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LM11201 考古学特論Ⅰ 佐野 vswhri7 LM11301 日本文化思想史特論Ⅰ 片岡(龍) es2moqe LM11401 日本古代・中世史研究演習Ⅲ 柳原 mmbxp2w LM11501 現代日本学総合演習Ⅰ 田中　他 a5gd6dg

LM11202 人文統計基礎演習 木村(邦) y337ue4 LM11302 インド仏教史研究演習Ⅰ 桜井 hh6gd46 LM11402 中国語学中国文学史総合演習Ⅰ 土屋・矢田 ghfndbb LM11502 フランス語学研究演習Ⅲ メヴェル nq7grel コード 科目 教員 クラスコード

LM11203 東洋文化学特論Ⅰ 川合　他 o5qycvs LM11303 フランス文学研究演習Ⅲ 黒岩 bsxyyli LM11403 言語学研究演習Ⅱ 小泉 st2valf LM11503 哲学総合演習Ⅰ 直江　他 p5w2rof

LM11204 日本語変異論研究演習Ⅰ 大木 sbn5tqc LM11304 西洋古代・中世史研究演習Ⅲ 有光 2smstno LM11404 社会変動学研究演習Ⅰ 大井 ※後日 LM11504 倫理学総合演習Ⅰ 戸島 mfy3oc6

LM11205 日本語教育方法論研究演習Ⅱ 小河原 nghy5th LM11305 日本語構造論特論Ⅰ 甲田 plsg6pf LM11505 美学・西洋美術史特論Ⅰ 足達 aax2g7l

LM11206 実験心理学特論Ⅳ 倉元 gk24tyr LM11307 古代中世哲学研究演習Ⅰ 荻原 uoia76t LM11506 数理行動科学研究演習Ⅰ 佐藤(嘉)・瀧川 2xzuk6g

LM11207 人文社会科学研究Ⅰ 大村 l2dml7h LM11308 東洋・日本美術史特論Ⅰ 長岡 hhragp3

LM11309 社会変動学特論Ⅰ 大井 ※後日

LM11310 文化人類学研究演習Ⅰ 川口 bufm5sy

LM11311 日本語教育方法論研究演習Ⅰ 島崎 obdacga ○　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 大木 6ddgqnp LM12201 現代日本学学芸分析特論Ⅰ 茂木 l7t4lze LM12301 現代日本学歴史分析特論Ⅰ クレイグ o5m6ins LM12401 日本文学総合演習Ⅰ 佐倉・仁平 qkzsljs LM12501 日本近世・近代史研究演習Ⅲ 安達 tfy72g3 観察室　…　授業観察教室（文法合同研究棟２階）

LM12202 史料学Ⅰ 柳原 csup373 LM12302 文化財科学特論Ⅰ 藤澤 vcdgzvl LM12402 中国語学中国文学特論Ⅰ 張 bjhkh4c LM12502 東洋近世史特論Ⅰ 大野 v7dx55v 文法１０３　…　文学研究科・法学研究科合同研究棟１０３

LM12203 日本古代・中世史研究演習Ⅰ 堀 fuufiby LM12303 英文学研究演習Ⅰ ティンク jwitvsp LM12403 西洋古代・中世史研究演習Ⅰ 有光 4t5x2hb LM12503 インド学研究演習Ⅰ 西村 a7nwhv6 総合研究棟306　…　教育学研究棟３０６教室

LM12204 インド仏教史特論Ⅰ 桜井 2ncvif4 LM12304 ドイツ語学研究演習 I ナロック 353vqqk LM12404 言語学特論 I 内藤 ※後日 LM12504 英語学研究演習Ⅰ 金子 6c4gdut 総合研究棟201　…　教育学研究棟２０１教室

LM12205 ドイツ文化学特論 I 佐藤(雪) 4tbn6mr LM12305 西洋近現代史研究演習Ⅰ 浅岡 otl7kbx LM12405 日本語学総合演習Ⅰ 小林　他 pwhvptn LM12505 現代哲学研究演習Ⅰ 直江 wqnmm7n 経３　…　経済学部第３講義室（中講義棟）

