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月 2C406 統計・計量分析法１ 松本 F502
火
水
木 2C423 Aspects of EU Culture and Society （Advanced Seminar） 1 クレック L202
金 2C414 アカデミック・ライティング（英語）１ クイン D503 2C401 文化情報リテラシー専門演習 金田 L206

2CA01 研究指導演習Ⅱ 長 2C573 越境文化論演習 北村 L202 2C539 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 西谷 L206 2C592 国際政治社会論特殊講義１ 坂井 L205 2CA12 研究指導演習Ⅱ 坂本 2CA02 研究指導演習Ⅱ 昆野
2CA08 研究指導演習Ⅱ 萩原 2CA27 研究指導演習Ⅱ 山澤 2C583 古代越境文化論特殊講義１ 山澤 B302 2CA13 研究指導演習Ⅱ 青島
2CA25 研究指導演習Ⅱ 遠田 2CA26 研究指導演習Ⅱ 北村 2CA14 研究指導演習Ⅱ 石塚

2CA15 研究指導演習Ⅱ 野谷
2CA16 研究指導演習Ⅱ 井上
2CA17 研究指導演習Ⅱ 西谷
2CA18 研究指導演習Ⅱ 小澤
2CB21 研究指導演習Ⅳ 柴田

2C510 日本言語文化論特殊講義１ 昆野 L202 2C528 東南アジア社会文化論特殊講義１ 伊藤 L206 2C541 フランス文化表象論特殊講義１ 坂本 B302 2C537 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 野谷 B304 2C535 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 青島
2CB30 研究指導演習Ⅳ 坂井 2C570 越境文化論演習 朴（沙） B304 2CA06 研究指導演習Ⅱ 谷川

2C594 比較政治社会論特殊講義１ 阪野 L206 2CB20 研究指導演習Ⅳ 齋藤（剛） B305
2CA20 研究指導演習Ⅱ 齋藤（剛） B305 2CB22 研究指導演習Ⅳ 梅屋
2CA22 研究指導演習Ⅱ 梅屋

2CA11 研究指導演習Ⅱ 窪田 2C505 日本学演習 辛島 B305 2C521 アジア・太平洋文化論演習 窪田 B301 2C503 日本学演習 寺内 B304 2C506 日本社会変容論特殊講義１ 長 L203 2CA03 研究指導演習Ⅱ 寺内
2CA24 研究指導演習Ⅱ 塚原 2C540 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 小澤 B306 2C558 異文化関係論演習 岡田 B306 2C545 イギリス市民文化論特殊講義１ 石塚 B302 2C538 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 井上 2CB23 研究指導演習Ⅳ 岡田

2C555 異文化関係論演習 齋藤（剛） B302 2C564 現代人類学特殊講義１ 柴田 B303 2C579 日米文化交流論特殊講義１ 遠田 L204
2C571 越境文化論演習 塚原 D301 2C588 国際社会論演習 中村 B303
2C589 国際社会論演習 安岡 D307 2CA21 研究指導演習Ⅱ 柴田

2CA23 研究指導演習Ⅱ 岡田
2CA04 研究指導演習Ⅱ 板倉 2CA19 研究指導演習Ⅱ 石森 2C516 アジア・太平洋文化論演習 谷川 L206 2C517 アジア・太平洋文化論演習 王 B304 2C568 民族誌論特殊講義１ 岡田 B306 2CA05 研究指導演習Ⅱ 辛島
2CA07 研究指導演習Ⅱ 王 2C559 異文化関係論演習 石森 B302 2C520 アジア・太平洋文化論演習 貞好 B305 2CB06 研究指導演習Ⅳ 谷川
2CB08 研究指導演習Ⅳ 萩原 2CB29 研究指導演習Ⅳ 近藤 2C590 多文化政治社会論特殊講義１ 近藤 B302 2CB07 研究指導演習Ⅳ 王
2CB10 研究指導演習Ⅳ 貞好 2CB33 研究指導演習Ⅳ 安岡
2CB11 研究指導演習Ⅳ 窪田
2C504 日本学演習 板倉 L206 2C526 モンゴル社会文化論特殊講義１ 萩原 L205 2CA29 研究指導演習Ⅱ 近藤
2CA10 研究指導演習Ⅱ 貞好 2C560 社会人類学特殊講義１ 石森 L206 2CA30 研究指導演習Ⅱ 坂井
2CB19 研究指導演習Ⅳ 石森 2CA31 研究指導演習Ⅱ 阪野

