
○第１学期（　４月１日～９月３０日）
○第２学期（１０月１日～３月３１日）
○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

役職 担当教員氏名
日本学総合科目Ⅰ 2 教授 横溝　博 1学期 火曜日1講時
日本学総合科目Ⅱ 2 教授 横溝　博 2学期 火曜日1講時
広域文化学総合科目Ⅰ 2 教授 齋藤　智寛 1学期 水曜日1講時
広域文化学総合科目Ⅱ 2 教授 齋藤　智寛 2学期 水曜日1講時
総合人間学総合科目Ⅰ 2 准教授 河地　庸介 1学期 金曜日1講時
総合人間学総合科目Ⅱ 2 准教授 河地　庸介 2学期 金曜日1講時

研究倫理特論 研究と実践の倫理 2 准教授・教授
原 塑. 戸島 貴代志. 阿部 恒之.
浜田 宏, 坂井 信之. 辻本 昌弘.,
小泉 政利

1学期 水曜日5講時

西洋古典文化特論 西洋古典文化への招待 2 非常勤講師 篠澤　和久 2学期 月曜日2講時
人文社会科学研究Ⅰ 大衆文化・ポピュラーカルチャー研究 2 助教 ＫＯＰＹＬＯＶＡ　ＯＬＧＡ 1学期 金曜日3講時
人文社会科学研究Ⅱ 大衆文化・ポピュラーカルチャー研究 2 助教 ＫＯＰＹＬＯＶＡ　ＯＬＧＡ 2学期 金曜日3講時
英語発表技能演習 英語の学術発表 2 准教授 ＣＲＡＩＧ　ＣＨＲＩＳＴＯＰＨＥ 2学期 火曜日4講時
英語研究論文作成法Ⅰ Advanced Academic Writing Ⅰ 2 非常勤講師 ＰＨＩＬＬＩＰＳ　ＭＡＸ 1学期 水曜日4講時
英語研究論文作成法Ⅱ Advanced Academic Writing Ⅱ 2 非常勤講師 ＰＨＩＬＬＩＰＳ　ＭＡＸ 2学期 水曜日4講時
日本語研究論文作成法Ⅰ 2 非常勤講師 高橋　亜紀子 1学期 火曜日2講時
日本語研究論文作成法Ⅱ 2 非常勤講師 高橋　亜紀子 2学期 火曜日2講時
日本語理解表現スキルⅠ 2 教授 小河原　義朗 1学期 火曜日5講時
日本語理解表現スキルⅡ 2 教授 小河原　義朗 2学期 火曜日5講時

日本語・日本文化論特論Ⅰ
大衆文化およびポピュラーカルチャー
の発展と歴史

2 助教 ＫＯＰＹＬＯＶＡ　ＯＬＧＡ 1学期 木曜日4講時

日本語・日本文化論特論Ⅱ オタク市場における生産者・消費者・ 2 助教 ＫＯＰＹＬＯＶＡ　ＯＬＧＡ 2学期 木曜日4講時

人文統計基礎演習
人文社会科学研究と社会貢献のため
の統計学入門

2 教授 木村　邦博 1学期 月曜日2講時

キャリア設計演習 キャリア・イメージを作る 2 教授 猪股　歳之 2学期 木曜日3講時
科学技術社会論実践演習 <人間中心>でIoTをデ ザインする 2 教授 直江　清隆　ほか 1学期集中
アーカイブズ学研究演習 アーカイブズ学研究法 2 准教授 加藤　諭 1学期 木曜日2講時
デジタルアーカイブ特論 デジタルアーカイブの基礎と活用 2 准教授 田村　光平 2学期 木曜日3講時
現代日本学学芸分析特論Ⅰ 戦後皇室表象の研究 2 准教授 茂木　謙之介 1学期 月曜日2講時
現代日本学学芸分析特論Ⅱ 「マンガ」とは何か 2 非常勤講師 岩下　朋世 集中
現代日本学歴史分析特論Ⅰ 日本史文献講読・英訳 2 准教授 ＣＲＡＩＧ　ＣＨＲＩＳＴＯＰＨＥ 1学期 火曜日3講時
現代日本学社会分析特論Ⅰ 現代日本における家族と人口 2 准教授 田中 重人 2学期 木曜日2講時
日本思想史特論Ⅰ 出版文化史の研究成果を読む 2 准教授 引野　亨輔 1学期 火曜日4講時
日本思想史特論Ⅱ 肉食の日本思想史 2 准教授 引野　亨輔 2学期 火曜日4講時
日本思想史特論Ⅲ 出版文化史の研究成果を読む 2 准教授 引野　亨輔 1学期 火曜日4講時
日本思想史特論Ⅳ 肉食の日本思想史 2 准教授 引野　亨輔 2学期 火曜日4講時

