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1 1C055 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ バガンブラ K303 1C056 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ バガンブラ K303
1C062 前期 Cultures and Societies in Japan Ⅰ ランカシャー F301 1C057 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ 権　延ジュ B201

2 1C085 前期 ※博物館概論 石沢 俊 ★B201 1C048 前期 ラテン語入門Ⅰ 山澤　孝至 B204 1C076 前期 北アジア社会文化論 萩原　守 F401
1C113 前期 越境社会学 朴　沙羅 F301 1C263 前期 専門演習Ａ（異文化） 遠田　勝 L203 1C127 前期 ガヴァナンス論 阪野　智一 F301
1C238 前期 専門演習Ａ（現代） 松家　理恵 L202 1C136 前期 日本近現代社会論 長　志珠絵 B202
1C274 前期 専門演習Ａ（異文化） 安岡　正晴 F101 1C213 前期 専門演習Ａ（情報） アルビン　エレン L202

3 1C315 前期 専門演習Ｂ(2)（地域） 長　志珠絵 L206 1C290 前期 専門演習Ｂ(2)（異文化） 安岡　正晴 F101
1
2 1C014 前期 情報科学演習Ⅱ 清光　英成 F501 1C152 前期 現代アメリカ論 井上　弘貴 F401 1C151 前期 アメリカ多元文化表現論 西谷　拓哉 F301 1C044 前期 中国語会話Ⅰ 劉　燕子 F101

1C272 前期 専門演習Ａ（異文化） 石森　大知 L202 1C306 前期 専門演習Ａ（地域） 板倉　史明 L206 1C300 前期 専門演習Ａ（地域） 谷川　真一 L204 1C112 前期 現代社会理論 西澤　晃彦 F301
1C044 前期 中国語会話Ⅰ 劉　燕子 F101

3 1C094 前期 感性文法論 定延　利之 F301 1C259 前期 専門演習Ｂ(2)（現代） 小笠原　博毅 L202
1C228 前期 専門演習Ｂ(2)（情報） 西田　健志、康　敏 F501,F502

1C260 前期 専門演習Ｂ(2)（現代） 朴　沙羅、青山　薫 L203
1 1C049 前期 日本語コミュニケーション 蓑川　惠理子 B102 1C115 前期 視覚文化論 松浦　菜美子 F301 1C012 前期 情報科学概論 村尾　元、大月　一弘 F301 1C001 前期 国際文化特殊講義 岡田　浩樹 B208 1C047 前期 スペイン語入門Ⅰ 平田　和重 D413

1C074 前期 文化人類学 石森　大知 F301 1C046 前期 現代コリア語Ⅰ 高　正子 F101 1C054 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ ガッタ F102
1C141 前期 日本社会文化論 辛島　理人 F401 1C143 前期 中国社会システム論 王　柯 F401

1C147 前期 環大西洋文化論 小澤　卓也 F301
2 1C052 前期 専門諸言語（イタリア語） 河合　成雄 F101 1C026 前期 Academic Communication（独） シュルツェ D503 1C027 前期 Academic Communication（独） シュルツェ D503 1C029 前期 Academic Communication（仏） ガラベ L205 1C132 前期 翻訳文化形成論 北村　結花 L203

1C204 前期 専門演習Ａ（情報） 林　良子、巽　智子 E411 1C028 前期 Academic Communication（仏） ガラベ L205 1C105 前期 近代政治思想論 上野　成利 F401
1C244 前期 専門演習Ａ（現代） 上野　成利、市田　良彦 L205 1C045 前期 ロシア語会話Ⅰ グレチュコ L204 1C111 前期 ジェンダー社会論 青山　薫 F301
1C245 前期 専門演習Ａ（現代） 小笠原　博毅、桜井　徹 L202 1C096 前期 対人コミュニケーション論 松本　絵理子 F401 1C208 前期 専門演習Ａ（情報） 森下　淳也、清光　英成　 F501,F502

1C308 前期 専門演習Ａ（地域） 井上　弘貴 F102 1C118 前期 芸術文化形成論 岩本　和子 B202
1C309 前期 専門演習Ａ（地域） 辛島　理人 B301 1C142 前期 ロシア・東アジア社会文化論 シュラトフ B101

