
LB31101 ＊インド仏教史概論 桜井 ll56pz5 LB31201 ＊考古学概論 藤澤 46l7o4z LB91301 ＊英語科教育論Ⅱ エイドリアン exvpsi6 LB31401 ＊現代日本学概論Ⅰ 田中 qynyhtw LB31501 ＊日本語学概論 大木 xw34ofu

LB31202 ＊現代日本学基礎講読Ⅰ クレイグ pjwnyzj LB51301 日本思想史各論 片岡 5j6thbq LB31402 ＊哲学思想概論 城戸 dcxr6ri LB31502 ＊美学・西洋美術史概論 足達 lhdgw54 コード 科目 教員 クラスコード

LB31203 ＊日本語学基礎講読 小林 5b4wqpv LB51302 日本語学各論 甲田 aa6n5ju LB31403 ＊社会学基礎演習 牛渡 3hpt7dt LB31503 ＊東洋史基礎講読 川合 2fd3jrp

LB31204 ＊倫理思想基礎講読 戸島 h4xfd3u LB51303 東洋・日本美術史各論 長岡 jjru4v5 LB31404 ＊文化人類学基礎演習 川口 cwcncjr LB31504 ＊フランス語学基礎講読 阿部(宏) lznvfgm

LB31205 人文社会科学総合 大村 nk2fhwo LB51304 美学・西洋美術史各論 足達 5iaord7 LB31405 ＊宗教学基礎実習 木村(敏) a7oi3ax

LB51201 日本文学各論 仁平 2e3t24h LB51305 現代日本学講読Ⅰ 茂木 vslqfjd LB31406 ＊専門フランス語 平手 oafgks7 LB51406 行動科学各論 佐藤(嘉) 5ushbko

LB51202 考古学各論 佐野 5gfzsfn LB51306 日本史演習 柳原 4y4gvvf LB91401 ＊英語科教育論Ⅰ エイドリアン jnpfrgs

LB51203 現代言語学各論 木山 if4x3lj LB51307 インド仏教史演習 桜井 vkyvwdm LB51401 西洋史各論 有光 agnmqrj

LB51204 実験心理学各論（心理学統計法） 倉元 dkifj72 LB51308 哲学思想演習 荻原 ijigkxt LB51403 日本文学演習 横溝 q5wsbja

LB51205 英文学演習Ⅲ ティンク fzso74s LB51404 日本史演習 柳原 3b55n6c

LB51206 日本語学講読 大木 sjf5rjg LB51405 行動科学演習 木村(邦) turvppv

LB51207 倫理思想演習 戸島 ezaxmim LB51407 宗教学実習 木村(敏) ueggkev ○　使用教室欄の表記

LB51209 フランス語科教育法Ⅰ メヴェル 5kmaekt

LB32101 ＊中国思想概論 三浦 g7fgfqu LB32201 ＊東洋史概論 大野 ema2sda LB32301 ＊日本思想史概論 片岡 w7v32go LB32401 ＊英語学基礎講読 島 wbjhmh3 LB32502 ＊行動科学概論 木村(邦) sqqleaz 文２  …　中講義棟（文学部第２講義室）

LB32102 ＊英語学概論 島 7vkqq7y LB32202 ＊英文学概論 大貫 edb6a5g LB32302 ＊日本史概論 堀 mfipels LB32402 ＊西洋史基礎講読 有光 vo6j77a LB32503 ＊中国語基礎演習 張 rcrrwwc 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 ＊チベット語 桜井 vbgdzfd LB32203 ＊フランス文学概論Ⅰ 黒岩 er44rdb LB32303 ＊東洋・日本美術史基礎実習 長岡 g772z46 LB32504 ＊中国思想基礎講読 齋藤 lcdzuyu 考古４０７実習室 … 考古学実習整理室（文科系合同研究棟４階）

LB32104 ＊ドイツ文学基礎講読Ⅰ ナロック oyotthk LB32204 ＊日本語学概論 菊地(恵) jgyo2io LB32304 ＊心理学研究法 河地 47rv7ba LB52501 東洋史各論 大野 gkvpzzs コンピュータ室　…　コンピューター実習室

