
2021 年度 後期 文学部・文学研究科授業時間割表 

 

この授業時間割は、9月 22 日に掲載した後期授業科目の対面/オンライン実施 

確認用時間割に、クラスコードを追記したものです。 

（一部、9月 22 日に掲載した内容に修正が加わっている箇所もありますので 

 注意してください。） 

 

対面で実施予定の科目は、黄色で網掛けをしています。 

それ以外の科目は、オンラインで実施する予定です。 

ただし、10 月 1 日（金）～14 日（木）は原則として全科目オンラインで実施 

します。 

 

この授業時間割に掲載している情報は、10 月 1 日（金）現在のものです。 

使用教室を含め、変更になる場合がありますので注意してください。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 文学部・文学研究科 教務係 

 TEL 022-795-6004 

 mail art-kyom@grp.tohoku.ac.jp 



２０２１年度文学部専門教育科目授業時間割表（第２・４・６・８セメスター）※変更の可能性がありますので、ご留意ください。

LB41101 ＊インド仏教史概論 桜井 k7h56hm LB41201 ＊現代日本学基礎講読Ⅱ 伴野 701 mymweyl LB41302 ＊実験心理学概論（心理学概論） 坂井 7dpzwdt LB41401 ＊現代日本学概論Ⅱ 茂木 vllxqxc LB41501 ＊東洋史基礎講読 川合 315 heycay4

LB41102 ＊専門ドイツ語 松崎 133 5wldjdz LB41202 ＊考古学概論 鹿又 視聴覚 3t2o62o LB91301 ＊英語科教育論Ⅱ エイドリアン jh2aq7t LB41402 ＊フランス文学基礎講読Ⅱ 黒岩 811 mierjn7 LB41502 ＊フランス語学概論Ⅰ 阿部(宏) 605演 j4h7ekl

LB41203 ＊言語交流学基礎講読 小泉 311 c2blq4b LB61301 日本史演習 柳原 511演 xjbrah6 LB41403 ＊哲学思想概論 城戸 untm77e LB41503 ＊日本語学概論 小林 gmrgg6s

LB41204 ＊日本語学基礎講読 小林 文2 3t4eybo LB61302 インド仏教史演習 桜井 kbjxvd6 LB41404 ＊文化人類学基礎演習 越智 607演 xmd4yyk LB41504 ＊日本語教育学基礎講読 小河原 411 au4wk6g

LB41205 ＊倫理思想基礎講読 戸島 jm6w45q LB61303 ドイツ文学演習Ⅱ 森本 807演 o6tr4b5 LB41405 ＊宗教学基礎実習 木村(敏)他 311 3ycvrbk

LB41206 ＊社会学基礎演習 上田 431演 5mk3lbo LB61304 言語交流学演習 熊 611演 i6pbkue LB91401 ＊英語科教育論Ⅰ エイドリアン 2yrrq2x LB61501 行動科学演習 佐藤(嘉)・瀧川 7her5lj

LB61201 日本文学各論 仁平 opwvkl4 LB61305 哲学思想演習 荻原 mof5uyb LB61401 日本思想史各論 引野 mgtyxeu LB41505 美学・西洋美術史概論 足達 gq7gkxw

LB61202 考古学各論 佐野 7wfoekt LB61306 東洋・日本美術史各論 長岡 x22amtj LB61402 日本文学演習 横溝 909演 m26dysk

LB61203 英文学講読 ティンク 605演 ejki2z5 LB00006 人文社会序論 小林　他 文1 rnfrpj5 LB61403 日本史演習 柳原 511演 36r3kh2

LB61204 フランス語科教育法Ⅱ メヴェル s7ps4mw LB41301 日本思想史基礎講読 片岡(龍) 315 nosg4u2 LB61404 西洋史各論 有光 w3pzcnz

LB61205 日本語学演習 甲田 4zmq3eh LB61405 現代言語学各論 小泉 r6lqpfg

LB61206 倫理思想演習 戸島 ej5oxiw LB61406 美学・西洋美術史各論 足達 enol4lq

LB61207 実験心理学演習Ⅳ 倉元 133 6nfiak5 LB61407 行動科学演習 木村(邦) t3trq6g

LB61208 人文社会科学総合 大村 pqtqt66 LB61408 宗教学実習 木村(敏)他 4hcdefg

LB00007 人文社会序論 西村 jvgleid

LB42101 ＊中国思想概論 三浦 文1 zna5spw LB42201 ＊日本思想史概論 岡安 tt6fixc LB42301 ＊専門中国語 張 315 xrrcfcw LB42401 ＊日本史基礎講読 堀 文2 ebafvjx LB42501 ＊中国思想基礎講読 齋藤 611演 fnw22is

