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LB31101 ＊インド仏教史概論 桜井 v2okqtq LB31201 ＊現代日本学基礎講読Ⅰ クレイグ acf3xbh LB31301 ＊美学・西洋美術史概論 足達 zxjgso3 LB31401 ＊現代日本学概論Ⅰ 田中 townbsj LB31501 ＊東洋史基礎講読 川合 bjguxcy

LB51101 地理歴史科教育法Ⅱ 片岡(実) ※後日 LB31202 ＊考古学概論 藤澤 rbo3xxl LB91301 ＊英語科教育論Ⅱ エイドリアン jh2aq7t LB31402 ＊専門フランス語 黒岩 5p4va2d LB31502 ＊フランス語学基礎講読 阿部(宏) 36cw2mc コード 科目 教員 クラスコード

LB31203 ＊現代言語学基礎講読 内藤 ※後日 LB51301 現代日本学講読Ⅰ 茂木・伴野 if3jqds LB31403 ＊哲学思想概論 城戸 xoalnw6 LB31503 ＊日本語学概論 大木 iu7nowg

LB31204 ＊倫理思想基礎講読 戸島 lkml224 LB51302 日本思想史各論 片岡(龍) gaqjpg2 LB31404 ＊社会学基礎演習 牛渡 ※後日 LB31504 ＊日本語教育学基礎講読 島崎 rc44srf

LB51201 考古学各論 佐野 3s3tkjf LB51303 日本史演習 柳原 2hyjb7m LB31405 ＊文化人類学基礎演習 川口 ji2kvzq LB51501 行動科学演習 佐藤(嘉)・瀧川 2rnb5oo

LB51202 英文学演習Ⅲ ティンク qil6ru3 LB51304 インド仏教史演習 桜井 7dztaxu LB31406 ＊宗教学基礎実習 木村(敏)他 oebaxnh

LB51203 フランス語科教育法Ⅰ メヴェル urgbamp LB51305 ドイツ文学演習 I 森本 girnqo5 LB91401 ＊英語科教育論Ⅰ エイドリアン 2yrrq2x

LB51204 日本語学講読 大木 tbsk4sr LB51306 日本語学各論 甲田 zdqk7rz LB51401 日本史演習 柳原 ea2hkny

LB51205 倫理思想演習 戸島 xcm2t7g LB51307 哲学思想演習 荻原 ezzm3zi LB51402 言語交流学演習 小泉 3aonx42

LB51206 実験心理学各論（心理学統計法） 倉元 qc7gp2h LB51308 東洋・日本美術史各論 長岡 kzoljea LB51403 社会学演習 大井 ※後日

LB51207 人文社会科学総合 大村 zkyq7m7 LB51309 社会学各論 大井 ※後日 LB51404 行動科学演習 木村(邦) aeyxxdr ○　使用教室欄の表記

LB51405 宗教学実習 木村(敏)他 ubttglw 文１　…　中講義棟（文学部第１講義室）

LB32101 ＊中国思想概論 齋藤 dxw5qgy LB32201 ＊古文書学 柳原 55lucct LB32301 ＊日本思想史概論 片岡(龍) vbrllzd LB32401 ＊英語演習 三枝 ※後日 LB32501 ＊中国思想基礎講読 三浦 q7zzv4d 文２  …　中講義棟（文学部第２講義室）

LB32102 ＊チベット語 桜井 nrlbi7a LB32202 ＊東洋史概論 大野 ewc2lj5 LB32302 ＊日本史概論 堀　他 fkqx6sv LB32402 ＊英語学基礎講読 金子 jl6y6vo LB32502 ＊行動科学概論 木村(邦) arn5q5g 考古４０６実習室 … 考古学実習整理室（文科系合同研究棟４階）

LB32103 ＊ドイツ文学基礎講読Ⅰ ナロック whd2o4o LB32203 ＊フランス文学概論Ⅰ 黒岩 4lbg452 LB32303 ＊専門中国語 張 aoqtbm5 LB52401 日本史演習 籠橋 d2lvlxv LB52501 日本史演習 安達 o6jm2ld 考古４０７実習室 … 考古学実習整理室（文科系合同研究棟４階）

LB52101 フランス文学演習Ⅲ 黒岩 engf5tr LB32204 ＊現代言語学基礎演習 木山 ng45sww LB32304 ＊日本語学基礎講読 甲田 tmnpi7b LB52402 中国文学各論 張 wxvudb5 LB52502 東洋史各論 大野 ubvn6fm コンピュータ室　…　コンピューター実習室

