
2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 80997 倫理学特殊講義演習ⅠB 347-A 倫理学特殊講義ⅢC山内 志朗 藤野 寛 49832 343-B

倫理学特殊講義演習ⅠA石田 京子 48635 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 80652石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ 354

86043大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ 325-A

雪丸 真吾

史学 39194 40156日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 34044加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 40175 343-C

日本史特殊講義ⅠB吉武 憲司 岩淵 令治 40232 525-C

国文 81300 85267 52539芸能史Ⅰ 511 国文学研究Ⅰ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語教育学特殊講義Ⅲ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 52232 357-C

85252国文学研究Ⅴ 444小川 剛生 村田 年

中文 80227 中国文学研究Ⅸ 中文演習室種村 和史

英文 81242 81458近代英米文学特殊講義Ⅰ 434原田 範行英語学特殊講義ⅠC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅠF黒田 航 82071 325-B

30948 81147中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 353-B大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 58006 452

49244中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C小林 宜子

68993比較文学Ⅰ 463堀 啓子

独文 23476 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ田中 愼 81348 325-A

66493比較文学Ⅰ 463堀 啓子

仏文 83226中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 143-A片木 智年 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 40376 413

図情 40008 95537情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 51805谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17751倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 343-B

7限)

56462谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

84639松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅲ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71833哲学特殊講義Ⅸ 346 45909岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅠC 345-B 哲学特殊講義Ⅲ荒谷 大輔 岡田 光弘 28808 346

45110峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅠB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 07094 31428美学芸術学研究Ⅴ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅲ 108遠山 公一

史学 40180日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 40247十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅠC 143-C 史学特殊講義Ⅲ阿部 幸信 野々瀬 浩司 39486 143-C

46030 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 66675 355-A

80959 民族学考古学特殊講義Ⅳ 343-D 東洋史特殊講義演習ⅢC米田 穣 青山 治世 40228 345-B

日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 40209 143-B

国文 31815 51877日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 33655村田 年国文学研究ⅩⅨ 434井島 正博 国文学研究Ⅲ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅰ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 36798 斯道文庫研

51202 52213日本語学特殊講義Ⅱ 355-B木村 義之 日本語教育学特殊講義Ⅵ 351-A林 淳子

英文 59533 33990近代英米文学特殊講義演習ⅠB 341-A 81807髙橋 勇英語学特殊講義ⅠA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅠB井出 新 原田 範行 98081 英文研究室

81314 80724現代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 40620河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅰ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅠC 545大串 尚代

65592古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎

独文 64964 31997 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 451 31208ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 40615 142-B

82086 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA 345-B識名 章喜

仏文 66570 30967現代仏文学特殊講義Ⅰ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ築山 和也 82014 454

81811仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ 525-C喜田 浩平

図情 44568情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

40103情報検索特殊講義演習ⅠA 357-B谷口 祥一

65588情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 48601 81515倫理学原典研究Ⅰ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅢA 454山内 志朗

22761倫理学特殊講義演習ⅢB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

40797倫理学特殊講義演習ⅢA 研究室柘植 尚則

美学 82162音楽学特殊講義演習Ⅰ 323西川 尚生

30933美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

24453美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 40266 29269古文書学特殊講義Ⅰ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅢB 356井奥 成彦

40486東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

57215東洋史特殊講義演習ⅢD 353-B長谷部 史彦

40194日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 81659 36817国語学研究Ⅰ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅠ堀川 貴司 田坂 憲二 53133 334

中文 48381 37134中日比較文学研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

80098中国文学研究Ⅴ 斯道文庫研髙橋 智

英文 57492英語学特殊講義ⅠB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅠG鈴木 亮子 29015 343-D

33784文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 29656 347-C

独文 66197 81257 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅰ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 64730 347-C

仏文 27209 81678近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ 511宮林 寛 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 66436 347-C

図情 39983情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 37593 66130哲学特殊講義Ⅰ 511 36597田中 泉吏哲学原典研究Ⅲ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅴ 357-C柏端 達也

37699 41148倫理学特殊講義ⅢB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA 357-A石田 京子

美学 98010 30952美術史特殊講義Ⅴ 146-B 98608金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ 323川本 聡胤 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

52357藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅰ 343-D林 温

史学 38585 82158民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 64361佐藤 孝雄東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅰ 研究室 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 38987 466

西洋史特殊講義演習ⅢB坂野 正則 02235 325-A

東洋史特殊講義演習ⅢA長谷部 史彦 33837 345-B

日本史特殊講義ⅠA中島 圭一 40543 351-A

国文 62483 81128日本漢文学Ⅰ 110 31341合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ 研究室石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 81022 研究室

81630 国文学研究ⅩⅢ 352 日本語学特殊講義Ⅴ吉野 瑞恵 木村 義之 62464 355-A

中文 86722 81663中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅰ詹 満江 30929 中文演習室

英文 40452 64744 58030中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 英文研究室 80872松田 隆美英語学特殊講義ⅠE 535 英語学特殊講義ⅠD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ 523-B 米文学特殊講義Ⅰ石黒 太郎  孝之 30766 英文研究室

81902 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

独文 65076 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

31595 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗

仏文 66087 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

図情 41463池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅥ(6-7限 314

)

39892根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅵ(6-7限) 343-A

15098池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限) 314

金 哲倫 30531 61635哲学原典研究Ⅰ 453 38456柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅰ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅴ 525-C金子 善彦

38475哲学特殊講義Ⅶ 357-A 52840斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98301美学芸術学研究ⅠB 435 98589河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA 464樋笠 勝士

史学 34211 37479民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 464安藤 広道西洋史特殊講義Ⅲ 323坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB藤木 健二 40505 351-A

佐藤 孝雄 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 81261 341-B

山口 徹 山口 徹

国文 36802 80671国文学研究ⅩⅠ 353-D 51547恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅲ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅲ 355-B 国文学研究Ⅸ大場 美穂子 石川 巧 81792 355-A

