
更新日 前期・後期 講義コード 授業科目名 担当教員 曜日 講時 変更項目 変更前 変更後 備考

4/2 前期 LM22503 宗教学死生学総合演習Ⅰ 木村敏明　他 火 5 時間割 909 811

4/4 前期
LB51212
LM11209

日本語・日本文化論各論Ⅰ
日本語・日本文化論特論Ⅰ

コピローワ 月 2 時間割 2講時 3講時

4/4 前期 LB52309 宗教学講読 アンドリューズ 火 3 時間割 3講時 4講時

4/4 後期 LB62309 宗教学講読 アンドリューズ 火 3 時間割及び講義室
3講時
５１１

4講時
３３７

4/5 前期 LB31402 西洋史概論 有光秀行 月 4 講義室 605 文１

4/5 後期 LB41402 西洋史概論 有光秀行 月 4 講義室 135 文１

4/8 前期
LB51301
LM11307

人文社会科学総合
人文社会科学研究Ⅰ

大村哲夫 月 3 講義室 701 文２ ７月２９日（月）のみ文１

4/8 前期 LB51306 言語交流学演習 木山幸子 月 3 講義室 コンピュータ室 811

4/9 前期 LB34303 サンスクリット語 西村直子 木 3 担当教員 西村直子 尾園絢一

4/9 後期 LB44303 サンスクリット語 西村直子 木 3 担当教員 西村直子 尾園絢一

4/9 前期 LM12101 日本学総合科目Ⅰ 安逹宏昭　他 火 1 講義室 311 文２
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更新日 前期・後期 講義コード 授業科目名 担当教員 曜日 講時 変更項目 変更前 変更後 備考