LB42102 ＊チベット語 桜井 bndfz77 LB42202 ＊日本史基礎講読 柳原 311 hor6ol2 LB42302 ＊日本語学概論 甲田 fszsvcy LB42402 ＊英語演習 三枝 701 xn4ipad LB42502 ＊行動科学概論 木村(邦) dd7kosa

LB62101 フランス文学演習IV 黒岩 714演 22lnrip LB42203 ＊東洋史概論 大野 jd6zl2i LB42303 ＊日本語教育学概論 早矢仕 337演 avk5q5f LB42403 ＊英語学基礎講読 金子 315 64rjuqe LB62501 日本史演習 安達 文2 n4zwt3s

LB44501 ＊ドイツ文学基礎講読Ⅱ ナロック 807演 4eoqobb LB42204 ＊英文学概論 大貫 135 5bsyo5f LB42304 ＊ラテン語 荻原 bpjc7v2 LB62401 日本史演習 籠橋 311 5nnu6e5 LB62502 東洋史各論 大野 pctgxk6

LB42205 ＊現代言語学基礎演習 木山 701 q3uhjkc LB42305 ＊東洋・日本美術史基礎実習 長岡・杉本 411 opox3ye LB62503 インド学演習 西村 vvevk35

LB42206 ＊文化人類学基礎講読 ファビオ 337演 urox6n6 LB42306 ＊心理学実験 河地　他 607,611 7wpl2xt LB62504 フランス語学演習Ⅱ 阿部(宏) vvorjq2

LB42207 ＊宗教学基礎講読 阿部(友) 811 lmzt3t2 LB62301 現代日本学演習Ⅱ クレイグ wzszv47 LB62402 中国文学各論 張 511演 ustazzy LB62505 哲学思想演習 直江 rkhfmbl

LB62201 日本文学各論 佐倉 2g7etii LB62302 日本思想史各論 片岡(龍) q2jutcb LB62403 ドイツ文学演習Ⅳ 菊池(克) 807演 lpffdyk

LB62202 日本史演習 堀 605演 43wsox5 LB62303 考古学各論 藤澤 aiopos6 LB62404 西洋史演習 有光 621演 pzv2zrw

LB62203 インド仏教史各論 桜井 pgc53hg LB62304 英文学演習Ⅱ 大貫 311 bdvqlvg LB62405 言語交流学演習 内藤 135 y6f67wc

LB62204 英語学講読 島 ao7xn6a LB98816 西洋史各論 松戸 2ndwzus LB62406 日本語教育学演習 小河原 605演 wvwiuw4

LB62205 ドイツ文学各論Ⅳ 佐藤(雪) 807演 tcrphxc LB62306 生命環境倫理学演習 直江 919演 uhikvup LB62407 哲学思想各論 小原 n6ltnvp

LB62206 西洋史演習 阿部(ひ) 511演 mtz4wqe LB62307 美学・西洋美術史実習 足達 811 36o6cth

LB62207 日本語学各論 小林 文2 y4alrjh LB62308 心理学特殊実験Ⅱ 辻本　他 y5ozqfb

LB62208 日本語論文作成法Ⅱ 高橋(亜) uwskq4j LB62309 文化人類学演習 沼崎 7fsq7ck LB62408 社会学各論 小松(丈) ajyg6em

LB62209 倫理思想各論 戸島 cnhvxnq LB62310 宗教学各論 木村(敏) 3eijlc2 LB62409 宗教学講読 アンドリューズ 4ae4w4d

LB62210 東洋・日本美術史演習 長岡・杉本 431演 fccgcdg LB00002 人文社会序論 阿部(宏) 133 nyrjkby

LB62211 社会学演習 田代 607演 5gnccf4

LB00004 人文社会序論 川合 133 miftltd

LB00008 人文社会序論 沼崎 7fq6sys

LB93101 ＊国語科教育論Ⅱ 小川 135 szoiqc5 LB43201 ＊中国語 張 511演 f2agiby LB43301 ＊インド学概論 西村 w5y2use LB43401 ＊古文書学 籠橋 311 xtk2xd3 LB43501 ＊パーリ語 西村 910 cm2rvry

