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月 C404 ＩＴスキル実習１ 康 F501
火 C410 社会研究方法論１ 塚原 L204 C412 アカデミック・コミュニケーション（英語）１ 加藤 D509
水 C408 フィールド調査法１ 梅屋 L205
木 C421 Aspects of EU Culture and Society （Advanced Lecture） 1 クレック F102
金 C416 アカデミック・ライティング（日本語）１ 金田 L204 C420 コミュニケーション論特殊研究 山田 D512

CA01 研究指導演習Ⅰ 長 C551 アメリカ言語映像文化論特殊講義１ 西谷 L202 C549 アメリカ多民族社会形成論特殊講義１ 井上 L205 C587 国際社会論演習 阪野 L206 CA21 研究指導演習Ⅰ 柴田 CA02 研究指導演習Ⅰ 昆野
CA08 研究指導演習Ⅰ 萩原 C572 越境文化論演習 遠田 B302 CA27 研究指導演習Ⅰ 山澤 CA12 研究指導演習Ⅰ 坂本
CA25 研究指導演習Ⅰ 遠田 CA13 研究指導演習Ⅰ 青島
CA26 研究指導演習Ⅰ 北村 CA14 研究指導演習Ⅰ 石塚
CB21 研究指導演習Ⅲ 柴田 CA15 研究指導演習Ⅰ 野谷

CA16 研究指導演習Ⅰ 井上
CA17 研究指導演習Ⅰ 西谷
CA18 研究指導演習Ⅰ 小澤

CA06 研究指導演習Ⅰ 谷川 C502 日本学演習 昆野 L205 CA20 研究指導演習Ⅰ 齋藤 B305 C522 中国社会経済論特殊講義１ 谷川 L202 CB23 研究指導演習Ⅲ 岡田
CB30 研究指導演習Ⅲ 坂井 C566 民族学特殊講義１ 梅屋 L206 CA22 研究指導演習Ⅰ 梅屋 B305 CA23 研究指導演習Ⅰ 岡田

CA24 研究指導演習Ⅰ 塚原 CB20 研究指導演習Ⅲ 齋藤 B305
CB22 研究指導演習Ⅲ 梅屋 B305

CA03 研究指導演習Ⅰ 寺内 C514 日本文化表象論特殊講義１ 板倉 L206 C536 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 石塚 L205 C512 日本芸能文化論特殊講義１ 寺内 L203 C553 ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義１ 小澤 L206 C556 異文化関係論演習 柴田 L202
CA09 研究指導演習Ⅰ 伊藤 C543 スラヴ社会文化論特殊講義１ 青島 B305 C596 比較地域社会論特殊講義１ 中村 B303 C532 オセアニア社会文化論特殊講義１ 窪田 L202 C574 越境文化論演習 山澤 L203
CA11 研究指導演習Ⅰ 窪田 C547 イギリス宗教文化論特殊講義１ 野谷 L204 C562 文化人類学特殊講義１ 齋藤 B302 C588 国際社会論演習 坂井 B302

C598 比較地域政治論特殊講義１ 安岡 B303
CA04 研究指導演習Ⅰ 板倉 C519 アジア・太平洋文化論演習 伊藤 L203 C530 東南アジア国家統合論特殊講義１ 貞好 B302 C581 伝統文化翻訳論特殊講義１ 北村 L204 C518 アジア・太平洋文化論演習 萩原 L202
CA10 研究指導演習Ⅰ 貞好 C534 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 坂本 L204 C585 国際社会論演習 近藤 B302 C586 国際社会論演習 坂井 L203
CB06 研究指導演習Ⅲ 谷川 CB33 研究指導演習Ⅲ 安岡
CB11 研究指導演習Ⅲ 窪田
CB29 研究指導演習Ⅲ 近藤
C501 日本学演習 長 L203 CA29 研究指導演習Ⅰ 近藤
CB08 研究指導演習Ⅲ 萩原 CA30 研究指導演習Ⅰ 坂井
CB10 研究指導演習Ⅲ 貞好 CA31 研究指導演習Ⅰ 阪野