4/9 前期
LB51202
LM11206

現代言語学各論
言語学特論Ⅰ

後藤　斉 月 2 講義室 コンピュータ室 文法１０３

4/9 前期 LB31402 西洋史概論 有光秀行 月 4 講義室 文１
法学部

第２講義室

4/9 前期 LB32401 社会学概論 小松丈晃 火 4 講義室 文１
法学部

第１講義室

4/10 前期 LB31506 日本語教育学基礎講読 島崎　薫 月 5 講義室
授業観察

室
701

4/10 前期 LM13102 広域文化学総合科目Ⅰ 木村敏明　他 水 1 講義室 135 文２

4/11 前期
LB53205
LM13202

日本文学演習
日本近代文学研究演習Ⅰ

仁平政人 水 2 講義室 807 909

4/11 前期
LB53207
LM13207

倫理思想演習
倫理学研究演習Ⅲ

村山達也 水 2 講義室 909 807

4/11 前期 LM13405 西洋古代・中世史研究演習Ⅲ 有光秀行 水 4 時間割及び講義室
４講時
511

３講時
西洋史第一資料室

4/11 前期
LB54205
LM14211

行動科学各論
社会行動科学特論Ⅰ

永吉希久子 木 2 講義室 411 701

4/11 前期 LB54301 地理学Ｂ 村山良之 木 3 講義室 文２ 311

4/11 前期 LB34304 イタリア語 フォンガロ 木 3 講義室 411 701



更新日 前期・後期 講義コード 授業科目名 担当教員 曜日 講時 変更項目 変更前 変更後 備考

4/12 前期 LB35307 漢文講読 菅原尚樹 金 3 講義室 133 135

4/12 前期
LB55303
LM15309

計算人文社会学各論計算
人文社会学特論Ⅰ

瀧川裕貴 金 3 講義室 510 701

4/12 前期 LB55306 現代言語学演習 後藤　斉　他 金 3 講義室 文法１０３ 文２

4/12 前期 LM15404 言語学総合演習Ⅰ 後藤　斉　他 金 4 講義室 文法１０３ 文２

4/12 前期
LB55401
LM15403

倫理思想各論
倫理学特論Ⅰ

村山達也 金 4 講義室 909 701

4/15 前期 LB93201 国語科教育論Ⅱ 相澤秀夫 水 2 講義室
総合研究
棟２０１

総合研究
棟２０４

4/15 前期
LB51401
LM11401

日本思想史各論
日本思想史特論Ⅱ

片岡　龍 月 4 講義室 714 605

4/19 前期 LM15101 総合人間学総合科目Ⅰ 荻原　理　他 金 1 講義室 135 文２

4/19 前期 LB34501 現代哲学概論 佐藤　駿 木 5 講義室 文２ 文１

5/9 前期 LB52307 フランス語学演習Ⅰ 阿部　宏 火 3 講義室 510 621

5/27 前期 LB34202 宗教学概論 山田仁史 木 2 講義室 文２
法学部

第３講義室
７月２５日（木）のみ文２



更新日 前期・後期 講義コード 授業科目名 担当教員 曜日 講時 変更項目 変更前 変更後 備考

6/27 前期 LB33406 音声学 那須川訓也 水 4 講義室 文法１０３ 文１
７月１０日（水）、７月１７日（水）、

７月２４日（水）のみ

7/1 前期 LB32401 社会学概論 小松丈晃 火 4 講義室 法１ 文１ ７月２３日（火）のみ

7/10 前期 LB31402 西洋史概論 有光秀行 月 4 講義室 法１ A200
７月２９日（月）、８月５日（月）の

み

9/10 後期 LB63302 日本思想史演習 引野、片岡 水 3 講義室 135 701

9/11 後期 LM25205 比較文化史学特論Ⅰ 寺山恭輔 金 2 講義室 133

東北アジア
研究センター
第１セミナー

室

9/17 後期 LM22203 日本語教育学特論Ⅰ 小河原義朗 火 2 時間割 ２講時 ５講時

9/30 後期 LM22203 日本語教育学特論Ⅰ 小河原義朗 火 2 時間割 ５講時 ２講時

9/30 後期 LM23404 西洋古代・中世史研究演習Ⅳ 有光秀行 水 4 時間割及び講義室
４講時
８０７

３講時
西洋史第一

資料室

10/1 後期 LB42205 現代言語学基礎演習 木山幸子 火 2 講義室
コンピュー

タ室
411 １１月１２日（火）のみ２０８

10/2 後期 LM22503 宗教学死生学総合演習Ⅱ 木村敏明　他 火 5 講義室 909 411

10/2 後期
LB63205
LM23206

倫理思想演習
倫理学研究演習Ⅳ

村山達也 水 2 講義室 701 919



更新日 前期・後期 講義コード 授業科目名 担当教員 曜日 講時 変更項目 変更前 変更後 備考

10/2 後期 LM22402 日本文学総合演習Ⅱ 佐倉由泰　他 火 4 講義室 909 607

10/2 後期 LB43201 日本史概論 堀 裕　他 水 2 講義室 文１
法学部

第２講義室

10/3 後期 LB43404 ドイツ文学概論Ⅱ 森本浩一 水 4 講義室 135 文１

10/4 後期 LB45303
社会心理学概論（社会・集団・家
族心理学）

荒井　崇史 金 3 講義室 文２
川内北

キャンパス
B102

１０月１１日（金）、１０月１８日（金）

10/7 後期 LB42101 中国思想概論 三浦　秀一 火 1 講義室 315 311

10/7 後期 LB41201 考古学概論 鹿又　喜隆 月 2 講義室 311 文２

10/9 後期 LB45404 行動科学基礎演習 浜田　宏 金 4 講義室 411 909

10/9 後期 LB65302 現代言語学演習
後藤　斉
小泉　政利

金 3 講義室 文法103 701 10月11日（金）

10/10 後期 LB44501 現代哲学概論 佐藤　駿 木 5 講義室 文２ 文1

10/11 後期 LB45304 ギリシャ語 尾園絢一 金 3 講義室 510 607

10/15 後期 LB42205 現代言語学基礎演習 木山幸子 火 2 講義室 411 A303
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10/15 後期 LM23510 西洋古典文化特論 荻原　理 水 5 講義室 411 811 １０月１６日（水）のみ２０８

10/23 後期 LB44501 現代哲学概論 佐藤　駿 木 5 講義室 文１ 法３ １０月２４日（木）のみ

10/23 後期 LB43404 ドイツ文学概論Ⅱ 森本浩一 水 4 講義室 文１ 法３ １１月６日（水）のみ

10/23 後期 LB45303
社会心理学概論（社会・集団・家
族心理学）

荒井　崇史 金 3 講義室 文２ 経３
２０２０年１月２４日（金）、
２０２０年２月７日（金）は
川北キャンパスＢ１０２

10/24 後期 LB65302 現代言語学演習 後藤斉　他 金 3 講義室 文法103 135

10/24 後期 LM25403 言語学総合演習Ⅱ 後藤斉　他 金 4 講義室 文法103 135

10/24 後期 LB65304 文化人類学各論 ボレー 金 3 講義室 135 701 １１月８日（金）のみ４１１

10/24 後期 LM23310 文化人類学研究実習Ⅱ 沼崎一郎 水 ３・４ 講義室 810 510

1/22 後期 LB65304 文化人類学各論 ボレー 金 3 講義室 701 1月27日(月)2講時のみ807


