
2022年度　国際文化学研究科博士課程後期課程　授業時間割表 2022年10月7日

【前期】
時限

曜日
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室

前期 1C878 外国語教授学習論特別演習 木原　恵美子 前期 1C810 東南アジア社会文化論特別演習 伊藤　友美 前期 1C869 計算科学応用論特別演習 西田　健志 前期 1C817 アメリカ多民族社会形成論特別演習 井上　弘貴 前期 1C824 民族学特別演習 梅屋　潔
前期 1C876 言語科学論特別演習 保田　幸子 前期 1C827 科学技術社会論特別演習 塚原　東吾

前期 1C838 近代経済思想系譜論特別演習 市田　良彦

前期 1C881 言語対照応用論特別演習Ⅰ 柏木　治美 前期 1C855 レトリカル・コミュニケーション論特別演習 小松原　哲太 B301 前期 1C868 情報ベース論特別演習 清光　英成 前期 1C828 伝統文化翻訳論特別演習 北村　結花 前期 1C823 現代人類学特別演習 下條　尚志
前期 1C864 非言語コミュニケーション論特別演習 北田　亮 前期 1C854 翻訳行為論特別演習 藤濤　文子

前期 1C814 オセアニア社会文化論特別演習 深川　宏樹 前期 1C875 言語文化表象論特別演習 島津　厚久 前期 1C843 現代社会理論特別演習 西澤　晃彦 前期 1C821 社会人類学特別演習 大石　侑香
前期 1C844 ジェンダー社会文化論特別演習 青山　薫 前期 1C861 コミュニケーション文法論特別演習 巽　智子
前期 1C850 現代芸術動態論特別演習 池上　裕子 前期 1C872 言語対照基礎論特別演習 高橋　康徳
前期 1C880 第二言語運用論特別演習 グリア　ティモシー

前期 1C807 日本社会経済論特別演習 辛島　理人 前期 1C883 外国語教育内容論特別演習Ⅰ 大和　知史 前期 1C857 日本語教育方法論特別演習 齊藤　美穂 前期 1C803 日本言語文化論特別演習 昆野　伸幸
前期 1C812 中国社会経済論特別演習 谷川　真一 前期 1C862 言語行動科学論特別演習 林　良子

前期 1C819 ラテン・アメリカ文化交流論特別演習 小澤　卓也 前期 1C840 表象文化系譜論特別演習 松家　理恵
前期 1C833 比較地域社会論特別演習 中村　覚
前期 1C852 比較・対照言語論特別演習 南　佑亮

※【2020年度以前】入学生で「学位論文指導演習Ⅰ・Ⅱ」の履修登録を希望する者は，必ず履修登録期間内に国際文化学研究科教務学生係まで申し出ること。
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

集中 1C886 先端コミュニケーション論特別演習 内海　章 通年 1C901 通年 1C916 通年 1C931
集中 1C887 先端コミュニケーション論特別演習 住岡　英信 通年 1C902 通年 1C917 通年 1C932

通年 1C903 通年 1C918 通年 1C933
通年 1C904 通年 1C919 通年 1C934
通年 1C905 通年 1C920 通年 1C935
通年 1C906 通年 1C921 通年 1C936
通年 1C907 通年 1C922 通年 1C937
通年 1C908 通年 1C923 通年 1C938
通年 1C909 通年 1C924 通年 1C939
通年 1C910 通年 1C925 通年 1C940
通年 1C911 通年 1C926 通年 1C941
通年 1C912 通年 1C927 通年 1C942
通年 1C913 通年 1C928 通年 1C943
通年 1C914 通年 1C929 通年 1C944

【後期】
時限

曜日
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

授業科目 教員 教室

後期 3C811 東南アジア国家統合論特別演習 貞好　康志 後期 3C874 言語文化環境論特別演習 廣田　大地 後期 3C863 コミュニケーション認知論特別演習 松本　絵理子

後期 3C806 日本文化表象論特別演習 板倉　史明 L205 後期 3C866 コンピューター・コミュニケーション・システム論特別演習 大月　一弘 後期 3C858 日本語教育内容論特別演習 朴　秀娟 後期 3C835 多文化政治社会論特別演習 新川　匠郎 後期 3C805 日本芸能文化論特別演習 寺内　直子
後期 3C879 外国語教育工学論特別演習 柏木　治美 後期 3C859 日本語教育応用論特別演習 川上　尚恵 後期 3C818 アメリカ言語映像文化論特別演習 西谷　拓哉

後期 3C822 文化人類学特別演習 齋藤　剛
後期 3C839 近代政治思想系譜論特別演習 上野　成利

後期 3C834 比較地域政治論特別演習 安岡　正晴 後期 3C867 コンピューター・シミュレーション論特別演習 康　敏 後期 3C845 メディア社会文化論特別演習 小笠原　博毅 後期 3C825 民族誌論特別演習 岡田　浩樹 後期 3C829 越境文化形成論特別演習 田中　祐理子 後期 3C841 文化言説系譜論特別演習 石田　圭子
後期 3C884 外国語教育内容論特別演習Ⅱ 石川　慎一郎 後期 3C846 現代法規範論特別演習 櫻井　徹

