
この授業時間割は 2022 年 3 月現在の情報です。 
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※Sセメスターの初回から数回はオンライン／ハイブリッドを中心に実施されます。学期開始直後の各科目の授
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220245 中思文 高山　大毅 中国思想文化学特殊講義Ⅴ S1+S2 月2

04221369 西洋史 池田　嘉郎 西洋史学演習Ⅸ S1+S2 月2

04221402 考古 森先　一貴 考古学概論Ⅱ S1+S2 月2

04221545 美術史 増記　隆介 美術史学特殊講義Ⅴ S1+S2 月2

04222148 言語 窪薗　晴夫 言語学特殊講義Ⅷ S1+S2 月2

04222247 国語 小田　勝 国語学特殊講義VII S1+S2 月2

04222367 国文 鉄野　昌弘 国文学演習Ⅶ S1+S2 月2

04223057 英文
Stephen Clark
井上　和樹

英語学英米文学特殊講義ⅩⅦ S1+S2 月2

04223243 仏文 森元　庸介 フランス語学フランス文学特殊講義Ⅲ S1+S2 月2

04223449 南欧 古田　耕史 イタリア語学イタリア文学特殊講義 IX S1+S2 月2

04223832 現文 中丸　禎子 近代語学特殊講義Ⅱ S1+S2 月2

04224150 心理 鮫島　和行 心理学特殊講義Ⅹ S1+S2 月2

04224355 社会 定松　淳 社会学特殊講義ⅩⅤ S1+S2 月2

04225149 共通講義 ベルグマン・アンネ 文化資源学特殊講義Ⅻ S1+S2 月2

04225601 共通講義 張　佩茹 中国語前期Ⅰ S1+S2 月2

04225637 共通講義 足立　享祐 ヒンディー語Ⅰ S1+S2 月2

04225650 共通講義 吉田　俊一郎 ラテン語中級Ⅰ S1+S2 月2

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

月曜２限

- 1 -



時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220212 中思文 伊東　貴之 中国思想文化史概説Ⅱ S1+S2 月3

04220541 宗教 渡辺　優 宗教学宗教史学特殊講義Ⅰ S1+S2 月3

04220611 美学 三浦　俊彦 芸術学概論 S1+S2 月3

04221164 日本史 牧原　成征 日本史学演習Ⅳ S1+S2 月3

04221242 東洋史 守川　知子 東洋史学特殊講義Ⅱ S1+S2 月3

04221443 考古 根岸　洋 考古学特殊講義Ⅲ S1+S2 月3

04221531 美術史 増記　隆介 美術史調査方法論Ⅰ S1+S2 月3

04222145 言語 白井　聡子 言語学特殊講義Ⅴ S1+S2 月3

04222201 国語 井島　正博 国語学概論Ⅰ S1+S2 月3

04222447 中文 上原　究一 中国語学中国文学特殊講義Ⅶ S1+S2 月3

04223141 独文 宮田　眞治 ドイツ語学ドイツ文学特殊講義Ⅰ S1+S2 月3

04223311 スラヴ 楯岡　求美 スラヴ文学史概説 S1+S2 月3

04223451 南欧 横田　太郎 イタリア語学イタリア文学特殊講義 XI S1+S2 月3

04223811 現文 柳原　孝敦 現代文芸論概説Ⅰ S1+S2 月3

04224143 心理 村上　郁也 心理学特殊講義Ⅲ S1+S2 月3

04224264 社心 大坪　庸介 社会心理学演習Ⅳ S1+S2 月3

04224321 社会 出口　剛司 社会学史概説 S1+S2
月3
月4

04225401 共通講義 清水　亮 文化環境学特殊講義Ⅰ S1+S2 月3

04225603 共通講義 張　佩茹 中国語後期Ⅰ S1+S2 月3

04225605 共通講義 小嵜　とも子 英語後期Ⅰ：コミュニケーション S1+S2 月3

04225621 共通講義 原　大地 フランス語後期Ⅰ S1+S2 月3

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

月曜３限

- 2 -



時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220111 哲学 木原　志乃 西洋哲学史概説第1部Ⅰ S1+S2 月4

