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1C034 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ バガンブラ K603 1C035 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ バガンブラ K603
1C009 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ ガッタ F102 1C036 前期 国際コミュニケーション演習Ⅰ 権 B201
1C040 前期 Cultures and Societies in Japan Ⅰ 【2010～】 ランカシャー F301 1C052 前期 国際文化特殊講義 栢木 F102

1C202 前期 専門演習Ａ 伊藤 L202 1C203 前期 専門演習Ａ 西谷 L203 1C028 前期 専門諸言語（イタリア語）　● 河合 F101
1C204 前期 専門演習Ａ 北村 E411 1C211 前期 専門演習Ａ 水口 E411 1C087 前期 外国語演習（英語） 梅屋 L202
1C291 前期 博物館概論　※ 石沢 ★B201 1C140 前期 ガヴァナンス論 阪野 F301

1C160 前期 北アジア社会文化論 萩原 F401
1CZ01 前期 北アジア社会文化論（高度教養科目）【2016】 萩原 F401
1C210 前期 専門演習Ａ アルビン L206

1C231 前期 専門演習Ｂ(2) 清光 B306 1C259 前期 専門演習Ｂ(2) 安岡 F101
1C239 前期 専門演習Ｂ(2) 松家 L203

1 1C129 前期 視覚文化論 吉田 F301
1C003 前期 情報科学演習Ⅱ 清光 F501 1C069 前期 Academic Communication（仏） バニュウ D405 1C070 前期 Academic Communication（仏） バニュウ D405
1C207 前期 専門演習Ａ 齋藤(剛) L206 1C089 前期 外国語演習（英語） 寺内 L203 1C169 前期 現代アメリカ論 井上 F401

1C205 前期 専門演習Ａ 吉田 L202 1C208 前期 専門演習Ａ 坂井 F102
1C015 前期 英会話（上級）Ⅰ クイン M301 1C016 前期 英会話（上級）Ⅰ クイン D503 1C225 前期 専門演習Ｂ(2) 藤濤 L206
1C262 前期 専門演習Ｂ(2) 石森 L202 1C222 前期 専門演習Ｂ(2) 大月 F502 1C245 前期 専門演習Ｂ(2) 小笠原 L202

1C240 前期 専門演習Ｂ(2) 櫻井 L204
1C044 前期 日本語コミュニケーション 蓑川 B208 1C001 前期 情報科学概論 村尾 F301 1C025 前期 現代コリア語Ⅰ 高 F102 1C024 前期 スペイン語入門Ⅰ 平田 D411
1C135 前期 文化人類学 石森 F301 1C059 前期 国際文化特殊講義（JAXA） 岡田 F101 1C159 前期 中国社会システム論 王(柯) F102
1C156 前期 日本社会文化論 辛島 F401 1C164 前期 環大西洋文化論 小澤 F101
1C029 前期 専門諸言語（イタリア語）　● 河合 F101 1C067 前期 Academic Communication（独） シュルツェ E411 1C023 前期 ロシア語会話Ⅰ グレチュコ L202 1C026 前期 ラテン語入門Ⅰ 山澤 L203 1C122 前期 現代社会理論 西澤 F301

1C084 前期 外国語演習（フランス語） 白井 B302 1C068 前期 Academic Communication（独） シュルツェ E411 1C085 前期 外国語演習（英語） 栢木 L202 1C146 前期 翻訳文化形成論 北村 L202
1C138 前期 民族学 岡田 F301 1C091 前期 外国語演習（フランス語） 坂井 L203 1C121 前期 近代文化言説論 【2012～】 石田 F301
1C201 前期 専門演習Ａ 辛島 F102 1C110 前期 対人コミュニケーション論 松本 F401 1C127 前期 ジェンダー社会論 青山 F401
1C206 前期 専門演習Ａ 青山 L204 1C131 前期 芸術文化形成論 岩本 F101 1C212 前期 専門演習Ａ 清光 F501

1C157 前期 ロシア・東アジア社会文化論 シュラトフ B101
1C209 前期 専門演習Ａ 上野 L205

1C013 前期 英語文章表現（上級） ショルト D404(D406) 1C114 前期 情報資料構成論 清光 F101 1C229 前期 専門演習Ｂ(2) 林(良) B305 1C017 前期 英会話（上級）Ⅰ ショルト D404
1C238 前期 専門演習Ｂ(2) 藤野 L206 1C236 前期 専門演習Ｂ(2) 市田 L204
1C266 前期 専門演習Ｂ(2) 王(柯) L202 1C271 前期 専門演習Ｂ(2) 野谷 L206

1 1C058 前期 国際文化特殊講義（JICA） 梅屋 B109,B110

1C119 前期 近代政治思想論 上野 F301 1C123 前期 メディア文化論 小笠原 F102 1C062 前期 Aspects of EU Culture and Society（Lecture） ガッタ F401
1C090 前期 外国語演習（ドイツ語） 藤濤 L206 1C161 前期 東南アジア国家形成論 貞好 F301 1CZ02 前期 Aspects of EU Culture and Society（Lecture）（高度教養科目）【2016】 ガッタ F401

1C168 前期 アメリカ多元文化表現論 西谷 F301
1C115 前期 プログラミング基礎 西田 F401 1C228 前期 専門演習Ｂ(2) 村尾 B303 1C254 前期 専門演習Ｂ(2) 塚原 E411
1C241 前期 専門演習Ｂ(2) 岩本 L202 1C267 前期 専門演習Ｂ(2) 萩原 L204 1C255 前期 専門演習Ｂ(2) 坂井 F101