後期 3C849 芸術文化共生論特別演習 岩本　和子 後期 3C873 言語教育科学論特別演習 横川　博一 後期 3C856 第二言語習得論特別演習 田中　順子 後期 3C870 認知情報システム論特別演習 村尾　元
後期 3C882 言語対照応用論特別演習Ⅱ 朱　春躍
後期 3C849 芸術文化共生論特別演習 岩本　和子

後期 3C801 日本社会変容論特別演習 長　志珠絵 後期 3C888 先端コミュニケーション論特別演習 山田　玲子 B301

※【2020年度以前】入学生で「学位論文指導演習Ⅰ・Ⅱ」の履修登録を希望する者は，必ず履修登録期間内に国際文化学研究科教務学生係まで申し出ること。
開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

開講
時期

時間割
ｺｰﾄﾞ

* 1C901 * 1C916 * 1C931
* 1C902 * 1C917 * 1C932
* 1C903 * 1C918 * 1C933
* 1C904 * 1C919 * 1C934
* 1C905 * 1C920 * 1C935
* 1C906 * 1C921 * 1C936
* 1C907 * 1C922 * 1C937
* 1C908 * 1C923 * 1C938
* 1C909 * 1C924 * 1C939
* 1C910 * 1C925 * 1C940
* 1C911 * 1C926 * 1C941
* 1C912 * 1C927 * 1C942
* 1C913 * 1C928 * 1C943
* 1C914 * 1C929 * 1C944

シラバスやBEEF等で授業形態や授業計画など詳細を確認のうえ履修登録をしてください。コロナウイルス感染状況により授業形態は変更の可能性があります。

学位論文指導演習Ⅲ（ﾖ-ﾛｯﾊﾟ・ｱﾒﾘｶ文化論）

学位論文指導演習Ⅲ（文化人類学）
学位論文指導演習Ⅲ（比較文明・比較文化論）
学位論文指導演習Ⅲ（国際関係・比較政治論）
学位論文指導演習Ⅲ（モダニティ論）
学位論文指導演習Ⅲ（先端社会論）
学位論文指導演習Ⅲ（芸術文化論）

高度特定研究演習Ⅰ（ｱｼﾞｱ・太平洋文化論） 高度特定研究演習Ⅱ（ｱｼﾞｱ・太平洋文化論）

（掲載更新日）
更新箇所：赤字

高度特定研究演習Ⅱ（外国語教育ｼｽﾃﾑ論）
高度特定研究演習Ⅱ（外国語教育ｺﾝﾃﾝﾂ論）

学位論文指導演習Ⅲ（言語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）
学位論文指導演習Ⅲ（感性ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）
学位論文指導演習Ⅲ（情報ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）
学位論文指導演習Ⅲ（外国語教育ｼｽﾃﾑ論）

高度特定研究演習Ⅰ（情報ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）
高度特定研究演習Ⅰ（外国語教育ｼｽﾃﾑ論）
高度特定研究演習Ⅰ（外国語教育ｺﾝﾃﾝﾂ論）

高度特定研究演習Ⅱ（言語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）
高度特定研究演習Ⅱ（感性ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）
高度特定研究演習Ⅱ（情報ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）

学位論文指導演習Ⅲ（日本学）
学位論文指導演習Ⅲ（ｱｼﾞｱ・太平洋文化論）

高度特定研究演習Ⅱ（外国語教育ｺﾝﾃﾝﾂ論） 学位論文指導演習Ⅲ（外国語教育ｺﾝﾃﾝﾂ論）

高度特定研究演習Ⅰ（感性ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ） 高度特定研究演習Ⅱ（感性ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ） 学位論文指導演習Ⅲ（感性ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）

高度特定研究演習Ⅰ（外国語教育ｺﾝﾃﾝﾂ論）

学位論文指導演習Ⅲ（モダニティ論）

高度特定研究演習Ⅰ（比較文明・比較文化論） 高度特定研究演習Ⅱ（比較文明・比較文化論） 学位論文指導演習Ⅲ（比較文明・比較文化論）
高度特定研究演習Ⅰ（国際関係・比較政治論） 高度特定研究演習Ⅱ（国際関係・比較政治論） 学位論文指導演習Ⅲ（国際関係・比較政治論）

高度特定研究演習Ⅰ（文化人類学） 高度特定研究演習Ⅱ（文化人類学） 学位論文指導演習Ⅲ（文化人類学）

高度特定研究演習Ⅰ（情報ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ） 高度特定研究演習Ⅱ（情報ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ） 学位論文指導演習Ⅲ（情報ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）

学位論文指導演習Ⅲ（先端社会論）

高度特定研究演習Ⅰ（言語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ） 高度特定研究演習Ⅱ（言語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ） 学位論文指導演習Ⅲ（言語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）