2CA32 研究指導演習Ⅱ 中村
2CA33 研究指導演習Ⅱ 安岡

土 2CB32 研究指導演習Ⅳ 中村
2C682 コミュニケーション文法論特殊講義１ 定延 B304 2C666 レトリカル・コミュニケーション論特殊講義１ 米本 L203 2C616 先端社会論演習 西澤 B303 2C702 コンピューター・シミュレーション論特殊講義１ 康 F501 2C725 言語文化環境論特殊講義Ⅰ－１ 廣田 D507
2C748 第二言語運用論特殊講義１ グリア D301 2C696 ＩＴコミュニケーション論演習 清光 L204 2C708 メディア統合論特殊講義１ 森下 F501 2C736 外国語教育コンテンツ論演習 石川 D406
2CA43 研究指導演習Ⅱ 櫻井 2C740 外国語教授学習論特殊講義１ 木原 D503 2CB74 研究指導演習Ⅳ 島津
2CA45 研究指導演習Ⅱ 朝倉 2CA39 研究指導演習Ⅱ 西澤
2CA46 研究指導演習Ⅱ 吉田 2CA62 研究指導演習Ⅱ 米谷
2CA47 研究指導演習Ⅱ 藤野 2CB45 研究指導演習Ⅳ 朝倉
2CA48 研究指導演習Ⅱ 岩本 2CB46 研究指導演習Ⅳ 吉田
2CA51 研究指導演習Ⅱ 米本 2CB47 研究指導演習Ⅳ 藤野
2CA59 研究指導演習Ⅱ 林 2CB48 研究指導演習Ⅳ 岩本
2CA64 研究指導演習Ⅱ 康 2CB57 研究指導演習Ⅳ 定延
2CA66 研究指導演習Ⅱ 西田
2CA67 研究指導演習Ⅱ 森下
2CB35 研究指導演習Ⅳ 市田
2CA40 研究指導演習Ⅱ 青山 2C620 先端社会論演習 山﨑 B303 2C662 言語慣用類型論特殊講義１ 湯淺 L205 2C657 言語コミュニケーション論演習 齊藤（美） B301 2C604 モダニティ論演習 石田
2CA52 研究指導演習Ⅱ 田中 2C636 芸術文化論演習 吉田 B302 2C690 非言語コミュニケーション論特殊講義１ 山本 B303 2C723 言語教育環境論特殊講義１ 加藤 D301 2C681 感性コミュニケーション論演習 米谷 C405
2CA55 研究指導演習Ⅱ 川上 2C717 外国語教育システム論演習 島津 2C738 外国語教育コンテンツ論演習 西出 D507 2CA54 研究指導演習Ⅱ 朴（秀）
2CA58 研究指導演習Ⅱ 水口 2C742 外国語教育工学論特殊講義１ 柏木 D601
2CA63 研究指導演習Ⅱ 大月 2CA41 研究指導演習Ⅱ 小笠原