CA32 研究指導演習Ⅰ 中村
CA33 研究指導演習Ⅰ 安岡

C712 外国語教育システム論演習 高橋 D301 C737 外国語教育コンテンツ論演習 グリア D307 C677 感性コミュニケーション論演習 水口 L206 C746 外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－１ 石川 D507 C680 感性コミュニケーション論演習 山本 L203
C733 外国語教育コンテンツ論演習 木原 D307 CA40 研究指導演習Ⅰ 青山 C678 感性コミュニケーション論演習 林 L206 CB42 研究指導演習Ⅲ 山﨑 C715 外国語教育システム論演習 廣田 D507
CA39 研究指導演習Ⅰ 西澤 CA62 研究指導演習Ⅰ 米谷 C679 感性コミュニケーション論演習 松本 L206
CA43 研究指導演習Ⅰ 櫻井 CB44 研究指導演習Ⅲ 池上 CB40 研究指導演習Ⅲ 青山
CA44 研究指導演習Ⅰ 池上 CB45 研究指導演習Ⅲ 朝倉
CA45 研究指導演習Ⅰ 朝倉 CB46 研究指導演習Ⅲ 吉田
CA46 研究指導演習Ⅰ 吉田 CB47 研究指導演習Ⅲ 藤野
CA47 研究指導演習Ⅰ 藤野 CB48 研究指導演習Ⅲ 岩本
CA48 研究指導演習Ⅰ 岩本 CB57 研究指導演習Ⅲ 定延
CA59 研究指導演習Ⅰ 林
CA63 研究指導演習Ⅰ 大月
CA64 研究指導演習Ⅰ 康
CA65 研究指導演習Ⅰ 清光
CA66 研究指導演習Ⅰ 西田
CA67 研究指導演習Ⅰ 森下
CB35 研究指導演習Ⅲ 市田
CB49 研究指導演習Ⅲ 湯淺
CA41 研究指導演習Ⅰ 小笠原 C655 言語コミュニケーション論演習 米本 B302 C668 第二言語習得論特殊講義１ 田中 B303 C610 近代政治思想系譜論特殊講義１ 上野 L205 C612 文化言説系譜論特殊講義１ 石田 L203
CA51 研究指導演習Ⅰ 米本 C684 言語インターフェース論特殊講義１ 水口 D511 C752 言語対照応用論特殊講義Ⅱ－１ 朱 C644 表象文化相関論特殊講義１ 吉田 B302 C634 芸術文化論演習 池上 L206
CA52 研究指導演習Ⅰ 田中 C704 情報ベース論特殊講義１ 清光 B304 C670 日本語教育方法論特殊講義１ 齊藤 B303 C692 対人行動論特殊講義１ 米谷 C405
CA55 研究指導演習Ⅰ 川上 C734 外国語教育コンテンツ論演習 柏木 D601 C694 ＩＴコミュニケーション論演習 大月 B304 C750 言語対照応用論特殊講義Ⅰ－１ 西出 D403
CA58 研究指導演習Ⅰ 水口 C729 言語文化表象論特殊講義１ 島津 D307 CA42 研究指導演習Ⅰ 山﨑

CA54 研究指導演習Ⅰ 朴
CA49 研究指導演習Ⅰ 湯淺 C706 計算科学応用論特殊講義１ 西田 B301 C626 メディア社会文化論特殊講義１ 小笠原 B304 C601 モダニティ論演習 廳 B304 C710 認知情報システム論特殊講義１ 村尾 L204
CA50 研究指導演習Ⅰ 藤濤 C638 芸術文化論演習 岩本 F101 C654 言語コミュニケーション論演習 藤濤 B305 CA61 研究指導演習Ⅰ 山本
CB41 研究指導演習Ⅲ 小笠原 C676 感性コミュニケーション論演習 定延 B306 C716 外国語教育システム論演習 福岡 D307
CB53 研究指導演習Ⅲ 齊藤
CB54 研究指導演習Ⅲ 朴
CB59 研究指導演習Ⅲ 林
CB82 研究指導演習Ⅲ 朱
C721 言語教育科学論特殊講義１ 横川 D601 C674 日本語教育応用論特殊講義１ 川上 L205 C635 芸術文化論演習 朝倉 B303 C622 現代社会理論特殊講義１ 西澤 B303 C602 モダニティ論演習 市田 L204
CA53 研究指導演習Ⅰ 齊藤 C658 言語コミュニケーション論演習 朴 B304 C646 文化環境形成論特殊講義１ 藤野 B304 C621 先端社会論演習 櫻井 B302
CA68 研究指導演習Ⅰ 村尾 C735 外国語教育コンテンツ論演習 大和 D307 C698 ＩＴコミュニケーション論演習 森下 F501 C653 言語コミュニケーション論演習 湯淺 B303
CB61 研究指導演習Ⅲ 山本 CB64 研究指導演習Ⅲ 康