LB52102 フランス文学演習Ⅲ 黒岩 cq44put LB32205 ＊倫理思想概論 戸島 2ekuewt LB32305 ＊文化人類学基礎講読 川口 tm6vpg2 LB32403 ＊英語演習 三枝 gnmk6ml LB52502 社会学各論 佐久間 thjdxfy 観察室　…　授業観察教室（文法合同研究棟２階）

LB32207 ＊言語学基礎演習Ⅰ 木山 zdhqll6 LB32306 ＊ラテン語 荻原 c6vrqrp LB52401 中国文学各論 張 eiroxl4 LB52503 日本史演習 安達 q2la4ij 文法１０３　…　文学研究科・法学研究科合同研究棟１０３

LB52201 現代日本学各論Ⅳ 茂木 cvlqrd5 LB32307 ＊専門中国語 張 npjopop LB52402 現代言語学各論 内藤 citrjef LB52504 インド学演習 西村 zg6fbat 総合研究棟306　…　教育学研究棟３０６教室

LB52202 日本文学各論 佐倉 x6oafbd LB32308 ＊日本語教育学概論 小河原 uknifeg LB52403 日本史演習 籠橋 lhxajvk LB52505 フランス語学演習Ⅰ 阿部(宏) ad7tdai 総合研究棟201　…　教育学研究棟２０１教室

LB52203 インド仏教史各論 桜井 6b34smf LB52301 現代日本学各論Ⅱ クレイグ ndk5rjl LB52404 ドイツ文学演習Ⅲ 菊池(克) nycxwr6 LB52506 哲学思想演習 直江 i54vadz 経３　…　経済学部第３講義室（中講義棟）

LB52204 ドイツ文学各論Ⅰ 佐藤(雪) y5ynwdw LB52302 考古学各論 藤澤 zvao2hf LB52309 宗教学講読 アンドリューズ v34dbu2 法１　…　法学部第１講義室（総合講義棟２階）

LB52205 日本史演習 堀 3mzr4ik LB52303 宗教学各論 問芝 yq6qoe2 法２　…　法学部第２講義室（総合講義棟２階）

LB52206 日本語学演習 小林 rv6qc7c LB52304 中国文学演習 土屋 u6giy4q 法３　…　法学部第３講義室（中講義棟）

LB52207 東洋・日本美術史演習 長岡 znyptk2 LB52305 英文学演習Ⅰ 大貫 gcj2wch

LB52208 社会学演習 小松 icbmvgx LB52306 哲学思想各論 直江 cslu4xe

LB52209 文化人類学演習 沼崎 gogewxn LB52307 美学・西洋美術史実習 足達 kblkejy

LB52210 日本語論文作成法Ⅰ 高橋(亜) 6dmpsa3 LB52308 心理学特殊実験Ⅰ 辻本 xrsrsgo

LB52310 博物館実習Ⅳ 長岡 aaurimh ※注意事項
LB52311 博物館実習Ⅴ 足達 s2xkagf

LB93101 ＊国語科教育論Ⅱ 小川(典) expf66x LB33201 ＊ドイツ語学概論Ⅰ 嶋崎 obpw6dm LB33301 ＊インド学概論 西村 ftolok5 LB33401 ＊現代哲学概論 原 jmbwvey LB33501 ＊パーリ語 西村 iadt7oq

LB53101 実験心理学各論（感情・人格心理学） 阿部(恒) qmvhdrs LB33203 ＊文化人類学概論 沼崎 m4fwmu6 LB33302 ＊音声学Ⅰ 内藤 orybono LB33402 ＊実験心理学概論（心理学概論） 河地 pcqvmsu LB33502 ＊ギリシャ語 今井(誠) 3gc3wxc

LB33204 ＊西洋史基礎講読 浅岡 3iy73ef LB33303 ＊哲学思想基礎講読 荻原 vb23r74 LB33404 ＊中国文学基礎講読 土屋 ftze6og LB34305 ＊イタリア語 フォンガロ iholpga

LB33205 ＊人文統計学 木村(邦) umpaq7v LB33304 ＊倫理思想基礎講読 村山 cn3xqu5 LB53401 ＊行動科学基礎実習 小川(和) pnbmjrd

LB33206 ＊英語論文作成法 フィリップス brozam3 LB53301 ＊行動科学概論 毛塚 ifw5g5s LB33405 ＊フランス文学基礎講読Ⅰ 今井(勉) hbrmw3c LB53501 日本史演習 籠橋 chxhroy