51198日本語学特殊講義Ⅰ 355-B大場 美穂子 日本語教育学特殊講義Ⅴ田中 妙子 52209 355-B

英文 31762 29790現代英米文学特殊講義ⅠB 462 57727ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D.米文学特殊講義演習Ⅰ 467ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D. 英語学特殊講義ⅠH 454寺澤 盾

独文 33841 81037 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D粂川 麻里生

図情 40012情報検索特殊講義Ⅰ 341-A岸田 和明

土 美学 48764 48779 77019 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅰ 324 48195中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅰ 324 ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅱ 324中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 324谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 53554 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 41430 情報資源管理特殊講義ⅩⅡ(4-5限 343-A ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-A

)

41459 情報資源管理特殊講義ⅩⅣ(4-5限 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

)

14531 調査研究法Ⅰ(4-5限) 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

曜日

月

哲倫

美学

史学

国文

中文
英文

独文

仏文
図情

火

哲倫

美学
史学

国文

英文

独文

仏文

図情

水

哲倫

美学

史学

国文
中文

英文

独文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学

国文

中文
英文

独文

仏文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文

英文
独文
図情

土

美学

史学
図情

第 1時限　　　9 ： 00 ～ 10 ： 30 第 2 時限　　　10 ： 45 ～ 12 ： 15 第 3 時限　　　13 ： 00 ～ 14 ： 30
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室
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2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 80997 倫理学特殊講義演習ⅠB 347-A 倫理学特殊講義ⅢC山内 志朗 藤野 寛 49832 343-B

倫理学特殊講義演習ⅠA石田 京子 48635 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 80652石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ 354

86043大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ 325-A

雪丸 真吾

史学 39194 40156日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 34044加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 40175 343-C

日本史特殊講義ⅠB吉武 憲司 岩淵 令治 40232 525-C

国文 81300 85267 52539芸能史Ⅰ 511 国文学研究Ⅰ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語教育学特殊講義Ⅲ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 52232 357-C

85252国文学研究Ⅴ 444小川 剛生 村田 年

中文 80227 中国文学研究Ⅸ 中文演習室種村 和史

英文 81242 81458近代英米文学特殊講義Ⅰ 434原田 範行英語学特殊講義ⅠC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅠF黒田 航 82071 325-B

30948 81147中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 353-B大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 58006 452

49244中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C小林 宜子

68993比較文学Ⅰ 463堀 啓子

独文 23476 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ田中 愼 81348 325-A

66493比較文学Ⅰ 463堀 啓子

仏文 83226中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 143-A片木 智年 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 40376 413

図情 40008 95537情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 51805谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17751倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 343-B

7限)

56462谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

84639松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅲ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71833哲学特殊講義Ⅸ 346 45909岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅠC 345-B 哲学特殊講義Ⅲ荒谷 大輔 岡田 光弘 28808 346

45110峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅠB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 07094 31428美学芸術学研究Ⅴ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅲ 108遠山 公一

史学 40180日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 40247十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅠC 143-C 史学特殊講義Ⅲ阿部 幸信 野々瀬 浩司 39486 143-C

46030 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 66675 355-A

80959 民族学考古学特殊講義Ⅳ 343-D 東洋史特殊講義演習ⅢC米田 穣 青山 治世 40228 345-B

日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 40209 143-B

国文 31815 51877日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 33655村田 年国文学研究ⅩⅨ 434井島 正博 国文学研究Ⅲ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅰ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 36798 斯道文庫研

51202 52213日本語学特殊講義Ⅱ 355-B木村 義之 日本語教育学特殊講義Ⅵ 351-A林 淳子

英文 59533 33990近代英米文学特殊講義演習ⅠB 341-A 81807髙橋 勇英語学特殊講義ⅠA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅠB井出 新 原田 範行 98081 英文研究室

81314 80724現代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 40620河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅰ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅠC 545大串 尚代

65592古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎

独文 64964 31997 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 451 31208ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 40615 142-B

82086 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA 345-B識名 章喜

仏文 66570 30967現代仏文学特殊講義Ⅰ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ築山 和也 82014 454

81811仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ 525-C喜田 浩平

図情 44568情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

40103情報検索特殊講義演習ⅠA 357-B谷口 祥一

65588情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 48601 81515倫理学原典研究Ⅰ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅢA 454山内 志朗

22761倫理学特殊講義演習ⅢB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

40797倫理学特殊講義演習ⅢA 研究室柘植 尚則

美学 82162音楽学特殊講義演習Ⅰ 323西川 尚生

30933美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

24453美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 40266 29269古文書学特殊講義Ⅰ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅢB 356井奥 成彦

40486東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

57215東洋史特殊講義演習ⅢD 353-B長谷部 史彦

40194日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 81659 36817国語学研究Ⅰ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅠ堀川 貴司 田坂 憲二 53133 334

中文 48381 37134中日比較文学研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

80098中国文学研究Ⅴ 斯道文庫研髙橋 智

英文 57492英語学特殊講義ⅠB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅠG鈴木 亮子 29015 343-D

33784文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 29656 347-C

独文 66197 81257 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅰ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 64730 347-C

仏文 27209 81678近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ 511宮林 寛 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 66436 347-C

図情 39983情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 37593 66130哲学特殊講義Ⅰ 511 36597田中 泉吏哲学原典研究Ⅲ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅴ 357-C柏端 達也

37699 41148倫理学特殊講義ⅢB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA 357-A石田 京子

美学 98010 30952美術史特殊講義Ⅴ 146-B 98608金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ 323川本 聡胤 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

52357藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅰ 343-D林 温

史学 38585 82158民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 64361佐藤 孝雄東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅰ 研究室 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 38987 466

西洋史特殊講義演習ⅢB坂野 正則 02235 325-A

東洋史特殊講義演習ⅢA長谷部 史彦 33837 345-B

日本史特殊講義ⅠA中島 圭一 40543 351-A

国文 62483 81128日本漢文学Ⅰ 110 31341合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ 研究室石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 81022 研究室

