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新年度配付物 訂正（文学部 1年生 2022 年度） 

2022.10.11 更新 

【注意】※下記以外に訂正が加わる可能性があります。  

その場合、随時 Web にてお知らせしますので、必ず各自で最新の情報を確認するように 

心がけてください。 

※秋学期の体育研究所設置科目について、履修定員が変更になっている科目があります。 

  詳細は塾生サイト 履修案内・講義要綱・時間割に掲載されている「体育科目 配布物訂正一覧」 

で確認してください。 

● 文学部履修案内（日吉キャンパス第 1学年）                                          

＜変更対象＞ 

・p5  5 「遠隔（オンライン）授業」の単位数上限について 修正 

【変更前】ただし、2020 年度および 2021 年度にオンライン授業で修得した単位については、～ 

【変更後】ただし、2021 年度以前にオンライン授業で修得した単位については、～ 

 

・p95  7 証明書（成績証明書・学割証等）（3）証明書一覧 履修科目証明書 発行開始日 修正 

【変更前】春学期：5 月 16 日  秋学期：10月 25日 

【変更後】春学期：5 月 02 日   秋学期：10月 26日 

 

・p95  7 証明書（成績証明書・学割証等）（3）証明書一覧 学割証 備考 削除 

【変更前】定期健康診断を未受診の場合は発行できません。 

【変更後】削除 

 

● 2022 年度 文学部第１学年授業時間割【PDF】                                     

＜変更対象＞  

・P.3  【英語Ⅰ・Ⅱ 講座番号表】に修正があります。 

     ※今回変更部分は、P.3 にて、全て赤字となっています。 

      必ず確認するようにしてください。 

 

＜曜日・教室変更＞ 

・P.7   時間割 火曜日 2限 小菅 隼人 文学Ⅰ 曜日・教室 修正 

【変更前】春学期 火曜日 2限 DB202 

【変更後】春学期 金曜日 2限 来往舎シンポジウムスペース 

 

・P.7   時間割 火曜日 2限 小菅 隼人 文学Ⅱ 曜日・教室 修正 

【変更前】秋学期 火曜日 2限 DB202 

【変更後】秋学期 金曜日 2限 32 

 

・P.12  時間割 木曜日 5限 伏見 岳志 他 地域研究－アフリカ 曜日・教室 修正 

【変更前】秋学期 木曜日 5限 D201 

【変更後】秋学期 月曜日 5限 D412 
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＜曜日時限・科目担当者名＞ 

・P.5 削除→ P.10 移動 時間割 月曜日１限 木内 麻理子 音楽Ⅱ 曜日時限・科目担当者名 修正 

【変更前】秋学期 月曜日１限 木内 麻理子 

【変更後】秋学期 水曜日 3 限 石井 明 

 

＜曜日時限・科目担当者名・教室変更＞ 

・P.10 削除→ P.7、P.9 移動 

時間割 水曜日 3限・4限 木内 麻理子 音楽Ⅱ 曜日時限・科目担当者名・教室 修正 

【変更前】秋学期 水曜日 3 限 木内 麻理子 811 

【変更後】秋学期 火曜日 1 限 佐藤 康太 D310 

 

【変更前】秋学期 水曜日 4 限 木内 麻理子 811 

【変更後】秋学期 水曜日 1 限 佐藤 康太 D310 

 

＜科目担当者名・教室変更＞ 

・P.6    時間割 月曜日 5 限 飯野 由里子 ジェンダー論Ⅱ  

P.30   GIG センター設置科目一覧（日吉）月曜日 5限 飯野 由里子 ジェンダー論Ⅱ  

科目担当者名・教室 修正 

【変更前】秋学期 飯野 由里子 614 

【変更後】秋学期 飯田 麻結 D311 

 

＜科目名変更＞ 

・P.21,22   春時間割 土曜日 2限・3限 奥山 靜代 体育実技 A 科目名 修正 

【変更前】春学期 土曜日 2・3 限 A（ボディコンディショニング）（エアロビクス＆ヨガ） 

【変更後】春学期 土曜日 2・3 限 A（ボディコンディショニング）（ヨガ） 

 

＜教室変更＞ 

・P.6    時間割 月曜日 4 限 栗本 賀世子 文学Ⅱ D309 

教室 修正 

【変更前】秋学期 D309 

【変更後】秋学期 22 

 

・P.8    時間割 火曜日 5 限 梶村 眞弓 生命の科学 D404 

・P.30   GIG センター設置科目一覧（日吉）火曜 5 限 梶村 眞弓 生命の科学 D404 

教室 修正 

【変更前】秋学期 D404 

【変更後】秋学期 23 
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・P.17    2022 年度 少人数セミナー形式授業科目 時間割 

火曜日 3 限 秋学期 経 宮崎 直哉 自由研究セミナー DB107 

教室 修正 

【変更前】秋学期 DB107 

【変更後】秋学期 D301 

 

＜科目担当者名＞ 

・P.26     2022 年度 研究所等設置科目 時間割 月曜日 5限 木内 麻理子 身体知・音楽Ⅱ 811 

科目担当者名 修正 

【変更前】秋学期 木内 麻理子 

【変更後】秋学期 石井 明 

 

＜休講＞ 

・P.11   時間割 木曜日 1限 秋学期 北原 久嗣 言語学Ⅱ 休講 削除 

・P.13   時間割 金曜日 2限 秋学期 那須 まどり 地域文化論Ⅳ 休講 削除 

・P.29   GIC センター設置科目一覧（日吉） 木曜日 1限 秋学期 北原 久嗣 言語学Ⅱ 休講 削除 

 

以上 