2CA61 研究指導演習Ⅱ 山本
2CA65 研究指導演習Ⅱ 清光

2CA49 研究指導演習Ⅱ 湯淺 2C624 ジェンダー社会文化論特殊講義１ 青山 B304 2C606 近代社会思想系譜論特殊講義１ 廳 B305 2C603 モダニティ論演習 上野 B305 2C632 現代法規範論特殊講義１ 櫻井 L205
2CA50 研究指導演習Ⅱ 藤濤 2C686 言語行動科学論特殊講義１ 林 D503 2C699 ＩＴコミュニケーション論演習 村尾 B306 2C664 翻訳行為論特殊講義１ 藤濤 L206
2CB41 研究指導演習Ⅳ 小笠原 2C727 言語文化環境論特殊講義Ⅱ－１ 福岡 D301 2C713 外国語教育システム論演習 横川 D601 2CA42 研究指導演習Ⅱ 山﨑
2CB53 研究指導演習Ⅳ 齊藤（美） 2CB42 研究指導演習Ⅳ 山﨑 2CB66 研究指導演習Ⅳ 西田
2CB54 研究指導演習Ⅳ 朴（秀）
2CB59 研究指導演習Ⅳ 林
2CB82 研究指導演習Ⅳ 朱
2CA53 研究指導演習Ⅱ 齊藤（美） 2C648 芸術文化共生論特殊講義１ 岩本 L202 2C618 先端社会論演習 小笠原 B303 2C617 先端社会論演習 青山 B306 2C608 近代経済思想系譜論特殊講義１ 市田 L204
2CA68 研究指導演習Ⅱ 村尾 2C656 言語コミュニケーション論演習 田中 L206 2C672 日本語教育内容論特殊講義１ 朴（秀） L205 2C637 芸術文化論演習 藤野 B301 2C642 現代芸術社会論特殊講義１ 朝倉 L206
2CB40 研究指導演習Ⅳ 青山 2C700 コンピューター・コミュニケーション・システム論特殊講義１ 大月 F501 2C697 ＩＴコミュニケーション論演習 西田 B304 2C659 言語コミュニケーション論演習 川上 B303 2C731 言語科学論特殊講義１ 保田 D307
2CB49 研究指導演習Ⅳ 湯淺 2C739 外国語教育コンテンツ論演習 朱 D301 2C719 言語対照基礎論特殊講義１ 高橋 D301 2CB64 研究指導演習Ⅳ 康
2CB61 研究指導演習Ⅳ 山本 2C744 外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－１ 大和 D507
2CA34 研究指導演習Ⅱ 廳 2C614 表象文化系譜論特殊講義１ 松家 B302
2CA35 研究指導演習Ⅱ 市田 2C652 言語コミュニケーション論演習 アルビン B303
2CA36 研究指導演習Ⅱ 上野 2CB50 研究指導演習Ⅳ 藤濤
2CA37 研究指導演習Ⅱ 石田
2CA38 研究指導演習Ⅱ 松家
2CA60 研究指導演習Ⅱ 松本
2CA76 研究指導演習Ⅱ 木原
2CA77 研究指導演習Ⅱ 柏木
2CA78 研究指導演習Ⅱ 大和
2CA79 研究指導演習Ⅱ 石川
2CA80 研究指導演習Ⅱ グリア
2CA81 研究指導演習Ⅱ 西出
2CA82 研究指導演習Ⅱ 朱
2CB52 研究指導演習Ⅳ 田中
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2C419 現代公共文化論特殊研究 後藤 未定

朱書きは平成28年9月16日以降の変更点

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

火

水

水

木

木

金

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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授業科目 教員 教室

月 2C407 統計・計量分析法２ 松本 F502
火
水
木 2C424 Aspects of EU Culture and Society （Advanced Seminar） 2 クレック L202
金 2C415 アカデミック・ライティング（英語）２ クイン D503 2C401 文化情報リテラシー専門演習 金田 L206

2CA01 研究指導演習Ⅱ 長 2C573 越境文化論演習 北村 L202 2C539 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 西谷 L206 2C593 国際政治社会論特殊講義２ 坂井 L205 2CA12 研究指導演習Ⅱ 坂本 2CA02 研究指導演習Ⅱ 昆野
2CA08 研究指導演習Ⅱ 萩原 2CA27 研究指導演習Ⅱ 山澤 2C584 古代越境文化論特殊講義２ 山澤 B302 2CA13 研究指導演習Ⅱ 青島
2CA25 研究指導演習Ⅱ 遠田 2CA26 研究指導演習Ⅱ 北村 2CA14 研究指導演習Ⅱ 石塚

2CA15 研究指導演習Ⅱ 野谷
2CA16 研究指導演習Ⅱ 井上
2CA17 研究指導演習Ⅱ 西谷
2CA18 研究指導演習Ⅱ 小澤
2CB21 研究指導演習Ⅳ 柴田

2C511 日本言語文化論特殊講義２ 昆野 L202 2C529 東南アジア社会文化論特殊講義２ 伊藤 L206 2C542 フランス文化表象論特殊講義２ 坂本 B302 2C537 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 野谷 B304 2C535 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 青島
2CB30 研究指導演習Ⅳ 坂井 2C570 越境文化論演習 朴（沙） B304 2CA06 研究指導演習Ⅱ 谷川

2C595 比較政治社会論特殊講義２ 阪野 L206 2CB20 研究指導演習Ⅳ 齋藤（剛） B305
2CA20 研究指導演習Ⅱ 齋藤（剛） B305 2CB22 研究指導演習Ⅳ 梅屋
2CA22 研究指導演習Ⅱ 梅屋