授業科目 講義題目 単位数
担当教員

開講学期 開講曜日・講時



日本比較思想史特論Ⅰ 柳宗悦論Ⅱ 2 教授 片岡　龍 2学期 月曜日3講時
日本比較思想史特論Ⅱ 柳宗悦論Ⅱ 2 教授 片岡　龍 2学期 月曜日3講時
日本文化思想史特論Ⅰ 柳宗悦論Ⅰ 2 教授 片岡　龍 1学期 月曜日3講時
日本文化思想史特論Ⅱ 柳宗悦論Ⅰ 2 教授 片岡　龍 1学期 月曜日3講時
日本語構造論特論Ⅰ 日本語文法研究 2 教授 大木　一夫 1学期 木曜日2講時
日本語構造論特論Ⅱ 文章・談話の構造論 2 教授 甲田　直美 2学期 月曜日2講時
日本語変異論特論Ⅱ 日本語方言研究 2 准教授 中西　太郎 2学期 水曜日2講時
日本語学特論Ⅰ 言語地理学研究 2 非常勤講師 大西　拓一郎 1学期集中
日本語教育学特論Ⅰ 年少者日本語教育 2 教授 高橋　亜紀子 1学期集中
日本文芸形成論特論Ⅰ 2 非常勤講師 土屋　有里子 1学期集中
日本文芸形成論特論Ⅱ 〈歴史〉の表現史 2 教授 佐倉　由泰 2学期 水曜日4講時
日本文芸形成論特論Ⅲ 〈フィクション〉をめぐる諸問題 2 准教授 仁平　政人 1学期 水曜日4講時
日本文芸形成論特論Ⅳ 2 非常勤講師 野坂　昭雄 1学期集中
日本古代・中世史特論Ⅰ 日本古代史の研究と方法（1） 2 教授 堀　裕 1学期 金曜日2講時
日本古代・中世史特論Ⅱ 日本中世社会の研究 2 教授 柳原　敏昭 2学期 月曜日5講時
日本近世・近代史特論Ⅰ 近世社会の研究 2 准教授 籠橋　俊光 2学期 金曜日2講時
日本近世・近代史特論Ⅱ 日本近現代政治経済史研究 2 教授 安達　宏昭 1学期 水曜日2講時
日本史特論Ⅰ 古代東アジアの都城と地域拠点 2 非常勤講師 吉田　歓 2学期集中
史料学Ⅰ 中世古文書読解 2 教授 柳原　敏昭 1学期 火曜日3講時
史料学Ⅱ 近世古文書読解 2 准教授 籠橋　俊光 2学期 水曜日4講時
アーカイブズ学特論 歴史研究とアーカイブズ学 2 准教授 加藤　諭 2学期 木曜日2講時
記録遺産保全学特論 歴史資料保全の実践 2 准教授 佐藤　大介 2学期集中
考古学特論Ⅰ 人類の進化と考古学 2 教授 佐野　勝宏 1学期 月曜日2講時
考古学特論Ⅱ 考古学の方法と実践 2 教授 佐野　勝宏 2学期 月曜日2講時
考古学特論Ⅲ 先史文化の考古学 2 特任准教授 菅野　智則 2学期 木曜日4講時
考古学特論Ⅳ 狩猟採集社会の考古学 2 非常勤講師 中沢　祐一 2学期集中
文化財科学特論Ⅰ 東北大学収蔵資料の考古学 2 教授 藤沢　敦 1学期 火曜日3講時

文化財科学特論Ⅱ
日本の埋蔵文化財保護行政と考古学
研究

2 教授 藤沢　敦 2学期 火曜日3講時

現代日本学総合演習Ⅰ 現代日本学の実践 2 教授、准教授
田中　重人、クレイグ　クリスト
ファー、茂木　謙之介

1学期 月曜日5講時

現代日本学総合演習Ⅱ 現代日本学研究の実践 2 教授、准教授
田中　重人、クレイグ　クリスト
ファー、茂木　謙之介

2学期 月曜日5講時

日本思想史総合演習Ⅰ 日本思想史の諸問題Ⅰ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 1学期 水曜日4講時
日本思想史総合演習Ⅱ 日本思想史の諸問題Ⅱ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 2学期 水曜日4講時
日本思想史総合演習Ⅲ 日本思想史の諸問題Ⅰ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 1学期 水曜日4講時
日本思想史総合演習Ⅳ 日本思想史の諸問題Ⅱ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 2学期 水曜日4講時
日本語学総合演習Ⅰ 日本語史・方言研究の諸問題(1) 2 教授・准教授 大木　一 夫・甲田　直美・中西　太郎 1学期 火曜日4講時
日本語学総合演習Ⅱ 現代日本語研究の諸問題(1) 2 教授・准教授 大木　一 夫・甲田　直美・中西　太郎 2学期 火曜日4講時
日本語学総合演習Ⅲ 日本語史・方言研究の諸問題(2) 2 教授・准教授 大木　一 夫・甲田　直美・中西　太郎 1学期 火曜日5講時
日本語学総合演習Ⅳ 現代日本語研究の諸問題(2) 2 教授・准教授 大木　一 夫・甲田　直美・中西　太郎 2学期 火曜日5講時