CB66 研究指導演習Ⅲ 西田
CA34 研究指導演習Ⅰ 廳 C605 モダニティ論演習 松家
CA35 研究指導演習Ⅰ 市田
CA36 研究指導演習Ⅰ 上野
CA37 研究指導演習Ⅰ 石田
CA38 研究指導演習Ⅰ 松家
CA60 研究指導演習Ⅰ 松本
CA76 研究指導演習Ⅰ 木原
CA77 研究指導演習Ⅰ 柏木
CA78 研究指導演習Ⅰ 大和
CA79 研究指導演習Ⅰ 石川
CA80 研究指導演習Ⅰ グリア
CA81 研究指導演習Ⅰ 西出
CA82 研究指導演習Ⅰ 朱
CB50 研究指導演習Ⅲ 藤濤
CB52 研究指導演習Ⅲ 田中
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C402 文化情報リテラシー特殊講義１ 飯田 CA07 研究指導演習Ⅰ 王 C660 比較・対照言語論特殊講義１ 小川 L204
C403 文化情報リテラシー特殊講義２ 飯田 C661 比較・対照言語論特殊講義２ 小川 L204
C418 国際相関文化論特殊研究 伊藤 L206
C427 EUエキスパート人材養成プログラム特別講義 アリフォン E410

注意事項

教室が空欄の授業は，教員の研究室で行う。

各クォーターで同一曜日・時限に開講の科目（表中網掛けの科目）は，１・２ともに履修すること。
平成27年度以前に入学した学生は，１・２ともに合格以上の成績を修めないと単位を修得できない。
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月 C405 ＩＴスキル実習２ 康 F501
火 C411 社会研究方法論２ 塚原 L204 C413 アカデミック・コミュニケーション（英語）２ 加藤 D509
水 C409 フィールド調査法２ 梅屋 L205
木 C422 Aspects of EU Culture and Society （Advanced Lecture） 2 クレック F102
金 C417 アカデミック・ライティング（日本語）２ 金田 L204 C420 コミュニケーション論特殊研究 山田 D512

CA01 研究指導演習Ⅰ 長 C552 アメリカ言語映像文化論特殊講義２ 西谷 L202 C550 アメリカ多民族社会形成論特殊講義２ 井上 L205 C587 国際社会論演習 阪野 L206 CA21 研究指導演習Ⅰ 柴田 CA02 研究指導演習Ⅰ 昆野
CA08 研究指導演習Ⅰ 萩原 C572 越境文化論演習 遠田 B302 CA27 研究指導演習Ⅰ 山澤 CA12 研究指導演習Ⅰ 坂本
CA25 研究指導演習Ⅰ 遠田 CA13 研究指導演習Ⅰ 青島
CA26 研究指導演習Ⅰ 北村 CA14 研究指導演習Ⅰ 石塚
CB21 研究指導演習Ⅲ 柴田 CA15 研究指導演習Ⅰ 野谷

CA16 研究指導演習Ⅰ 井上
CA17 研究指導演習Ⅰ 西谷
CA18 研究指導演習Ⅰ 小澤

CA06 研究指導演習Ⅰ 谷川 C502 日本学演習 昆野 L205 CA20 研究指導演習Ⅰ 齋藤 B305 C523 中国社会経済論特殊講義２ 谷川 L202 CB23 研究指導演習Ⅲ 岡田
CB30 研究指導演習Ⅲ 坂井 C567 民族学特殊講義２ 梅屋 L206 CA22 研究指導演習Ⅰ 梅屋 B305 CA23 研究指導演習Ⅰ 岡田