LB63101 実験心理学演習Ⅱ 阿部(恒) 311 v7ipvm3 LB43202 ＊英語論文作成法 マックス 431演 6r4rzce LB43302 ＊西洋史基礎講読 浅岡 wxmf553 LB43402 ＊中国文学基礎講読 矢田 133 kb65zux LB43502 ＊専門フランス語 メヴェル wmyvsyz

LB43203 ＊ドイツ語学概論Ⅱ 嶋崎 803 psxzcrt LB43303 ＊音声学 内藤 acigynu LB43404 ＊フランス文学概論Ⅱ 今井 yrebk4x LB63501 日本史演習 籠橋 315 wuhd2f5

LB43204 ＊西洋史概論 浅岡 7vgslkk LB43304 ＊哲学思想基礎講読 直江・城戸 視聴覚 3z7yafo LB43405 ＊西洋史基礎講読 矢口 (準備中) LB63502 東洋史演習 大野 611演 pccfkg5

LB43205 ＊朝鮮語 権 opkwtga LB63301 現代日本学演習Ⅱ 田中　他 511演 hj5jali LB43409 ＊行動科学基礎実習 小川 701 yej4mcz

LB43206 ＊人文統計学 木村(邦) uzl36zb LB63302 日本思想史演習 引野・片岡(龍) ijpr5m7 LB43407 ＊美学・西洋美術史基礎講読 森田 811 pqskpn2 LB63504 哲学思想演習 城戸 607演 nn4nsdt

LB43207 ＊文化人類学概論 沼崎 rwfcjvl LB63303 日本史演習 安達 311 dppbsmq LB43408 ＊イタリア語 フォンガロ mas6j3q LB63505 人文社会科学総合 高橋(原) 807演 7kru2um

LB93201 ＊国語科教育論Ⅰ 挽地 dckmiwm LB63304 考古学実習 鹿又 考古学研 rwhilal LB00009 人文社会序論 三浦　他 605演 n6asmfq

LB63201 現代日本学各論Ⅰ 君島 sxz6se5 LB63305 博物館実習Ⅲ 鹿又 3e6klbu LB00011 人文社会序論 直江　他 qqfvauh

LB63202 日本文学演習 仁平 337演 asslizt LB63306 中国文学演習 土屋 621演 fuhmfay LB43406 ＊現代哲学概論 原 xz57b71 LB63506 実践宗教学各論 高橋(原) 807演 kxs4d7f

LB63203 日本史各論 安達 文2 ta3i66o LB63307 日本語教育学実習 小河原 hsnp2zy

LB63204 中国思想演習 三浦 621演 jwvhtma LB63308 東洋・日本美術史各論 杉本 4wxu3c6 LB63401 現代言語学各論 那須川 (準備中)

LB63205 東洋史各論 下倉 jed5g5s LB63309 実験心理学各論（神経・生理心理学） 坂井 4sc7q2u LB63402 倫理思想演習 戸島 nz7go5j

LB63206 英語学演習 金子・島 av27rww LB63310 文化人類学実習 越智・川口 135 pt7qxt7

LB63207 言語交流学演習 木山 311 j52j73h LB63311 死生学各論 高橋(原) kswajrj LB63403 社会学各論 太田

LB63209 倫理思想演習 村山(達) 5vclfcm LB63503 ドイツ語学演習Ⅱ ナロック 807演 5ivnkmz

LB63210 美学・西洋美術史各論 フォンガロ qbezrln

LB63211 社会学各論 永井 rinnels

LB63212 行動科学演習 浜田 nk4z6wj

LB63213 実験心理学演習Ⅰ 河地 tmk7ydi

LB44101 ＊中国文学概論 土屋 wltyosf LB44201 ＊日本史概論 堀　他 dur7zjh LB44301 ＊中国語基礎演習 張 607演 gw5rz4j LB44401 ＊イタリア語 フォンガロ xjwe5qq LB44502 ＊行動科学概論 毛塚 sz3iaxx

LB44102 ＊社会学概論 田代 xwyzuvm LB44202 ＊哲学思想概論 荻原 lnhi4fv LB44302 ＊サンスクリット語 笠松 rc4kwzy LB64401 書道 下田 文2 hx4til7 LB64501 現代日本学各論Ⅴ フォンガロ lvyoxvk