81630 国文学研究ⅩⅢ 352 日本語学特殊講義Ⅴ吉野 瑞恵 木村 義之 62464 355-A

中文 86722 81663中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅰ詹 満江 30929 中文演習室

英文 40452 64744 58030中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 英文研究室 80872松田 隆美英語学特殊講義ⅠE 535 英語学特殊講義ⅠD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ 523-B 米文学特殊講義Ⅰ石黒 太郎  孝之 30766 英文研究室

81902 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

独文 65076 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

31595 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗

仏文 66087 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

図情 41463池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅥ(6-7限 314

)

39892根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅵ(6-7限) 343-A

15098池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限) 314

金 哲倫 30531 61635哲学原典研究Ⅰ 453 38456柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅰ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅴ 525-C金子 善彦

38475哲学特殊講義Ⅶ 357-A 52840斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98301美学芸術学研究ⅠB 435 98589河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA 464樋笠 勝士

史学 34211 37479民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 464安藤 広道西洋史特殊講義Ⅲ 323坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB藤木 健二 40505 351-A

佐藤 孝雄 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 81261 341-B

山口 徹 山口 徹

国文 36802 80671国文学研究ⅩⅠ 353-D 51547恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅲ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅲ 355-B 国文学研究Ⅸ大場 美穂子 石川 巧 81792 355-A

51198日本語学特殊講義Ⅰ 355-B大場 美穂子 日本語教育学特殊講義Ⅴ田中 妙子 52209 355-B

英文 31762 29790現代英米文学特殊講義ⅠB 462 57727ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D.米文学特殊講義演習Ⅰ 467ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D. 英語学特殊講義ⅠH 454寺澤 盾

独文 33841 81037 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D粂川 麻里生

図情 40012情報検索特殊講義Ⅰ 341-A岸田 和明

土 美学 48764 48779 77019 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅰ 324 48195中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅰ 324 ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅱ 324中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 324谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 53554 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 41430 情報資源管理特殊講義ⅩⅡ(4-5限 343-A ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-A

)

41459 情報資源管理特殊講義ⅩⅣ(4-5限 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

)

14531 調査研究法Ⅰ(4-5限) 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

1



2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 80997 倫理学特殊講義演習ⅠB 347-A 倫理学特殊講義ⅢC山内 志朗 藤野 寛 49832 343-B

倫理学特殊講義演習ⅠA石田 京子 48635 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 80652石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ 354

86043大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ 325-A

雪丸 真吾

史学 39194 40156日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 34044加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 40175 343-C

日本史特殊講義ⅠB吉武 憲司 岩淵 令治 40232 525-C

国文 81300 85267 52539芸能史Ⅰ 511 国文学研究Ⅰ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語教育学特殊講義Ⅲ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 52232 357-C

85252国文学研究Ⅴ 444小川 剛生 村田 年

中文 80227 中国文学研究Ⅸ 中文演習室種村 和史

英文 81242 81458近代英米文学特殊講義Ⅰ 434原田 範行英語学特殊講義ⅠC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅠF黒田 航 82071 325-B

30948 81147中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 353-B大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 58006 452

49244中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C小林 宜子

68993比較文学Ⅰ 463堀 啓子

独文 23476 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ田中 愼 81348 325-A

66493比較文学Ⅰ 463堀 啓子

仏文 83226中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 143-A片木 智年 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 40376 413

図情 40008 95537情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 51805谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17751倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 343-B

7限)

56462谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

84639松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅲ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71833哲学特殊講義Ⅸ 346 45909岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅠC 345-B 哲学特殊講義Ⅲ荒谷 大輔 岡田 光弘 28808 346

45110峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅠB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 07094 31428美学芸術学研究Ⅴ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅲ 108遠山 公一

史学 40180日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 40247十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅠC 143-C 史学特殊講義Ⅲ阿部 幸信 野々瀬 浩司 39486 143-C

46030 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 66675 355-A

80959 民族学考古学特殊講義Ⅳ 343-D 東洋史特殊講義演習ⅢC米田 穣 青山 治世 40228 345-B

日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 40209 143-B

国文 31815 51877日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 33655村田 年国文学研究ⅩⅨ 434井島 正博 国文学研究Ⅲ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅰ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 36798 斯道文庫研

51202 52213日本語学特殊講義Ⅱ 355-B木村 義之 日本語教育学特殊講義Ⅵ 351-A林 淳子

英文 59533 33990近代英米文学特殊講義演習ⅠB 341-A 81807髙橋 勇英語学特殊講義ⅠA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅠB井出 新 原田 範行 98081 英文研究室

81314 80724現代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 40620河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅰ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅠC 545大串 尚代

65592古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎

独文 64964 31997 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 451 31208ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 40615 142-B

82086 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA 345-B識名 章喜

仏文 66570 30967現代仏文学特殊講義Ⅰ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ築山 和也 82014 454

81811仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ 525-C喜田 浩平

図情 44568情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

40103情報検索特殊講義演習ⅠA 357-B谷口 祥一

65588情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 48601 81515倫理学原典研究Ⅰ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅢA 454山内 志朗

22761倫理学特殊講義演習ⅢB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

40797倫理学特殊講義演習ⅢA 研究室柘植 尚則

美学 82162音楽学特殊講義演習Ⅰ 323西川 尚生

30933美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

24453美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 40266 29269古文書学特殊講義Ⅰ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅢB 356井奥 成彦

40486東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

57215東洋史特殊講義演習ⅢD 353-B長谷部 史彦

40194日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 81659 36817国語学研究Ⅰ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅠ堀川 貴司 田坂 憲二 53133 334

中文 48381 37134中日比較文学研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

80098中国文学研究Ⅴ 斯道文庫研髙橋 智

英文 57492英語学特殊講義ⅠB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅠG鈴木 亮子 29015 343-D

33784文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 29656 347-C

独文 66197 81257 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅰ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 64730 347-C