LB32205 ＊日本語学概論 菊地(恵) ※後日 LB32305 ＊日本語教育学概論 小河原 uqf7xpo LB52403 西洋史演習 有光 orujvqy LB52503 インド学演習 西村 6mdjrhl 観察室　…　授業観察教室（文法合同研究棟２階）

LB32206 ＊倫理思想概論 戸島 gcebglq LB32306 ＊ラテン語 荻原 hp6w4xi LB52404 現代言語学各論 内藤 ※後日 LB52504 フランス語学演習Ⅰ 阿部(宏) ipc4mow 文法１０３　…　文学研究科・法学研究科合同研究棟１０３

LB32207 ＊文化人類学基礎講読 沼崎 pn2bfzw LB32307 ＊東洋・日本美術史基礎実習 長岡・杉本 sjeeqii LB52505 哲学思想演習 直江 gzmb4zi 総合研究棟306　…　教育学研究棟３０６教室

LB52201 現代日本学各論Ⅳ 茂木 hvr3n7e LB32308 ＊心理学研究法 河地　他 5pfc3v5 LB52506 社会学各論 佐久間 ※後日 総合研究棟201　…　教育学研究棟２０１教室

LB52202 日本文学各論 佐倉 g3hirak LB52301 現代日本学各論Ⅱ クレイグ zvcnoy6 LB52406 哲学思想演習 森 zofvhtz 経３　…　経済学部第３講義室（中講義棟）

LB52203 日本史演習 堀 b7mnnf2 LB52302 考古学各論 藤澤 nxogqkz LB52407 宗教学講読 アンドリューズ ※後日 法１　…　法学部第１講義室（総合講義棟２階）

LB52204 インド仏教史各論 桜井 vwyhuq5 LB52303 英文学演習Ⅰ 大貫 mgl4wbw 法２　…　法学部第２講義室（総合講義棟２階）

LB52205 英語文化論各論 大貫 f2l432i LB52304 現代言語学各論 李 ※後日 法３　…　法学部第３講義室（中講義棟）

LB52206 英語学講読 島 222gt6q LB52305 生命環境倫理学各論 直江 ctbggif

LB52207 ドイツ文学各論Ⅲ 佐藤(雪) 565qzru LB52306 博物館実習Ⅳ 長岡・杉本 okwrkk4

LB52208 西洋史演習 阿部(ひ) ※後日 LB52307 美学・西洋美術史実習 足達 pxe4r7l

LB52209 日本語学演習 小林 xrucn5o LB52308 博物館実習V 足達 ab3npas

LB52210 日本語論文作成法Ⅰ 高橋(亜) 4dq56hf LB52309 心理学特殊実験Ⅰ 辻本　他 zojg53n ※注意事項
LB52211 東洋・日本美術史演習 長岡・杉本 jclpcox LB52310 文化人類学演習 沼崎 plcmkxn

LB52212 社会学演習 小松(丈) 3g7uy5q LB52311 宗教学各論 阿部(友) h5ywxd2

LB33101 ＊インド仏教史基礎演習 桜井 mxr4y52 LB33201 ＊中国語 張 iswmuv6 LB33301 ＊インド学概論 西村 6eaas5m LB33401 ＊日本史基礎講読 安達 34dx2jk LB33501 ＊パーリ語 西村 xgb2wwo

LB93101 ＊国語科教育論Ⅱ 小川 ※後日 LB33202 ＊朝鮮語 権 ※後日 LB33302 ＊西洋史基礎講読 浅岡 osu5j6e LB33402 ＊中国文学基礎講読 土屋 bvxajcn LB53501 日本史演習 籠橋 k6fevsg

LB53101 地誌学 小田 ※後日 LB33203 ＊美学・西洋美術史概論 フォンガロ y2i6y3w LB33303 ＊音声学 内藤 ※後日 LB33404 ＊フランス文学基礎講読Ⅰ 今井 yxnhvqd LB53502 東洋史演習 大野 mvxgdh4

LB53102 英文学各論 大河内 ixpqhtz LB33204 ＊人文統計学 木村(邦) kjuavux LB33304 ＊倫理思想基礎講読 村山(達) mrh2qdp LB33405 ＊西洋史基礎講読 矢口 ※後日 LB53503 哲学思想演習 城戸 fjr234i

