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【留意事項】
・下表の授業科目において、全ての回を遠隔で実施する場合と一部の回を遠隔で実施する場合の両方が含まれています。
・各授業科目の具体的な内容については3月16日以降にシラバス及びBEEFで確認してください。（BEEFは履修登録の翌日から確認できます。）

〇博士課程前期課程

時間割コー
ド

主担当教員 開講学期 曜日時限 授業科目名
15回授業のうち遠隔
による実施回数（予
定）

1C598 朱　春躍 前期 火曜２限 言語対照応用論特殊講義Ⅱ 15回
1C570 巽　智子 前期 火曜３限 感性コミュニケーション論演習 10回
1C593 柏木　治美 前期 火曜３限 外国語教育コンテンツ論演習 8回
1C571 林　良子 前期 火曜４限 感性コミュニケーション論演習 15回
1C510 貞好　康志 前期 火曜５限 アジア・太平洋文化論演習 15回
1CA31 市田　良彦 前期 金曜１限 特定研究演習Ⅰ（1CD31 研究指導演習Ⅰ） 15回
1C407 清光　英成 前期 月曜２限 ＩＴスキル実習 15回
1C596 グリア　ティモシー 前期 月曜２限 第二言語運用論特殊講義 13回
1C509 伊藤　友美 前期 月曜３限 アジア・太平洋文化論演習 15回
1C541 市田　良彦 前期 月曜３限 モダニティ論演習 15回
1CA09 伊藤　友美 前期 月曜５限 特定研究演習Ⅰ（1CD09　研究指導演習Ⅰ） 15回
1C537 安岡　正晴 前期 水曜２限 比較地域政治論特殊講義 15回
1C556 池上　裕子 前期 水曜２限 現代芸術動態論特殊講義 14回
1C542 松家　理恵 前期 水曜３限 モダニティ論演習 15回
1C554 池上　裕子 前期 水曜３限 芸術文化論演習 8回
1C540 鹿野　祐嗣 前期 水曜４限 近代社会思想系譜論特殊講義 15回
1C592 木原　恵美子 前期 水曜５限 外国語教授学習論特殊講義 15回
1C588 横川　博一 前期 木曜１限 言語教育科学論特殊講義 15回
1C563 田中　順子 前期 木曜２限 第二言語習得論特殊講義 15回
1C569 巽　智子 前期 木曜３限 コミュニケーション文法論特殊講義 10回

1C505 シュラトフ 前期 木曜４限 日本・ロシア交流論特殊講義

初回の授業で、履修
者と相談した上、具
体的に決める方針で
ある

1C544 石田　圭子 前期 木曜５限 文化言説系譜論特殊講義 15回
1CA32 石田　圭子 前期 金曜１限 特定研究演習Ⅰ（1CD32　研究指導演習Ⅰ） 15回
3C538 市田　良彦 後期 火曜３限 近代経済思想系譜論特殊講義 15回
3C588 柏木　治美 後期 火曜３限 外国語教育工学論特殊講義 8回
3C564 林　良子 後期 火曜４限 言語行動科学論特殊講義 15回

3C504 寺内　直子 後期 火曜５限 日本芸能文化論論特殊講義（対面授業を遠隔で中継） 15回

3CA31 市田　良彦 後期 金曜１限 特定研究演習Ⅱ（3CD31　研究指導演習Ⅱ） 15回
3C539 松家　理恵 後期 金曜２限 表象文化系譜論特殊講義 15回
3C510 伊藤　友美 後期 月曜２限 東南アジア社会文化論特殊講義 15回
3C411 木原　恵美子 後期 月曜３限 アカデミック・コミュニケーション（英語） 15回
3C565 松本　絵理子 後期 月曜３限 コミュニケーション認知論特殊講義 7回（半数）
3C537 鹿野　祐嗣 後期 水曜３限 モダニティ論演習 15回
3C578 濱田　真由 後期 水曜５限 言語教育環境論特殊講義 15回
3C552 松井　裕美 後期 木曜２限 現代芸術社会論特殊講義 15回
3C555 田中　順子 後期 木曜２限 言語コミュニケーション論演習 15回
3C549 松井　裕美 後期 木曜３限 芸術文化論演習 15回

3C525 北村　結花 後期 木曜５限 越境文化論演習 未定（受講生次第）
3C535 石田　圭子 後期 木曜５限 モダニティ論演習 15回
3CA32 石田　圭子 後期 金曜１限 特定研究演習Ⅱ（3CD32　研究指導演習Ⅱ） 15回

3CA09 伊藤　友美 後期 月曜５限 特定研究演習Ⅱ（3CD09　研究指導演習Ⅱ） 15回

〇博士課程後期課程

時間割コー
ド

主担当教員 開講学期 曜日時限 授業科目名
15回授業のうち遠隔
による実施回数（予
定）

1C879 木原　恵美子 前期 月曜２限 外国語教授学習論特別演習 15回
1C838 市田　良彦 前期 月曜４限 近代経済思想系譜論特別演習 15回
1C881 グリア　ティモシー 前期 水曜１限 第二言語運用論特別演習 13回
1C840 松家　理恵 前期 金曜２限 表象文化系譜論特別演習 15回
3C880 柏木　治美 後期 火曜１限 外国語教育工学論特別演習 8回
3C811 伊藤　友美 後期 水曜１限 東南アジア社会文化論特別演習 15回
3C883 朱　春躍 後期 木曜３限 言語対照応用論特別演習Ⅱ 15回
3C856 田中　順子 後期 木曜４限 第二言語習得論特別演習 15回

3C841 石田　圭子 後期 木曜６限 文化言説系譜論特別演習 15回