LM12206 フランス文学特論III 今井 ihfqg4w LM12306 言語学特論 IV 李 ※後日 LM12407 哲学研究演習Ⅱ 森 7hjqw3x LM12506 社会学特論Ⅱ 佐久間 ※後日 法１　…　法学部第１講義室（総合講義棟２階）

LM12207 日本語変異論研究演習Ⅲ 小林 bq75ho3 LM12307 生命環境倫理学特論Ⅰ 直江 g5lgnsr LM12408 宗教学死生学研究演習Ⅰ アンドリューズ ※後日 LM12507 宗教学死生学総合演習Ⅰ 木村(敏)他 dai5fyd 法２　…　法学部第２講義室（総合講義棟２階）

LM12208 日本語教育学特論Ⅱ 島崎 ormnyp4 LM12308 計算人文社会学研究演習I 瀧川 mykz2gm LM22506 日本語学総合演習Ⅲ 小林　他 wlyu5fl 法３　…　法学部第３講義室（中講義棟）

LM12209 日本語研究論文作成法Ⅰ 高橋(亜) yz63plg LM12309 心理学研究実習Ⅰ 河地　他 xzb6toy

LM12210 理論社会学研究演習Ⅰ 小松(丈) tywt3vr LM12310 文化人類学研究演習Ⅲ 沼崎 5q3qfwf

LM12211 計量行動科学研究演習Ⅰ 木村(邦) ohxayla LM12311 宗教学特論Ⅱ 阿部(友) gn3a6fs

※注意事項

LM13101 実験心理学特論Ⅱ 阿部(恒) xfmo7yg LM13201 現代日本学学芸分析特論Ⅰ 伴野 4b537aq LM13301 考古学研究実習Ⅰ 鹿又 hi7z2cn LM13501 日本思想史研究演習Ⅰ 引野・片岡(龍) dmtjg5m

LM13102 広域文化学総合科目 桜井 ※後日 LM13202 日本近代文学研究演習Ⅰ 仁平 jlntr6o LM13302 文化人類学研究実習Ⅰ 沼崎 jmuih2g LM13502 日本近世・近代史研究演習Ⅰ 籠橋 icnkcal

LM13203 日本近世・近代史特論Ⅰ 籠橋 xh5dhpo LM13303 中国語学中国文学研究演習Ⅲ 土屋 dq2wkjr LM13401 日本思想史総合演習Ⅰ 引野・片岡(龍) aw724ts LM13503 東洋史学研究演習Ⅲ 大野 uift3gd

LM13204 中国思想文献研究演習Ⅰ 三浦 mvnq3ey LM13304 英語文化論研究演習Ⅰ 大貫 spwhjzb LM13402 日本文芸形成論特論Ⅲ 仁平 o7t2naa LM13504 フランス語学研究演習I 阿部(宏) flkurxx

LM13205 英語学総合演習Ⅰ 金子・島 ltskqn5 LM13305 東洋・日本美術史特論Ⅱ 杉本 ppggiuv LM13403 英語研究論文作成法Ⅰ マックス kf4uszl LM13505 研究倫理特論 原　他 6nyas24

LM13206 フランス文学研究演習I 今井 p4vkekq LM13306 社会学特論Ⅰ 徳川 hzhuf5m LM13404 東洋近世史特論Ⅲ 岡 scc2oid LM13506 日本語教育学総合演習Ⅰ 小河原・島崎 ow4p7zi

LM13207 学習・言語心理学特論I 木山 yp4gyag LM13307 実験心理学研究演習Ⅲ 坂井 7exicyv LM13405 フランス文化学特論I メヴェル fh5oror LM13507 近代哲学研究演習Ⅰ 城戸 mp2txab

LM13208 日本語構造論研究演習Ⅱ 津田 ※後日 LM13308 死生学特論Ⅰ 高橋(原) 2hwenpd LM13406 言語学特論Ⅲ 那須川 ※後日 LM13508 実践宗教学特論Ⅲ 高橋(原)・大村 3wj6bwi