LB64201 現代日本学各論Ⅲ 田中 edbwmsi LB44303 ＊英文学・英語学基礎講読Ⅱ ティンク 135 sb62vif LB64402 考古学各論 菅野 ctzxnqp LB64502 インド学各論 西村 l6fua3v

LB64202 日本文学演習 佐倉 視聴覚 etitked LB44304 ＊哲学思想基礎講読 小松(恵) vdgrppm LB64403 ドイツ文学各論Ⅱ 佐藤(研) 807演 urzwmfx

LB64203 中国語学演習 張 607演 winazbm LB44305 ＊イタリア語 フォンガロ jnrjk5p LB64404 フランス文学演習Ⅱ メヴェル dhadhov

LB64204 中国思想各論 齋藤 611演 u6gdum7 LB64301 心理学各論 ジュターチップ e4o6cu5

LB64205 東洋史各論 中村 l7rt3a5 LB44306 キャリアデザイン講座 猪股 2baus6r

LB64206 フランス文学各論Ⅱ 今井 cjigd2h LB00001 人文社会序論 茂木　他 文1 kirasz5

LB64207 西洋史演習 浅岡 311 7vded3s LB00010 人文社会序論 茂木　他 文1 4rybgv7

LB64208 日本語学講読 大木 133 u3lbu37

LB64209 哲学思想演習 城戸 621演 fyo6ya6

LB64210 東洋・日本美術史講読 杉本 f57wxji

LB00005 人文社会序論 木村(敏) v4tri4z

LB64211 社会心理学演習Ⅰ 荒井 807演 wrmag4g

LB45101 ＊考古学基礎実習 鹿又 考古学研 xg7pjlr LB45301 ＊日本文学概論 横溝 6jmwa4j LB45401 ＊西洋史基礎講読 有光 607演 f46ofdz LB45501 ＊東洋・日本美術史基礎講読 長岡 411 2c5m6nw

LB45102 ＊ギリシャ語 尾園 giaww6x LB45201 ＊日本文学基礎講読 仁平 135 nr7djae LB45302 ＊漢文講読 菅原 701 idykjnu LB45402 ＊倫理思想概論 村山(達) fbj4aqn LB45502 ＊宗教学基礎演習 木村(敏)他 文2 gesmh6h

LB45103 ＊宗教科教育法Ⅱ 高橋(原) zvxsc7v LB45202 ＊高等英文解釈法 鈴木(亨) r4lamxn LB45303 ＊英文学基礎講読Ⅱ 竹森 311 gu5zm7y LB45403 ＊東洋・日本美術史概論 長岡 zs27jec LB65501 哲学思想演習 原 919演 udqgyhi

LB45104 ＊英語学概論 島 yl27xun LB45203 ＊現代言語学概論 木山 5dwxz2a LB45304 ＊ドイツ文学概論Ⅱ 森本 5u43qta LB45404 ＊行動科学基礎演習 浜田 mioithz LB65502 宗教学演習 木村(敏)他 文2 w23sdej

LB65101 日本史各論 七海 511演 v2ufkb5 LB45204 ＊現代哲学概論 直江 la5rllw LB45305 ＊ギリシャ語 尾園 7mcaqoy LB65401 現代日本学演習Ⅴ 田中 lnbrwsv

LB65102 博物館資料論 藤澤 l6zcjt5 LB45205 ＊ラテン語 宮崎 rkjp363 LB45306 ＊社会心理学概論（社会・集団・家族心理学） 荒井 74q6rno LB65402 日本史実習 籠橋 311 yayl3gq

LB45206 ＊宗教学概論 高橋(原) bmup6kg LB65301 現代日本学演習Ⅳ 田中 zhuljm3 LB65403 考古学演習 鹿又 u7ipfuo

LB45207 ＊人文情報処理 湊 ftgquey LB65302 日本史演習 堀 605演 nryl3pr LB65404 東洋史演習 川合 431演 qyrpytp

LB65201 考古学講読 中沢 oaz4ys6 LB65303 現代言語学演習 小泉　他 315 baxnfn7 LB65405 英語解析学各論 金子 l2ykxnl