04220341 印哲 馬場　紀寿 インド哲学仏教学特殊講義Ⅰ S1+S2 月4

04220572 宗教 西村　明 宗教史学演習Ⅱ S1+S2 月4

04221165 日本史 高橋　典幸 日本史学演習Ⅴ S1+S2 月4

04221345 西洋史 長井　伸仁 西洋史学特殊講義Ⅴ S1+S2 月4

04221441 考古 森先　一貴 考古学特殊講義Ⅰ S1+S2 月4

04222167 言語 白井　聡子 言語学演習Ⅶ S1+S2 月4

04222265 国語 肥爪　周二 国語学演習Ⅴ S1+S2 月4

04222443 中文 谷口　洋 中国語学中国文学特殊講義Ⅲ S1+S2 月4

04223001 英文 渡辺　明 英語学概論Ⅰ S1+S2 月4

04223142 独文 桂　元嗣 ドイツ語学ドイツ文学特殊講義Ⅱ S1+S2 月4

04223245 仏文 原　大地 フランス語学フランス文学特殊講義Ⅴ S1+S2 月4

04223461 南欧 浦　一章 イタリア語学イタリア文学演習Ⅰ S1+S2 月4

04223861 現文 柳原　孝敦 現代文芸論演習Ⅰ S1+S2 月4

04223963 西古 日向　太郎 西洋古典学演習Ⅲ S1+S2 月4

04224163 心理 村上　郁也 心理学演習Ⅲ S1+S2 月4

04224321 社会 出口　剛司 社会学史概説 S1+S2
月3
月4

04225146 共通講義 西村　明 文化資源学特殊講義Ⅸ S1+S2 月4

04225510 共通講義 尾川　明穂 書道 S1+S2 月4

04225619 共通講義 志々見　剛 フランス語前期Ⅰ S1+S2 月4

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

月曜４限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220050 人文学フロンティア 堀江　宗正 死生学特殊講義Ⅹ S1+S2 月5

04220072 人文学フロンティア 吉永　明弘 応用倫理特殊講義Ⅱ S1+S2 月5

04220075 人文学フロンティア 北條　勝貴 応用倫理特殊講義Ⅴ S1+S2 月5

04220343 印哲 柳　幹康 インド哲学仏教学特殊講義Ⅲ S1+S2 月5

04220463 倫理 頼住　光子 倫理学演習Ⅲ S1+S2 月5

04220574 宗教 渡辺　優 宗教史学演習Ⅳ S1+S2 月5

04221144 日本史 牧原　成征 日本史学特殊講義Ⅳ S1+S2 月5

04221367 西洋史 勝田　俊輔 西洋史学演習Ⅶ S1+S2 月5

04222563 印文 梶原　三恵子 印度語学印度文学演習Ⅲ S1+S2 月5

04223061 英文 後藤　和彦 英語学英米文学演習Ⅰ S1+S2 月5

04223342 スラヴ
楯岡　求美
古宮　路子

スラヴ語学スラヴ文学特殊講義Ⅱ S1+S2 月5

04224165 心理 鈴木　敦命 心理学演習Ⅴ S1+S2 月5

04225301 共通講義 小島　毅 文化交流特殊講義Ⅰ S1+S2 月5

04225611 共通講義 David Taylor 英語後期Ⅶ S1+S2 月5

04225627 共通講義 倉重　克明 イタリア語初級Ⅰ S1+S2 月5

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

月曜５限

- 4 -



時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04225121 共通講義
小林　真理
佐々木　秀彦

文化施設経営論 S1+S2 月6

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

月曜６限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220701 イスラム 柳橋　博之 イスラム学概論Ⅰ S1
火1
金1

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

火曜１限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220053 人文学フロンティア 鈴木　晃仁 死生学演習Ⅲ S1+S2 火2

04220165 哲学 乘立　雄輝 哲学演習Ⅴ S1+S2 火2

04220321 印哲 蓑輪　顕量 仏教概論Ⅰ S1+S2 火2

04220501 宗教 藤原　聖子 宗教学概論Ⅰ S1+S2 火2

04220621 美学 小田部　胤久 原典講読Ⅰ S1+S2 火2

04220742 イスラム 井上　貴恵 イスラム学特殊講義Ⅱ S1+S2 火2

04221146 日本史 三枝　暁子 日本史学特殊講義Ⅵ S1+S2 火2

04221162 日本史 大津　透 日本史学演習Ⅱ S1+S2 火2

04221263 東洋史 守川　知子 東洋史学演習Ⅲ S1+S2 火2

04221461 考古 森先　一貴 考古学演習Ⅰ S1+S2 火2

04221561 美術史
髙岸　輝
増記　隆介

美術史学演習Ⅰ S1+S2 火2

04222241 国語 小西　いずみ 国語学特殊講義Ⅰ S1+S2 火2

04222361 国文
河野　龍也
安藤　宏

国文学演習Ⅰ S1+S2 火2

04222453 中文 鈴木　将久 中国語学中国文学特殊講義ⅩⅢ S1+S2 火2

04223143 独文 江口　大輔 ドイツ語学ドイツ文学特殊講義Ⅲ S1+S2 火2

04223321 スラヴ 丸山　由紀子 スラヴ語圏言語文化 S1+S2 火2

04223413 南欧 土肥　秀行 イタリア文学史概説 III S1+S2 火2

04224122 心理 登藤　直弥 心理学統計Ⅱ S1+S2 火2

04224232 社心 登藤　直弥 社会心理学統計Ⅱ S1+S2 火2

04224365 社会 赤川　学 社会学演習Ⅴ S1+S2 火2

04224372 社会 中村　雄祐 社会学演習ⅩⅡ S1+S2 火2

04224374 社会 本田　洋 社会学演習ⅩⅣ S1+S2 火2

04225261 共通講義 福井　玲 韓国朝鮮文化演習Ⅰ S1+S2 火2

04225265 共通講義 本田　洋 韓国朝鮮文化演習Ⅴ S1+S2 火2

04225631 共通講義 青砥　清一 スペイン語初級Ⅰ S1+S2 火2

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

火曜２限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220011 共通科目群 河田　英介 Academic WritingⅠ S1+S2 火3