日本語教育学総合演習Ⅰ 課題研究 2 教授 小河原　義朗・島崎　薫 1学期 水曜日5講時
日本語教育学総合演習Ⅱ 課題研究 2 教授 小河原　義朗・島崎　薫 2学期 水曜日5講時
日本文学総合演習Ⅰ 日本文学史の考究とその論述 2 教授・准教授 佐倉　由泰・横溝　博・仁平　政人 1学期 火曜日4講時
日本文学総合演習Ⅱ 日本文学史の考究とその論述 2 教授・准教授 佐倉　由泰・横溝　博・仁平　政人 2学期 火曜日4講時
現代日本学学芸分析研究演習Ⅰ 人物史から考える日本の近代・現代 2 非常勤講師 雲然　祥子 1学期 金曜日2講時
現代日本学歴史分析研究演習Ⅰ 近代日本史における震災 2 准教授 ＣＲＡＩＧ　ＣＨＲＩＳＴＯＰＨＥ 2学期 火曜日3講時
現代日本学社会分析研究演習Ⅰ 現代日本における社会問題の分析 2 准教授 田中 重人 1学期 木曜日2講時
日本思想史研究演習Ⅰ 日本思想史の諸問題Ⅲ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 1学期 水曜日5講時
日本思想史研究演習Ⅱ 日本思想史の諸問題Ⅳ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 2学期 水曜日5講時
日本思想史研究演習Ⅲ 日本思想史の諸問題Ⅲ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 1学期 水曜日5講時
日本思想史研究演習Ⅳ 日本思想史の諸問題Ⅳ 2 准教授・教授 引野　亨輔・片岡　龍 2学期 水曜日5講時
日本語構造論研究演習Ⅰ 文章・談話の構造 2 教授 甲田　直美 1学期 月曜日3講時
日本語変異論研究演習Ⅰ 日本語分析法 2 准教授 中西　太郎 1学期 火曜日2講時
日本語変異論研究演習Ⅱ 言語変化の研究 2 教授 大木　一夫 2学期 木曜日2講時
日本語変異論研究演習Ⅲ 方言調査法 2 准教授 中西　太郎 1学期 水曜日2講時
日本語教育方法論研究演習Ⅰ 言語理解学習過程 2 教授 小河原　義朗 2学期 金曜日3講時
日本語教育方法論研究演習Ⅱ 質的調査法 2 准教授 島崎　薫 2学期 木曜日2講時
日本語教育学研究演習Ⅰ 言語技能と教育 2 教授 小河原　義朗 1学期 金曜日3講時
日本語教育学研究演習Ⅱ 日本語学習者と社会 2 准教授 島崎　薫 1学期 火曜日3講時
日本古典文学研究演習Ⅰ 源氏物語の研究 2 教授 横溝　博 1学期 月曜日4講時
日本古典文学研究演習Ⅱ 源氏物語の研究 2 教授 横溝　博 2学期 月曜日4講時
日本古典文学研究演習Ⅲ 『曾我物語』、『義経記』の表現形成 2 教授 佐倉　由泰 1学期 木曜日2講時
日本古典文学研究演習Ⅳ 『曾我物語』、『義経記』の表現形成 2 教授 佐倉　由泰 2学期 木曜日2講時
日本近代文学研究演習Ⅰ 近現代文学における〈異界〉 2 准教授 仁平　政人 1学期 水曜日2講時
日本近代文学研究演習Ⅱ 近現代文学における〈異界〉 2 准教授 仁平　政人 2学期 水曜日2講時
日本古代・中世史研究演習Ⅰ 古代史料の研究(1) 2 教授 堀　裕 1学期 火曜日2講時
日本古代・中世史研究演習Ⅱ 古代史料の研究（2） 2 非常勤講師 永田　英明 2学期 火曜日2講時
日本古代・中世史研究演習Ⅲ 日本中世史の研究(1) 2 教授 柳原　敏昭 1学期 月曜日4講時
日本古代・中世史研究演習Ⅳ 日本中世史の研究(2) 2 教授 柳原　敏昭 2学期 月曜日4講時
日本近世・近代史研究演習Ⅰ 近世史研究法(1) 2 准教授 籠橋　俊光 1学期 水曜日5講時
日本近世・近代史研究演習Ⅱ 近世史研究法(2) 2 准教授 籠橋　俊光 2学期 水曜日5講時
日本近世・近代史研究演習Ⅲ 近現代史研究法(1) 2 教授 安達　宏昭 1学期 火曜日5講時
日本近世・近代史研究演習Ⅳ 近現代史研究法(2) 2 教授 安達　宏昭 2学期 火曜日5講時
考古学研究演習Ⅰ 考古学研究史 2 教授 鹿又　喜隆 1学期 金曜日4講時
考古学研究演習Ⅱ 考古学の方法と理論 2 教授 鹿又　喜隆 2学期 金曜日4講時

文化財科学研究演習Ⅰ
宮城県収蔵資料の研究と博物館展示
の実践

2 教授 高橋　栄一・須賀　正美 1学期 木曜日3講時

文化財科学研究演習Ⅱ
宮城県収蔵資料の研究と博物館展示
の実践

2 教授 高橋　栄一・須賀　正美 2学期 木曜日3講時

日本語教育学研究実習Ⅰ 日本語コース運営の基礎 2 准教授 島崎　薫 1学期 水曜日３・４講時
日本語教育学研究実習Ⅱ 日本語コースの運営と改善 2 准教授 島崎　薫 2学期 水曜日３・４講時