LB65202 中国文学演習 矢田 607演 ppmuh6m LB65304 社会学実習 小松(丈) 811 bah2azp

LB65203 東洋史各論 川合 pq5iu4h LB65305 文化人類学各論 ボレー 135 3ngvt2w LB65406 哲学思想演習 原 919演 vamnvge

LB65204 英語学演習 金子 eqausvj LB65306 日本語・日本文化論各論Ⅱ コピローワ jsglis7 LB65407 美学・西洋美術史演習 足達 807演 na7qkkv

LB65205 ドイツ語学各論 嶋崎 803 43ngd2t LB65408 実践宗教学各論 谷山 pqvxop6

LB65206 倫理思想演習 村山(達) 311 okatyq5 LB00003 人文社会序論 越智 411 ja7ssyw

LB65207 行動科学演習 小川 701 7hxrnl5

LB65208 社会心理学各論（文化心理学） 辻本 a4etwob

LB65209 キリスト教史 宮崎 lpcaza3

LB63208 日本語教育学演習 中川 isajgbz

……………………………………………………………………

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
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LM21201 考古学特論Ⅱ 佐野 c3xdqrn LM21301 インド仏教史研究演習Ⅱ 桜井 ihnxhg6 LM21401 日本思想史特論Ⅱ 引野 e6xdnp6 LM21501 現代日本学総合演習Ⅱ 田中　他 701 egf2r2n

LM21202 東洋文化学特論Ⅱ 大野　他 611 yznw5ja LM21302 フランス文学研究演習IV 黒岩 714演 xjxeape LM21402 日本古典文学研究演習Ⅰ 横溝 909演 zzkjiyk LM21502 日本古典文学研究演習Ⅱ 横溝 909演 kvv6vee

LM21203 日本語構造論研究演習Ⅰ 甲田 jz7ko4c LM21303 西洋古代・中世史研究演習Ⅳ 有光 916演 kwdtxic LM21403 日本古代・中世史研究演習Ⅳ 柳原 511演 neziwh4 LM21503 フランス語学研究演習IV メヴェル ihebpmb

LM21204 実験心理学研究演習Ⅳ 倉元 133 mrdgz6j LM21305 古代中世哲学研究演習Ⅱ 荻原 udtgpkq LM21404 中国語学中国文学史総合演習Ⅱ 土屋・矢田 xmekpca LM21504 哲学総合演習Ⅱ 直江　他 916演 hhsow62

LM21205 人文社会科学研究Ⅱ 大村 tina6uz LM21306 東洋・日本美術史特論Ⅳ 長岡 jn7qo3w LM21405 西洋史特論Ⅱ 有光 kt2bp2t LM21505 倫理学総合演習Ⅱ 戸島 dx7vv6q

LM22304 西洋近現代史研究演習Ⅱ 浅岡 genjrzs LM21307 文化人類学研究演習Ⅱ 越智 607演 4d6vp4k LM21406 言語学特論 II 小泉 tbtcm37 LM21506 数理行動科学研究演習Ⅱ 佐藤(嘉)・瀧川 yfcxzej

LM21407 美学・西洋美術史特論Ⅱ 足達 vy6cr5x

LM22101 日本学総合科目Ⅱ 大木 607,611,621 462dq5o LM22201 日本古代・中世史研究演習Ⅱ 堀 605演 ip3f7dy LM22301 日本比較思想史特論Ⅰ 片岡(龍) a3me3hm LM22402 日本文学総合演習Ⅱ 佐倉　他 431演 yt7m7u5 LM22501 日本近世・近代史研究演習Ⅳ 安達 文2 3dcbjdc

LM22202 インド仏教史特論Ⅱ 桜井 f7eo7ac LM22302 文化財科学特論Ⅱ 藤澤 gglqc3o LM22403 中国語学中国文学特論Ⅱ 張 511演 yy6lkm4 LM22502 東洋近世史特論Ⅱ 大野 4534uce

LM22203 フランス文学特論IV 今井 powlk3o LM22303 英文学研究演習Ⅱ ティンク 714演 uyxheau LM22404 西洋古代・中世史研究演習Ⅱ 有光 621演 r3phbge LM22503 インド学研究演習Ⅱ 西村 nzykit5

LM22204 日本語変異論特論Ⅱ 小林 文2 lkli4l3 LM98827 西洋史特論Ⅰ 松戸 efrc62b LM22405 言語学研究演習 I 内藤 135 n5vstxx LM22504 英語学特論Ⅱ 金子 vuylps3