04220082 人文学フロンティア 池澤　優 応用倫理演習Ⅱ S1+S2 火3

04220167 哲学 古荘　真敬 哲学演習Ⅶ S1+S2 火3

04220461 倫理 熊野　純彦 倫理学演習Ⅰ S1+S2 火3

04220571 宗教 池澤　優 宗教史学演習Ⅰ S1+S2 火3

04220642 美学 橋本　崇 美学芸術学特殊講義Ⅱ S1+S2 火3

04220711 イスラム 小倉　智史 イスラム史概説 S1+S2 火3

04221131 日本史
村　和明
崎島　達矢

古文書学特殊講義Ⅰ S1+S2 火3

04221353 西洋史 大西　克典 西洋史学特殊講義XIII S1+S2 火3

04221445 考古 福田　正宏 考古学特殊講義Ⅴ S1+S2 火3

04222365 国文 木下　華子 国文学演習Ⅴ S1+S2 火3

04222461 中文 大西　克也 中国語学中国文学演習Ⅰ S1+S2 火3

04222469 中文 王　俊文 中国語学中国文学演習Ⅸ S1+S2 火3

04222501 印文 梶原　三恵子 印度語学概論Ⅰ S1+S2 火3

04223012 英文 阿部　公彦 英文学史概説Ⅱ S1+S2 火3

04223162 独文 宮田　眞治 ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅱ
S1+S2

火3

04223241 仏文 塩塚　秀一郎 フランス語学フランス文学特殊講義Ⅰ S1+S2 火3

04223401 南欧 Lorenzo Amato イタリア語学概論Ⅰ S1+S2 火3

04224201 社心 大坪　庸介 社会心理学概論Ⅰ S1+S2 火3

04224344 社会
祐成　保志
税所　真也

社会学特殊講義Ⅳ S1+S2 火3

04225633 共通講義 青砥　清一 スペイン語中級Ⅰ S1+S2 火3

04225702 共通講義 柳原　孝敦 原典を読むⅡ S1+S2 火3

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

火曜３限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220364 印哲 下田　正弘 インド哲学仏教学演習Ⅳ S1+S2 火4

04220561 宗教 藤原　聖子 宗教学演習Ⅰ S1+S2 火4

04221161 日本史 野島（加藤）　陽子 日本史学演習Ⅰ S1+S2 火4

04221166 日本史 三枝　暁子 日本史学演習Ⅵ S1+S2 火4

04221261 東洋史 佐川　英治 東洋史学演習Ⅰ S1+S2 火4

04221351 西洋史 芦部　彰 西洋史学特殊講義Ⅺ S1+S2 火4

04221448 考古 海部　陽介 考古学特殊講義Ⅷ S1+S2 火4

04221543 美術史 髙岸　輝 美術史学特殊講義Ⅲ S1+S2 火4

04222141 言語 西村　義樹 言語学特殊講義Ⅰ S1+S2 火4

04222261 国語 小西　いずみ 国語学演習Ⅰ S1+S2 火4

04222341 国文
河野　龍也
安藤　宏

国文学特殊講義Ⅰ S1+S2 火4

04222467 中文 鈴木　将久 中国語学中国文学演習Ⅶ S1+S2 火4

04223044 英文 新井　潤美 英語学英米文学特殊講義Ⅳ S1+S2 火4

04223145 独文 Keppler-Tasaki Stefan ドイツ語学ドイツ文学特殊講義Ⅴ S1+S2 火4

04223362 スラヴ 楯岡　求美 スラヴ語学スラヴ文学演習Ⅱ S1+S2 火4

04223465 南欧 Lorenzo Amato イタリア語学イタリア文学演習 V S1+S2 火4

04224145 心理 鈴木　敦命 心理学特殊講義Ⅴ S1+S2 火4

04224346 社会
祐成　保志
税所　真也

社会学特殊講義Ⅵ S1+S2 火4

04225143 共通講義 渡辺　晋輔 文化資源学特殊講義Ⅵ S1+S2 火4

04225145 共通講義 髙岸　輝 文化資源学特殊講義Ⅷ S1+S2 火4

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

火曜４限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220081 人文学フロンティア 会田　薫子 応用倫理演習Ⅰ S1+S2 火5