LB53103 ドイツ語科教育法Ⅱ 嶋崎 yks72fk LB33205 ＊実験心理学概論（心理学概論） 阿部(恒) f6t6iqa LB53301 現代日本学演習Ⅰ 田中　他 trekaap LB33406 ＊現代哲学概論 原 4fapyab LB53504 人文社会科学総合 原　他 ziweksz

LB53104 実験心理学各論（感情・人格心理学） 阿部(恒) 3hydkt5 LB33206 ＊文化人類学概論 沼崎 bfpzxbe LB53302 日本思想史演習 引野・片岡(龍) tb7r37r LB33407 ＊美学・西洋美術史基礎講読 森田 7katvu4 LB53505 人文社会科学総合 高橋(原)・大村 3spqu3i

LB93201 ＊国語科教育論Ⅰ 挽地 ※後日 LB53303 日本史演習 安達 gxz3rc2 LB33408 ＊イタリア語 フォンガロ n2xjwbs

LB53201 現代日本学各論Ⅰ 伴野 opommw3 LB53304 考古学実習 鹿又 d4otzq3

LB53202 日本文学演習 仁平 wkzzc7n LB53305 中国文学演習 土屋 sjvbig5 LB33409 ＊行動科学基礎実習 小川 ynxm6nw

LB53203 日本史各論 籠橋 qll55rz LB53306 ドイツ語学演習Ⅰ ナロック ctxs2qv LB53401 東洋史各論 岡 etunjtl

LB53204 中国思想演習 齋藤 rshjksj LB53307 日本語教育学実習 小河原 up74i35

LB53205 地理歴史科教育法Ⅰ 浅川 ※後日 LB53308 東洋・日本美術史各論 杉本 log3jbb LB53402 現代言語学各論 那須川 ※後日

LB53206 英語学演習 金子・島 jb4ac7r LB53309 社会学各論 徳川 i5bnoza LB53403 倫理思想演習 戸島 wz755b4

LB53207 英語論文作成法 マックス ※後日 LB53310 実験心理学演習Ⅲ 坂井 wdapqy5 LB53404 実験心理学各論（知覚・認知心理学） 河地 6zfsfte

LB53208 ドイツ語学概論Ⅰ 嶋崎 bs7xrlx LB53311 文化人類学実習 越智・川口 fwp4txf

LB53209 西洋史概論 浅岡 eeduo5z LB53312 死生学各論 高橋(原) 7kuizk6

LB53210 言語交流学各論
（学習・言語心理学） 木山 vp4uhuo

LB53211 日本語学演習 津田 ※後日

LB53212 倫理思想演習 村山(達) c6za7sq

LB53213 社会学各論 田代 tnj2wqy

LB53214 行動科学演習 浜田 7juabq6

LB34101 ＊中国文学概論 矢田 c3vbgua LB34201 ＊哲学思想概論 荻原 tsijlf3 LB34301 ＊中国語基礎演習 張 2ozosjv LB34401 ＊イタリア語 フォンガロ qxybmlq LB54501 インド学各論 西村 xdvnwzv

LB34102 ＊英文学概論 大河内 6lu3wfy LB54201 現代日本学演習Ⅲ 田中 imycrva LB34302 ＊サンスクリット語 笠松 ydvnv5l LB54401 書道 下田 ※後日 LB54502 美学・西洋美術史演習 フォンガロ iasb4mv

LB34103 ＊社会学概論 永井 gs7cbjj LB54202 日本文学演習 佐倉 duf52oj LB34303 ＊英文学・英語学基礎講読Ⅰ ティンク 7lwmagu LB54402 ドイツ文学各論Ⅰ 佐藤(研) flyxz5b

LB34104 ＊社会心理学概論（社会・集団・家族心理学） 辻本 y2mgizr LB54203 日本史各論 加藤 nrum2gf LB34304 ＊哲学思想基礎講読 小松(恵) ※後日 LB54403 フランス文学演習Ⅰ メヴェル nb42v7a