CA24 研究指導演習Ⅰ 塚原 CB20 研究指導演習Ⅲ 齋藤 B305
CB22 研究指導演習Ⅲ 梅屋 B305

CA03 研究指導演習Ⅰ 寺内 C515 日本文化表象論特殊講義２ 板倉 L206 C536 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 石塚 L205 C513 日本芸能文化論特殊講義２ 寺内 L203 C554 ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義２ 小澤 L206 C556 異文化関係論演習 柴田 L202
CA09 研究指導演習Ⅰ 伊藤 C544 スラヴ社会文化論特殊講義２ 青島 B305 C597 比較地域社会論特殊講義２ 中村 B303 C533 オセアニア社会文化論特殊講義２ 窪田 L202 C574 越境文化論演習 山澤 L203
CA11 研究指導演習Ⅰ 窪田 C548 イギリス宗教文化論特殊講義２ 野谷 L204 C563 文化人類学特殊講義２ 齋藤 B302 C588 国際社会論演習 坂井 B302

C599 比較地域政治論特殊講義２ 安岡 B303
CA04 研究指導演習Ⅰ 板倉 C519 アジア・太平洋文化論演習 伊藤 L203 C531 東南アジア国家統合論特殊講義２ 貞好 B302 C582 伝統文化翻訳論特殊講義２ 北村 L204 C518 アジア・太平洋文化論演習 萩原 L202
CA10 研究指導演習Ⅰ 貞好 C534 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 坂本 L204 C585 国際社会論演習 近藤 B302 C586 国際社会論演習 坂井 L203
CB06 研究指導演習Ⅲ 谷川 CB33 研究指導演習Ⅲ 安岡
CB11 研究指導演習Ⅲ 窪田
CB29 研究指導演習Ⅲ 近藤
C501 日本学演習 長 L203 CA29 研究指導演習Ⅰ 近藤
CB08 研究指導演習Ⅲ 萩原 CA30 研究指導演習Ⅰ 坂井
CB10 研究指導演習Ⅲ 貞好 CA31 研究指導演習Ⅰ 阪野

CA32 研究指導演習Ⅰ 中村
CA33 研究指導演習Ⅰ 安岡

C712 外国語教育システム論演習 高橋 D301 C737 外国語教育コンテンツ論演習 グリア D307 C677 感性コミュニケーション論演習 水口 L206 C747 外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－２ 石川 D507 C680 感性コミュニケーション論演習 山本 L203
C733 外国語教育コンテンツ論演習 木原 D307 CA40 研究指導演習Ⅰ 青山 C678 感性コミュニケーション論演習 林 L206 CB42 研究指導演習Ⅲ 山﨑 C715 外国語教育システム論演習 廣田 D507
CA39 研究指導演習Ⅰ 西澤 CA62 研究指導演習Ⅰ 米谷 C679 感性コミュニケーション論演習 松本 L206
CA43 研究指導演習Ⅰ 櫻井 CB44 研究指導演習Ⅲ 池上 CB40 研究指導演習Ⅲ 青山
CA44 研究指導演習Ⅰ 池上 CB45 研究指導演習Ⅲ 朝倉
CA45 研究指導演習Ⅰ 朝倉 CB46 研究指導演習Ⅲ 吉田
CA46 研究指導演習Ⅰ 吉田 CB47 研究指導演習Ⅲ 藤野
CA47 研究指導演習Ⅰ 藤野 CB48 研究指導演習Ⅲ 岩本
CA48 研究指導演習Ⅰ 岩本 CB57 研究指導演習Ⅲ 定延
CA59 研究指導演習Ⅰ 林
CA63 研究指導演習Ⅰ 大月
CA64 研究指導演習Ⅰ 康
CA65 研究指導演習Ⅰ 清光
CA66 研究指導演習Ⅰ 西田
CA67 研究指導演習Ⅰ 森下
CB35 研究指導演習Ⅲ 市田
CB49 研究指導演習Ⅲ 湯淺
CA41 研究指導演習Ⅰ 小笠原 C655 言語コミュニケーション論演習 米本 B302 C669 第二言語習得論特殊講義２ 田中 B303 C611 近代政治思想系譜論特殊講義２ 上野 L205 C613 文化言説系譜論特殊講義２ 石田 L203
CA51 研究指導演習Ⅰ 米本 C685 言語インターフェース論特殊講義２ 水口 D511 C753 言語対照応用論特殊講義Ⅱ－２ 朱 C645 表象文化相関論特殊講義２ 吉田 B302 C634 芸術文化論演習 池上 L206
CA52 研究指導演習Ⅰ 田中 C704 情報ベース論特殊講義１ 清光 B304 C671 日本語教育方法論特殊講義２ 齊藤 B303 C693 対人行動論特殊講義２ 米谷 C405
CA55 研究指導演習Ⅰ 川上 C734 外国語教育コンテンツ論演習 柏木 D601 C694 ＩＴコミュニケーション論演習 大月 B304 C751 言語対照応用論特殊講義Ⅰ－２ 西出 D403
CA58 研究指導演習Ⅰ 水口 C730 言語文化表象論特殊講義２ 島津 D307 CA42 研究指導演習Ⅰ 山﨑