04221153 日本史 朴澤　直秀 日本史学特殊講義ⅩⅢ S1+S2 火5

04221451 考古 西秋　良宏 考古学特殊講義Ⅺ S1+S2 火5

04222161 言語 西村　義樹 言語学演習Ⅰ S1+S2 火5

04222349 国文 佐藤　至子 国文学特殊講義Ⅸ S1+S2 火5

04222561 印文 梶原　三恵子 印度語学印度文学演習Ⅰ S1+S2 火5

04224102 心理 今水　寛 心理学概論Ⅱ S1+S2 火5

04224342 社会 本田　洋 社会学特殊講義Ⅱ S1+S2 火5

04225243 共通講義 本田　洋 韓国朝鮮文化特殊講義Ⅲ S1+S2 火5

04225313 共通講義 芳賀　京子 文化交流演習Ⅲ S1+S2 火5

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

火曜５限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220247 中思文 田中　有紀 中国思想文化学特殊講義Ⅶ S1+S2 水1

04224265 社心 全教員 社会心理学演習Ⅴ S1+S2 水1

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

水曜１限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220051 人文学フロンティア 早川　正祐 死生学演習Ⅰ S1+S2 水2

04220121 哲学 乘立　雄輝 西洋哲学史概説第2部Ⅰ S1+S2 水2

04220243 中思文 中島　隆博 中国思想文化学特殊講義Ⅲ S1+S2 水2

04220311 印哲 加藤　隆宏 インド哲学史概説Ⅰ S1+S2 水2

04220467 倫理 古田　徹也 倫理学演習Ⅶ S1+S2 水2

04220576 宗教 志田　雅宏 宗教史学演習Ⅵ S1+S2 水2

04221163 日本史 鈴木　淳 日本史学演習Ⅲ S1+S2 水2

04221168 日本史 稲田　奈津子 日本史学演習Ⅷ S1+S2 水2

04221356 西洋史 松井　康浩 西洋史学特殊講義XVI S1+S2 水2

04221551 美術史 板倉　聖哲 美術史学特殊講義Ⅺ S1+S2 水2

04222368 国文 佐藤　至子 国文学演習Ⅷ S1+S2 水2

04222463 中文 齋藤　希史 中国語学中国文学演習Ⅲ S1+S2 水2

04223068 英文 Stephen Clark 英語学英米文学演習Ⅷ S1+S2 水2

04223164 独文 Keppler-Tasaki Stefan ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅳ
S1+S2

水2

04224161 心理 今水　寛 心理学演習Ⅰ S1+S2 水2

04224202 社心 亀田　達也 社会心理学概論Ⅱ S1+S2 水2

04224363 社会 白波瀬　佐和子 社会学演習Ⅲ S1+S2 水2

04224376 社会 高谷　幸 社会学演習ⅩⅥ S1+S2 水2

04224378 社会 小林　真理 社会学演習ⅩⅧ S1+S2 水2

04224381 社会 金　成垣 社会学演習ⅩⅩⅠ S1+S2 水2

04225151 共通講義 ベルグマン・アンネ 文化資源学特殊講義ⅩⅣ S1+S2 水2

04225267 共通講義 金　成垣 韓国朝鮮文化演習Ⅶ S1+S2 水2

04225513 共通講義 遠藤　元 地誌 S1+S2 水2

04225625 共通講義 Vakhromeev Anatolii ロシア語中級Ⅰ S1+S2 水2

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

水曜２限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220361 印哲 加藤　隆宏 インド哲学仏教学演習Ⅰ S1+S2 水3

04220465 倫理 熊野　純彦 倫理学演習Ⅴ S1+S2 水3

04220502 宗教 西村　明 宗教学概論Ⅱ S1+S2 水3

04220627 美学 星野　太 原典講読Ⅶ S1+S2 水3

04220763 イスラム 菊地　達也 イスラム学演習Ⅲ S1+S2 水3

04221132 日本史 高橋　典幸 古文書学特殊講義Ⅱ S1+S2 水3

04221265 東洋史 島田　竜登 東洋史学演習Ⅴ S1+S2 水3

04221361 西洋史 菊地　重仁 西洋史学演習Ⅰ S1+S2 水3

04221371 西洋史 芦部　彰 西洋史学演習Ⅺ S1+S2 水3

04221465 考古 福田　正宏 考古学演習Ⅴ S1+S2 水3

04221547 美術史 三浦　篤 美術史学特殊講義Ⅶ S1+S2 水3

04222165 言語 長屋　尚典 言語学演習Ⅴ S1+S2 水3

04222245 国語 肥爪　周二 国語学特殊講義Ｖ S1+S2 水3

04222346 国文 木下　華子 国文学特殊講義Ⅵ S1+S2 水3

04222441 中文 大木　康 中国語学中国文学特殊講義Ⅰ S1+S2 水3

04222445 中文 田口　一郎 中国語学中国文学特殊講義Ⅴ S1+S2 水3

04223069 英文 新井　潤美 英語学英米文学演習Ⅸ S1+S2 水3

04223111 独文 大宮　勘一郎 ドイツ文学史概説Ⅰ S1+S2 水3

04223263 仏文 塩塚　秀一郎 フランス語学フランス文学演習Ⅲ S1+S2 水3

04223443 南欧 土肥　秀行 イタリア語学イタリア文学特殊講義 III S1+S2 水3

04225315 共通講義 鎌田 美千子 文化交流演習Ⅴ S1+S2 水3

04225501 共通講義 西川　賀樹 情報メディア論Ⅰ S1+S2 水3

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

水曜３限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220144 哲学 秋葉　剛史 哲学特殊講義Ⅳ S1+S2 水4

