302 文化財科学特論Ⅰ 藤澤 ty62mks

LM12211 日本語教育学特論Ⅱ 島崎 ef5vgdz

LM12212 日本語研究論文作成法Ⅰ 高橋(亜) 6ck56yy

※注意事項

LM13101 実験心理学特論Ⅱ 阿部(恒) zsgg5kw LM13201 現代日本学学芸分析特論Ⅰ 高橋(章) n5seoh2 LM13301 考古学研究実習Ⅰ 鹿又 x3bw4qv LM13501 日本思想史研究演習Ⅰ 引野 rvwv3ej

LM13102 広域文化学総合科目Ⅰ 土屋 gy22zpz LM13202 日本近代文学研究演習Ⅰ 仁平 tlecqug LM13302 死生学特論Ⅰ 髙橋(原) zmbz4hc LM13401 日本文芸形成論特論Ⅲ 仁平 zjal2ek LM13502 日本近世・近代史研究演習Ⅰ 籠橋 qk6angf

LM13203 英語学総合演習Ⅲ 島 pnwh2ym LM13304 文化人類学研究実習Ⅰ 沼崎 wbfg5s4 LM13503 東洋史学研究演習Ⅲ 大野 2zs6lei

LM13204 中国思想文献研究演習Ⅰ 齋藤 maxr6jw LM13305 東洋・日本美術史特論Ⅱ 杉本 3efxyvn LM13402 日本思想史総合演習Ⅰ 引野 xowaas4 LM13504 フランス語学研究演習Ⅰ 阿部(宏) e3jfhce

LM13205 フランス文学研究演習Ⅰ 今井 dohiknf LM13306 社会学特論Ⅰ 徳川 i5kxrl7 LM13403 東洋近世史特論Ⅲ 岡 4m6su5y LM13505 近代哲学研究演習Ⅰ 城戸 o7ck562

LM13206 学習・言語心理学特論Ⅰ 木山 a6g4k3t LM13307 実験心理学研究演習Ⅲ 坂井 otjxfnb LM13404 フランス文化学特論Ⅰ メヴェル jcuhyyl LM13506 研究倫理特論 原 2hqe7pm

LM13207 社会変動学特論Ⅱ 田代 p36xelx LM13308 日本語教育学研究実習Ⅰ 島崎 f55x2vh LM13507 日本語教育学総合演習Ⅰ 小河原 b4smfes

LM13208 倫理学研究演習Ⅲ 村山 veiywhd LM13405 英語文化論研究演習Ⅲ 大貫 2ssg3vh LM13508 実践宗教学特論Ⅲ 髙橋(原) ycqsv7y

LM13209 数理行動科学研究演習Ⅲ 浜田 zgkjxoj LM13406 ドイツ文学研究演習Ⅰ 嶋崎 pbnaoay

LM13407 言語学特論Ⅰ 那須川 yfipren

LM13408 倫理学研究演習Ⅰ 戸島 n2jcnoo

LM13409 東洋・日本美術史研究演習Ⅰ 長岡 yjnb473

LM13410 英語研究論文作成法Ⅰ フィリップス wgjil2b

LM12202 史料学Ⅰ 柳原 2qfkjkt

LM14101 応用死生学研究実習Ⅰ 高橋(原)他 gyvzhhj LM14201 日本語変異論特論Ⅰ 大木 27t4xbm LM14301 文化財科学研究演習Ⅰ 高橋(栄) icwfpgh LM14401 日本語・日本文化論特論Ⅰ コピローワ iivy7px LM14501 日本語構造論研究演習Ⅱ 津田 fzd5n5i

LD14101 人文社会科学特別科目 浅岡 wddwl2j LM14202 現代日本学社会分析研究演習Ⅰ 田中 qpmisx7 LM14205 英文学・英語学論文作成法特論Ⅲ ティンク jfqmgwv LM14502 インド学特論Ⅰ 西村 nvncacg

LM14203 日本古典文学研究演習Ⅲ 佐倉 blnt2i4 LM14503 美学研究演習Ⅰ フォンガロ gxlxubr

LM14204 中国思想特論Ⅰ 齋藤 koihuau

LM14206 中国語文化論研究演習Ⅰ 張 7gzzmkt

LM14207 応用死生学研究実習Ⅲ 髙橋(原) cvw2fu4

LM14208 哲学特論Ⅰ 城戸 hjqx5p7

LM14209 実験心理学特論Ⅰ 河地 yfrulvh

LM14210 社会学特論Ⅲ 妙木 azgeges

LM13210 アーカイブズ学研究演習 加藤(諭) f3ourzk

LM15101 総合人間学総合科目Ⅰ 足達 aissmfs LM15201 日本古代・中世史特論Ⅰ 堀 a6nzm7p LM15302 社会心理学特論Ⅰ 荒井 czm3vgz LM15401 考古学研究演習Ⅰ 鹿又 t3jly2p LM15501 中国思想史総合演習Ⅰ 三浦 yhhwynl

LM11406 理論言語学特論Ⅰ 小泉 yu6ig3z LM15202 現代日本学学芸分析研究演習Ⅰ 雲然 2lcsxaq LM15303 哲学研究演習Ⅱ 森 w4miov7 LM15402 史料管理学Ⅰ 籠橋 skqci3r

LM15203 東洋古代中世史特論Ⅰ 川合 xbk3oxn LM15304 数理行動科学研究演習Ⅰ 佐藤(嘉) nrmfsna LM15403 実践宗教学特論Ⅰ 谷山 5qyijdc LM15502 東洋史学研究演習Ⅰ 川合 qoydeox

LM15204 ドイツ文学特論Ⅰ 藤田 byblpxb LM15305 社会学研究実習Ⅰ 田代 o3p7m44 LM15503 心理学総合演習Ⅰ 坂井 lalxtl6

LM15205 中国語学中国文学研究演習Ⅰ 矢田 5moqeww LM15306 日本語教育学研究演習Ⅱ 小河原 3zo2elu LM15404 比較文化史学研究演習Ⅰ 寺山 eczzcsj LM15504 生命環境倫理学研究演習Ⅰ 原 2uqi3zr

LM15206 言語学特論Ⅱ 加藤(万) 5zuovyj LM15405 倫理学特論Ⅰ 村山 qjql2tq LM15505 美学・西洋美術史研究演習Ⅰ 足達 fjkbxvw

LM15207 倫理学研究演習Ⅴ 村山 y2d67ve LM15406 言語学総合演習Ⅰ 小泉 p6jrjov

LM15208 社会心理学研究演習Ⅱ 辻本 37kzvgh LM15407 科学哲学研究演習Ⅰ 原 27se7vh

LM15209 計量行動科学研究演習Ⅲ 小川(和) uizvp53

LM15210 日本語教育方法論研究演習Ⅱ 小河原 3znymwo

２． これらの情報は、
   　2022年4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。

……………………………………………………………………

…………………

２０２２年度文学研究科専門教育科目授業時間割表（第１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 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

５講時　１６：２０～１７：５０

…………………

……………………………………………

……………………………………………

………………… ……………………………………………

金

木

………………… ……………………………………………

…………………

……………………………………………………………………