史料管理学Ⅰ 史料整理・保存の理論と方法 2 准教授 籠橋　俊光 1学期 金曜日4，5講時
史料管理学Ⅱ 史料整理実習 2 准教授 籠橋　俊光 2学期 金曜日4，5講時
考古学研究実習Ⅰ 考古学の調査と資料分析（1） 2 教授 鹿又　喜隆 1学期 水曜日3,4講時
考古学研究実習Ⅱ 考古学の調査と資料分析（2） 2 教授 鹿又　喜隆 2学期 水曜日3,4講時
文化財科学研究実習Ⅰ 古代遺跡調査の方法と実践 2 教授 高橋　栄一・白崎恵介 1学期集中
文化人類学特論Ⅰ 未定 2 非常勤講師 速水　洋子 1学期集中
文化人類学特論Ⅱ 災害人類学 2 准教授 ボレー　ペンメレン　セバスチャン 2学期 金曜日3講時
宗教学特論Ⅰ 災害と宗教 2 教授 木村　敏明 2学期 金曜日3講時
宗教学特論Ⅱ 2 准教授 問芝　志保 1学期 火曜日3講時
死生学特論Ⅰ 死生学入門 2 教授 髙橋　原 1学期 水曜日3講時
死生学特論Ⅱ 宗教心理学 2 教授 髙橋　原 2学期 水曜日3講時
死生学特論Ⅲ 死とともに生きる 2 非常勤講師 竹之内　裕文 2学期集中
実践宗教学特論Ⅰ スピリチュアルケア 2 教授 谷山　洋三 1学期 金曜日4講時
実践宗教学特論Ⅱ 宗教的ケア 2 教授 谷山　洋三 2学期 金曜日4講時
実践宗教学特論Ⅲ 死生学文献購読 2 教授 髙橋　原 1学期 水曜日5講時
実践宗教学特論Ⅳ 実践宗教学試論 2 教授 髙橋　原 2学期 水曜日5講時
インド学特論Ⅰ ヴェーダ文献講読（1） 2 准教授 西村　直子 1学期 木曜日2講時
インド学特論Ⅱ ヴェーダ文献講読（2） 2 准教授 西村　直子 2学期 木曜日2講時
インド仏教史特論Ⅰ インド仏教文献研究(1) 2 教授 桜井　宗信 1学期 火曜日2講時
インド仏教史特論Ⅱ インド仏教文献研究(2) 2 教授 桜井　宗信 2学期 火曜日2講時
中国語学中国文学特論Ⅰ 現代中国語の諸相 2 准教授 張　佩茹 1学期 火曜日4講時
中国語学中国文学特論Ⅱ 現代中国語の諸相 2 准教授 張　佩茹 2学期 火曜日4講時
中国語学中国文学特論Ⅲ 2 非常勤講師 柳川　順子 集中
中国思想特論Ⅰ 唐五代思想史研究 2 教授 齋藤　智寛 1学期 金曜日3講時

中国思想特論Ⅱ
詩人が目の前の世界をどのように見
て、それをどのように表現したか

2 非常勤講師 宇佐美　文理 1学期集中

東洋古代中世史特論Ⅰ 六朝政治史の諸問題 2 非常勤講師 川合　安 1学期 金曜日4講時
東洋古代中世史特論Ⅱ 六朝貴族制の諸問題 2 非常勤講師 川合　安 2学期 金曜日4講時
東洋古代中世史特論Ⅲ 中国中世の喪葬と礼制 2 非常勤講師 江川　式部 2学期集中
東洋近世史特論Ⅰ 清朝モンゴル統治論 2 教授 岡　洋樹 1学期 水曜日4講時
東洋近世史特論Ⅱ 清末近現代中国の統治構造研究 2 非常勤講師 水盛　涼一 2学期集中
英文学特論Ⅰ T. S. Eliot and Modernist Poetics (1) 2 教授 大河内　昌 1学期 金曜日3講時
英文学特論Ⅱ T. S. Eliot and Modernist Poetics (2) 2 教授 大河内　昌 1学期 金曜日3講時
英文学・英語学論文作成法特論Ⅰ Academic Writing (1) 2 准教授 ＴＩＮＫ　ＪＡＭＥＳ　ＭＩＣＨＡ 1学期 木曜日2講時
英文学・英語学論文作成法特論Ⅱ Academic Writing (2) 2 准教授 ＴＩＮＫ　ＪＡＭＥＳ　ＭＩＣＨＡ 2学期 木曜日2講時
英語学基礎特論Ⅰ 英語学の基礎的思考法 2 教授 島　越郎 1学期 火曜日5講時
英語学特論Ⅰ 音声学基礎と研究手法I 2 非常勤講師 渡丸　嘉菜子 1学期 火曜日2講時
英語学特論Ⅱ 統語論意味論インターフェース研究 2 准教授 中村　太一 2学期 木曜日2講時
英語学特論Ⅲ 音声学基礎と研究手法II 2 非常勤講師 渡丸　嘉菜子 2学期 火曜日2講時
ドイツ文学特論Ⅰ 2 非常勤講師 藤田　恭子 1学期 金曜日3講時
ドイツ文学特論Ⅱ 2 非常勤講師 藤田　恭子 2学期 金曜日3講時



ドイツ文化学特論Ⅰ 2 非常勤講師 佐藤　雪野 1学期 火曜日5講時
ドイツ文化学特論Ⅱ 2 非常勤講師 佐藤　雪野 2学期 火曜日5講時
フランス文学特論Ⅲ 文学における理論と常識（３） 2 教授 今井　勉 1学期 火曜日2講時
フランス文学特論Ⅳ 文学における理論と常識（４） 2 教授 今井　勉 2学期 火曜日2講時
フランス文化学特論Ⅰ Littérature française 2 教授 ＭＥＶＥＬ　ＹＡＮＮ　ＥＲＩＣ 1学期 水曜日4講時
西洋史特論Ⅲ 2 助教 杉本　陽奈子 1学期 火曜日2講時
西洋史特論Ⅳ 2 准教授 浅岡　善治 2学期 水曜日3講時
比較文化史学特論Ⅰ ソ連現代史研究の諸問題 2 教授 寺山　恭輔 2学期 金曜日2講時