04220469 倫理 古田　徹也 倫理学演習Ⅸ S1+S2 水4

04220641 美学 福田　貴成 美学芸術学特殊講義Ⅰ S1+S2 水4

04221363 西洋史 橋場　弦 西洋史学演習Ⅲ S1+S2 水4

04221455 考古 林部　均 考古学特殊講義ⅩⅤ S1+S2 水4

04221549 美術史 桝屋　友子 美術史学特殊講義Ⅸ S1+S2 水4

04222345 国文 鉄野　昌弘 国文学特殊講義Ⅴ S1+S2 水4

04223042 英文 後藤　和彦 英語学英米文学特殊講義Ⅱ S1+S2 水4

04223046 英文 渡辺　明 英語学英米文学特殊講義Ⅵ S1+S2 水4

04223101 独文 山本　潤 ドイツ語学概論Ⅰ S1+S2 水4

04223242 仏文 王寺　賢太 フランス語学フランス文学特殊講義Ⅱ S1+S2 水4

04223411 南欧 浦　一章 イタリア文学史概説Ⅰ S1+S2 水4

04223841 現文 藤井　光 近代文学特殊講義Ⅰ S1+S2 水4

04223965 西古 日向　太郎 西洋古典学演習V S1+S2 水4

04224167 心理 浅野　倫子 心理学演習Ⅶ S1+S2 水4

04224262 社心 北村　英哉 社会心理学演習Ⅱ S1+S2 水4

04225629 共通講義 大崎　さやの イタリア語中級Ⅰ S1+S2 水4

04225642 共通講義 榮谷　温子 アラビア語Ⅰ S1+S2 水4

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

水曜４限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220163 哲学 納富　信留 哲学演習Ⅲ S1+S2 水5

04220442 倫理 石井　清純 倫理学特殊講義Ⅱ S1+S2 水5

04220565 宗教 西村　明 宗教学演習Ⅴ S1+S2 水5

04220625 美学 福中　冬子 原典講読Ⅴ S1+S2 水5

04221143 日本史 鈴木　淳 日本史学特殊講義Ⅲ S1+S2 水5

04221566 美術史 髙岸　輝 美術史学演習Ⅵ S2
水5
水6

04222321 国文
高木　和子
佐藤　至子

日本文学史 S1+S2 水5

04222541 印文
梶原　三恵子
髙橋　健二

印度語学印度文学特殊講義Ⅰ S1+S2 水5

04223066 英文 諏訪部　浩一 英語学英米文学演習Ⅵ S1+S2 水5

04223421 南欧 浦　一章 南欧語圏言語文化特殊講義 S1+S2 水5

04224141 心理 今水　寛 心理学特殊講義Ⅰ S1+S2 水5

04225001 人文学フロンティア
下田　正弘
大向　一輝
永崎　研宣

人文情報学概論Ⅰ S1+S2 水5

04225608 共通講義 侘美　真理 英語後期Ⅳ S1+S2 水5

04225654 共通講義
市田　泰弘
小林　信恵

日本手話Ⅰ S1+S2 水5

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

水曜５限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220041 人文学フロンティア 会田　薫子 死生学特殊講義Ⅰ S1+S2 水6

04221566 美術史 髙岸　輝 美術史学演習Ⅵ S2
水5
水6

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

水曜６限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04221247 東洋史 吉澤　誠一郎 東洋史学特殊講義Ⅶ S1+S2 木1