CA54 研究指導演習Ⅰ 朴
CA49 研究指導演習Ⅰ 湯淺 C707 計算科学応用論特殊講義２ 西田 B301 C627 メディア社会文化論特殊講義２ 小笠原 B304 C601 モダニティ論演習 廳 B304 C711 認知情報システム論特殊講義２ 村尾 L204
CA50 研究指導演習Ⅰ 藤濤 C638 芸術文化論演習 岩本 F101 C654 言語コミュニケーション論演習 藤濤 B305 CA61 研究指導演習Ⅰ 山本
CB41 研究指導演習Ⅲ 小笠原 C676 感性コミュニケーション論演習 定延 B306 C716 外国語教育システム論演習 福岡 D307
CB53 研究指導演習Ⅲ 齊藤
CB54 研究指導演習Ⅲ 朴
CB59 研究指導演習Ⅲ 林
CB82 研究指導演習Ⅲ 朱
C722 言語教育科学論特殊講義２ 横川 D601 C675 日本語教育応用論特殊講義２ 川上 L205 C635 芸術文化論演習 朝倉 B303 C623 現代社会理論特殊講義２ 西澤 B303 C602 モダニティ論演習 市田 L204
CA53 研究指導演習Ⅰ 齊藤 C658 言語コミュニケーション論演習 朴 B304 C647 文化環境形成論特殊講義２ 藤野 B304 C621 先端社会論演習 櫻井 B302
CA68 研究指導演習Ⅰ 村尾 C735 外国語教育コンテンツ論演習 大和 D307 C698 ＩＴコミュニケーション論演習 森下 F501 C653 言語コミュニケーション論演習 湯淺 B303
CB61 研究指導演習Ⅲ 山本 CB64 研究指導演習Ⅲ 康

CB66 研究指導演習Ⅲ 西田
CA34 研究指導演習Ⅰ 廳 C605 モダニティ論演習 松家
CA35 研究指導演習Ⅰ 市田
CA36 研究指導演習Ⅰ 上野
CA37 研究指導演習Ⅰ 石田
CA38 研究指導演習Ⅰ 松家
CA60 研究指導演習Ⅰ 松本
CA76 研究指導演習Ⅰ 木原
CA77 研究指導演習Ⅰ 柏木
CA78 研究指導演習Ⅰ 大和
CA79 研究指導演習Ⅰ 石川
CA80 研究指導演習Ⅰ グリア
CA81 研究指導演習Ⅰ 西出
CA82 研究指導演習Ⅰ 朱
CB50 研究指導演習Ⅲ 藤濤
CB52 研究指導演習Ⅲ 田中

時間割
コード

授業科目 教員 教室
時間割
コード

授業科目 教員 教室
時間割
コード

授業科目 教員 教室

C402 文化情報リテラシー特殊講義１ 飯田 CA07 研究指導演習Ⅰ 王 C660 比較・対照言語論特殊講義１ 小川 L204
C403 文化情報リテラシー特殊講義２ 飯田 C661 比較・対照言語論特殊講義２ 小川 L204
C418 国際相関文化論特殊研究 伊藤 L206
C427 EUエキスパート人材養成プログラム特別講義 アリフォン E410

注意事項

教室が空欄の授業は，教員の研究室で行う。

各クォーターで同一曜日・時限に開講の科目（表中網掛けの科目）は，１・２ともに履修すること。
平成27年度以前に入学した学生は，１・２ともに合格以上の成績を修めないと単位を修得できない。

5 (17:00-18:30) 6 (18:50-20:20)

共
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月

火

水

木

金

専
攻

曜
日

1 (8:50-10:20) 2 (10:40-12:10) 3 (13:20-14:50) 4 (15:10-16:40)

研究科共通科目　集中講義 文化相関専攻　集中講義 グローバル文化専攻　集中講義

グ
ロ
ー

バ
ル
文
化
専
攻

月

火

水

木

金