仏文 27209 81678近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ 511宮林 寛 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 66436 347-C

図情 39983情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 37593 66130哲学特殊講義Ⅰ 511 36597田中 泉吏哲学原典研究Ⅲ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅴ 357-C柏端 達也

37699 41148倫理学特殊講義ⅢB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA 357-A石田 京子

美学 98010 30952美術史特殊講義Ⅴ 146-B 98608金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ 323川本 聡胤 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

52357藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅰ 343-D林 温

史学 38585 82158民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 64361佐藤 孝雄東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅰ 研究室 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 38987 466

西洋史特殊講義演習ⅢB坂野 正則 02235 325-A

東洋史特殊講義演習ⅢA長谷部 史彦 33837 345-B

日本史特殊講義ⅠA中島 圭一 40543 351-A

国文 62483 81128日本漢文学Ⅰ 110 31341合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ 研究室石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 81022 研究室

81630 国文学研究ⅩⅢ 352 日本語学特殊講義Ⅴ吉野 瑞恵 木村 義之 62464 355-A

中文 86722 81663中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅰ詹 満江 30929 中文演習室

英文 40452 64744 58030中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 英文研究室 80872松田 隆美英語学特殊講義ⅠE 535 英語学特殊講義ⅠD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ 523-B 米文学特殊講義Ⅰ石黒 太郎  孝之 30766 英文研究室

81902 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

独文 65076 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

31595 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗

仏文 66087 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

図情 41463池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅥ(6-7限 314

)

39892根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅵ(6-7限) 343-A

15098池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限) 314

金 哲倫 30531 61635哲学原典研究Ⅰ 453 38456柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅰ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅴ 525-C金子 善彦

38475哲学特殊講義Ⅶ 357-A 52840斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98301美学芸術学研究ⅠB 435 98589河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA 464樋笠 勝士

史学 34211 37479民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 464安藤 広道西洋史特殊講義Ⅲ 323坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB藤木 健二 40505 351-A

佐藤 孝雄 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 81261 341-B

山口 徹 山口 徹

国文 36802 80671国文学研究ⅩⅠ 353-D 51547恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅲ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅲ 355-B 国文学研究Ⅸ大場 美穂子 石川 巧 81792 355-A

51198日本語学特殊講義Ⅰ 355-B大場 美穂子 日本語教育学特殊講義Ⅴ田中 妙子 52209 355-B

英文 31762 29790現代英米文学特殊講義ⅠB 462 57727ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D.米文学特殊講義演習Ⅰ 467ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D. 英語学特殊講義ⅠH 454寺澤 盾

独文 33841 81037 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D粂川 麻里生

図情 40012情報検索特殊講義Ⅰ 341-A岸田 和明

土 美学 48764 48779 77019 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅰ 324 48195中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅰ 324 ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅱ 324中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 324谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 53554 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 41430 情報資源管理特殊講義ⅩⅡ(4-5限 343-A ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-A

)

41459 情報資源管理特殊講義ⅩⅣ(4-5限 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

)

14531 調査研究法Ⅰ(4-5限) 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 80997 倫理学特殊講義演習ⅠB 347-A 倫理学特殊講義ⅢC山内 志朗 藤野 寛 49832 343-B

倫理学特殊講義演習ⅠA石田 京子 48635 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 80652石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ 354

86043大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ 325-A

雪丸 真吾

史学 39194 40156日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 34044加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 40175 343-C

日本史特殊講義ⅠB吉武 憲司 岩淵 令治 40232 525-C

国文 81300 85267 52539芸能史Ⅰ 511 国文学研究Ⅰ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語教育学特殊講義Ⅲ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 52232 357-C

85252国文学研究Ⅴ 444小川 剛生 村田 年

中文 80227 中国文学研究Ⅸ 中文演習室種村 和史

英文 81242 81458近代英米文学特殊講義Ⅰ 434原田 範行英語学特殊講義ⅠC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅠF黒田 航 82071 325-B

30948 81147中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 353-B大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 58006 452

49244中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C小林 宜子

68993比較文学Ⅰ 463堀 啓子

独文 23476 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ田中 愼 81348 325-A

66493比較文学Ⅰ 463堀 啓子

仏文 83226中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 143-A片木 智年 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 40376 413

図情 40008 95537情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 51805谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17751倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 343-B

7限)

56462谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

84639松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅲ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71833哲学特殊講義Ⅸ 346 45909岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅠC 345-B 哲学特殊講義Ⅲ荒谷 大輔 岡田 光弘 28808 346

45110峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅠB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 07094 31428美学芸術学研究Ⅴ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅲ 108遠山 公一

史学 40180日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 40247十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅠC 143-C 史学特殊講義Ⅲ阿部 幸信 野々瀬 浩司 39486 143-C

46030 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 66675 355-A

80959 民族学考古学特殊講義Ⅳ 343-D 東洋史特殊講義演習ⅢC米田 穣 青山 治世 40228 345-B

日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 40209 143-B

国文 31815 51877日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 33655村田 年国文学研究ⅩⅨ 434井島 正博 国文学研究Ⅲ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅰ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 36798 斯道文庫研

51202 52213日本語学特殊講義Ⅱ 355-B木村 義之 日本語教育学特殊講義Ⅵ 351-A林 淳子

英文 59533 33990近代英米文学特殊講義演習ⅠB 341-A 81807髙橋 勇英語学特殊講義ⅠA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅠB井出 新 原田 範行 98081 英文研究室

81314 80724現代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 40620河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅰ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅠC 545大串 尚代

65592古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎

独文 64964 31997 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 451 31208ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 40615 142-B

82086 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA 345-B識名 章喜

仏文 66570 30967現代仏文学特殊講義Ⅰ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ築山 和也 82014 454

81811仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ 525-C喜田 浩平

図情 44568情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

40103情報検索特殊講義演習ⅠA 357-B谷口 祥一

65588情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 48601 81515倫理学原典研究Ⅰ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅢA 454山内 志朗