04225504 共通講義 須山　聡 地理学Ⅰ S1+S2 木1

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

木曜１限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220101 哲学
納富　信留
鈴木　泉

哲学概論Ⅰ S1+S2 木2

04220363 印哲 蓑輪　顕量 インド哲学仏教学演習Ⅲ S1+S2 木2

04220401 倫理 熊野　純彦 倫理学概論Ⅰ S1+S2 木2

04220761 イスラム 柳橋　博之 イスラム学演習Ⅰ S1+S2 木2

04221167 日本史 村　和明 日本史学演習Ⅶ S1+S2 木2

04221343 西洋史 橋場　弦 西洋史学特殊講義Ⅲ S1+S2 木2

04222121 言語 小林　正人 比較言語学Ⅰ S1+S2 木2

04223047 英文 中尾　千鶴 英語学英米文学特殊講義Ⅶ S1+S2 木2

04223058 英文 Richard Pinner 英語学英米文学特殊講義ⅩⅧ S1+S2 木2

04223261 仏文 Marianne Simon-Oikawa フランス語学フランス文学演習Ⅰ S1+S2 木2

04223463 南欧 土肥　秀行 イタリア語学イタリア文学演習Ⅲ S1+S2 木2

04224147 心理 浅野　倫子 心理学特殊講義Ⅶ S1+S2 木2

04224273 社心 村本　由紀子 社会心理学実習Ⅲ S1+S2 木2

04224361 社会 瀧川　裕貴 社会学演習Ⅰ S1+S2 木2

04224367 社会 出口　剛司 社会学演習Ⅶ S1+S2 木2

04224369 社会 祐成　保志 社会学演習Ⅸ S1+S2 木2

04224371 社会 井口　高志 社会学演習Ⅺ S1+S2 木2

04225403 共通講義 福永　真弓 文化環境学特殊講義Ⅲ S1+S2 木2

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

木曜２限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220044 人文学フロンティア 早川　正祐 死生学特殊講義Ⅳ S1+S2 木3

04220146 哲学 山田　有希子 哲学特殊講義Ⅵ S1+S2 木3

04220543 宗教 志田　雅宏 宗教学宗教史学特殊講義Ⅲ S1+S2 木3

04220623 美学
小田部　胤久
松原　薫

原典講読Ⅲ S1+S2 木3

04222111 言語 白井　聡子 音声学Ⅰ S1+S2 木3

04223201 仏文 杉山　利恵子 フランス語学概論Ⅰ S1+S2 木3

04223345 スラヴ
楯岡　求美
古宮　路子

スラヴ語学スラヴ文学特殊講義Ⅴ S1+S2 木3

04223445 南欧 Lorenzo Amato イタリア語学イタリア文学特殊講義 V S1+S2 木3

04224350 社会 三谷　武司 社会学特殊講義Ⅹ S1+S2 木3

04225623 共通講義 奈倉　有里 ロシア語初級Ⅰ S1+S2 木3

04225635 共通講義 黒澤　直俊 ポルトガル語Ⅰ S1+S2 木3

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

木曜３限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220045 人文学フロンティア 早川　正祐 死生学特殊講義Ⅴ S1+S2 木4

04221411 考古
堀内　秀樹
成瀬　晃司
山下　優介

野外考古学Ⅰ S1
木4
木5

04222150 言語
長屋　尚典
古賀　裕章

言語学特殊講義Ⅹ S1+S2 木4

04222471 中文 王　俊文 中国語学中国文学演習ⅩⅠ S1+S2 木4

04223051 英文 Stephen Clark 英語学英米文学特殊講義Ⅺ S1+S2 木4

04223054 英文 平山　真奈美 英語学英米文学特殊講義ⅩⅣ S1+S2 木4

04223246 仏文 鈴木　雅雄 フランス語学フランス文学特殊講義Ⅵ S1+S2 木4

04223341 スラヴ 貝澤　哉 スラヴ語学スラヴ文学特殊講義Ⅰ S1+S2 木4

04223941 西古
日向　太郎
松浦　高志

西洋古典学特殊講義Ⅰ S1+S2 木4

04224352 社会 今井　順 社会学特殊講義ⅩⅡ S1+S2 木4

04225509 共通講義 榊原　英輔 精神医学 S1+S2 木4

04225613 共通講義 桐山　大介 英語後期Ⅸ S1+S2 木4

04225615 共通講義 畠山　寛 ドイツ語前期Ⅰ S1+S2 木4

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

木曜４限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220545 宗教 平山　昇 宗教学宗教史学特殊講義Ⅴ S1+S2 木5

04221411 考古
堀内　秀樹
成瀬　晃司
山下　優介

野外考古学Ⅰ S1
木4
木5

04223348 スラヴ
楯岡　求美
古宮　路子

スラヴ語学スラヴ文学特殊講義Ⅷ S1+S2 木5

04224151 心理 田中　章浩 心理学特殊講義Ⅺ S1+S2 木5

04224348 社会 園田　茂人 社会学特殊講義Ⅷ S1+S2 木5

04225305 共通講義 児嶋　由枝 文化交流特殊講義Ⅴ S1+S2 木5

04225607 共通講義 David Taylor 英語後期Ⅲ：コミュニケーション S1+S2 木5

04225617 共通講義 畠山　寛 ドイツ語後期Ⅰ S1+S2 木5

04225648 共通講義 吉田　俊一郎 ラテン語初級Ⅰ S1+S2 木5

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

木曜５限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04225514 共通講義 塩谷　純 博物館資料論（美術工芸品） S1+S2 木6

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

木曜６限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220701 イスラム 柳橋　博之 イスラム学概論Ⅰ S1
火1
金1

04221563 美術史

秋山　聰
髙岸　輝
増記　隆介
板倉　聖哲
塚本　麿充

美術史学演習Ⅲ S1+S2 金1

04222442 中文 大木　康 中国語学中国文学特殊講義Ⅱ S1+S2 金1

04225639 共通講義 五十嵐　孔一 韓国朝鮮語初級I S1+S2 金1

04225646 共通講義 野津　寛 ギリシャ語Ⅰ S1+S2 金1

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

金曜１限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04225011 人文学フロンティア
大向　一輝
高橋　晃一
永崎　研宣