3 1C100 前期 情報資料構成論 清光　英成 F401 1C314 前期 専門演習Ｂ(2)（地域） 王　柯 B302 1C220 前期 専門演習Ｂ(2)（情報） 田中　順子 L202 1C329 前期 専門演習Ｂ(2)（地域） 辛島　理人 L202
1C231 前期 専門演習Ｂ(2)（情報） 正田　悠、松本　絵理子 F502 1C322 前期 専門演習Ｂ(2)（地域） 西谷　拓哉 L203 1C281 前期 専門演習Ｂ(2)（異文化） 山澤　孝至 L204
1C257 前期 専門演習Ｂ(2)（現代） 上野　成利、市田　良彦 L204
1C286 前期 専門演習Ｂ(2)（異文化） 柴田　佳子 L206

1 1C002 前期 国際文化特殊講義 栢木　清吾 B109,B110

2 1C138 前期 日本文化表象論 板倉　史明 K601 1C077 前期 メディア文化論 小笠原　博毅 F301 1C125 前期 民族学 岡田　浩樹 F301 1C024 前期 Aspects of EU Culture and Society（Lecture） ガッタ F301
1C149 前期 ヨーロッパ女性文化論 坂本　千代 F301 1C114 前期 現代アート論 池上　裕子 F401 1C144 前期 東南アジア国家形成論 貞好　康志 F401 1CZ05 前期 Aspects of EU Culture and Society（Lecture）【2016】 ガッタ F301
1C241 前期 専門演習Ａ（現代） 松井　裕美 E411 1C146 前期 オセアニア社会文化論 窪田　幸子 F101

3 1C040 前期 英会話（上級）Ⅰ QUINN D510 1C041 前期 英会話（上級）Ⅰ QUINN D510 1C278 前期 専門演習Ｂ(2)（異文化） 塚原　東吾 E411 1C248 前期 専門演習Ｂ(2)（現代） 岩本　和子 L202
1C101 前期 プログラミング基礎 西田　健志 F401 1C284 前期 専門演習Ｂ(2)（異文化） 坂井　一成 L202 1C324 前期 専門演習Ｂ(2)（地域） 萩原　守 L206

1C317 前期 専門演習Ｂ(2)（地域） 窪田　幸子 L204 1C325 前期 専門演習Ｂ(2)（地域） 青島　陽子 L203
1
2 1C087 前期 ※博物館展示論 林　寿美 ★B210 1C007 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ QUINN D503 1C008 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ QUINN D503

1C121 前期 アートプロジェクト 藤野　一夫 ■ 1C009 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ クーパー D309 1C010 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ クーパー D309

3 1C031 前期 日欧比較セミナーⅢ ガッタ 六甲台 1C043 前期 英会話（上級）Ⅰ クーパー D405
1C042 前期 英会話（上級）Ⅰ クーパー D405

他学部生が履修できる科目については別途掲載。
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1 1C103 前期 近代社会思想論 森川　輝一 1C381 前期 卒論演習（情報） 指導教員 1,2年次配当科目は2016年度までに入学した学生は履修可。
1C160 前期 海外研修 田中　順子 1C382 前期 卒論演習（現代） 指導教員 科目名の後の【数字】は入学年度による履修制限を表す。例：【2012～】＝2012年度以降に入学した学生は履修可。
1C161 前期 海外研修 シュラトフ 1C383 前期 卒論演習（異文化） 指導教員
1C163 前期 海外研修 辛島　理人 1C384 前期 卒論演習（地域） 指導教員 ★ 鶴甲第二キャンパスの教室
1C164 前期 海外研修 藤野　一夫 1C391 通年 卒業研究（情報） 指導教員
1C165 前期 海外研修 林　良子，小笠原　博毅，坂井　一成 1C392 通年 卒業研究（現代） 指導教員 ■ 1Q: 鶴甲第一キャンパス　F301
1C166 前期 海外研修 井上　弘貴 1C393 通年 卒業研究（異文化） 指導教員 2Q: 鶴甲第二キャンパス　★F257
1C167 前期 海外研修 貞好　康志 1C394 通年 卒業研究（地域） 指導教員

3 1C084 前期 ※博物館実習Ⅲ 池上　裕子 「卒論演習」・・・履修登録期間中に履修登録してください。 六甲台 アカデミア館５０３教室
4 1C079 通年 ※中学校教育実習Ⅰ 教務委員会 「卒業研究」・・・教務学生係が対象者の履修登録を行います。

1C080 通年 ※中学校教育実習Ⅱ 教務委員会
1C081 通年 ※高等学校教育実習 教務委員会
1C082 通年 ※教育実習事前事後指導 教務委員会

5時限(17:00～18:30)時限 1時限(08:50～10:20) 2時限(10:40～12:10) 3時限(13:20～14:50) 4時限(15:10～16:40)

集中講義等 卒業論文に関する科目（4年次)

月

火

水

木

金