高度特定研究演習Ⅰ（モダニティ論）

学位論文指導演習Ⅲ（外国語教育ｼｽﾃﾑ論）

学位論文指導演習Ⅲ（芸術文化論）

月

火

水

木

金

集中講義等

授業科目（2021年度生～） 授業科目（2021年度生～） 授業科目（～2020年度生）

月

火

水

木

金

授業科目（2021年度生～） 授業科目（2021年度生～） 授業科目（～2020年度生）

高度特定研究演習Ⅰ（日本学） 高度特定研究演習Ⅱ（日本学）

高度特定研究演習Ⅱ（日本学）
高度特定研究演習Ⅱ（ｱｼﾞｱ・太平洋文化論）
高度特定研究演習Ⅱ（ﾖ-ﾛｯﾊﾟ・ｱﾒﾘｶ文化論）
高度特定研究演習Ⅱ（文化人類学）
高度特定研究演習Ⅱ（比較文明・比較文化論）
高度特定研究演習Ⅱ（国際関係・比較政治論）
高度特定研究演習Ⅱ（モダニティ論）
高度特定研究演習Ⅱ（先端社会論）

高度特定研究演習Ⅰ（ﾖ-ﾛｯﾊﾟ・ｱﾒﾘｶ文化論） 高度特定研究演習Ⅱ（ﾖ-ﾛｯﾊﾟ・ｱﾒﾘｶ文化論）

高度特定研究演習Ⅰ（先端社会論） 高度特定研究演習Ⅱ（先端社会論）

高度特定研究演習Ⅰ（外国語教育ｼｽﾃﾑ論） 高度特定研究演習Ⅱ（外国語教育ｼｽﾃﾑ論）

高度特定研究演習Ⅰ（芸術文化論） 高度特定研究演習Ⅱ（芸術文化論）

高度特定研究演習Ⅱ（モダニティ論）

高度特定研究演習Ⅰ（モダニティ論）
高度特定研究演習Ⅰ（先端社会論）
高度特定研究演習Ⅰ（芸術文化論）
高度特定研究演習Ⅰ（言語ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）
高度特定研究演習Ⅰ（感性ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ）

高度特定研究演習Ⅰ（ｱｼﾞｱ・太平洋文化論）

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) 5時限(17:00～18:30) 6時限(18:50～20:20)

6時限(18:50～20:20)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) 5時限(17:00～18:30)

高度特定研究演習Ⅰ（日本学） 学位論文指導演習Ⅲ（日本学）

高度特定研究演習Ⅰ（ﾖ-ﾛｯﾊﾟ・ｱﾒﾘｶ文化論）
高度特定研究演習Ⅰ（文化人類学）
高度特定研究演習Ⅰ（比較文明・比較文化論）
高度特定研究演習Ⅰ（国際関係・比較政治論）

学位論文指導演習Ⅲ（外国語教育ｺﾝﾃﾝﾂ論）

高度特定研究演習Ⅱ（芸術文化論）

学位論文指導演習Ⅲ（ｱｼﾞｱ・太平洋文化論）
学位論文指導演習Ⅲ（ﾖ-ﾛｯﾊﾟ・ｱﾒﾘｶ文化論）

＜注意事項＞

・国際文化学研究科の授業は，対面を中心として実施し，一部の授業は教育上の効果を鑑み，遠隔（対面との併用含む）で実施予定。

シラバスで授業形態や授業計画など詳細を確認のうえ履修登録をすること。

・指示のない限り，教員の研究室で行う。

・学位論文コロキアム科目については，当該論文提出後，教務学生係にて履修登録を行う。

・履修登録期間：４月４日（月）～４月２２日（金）１７：００

・「履修登録一覧（提出用）」の紙媒体での提出は不要。

ただし，うりぼーネットで履修登録完了後，「履修科目一覧表」で時間割コード・授業科目・教員を確認し登録に間違いがないか必ず確認すること。

履修登録期間内に登録を完了させること。期間を過ぎての登録はできない。

・集中講義の日程等は別途掲示を参照すること。

※【2020年度以前】入学生で「学位論文指導演習Ⅰ・Ⅱ」の履修登録を希望する者は，必ず履修登録期間内に教務学生係まで申し出ること。

＜注意事項＞

・国際文化学研究科の授業は，対面を中心として実施し，一部の授業は教育上の効果を鑑み，遠隔（対面との併用含む）で実施予定。

シラバスで授業形態や授業計画など詳細を確認のうえ履修登録をすること。

・指示のない限り，教員の研究室で行う。

・学位論文コロキアム科目については，当該論文提出後，教務学生係にて履修登録を行う。

・履修登録期間：９月２７日（火）～１０月１７日（月）１７：００

・「履修登録一覧（提出用）」の紙媒体での提出は不要。

ただし，うりぼーネットで履修登録完了後，「履修科目一覧表」で時間割コード・授業科目・教員を確認し登録に間違いがないか必ず確認すること。

履修登録期間内に登録を完了させること。期間を過ぎての登録はできない。

※【2020年度以前】入学生で「学位論文指導演習Ⅰ・Ⅱ」の履修登録を希望する者は，必ず履修登録期間内に国際文化学研究科教務学生係まで申し

出ること。


	【博士（前後期）】

