
2023 年度 文学部時間割（和泉）について 

 

1：時間割全体 

時間割には和泉キャンパス開講の文学部主催科目が記載されています。配当年次が上位学年の科目や、

他専攻の演習などは履修できません。詳細は便覧を確認してください。WEB 履修登録の際は、各自履修

可能な科目が表示されます。 

 

2：学期について 

「春学期」、「秋学期」ページ毎に記載されています。秋学期の科目も必ず 4 月の履修登録時に登録して

ください。 

 

3：科目名について 

1）科目名の後に、専攻・学科が記載されている科目があります。以下を参照してください。 

専攻名 略称例 専攻名 略称例 

日本文学専攻 日文 アジア史専攻 ア・ア史 

英米文学専攻 英米 西洋史学専攻 西・西史 

ドイツ文学専攻 ド・ド文・ドイツ 考古学専攻 考・考古 

フランス文学専攻 フ・フ文・フランス 地理学専攻 地・地理 

演劇学専攻 演・演劇 臨床心理学専攻 心・心理・臨床 

文芸メディア専攻 文メ 現代社会学専攻 社・現社・社会 

日本史学専攻 日・日史 哲学専攻 哲・哲学 

※クラス分けは、別途配付の「文学部 2023 年度履修登録について」及び、専攻別ガイダンスで配付

する「履修にあたっての注意」を参照してください。 

 

2）以下の必修英語科目は略称で記載されています。 

・English Communication Skills ⇒ ＥＣＳ 

・English Paragraph Writing ⇒ ＥＰＷ 

・English Academic Reading ⇒ ＥＡＲ 

・English Academic Writing ⇒ ＥＡＷ 

 

4：教室について 

・数字 3桁 ⇒ 第一校舎（001、208…。最初の数字が“階”を表しています） 

・M+数字 3桁 ⇒ メディア棟（M304、M614…。最初の数字が“階”を表しています） 

・LS+数字 3桁 ⇒ ラーニングスクエア（LS402、LS506…。最初の数字が“階”を表しています） 

・L+数字 1桁 ⇒ リエゾン棟（L2、L6…） 

・【メ】+教室 ⇒ メディア授業ですが、科目によっては教室を使用する場合があります。詳細はシラ

バスを確認してください。 



 2023年度文学部 授業時間割（和泉）　【春学期】 2023年3月31日

時限

科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室
英米文学演習(2年)A 大須賀　寿子 M614 基礎ﾌﾗﾝｽ語講読A(既習者) 井上　美穂 M202 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣA クロズ　山口エリア M505 日本文学演習(2年)A 神作　研一 M611 日本文学講読ⅠA 石澤　一志 M306 ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(史/心社･再履) 佐賀　典生 213

ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠA 金子　祥之 M710 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠA クロズ　山口エリア M704 基礎演習(演劇学)A 村島　彩加 M616 英文学講読A 宮本　正治 M707 基礎演習(日本文学)A 神作　研一 M611
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠA(既習者) 井上　美穂 M202 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠA ベルナール M613 演劇学演習(2年)A 東條　愛 M606 意味論A 岩崎　永一 M306 日本文学演習(2年)A 袴田　光康 M612
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢA(既習者) 井上　美穂 M202 文献講読A(日本史) 菱沼　一憲 M610 表現･創作ⅠA 柳澤　幹夫 M611 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣA ベルナール M505 日本文学演習(2年)A 野本　聡 M605

原書講読A 山崎　信一 LS306 哲学交流論 矢口　直英 002 EPW A(Basic)(心社) 矢野　磯乃 M202 演劇学演習(2年)A 中野　正昭 M609 心理社会調査研究法A(心理学統計法) 齊藤　和貴 M304
ﾄﾞｲﾂ語ⅠA 今村　武 M707 ﾄﾞｲﾂ語ⅢA 今村　武 M707 EPW A(Basic)(心社) 三松　幸雄 401 ﾃｸｽﾄ講読A 柳澤　幹夫 415 EPW A(Basic)(史学地理) 小川　真理 M718
ﾄﾞｲﾂ語ⅠA 山地　良造 M503 ﾄﾞｲﾂ語ⅢA 山地　良造 M503 EPW A(Inter.)(心社) 相馬　美明 302 原書講読A 阿南　大 M603 EPW A(Basic)(史学地理) 三松　幸雄 401

ﾄﾞｲﾂ語ⅡA(特別ｸﾗｽ) ゲスナー，ゲジーネ LS505 ﾌﾗﾝｽ語ⅢA 永倉　千夏子 M717 EPW A(Inter.)(心社) 原田　道子 M701 心理社会研究基礎演習ⅠA 鈴木　久美子 M604 EPW A(Basic)(史学地理) 渡邊　浩子 214
ﾄﾞｲﾂ語ⅣA(特別ｸﾗｽ) ゲスナー，ゲジーネ LS505 ﾌﾗﾝｽ語ⅢA 久保　みゆき M706 EPW A(Adv.)(心社) 安田　努 M402 EPW A(Basic)(文学科※英米除く) 三松　幸雄 401 EPW A(Inter.)(史学地理) 佐久間　桃 M506

ﾌﾗﾝｽ語ⅠA 永倉　千夏子 M717 ﾌﾗﾝｽ語ⅢA 齋藤　弘崇 203 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(再履･編入) 劉　立凡 体育施設 EPW A(Basic)(文学科※英米除く) 矢野　磯乃 M202 EPW A(Inter.)(史学地理) 原田　道子 M701
ﾌﾗﾝｽ語ⅠA 久保　みゆき M706 ﾛｼｱ語ⅢA 杉里　直人 M705 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(Cｸﾗｽ) 武田　紘平 体育施設 EPW A(Basic)(文学科※英米除く) 佐久間　桃 M506 EPW A(Inter.)(史学地理) 香西　史子 M409
ﾌﾗﾝｽ語ⅠA 齋藤　弘崇 203 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢA 佐藤　麻里乃 312 上級英文解釈A 山西　治男 008 EPW A(Basic)(文学科※英米除く) 渡邊　浩子 214 EPW A(Adv.)(史学地理) 小池　知之 M710
ﾛｼｱ語ⅠA 杉里　直人 M705 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢA 徳吉　敬介 M719 音楽史A 伊藤　友計 LS502 EPW A(Inter.)(文学科※英米除く) 野川　浩美 M414 EPW A(Adv.)(史学地理) 伊藤　左千夫 M708

ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠA 佐藤　麻里乃 312 中国語ⅢA 高橋　美千子 406 経済史A 高見　純 LS501 EPW A(Inter.)(文学科※英米除く) 関　修 M404 ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(文･再履) 佐賀　典生 213
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠA 徳吉　敬介 M718 中国語ⅢA 三澤　三知夫 505 政治学概論 鎌江　一平 314 EPW A(Inter.)(文学科※英米除く) 相馬　美明 302 劇場論A 中野　正昭 LS601
中国語ⅠA 高橋　美千子 406 中国語ⅢA 喬　志航 202 日本思想史A 綱川　歩美 002 EPW A(Adv.)(文学科※英米除く) 安田　努 M402 社会ﾈｯﾄﾜｰｸ論 鈴木　久美子 LS701
中国語ⅠA 三澤　三知夫 505 中国語ⅢA 王　前 411 EPW A(Adv.)(文学科※英米除く) 原田　道子 M701 東洋思想史A 胡　セイ 001
中国語ⅠA 喬　志航 202 朝鮮語ⅢA 塩田　今日子 M406 EAW A(Basic)(心社) 小川　真理 M718
中国語ⅠA 王　前 411 朝鮮語ⅢA 李　興淑 M513 EAW A(Basic)(心社) 岡部　了也 411
朝鮮語ⅠA 伊藤　英人 M511 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日史･西･地理) 安松　幹展 体育施設 EAW A(Inter.)(心社) 小池　知之 M710
朝鮮語ⅠA 李　興淑 M513 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日史･西･地理) 西谷　善子 体育施設 EAW A(Inter.)(心社) 中村　美奈子 M502

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(ｱ･考古･心社) 安松　幹展 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日史･西･地理) 佐古　隆之 体育施設 EAW A(Adv.)(心社) 香西　史子 M409
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(ｱ･考古･心社) 西谷　善子 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日史･西･地理) 宮脇　梨奈 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(再履･編入) 劉　立凡 体育施設

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(ｱ･考古･心社) 佐古　隆之 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日史･西･地理) 長谷川　望 体育施設 日本国憲法(卒業要件含む) 市川　直子 403
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(ｱ･考古･心社) 宮脇　梨奈 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日史･西･地理) マックグラス　ケリー 体育施設 上級英語ⅠA 伊藤　左千夫 M708
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(ｱ･考古･心社) 長谷川　望 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日史･西･地理) 佐賀　典生 体育施設

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(ｱ･考古･心社) マックグラス　ケリー 体育施設

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(ｱ･考古･心社) 佐賀　典生 体育施設

地域統計学Ⅰ 小泉　諒 M410
社会学概論 石川　雅信 M301

日本文学講読ⅠA 八木下　孝雄 412 日本文学講義ⅠA 郭　南燕 M305 基礎演習(日本文学)A 田口　麻奈 LS504 日本文学講義ⅠA 田口　麻奈 209 基礎演習(日本文学)A 牧野　淳司 M612
基礎演習(日本文学)A 郭　南燕 M605 基礎演習(日本文学)A 小野　正弘 M407 基礎演習(日本文学)A 山崎　健司 M611 日本文学演習(2年)A 牧野　淳司 M612 基礎演習(英米文学)A サトウ M606

