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1 1C057 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ（遠隔） 権　ヨンジュ F401 1C058 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ（遠隔） 権　ヨンジュ L202 1C053 前期 専門諸言語（イタリア語）（遠隔、一部対面） フォンガロ L204
1C059 前期 Cultures and Societies in Japan Ⅰ（遠隔） ランカシャー F102 1C141 前期 環大西洋文化論（遠隔） 小澤　卓也 L203，L204

2 1C088 前期 ※博物館概論(対面、遠隔) 石沢　俊 1C075 前期 北アジア社会文化論（対面） 萩原　守 K301
1C234 前期 専門演習Ａ（対面、遠隔） 伊藤　友美 F101 1C090 前期 ※博物館展示論(対面) 林　寿美

1C124 前期 ガヴァナンス論（遠隔） 阪野　智一 L205
1C131 前期 日本近現代社会論（対面） 長　志珠絵 F301

3 1C237 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 昆野　伸幸 F101 1C230 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 安岡　正晴 F101
1
2 1C015 前期 情報科学演習Ⅱ（遠隔） 清光　英成 F102 1C144 前期 アメリカ多元文化表現論（遠隔） 西谷　拓哉 L202 1C220 前期 専門演習Ａ（対面） 北村　結花 F101

1C232 前期 専門演習Ａ（対面） 寺内　直子 F101
3 1C216 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 工藤　晴子 B304-306 1C037 前期 英会話（上級）Ⅰ（遠隔） クイン L204 1C038 前期 英会話（上級）Ⅰ（遠隔） クイン L204

1C228 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 新川　匠郎 F102 1C099 前期 感性文法論（遠隔） 南本　徹 L203 1C215 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 小笠原　博毅 B304-306
1C239 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 谷川　真一 F101 1C206 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 西田　健志、康　敏 F102 1C231 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 坂井　一成 F102

1C241 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 野谷　啓二 F101
1 1C052 前期 日本語コミュニケーション（対面） 蓑川　惠理子 F301 1C116 前期 視覚文化論（遠隔）(不開講) 小寺　里枝 L206 1C045 前期 現代コリア語Ⅰ（遠隔） 高　正子 L205 1C046 前期 現代コリア語Ⅰ（遠隔） 高　正子 L205

1C073 前期 文化人類学（遠隔） 大石　侑香 F102 1C048 前期 スペイン語入門Ⅰ（遠隔） 平田　和重 L206
1C136 前期 日本社会文化論（遠隔） 栢木　清吾 F101 1C055 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ（遠隔） フルゴネーズ F102

2 1C041 前期 中国語会話Ⅰ（遠隔） 王　柯 L204 1C023 前期 Academic Communication（独）（遠隔） シュルツェ L202 1C024 前期 Academic Communication（独）（遠隔） シュルツェ L203 1C109 前期 近代文化言説論（遠隔） 石田　圭子 L204 1C113 前期 現代社会理論（遠隔） 西澤　晃彦 F101
1C114 前期 越境社会学（遠隔） 近藤　祉秋 L206 1C025 前期 Academic Communication（仏）（遠隔） ベレック L203 1C050 前期 ラテン語入門Ⅰ（遠隔、一部対面） 山澤　孝至 L204 1C026 前期 Academic Communication（仏）（遠隔） ベレック L202 1C128 前期 翻訳文化形成論（遠隔） 北村　結花 B301-303
1C138 前期 東南アジア国家形成論（遠隔） 貞好　康志 L205 1C043 前期 ロシア語会話Ⅰ（遠隔） クラシナ L204 1C101 前期 対人コミュニケーション論（遠隔） 松本　絵理子 F102 1C201 前期 専門演習Ａ（対面） 藤濤　文子 F101

1C122 前期 民族学（遠隔） 岡田　浩樹 L205 1C108 前期 近代政治思想論（遠隔） 上野　成利 B301 1C209 前期 専門演習Ａ（対面） 青山　薫 F102
1C112 前期 ジェンダー社会論（遠隔） 青山　薫 B302
1C137 前期 ロシア・東アジア社会文化論（遠隔） シュラトフ L205
1C203 前期 専門演習Ａ（対面） 清光　英成、村尾　元 F101

3 1C104 前期 情報資料構成論（遠隔） 清光　英成 L206
1C205 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 北田　亮、松本　絵理子 F102
1C212 前期 専門演習Ｂ(2)（遠隔） 松家　理恵 F101