LM22205 日本語教育学特論Ⅰ 小河原 oe54c3m LM22305 生命環境倫理学研究演習Ⅰ 直江 6rrtqr2 LM22406 哲学特論Ⅱ 小原 tyjuexf LM22509 宗教学死生学総合演習Ⅱ 木村(敏)他 jegaiic

LM22206 倫理学特論Ⅱ 戸島 5rjlnx5 LM22306 計算人文社会学研究演習Ⅱ 瀧川 g7qouem LM22407 理論社会学特論Ⅱ 小松(丈) 7asu5ba LM22507 日本語学総合演習Ⅳ 小林　他 文1 7yg4ufy

LM22207 社会変動学研究演習Ⅱ 田代 607演 qdv3lju LM22307 心理学研究実習Ⅱ 河地　他 607,611 p7i3swq LM22508 現代哲学研究演習Ⅱ 直江 合同研究室 sbjjiza

LM22208 計量行動科学研究演習Ⅱ 木村(邦) b5aocxn LM22308 宗教学特論Ⅰ 木村(敏) rx7blsk LM22408 宗教学死生学研究演習Ⅱ アンドリューズ 6zrwaer

LM22209 日本語研究論文作成法Ⅱ 高橋(亜) c5gkywm LM22309 現代日本学歴史分析研究演習Ⅰ クレイグ 37yphci LM22409 英語発表技能演習 クレイグ mvnjs77

LM22505 ドイツ語学研究演習 II ナロック 研究室 emfed2b LM12406 日本語学総合演習Ⅱ 小林　他 文1 yuuny5r

LM23101 実験心理学研究演習Ⅱ 阿部(恒) 311 f5jhvi4 LM23201 現代日本学研究特論Ⅰ 君島 fnn2xek LM23301 考古学研究実習Ⅱ 鹿又 考古学研 dnx4d4a LM23501 日本思想史研究演習Ⅱ 引野・片岡(龍) xeffach

LM23102 広域文化学総合科目Ⅱ 桜井 文1 j2y43w5 LM23202 日本近代文学研究演習Ⅱ 仁平 bm5dqox LM23302 文化人類学研究実習Ⅱ 沼崎 kyrnqhu LM23502 日本近世・近代史研究演習Ⅱ 籠橋 315 qobjcj2

LM23203 日本近世・近代史特論Ⅱ 安達 文2 lhmrkck LM23303 中国語学中国文学研究演習Ⅳ 土屋 621演 dbr5xom LM23401 日本思想史総合演習Ⅱ 引野・片岡(龍) gf767mq LM23503 東洋史学研究演習Ⅳ 大野 611演 asiiegw

LM23204 中国思想文献研究演習Ⅱ 齋藤 611演 44npj4d LM23304 英語文化論研究演習Ⅱ 大貫 607演 daxnmcs LM23402 日本文芸形成論特論Ⅱ 佐倉 337演 n7hkcde LM23504 フランス語学研究演習Ⅱ 阿部(宏) 5jspqxs

LM23205 東洋古代中世史特論Ⅲ 下倉 j4ogucy LM23305 東洋・日本美術史特論Ⅴ 杉本 exwoswg LM23403 史料学Ⅱ 籠橋 311 ubiocnl LM23505 日本語教育学総合演習Ⅱ 小河原 rbmisqf

LM23206 英語学総合演習Ⅱ 金子・島 wgn4ma4 LM23306 実験心理学特論Ⅲ 坂井 qdwgacu LM23404 英語研究論文作成法Ⅱ フィリップス 431演 2qxxoow LM23506 西洋古典文化特論 荻原 2zcwfk7

LM23207 フランス文学研究演習Ⅱ 今井 2pozifm LM23307 死生学特論Ⅱ 高橋(原) rj4pird LM23405 倫理学研究演習Ⅱ 戸島 vaogmo2 LM23507 近代哲学研究演習Ⅱ 城戸 607演 too7iwo

LM23208 言語学研究演習Ⅲ 木山 311 b4acwyu LM23308 日本語教育学研究実習Ⅱ 小河原 LM15302 LM23508 理論社会学研究演習Ⅱ 永井 621演 o2jcjmh