22761倫理学特殊講義演習ⅢB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

40797倫理学特殊講義演習ⅢA 研究室柘植 尚則

美学 82162音楽学特殊講義演習Ⅰ 323西川 尚生

30933美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

24453美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 40266 29269古文書学特殊講義Ⅰ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅢB 356井奥 成彦

40486東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

57215東洋史特殊講義演習ⅢD 353-B長谷部 史彦

40194日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 81659 36817国語学研究Ⅰ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅠ堀川 貴司 田坂 憲二 53133 334

中文 48381 37134中日比較文学研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

80098中国文学研究Ⅴ 斯道文庫研髙橋 智

英文 57492英語学特殊講義ⅠB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅠG鈴木 亮子 29015 343-D

33784文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 29656 347-C

独文 66197 81257 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅰ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 64730 347-C

仏文 27209 81678近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ 511宮林 寛 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 66436 347-C

図情 39983情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 37593 66130哲学特殊講義Ⅰ 511 36597田中 泉吏哲学原典研究Ⅲ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅴ 357-C柏端 達也

37699 41148倫理学特殊講義ⅢB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA 357-A石田 京子

美学 98010 30952美術史特殊講義Ⅴ 146-B 98608金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ 323川本 聡胤 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

52357藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅰ 343-D林 温

史学 38585 82158民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 64361佐藤 孝雄東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅰ 研究室 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 38987 466

西洋史特殊講義演習ⅢB坂野 正則 02235 325-A

東洋史特殊講義演習ⅢA長谷部 史彦 33837 345-B

日本史特殊講義ⅠA中島 圭一 40543 351-A

国文 62483 81128日本漢文学Ⅰ 110 31341合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ 研究室石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 81022 研究室

81630 国文学研究ⅩⅢ 352 日本語学特殊講義Ⅴ吉野 瑞恵 木村 義之 62464 355-A

中文 86722 81663中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅰ詹 満江 30929 中文演習室

英文 40452 64744 58030中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 英文研究室 80872松田 隆美英語学特殊講義ⅠE 535 英語学特殊講義ⅠD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ 523-B 米文学特殊講義Ⅰ石黒 太郎  孝之 30766 英文研究室

81902 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

独文 65076 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

31595 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗

仏文 66087 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

図情 41463池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅥ(6-7限 314

)

39892根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅵ(6-7限) 343-A

15098池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限) 314

金 哲倫 30531 61635哲学原典研究Ⅰ 453 38456柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅰ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅴ 525-C金子 善彦

38475哲学特殊講義Ⅶ 357-A 52840斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98301美学芸術学研究ⅠB 435 98589河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA 464樋笠 勝士

史学 34211 37479民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 464安藤 広道西洋史特殊講義Ⅲ 323坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB藤木 健二 40505 351-A

佐藤 孝雄 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 81261 341-B

山口 徹 山口 徹

国文 36802 80671国文学研究ⅩⅠ 353-D 51547恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅲ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅲ 355-B 国文学研究Ⅸ大場 美穂子 石川 巧 81792 355-A

51198日本語学特殊講義Ⅰ 355-B大場 美穂子 日本語教育学特殊講義Ⅴ田中 妙子 52209 355-B

英文 31762 29790現代英米文学特殊講義ⅠB 462 57727ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D.米文学特殊講義演習Ⅰ 467ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D. 英語学特殊講義ⅠH 454寺澤 盾

独文 33841 81037 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D粂川 麻里生

図情 40012情報検索特殊講義Ⅰ 341-A岸田 和明

土 美学 48764 48779 77019 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅰ 324 48195中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅰ 324 ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅱ 324中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 324谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 53554 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 41430 情報資源管理特殊講義ⅩⅡ(4-5限 343-A ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-A

)

41459 情報資源管理特殊講義ⅩⅣ(4-5限 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

)

14531 調査研究法Ⅰ(4-5限) 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

曜日

月

哲倫

美学

史学

国文

中文
英文

独文

仏文
図情

火

哲倫

美学
史学

国文

英文

独文

仏文

図情

水

哲倫

美学

史学

国文
中文

英文

独文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学

国文

中文
英文

独文

仏文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文

英文
独文
図情

土

美学

史学
図情

第 4時限　　　14 ： 45 ～ 16 ： 15 第 5 時限　　　16 ： 30 ～ 18 ： 00 第 6 時限　　　18 ： 10 ～ 19 ： 40
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

［隔週］情報資源管理特殊講義ⅩⅡ

（4-5限）

［隔週］情報資源管理特殊講義ⅩⅣ

（4-5限）

［隔週］調査研究法Ⅰ（4-5限 )

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

ⅠA（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

ⅠE（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

ⅠD（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

Ⅲ（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義ⅩⅥ

（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅵ（6-7限）

［隔週］調査研究法Ⅱ（6-7限）

※以下の科目は P.9 別紙参照

　・美学美術史学専攻　修士課程　アート・マネジメント分野の第 7時限

　・特定期間集中講義科目（図書館・情報学専攻　修士課程　情報資源管理分野）

　・アート・センター設置科目

2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 80997 倫理学特殊講義演習ⅠB 347-A 倫理学特殊講義ⅢC山内 志朗 藤野 寛 49832 343-B

倫理学特殊講義演習ⅠA石田 京子 48635 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 80652石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ 354

86043大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ 325-A

雪丸 真吾

史学 39194 40156日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 34044加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 40175 343-C

日本史特殊講義ⅠB吉武 憲司 岩淵 令治 40232 525-C

国文 81300 85267 52539芸能史Ⅰ 511 国文学研究Ⅰ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語教育学特殊講義Ⅲ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 52232 357-C

85252国文学研究Ⅴ 444小川 剛生 村田 年

中文 80227 中国文学研究Ⅸ 中文演習室種村 和史

英文 81242 81458近代英米文学特殊講義Ⅰ 434原田 範行英語学特殊講義ⅠC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅠF黒田 航 82071 325-B

30948 81147中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 353-B大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 58006 452