英文学史A 野田　学 303 日本文学演習(2年)A 八木下　孝雄 409 日本文学演習(2年)A 小野　正弘 M407 英米文学演習(2年)A サトウ M606 基礎演習(演劇学)A 伊藤　愉 M502
米文学講読A 秋山　義典 L2 統語論A 久保田　俊彦 M303 ﾌﾗﾝｽ文学演習(2年)A 小島　久和 M604 ﾌﾗﾝｽ語学概論A 杉山　利恵子 M709 原書講読A 金澤　宏明 M604

英米文学演習(2年)A 西尾　洋子 506 基礎演習(英米文学)A 野田　学 M607 日本演劇史ⅡA 矢内　賢二 001 基礎ﾌﾗﾝｽ語講読A 今関　アン M408 ﾌﾗﾝｽ語ⅢA(ﾌ文) 杉山　利恵子 M709
英米文学演習(2年)A 久保田　俊彦 M409 基礎演習(ﾄﾞｲﾂ語圏文化)A 井上　周平 M614 西洋史概論A 本間　美奈 LS602 史料演習(西洋史)A 本間　美奈 LS607 地図学Ⅰ 宇根　寛 M305

基礎演習(ﾄﾞｲﾂ語圏文化)A 井上　周平 M614 演劇学演習(2年)A 松本　祐子 M608 心理社会研究基礎演習ⅠA 内藤　朝雄 M603 心理社会研究基礎演習ⅡA 佐々木　掌子 LS503 教育･学校心理学 竹松　志乃 M302
演劇概論A 大林　のり子 M304 演劇学演習(2年)A 大林　のり子 LS607 EPW A(Adv.)(英米) 秋山　義典 M413 心理社会研究基礎演習ⅡA 竹松　志乃 M607 教育学A 前原　健二 LS601

表現･創作ⅠA 高橋　雄生 M511 ﾃｸｽﾄ研究A 高橋　雄生 M511 EPW A(Adv.)(英米) 青木　敬子 M406 EPW A(Inter.)(英米) 青木　敬子 M406 日本語音声学 齋藤　孝滋 002
表現･創作ⅠA 相良　剛 M615 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)A 相良　剛 M615 ﾄﾞｲﾂ語ⅠA(ﾄﾞ文) 岡本　和子 513 EPW A(Inter.)(英米) 松野　亜希子 M712 世界の言語 志野　好伸 210

心理社会研究基礎演習ⅡA 野澤　淳史 M616 ﾄﾞｲﾂ語ⅢA 久保　哲司 M711 国語学各説ⅠA 月本　雅幸 503 日本古代史 中村　友一 412
心理社会研究基礎演習ⅡA 濱田　祥子 M611 ﾄﾞｲﾂ語ⅢA 宗宮　朋子 M705 Public Speaking A ザンギ M715 自然科学と考古学A 谷畑　美帆 M304

ﾄﾞｲﾂ語ⅠA 久保　哲司 M711 ﾄﾞｲﾂ語ⅢA 三根　靖久 M709 ﾌﾗﾝｽ文化研究A 奥　香織 414 英語圏の歴史A(2020以降ｶﾘ)
ﾄﾞｲﾂ語ⅠA 宗宮　朋子 M705 ﾌﾗﾝｽ語ⅠA(ﾌ文) 八木　淳 M702 臨床心理学概論Ⅰ 佐々木　掌子 M304 ｱﾒﾘｶ史A(2019以前ｶﾘ)
ﾄﾞｲﾂ語ⅠA 三根　靖久 M709 ﾌﾗﾝｽ語ⅠA(ﾌ文) 藤井　宏尚 L1 宗教学A 中里　巧 210 社会意識論 内藤　朝雄 LS101
ﾌﾗﾝｽ語ⅠA 瀬川　愛美 316 ﾌﾗﾝｽ語ⅢA 瀬川　愛美 316 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ) 下田　学 体育施設 ﾗﾃﾝ語ⅠA 小島　久和 M708
ﾌﾗﾝｽ語ⅠA 中村　美緒 M508 ﾛｼｱ語ⅢA 中澤　朋子 M717
ﾌﾗﾝｽ語ⅠA 齋藤　弘崇 204 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠA(再履) 石原　セルヒオナバロ M505
ﾛｼｱ語ⅠA 恩田　義徳 M513 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡA(再履) 石原　セルヒオナバロ M505

ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠA 佐藤　麻里乃 405 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢA 佐藤　麻里乃 405
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠA 石原　セルヒオナバロ M505 中国語ⅢA 王　前 411
中国語ⅠA 王　前 411 中国語ⅢA 張　士陽 512
中国語ⅠA 張　士陽 512 中国語ⅢA 大場　一央 402
中国語ⅠA 大場　一央 402 中国語ⅢA 薬　進太郎 313
中国語ⅠA 薬　進太郎 313 中国語ⅢA 三澤　三知夫 302
中国語ⅠA 三澤　三知夫 302 朝鮮語ⅢA 金　孝珍 306
朝鮮語ⅠA 金　孝珍 306 朝鮮語ⅢA 韓　必南 317
朝鮮語ⅠA 韓　必南 317 中国文学講読ⅠA 吉井　涼子 001

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(Cｸﾗｽ) 水村　信二 体育施設 ﾒﾃﾞｨｱ史 阪本　博志 LS702
ﾄﾞｲﾂ語作文･会話ⅠA オルランド，　ダビデ M514 東洋の宗教 青柳　英司 LS401

ｻﾌﾞｶﾙﾁｬｰ研究 辻　泉 LS501
Public Speaking A フジシマ，　セシリア M402

西洋美術史A 宮澤　政男 001

日本文学講義ⅠA 八木下　孝雄 002 日本文学講読ⅠA 梅山　聡 001 基礎演習(英米文学)A 大山　るみこ M614 作家作品研究ⅠA 増井　真琴 001 基礎演習(日本文学)A 竹内　栄美子 M402 考古学研究法ⅡA 追川　吉生 駿河台
基礎演習(日本史)A 野尻　泰弘 LS504 日本文学演習(2年)A 伊藤　剣 308 基礎演習(英米文学)A 梶原　照子 M610 日本文学演習(2年)A 竹内　栄美子 M402 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠA オルランド，　ダビデ 305 地理学研究法A 高波　紳太郎 駿河台
基礎演習(日本史)A 落合　弘樹 M611 英米文学演習(2年)A 大山　るみこ M606 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅡA ゲスナー，ゲジーネ M609 米文学史A 竹内　理矢 M305 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠA ブリール，リタ M518 地理学研究法B 大城　直樹 駿河台
基礎演習(日本史)A 松山　恵 M604 ﾄﾞｲﾂ文学講読A 野口　健 414 基礎演習(ﾌﾗﾝｽ文学)A 谷口　亜沙子 M304 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠA ブリール，リタ M518 基礎演習(演劇学)A 井上　優 M615
基礎演習(日本史)A 石原　豪 LS605 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢA ドナティ，ジャンアレ M708 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢA ドナティ，ジャンアレ M708 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅡA ゲスナー，ゲジーネ M609 史料演習(日本史)A 小林　信也 M609
基礎演習(日本史)A 中村　友一 M614 日本史概論A 高橋　一樹 211 日本演劇史ⅠA 伊藤　真紀 503 中級ﾌﾗﾝｽ語講読A 瀧川　広子 M707 考古学研究法ⅠA 追川　吉生 駿河台
基礎演習(日本史)A 山田　朗 M616 原書講読A 秋山　千恵 M608 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)A 佐伯　和香子 M604 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡA(既習者) ドナティ，ジャンアレ M708 基礎演習(考古学)A 阿部　芳郎 LS504
基礎演習(日本史)A 高橋　一樹 M613 史料演習(西洋史)A 山田　朋子 M613 史料演習(日本史)A 野尻　泰弘 M605 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣA(既習者) ドナティ，ジャンアレ M708 地理学研究法A 高波　紳太郎 駿河台
基礎演習(日本史)A 富山　仁貴 307 身体と社会 平山　満紀 LS602 史料演習(西洋史)A 山本　耕 M611 西洋演劇史ⅠA 井上　優 210 地理学研究法B 松橋　公治 駿河台
基礎演習(ｱｼﾞｱ史)A 櫻井　智美 LS306 心理社会研究基礎演習ⅠA 二階堂　千絵 M616 哲学ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠA 池田　喬 M606 文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)A 佐伯　和香子 M604 EAR A(Basic)(文学科※英米除く) 加藤　匠 LS304
基礎演習(ｱｼﾞｱ史)A 江川　ひかり M609 心と身体の哲学 小草　泰 008 哲学ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠA 坂本　邦暢 M608 文献講読A(日本史) 五十嵐　基善 M605 EAR A(Basic)(文学科※英米除く) 高島　和哉 LS302
基礎演習(ｱｼﾞｱ史)A 高村　武幸 M607 ﾄﾞｲﾂ語ⅠA(再履) 新本　史斉 202 EAR A(Inter.)(英米) 池田　史彦 M702 EAR A(Basic)(心社) 加藤　匠 LS304 EAR A(Basic)(文学科※英米除く) 岡留　聡子 LS305
基礎演習(西洋史)A 水野　博子 003 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA(再履) 新本　史斉 202 EAR A(Adv.)(英米) 高島　和哉 LS302 EAR A(Basic)(心社) 鷲尾　郁 M517 EAR A(Inter.)(文学科※英米除く) 川島　志保美 M404
基礎演習(西洋史)A 青谷　秀紀 LS408 ﾌﾗﾝｽ語ⅢA(ﾌ文) 谷口　亜沙子 M715 EAR A(Adv.)(英米) 岡留　聡子 LS305 EAR A(Inter.)(心社) 原田　道子 M703 EAR A(Inter.)(文学科※英米除く) 原田　道子 M703
基礎演習(西洋史)A 山本　耕 M615 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日文･演･文ﾒ) 水村　信二 体育施設 EAR A(Adv.)(英米) 加藤　匠 LS304 EAR A(Inter.)(心社) 高島　和哉 LS302 EAR A(Inter.)(文学科※英米除く) 関　修 402
基礎演習(西洋史)A 谷口　良生 LS705 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日文･演･文ﾒ) 長谷川　望 体育施設 ﾄﾞｲﾂ語ⅠA(再履) 野口　健 302 EAR A(Adv.)(心社) 岡留　聡子 LS305 EAR A(Inter.)(文学科※英米除く) 池田　史彦 213
基礎演習(考古学)A 石川　日出志 M606 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日文･演･文ﾒ) 堀川　浩之 体育施設 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA(再履) 野口　健 302 民俗学A 小池　淳一 LS402 EAR A(Adv.)(文学科※英米除く) 松野　亜希子 M714