宗教学死生学総合演習Ⅰ 宗教学死生学研究法 2 教授、准教授
木村　敏明、高橋　原、谷山　洋
三、問芝　志保

1学期 火曜日5講時

宗教学死生学総合演習Ⅱ 宗教学死生学研究法 2 教授、准教授
木村　敏明、高橋　原、谷山　洋
三、問芝　志保

2学期 火曜日5講時

中国語学中国文学史総合演習Ⅰ 中国語学史中国文学史上の諸問題 2 教授 矢田　尚子・土屋　育子 1学期 月曜日4講時
中国語学中国文学史総合演習Ⅱ 中国語学史中国文学史上の諸問題 2 教授 矢田　尚子・土屋　育子 2学期 月曜日4講時
中国思想史総合演習Ⅰ 中国思想研究上の諸問題1 2 教授 齋藤　智寛 1学期 金曜日5講時
中国思想史総合演習Ⅱ 中国思想研究上の諸問題2 2 教授 齋藤　智寛 2学期 金曜日5講時
英語学総合演習Ⅰ 英語学の諸問題研究Ⅰ 2 教授・准教授 島　越郎・中村　太一 1学期 水曜日2講時
英語学総合演習Ⅱ 英語学の諸問題研究Ⅱ 2 教授・准教授 島　越郎・中村　太一 2学期 水曜日2講時
文化人類学研究演習Ⅰ 文化人類学の視野と思考 2 准教授 越智　郁乃 1学期 月曜日3講時
文化人類学研究演習Ⅱ 文化人類学の視野と思考 2 准教授 川口　幸大 2学期 月曜日3講時
文化人類学研究演習Ⅲ 英文古典原書読解 2 教授 沼崎　一郎 1学期 木曜日2講時

宗教学死生学研究演習Ⅰ 宗教学死生学研究法基礎 2 教授、准教授
木村　敏明、高橋　原、谷山　洋
三、問芝　志保

1学期 金曜日2講時

宗教学死生学研究演習Ⅱ 宗教学死生学研究法基礎 2 教授、准教授
木村　敏明、高橋　原、谷山　洋
三、問芝　志保

2学期 金曜日2講時

インド学研究演習Ⅰ インド学文献研究 (1) 2 准教授 西村　直子 1学期 火曜日5講時
インド学研究演習Ⅱ インド学文献研究 (2) 2 准教授 西村　直子 2学期 火曜日5講時
インド仏教史研究演習Ⅰ インド仏教文献講読(1) 2 教授 桜井　宗信 1学期 月曜日3講時
インド仏教史研究演習Ⅱ インド仏教文献講読(2) 2 教授 桜井　宗信 2学期 月曜日3講時
中国語学中国文学研究演習Ⅰ 楚辞文学研究 2 教授 矢田　尚子 1学期 金曜日2講時
中国語学中国文学研究演習Ⅱ 楚辞文学研究 2 教授 矢田　尚子 2学期 金曜日2講時
中国語学中国文学研究演習Ⅲ 中国近世文学研究 2 教授 土屋　育子 1学期 水曜日3講時
中国語学中国文学研究演習Ⅳ 中国近世文学研究 2 教授 土屋　育子 2学期 水曜日3講時
中国語文化論研究演習Ⅰ 現代中国語文法研究 2 准教授 張　佩茹 1学期 木曜日2講時
中国語文化論研究演習Ⅱ 現代中国語文法研究 2 准教授 張　佩茹 2学期 木曜日2講時
中国思想文献研究演習Ⅰ 中国中世思想文献研究 2 教授 齋藤　智寛 1学期 月曜日2講時
中国思想文献研究演習Ⅱ 中国近世思想文献研究 2 教授 齋藤　智寛 2学期 月曜日2講時
東洋史学研究演習Ⅰ 明清官僚制度研究Ⅰ 2 教授 大野　晃嗣 1学期 水曜日5講時
東洋史学研究演習Ⅱ 明清官僚制度研究Ⅱ 2 教授 大野　晃嗣 2学期 水曜日5講時
英文学研究演習Ⅰ Thomas Middleton, The Changeling 2 准教授 ＴＩＮＫ　ＪＡＭＥＳ　ＭＩＣＨＡ 1学期 火曜日3講時
英文学研究演習Ⅱ Dramatic Monologue 2 准教授 ＴＩＮＫ　ＪＡＭＥＳ　ＭＩＣＨＡ 2学期 火曜日3講時



英語文化論研究演習Ⅰ
 Raymond Williams's The English Novel
from Dickens to Lawrence (1)

2 准教授 大貫　隆史 1学期 水曜日3講時

英語文化論研究演習Ⅱ
 Raymond Williams's The English Novel
from Dickens to Lawrence (2)