1C276 前期 専門演習Ｂ(2) 板倉 L206
１

1C022 前期 中国語会話Ⅰ 王(松) B301 1C010 前期 専門基礎英語（文章表現、会話）Ⅰ クイン D503
1C080 前期 アートプロジェクト 【2010～】 藤野 ■
1C155 前期 日本文化表象論 板倉 F102
1C166 前期 ヨーロッパ女性文化論 坂本 F401
1C293 前期 博物館展示論　※ 林(寿) ★B210

1C012 前期 英語文章表現（上級） クイン D405
1C014 前期 英語文章表現（上級） ショルト D406
1C066 前期 日欧比較セミナーⅢ ガッタ 六甲台

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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1C048 前期 海外研修 梅屋 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。
1C053 前期 海外研修 貞好 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。
1C050 前期 海外研修 田中 1C383 前期 卒論演習(異文化) 指導教員
1C051 前期 海外研修 井上 1C384 前期 卒論演習(地域) 指導教員 ●専門諸言語（イタリア語）
1C049 前期 海外研修 藤野 1C391 通年 卒業研究(情報) 指導教員 　当該科目は国際人間科学部のクォーター制授業「イタリア語入門１～４」の読替科目であり、通常は１～４をそれぞれ1Q,2Q,3Q,4Qに開講しますが、
1C054 前期 海外研修 坂井 1C392 通年 卒業研究(現代) 指導教員 　今年度に限り、変則的に１を1Q・月曜4限に、２を1Q・水曜1限に、３を2Q・月曜4限に、４を2Q・水曜1限に開講するため、
1C046 前期 English Summer Camp (Oxbridge) Ⅱ 岡田 1C393 通年 卒業研究(異文化) 指導教員 　国際文化学部の場合、前期・月曜4限の当該科目の前半に１、同時限の後半に３、前期・水曜1限の当該科目の前半に２、同時限の後半に４を開講します。
1C165 前期 ヨーロッパ市民社会論 石塚 1C394 通年 卒業研究(地域) 指導教員 　履修の際、ご注意ください。
1C047 前期 English Summer Camp (Oxbridge) Ⅲ 岡田 「卒論演習」・・・履修登録期間中に履修登録してください。
1C296 前期 博物館実習Ⅱ ※ 吉田 「卒業研究」・・・教務学生係が対象者の履修登録を行います。 ★ 鶴甲第二キャンパスの教室
1C297 通年 博物館実習Ⅲ　※ 吉田
1C298 通年 中学校教育実習Ⅰ ※ ■ 1Q: 鶴甲第一キャンパス　F301
1C299 通年 中学校教育実習Ⅱ ※ 2Q: 鶴甲第二キャンパス　★F151
1C300 通年 高等学校教育実習 ※
1C301 通年 教育実習事前事後指導 ※
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平成30年4月11日

平成30年度　全学共通授業科目時間割表（国際文化学部）
（２０１５年度以前入学生対象）
前期　※全てセメスター開講

1U471 独語ⅣＡ 湯淺 B205
1U541 仏語ⅣＡ 吉田 M201
1U656 ロシア語ⅣＡ シュラトフ B208

木 5 1U631 中国語ⅣＡ 高橋 D304

平成30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

1C202 地域 伊藤 L202
1C204 異文化 北村 L206
1C211 情報 水口 L206
1C203 地域 西谷 L203

4 1C210 情報 アルビン L206
1 1C207 異文化 齋藤 L206
3 1C205 現代 吉田 L206
4 1C208 異文化 坂井 F102

1C201 地域 辛島 F102
1C206 現代 青山 L204

3 1C209 現代 上野 L205
4 1C212 情報 清光 L206

別表2　専門演習Ｂ時間割コード

1C239 現代 松家 L203
1C231 情報 清光 B306

3 1C259 異文化 安岡 F101
2 1C262 異文化 石森 L202

1C222 情報 大月 F502
1C240 現代 櫻井 L204
1C245 現代 小笠原 L202
1C225 情報 藤濤 L203
1C266 地域 王 L202
1C238 現代 藤野 L206
1C236 現代 市田 L204
1C271 地域 野谷 L206
1C229 情報 林 B305

2 1C241 現代 岩本 L202
1C228 情報 村尾 B303
1C267 地域 萩原 L204
1C276 地域 板倉 L206
1C255 異文化 坂井 F101
1C254 異文化 塚原 E411

＜注意事項＞

・抽選登録期間：
　【1Q】基礎教養科目，総合教養科目：3月20日（火）9:00～3月26日（月）17：00
　　※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。
　【2Q】基礎教養科目，総合教養科目：5月7日（月）9:00～5月14日（月）17：00
　【1・2Q】高度教養科目：3/29(木)0時～3/30(金)12時59分および4/2(月)9時～4/3(火)8時

　※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。

・履修登録期間：4月6日（金）～4月19日（木）

・「履修登録一覧」を4月20日（金）までに国際文化学部教務学生係に必ず提出してください。

＜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。

・集中講義の日程は別途掲示します。希望する場合は履修登録期間中（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，当該科目の授業開始日から2日以内まで可能です。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。

・「海外研修」，「English Summer Camp (Oxbridge) Ⅱ」，「English Summer Camp (Oxbridge) III」は別途募集します。履修登録は，履修者決定後に教務
学生係が行います。

＜全学共通授業科目，他学部開講の授業科目について＞

・左記の全学共通授業科目時間割表には２０１５年度以前入学生対象枠のみ記載しています。その他の全学共通授業科目の時間割は国際人間科学
部グローバル文化学科の全学共通授業時間割表及び国際教養教育院ＨＰで確認してください。

・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。

・「健康・スポーツ科学実習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。

・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。（履修取消期間中に履修取消はできます）

・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＞

・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「平成30年度前期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。
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