LB54204 中国語学演習 張 vf7eqp7 LB34305 ＊イタリア語 フォンガロ wvovcdt LB54404 哲学思想各論 佐藤(駿) ※後日

LB54205 中国思想各論 三浦 qdyzsmb LB54301 地理学Ｂ 村山(良) ※後日

LB54206 フランス文学各論Ⅰ 今井 k5aflvn

LB54207 西洋史演習 浅岡 5nls43b

LB54208 日本語学各論 大木 xpchjcd

LB54209 哲学思想各論 城戸 7cb6jbw

LB54210 東洋・日本美術史講読 長岡 lzgd3ic

LB54211 社会学各論 妙木 zhdgbyf

LB35101 ＊ギリシャ語 尾園 ※後日 LB35201 ＊日本思想史基礎講読 岡安 ※後日 LB35301 ＊日本文学概論 仁平 4t2y5hz LB35401 ＊西洋史基礎講読 有光 kdd2v5w LB35501 ＊東洋・日本美術史基礎講読 杉本 ug6sjql

LB35102 ＊宗教科教育法Ⅰ 高橋(原) vofz7l7 LB35202 ＊日本文学基礎講読 佐倉 3vj3dby LB35302 ＊漢文講読 菅原 kzceag6 LB35402 ＊東洋・日本美術史概論 杉本 vbu27lc LB35502 ＊宗教学基礎演習 木村(敏)他 ob6t3mi

LB33403 ＊英語学概論 島 uoezs4a LB35203 ＊考古学基礎講読 洪 ig3ipbl LB35303 ＊ドイツ文学概論Ⅰ 森本 xjfmgyb LB35403 ＊行動科学基礎演習 浜田 krbtjut LB55501 現代日本学演習Ⅰ 田中 kifjczc

LB35204 ＊英文学基礎講読Ⅰ 大河内 cv7mdan LB35304 ＊ギリシャ語 尾園 ※後日 LB55401 現代日本学演習Ⅱ 田中 3js5if2 LB55502 哲学思想演習 原 5jhvs5h

LB35205 ＊高等英文解釈法 鈴木(亨) ※後日 LB35305 ＊宗教学基礎講読 木村(敏) 4wl4tf7 LB55402 日本史実習 籠橋 7mkezoj

LB35206 ＊現代言語学概論 小泉 cvkyawx LB55301 日本史演習 堀 anmzfhn LB55403 博物館実習Ⅱ 籠橋 ahh7pak

LB35207 ＊現代哲学概論 直江 xasov4n LB55302 現代言語学演習
小泉
他

efjnobp LB55404 考古学演習 鹿又 fzij7bw LB55503 宗教学演習 木村(敏)他 hokbae7

LB35208 ＊ラテン語 宮崎 7hqrhht LB55303 社会学実習 小松(丈) ro4s5q6

LB35209 ＊宗教学概論 木村(敏) dqyesya LB55304 社会心理学各論（司法・犯罪心理学） 荒井 rtkefgn LB55405 東洋史演習 川合 k2bglhq

LB35210 ＊人文情報処理 湊 ※後日 LB55305 日本語・日本文化論各論Ⅰ コピローワ 4hxjyq4 LB55406 哲学思想演習 原 vdueccm

LB55201 現代日本学演習Ⅰ 雲然 ※後日 LB55306 計算人文社会学各論 瀧川 ※後日 LB55407 倫理思想各論 村山(達) o7pulge

LB55202 日本史各論 堀 yap2bl2 LB55408 美学・西洋美術史演習 足達 fmspplb

LB55203 資料基礎論各論 鹿又 mhamfn4 LB55409 実践宗教学各論 谷山 gj6ci6m

LB55204 中国文学演習 矢田 v5xrytu

LB55205 東洋史各論 川合 tses6ve

LB55206 英語学演習 金子 gcottfg

LB55207 ドイツ文学演習Ⅲ 嶋崎 wz62bub

LB55208 日本語教育学演習 小河原 7jbgs7g

LB55209 倫理思想演習 村山(達) rn7afqj

LB55210 行動科学演習 小川 5yk75oz

LB55211 社会心理学演習Ⅱ 辻本 gu2gxhj

月

……………………………………………

……………………………………………

表の見方

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

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

２０２１年度文学部専門教育科目授業時間割表（第３・５・７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 ５講時　１６：２０～１７：５０

……………………………………………………………………

…………………

…………………

…………………

……………………………………………

……………………………………………………………………

…………………

…………………

２． これらの情報は、
   　2021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。

木

金

………………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………

…………………

……………………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………

…………………

………………………………………………………………

……………………………………………