心理社会研究基礎演習ⅠA 平山　満紀 LS607 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日文･演･文ﾒ) フーラハン，マーク 体育施設 日本現代史Ⅰ 伊勢　弘志 209 法律学概論 松井　千秋 303 EAR A(Adv.)(文学科※英米除く) 鷲尾　郁 M517
ﾄﾞｲﾂ語ⅢA(ﾄﾞ文) 新本　史斉 202 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日文･演･文ﾒ) 宮脇　梨奈 体育施設 日本文化史A 松山　恵 LS702 地球環境A 長谷川　裕彦 LS702 EAR A(Adv.)(文学科※英米除く) 岡部　了也 401

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(英･ﾄﾞ･ﾌ) 水村　信二 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日文･演･文ﾒ) 劉　立凡 体育施設 ｲｽﾗﾑ史A 江川　ひかり M303 EAR A(Adv.)(文学科※英米除く) 岩崎　永一 M705
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(英･ﾄﾞ･ﾌ) 長谷川　望 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(日文･演･文ﾒ) 大嶽　真人 体育施設 ﾄﾞｲﾂ語圏の歴史(2020以降ｶﾘ) ﾌﾗﾝｽ語ⅠA(特別ｸﾗｽ) 八木　淳 M503
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(英･ﾄﾞ･ﾌ) 堀川　浩之 体育施設 学習･言語心理学 小粥　宏美 M306 ﾄﾞｲﾂ史A(2019以前ｶﾘ) ﾌﾗﾝｽ語ⅢA(特別ｸﾗｽ) 八木　淳 M503
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(英･ﾄﾞ･ﾌ) フーラハン，マーク 体育施設 漢文A 佐野　愛子 002 生態学A 若松　伸彦 M302 ﾌﾗﾝｽ史A(2019以前ｶﾘ)
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(英･ﾄﾞ･ﾌ) 宮脇　梨奈 体育施設 上級英語ⅠA 岡部　了也 M718 ﾌﾗﾝｽ語圏の歴史(2020以降ｶﾘ)
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(英･ﾄﾞ･ﾌ) 劉　立凡 体育施設 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(SRC) 長谷川　望 体育施設 倫理学概論A 池田　喬 M304
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂA(英･ﾄﾞ･ﾌ) 大嶽　真人 体育施設 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ入門編) 水村　信二 体育施設

映画論A 小河原　あや LS401
Public Speaking A 大山　るみこ M518

環境社会学 宇田　和子 M306
社会･集団･家族心理学Ⅰ 堀田　結孝 403

哲学概論A 坂本　邦暢 LS501

基礎演習(日本文学)A 湯淺　幸代 M603 日本文学演習(2年)A 甲斐　雄一 LS408 日本文学講義ⅠA 湯淺　幸代 M302 英語演習A 小池　知之 M701 考古学概論ⅠA 若狭　徹 LS401 考古学研究法ⅡA 大谷　薫 駿河台
基礎演習(日本文学)A 甲斐　雄一 LS408 音声学A 新城　真里奈 M302 中国文学研究ⅠA 甲斐　雄一 413 英語演習A 宇野　雅章 M618 考古学研究法ⅠA 大谷　薫 駿河台 ﾌﾗﾝｽ語ⅠA(再履) 中村　美緒 M502

基礎ﾌﾗﾝｽ語講読A 森　真太郎 M506 ｱｼﾞｱ史概論A 堀井　裕之 LS702 英語学概論A 石井　透 M304 英語演習A 斎藤　寿葉 M612 人文地理学概論A 川口　太郎 M303 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA(再履) 中村　美緒 M502
史料演習(ｱｼﾞｱ史)A 鈴木　開 M607 史料演習(西洋史)A 豊川　浩一 M603 基礎ﾄﾞｲﾂ語会話A 福間　具子 LS301 英語演習A 吉村　由佳 M406 心理社会研究基礎演習ⅠA 浅井　健史 M614
史料演習(ｱｼﾞｱ史)A 堀井　裕之 M606 自然地理学概論A 佐々木　夏来 LS401 基礎演習(演劇学)A 伊藤　真紀 M607 英語演習A 原田　道子 M404 ﾄﾞｲﾂ語ⅣA 石原　竹彦 M512
史料演習(ｱｼﾞｱ史)A 奥　美穂子 M605 心理社会研究入門A 浅井　健史 M303 文芸ﾒﾃﾞｨｱ概論A 内村　和至 001 ﾌﾗﾝｽ文学史A 田母神　顯二郎 M306 ﾄﾞｲﾂ語ⅣA 前田　良三 LS304

ECS A(Basic)(史学地理) 吉村　由佳 M406 心理社会研究基礎演習ⅡA 高瀬　由嗣 M606 史学概論A 野尻　泰弘 LS601 中級ﾌﾗﾝｽ語講読A 増田　晴美 M202 ﾌﾗﾝｽ語ⅣA 宮川　慎也 L1
ECS A(Basic)(史学地理) 斎藤　寿葉 LS403 心理社会研究基礎演習ⅡA 加藤　尚子 LS306 地誌学概論A 荒又　美陽 M306 文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)A 内村　和至 507 ﾌﾗﾝｽ語ⅣA 増田　晴美 M202
ECS A(Basic)(史学地理) 安田　努 LS304 心理社会研究基礎演習ⅡA 昔農　英明 M610 心理的ｱｾｽﾒﾝﾄ 高瀬　由嗣 412 基礎演習(地理学)A 川口　太郎 M610 ﾌﾗﾝｽ語ⅣA 津田　峰子 512

ECS A(Inter.)(英米) 松本　理一郎 M715 ECS A(Basic)(文学科※英米除く) 原田　道子 M508 ECS A(Basic)(心社) 佐久間　桃 M401 基礎演習(地理学)A 大城　直樹 M608 ﾛｼｱ語ⅣA 恩田　義徳 LS305
ECS A(Inter.)(英米) 宇野　雅章 M511 ECS A(Basic)(文学科※英米除く) 宮本　正治 M510 ECS A(Basic)(心社) 吉村　由佳 M406 基礎演習(地理学)A 荒又　美陽 M609 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅣA セグ　スビラホセオ M702

ECS A(Inter.)(史学地理) 佐久間　桃 M708 ECS A(Basic)(文学科※英米除く) 安田　努 506 ECS A(Inter.)(心社) 宮本　正治 M708 基礎演習(地理学)A 佐々木　夏来 M607 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅣA バリエントス　ロドリ M507
ECS A(Inter.)(史学地理) 岡部　了也 M504 ECS A(Basic)(文学科※英米除く) 狩野　郁子 M712 ECS A(Inter.)(心社) 斎藤　寿葉 M517 心理社会研究基礎演習ⅠA 桶谷　雅人 M606 中国語ⅣA 堀井　裕之 506
ECS A(Inter.)(史学地理) 小川　真理 M515 ECS A(Inter.)(文学科※英米除く) 岡部　了也 M504 ECS A(Adv.)(心社) 安田　努 506 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA 石原　竹彦 M512 中国語ⅣA 胡　潁芝 402

ECS A(Adv.)(英米) ワトソン，アレックス M508 ECS A(Inter.)(文学科※英米除く) 佐久間　桃 M401 EAW A(Inter.)(英米) 小池　知之 M701 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA 前田　良三 LS304 中国語ⅣA 江崎　隆哉 505
ECS A(Adv.)(英米) 大須賀　寿子 M507 ECS A(Inter.)(文学科※英米除く) 斎藤　寿葉 LS403 EAW A(Adv.)(英米) 原田　道子 M404 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA 宮川　慎也 L1 中国語ⅣA 蝦名　良亮 212

ECS A(Adv.)(史学地理) 小池　知之 LS305 ECS A(Adv.)(文学科※英米除く) 大須賀　寿子 M507 EAW A(Adv.)(英米) ワトソン，アレックス M501 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA 齋藤　弘崇 317 朝鮮語ⅣA 趙　義成 LS303
ECS A(Adv.)(史学地理) 宮本　正治 M510 ECS A(Adv.)(文学科※英米除く) 松本　理一郎 M715 EAW A(Adv.)(英米) サトウ M516 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA 津田　峰子 512 朝鮮語ⅣA 李　興淑 M508