49244中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C小林 宜子

68993比較文学Ⅰ 463堀 啓子

独文 23476 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ田中 愼 81348 325-A

66493比較文学Ⅰ 463堀 啓子

仏文 83226中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 143-A片木 智年 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 40376 413

図情 40008 95537情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 51805谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17751倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 343-B

7限)

56462谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

84639松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅲ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71833哲学特殊講義Ⅸ 346 45909岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅠC 345-B 哲学特殊講義Ⅲ荒谷 大輔 岡田 光弘 28808 346

45110峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅠB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 07094 31428美学芸術学研究Ⅴ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅲ 108遠山 公一

史学 40180日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 40247十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅠC 143-C 史学特殊講義Ⅲ阿部 幸信 野々瀬 浩司 39486 143-C

46030 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 66675 355-A

80959 民族学考古学特殊講義Ⅳ 343-D 東洋史特殊講義演習ⅢC米田 穣 青山 治世 40228 345-B

日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 40209 143-B

国文 31815 51877日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 33655村田 年国文学研究ⅩⅨ 434井島 正博 国文学研究Ⅲ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅰ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 36798 斯道文庫研

51202 52213日本語学特殊講義Ⅱ 355-B木村 義之 日本語教育学特殊講義Ⅵ 351-A林 淳子

英文 59533 33990近代英米文学特殊講義演習ⅠB 341-A 81807髙橋 勇英語学特殊講義ⅠA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅠB井出 新 原田 範行 98081 英文研究室

81314 80724現代英米文学特殊講義演習ⅠA 英文研究室 40620河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅰ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅠC 545大串 尚代

65592古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎

独文 64964 31997 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 451 31208ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 40615 142-B

82086 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA 345-B識名 章喜

仏文 66570 30967現代仏文学特殊講義Ⅰ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅠA 351-A中谷 彩一郎 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ築山 和也 82014 454

81811仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ 525-C喜田 浩平

図情 44568情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

40103情報検索特殊講義演習ⅠA 357-B谷口 祥一

65588情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 48601 81515倫理学原典研究Ⅰ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅢA 454山内 志朗

22761倫理学特殊講義演習ⅢB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

40797倫理学特殊講義演習ⅢA 研究室柘植 尚則

美学 82162音楽学特殊講義演習Ⅰ 323西川 尚生

30933美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

24453美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 40266 29269古文書学特殊講義Ⅰ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅢB 356井奥 成彦

40486東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

57215東洋史特殊講義演習ⅢD 353-B長谷部 史彦

40194日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 81659 36817国語学研究Ⅰ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅠ堀川 貴司 田坂 憲二 53133 334

中文 48381 37134中日比較文学研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

80098中国文学研究Ⅴ 斯道文庫研髙橋 智

英文 57492英語学特殊講義ⅠB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅠG鈴木 亮子 29015 343-D

33784文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 29656 347-C

独文 66197 81257 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅰ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 64730 347-C

仏文 27209 81678近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ 511宮林 寛 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 66436 347-C

図情 39983情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 37593 66130哲学特殊講義Ⅰ 511 36597田中 泉吏哲学原典研究Ⅲ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅴ 357-C柏端 達也

37699 41148倫理学特殊講義ⅢB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA 357-A石田 京子

美学 98010 30952美術史特殊講義Ⅴ 146-B 98608金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ 323川本 聡胤 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

52357藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅰ 343-D林 温

史学 38585 82158民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 64361佐藤 孝雄東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅰ 研究室 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 38987 466

西洋史特殊講義演習ⅢB坂野 正則 02235 325-A

東洋史特殊講義演習ⅢA長谷部 史彦 33837 345-B

日本史特殊講義ⅠA中島 圭一 40543 351-A

国文 62483 81128日本漢文学Ⅰ 110 31341合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ 研究室石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 81022 研究室

81630 国文学研究ⅩⅢ 352 日本語学特殊講義Ⅴ吉野 瑞恵 木村 義之 62464 355-A

中文 86722 81663中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅰ詹 満江 30929 中文演習室

英文 40452 64744 58030中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 英文研究室 80872松田 隆美英語学特殊講義ⅠE 535 英語学特殊講義ⅠD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ 523-B 米文学特殊講義Ⅰ石黒 太郎  孝之 30766 英文研究室

81902 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

独文 65076 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

31595 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗

仏文 66087 言語学特殊講義Ⅰ 434辻 幸夫

図情 41463池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅥ(6-7限 314

)

39892根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅵ(6-7限) 343-A

15098池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限) 314

金 哲倫 30531 61635哲学原典研究Ⅰ 453 38456柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅰ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅴ 525-C金子 善彦

38475哲学特殊講義Ⅶ 357-A 52840斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98301美学芸術学研究ⅠB 435 98589河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA 464樋笠 勝士

史学 34211 37479民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 464安藤 広道西洋史特殊講義Ⅲ 323坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB藤木 健二 40505 351-A

佐藤 孝雄 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 81261 341-B

山口 徹 山口 徹

国文 36802 80671国文学研究ⅩⅠ 353-D 51547恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅲ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅲ 355-B 国文学研究Ⅸ大場 美穂子 石川 巧 81792 355-A

51198日本語学特殊講義Ⅰ 355-B大場 美穂子 日本語教育学特殊講義Ⅴ田中 妙子 52209 355-B

英文 31762 29790現代英米文学特殊講義ⅠB 462 57727ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D.米文学特殊講義演習Ⅰ 467ﾋﾟｯﾂ, ｼﾞｮﾅｻﾝ D. 英語学特殊講義ⅠH 454寺澤 盾

独文 33841 81037 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D粂川 麻里生

図情 40012情報検索特殊講義Ⅰ 341-A岸田 和明

土 美学 48764 48779 77019 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅰ 324 48195中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅰ 324 ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅱ 324中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 324谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 53554 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 41430 情報資源管理特殊講義ⅩⅡ(4-5限 343-A ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-A

)