LB33207 ＊中国語 張 kibgpeq LB53302 東洋・日本美術史各論 杉本 p4koi6g LB33406 ＊西洋史基礎講読 矢口 xtac3qy LB53502 東洋史演習 大野 7fwh7pf

LB33208 ＊朝鮮語 権 v2cmvax LB53303 社会学各論 徳川 ob5yriw LB33407 ＊言語学基礎講読Ⅰ 内藤 jl5b3ch LB53503 哲学思想演習 城戸 taq46v5

LB33209 ＊日本語教育学基礎講読 島崎 l6dw5of LB53304 死生学各論 髙橋(原) su5tgeq LB33408 ＊社会学基礎演習 田代 mdj7eud LB53504 人文社会科学総合 原 3gnoh22

LB93201 ＊国語科教育論Ⅰ 挽地 ko4i4ch LB53305 現代日本学演習Ⅰ 高橋(章) 2flqyo4 LB33409 ＊ギリシャ語 嶺岸 k6lthsx LB33503 人文社会科学総合 髙橋(原) h62jfon

LB53201 現代日本学各論Ⅰ 高橋(章) zsax4pe LB53306 日本思想史演習 引野 wuxx2fb LB33410 ＊イタリア語 フォンガロ rx4fvq6

LB53202 言語交流学各論（学習・言語心理学） 木山 fh3x5yd LB53307 日本史演習 安達 s7x2t2z LB32206 ＊古文書学 柳原 ncpvm7e

LB53203 社会学各論 田代 rgjppam LB53308 考古学実習 鹿又 hqbixpd

LB53204 日本文学演習 仁平 rt2rhir LB53309 実験心理学演習Ⅲ 坂井 yi4lleq LB53402 東洋史各論 岡 tf3ofxr

LB53205 中国思想演習 三浦 3oxtzem LB53310 文化人類学実習 越智 sxottyg

LB53206 英語学演習 島 ghcgygz LB53311 ドイツ語学各論 ナロック iqoj3hf LB53403 現代言語学各論 那須川 4oj7uhv

LB53207 西洋史演習 阿部(ひ) zyzjj5g LB53312 日本語教育学実習 小河原 ih5liqy

LB53208 倫理思想演習 村山 xmipzhy LB53404 英語学演習 島 ssdi32s

LB53209 行動科学演習 浜田 mb7hppr LB53405 倫理思想演習 戸島 tmgv7z3

LB53210 地理歴史科教育法Ⅰ 浅川 6sqbweg LB53406 人文社会科学総合 アリム lipywpk

LB34101 ＊中国文学概論 矢田 5z6knr3 LB34201 ＊言語学概論Ⅰ 小泉 aqcnukf LB34301 ＊英文学基礎講読Ⅰ 竹森 zxz64yr LB34401 ＊美学・西洋美術史基礎講読 森田 hvuindd LB54404 インド学各論 西村 2juhy3f

LB34102 ＊社会心理学概論（社会・集団・家族心理学） 辻本 wpj5rfl LB34202 ＊哲学思想概論 荻原 y7wcqi3 LB34303 ＊哲学思想基礎講読 嶺岸 46fqrms LB34402 ＊イタリア語 フォンガロ 4cutbai LB54405 日本語学演習 津田 fb5jpj3

LB34302 ＊英文学・英語学基礎講読Ⅰ ティンク rms7227 LB34304 ＊サンスクリット語 笠松 ne4ouru LB54401 フランス文学演習Ⅰ メヴェル ruzh53l LB54406 美学・西洋美術史演習 フォンガロ noyk3d2