2CA11 研究指導演習Ⅱ 窪田 2C505 日本学演習 辛島 B305 2C521 アジア・太平洋文化論演習 窪田 B301 2C503 日本学演習 寺内 B304 2C507 日本社会変容論特殊講義２ 長 L203 2CA03 研究指導演習Ⅱ 寺内
2CA24 研究指導演習Ⅱ 塚原 2C540 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 小澤 B306 2C558 異文化関係論演習 岡田 B306 2C546 イギリス市民文化論特殊講義２ 石塚 B302 2C538 ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 井上 2CB23 研究指導演習Ⅳ 岡田

2C555 異文化関係論演習 齋藤（剛） B302 2C565 現代人類学特殊講義２ 柴田 B303 2C580 日米文化交流論特殊講義２ 遠田 L204
2C571 越境文化論演習 塚原 D301 2C588 国際社会論演習 中村 B303
2C589 国際社会論演習 安岡 D307 2CA21 研究指導演習Ⅱ 柴田

2CA23 研究指導演習Ⅱ 岡田
2CA04 研究指導演習Ⅱ 板倉 2CA19 研究指導演習Ⅱ 石森 2C516 アジア・太平洋文化論演習 谷川 L206 2C517 アジア・太平洋文化論演習 王 B304 2C569 民族誌論特殊講義２ 岡田 B306 2CA05 研究指導演習Ⅱ 辛島
2CA07 研究指導演習Ⅱ 王 2C559 異文化関係論演習 石森 B302 2C520 アジア・太平洋文化論演習 貞好 B305 2CB06 研究指導演習Ⅳ 谷川
2CB08 研究指導演習Ⅳ 萩原 2CB29 研究指導演習Ⅳ 近藤 2C591 多文化政治社会論特殊講義２ 近藤 B302 2CB07 研究指導演習Ⅳ 王
2CB10 研究指導演習Ⅳ 貞好 2CB33 研究指導演習Ⅳ 安岡
2CB11 研究指導演習Ⅳ 窪田
2C504 日本学演習 板倉 L206 2C527 モンゴル社会文化論特殊講義２ 萩原 L205 2CA29 研究指導演習Ⅱ 近藤
2CA10 研究指導演習Ⅱ 貞好 2C561 社会人類学特殊講義２ 石森 L206 2CA30 研究指導演習Ⅱ 坂井
2CB19 研究指導演習Ⅳ 石森 2CA31 研究指導演習Ⅱ 阪野

2CA32 研究指導演習Ⅱ 中村
2CA33 研究指導演習Ⅱ 安岡

土 2CB32 研究指導演習Ⅳ 中村
2C683 コミュニケーション文法論特殊講義２ 定延 B304 2C667 レトリカル・コミュニケーション論特殊講義２ 米本 L203 2C616 先端社会論演習 西澤 B303 2C703 コンピューター・シミュレーション論特殊講義２ 康 F501 2C726 言語文化環境論特殊講義Ⅰ－２ 廣田 D507
2C749 第二言語運用論特殊講義２ グリア D301 2C696 ＩＴコミュニケーション論演習 清光 L204 2C709 メディア統合論特殊講義２ 森下 F501 2C736 外国語教育コンテンツ論演習 石川 D406
2CA43 研究指導演習Ⅱ 櫻井 2C741 外国語教授学習論特殊講義２ 木原 D503 2CB74 研究指導演習Ⅳ 島津
2CA45 研究指導演習Ⅱ 朝倉 2CA39 研究指導演習Ⅱ 西澤
2CA46 研究指導演習Ⅱ 吉田 2CA62 研究指導演習Ⅱ 米谷
2CA47 研究指導演習Ⅱ 藤野 2CB45 研究指導演習Ⅳ 朝倉
2CA48 研究指導演習Ⅱ 岩本 2CB46 研究指導演習Ⅳ 吉田
2CA51 研究指導演習Ⅱ 米本 2CB47 研究指導演習Ⅳ 藤野
2CA59 研究指導演習Ⅱ 林 2CB48 研究指導演習Ⅳ 岩本
2CA64 研究指導演習Ⅱ 康 2CB57 研究指導演習Ⅳ 定延
2CA66 研究指導演習Ⅱ 西田
2CA67 研究指導演習Ⅱ 森下
2CB35 研究指導演習Ⅳ 市田
2CA40 研究指導演習Ⅱ 青山 2C620 先端社会論演習 山﨑 B303 2C663 言語慣用類型論特殊講義２ 湯淺 L205 2C657 言語コミュニケーション論演習 齊藤（美） B301 2C604 モダニティ論演習 石田
2CA52 研究指導演習Ⅱ 田中 2C636 芸術文化論演習 吉田 B302 2C691 非言語コミュニケーション論特殊講義２ 山本 B303 2C724 言語教育環境論特殊講義２ 加藤 D301 2C681 感性コミュニケーション論演習 米谷 C405
2CA55 研究指導演習Ⅱ 川上 2C717 外国語教育システム論演習 島津 2C738 外国語教育コンテンツ論演習 西出 D507 2CA54 研究指導演習Ⅱ 朴（秀）
2CA58 研究指導演習Ⅱ 水口 2C743 外国語教育工学論特殊講義２ 柏木 D601
2CA63 研究指導演習Ⅱ 大月 2CA41 研究指導演習Ⅱ 小笠原