ﾄﾞｲﾂ語学概論A 阿部　一哉 007 ﾄﾞｲﾂ語ⅣA(ﾄﾞ文) 福間　具子 415 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA(ﾌ文) 藤井　宏尚 L1 ﾛｼｱ語ⅡA 恩田　義徳 LS305 文学概論A 引田　直巳 M305
心理学的支援法Ⅰ 浅井　健史 M303 英米文学基礎研究A ワトソン，アレックス 314 ﾌﾗﾝｽ語ⅣA(ﾌ文) 高橋　明美 M502 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡA キロス・イグナシオ 412 健康･医療心理学 岡安　孝弘 M302

東洋思想研究A 志野　好伸 503 日本近世史 重田  麻紀 403 科学思想史A 奥村　大介 LS602 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡA セグ　スビラホセオ M702
日本国憲法(卒業要件含む) 三枝　昌幸 LS702 論理学概論A 秋吉　亮太 M305 中級朝鮮語ⅠA 趙　義成 LS303 中国語ⅡA 堀井　裕之 506

古典ｷﾞﾘｼｱ語ⅠA 古山　夕城 M406 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(中級ﾃﾆｽ) 田中　伸明 体育施設 中国語ⅡA 胡　潁芝 402
生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ｽﾄﾚｯﾁ&ﾖｶﾞ) 宮脇　梨奈 体育施設 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(初級ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ) 西谷　善子 体育施設 中国語ⅡA 江崎　隆哉 505

中国語ⅡA 蝦名　良亮 212
朝鮮語ⅡA 趙　義成 LS303
朝鮮語ⅡA 李　興淑 M508

社会･集団･家族心理学Ⅱ 浅井　健史 M302
生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(上級ﾃﾆｽ) 田中　伸明 体育施設

生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(初級ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ) 西谷　善子 体育施設

英米文学演習(2年)A 吉村　由佳 M614 基礎ﾄﾞｲﾂ語会話A 渡辺　学 LS305 日本文学講義ⅠA 佐伯　孝弘 403 日本文学演習(2年)A 生方　智子 LS407 国語学ⅠA 渡部　圭介 001 ﾌﾗﾝｽ語ⅠA(再履) 宮川　慎也 L2
文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)A 伊藤　氏貴 M615 基礎演習(ﾌﾗﾝｽ文学)A 根本　美作子 M609 基礎演習(日本文学)A 生方　智子 LS407 ﾌﾗﾝｽ文学演習(2年)A 奥　香織 LS304 ﾄﾞｲﾂ語ⅣA 大山　浩太 M713 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA(再履) 宮川　慎也 L2
文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)A 能地　克宜 M616 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡA 奥　香織 LS304 基礎演習(英米文学)A 横山　晃 LS304 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡA 中村　美緒 M515 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA(ﾌ文) 八木　淳 M704

EAR A(Basic)(史学地理) 池田　史彦 512 表現･創作ⅠA 能地　克宜 M616 ﾄﾞｲﾂ文学史A 冨重　与志生 208 戯曲作品研究A 大橋　裕美 403 ﾌﾗﾝｽ語ⅢA 宮川　慎也 L2
EAR A(Basic)(史学地理) 尾関　裕子 LS301 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)A 伊藤　氏貴 M615 ﾄﾞｲﾂ文学講読A 小野間　亮子 317 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)A 柳澤　幹夫 M616 ﾌﾗﾝｽ語ⅣA 小谷　奈津子 LS303
EAR A(Inter.)(史学地理) 渡邊　浩子 213 史料演習(日本史)A 長沼　秀明 004 中級ﾌﾗﾝｽ語講読A(既習者) 根本　美作子 M709 哲学演習(2年)A 志野　好伸 M608 ﾌﾗﾝｽ語ⅣA(ﾌ文) 塩谷　優衣 LS301
EAR A(Inter.)(史学地理) 石川　太郎 505 史料演習(日本史)A 高橋　一樹 M604 西洋演劇史ⅡA 仮屋　浩子 001 哲学演習(2年)A 井上　貴恵 M613 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢA 豊丸　敦子 405
EAR A(Inter.)(史学地理) 三松　幸雄 LS303 史料演習(日本史)A 中村　友一 M603 文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)A 佐幸　信介 M614 ﾄﾞｲﾂ語ⅠA(再履) 阪東　知子 M703 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅣA 豊丸　敦子 405
EAR A(Inter.)(史学地理) 川島　志保美 304 史料演習(日本史)A 大和　友紀弘 LS407 文献講読A(日本史) 服部　一隆 M610 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA 小野間　亮子 317 中国語ⅣA 永井　弥人 401 考古学実習ⅠA 若狭　徹 集中
EAR A(Adv.)(史学地理) 矢野　磯乃 407 史料演習(日本史)A 石原　豪 LS505 文献講読A(日本史) 西尾　隆志 LS606 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA 大山　浩太 M713 中国語ⅣA 斉　金英 302 考古学実習ⅡA 若狭　徹 集中
EAR A(Adv.)(史学地理) 野川　浩美 M413 史料演習(日本史)A 清水　有子 M607 文献講読A(日本史) 荒木　仁朗 M604 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA 冨重　与志生 502 朝鮮語ⅣA 李　興淑 404
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(日文A) 二宮　雅也 413 史料演習(日本史)A 富山　仁貴 003 文献講読A(日本史) 大江　洋代 LS301 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA(ﾄﾞ文) 岡本　和子 M502 言語学A 市橋　久美子 002
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(日文B) 野坂　俊弥 412 考古学概論ⅡA 若狭　徹 M305 ﾄﾞｲﾂ語ⅠA(特別ｸﾗｽ) 渡辺　徳美 M612 ﾄﾞｲﾂ語ⅡA(再履) 阪東　知子 M703
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(英米A) 藤田　恵理 415 心理社会研究基礎演習ⅡA 王　詩琪 LS607 ﾄﾞｲﾂ語ⅢA(特別ｸﾗｽ) 渡辺　徳美 M612 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA 瀧川　広子 M712 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅢ(ｷｬﾝﾌﾟ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ) 土方　圭 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(英米B) マックグラス　ケリー 209 基礎演習(哲学)A 坂本　邦暢 M608 上級英文解釈A 宇野　雅章 M510 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA 小谷　奈津子 LS303 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅢ(ｷｬﾝﾌﾟ･ﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ) 多田　聡 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(ﾄﾞ文) 西谷　善子 008 基礎演習(哲学)A 池田　喬 M605 文学と哲学 合田　正人 LS702 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA 八木　淳 M704 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅢ(ｺﾞﾙﾌ) 川口　啓太 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(ﾌ文) 宮脇　梨奈 002 EAW A(Basic)(文学科※英米除く) 渡邊　浩子 213 日本美術史A 千葉　慶 LS701 ﾌﾗﾝｽ語ⅡA(特別ｸﾗｽ) 根本　美作子 M709 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅢ(馬術) 長尾　進 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(演劇) 森田　ゆい 414 EAW A(Basic)(文学科※英米除く) 石川　太郎 505 ﾛｼｱ文学史A 中澤　朋子 413 ﾌﾗﾝｽ語ⅣA(特別ｸﾗｽ) 根本　美作子 M709
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(文ﾒ) 濁川　孝志 208 EAW A(Basic)(文学科※英米除く) 宇野　雅章 506 ﾛｼｱ語ⅡA 杉山　春子 LS503
西洋思想研究A 田中　一孝 M304 EAW A(Inter.)(文学科※英米除く) 三松　幸雄 305 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡA 豊丸　敦子 405
心理学概論A 早川　貴子 LS602 EAW A(Inter.)(文学科※英米除く) 矢野　磯乃 M413 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡA 田中　恵 202 文化人類学A〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ
こころの科学A 諸富　祥彦 LS702 EAW A(Inter.)(文学科※英米除く) ウェブスター，ダニエ LS404 中国語ⅡA 石野　智大 301 留学準備講座A〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ
中級ﾄﾞｲﾂ語ⅠA 渡辺　学 LS305 EAW A(Inter.)(文学科※英米除く) 横山　晃 M719 中国語ⅡA 高橋　美千子 213 海外授業ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝA〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ

EAW A(Inter.)(文学科※英米除く) 安田　努 M720 中国語ⅡA 薬　進太郎 504 日本文化発信A〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ
EAW A(Adv.)(文学科※英米除く) 原田　道子 M711 中国語ⅡA 永井　弥人 401
EAW A(Adv.)(文学科※英米除く) 水口　小百合 M505 中国語ⅡA 斉　金英 302
EAW A(Adv.)(文学科※英米除く) 池田　史彦 512 朝鮮語ⅡA 李　興淑 404

中央ﾕｰﾗｼｱ史(2020以降ｶﾘ) 朝鮮語ⅡA 金　孝珍 316
中央ﾕｰﾗｼｱ史A(2019以前ｶﾘ) 芸術学A 増野　亜子 210

発達心理学 早川　貴子 LS602
日本の伝統と文化A 阿部　光麿 M303

心理学概論B 諸富　祥彦 211
人間と情報Ⅰ 小久保　秀之 LS601
西洋思想史A 合田　正人 303

舞台芸術研究ⅠA 岩本　眞由美 304 ECS A(Basic)〔M〕(再履) 池田　史彦 【ﾒ】212 EPW A(Basic)〔M〕(再履) 西浦　徹 【ﾒ】407
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠA(再履) 石原　セルヒオナバロ M406   【教室について】
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡA(再履) 石原　セルヒオナバロ M406    ・数字3桁	⇒　第一校舎（001、208…。最初の数字が“階”を表しています）