LM23210 倫理学研究演習ＶＩ 村山(達) xhuhn5b LM23406 東洋・日本美術史研究演習Ⅱ 杉本 411 dbcrzuy

LM23211 美学特論Ⅰ フォンガロ　エンリコ zw6c57t LM23407 社会学特論Ⅲ 太田 tb7hcjn LM23509 実践宗教学特論Ⅳ 高橋(原)・大村 yojpesc

LM23212 理論社会学特論Ⅰ 永井 o77fal3

LM23213 数理行動科学研究演習Ⅳ 浜田 ayilhy2

LM23214 実験心理学研究演習Ⅰ 河地 5w7ni7n

LM24101 応用死生学研究実習Ⅱ 高橋(原)他 909演 e333dm5 LM24201 現代日本学社会分析特論Ⅰ 田中 dfooy57 LM24301 心理学特論Ⅰ ジュターチップ e4zj7dy LM24401 考古学特論Ⅲ 菅野 xg5oqpc LM24501 現代日本学日本哲学特論Ⅰ フォンガロ jm5w6dt

LM24202 日本古典文学研究演習Ⅳ 佐倉 pxosksd LM24302 キャリアデザイン設計演習 猪股 (準備中) LM24402 ドイツ文学特論Ⅱ 佐藤(研) 807 sktlg4e LM24502 インド学特論Ⅱ 西村 xdprhtg

LM24203 中国語文化論研究演習Ⅱ 張 607演 vmmorlf

LM24204 中国思想特論Ⅱ 齋藤 611演 ae7cqec

LM24205 東洋近世史特論Ⅳ 中村 ucwsdkf

LM24206 英文学・英語学論文作成法特論Ⅱ ティンク 714演 clt7xia

LM24207 英語学研究演習Ⅱ 島 811 dlriolt

LM24208 西洋文化学特論Ⅱ 森本 exe3ned

LM24209 フランス文学特論Ⅱ 今井 2dhwc7g

LM24210 日本語変異論研究演習Ⅱ 大木 605演 4llujio

LM24211 哲学研究演習Ⅰ 城戸 621演 waazwch

LM24212 社会心理学研究演習Ⅰ 荒井 807演 lp46yfg

LM24213 応用死生学研究実習Ⅳ 高橋(原)他 909演 tk3lukf

LM98813 文化財科学研究演習Ⅱ 高橋(栄) 歴史博物館

LM25101 日本古代・中世史特論Ⅱ 七海 511演 s4m2rjl LM25201 中国語学中国文学研究演習Ⅱ 矢田 607演 blzxmtb LM25301 社会学研究実習Ⅱ 小松(丈) 811 t5r53qx LM25501 中国思想史総合演習Ⅱ 三浦・齋藤 611演 zgva6zq

LM25102 総合人間学総合科目Ⅱ 長岡 文1 lwotemr LM25202 東洋古代中世史特論Ⅱ 川合 ut754ky LM25302 日本語・日本文化論各論Ⅱ コピローワ cndudj4 LM25401 日本史研究実習Ⅱ 籠橋 311 3sx2pzm

LM25102 総合人間学総合科目Ⅱ 辻本 文2 LM25203 比較文化史学特論Ⅰ 寺山 7su4aqv LM25402 考古学研究演習Ⅱ 鹿又 uxahkum LM25502 東洋史学研究演習Ⅱ 川合 yutr5ct

LM25204 倫理学研究演習ＶＩ 村山(達) 311 lft3nv3 LM25403 ドイツ文学研究演習Ⅱ 嶋崎 803 hi552bc LM25503 哲学研究演習Ⅳ 原 919演 5onmwi5

LM25205 計量行動科学研究演習Ⅳ 小川 701 hhx2hzc LM25404 比較文化史学研究演習Ⅱ 寺山 vnnauto LM25504 美学・西洋美術史研究演習II 足達 807演 ftubrx2

LM25206 社会心理学特論Ⅱ 辻本 wfvbjrf LM25405 言語学総合演習Ⅱ 小泉　他 315 6npfy4l LM25505 心理学総合演習Ⅱ 阿部　他 ublg6z5

LM23209 日本語教育学研究演習Ⅰ 中川 iw7vqrn LM25406 科学哲学研究演習Ⅱ 原 919演 lras3k4

LM25407 実践宗教学特論Ⅱ 谷山 vtysipe

水
………………… ……………………………………………

２０２１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

………………… ……………………………………………

木

月

火

………………… ……………………………………………

金
………………… ……………………………………………

……………………………………………………………………
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