2 准教授 大貫　隆史 2学期 水曜日3講時

英語学研究演習Ⅰ 統語論と意味論における諸問題研究 2 准教授 中村　太一 1学期 木曜日2講時
英語学研究演習Ⅱ 統語論と意味論における諸問題研究 2 教授 島　越郎 2学期 火曜日5講時
ドイツ文学研究演習Ⅰ 2 教授 嶋崎　啓 1学期 月曜日4講時
ドイツ文学研究演習Ⅱ 2 教授 嶋崎　啓 2学期 月曜日4講時
ドイツ語学研究演習Ⅰ 2 教授 ＮＡＲＲＯＧ　ＨＥＩＫＯ 1学期 火曜日3講時
ドイツ語学研究演習Ⅱ 2 教授 ＮＡＲＲＯＧ　ＨＥＩＫＯ 2学期 火曜日3講時
フランス語学研究演習Ⅰ フランス語学の現代的トピック I 2 教授 阿部　宏 1学期 水曜日5講時
フランス語学研究演習Ⅱ フランス語学の現代的トピック II 2 教授 阿部　宏 2学期 水曜日5講時
フランス語学研究演習Ⅲ Littérature française I 2 教授 ＭＥＶＥＬ　ＹＡＮＮ　ＥＲＩＣ 1学期 月曜日5講時
フランス語学研究演習Ⅳ Littérature française II 2 教授 ＭＥＶＥＬ　ＹＡＮＮ　ＥＲＩＣ 2学期 月曜日5講時
フランス文学研究演習Ⅱ 近現代仏文学研究（２） 2 教授 今井　勉 1学期 水曜日2講時
フランス文学研究演習Ⅲ 中世・ルネサンスの仏語仏文学研究 2 准教授 黒岩　卓 1学期 月曜日3講時
フランス文学研究演習Ⅳ 中世・ルネサンスの仏語仏文学研究 2 准教授 黒岩　卓 2学期 月曜日3講時
西洋古代・中世史研究演習Ⅲ 2 教授 有光　秀行 1学期 月曜日3講時
西洋古代・中世史研究演習Ⅳ 2 教授 有光　秀行 2学期 月曜日3講時
西洋近現代史研究演習Ⅰ 2 准教授 浅岡　善治 1学期 月曜日2講時
西洋近現代史研究演習Ⅱ 2 准教授 浅岡　善治 2学期 月曜日2講時
比較文化史学研究演習Ⅰ ソ連史文献研究Ⅰ 2 教授 寺山　恭輔 1学期 金曜日4講時
比較文化史学研究演習Ⅱ ソ連史文献研究Ⅱ 2 教授 寺山　恭輔 2学期 金曜日4講時
文化人類学研究実習Ⅰ フィールドワークの理論と方法 2 教授 沼崎　一郎 1学期 水曜日3・4講時
文化人類学研究実習Ⅱ フィールドワークの理論と方法 2 教授 沼崎　一郎 2学期 水曜日3・4講時
応用死生学研究実習Ⅰ スピリチュアルケア実習 2 教授 髙橋　原、谷山　洋三 1学期 木曜日1講時

応用死生学研究実習Ⅱ
スピリチュアルケア実習内容の指導
(振り返り)

2 教授 髙橋　原、谷山　洋三 2学期 木曜日1講時

応用死生学研究実習Ⅲ スピリチュアルケア実習 2 教授 髙橋　原、谷山　洋三 1学期 木曜日2講時

応用死生学研究実習Ⅳ
スピリチュアルケア実習内容の指導
(振り返り)

2 教授 髙橋　原、谷山　洋三 2学期 木曜日2講時

哲学特論Ⅳ 日本哲学の展望 2 非常勤講師 上原　麻有子 2学期集中
生命環境倫理学特論Ⅰ 研究の倫理とコミュニケーション 2 准教授 原　塑 2学期 金曜日5講時
倫理学特論Ⅰ カント倫理学の発展 2 非常勤講師 池田　準 2学期 金曜日4講時
倫理学特論Ⅱ ほんとうの言葉・発展編 2 教授 戸島　貴代志 2学期 火曜日2講時
倫理学特論Ⅲ 認識論と倫理学 2 非常勤講師 飯塚　理恵 1学期集中
東洋・日本美術史特論Ⅰ 信仰と造形 2 教授 長岡　龍作 1学期 月曜日3講時
東洋・日本美術史特論Ⅱ 日本近世美術史 2 准教授 杉本　欣久 1学期 水曜日3講時
東洋・日本美術史特論Ⅲ 未定 2 非常勤講師 髙岸　聡美 1学期集中
東洋・日本美術史特論Ⅳ 信仰と造形 2 教授 長岡　龍作 2学期 月曜日3講時
東洋・日本美術史特論Ⅴ 日本近世美術史 2 准教授 杉本　欣久 2学期 水曜日3講時



美学特論Ⅰ 西洋美学の諸問題 2 准教授 ＭＡＲＩＮＵＣＣＩ　ＬＯＲＥＮＺ 2学期 水曜日2講時
美学・西洋美術史特論Ⅰ 笑えるルネサンス美術 2 教授 足達　薫 1学期 月曜日3講時
美学・西洋美術史特論Ⅱ エロティックなルネサンス美術 2 教授 足達　薫 2学期 月曜日3講時
芸術学特論Ⅰ ギリシア・ローマ美術と水 2 非常勤講師 芳賀　京子 1学期集中
実験心理学特論Ⅰ 心理学・脳科学からみる知覚・認知 2 准教授 河地　庸介 1学期 木曜日2講時