   ・M+数字3桁	⇒　メディア棟（M304、M614…。最初の数字が“階”を表しています）
   ・LS+数字3桁	⇒　ラーニングスクエア（LS402、LS506…。最初の数字が“階”を表しています）
   ・L+数字1桁	⇒　リエゾン棟（L2、L6…）

※今後変更が生じる場合があります。4月1（土）以降はOh-o! Meijiの授業検索から最新の授業時間・担当・教室を確認してください。    ・【メ】+教室	⇒　メディア授業ですが、科目によっては教室を使用する場合があります。
     詳細はシラバスを確認してください。

秋山　千恵 008

山本　耕

土

1限

9:00-10:40曜
日

2限

10:50-12:30

月

火

水

木

金

6限

19:00-20:40

3限

金澤　宏明 M303

4限

13:30-15:10 15:20-17:00

5限

17:10-18:50

M306

赤木　崇敏 M306

（実習）集中講義

（ウェルネス）集中講義

（メディア）集中講義　※履修上限に含まれます



 2023年度文学部 授業時間割（和泉）　【秋学期】 2023年3月31日

時限

科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室 科　目 担当者 教室
英米文学演習(2年)B 大須賀　寿子 M614 基礎ﾌﾗﾝｽ語講読B(既習者) 井上　美穂 M202 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣB クロズ　山口エリア M505 日本文学演習(2年)B 神作　研一 M611 基礎演習(日本文学)B 神作　研一 M611

ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠB 金子　祥之 M710 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠB クロズ　山口エリア M704 基礎演習(演劇学)B 村島　彩加 M616 英文学講読B 宮本　正治 M707 日本文学演習(2年)B 石澤　一志 M614
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠB既習者 井上　美穂 M202 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠB ベルナール M613 演劇学演習(2年)B 東條　愛 M606 意味論B 岩崎　永一 M306 日本文学演習(2年)B 野本　聡 M605
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢB既習者 井上　美穂 M202 文献講読B(日本史) 菱沼　一憲 M610 表現･創作ⅠB 柳澤　幹夫 M611 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣB ベルナール M505 EPW B(Basic)(史学地理) 小川　真理 M718

原書講読B 山崎　信一 LS306 ﾄﾞｲﾂ語ⅢB 今村　武 M707 EPW B(Basic)(心社) 矢野　磯乃 M202 演劇学演習(2年)B 中野　正昭 M609 EPW B(Basic)(史学地理) 三松　幸雄 401
ﾄﾞｲﾂ語ⅠB 今村　武 M707 ﾄﾞｲﾂ語ⅢB 山地　良造 M503 EPW B(Basic)(心社) 三松　幸雄 401 ﾃｸｽﾄ講読B 柳澤　幹夫 415 EPW B(Basic)(史学地理) 渡邊　浩子 214
ﾄﾞｲﾂ語ⅠB 山地　良造 M503 ﾌﾗﾝｽ語ⅢB 永倉　千夏子 M717 EPW B(Inter.)(心社) 相馬　美明 302 原書講読B 阿南　大 M603 EPW B(Inter.)(史学地理) 佐久間　桃 M506

ﾄﾞｲﾂ語ⅡB(特別ｸﾗｽ) ゲスナー，ゲジーネ LS505 ﾌﾗﾝｽ語ⅢB 久保　みゆき M706 EPW B(Inter.)(心社) 原田　道子 M701 EPW B(Basic)(文学科※英米除く) 三松　幸雄 401 EPW B(Inter.)(史学地理) 原田　道子 M701
ﾄﾞｲﾂ語ⅣB(特別ｸﾗｽ) ゲスナー，ゲジーネ LS505 ﾌﾗﾝｽ語ⅢB 齋藤　弘崇 203 EPW B(Adv.)(心社) 野田　恵子 M402 EPW B(Basic)(文学科※英米除く) 矢野　磯乃 M202 EPW B(Inter.)(史学地理) 香西　史子 M409

ﾌﾗﾝｽ語ⅠB 永倉　千夏子 M717 ﾛｼｱ語ⅢB 杉里　直人 M705 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(再履･編入) 劉　立凡 体育施設 EPW B(Basic)(文学科※英米除く) 佐久間　桃 M506 EPW B(Adv.)(史学地理) 小池　知之 M710
ﾌﾗﾝｽ語ⅠB 久保　みゆき M706 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢB 佐藤　麻里乃 312 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(Cｸﾗｽ) 武田　紘平 体育施設 EPW B(Basic)(文学科※英米除く) 渡邊　浩子 214 EPW B(Adv.)(史学地理) 伊藤　左千夫 M708
ﾌﾗﾝｽ語ⅠB 齋藤　弘崇 203 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢB 徳吉　敬介 M719 上級英文解釈B 山西　治男 008 EPW B(Inter.)(文学科※英米除く) 野川　浩美 M414 劇場論B 中野　正昭 M306
ﾛｼｱ語ⅠB 杉里　直人 M705 中国語ⅢB 高橋　美千子 406 音楽史B 伊藤　友計 LS502 EPW B(Inter.)(文学科※英米除く) 関　修 M404 自然科学的ものの考え方 芳賀　猛 001

ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠB 佐藤　麻里乃 312 中国語ⅢB 三澤　三知夫 505 経済史B 高見　純 LS501 EPW B(Inter.)(文学科※英米除く) 相馬　美明 302
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠB 徳吉　敬介 M718 中国語ⅢB 喬　志航 202 政治学概論 鎌江　一平 314 EPW B(Adv.)(文学科※英米除く) 野田　恵子 M402
中国語ⅠB 高橋　美千子 406 中国語ⅢB 王　前 411 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ) 佐賀　典生 体育施設 EPW B(Adv.)(文学科※英米除く) 原田　道子 M701
中国語ⅠB 三澤　三知夫 505 朝鮮語ⅢB 塩田　今日子 M406 EAW B(Basic)(心社) 小川　真理 M718
中国語ⅠB 喬　志航 202 朝鮮語ⅢB 李　興淑 M513 EAW B(Basic)(心社) 岡部　了也 411
中国語ⅠB 王　前 411 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日史･西･地理) 安松　幹展 体育施設 EAW B(Inter.)(心社) 小池　知之 M710
朝鮮語ⅠB 伊藤　英人 M511 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日史･西･地理) 西谷　善子 体育施設 EAW B(Inter.)(心社) 中村　美奈子 M502
朝鮮語ⅠB 李　興淑 M513 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日史･西･地理) 佐古　隆之 体育施設 EAW B(Adv.)(心社) 香西　史子 M409

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(ｱ･考古･心社) 安松　幹展 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日史･西･地理) 宮脇　梨奈 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(再履･編入) 劉　立凡 体育施設

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(ｱ･考古･心社) 西谷　善子 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日史･西･地理) 長谷川　望 体育施設 日本国憲法(卒業要件含む) 市川　直子 403
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(ｱ･考古･心社) 佐古　隆之 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日史･西･地理) マックグラス　ケリー 体育施設 上級英語ⅠB 伊藤　左千夫 M708
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(ｱ･考古･心社) 宮脇　梨奈 体育施設 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日史･西･地理) 佐賀　典生 体育施設

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(ｱ･考古･心社) 長谷川　望 体育施設 ﾒﾃﾞｨｱ研究 辻　泉 LS101
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(ｱ･考古･心社) マックグラス　ケリー 体育施設 ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝ論 鈴木　久美子 LS701
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(ｱ･考古･心社) 佐賀　典生 体育施設 知覚･認知心理学 小粥　宏美 LS502

地域統計学Ⅱ 小泉　諒 M410

日本文学講読ⅠB 八木下　孝雄 412 日本文学講義ⅠB 伊藤　剣 M305 基礎演習(日本文学)B 田口　麻奈 LS504 日本文学講義ⅠB 牧野　淳司 M303 基礎演習(日本文学)B 牧野　淳司 M612
基礎演習(日本文学)B 郭　南燕 M605 中国文学研究ⅠB 吉井　涼子 001 基礎演習(日本文学)B 山崎　健司 M612 日本文学演習(2年)B 山崎　健司 M612 基礎演習(英米文学)B サトウ M606

英文学史B 野田　学 303 基礎演習(日本文学)B 小野　正弘 M407 ﾌﾗﾝｽ文学演習(2年)B 小島　久和 M604 日本文学演習(2年)B 田口　麻奈 LS504 基礎演習(演劇学)B 伊藤　愉 M502
米文学講読B 秋山　義典 L2 日本文学演習(2年)B 八木下　孝雄 409 日本演劇史ⅡB 矢内　賢二 001 英米文学演習(2年)B サトウ M606 原書講読B 金澤　宏明 M604

英米文学演習(2年)B 西尾　洋子 506 日本文学演習(2年)B 郭　南燕 M605 西洋史概論B 金澤　宏明 LS602 ﾌﾗﾝｽ語学概論B 杉山　利恵子 M709 ﾌﾗﾝｽ語ⅢB(ﾌ文) 杉山　利恵子 M709
英米文学演習(2年)B 久保田　俊彦 M409 統語論B 久保田　俊彦 M303 心理社会研究基礎演習ⅠB 内藤　朝雄 M603 基礎ﾌﾗﾝｽ語講読B 今関　アン M408 地図学Ⅱ 宇根　寛 M305