1
2 1C123 前期 多文化政治社会論（遠隔） 新川　匠郎 B301 1C076 前期 メディア文化論（遠隔） 小笠原　博毅 B301 1C145 前期 現代アメリカ論（遠隔） 井上　弘貴 B301～B303 1C021 前期 Aspects of EU Culture and Society（Lecture）【～2015】（遠隔） フルゴネーズ F101

1C142 前期 ヨーロッパ女性文化論（遠隔、一部対面） 坂本　千代 L206 1C115 前期 現代アート論（遠隔） 池上　裕子 L204 1C208 前期 専門演習Ａ（遠隔） 鹿野　祐嗣・市田　良彦 F101 1CZ02 前期
Aspects of EU Culture and Society（Lecture）（高度教養科目）【2016】
（遠隔）

フルゴネーズ F101

1C207 前期 専門演習Ａ（対面，遠隔） 岡本　佳子 F101 1C132 前期 日本文化表象論（遠隔） 板倉　史明 L203 1C213 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 石田　圭子 B304-306

1C236 前期 専門演習Ａ（対面） 井上　弘貴 F102 1C221 前期 専門演習Ａ（対面）
齋藤　剛、岡田　浩樹、梅
屋　潔、大石　侑香、下條
尚志

F101

1C222 前期 専門演習Ａ（対面） 中村　覚 F401

3 1C039 前期 英会話（上級）Ⅰ（遠隔） バーチ D511 1C217 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 櫻井　徹 B304-306 1C040 前期 英会話（上級）Ⅰ（遠隔） バーチ D511
1C105 前期 プログラミング基礎（遠隔） 西田　健志 B302 1C226 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 塚原　東吾 E410 1C204 前期 専門演習Ｂ(2)（遠隔） 田中　順子 F301
1C229 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 中村　覚 F102

1C240 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） 萩原　守 E410
1 1C056 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ（遠隔） バガンブラ F102
2 1C120 前期 アートプロジェクト（対面） 藤野　一夫・塚脇　淳 (前半)F401・(後半)★F257 1C002 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ（遠隔） クイン F101 1C003 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ（遠隔） クイン F101

1C004 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ（遠隔） ゴールド D510 1C005 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ（遠隔） ゴールド D510
1C006 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ（遠隔） バーチ D511 1C007 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ（遠隔） バーチ D511

3

他学部生が履修できる科目については別途掲載。
時間

割ｺｰﾄﾞ
開講
時期

授業科目 教員 ※は資格免許のための科目

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。
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。
1C383 前期 卒論演習（異文化） 指導教員
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
1C391 通年 卒業研究（情報） 指導教員
1C392 通年 卒業研究（現代） 指導教員 ■ 1Q: 鶴甲第一キャンパス　F301
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
1C394 通年 卒業研究（地域） 指導教員
「卒論演習」・・・履修登録期間中に履修登録してください。 その授業科目専用のアクセスポイント用教室     その他、原則アクセスポイント用の教室として、月～木曜日の3～6限はB101・201・202を、金曜日の1～6限はB101・102・201・202を開放しています。
「卒業研究」・・・教務学生係が対象者の履修登録を行います。

5時限(17:00～18:30)

本学部では、4/19(月)～4/30(金)は全ての授業を遠隔で実施します。5月以降の授業実施方法は、今後の感染拡大状況や自治体の対応の推移を注視した上で決定し、別途連絡します。
(4/19)
履修登録や抽選登録に申し込む前に必ずシラバスで授業形態や授業計画など詳細を確認してください。教室は変更の可能性があります。国際人間科学部ウェブサイトで随時更新します
ので、確認してください。
教室を公開しました 今後も変更の可能性がありますので 随時ウェブサイトで確認してください (4/1)

卒業論文に関する科目（4年次）

齋藤　剛、岡田　浩樹、梅屋
潔、大石　侑香、下條　尚志

市田　良彦、鹿野　祐嗣専門演習Ｂ(2)（遠隔）前期1C214F101

令和3年度(前期)　国際文化学部 授業時間割表

1C227 前期 専門演習Ｂ(2)（対面） L205

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)