41459 情報資源管理特殊講義ⅩⅣ(4-5限 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A

)

14531 調査研究法Ⅰ(4-5限) 343-A ----→岸田 和明 ----------→ --→ 343-A
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2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 43098 倫理学特殊講義演習ⅡB 347-A ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)山内 志朗 小池 和子 14364 452

倫理学特殊講義ⅣC藤野 寛 44974 343-B

倫理学特殊講義演習ⅡA石田 京子 48640 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 98316美学芸術学研究ⅡA 523-A田中 正之

史学 39634 81113日本史特殊講義演習ⅣA 347-A 39620加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅣA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅱ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅡA長谷川 敬 岩間 一弘 40251 343-C

日本史特殊講義ⅡB吉武 憲司 岩淵 令治 29254 525-C

国文 81219 80743 50259芸能史Ⅱ 511 国文学研究Ⅱ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語学特殊講義Ⅳ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 51183 357-C

80762国文学研究Ⅵ 444小川 剛生

中文 43136 中国文学研究Ⅹ 中文演習室種村 和史

英文 40649 40070近代英米文学特殊講義Ⅱ 434原田 範行英語学特殊講義ⅡC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅡF黒田 航 40672 325-B

40471 39338中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 353-B大石 和欣

85855中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C小林 宜子

独文 25005 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ田中 愼 40046 325-A

仏文 39964 34321中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 143-A片木 智年仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ 525-A岑村 傑 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 39950 413

図情 36472 95541情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 51810谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17766倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 343-B

7限)

56477谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

84787松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅳ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71389哲学特殊講義Ⅹ 346 44462岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅡC 345-B 哲学特殊講義Ⅳ荒谷 大輔 岡田 光弘 43045 346

44443峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅡB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 12453 33880美学芸術学研究Ⅵ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅳ 108遠山 公一

史学 82124日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 81534十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅡC 143-C 史学特殊講義Ⅳ阿部 幸信 野々瀬 浩司 36927 143-C

46044 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 18705 355-A

東洋史特殊講義演習ⅣC青山 治世 40213 345-B

日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 81936 143-B

国文 82110 52524日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B 81109村田 年国文学研究ⅩⅩ 434井島 正博 国文学研究Ⅳ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅱ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 34609 斯道文庫研

62450日本語学特殊講義Ⅵ 355-B木村 義之

英文 76008 40084近代英米文学特殊講義演習ⅡB 341-A 40099髙橋 勇英語学特殊講義ⅡA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅡB井出 新 原田 範行 98115 英文研究室

40687 40634現代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 40653河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅱ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅡC 545 比較文学Ⅱ大串 尚代 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66178 131-A

40730古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

独文 66474 81003 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 80853ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 42823 142-B

81917 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA 345-B識名 章喜 比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66182 131-A

仏文 66489 28349現代仏文学特殊講義Ⅱ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

39979仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ 525-C喜田 浩平

図情 44587情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

80978情報検索特殊講義演習ⅡA 357-B谷口 祥一

65573情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 48616 81333倫理学原典研究Ⅱ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅣA 454山内 志朗

23988倫理学特殊講義演習ⅣB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

39558倫理学特殊講義演習ⅣA 研究室柘植 尚則

美学 32094音楽学特殊講義演習Ⅱ 323西川 尚生

36654美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

24468美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 81864 39911古文書学特殊講義Ⅱ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅣB 356井奥 成彦

39691東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

57220東洋史特殊講義演習ⅣD 353-B長谷部 史彦

40539日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 81850 35677国語学研究Ⅱ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅡ堀川 貴司 田坂 憲二 53148 334

中文 80739 31265中日比較文学研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

43121中国文学研究Ⅵ 斯道文庫研髙橋 智

英文 59002英語学特殊講義ⅡB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅡG鈴木 亮子 30527 343-D

81443文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 40744 347-C

独文 66068 39524 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅱ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66455 347-C

仏文 34245 34226近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ 511宮林 寛 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66460 347-C

図情 72366情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 33550 81883哲学特殊講義Ⅱ 511 81520田中 泉吏哲学原典研究Ⅳ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅵ 357-C柏端 達也

33507 41152倫理学特殊講義ⅣB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA 357-A石田 京子

美学 04353 32549美術史特殊講義Ⅵ 146-B 98278金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ 323川本 聡胤 31743美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子 文化資源研究演習Ⅰ 324

53444藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅱ 343-D林 温 片山 正夫

徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 40285 64376東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅱ 研究室 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 39649 466

西洋史特殊講義演習ⅣB坂野 正則 02240 325-A

東洋史特殊講義演習ⅣA長谷部 史彦 38494 345-B

日本史特殊講義ⅡA中島 圭一 85214 357-B

国文 62479 81238日本漢文学Ⅱ 110 81371合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 研究室石川 透 演劇史Ⅰ 研究室 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 80777 研究室

81166 国文学研究ⅩⅣ 352 日本語教育学特殊講義Ⅳ吉野 瑞恵 木村 義之 52304 355-A

中文 80189 81477中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅱ詹 満江 71943 中文演習室

英文 80758 40668 57708中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 英文研究室 40691松田 隆美英語学特殊講義ⅡE 535 英語学特殊講義ⅡD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ 523-B 米文学特殊講義Ⅱ石黒 太郎  孝之 40706 英文研究室

81716 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

独文 66106 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

40027 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗

仏文 66125 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

81367 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ 414井上 櫻子

図情 72390 40596情報学特殊講義Ⅰ 353-A根本 彰 谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅹ(6-7限) 343-A

40122松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅱ(6-7限) 343-A

金 哲倫 82033 61640哲学原典研究Ⅱ 453 81295柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅱ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅵ 525-C金子 善彦

80212哲学特殊講義Ⅷ 357-A 81788斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98005美学芸術学研究ⅡB 435 98335河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA 464樋笠 勝士

史学 30656 38480民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 464 39653安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 西洋史特殊講義Ⅳ 144-B 東洋史特殊講義ⅣB河原 温 藤木 健二 81697 351-A