基礎演習(ﾄﾞｲﾂ語圏文化)B 井上　周平 M614 基礎演習(英米文学)B 野田　学 M607 EPW B(Adv.)(英米) 秋山　義典 M413 史料演習(西洋史)B 本間　美奈 LS607 歴史と哲学 峰尾　公也 001
演劇概論B 大林　のり子 M304 基礎演習(ﾄﾞｲﾂ語圏文化)B 井上　周平 M614 EPW B(Adv.)(英米) 青木　敬子 M406 心理社会研究入門B 内藤　朝雄 LS101 教育学B 前原　健二 LS601

表現･創作ⅠB 高橋　雄生 M511 演劇学演習(2年)B 松本　祐子 M608 ﾄﾞｲﾂ語ⅠB(ﾄﾞ文) 岡本　和子 513 心理社会研究基礎演習ⅡB 佐々木　掌子 LS503 日本語史 齋藤　孝滋 002
表現･創作ⅠB 相良　剛 M615 演劇学演習(2年)B 大林　のり子 LS607 国語学各説ⅠB 月本　雅幸 503 心理社会研究基礎演習ⅡB 竹松　志乃 M607

心理社会研究基礎演習ⅡB 野澤　淳史 M616 ﾃｸｽﾄ研究B 高橋　雄生 M511 Public Speaking B ザンギ M715 EPW B(Inter.)(英米) 青木　敬子 M406
心理社会研究基礎演習ⅡB 濱田　祥子 M611 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)B 相良　剛 M615 ﾌﾗﾝｽ文化研究B 奥　香織 414 EPW B(Inter.)(英米) 松野　亜希子 M712

ﾄﾞｲﾂ語ⅠB 久保　哲司 M711 ﾄﾞｲﾂ語ⅢB 久保　哲司 M711 宗教学B 中里　巧 210 自然科学と考古学B 谷畑　美帆 M304
ﾄﾞｲﾂ語ⅠB 宗宮　朋子 M705 ﾄﾞｲﾂ語ⅢB 宗宮　朋子 M705 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ) 下田　学 体育施設 ﾗﾃﾝ語ⅠB 小島　久和 M708
ﾄﾞｲﾂ語ⅠB 三根　靖久 M709 ﾄﾞｲﾂ語ⅢB 三根　靖久 M709 東洋思想史B 水野　博太 415
ﾌﾗﾝｽ語ⅠB 瀬川　愛美 316 ﾌﾗﾝｽ語ⅠB(ﾌ文) 八木　淳 M702
ﾌﾗﾝｽ語ⅠB 中村　美緒 M508 ﾌﾗﾝｽ語ⅠB(ﾌ文) 藤井　宏尚 L1
ﾌﾗﾝｽ語ⅠB 齋藤　弘崇 204 ﾌﾗﾝｽ語ⅢB 瀬川　愛美 316
ﾛｼｱ語ⅠB 恩田　義徳 M513 ﾛｼｱ語ⅢB 中澤　朋子 M717

ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠB 佐藤　麻里乃 405 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠB(再履) 石原　セルヒオナバロ M505
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠB 石原　セルヒオナバロ M505 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡB(再履) 石原　セルヒオナバロ M505
中国語ⅠB 王　前 411 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢB 佐藤　麻里乃 405
中国語ⅠB 張　士陽 512 中国語ⅢB 王　前 411
中国語ⅠB 大場　一央 402 中国語ⅢB 張　士陽 512
中国語ⅠB 薬　進太郎 313 中国語ⅢB 大場　一央 402
中国語ⅠB 三澤　三知夫 302 中国語ⅢB 薬　進太郎 313
朝鮮語ⅠB 金　孝珍 306 中国語ⅢB 三澤　三知夫 302
朝鮮語ⅠB 韓　必南 317 朝鮮語ⅢB 金　孝珍 306

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(Cｸﾗｽ) 水村　信二 体育施設 朝鮮語ⅢB 韓　必南 317
ﾄﾞｲﾂ語作文･会話ⅠB オルランド，　ダビデ M514 臨床心理学概論Ⅱ 濱田　祥子 M304

Public Speaking B フジシマ，　セシリア M402
西洋美術史B 宮澤　政男 001

基礎演習(日本史)B 野尻　泰弘 LS504 日本文学演習(2年)B 梅山　聡 LS604 基礎演習(英米文学)B 大山　るみこ M614 作家作品研究ⅠB 増井　真琴 001 基礎演習(日本文学)B 竹内　栄美子 M402 考古学研究法ⅡB 追川　吉生 駿河台
基礎演習(日本史)B 落合　弘樹 M611 英米文学演習(2年)B 大山　るみこ M606 基礎演習(英米文学)B 梶原　照子 M610 日本文学演習(2年)B 渡部　圭介 M610 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠB オルランド，　ダビデ 305 地理学研究法A 高波　紳太郎 駿河台
基礎演習(日本史)B 松山　恵 M604 ﾄﾞｲﾂ文学講読B 野口　健 414 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅡB ゲスナー，ゲジーネ M609 日本文学史(2020以降ｶﾘ) ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠB ブリール，リタ M518 地理学研究法B 荒又　美陽 駿河台
基礎演習(日本史)B 石原　豪 LS605 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢB ドナティ，ジャンアレ M708 基礎演習(ﾌﾗﾝｽ文学)B 谷口　亜沙子 M304 日本文学史A(2019以前ｶﾘ) 基礎演習(演劇学)B 井上　優 M615
基礎演習(日本史)B 中村　友一 M614 日本史概論B 落合　弘樹 211 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢB ドナティ，ジャンアレ M708 米文学史B 竹内　理矢 M305 史料演習(日本史)B 小林　信也 M609
基礎演習(日本史)B 山田　朗 M616 原書講読B 秋山　千恵 M608 日本演劇史ⅠB 伊藤　真紀 503 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠB ブリール，リタ M518 考古学研究法ⅠB 追川　吉生 駿河台
基礎演習(日本史)B 高橋　一樹 M613 史料演習(西洋史)B 山田　朋子 M613 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)B 佐伯　和香子 M604 ﾄﾞｲﾂ語演習ⅡB ゲスナー，ゲジーネ M609 基礎演習(考古学)B 阿部　芳郎 LS504
基礎演習(日本史)B 富山　仁貴 307 心理社会研究基礎演習ⅠB 二階堂　千絵 M616 史料演習(日本史)B 野尻　泰弘 M605 中級ﾌﾗﾝｽ語講読B 瀧川　広子 M707 地理学研究法A 高波　紳太郎 駿河台
基礎演習(ｱｼﾞｱ史)B 櫻井　智美 LS306 ﾄﾞｲﾂ語ⅠB(再履) 新本　史斉 202 史料演習(西洋史)B 山本　耕 M611 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡB既習者 ドナティ，ジャンアレ M708 地理学研究法B 川口　太郎 駿河台
基礎演習(ｱｼﾞｱ史)B 江川　ひかり M609 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB(再履) 新本　史斉 202 哲学ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠB 池田　喬 M606 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣB既習者 ドナティ，ジャンアレ M708 EAR B(Basic)(文学科※英米除く) 加藤　匠 LS304
基礎演習(ｱｼﾞｱ史)B 高村　武幸 M607 ﾌﾗﾝｽ語ⅢB(ﾌ文) 谷口　亜沙子 M715 哲学ﾌﾟﾗｸﾃｨｽⅠB 坂本　邦暢 M608 西洋演劇史ⅠB 井上　優 210 EAR B(Basic)(文学科※英米除く) 高島　和哉 LS302
基礎演習(西洋史)B 水野　博子 003 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日文･演･文ﾒ) 水村　信二 体育施設 EAR B(Inter.)(英米) 池田　史彦 M702 文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)B 佐伯　和香子 M604 EAR B(Basic)(文学科※英米除く) 岡留　聡子 LS305
基礎演習(西洋史)B 青谷　秀紀 LS408 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日文･演･文ﾒ) 長谷川　望 体育施設 EAR B(Adv.)(英米) 高島　和哉 LS302 文献講読B(日本史) 五十嵐　基善 M605 EAR B(Inter.)(文学科※英米除く) 野田　恵子 M404
基礎演習(西洋史)B 山本　耕 M615 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日文･演･文ﾒ) 堀川　浩之 体育施設 EAR B(Adv.)(英米) 岡留　聡子 LS305 EAR B(Basic)(心社) 加藤　匠 LS304 EAR B(Inter.)(文学科※英米除く) 原田　道子 M703
基礎演習(西洋史)B 谷口　良生 LS705 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日文･演･文ﾒ) フーラハン，マーク 体育施設 EAR B(Adv.)(英米) 加藤　匠 LS304 EAR B(Basic)(心社) 鷲尾　郁 M517 EAR B(Inter.)(文学科※英米除く) 関　修 402
基礎演習(考古学)B 石川　日出志 M606 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日文･演･文ﾒ) 宮脇　梨奈 体育施設 ﾄﾞｲﾂ語ⅠB(再履) 野口　健 302 EAR B(Inter.)(心社) 原田　道子 M703 EAR B(Inter.)(文学科※英米除く) 池田　史彦 213

心理社会研究基礎演習ⅠB 平山　満紀 LS607 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日文･演･文ﾒ) 劉　立凡 体育施設 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB(再履) 野口　健 302 EAR B(Inter.)(心社) 高島　和哉 LS302 EAR B(Adv.)(文学科※英米除く) 松野　亜希子 M714
ﾄﾞｲﾂ語ⅢB(ﾄﾞ文) 新本　史斉 202 ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(日文･演･文ﾒ) 大嶽　真人 体育施設 日本現代史Ⅱ 富山　仁貴 209 EAR B(Adv.)(心社) 岡留　聡子 LS305 EAR B(Adv.)(文学科※英米除く) 鷲尾　郁 M517

ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(英･ﾄﾞ･ﾌ) 水村　信二 体育施設 臨床哲学 池田　喬 315 日本文化史B 中村　友一 M301 日本近代史 岩村　麻里 403 EAR B(Adv.)(文学科※英米除く) 岡部　了也 401
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(英･ﾄﾞ･ﾌ) 長谷川　望 体育施設 漢文B 佐野　愛子 002 ｲｽﾗﾑ史B 江川　ひかり M303 民俗学B 小池　淳一 LS402 EAR B(Adv.)(文学科※英米除く) 岩崎　永一 M705
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(英･ﾄﾞ･ﾌ) 堀川　浩之 体育施設 家族論 平山　満紀 LS602 上級英語ⅠB 岡部　了也 M718 ｽﾗｳﾞ語圏の歴史(2020以降ｶﾘ) ﾌﾗﾝｽ語ⅠB(特別ｸﾗｽ) 八木　淳 M503
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(英･ﾄﾞ･ﾌ) フーラハン，マーク 体育施設 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ入門編) 水村　信二 体育施設 ﾄﾞｲﾂ史B(2019以前ｶﾘ) ﾌﾗﾝｽ語ⅢB(特別ｸﾗｽ) 八木　淳 M503
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(英･ﾄﾞ･ﾌ) 宮脇　梨奈 体育施設 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ｳｫｰｷﾝｸﾞ&ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ) 長谷川　望 体育施設 地球環境B 長谷川　裕彦 LS702 日本中世史 植田　真平 001
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(英･ﾄﾞ･ﾌ) 劉　立凡 体育施設 倫理学概論B 池田　喬 M304
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂB(英･ﾄﾞ･ﾌ) 大嶽　真人 体育施設 世界の宗教 ザキプール，バフマン 008

映画論B 小河原　あや LS401 国際関係論(2020以降ｶﾘ)
Public Speaking B 大山　るみこ M518 国際関係論A(2019以前ｶﾘ)

哲学概論B 坂本　邦暢 LS501

基礎演習(日本文学)B 湯淺　幸代 M603 日本文学演習(2年)B 甲斐　雄一 LS408 日本文学演習(2年)B 湯淺　幸代 M611 英語演習B 小池　知之 M701 考古学概論ⅠB 若狭　徹 LS401 考古学研究法ⅡB 大谷　薫 駿河台
基礎演習(日本文学)B 甲斐　雄一 LS408 音声学B 新城　真里奈 M302 英語学概論B 石井　透 M304 英語演習B 宇野　雅章 M618 考古学研究法ⅠB 大谷　薫 駿河台 ﾌﾗﾝｽ語ⅠB(再履) 中村　美緒 M502

基礎ﾌﾗﾝｽ語講読B 森　真太郎 M506 ｱｼﾞｱ史概論B 鈴木　開 LS702 基礎演習(演劇学)B 伊藤　真紀 M607 英語演習B 斎藤　寿葉 M612 人文地理学概論B 大城　直樹 M303 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB(再履) 中村　美緒 M502
史料演習(ｱｼﾞｱ史)B 鈴木　開 M607 史料演習(西洋史)B 豊川　浩一 M603 文芸ﾒﾃﾞｨｱ概論B 内村　和至 001 英語演習B 吉村　由佳 M406 心理社会研究基礎演習ⅠB 浅井　健史 M614
史料演習(ｱｼﾞｱ史)B 堀井　裕之 M606 自然地理学概論B 梅本　亨 M304 史学概論B(日本史) 高橋　一樹 002 英語演習B 原田　道子 M404 ﾄﾞｲﾂ語ⅣB 石原　竹彦 M512
史料演習(ｱｼﾞｱ史)B 奥　美穂子 M605 心理社会研究基礎演習ⅡB 高瀬　由嗣 M606 史学概論B(ｱｼﾞｱ史) 小松原　ゆり 412 ﾌﾗﾝｽ文学史B 田母神　顯二郎 M306 ﾄﾞｲﾂ語ⅣB 前田　良三 LS304

ECS B(Basic)(史学地理) 吉村　由佳 M406 心理社会研究基礎演習ⅡB 加藤　尚子 LS306 史学概論B(西洋史) 豊川　浩一 413 中級ﾌﾗﾝｽ語講読B 増田　晴美 M202 ﾌﾗﾝｽ語ⅣB 宮川　慎也 L1
ECS B(Basic)(史学地理) 斎藤　寿葉 LS403 心理社会研究基礎演習ⅡB 昔農　英明 M610 地誌学概論B 松橋　公治 M306 文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)B 内村　和至 507 ﾌﾗﾝｽ語ⅣB 増田　晴美 M202
ECS B(Basic)(史学地理) 安田　努 LS304 ECS B(Basic)(文学科※英米除く) 原田　道子 M508 心理社会研究基礎演習ⅡB パッハー，アリス　Ｌ M614 基礎演習(地理学)B 川口　太郎 M610 ﾌﾗﾝｽ語ⅣB 津田　峰子 512

ECS B(Inter.)(英米) 松本　理一郎 M715 ECS B(Basic)(文学科※英米除く) 宮本　正治 M510 ECS B(Basic)(心社) 佐久間　桃 M401 基礎演習(地理学)B 大城　直樹 M608 ﾛｼｱ語ⅣB 恩田　義徳 LS305
ECS B(Inter.)(英米) 宇野　雅章 M511 ECS B(Basic)(文学科※英米除く) 安田　努 506 ECS B(Basic)(心社) 吉村　由佳 M406 基礎演習(地理学)B 荒又　美陽 M609 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅣB セグ　スビラホセオ M702

ECS B(Inter.)(史学地理) 佐久間　桃 M708 ECS B(Basic)(文学科※英米除く) 狩野　郁子 M712 ECS B(Inter.)(心社) 宮本　正治 M708 基礎演習(地理学)B 佐々木　夏来 M607 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅣB バリエントス　ロドリ M507
ECS B(Inter.)(史学地理) 岡部　了也 M504 ECS B(Inter.)(文学科※英米除く) 岡部　了也 M504 ECS B(Inter.)(心社) 斎藤　寿葉 M517 心理社会研究基礎演習ⅠB 桶谷　雅人 M606 中国語ⅣB 堀井　裕之 506
ECS B(Inter.)(史学地理) 小川　真理 M515 ECS B(Inter.)(文学科※英米除く) 佐久間　桃 M401 ECS B(Adv.)(心社) 安田　努 506 心理社会研究基礎演習ⅠB パッハー，アリス　Ｌ M614 中国語ⅣB 胡　潁芝 402

ECS B(Adv.)(英米) ワトソン，アレックス M508 ECS B(Inter.)(文学科※英米除く) 斎藤　寿葉 LS403 EAW B(Inter.)(英米) 小池　知之 M701 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB 石原　竹彦 M512 中国語ⅣB 江崎　隆哉 505
ECS B(Adv.)(英米) 大須賀　寿子 M507 ECS B(Adv.)(文学科※英米除く) 大須賀　寿子 M507 EAW B(Adv.)(英米) 原田　道子 M404 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB 前田　良三 LS304 中国語ⅣB 蝦名　良亮 212

ECS B(Adv.)(史学地理) 小池　知之 LS305 ECS B(Adv.)(文学科※英米除く) 松本　理一郎 M715 EAW B(Adv.)(英米) ワトソン，アレックス M501 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB 宮川　慎也 L1 朝鮮語ⅣB 趙　義成 LS303
ECS B(Adv.)(史学地理) 宮本　正治 M510 ﾄﾞｲﾂ語ⅣB(ﾄﾞ文) 福間　具子 415 EAW B(Adv.)(英米) サトウ M516 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB 齋藤　弘崇 317 朝鮮語ⅣB 李　興淑 M508

ﾄﾞｲﾂ語学概論B 阿部　一哉 007 英米文学基礎研究B ワトソン，アレックス 314 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB(ﾌ文) 藤井　宏尚 L1 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB 津田　峰子 512 文学概論B 引田　直巳 M305
東洋思想研究B 志野　好伸 503 論理学概論B 秋吉　亮太 M305 ﾌﾗﾝｽ語ⅣB(ﾌ文) 高橋　明美 M502 ﾛｼｱ語ⅡB 恩田　義徳 LS305 感情･人格心理学 桶谷　雅人 LS502

社会学概論 パッハー，アリス　Ｌ 211 基礎ﾄﾞｲﾂ語会話B 福間　具子 LS301 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡB キロス・イグナシオ 412 生態学B 若松　伸彦 001
古典ｷﾞﾘｼｱ語ⅠB 古山　夕城 M406 経済学概論 深澤　竜人 M305 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡB セグ　スビラホセオ M702

生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(ｽﾄﾚｯﾁ&ﾖｶﾞ) 宮脇　梨奈 体育施設 科学思想史B 奥村　大介 LS602 中国語ⅡB 堀井　裕之 506
日本思想史B 伊勢　弘志 413 中級朝鮮語ⅠB 趙　義成 LS303 中国語ⅡB 胡　潁芝 402

言語学とその歴史 吉田　浩美 LS601 中国語ⅡB 江崎　隆哉 505
生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(中級ﾃﾆｽ) 田中　伸明 体育施設 中国語ⅡB 蝦名　良亮 212