2CA61 研究指導演習Ⅱ 山本
2CA65 研究指導演習Ⅱ 清光

2CA49 研究指導演習Ⅱ 湯淺 2C625 ジェンダー社会文化論特殊講義２ 青山 B304 2C607 近代社会思想系譜論特殊講義２ 廳 B305 2C603 モダニティ論演習 上野 B305 2C633 現代法規範論特殊講義２ 櫻井 L205
2CA50 研究指導演習Ⅱ 藤濤 2C687 言語行動科学論特殊講義２ 林 D503 2C699 ＩＴコミュニケーション論演習 村尾 B306 2C665 翻訳行為論特殊講義２ 藤濤 L206
2CB41 研究指導演習Ⅳ 小笠原 2C728 言語文化環境論特殊講義Ⅱ－２ 福岡 D301 2C713 外国語教育システム論演習 横川 D601 2CA42 研究指導演習Ⅱ 山﨑
2CB53 研究指導演習Ⅳ 齊藤（美） 2CB42 研究指導演習Ⅳ 山﨑 2CB66 研究指導演習Ⅳ 西田
2CB54 研究指導演習Ⅳ 朴（秀）
2CB59 研究指導演習Ⅳ 林
2CB82 研究指導演習Ⅳ 朱
2CA53 研究指導演習Ⅱ 齊藤（美） 2C649 芸術文化共生論特殊講義２ 岩本 L202 2C618 先端社会論演習 小笠原 B303 2C617 先端社会論演習 青山 B306 2C609 近代経済思想系譜論特殊講義２ 市田 L204
2CA68 研究指導演習Ⅱ 村尾 2C656 言語コミュニケーション論演習 田中 L206 2C673 日本語教育内容論特殊講義２ 朴（秀） L205 2C637 芸術文化論演習 藤野 B301 2C643 現代芸術社会論特殊講義２ 朝倉 L206
2CB40 研究指導演習Ⅳ 青山 2C701 コンピューター・コミュニケーション・システム論特殊講義２ 大月 F501 2C697 ＩＴコミュニケーション論演習 西田 B304 2C659 言語コミュニケーション論演習 川上 B303 2C732 言語科学論特殊講義２ 保田 D307
2CB49 研究指導演習Ⅳ 湯淺 2C739 外国語教育コンテンツ論演習 朱 D301 2C720 言語対照基礎論特殊講義２ 高橋 D301 2CB64 研究指導演習Ⅳ 康
2CB61 研究指導演習Ⅳ 山本 2C745 外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－２ 大和 D507
2CA34 研究指導演習Ⅱ 廳 2C615 表象文化系譜論特殊講義２ 松家 B302
2CA35 研究指導演習Ⅱ 市田 2C652 言語コミュニケーション論演習 アルビン B303
2CA36 研究指導演習Ⅱ 上野 2CB50 研究指導演習Ⅳ 藤濤
2CA37 研究指導演習Ⅱ 石田
2CA38 研究指導演習Ⅱ 松家
2CA60 研究指導演習Ⅱ 松本
2CA76 研究指導演習Ⅱ 木原
2CA77 研究指導演習Ⅱ 柏木
2CA78 研究指導演習Ⅱ 大和
2CA79 研究指導演習Ⅱ 石川
2CA80 研究指導演習Ⅱ グリア
2CA81 研究指導演習Ⅱ 西出
2CA82 研究指導演習Ⅱ 朱
2CB52 研究指導演習Ⅳ 田中
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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

2C419 現代公共文化論特殊研究 後藤 未定

朱書きは平成28年9月16日以降の変更点

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

グ
ロ
ー

バ
ル
文
化
専
攻

月

火

水

木

金

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
通

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)
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