金

時限

月

火

水

木



令和3年4月1日

令和３年度（前期）　国際文化学部授業時間割表

別表1　専門演習Ａ時間割コード ＜注意事項＞

・抽選登録期間：
月 2 1C234 地域 伊藤 　【1Q】基礎教養科目・総合教養科目：(1次)3月16日（火）15:00～3月19日（金）17：00 (2次)3/26(金)10:00～17:00 (3次)3/30(火)10:00～17:00

4 1C232 地域 寺内 　　※第1クォーターの抽選登録期間中に抽選登録する第2クォーターの科目も一部あるので，注意してください。
5 1C220 異文化 北村 　【2Q】基礎教養科目・総合教養科目：(1次)5月7日（金）9:00～5月14日（金）17：00 (2次)5/19(水)10:00～17:00 (3次)5/20(木)10:00～17:00
3 1C203 情報 清光、村尾 　【1・2Q】高度教養科目：(1次)3月23日(火)17:00～3月25日(木)17:00 (2次)3/29(金)10:00～17:00 (3次)4/1(木)10:00～17:00

1C201 情報 藤濤
1C209 現代 青山 　※抽選登録で当選したものは削除できません。抽選登録する前に専門科目などが同時限に開講されていないか必ず確認してください。

2 1C207 現代 岡本
3 1C236 地域 井上 ・履修登録期間：4月2日(金)13:00～4月23日(金)17:00
4 1C208 現代 市田、鹿野

・「履修登録一覧」を4月26日(月)までに国際文化学部教務学生係のレポートボックスに必ず提出してください。←今後提出不要です。
　うりぼーネットの履修登録・登録状況照会で履修登録をきちんとしているか必ず確認すること。またPDFデータを出力できるので、自身でデータを保存しておくようにしてください。

4 1C222 異文化 中村 ＜国際文化学部開講の授業科目について＞

・授業時間・教室等の変更は，国際文化学部掲示板（E棟）で確認してください。
別表2　専門演習Ｂ時間割コード

・集中講義の日程は別途掲示します。集中講義日程表に別段の履修登録方法の記載がない限り、履修を希望する場合は1,2Q・前期の履修登録期間中（4月）に登録してください。
　別途指示のない限り，後からの追加・削除は受け付けません。ただし，集中講義の履修取消については，当該科目の講義最終日の前日までとします。

3 1C237 地域 昆野 　履修取消を希望する場合には，教務学生係に申し出てください。
4 1C230 異文化 安岡

1C216 現代 工藤
1C228 異文化 新川
1C239 地域 谷川
1C206 情報 西田、康 ＜全学共通授業科目，他学部開講の授業科目について＞
1C241 地域 野谷
1C215 現代 小笠原 ・全学共通授業科目の履修方法等詳細や授業時間・教室等の変更は，国際教養教育院の掲示板（K棟）及びWebサイトで確認してください。
1C231 異文化 坂井
1C205 情報 北田、松本 ・「健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学実習基礎１」の初回講義は，写真（1枚：縦4c×横3cm）を必ず持参して，鶴甲第１キャンパス第２体育館に集合してください。
1C212 現代 松家

2 1C229 異文化 中村 ・事前登録，抽選登録，履修許可カードによって登録された全学共通授業科目や他学部開講の授業科目は，登録を削除することはできないので，十分注意してください。
1C217 現代 櫻井 　（履修取消期間中に履修取消はできます）
1C226 異文化 塚原

・全学共通授業科目や他学部の集中講義については，国際教養教育院，各学部に問い合わせてください。
＜他学部生・大学院生のみなさんへ＞

1C204 情報 田中
1C213 現代 石田 ・履修できる国際文化学部の授業科目及び履修方法については，別紙「令和3年度前期他学部生向け国際文化学部の授業科目について（通知）」を参照してください。
1C214 現代 市田、鹿野
1C240 地域 萩原

別表3　国際文化学部高度教養科目の開講科目

木 5 1CZ02 フルゴネーズ

担当教員

1C227 異文化
齋藤、岡田、梅
屋、大石、下條

3

科目名 担当教員

3

水 2

火

2

4

4

＜注意事項＞
・他学部や国際教養教育院で開講している科目の履修方法
などについては，うりぼーポータル内の高度教養科目のペー
ジを確認してください。

Aspects of EU Culture and Society（Lecture）
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異文化
齋藤、岡田、梅
屋、大石、下條
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