朝鮮語ⅡB 趙　義成 LS303
朝鮮語ⅡB 李　興淑 M508

英語圏の歴史B(2020以降ｶﾘ)
ｲｷﾞﾘｽ史B(2019以前ｶﾘ)
生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(上級ﾃﾆｽ) 田中　伸明 体育施設

生涯ｽﾎﾟｰﾂⅠ(初級ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ) 西谷　善子 体育施設

英米文学演習(2年)B 吉村　由佳 M614 基礎演習(ﾌﾗﾝｽ文学)B 根本　美作子 M609 基礎演習(日本文学)B 生方　智子 LS407 日本文学講義ⅠB 生方　智子 001 国語学ⅠB 渡部　圭介 001 ﾌﾗﾝｽ語ⅠB(再履) 宮川　慎也 L2
文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)B 伊藤　氏貴 M615 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡB 奥　香織 LS304 基礎演習(英米文学)B 横山　晃 LS304 日本文学講読ⅠB 鈴木　貴宇 413 日本文学講読ⅠB 西野入　篤男 412 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB(再履) 宮川　慎也 L2
文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)B 能地　克宜 M616 表現･創作ⅠB 能地　克宜 M616 ﾄﾞｲﾂ文学史B 冨重　与志生 208 ﾌﾗﾝｽ文学演習(2年)B 奥　香織 LS304 ﾄﾞｲﾂ語ⅣB 大山　浩太 M713 ｱｼﾞｱ美術史(2020以降ｶﾘ)

EAR B(Basic)(史学地理) 池田　史彦 512 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)B 伊藤　氏貴 M615 ﾄﾞｲﾂ文学講読B 小野間　亮子 317 ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡB 中村　美緒 M515 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB(ﾌ文) 八木　淳 M704 ｱｼﾞｱ美術史A(2019以前ｶﾘ)
EAR B(Basic)(史学地理) 尾関　裕子 LS301 史料演習(日本史)B 長沼　秀明 004 中級ﾌﾗﾝｽ語講読B(既習者) 根本　美作子 M709 戯曲作品研究B 大橋　裕美 403 ﾌﾗﾝｽ語ⅢB(ﾌ文) 宮川　慎也 L2
EAR B(Inter.)(史学地理) 渡邊　浩子 213 史料演習(日本史)B 高橋　一樹 M604 西洋演劇史ⅡB 仮屋　浩子 001 基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)B 柳澤　幹夫 M616 ﾌﾗﾝｽ語ⅣB 小谷　奈津子 LS303
EAR B(Inter.)(史学地理) 石川　太郎 505 史料演習(日本史)B 中村　友一 M603 文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2年)B 佐幸　信介 M614 哲学演習(2年)B 合田　正人 M608 ﾌﾗﾝｽ語ⅣBﾌ文 塩谷　優衣 LS301
EAR B(Inter.)(史学地理) 三松　幸雄 LS303 史料演習(日本史)B 大和　友紀弘 LS407 文献講読B(日本史) 服部　一隆 M610 哲学演習(2年)B 坂本　邦暢 003 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅢB 豊丸　敦子 405
EAR B(Inter.)(史学地理) 野田　恵子 304 史料演習(日本史)B 石原　豪 LS505 文献講読B(日本史) 西尾　隆志 LS606 ﾄﾞｲﾂ語ⅠB(再履) 阪東　知子 M703 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅣB 豊丸　敦子 405
EAR B(Adv.)(史学地理) 矢野　磯乃 407 史料演習(日本史)B 清水　有子 M607 文献講読B(日本史) 荒木　仁朗 M604 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB 小野間　亮子 317 中国語ⅣB 永井　弥人 401 地理学実習Ⅰ 荒又　美陽 集中
EAR B(Adv.)(史学地理) 野川　浩美 M413 史料演習(日本史)B 富山　仁貴 003 文献講読B(日本史) 大江　洋代 LS301 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB 大山　浩太 M713 中国語ⅣB 斉　金英 302 地理学実習Ⅱ 荒又　美陽 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(日史A) 西谷　善子 008 考古学概論ⅡB 若狭　徹 M305 心理社会研究入門C 合田　正人 LS702 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB 冨重　与志生 502 朝鮮語ⅣB 李　興淑 404 考古学実習ⅠB 若狭　徹 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(日史B) 野坂　俊弥 412 基礎演習(哲学)B 井上　貴恵 M608 心理社会調査研究法B(心理学研究法) パッハー，アリス　Ｌ M305 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB(ﾄﾞ文) 岡本　和子 M502 言語学B 市橋　久美子 002 考古学実習ⅡB 若狭　徹 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(ｱ史) 水村　信二 001 基礎演習(哲学)B 志野　好伸 M605 ﾄﾞｲﾂ語ⅠB(特別ｸﾗｽ) 渡辺　徳美 M612 ﾄﾞｲﾂ語ⅡB(再履) 阪東　知子 M703
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(西史) マックグラス　ケリー 209 EAW B(Basic)(文学科※英米除く) 渡邊　浩子 213 ﾄﾞｲﾂ語ⅢB(特別ｸﾗｽ) 渡辺　徳美 M612 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB 瀧川　広子 M712
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(考古) 藤田　恵理 415 EAW B(Basic)(文学科※英米除く) 石川　太郎 505 上級英文解釈B 宇野　雅章 M510 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB 小谷　奈津子 LS303
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(地理) 濁川　孝志 208 EAW B(Basic)(文学科※英米除く) 宇野　雅章 506 日本美術史B 千葉　慶 LS701 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB 八木　淳 M704 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅣ(ﾆｾｺｽｷｰ) 田中　伸明 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(心理) 森田　ゆい 414 EAW B(Inter.)(文学科※英米除く) 三松　幸雄 305 ﾛｼｱ文学史B 中澤　朋子 413 ﾌﾗﾝｽ語ⅡB(特別ｸﾗｽ) 根本　美作子 M709 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅣ(南会津ｽｷｰ) 田中　伸明 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(社会) 宮脇　梨奈 002 EAW B(Inter.)(文学科※英米除く) 矢野　磯乃 M413 ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 大山　るみこ 211 ﾌﾗﾝｽ語ⅣB(特別ｸﾗｽ) 根本　美作子 M709 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅣ(ｽﾉｰﾊｲｷﾝｸﾞ) 多田　聡 集中
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(哲学) 二宮　雅也 413 EAW B(Inter.)(文学科※英米除く) ウェブスター，ダニエ LS404 ﾛｼｱ語ⅡB 杉山　春子 LS503 生涯ｽﾎﾟｰﾂⅣ(野辺山ｽｹｰﾄ) 後藤　光将 集中

西洋思想研究B 田中　一孝 M304 EAW B(Inter.)(文学科※英米除く) 横山　晃 M719 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡB 豊丸　敦子 405
中級ﾄﾞｲﾂ語ⅠB 渡辺　学 LS305 EAW B(Inter.)(文学科※英米除く) 安田　努 M720 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡB 田中　恵 202

EAW B(Adv.)(文学科※英米除く) 原田　道子 M711 中国語ⅡB 石野　智大 301
EAW B(Adv.)(文学科※英米除く) 水口　小百合 M505 中国語ⅡB 高橋　美千子 213 文化人類学B〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ
EAW B(Adv.)(文学科※英米除く) 池田　史彦 512 中国語ⅡB 薬　進太郎 504 留学準備講座B〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ

基礎ﾄﾞｲﾂ語会話B 渡辺　学 LS305 中国語ⅡB 永井　弥人 401 海外授業ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝB〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ
人体の構造と機能及び疾病 西山　晃好 M302 中国語ⅡB 斉　金英 302 日本文化発信B〔M〕 山田　亨 ﾒﾃﾞｨｱ

日本の伝統と文化B 阿部　光麿 M303 朝鮮語ⅡB 李　興淑 404
こころの科学B 諸富　祥彦 M301 朝鮮語ⅡB 金　孝珍 316
人間と情報Ⅱ 小久保　秀之 LS601 芸術学B 増野　亜子 210

ｽﾎﾟｰﾂ文化論Ⅰ 水村　信二 001 現代文化論 佐幸　信介 M301
西洋思想史B 合田　正人 303

舞台芸術研究ⅠB 岩本　眞由美 304 ECS B(Basic)〔M〕(再履) 池田　史彦 【ﾒ】212 EPW B(Basic)〔M〕(再履) 西浦　徹 【ﾒ】407
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠB(再履) 石原　セルヒオナバロ M406   【教室について】
ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡB(再履) 石原　セルヒオナバロ M406    ・数字3桁	⇒　第一校舎（001、208…。最初の数字が“階”を表しています）

   ・M+数字3桁	⇒　メディア棟（M304、M614…。最初の数字が“階”を表しています）
   ・LS+数字3桁	⇒　ラーニングスクエア（LS402、LS506…。最初の数字が“階”を表しています）
   ・L+数字1桁	⇒　リエゾン棟（L2、L6…）

※今後変更が生じる場合があります。4月1（土）以降はOh-o! Meijiの授業検索から最新の授業時間・担当・教室を確認してください。    ・【メ】+教室	⇒　メディア授業ですが、科目によっては教室を使用する場合があります。
     詳細はシラバスを確認してください。

6限1限 2限 3限 4限 5限

土

19:00-20:40

月

火

水

木

金

曜
日

9:00-10:40 10:50-12:30 13:30-15:10 15:20-17:00 17:10-18:50

（実習）集中講義

（ウェルネス）集中講義

（メディア）集中講義　※履修上限に含まれます

M304竹内　栄美子

山田　朋子 002

山本　耕 M306

渡辺　知 208

新井　崇之 M303