LM13210 倫理学研究演習Ｖ 村山(達) 6bklbav LM13309 日本語教育学研究実習Ⅰ 小河原 ptqiwqu

LM13211 社会変動学特論Ⅱ 田代 asjw3hl LM13407 倫理学研究演習Ⅰ 戸島 jg5gt7i

LM13212 数理行動科学研究演習Ⅲ 浜田 ggii7mp LM13408 東洋・日本美術史研究演習Ⅰ 長岡 vs374ze

LM13409 実験心理学特論Ⅰ 河地 r2fcqae

LM14101 応用死生学研究実習Ⅰ 高橋(原)他 54bhrjf LM14201 現代日本学社会分析研究演習Ⅰ 田中 xjc7sot LM14401 哲学特論Ⅰ 佐藤(駿) ※後日 LM14501 インド学特論Ⅰ 西村 ljwuwyt

LD14101 人文社会科学特別科目 城戸　他 gzs7awg LM14202 日本古典文学研究演習Ⅲ 佐倉 lvjialw LM14502 美学研究演習I フォンガロ mywmbs4

LM14203 中国語文化論研究演習Ⅰ 張 5klthf3

LM14204 中国思想特論Ⅰ 三浦 ibx3wgs

LM14205 英文学・英語学論文作成法特論Ⅰ ティンク xhmkx55

LM14206 英語学基礎特論Ⅰ 島 mjnlden

LM14207 西洋文化学特論 I 森本 5wy7fkl

LM14208 フランス文学特論I 今井 yrlr2g7

LM14209 日本語変異論特論Ⅰ 大木 sqj7vpi

LM14210 哲学特論Ⅲ 城戸 dbsztnn

LM14211 応用死生学研究実習Ⅲ 高橋(原)他 crjpbwn

LM15101 総合人間学総合科目Ⅰ 杉本 2neogin LM15201 現代日本学学芸分析研究演習Ⅰ 雲然 ※後日 LM15301 英文学特論Ⅰ 大河内 ty65lca LM15401 日本史研究実習Ⅰ 籠橋 nfl5yov

LM15202 日本古代・中世史特論Ⅰ 堀 mjptggn LM15302 日本語教育学研究演習Ⅱ 小河原 pxlyvvz LM15402 考古学研究演習Ⅰ 鹿又 ube3hhv LM15501 中国思想史総合演習Ⅰ 三浦・齋藤 a5yztpv

LM15203 中国語学中国文学研究演習Ⅰ 矢田 ifq2isp LM15303 社会学研究実習Ⅰ 小松(丈) 3khyp7x LM15502 東洋史学研究演習Ⅰ 川合 jnvnvxp

LM15204 東洋古代中世史特論Ⅰ 川合 kmc6hqd LM15304 計算人文社会学特論I 瀧川 yihyo3f LM15403 ドイツ文学研究演習 I 嶋崎 hoazcee LM15503 哲学研究演習Ⅲ 原 lacw23z

LM15205 ドイツ文学特論 I 嶋崎 shmslct LM15305 社会心理学特論Ⅰ 荒井 ip6epyn LM15404 比較文化史学研究演習Ⅰ 寺山 ap7phj3 LM15504 美学・西洋美術史研究演習I 足達 cjsmfgt

LM15206 倫理学研究演習Ｖ 村山(達) sd62azw LM15306 日本語・日本文化論特論Ⅰ コピローワ auhyu72 LM15405 言語学総合演習I 小泉　他 3idd63b LM15505 心理学総合演習Ⅰ 坂井　他 g7pqsyc

LM15207 社会学研究演習Ⅰ 小松(丈) t5gwuom LM15406 科学哲学研究演習Ⅰ 原 ij57tot

LM15208 計量行動科学研究演習Ⅲ 小川 3bserch LM15407 倫理学特論Ⅰ 村山(達) mdgqhk6

LM15209 社会心理学研究演習Ⅱ 辻本 c5vsnlb LM15408 実践宗教学特論Ⅰ 谷山 h5nu7ox
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………………… ……………………………………………

２０２１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

……………………………………………

火

水

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。

５講時　１６：２０～１７：５０

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。

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。

………………… ……………………………………………

……………………………………………………………………

月

………………… ……………………………………………

…………………

…………………

……………………………………………