人文情報学特殊講義Ⅰ S1+S2 金2

04225021 人文学フロンティア 松田　陽 文化資源学入門Ⅰ S1+S2 金2

04220161 哲学 鈴木　泉 哲学演習Ⅰ S1+S2 金2

04220347 印哲 八尾　史 インド哲学仏教学特殊講義VII S1+S2 金2

04220661 美学 三浦　俊彦 美学芸術学演習Ⅰ S1+S2 金2

04220663 美学 小田部　胤久 美学芸術学演習Ⅲ S1+S2 金2

04221148 日本史 松方　冬子 日本史学特殊講義Ⅷ S1+S2 金2

04221152 日本史 小林　延人 日本史学特殊講義Ⅻ S1+S2 金2

04221244 東洋史 六反田　豊 東洋史学特殊講義Ⅳ S1+S2 金2

04221350 西洋史 小川　眞里子 西洋史学特殊講義Ⅹ S1+S2 金2

04221463 考古 根岸　洋 考古学演習Ⅲ S1+S2 金2

04221553 美術史 塚本　麿充 美術史学特殊講義ⅩⅢ S1+S2 金2

04222163 言語 小林　正人 言語学演習Ⅲ S1+S2 金2

04222353 国文 山口　俊雄 国文学特殊講義ⅩⅢ S1+S2 金2

04222452 中文 齋藤　希史 中国語学中国文学特殊講義ⅩⅡ S1+S2 金2

04223071 英文 中尾　千鶴 英語学英米文学演習Ⅺ S1+S2 金2

04223267 仏文 Marianne Simon-Oikawa フランス語学フランス文学演習Ⅶ S1+S2 金2

04223361 スラヴ 楯岡　求美 スラヴ語学スラヴ文学演習Ⅰ S1+S2 金2

04223447 南欧 Lorenzo Amato イタリア語学イタリア文学特殊講義 VII S1+S2 金2

04223862 現文 藤井　光 現代文芸論演習Ⅱ S1+S2 金2

04223961 西古 野津　寛 西洋古典学演習Ⅰ S1+S2 金2

04224351 社会 武田　俊輔 社会学特殊講義ⅩⅠ S1+S2 金2

04225153 共通講義 中尾　知彦 文化資源学特殊講義ⅩⅥ S1+S2 金2

04225241 共通講義 六反田　豊 韓国朝鮮文化特殊講義Ⅰ S1+S2 金2

04225506 共通講義 中村　健太郎 電算機応用Ⅰ S1+S2 金2

04225641 共通講義 五十嵐　孔一 韓国朝鮮語中級 S1+S2 金2

04225644 共通講義 渡部　良子 ペルシア語Ⅰ S1+S2 金2

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

金曜２限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220061 人文学フロンティア 池澤　優 応用倫理概論 S1+S2 金3

04220202 中思文 髙橋　智 中国思想文化学概論Ⅱ S1+S2 金3

04220362 印哲 高橋　晃一 インド哲学仏教学演習Ⅱ S1+S2 金3

04220421 倫理 頼住　光子 東洋倫理思想史概説Ⅰ S1+S2 金3

04220547 宗教 子島　進 宗教学宗教史学特殊講義Ⅶ S1+S2 金3

04221150 日本史 三谷　芳幸 日本史学特殊講義Ⅹ S1+S2 金3

04221267 東洋史 六反田　豊 東洋史学演習Ⅶ S1+S2 金3

04221341 西洋史 菊地　重仁 西洋史学特殊講義Ⅰ S1+S2 金3

04222243 国語 井島　正博 国語学特殊講義Ⅲ S1+S2 金3

04222363 国文 高木　和子 国文学演習Ⅲ S1+S2 金3

04222450 中文 大西　克也 中国語学中国文学特殊講義Ⅹ S1+S2 金3

04222565 印文 宮本　城 印度語学印度文学演習Ⅴ S1+S2 金3

04223031 英文 Stephen Clark 英語圏言語文化特殊講義 S1+S2 金3

04223055 英文 古屋　耕平 英語学英米文学特殊講義ⅩⅤ S1+S2 金3

04223265 仏文 王寺　賢太 フランス語学フランス文学演習Ⅴ S1+S2 金3

04223812 現文 藤井　光 現代文芸論概説Ⅱ S1+S2 金3

04224172 心理

今水　寛
村上　郁也
鈴木　敦命
浅野　倫子
中山　遼平

心理学実験演習Ⅱ S1
金3
金4

04224173 心理

今水　寛
村上　郁也
鈴木　敦命
浅野　倫子

心理学実験演習Ⅲ S2
金3
金4

04225147 共通講義 鶴田　啓 文化資源学特殊講義Ⅹ S1+S2 金3

04225245 共通講義 金　成垣 韓国朝鮮文化特殊講義Ⅴ S1+S2 金3

04225263 共通講義 六反田　豊 韓国朝鮮文化演習Ⅲ S1+S2 金3

04225303 共通講義 芳賀　京子 文化交流特殊講義Ⅲ S1+S2 金3

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

金曜３限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220261 中思文 横手　裕 中国思想文化学演習Ⅰ S1+S2 金4