LB54201 中国思想各論 齋藤 76c7bbp LB54301 ドイツ語学演習Ⅲ ナロック hfkpejz LB54402 書道 下田 obske62

LB54202 フランス文学各論Ⅰ 今井(勉) u3rtxue LB54403 日本語・日本文化論各論Ⅰ コピローワ qad552y

LB54203 日本語学各論 大木 loia55o

LB54204 哲学思想各論 城戸 xyd3elb

LB54205 社会学各論 妙木 a6gycwg

LB54206 実験心理学各論（知覚・認知心理学） 河地 shti4vq

LB54207 現代日本学演習Ⅲ 田中 k4rjneh

LB54208 日本文学演習 佐倉 yrxoshg

LB54209 中国語学演習 張 eh5sxip

LB54210 西洋史演習 浅岡 ub3tfmd

LB54211 東洋・日本美術史講読 長岡 ezueo7p

LB54212 アーカイブズ学演習 加藤(諭) wiln2co

LB54213 日本語教育学演習 澤邉 qujtltq

LB35101 ＊高等英文解釈法 鈴木(亨) rvaks6n LB35201 ＊西洋史概論 杉本 tecgx5s LB35301 ＊日本文学概論 横溝 dtwhtp7 LB35401 ＊東洋・日本美術史概論 杉本(欣) nhnc6ob LB35501 ＊東洋・日本美術史基礎講読 杉本(欣) 55fu4ok

LB55102 ＊宗教科教育法Ⅰ 髙橋(原) ui2s2nk LB35202 ＊現代哲学概論 直江 xatwmre LB35302 ＊宗教学基礎講読 阿部(友) koqbtcc LB35402 ＊行動科学基礎演習 浜田 owhz4ac LB35502 ＊宗教学基礎演習 木村(敏) coz55pc

LB55101 英語学講読 島 nicjjoa LB35203 ＊社会学概論 小松 rp7osbq LB35303 ＊ラテン語 加藤(守) zgjabvt LB55401 倫理思想各論 村山 auxsdb6 LB55501 現代日本学演習Ⅰ 田中 rrakkbc

LB51402 現代言語学各論 小泉 cnuemqi LB35204 ＊宗教学概論 木村(敏) 2ge3vcm LB35304 ＊漢文講読 高橋(亨) ppjosqe LB55402 実践宗教学各論 谷山 ggqppd6 LB55502 生命環境倫理学演習 原 poa5576

LB35205 ＊日本文学基礎講読 佐倉 5vgpj73 LB32501 ＊ドイツ文学概論Ⅰ 森本 h6th74f LB55403 現代日本学演習Ⅱ 田中 sbm375y LB55503 宗教学演習 木村(敏) ur3zizd

LB35206 ＊日本思想史基礎講読 冨樫 o2pel6q LB55301 社会心理学各論（司法・犯罪心理学） 荒井 cr5ixml LB55404 日本史実習 籠橋 wymfr2w

LB35207 ＊考古学基礎講読 鹿又 nnshfph LB55302 日本史演習 堀 2aj5mfq LB55405 考古学演習 鹿又 cgg7rie

LB35208 ＊人文情報処理 湊 i3qv7xv LB55303 ドイツ文学演習Ⅰ 嶋崎 ph6lbve LB55406 東洋史演習 川合 znmnecc

LB33403 ＊日本史基礎講読 安達 gmuwwj3 LB55304 現代言語学演習 小泉 5sdunbk LB55407 哲学思想演習 原 defac54

LB55201 日本史各論 堀 tyt6cb7 LB55306 社会学実習 田代 smfb3oo

LB55202 東洋史各論 川合 5gdxdh7 LB55305 哲学思想演習 森 2o4y44z LB55408 美学・西洋美術史演習 足達 h4lvhlz

LB55203 ドイツ文学各論Ⅲ 藤田 3vxnc5w LB55307 行動科学演習 佐藤(嘉) wwwx3g2 LB55409 博物館実習Ⅱ 籠橋 hppxgw5

LB55204 現代言語学各論 加藤(万) 2rsqb5z

LB55205 現代日本学演習Ⅰ 雲然 6lynvkm

LB55206 中国文学演習 矢田 kn6fkz5

LB55207 倫理思想演習 村山 aie6nyb

LB55208 行動科学演習 小川(和) vdtp4cp

LB55209 社会心理学演習Ⅱ 辻本 oplwn47

LB55210 キリスト教史 宮崎 v5rfaqa

LB55211 日本語教育学演習 小河原 tacqjwa

木

金

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………… ……………………………………………

…………………

…………………

水

…………………

２０２２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

…………………

…………………

…………………
火

…………………

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。

５講時　１６：２０～１７：５０

……………………………………………

４講時　１４：４０～１６：１０

……………………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

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。

……………………………………………………………………

……………………………………………

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。

……………………………………………

……………………………………………


