
時限

曜日
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員

1Q イギリス宗教文化論特殊講義１ 野谷 1Q 科学技術社会論特殊講義１ 塚原 1Q アメリカ言語映像文化論特殊講義１ 西谷 前期 国際社会論演習 坂井

1Q ジェンダー社会文化論特殊講義１ 青山 前期 国際社会論演習 阪野 1Q 言語文化環境論特殊講義Ⅰ－１ 廣田

前期 アジア・太平洋文化論演習 萩原 1Q 生命規範形成論特殊講義１ 山﨑 1Q 日本語教育応用論特殊講義１ 川上 前期 感性コミュニケーション論演習 山本

前期 外国語教育システム論演習 高橋 1Q 言語インターフェース論特殊講義１ 水口 前期 ＩＴコミュニケーション論演習 康

前期 外国語教育コンテンツ論演習 グリア 1Q 言語文化表象論特殊講義１ 島津

1Q 外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－１ 石川

1Q 民族学特殊講義１ 梅屋 1Q 中国社会経済論特殊講義１ 谷川 1Q スラヴ社会文化論特殊講義１ 青島 1Q ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義１ 小澤

1Q 越境社会文化論特殊講義１ 朴（沙） 1Q 伝統文化翻訳論特殊講義１ 北村 1Q 近代政治思想系譜論特殊講義１ 上野 1Q 多文化政治社会論特殊講義１ 近藤

前期 アジア・太平洋文化論演習 伊藤 1Q 言語対照応用論特殊講義Ⅱ－１ 朱 前期 言語コミュニケーション論演習 湯淺 1Q 文化環境形成論特殊講義１ 藤野

前期 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 坂本 1Q 日本語教育方法論特殊講義１ 齊藤（美）

1Q 現代芸術動態論特殊講義１ 池上 1Q 対人行動論特殊講義１ 米谷

1Q 情報ベース論特殊講義１ 清光 1Q 外国語教育工学論特殊講義１ 柏木

前期 言語コミュニケーション論演習 米本 前期 モダニティ論演習 石田

前期 先端社会論演習 櫻井

前期 外国語教育システム論演習 福岡 1Q 日本社会経済論特殊講義１ 辛島 1Q オセアニア社会文化論特殊講義１ 窪田 1Q 日本芸能文化論特殊講義１ 寺内

前期 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 石塚 1Q アメリカ多民族社会形成論特殊講義１ 井上 1Q 現代人類学特殊講義１ 柴田