04220345 印哲 崔　境眞 インド哲学仏教学特殊講義V S1+S2 金4

04220411 倫理 古田　徹也 西洋倫理思想史概説Ⅰ S1+S2 金4

04221269 東洋史 吉澤　誠一郎 東洋史学演習Ⅸ S1+S2 金4

04221365 西洋史 長井　伸仁 西洋史学演習Ⅴ S1+S2 金4

04221457 考古 車崎　正彦 考古学特殊講義ⅩⅦ S1+S2 金4

04221564 美術史
秋山　聰
芳賀　京子

美術史学演習Ⅳ S1+S2 金4

04222152 言語
西村　義樹
石塚　政行

言語学特殊講義Ⅻ S1+S2 金4

04222263 国語 井島　正博 国語学演習Ⅲ S1+S2 金4

04223021 英文 諏訪部　浩一 米文学史概説Ⅰ S1+S2 金4

04223167 独文 大宮　勘一郎 ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅶ
S1+S2

金4

04223363 スラヴ 楯岡　求美 スラヴ語学スラヴ文学演習Ⅲ S1+S2 金4

04223471 南欧 浦　一章 南欧語圏言語文化演習Ⅰ S1+S2 金4

04223843 現文
藤井　光
今井　亮一

近代文学特殊講義Ⅲ S1+S2 金4

04224172 心理

今水　寛
村上　郁也
鈴木　敦命
浅野　倫子
中山　遼平

心理学実験演習Ⅱ S1
金3
金4

04224173 心理

今水　寛
村上　郁也
鈴木　敦命
浅野　倫子

心理学実験演習Ⅲ S2
金3
金4

04225141 共通講義 野村　悠里 文化資源学特殊講義Ⅳ S1+S2 金4

04225311 共通講義 小島　毅 文化交流演習Ⅰ S1+S2 金4

04225652 共通講義 星　泉 チベット語Ⅰ S1+S2 金4

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

金曜４限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220013 共通科目群 David Taylor Academic WritingⅢ S1+S2 金5

04220049 人文学フロンティア 古荘　真敬 死生学特殊講義Ⅸ S1+S2 金5

04220142 哲学 古荘　真敬 哲学特殊講義Ⅱ S1+S2 金5

04220564 宗教 藤原　聖子 宗教学演習Ⅳ S1+S2 金5

04221346 西洋史 勝田　俊輔 西洋史学特殊講義Ⅵ S1+S2 金5

04223064 英文 阿部　公彦 英語学英米文学演習IV S1+S2 金5

04224353 社会 森山　至貴 社会学特殊講義ⅩⅢ S1+S2 金5

04225701 共通講義 大宮　勘一郎 原典を読むⅠ S1+S2 金5

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

※変更が生じた場合は別途掲示により周知いたします。

金曜５限
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時間割

コード
専修課程 教員 科目名

開講

期間
曜限

04220074 人文学フロンティア 村上　靖彦 応用倫理特殊講義Ⅳ S2 集中

04220546 宗教 杉木　恒彦 宗教学宗教史学特殊講義Ⅵ S2 集中

04220741 イスラム 池内　恵 イスラム学特殊講義Ⅰ S2 集中

04221246 東洋史 稲葉　穣 東洋史学特殊講義Ⅵ S2 集中

04221412 考古
熊木　俊朗
太田　圭

野外考古学Ⅱ S2 集中

04221421 考古
熊木　俊朗
太田　圭

博物館学実習B S2 集中

04221447 考古 熊木　俊朗 考古学特殊講義Ⅶ S2 集中

04222151 言語 小林　正人
ヴィユーナス　アウレリユス

言語学特殊講義Ⅺ S2 集中

04222311 国文
佐藤　至子
木下　華子
藤田　佑

日本書誌学概論 S2 集中

04224243 社心 山口　裕幸 社会心理学特殊講義Ⅲ S2 集中

04225131 共通講義
遠藤　秀紀
西秋　良宏

博物館空間表現実習 S1+S2 集中

04225249 共通講義 岸田　文隆 韓国朝鮮文化特殊講義Ⅸ S2 集中

04225516 共通講義
熊木　俊朗
太田　圭

博物館学実習A S2 集中

04225518 共通講義
髙岸　輝
増記　隆介

学外館園実習 通年 集中

※集中講義の教室は、開講日程等と共に別途掲示します。

※各科目の授業形態やその他詳細はUTASシラバス・ITC-LMS等をご確認ください。

集中講義
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