実験心理学特論Ⅱ
ストレスと化粧の社会
生理心理学

2 教授 阿部　恒之 1学期 水曜日1講時

実験心理学特論Ⅲ 神経・生理心理学 2 教授 坂井　信之 2学期 水曜日3講時
実験心理学特論Ⅳ 心理調査概論 2 教授 倉元　直樹 1学期 月曜日2講時

社会心理学特論Ⅰ
犯罪・非行の社会心理
学

2 准教授 荒井　崇史 1学期 金曜日3講時

社会心理学特論Ⅱ 文化と人間行動 2 教授 辻本　昌弘 2学期 金曜日2講時
心理学特論Ⅰ ウェルビーイングの心理学 2 非常勤講師 ＷＩＷＡＴＴＡＮＡＰＡＮＴＵＷＯ 2学期 木曜日3講時
心理学特論Ⅱ 日台比較犯罪心理学 2 非常勤講師 戴　伸峰 1学期 木曜日3講時
言語学特論Ⅰ 外国語教育実証研究法 2 助教 加藤　万紀子 1学期 金曜日2講時
言語学特論Ⅱ 音韻論概説1： 範疇と構造 2 非常勤講師 那須川　訓也 1学期 火曜日2講時
言語学特論Ⅲ 言語研究のための実験プログラム作 2 非常勤講師 熊　可欣 1学期 月曜日3講時
記述言語学特論Ⅰ フィールド言語学の実践と理論 2 准教授 内藤　真帆 1学期 水曜日4講時
理論言語学特論Ⅰ 統語論 2 教授 小泉　政利 1学期 木曜日1講時
学習・言語心理学特論Ⅰ 学習・言語心理学の基礎 2 准教授 木山　幸子 1学期 水曜日2講時
実験言語学特論Ⅰ コーパスを活用した定量的言語研究 2 准教授 木山　幸子 1学期 木曜日2講時
理論社会学特論Ⅰ 2 教授 永井　彰 2学期 木曜日2講時
理論社会学特論Ⅱ 2 教授 小松　丈晃 2学期 火曜日4講時
社会変動学特論Ⅰ 2 准教授 田代　志門 1学期 水曜日2講時
社会変動学特論Ⅱ 2 准教授 青木　聡子 1学期 月曜日5講時
社会学特論Ⅰ 2 非常勤講師 徳川　直人 1学期 水曜日3講時
社会学特論Ⅱ 2 非常勤講師 小松田　儀貞 集中
社会学特論Ⅲ 2 非常勤講師 妙木　忍 2学期 水曜日2講時
社会行動科学特論Ⅰ 社会階層と不平等の計量分析 2 准教授 小川　和孝 1学期 火曜日2講時
哲学総合演習Ⅰ 哲学研究の作法と技法 1 2 教授 直江　清隆　原 塑、城戸 淳 1学期 月曜日5講時
哲学総合演習Ⅱ 哲学研究の作法と技法 2 2 教授 直江　清隆　原 塑、城戸 淳 2学期 月曜日5講時
倫理学総合演習Ⅰ 発表と討論 2 教授 戸島　貴代志  村山　達也 1学期 月曜日5講時
倫理学総合演習Ⅱ 発表と討論 2 教授 戸島　貴代志　村山　達也 2学期 月曜日5講時
心理学総合演習Ⅰ 特選題目研究 I 2 教授・准教授 坂井　信之（阿部・辻本・荒井・河地） 1学期 金曜日5講時
心理学総合演習Ⅱ 特選題目研究 II 2 教授・准教授 坂井　信之（阿部・辻本・荒井・河地） 2学期 金曜日5講時

言語学総合演習Ⅰ 言語学研究法Ⅰ 2
教授・准教
授・助教

小泉　政利・木山　幸子・内藤
真帆・加藤　万紀子・熊　可欣

1学期 金曜日4講時

言語学総合演習Ⅱ 言語学研究法Ⅱ 2
教授・准教
授・助教

小泉　政利・木山　幸子・内藤
真帆・加藤　万紀子・熊　可欣

2学期 金曜日4講時

哲学研究演習Ⅰ 科学・技術の哲学 2 教授 直江　清隆 1学期 火曜日3講時
哲学研究演習Ⅱ 科学・技術の哲学 2 教授 直江　清隆 2学期 火曜日5講時



哲学研究演習Ⅲ アーレント『精神の生』講読 2 教授 森　一郎 1学期 金曜日3講時
哲学研究演習Ⅳ コースガード『目的の国を創る』講読 2 准教授 城戸　淳 1学期 木曜日2講時
哲学研究演習Ⅴ ロック『人間知性論』講読 2 准教授 城戸　淳 2学期 木曜日2講時

古代中世哲学研究演習Ⅰ
アリストテレス『動物の運動について』
を読む

2 非常勤講師 文　景楠 1学期 月曜日4講時

古代中世哲学研究演習Ⅱ
アリストテレス『動物の運動について』
を読む

2 非常勤講師 文　景楠 2学期 金曜日3講時

近代哲学研究演習Ⅰ カント『純粋理性批判』研究 2 准教授 城戸　淳 1学期 水曜日5講時
近代哲学研究演習Ⅱ カント『純粋理性批判』研究 2 准教授 城戸　淳 2学期 水曜日5講時
現代哲学研究演習Ⅰ フッサール現象学研究 2 教授 直江　清隆 1学期 火曜日5講時
現代哲学研究演習Ⅱ フッサール現象学研究 2 教授 直江　清隆 2学期 火曜日5講時
科学哲学研究演習Ⅰ 哲学のメソッド 2 准教授 原　塑 1学期 金曜日4講時
科学哲学研究演習Ⅱ 論理学入門 2 准教授 原　塑 2学期 金曜日4講時
生命環境倫理学研究演習Ⅰ 情報倫理学の諸問題 2 准教授 原　塑 1学期 金曜日5講時
倫理学研究演習Ⅰ 現象学と存在論 2 教授 戸島　貴代志 1学期 水曜日4講時
倫理学研究演習Ⅱ 現象学と存在論 2 教授 戸島　貴代志 2学期 水曜日4講時
倫理学研究演習Ⅲ 倫理学原典講読 2 教授 村山　達也 1学期 水曜日2講時