前期 越境文化論演習 遠田 1Q 社会人類学特殊講義１ 石森 1Q 比較地域政治論特殊講義１ 安岡

1Q メディア社会文化論特殊講義１ 小笠原 前期 越境文化論演習 山澤 前期 アジア・太平洋文化論演習 王

1Q 計算科学応用論特殊講義１ 西田 1Q 言語教育科学論特殊講義１ 横川 前期 モダニティ論演習 廳

1Q 外国語教授学習論特殊講義１ 木原 1Q 言語対照応用論特殊講義Ⅰ－１ 西出

前期 言語コミュニケーション論演習 藤濤 1Q 比較地域社会論特殊講義１ 中村

1Q 第二言語習得論特殊講義１ 田中 前期 言語コミュニケーション論演習 朴（秀） 1Q 現代社会理論特殊講義１ 西澤 前期 越境文化論演習 塚原

1Q 認知情報システム論特殊講義１ 村尾 前期 外国語教育コンテンツ論演習 大和 1Q 比較・対照言語論特殊講義１ アルビン 前期 モダニティ論演習 市田

1Q 言語教育環境論特殊講義１ 加藤 前期 ＩＴコミュニケーション論演習 森下 前期 芸術文化論演習 吉田

前期 芸術文化論演習 岩本

1Q 日本文化表象論特殊講義１ 板倉 1Q 東南アジア国家統合論特殊講義１ 貞好

前期 日本学演習 昆野

1Q 表象文化系譜論特殊講義１ 松家

※注意　事情により曜日時限等が変更になることがありますので，ご了承ください。

時限

曜日
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員
開講
時期

授業科目 教員

前期 国際社会論演習 阪野 前期 国際社会論演習 坂井

前期 アジア・太平洋文化論演習 萩原 2Q 科学技術社会論特殊講義２ 塚原 前期 ＩＴコミュニケーション論演習 康 前期 感性コミュニケーション論演習 山本

前期 外国語教育システム論演習 高橋 2Q ジェンダー社会文化論特殊講義２ 青山 2Q アメリカ言語映像文化論特殊講義２ 西谷

前期 外国語教育コンテンツ論演習 グリア 2Q 生命規範形成論特殊講義２ 山﨑 2Q 日本語教育応用論特殊講義２ 川上

2Q イギリス宗教文化論特殊講義２ 野谷 2Q 言語インターフェース論特殊講義２ 水口 2Q 言語文化環境論特殊講義Ⅰ－２ 廣田

2Q 言語文化表象論特殊講義２ 島津

2Q 外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－２ 石川

2Q 中国社会経済論特殊講義２ 谷川 前期 言語コミュニケーション論演習 湯淺 前期 モダニティ論演習 石田

前期 アジア・太平洋文化論演習 伊藤 2Q 伝統文化翻訳論特殊講義２ 北村 2Q スラヴ社会文化論特殊講義２ 青島 前期 先端社会論演習 櫻井

前期 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 坂本 2Q 言語対照応用論特殊講義Ⅱ－２ 朱 2Q 近代政治思想系譜論特殊講義２ 上野

前期 言語コミュニケーション論演習 米本 2Q 現代芸術社会論特殊講義２ 教員未定 2Q ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義２ 小澤

2Q 民族学特殊講義２ 梅屋 2Q 多文化政治社会論特殊講義２ 近藤

2Q 越境社会文化論特殊講義２ 朴（沙） 2Q 文化環境形成論特殊講義２ 藤野

2Q 現代芸術動態論特殊講義２ 池上 2Q 日本語教育方法論特殊講義２ 齊藤（美）

2Q 情報ベース論特殊講義２ 清光 2Q 対人行動論特殊講義２ 米谷

2Q 外国語教育工学論特殊講義２ 柏木

前期 外国語教育システム論演習 福岡 前期 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 石塚 前期 越境文化論演習 山澤 前期 アジア・太平洋文化論演習 王

前期 越境文化論演習 遠田 2Q オセアニア社会文化論特殊講義２ 窪田 前期 モダニティ論演習 廳

2Q アメリカ多民族社会形成論特殊講義２ 井上

2Q 日本社会経済論特殊講義２ 辛島 2Q 社会人類学特殊講義２ 石森

2Q メディア社会文化論特殊講義２ 小笠原 2Q 言語教育科学論特殊講義２ 横川

2Q 計算科学応用論特殊講義２ 西田 2Q 言語対照応用論特殊講義Ⅰ－２ 西出 2Q 日本芸能文化論特殊講義２ 寺内

2Q 外国語教授学習論特殊講義２ 木原 2Q 現代人類学特殊講義２ 柴田

2Q 比較地域政治論特殊講義２ 安岡

前期 言語コミュニケーション論演習 藤濤 前期 芸術文化論演習 岩本 前期 言語コミュニケーション論演習 朴（秀） 前期 ＩＴコミュニケーション論演習 森下 前期 越境文化論演習 塚原

2Q 第二言語習得論特殊講義２ 田中 前期 外国語教育コンテンツ論演習 大和 前期 モダニティ論演習 市田

2Q 認知情報システム論特殊講義２ 村尾 2Q 現代社会理論特殊講義２ 西澤 前期 芸術文化論演習 吉田

2Q 言語教育環境論特殊講義２ 加藤 2Q 比較地域社会論特殊講義２ 中村 2Q 比較・対照言語論特殊講義２ アルビン

2Q 日本文化表象論特殊講義２ 板倉 前期 日本学演習 昆野

2Q 東南アジア国家統合論特殊講義２ 貞好

2Q 表象文化系譜論特殊講義２ 松家

※注意　事情により曜日時限等が変更になることがありますので，ご了承ください。

  平成29年度（第１クォーター）　国際文化学研究科　時間割　　科目等履修生・聴講生用

金

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)1時限(08:50～10:20)

月

火

水

木

金

月

火

水

木

  平成29年度（第２クォーター）　国際文化学研究科　時間割　　科目等履修生・聴講生用

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)