倫理学研究演習Ⅴ
倫理的に考えることと倫理学的に考え
ること

2 教授 村山　達也 1学期 金曜日2講時

倫理学研究演習Ⅳ 倫理学原典講読 2 准教授 澤田　哲生 2学期 水曜日2講時
東洋・日本美術史研究演習Ⅰ 美術資料を読む 2 教授 長岡　龍作 1学期 水曜日4講時
東洋・日本美術史研究演習Ⅱ 美術資料を読む 2 准教授 杉本　欣久 2学期 水曜日4講時
美学・西洋美術史研究演習Ⅰ 西洋美術研究（基本編） 2 教授 足達　薫 1学期 金曜日5講時
美学・西洋美術史研究演習Ⅱ 西洋美術研究（発展編） 2 教授 足達　薫 2学期 金曜日5講時
美学研究演習Ⅰ 西洋美学文献講読 2 准教授 ＭＡＲＩＮＵＣＣＩ　ＬＯＲＥＮＺ 1学期 木曜日5講時
実験心理学研究演習Ⅰ 認知脳科学の最前線と実際 2 准教授 河地　庸介 2学期 水曜日2講時
実験心理学研究演習Ⅱ 感情心理学の展開 2 教授 阿部　恒之 2学期 水曜日1講時
実験心理学研究演習Ⅲ 応用心理学（食行動科学）の文献研究 2 教授 坂井　信之 1学期 水曜日3講時

実験心理学研究演習Ⅳ
Fundamentals of Psychological
Measurement

2 教授 倉元　直樹 2学期 月曜日2講時

社会心理学研究演習Ⅰ 犯罪・非行研究の展開 2 准教授 荒井　崇史 2学期 木曜日2講時
社会心理学研究演習Ⅱ コミュニティと文化 2 教授 辻本　昌弘 1学期 金曜日2講時
言語学研究演習Ⅰ 言語テスティングと評価 2 助教 加藤　万紀子 2学期 金曜日2講時
言語学研究演習Ⅱ 音韻論概説2： 現象と分析 2 非常勤講師 那須川　訓也 2学期 火曜日2講時
記述言語学研究演習Ⅰ 未知の言語の調査と分析 2 准教授 内藤　真帆 2学期 水曜日4講時
理論言語学研究演習Ⅰ 言語認知脳科学 2 教授 小泉　政利 2学期 木曜日1講時
実験言語学研究演習Ⅰ 言語実験の実践 2 准教授 木山　幸子 2学期 水曜日2講時
社会学研究演習Ⅰ 2 教授 永井　彰 1学期 金曜日2講時
社会変動学研究演習Ⅰ 2 准教授 田代　志門 2学期 水曜日4講時
社会変動学研究演習Ⅲ 2 准教授 青木　聡子 2学期 月曜日5講時
理論社会学研究演習Ⅱ 2 教授 永井　彰 2学期 水曜日5講時



理論社会学研究演習Ⅲ 2 教授 小松　丈晃 1学期 火曜日2講時
数理行動科学研究演習Ⅰ エコノメトリクスの基礎 2 教授 浜田　宏 1学期 水曜日2講時
数理行動科学研究演習Ⅱ ベイズ統計モデルによる理論と実証 2 教授 浜田　宏 2学期 水曜日2講時
計量行動科学研究演習Ⅰ 応用多変量解析 2 准教授 小川　和孝 1学期 金曜日2講時
計量行動科学研究演習Ⅱ 社会調査法への認知科学的アプロー 2 教授 木村　邦博 2学期 火曜日2講時
計量行動科学研究演習Ⅲ 質問の科学 2 教授 木村　邦博 1学期 月曜日4講時
計量行動科学研究演習Ⅳ 非伝統的データの分析 2 准教授 小川　和孝 2学期 金曜日2講時
計算人文社会学研究演習Ⅰ 計算社会科学の基礎 2 准教授 新任教員 1学期 水曜日3講時
計算人文社会学研究演習Ⅱ 計算社会科学の応用 2 准教授 新任教員 2学期 水曜日3講時
心理学研究実習Ⅰ 心理学実験技法実習Ⅰ 2 教授・准教授 河地　庸介（阿部・坂井・辻本・荒井） 1学期 火曜日3・4講時
心理学研究実習Ⅱ 心理学実験技法実習Ⅱ 2 教授・准教授 河地　庸介（阿部・坂井・辻本・荒井） 2学期 火曜日3・4講時
社会学研究実習Ⅰ 2 教授 永井　彰 1学期 金曜日３，４講時
社会学研究実習Ⅱ 2 教授 永井　彰 2学期 金曜日３，４講時
人文社会科学特別科目 2 准教授 浅岡　善治 1学期 木曜日1講時