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 36779 81151国文学研究ⅩⅡ 353-D恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 国文学研究Ⅹ石川 巧 81132 355-A

英文 40725 40467現代英米文学特殊講義ⅡB 107 57731宇沢 美子米文学特殊講義演習Ⅱ 464宇沢 美子 英語学特殊講義ⅡH 454寺澤 盾

58025中世英語英文学特殊講義ⅡB 343-D篠崎 実

独文 40763 43189 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D粂川 麻里生

図情 81405情報検索特殊講義Ⅱ 341-A岸田 和明

土 美学 48654 48669 45234 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ 324 48491片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅱ 324西村 啓太 西村 啓太 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅰ片山 泰輔 大髙 幸 75896 324

中尾 知彦堀田 治 堀田 治 中尾 知彦 中尾 知彦

史学 53569 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 39471 情報資源管理特殊講義Ⅳ(4-5限) 343-A ----→安形 麻理 ----------→ --→ 343-A

40562 情報資源管理特殊講義Ⅷ(4-5限) 343-A ----→吉田 昭子 ----------→ --→ 343-A

曜日

月

哲倫

美学
史学

国文

中文
英文

独文
仏文
図情

火

哲倫

美学
史学

国文

英文

独文

仏文

図情

水

哲倫

美学

史学

国文
中文

英文

独文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学

国文

中文
英文

独文

仏文

図情

金

哲倫

美学
史学

国文
英文

独文
図情

土

美学

史学
図情

第 1時限　　　9 ： 00 ～ 10 ： 30 第 2 時限　　　10 ： 45 ～ 12 ： 15 第 3 時限　　　13 ： 00 ～ 14 ： 30
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 43098 倫理学特殊講義演習ⅡB 347-A ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)山内 志朗 小池 和子 14364 452

倫理学特殊講義ⅣC藤野 寛 44974 343-B

倫理学特殊講義演習ⅡA石田 京子 48640 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 98316美学芸術学研究ⅡA 523-A田中 正之

史学 39634 81113日本史特殊講義演習ⅣA 347-A 39620加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅣA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅱ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅡA長谷川 敬 岩間 一弘 40251 343-C

日本史特殊講義ⅡB吉武 憲司 岩淵 令治 29254 525-C

国文 81219 80743 50259芸能史Ⅱ 511 国文学研究Ⅱ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語学特殊講義Ⅳ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 51183 357-C

80762国文学研究Ⅵ 444小川 剛生

中文 43136 中国文学研究Ⅹ 中文演習室種村 和史

英文 40649 40070近代英米文学特殊講義Ⅱ 434原田 範行英語学特殊講義ⅡC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅡF黒田 航 40672 325-B

40471 39338中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 353-B大石 和欣

85855中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C小林 宜子

独文 25005 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ田中 愼 40046 325-A

仏文 39964 34321中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 143-A片木 智年仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ 525-A岑村 傑 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 39950 413

図情 36472 95541情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 51810谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17766倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 343-B

7限)

56477谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

84787松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅳ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71389哲学特殊講義Ⅹ 346 44462岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅡC 345-B 哲学特殊講義Ⅳ荒谷 大輔 岡田 光弘 43045 346

44443峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅡB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 12453 33880美学芸術学研究Ⅵ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅳ 108遠山 公一

史学 82124日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 81534十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅡC 143-C 史学特殊講義Ⅳ阿部 幸信 野々瀬 浩司 36927 143-C

46044 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 18705 355-A

東洋史特殊講義演習ⅣC青山 治世 40213 345-B

日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 81936 143-B

国文 82110 52524日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B 81109村田 年国文学研究ⅩⅩ 434井島 正博 国文学研究Ⅳ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅱ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 34609 斯道文庫研

62450日本語学特殊講義Ⅵ 355-B木村 義之

英文 76008 40084近代英米文学特殊講義演習ⅡB 341-A 40099髙橋 勇英語学特殊講義ⅡA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅡB井出 新 原田 範行 98115 英文研究室

40687 40634現代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 40653河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅱ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅡC 545 比較文学Ⅱ大串 尚代 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66178 131-A

40730古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

独文 66474 81003 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 80853ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 42823 142-B

81917 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA 345-B識名 章喜 比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66182 131-A

仏文 66489 28349現代仏文学特殊講義Ⅱ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

39979仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ 525-C喜田 浩平

図情 44587情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

80978情報検索特殊講義演習ⅡA 357-B谷口 祥一

65573情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 48616 81333倫理学原典研究Ⅱ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅣA 454山内 志朗

23988倫理学特殊講義演習ⅣB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

39558倫理学特殊講義演習ⅣA 研究室柘植 尚則

美学 32094音楽学特殊講義演習Ⅱ 323西川 尚生

36654美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

24468美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 81864 39911古文書学特殊講義Ⅱ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅣB 356井奥 成彦

39691東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

57220東洋史特殊講義演習ⅣD 353-B長谷部 史彦

40539日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 81850 35677国語学研究Ⅱ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅡ堀川 貴司 田坂 憲二 53148 334

中文 80739 31265中日比較文学研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

43121中国文学研究Ⅵ 斯道文庫研髙橋 智

英文 59002英語学特殊講義ⅡB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅡG鈴木 亮子 30527 343-D

81443文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 40744 347-C

独文 66068 39524 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅱ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66455 347-C

仏文 34245 34226近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ 511宮林 寛 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66460 347-C

図情 72366情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 33550 81883哲学特殊講義Ⅱ 511 81520田中 泉吏哲学原典研究Ⅳ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅵ 357-C柏端 達也

33507 41152倫理学特殊講義ⅣB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA 357-A石田 京子

美学 04353 32549美術史特殊講義Ⅵ 146-B 98278金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ 323川本 聡胤 31743美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子 文化資源研究演習Ⅰ 324

53444藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅱ 343-D林 温 片山 正夫

徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 40285 64376東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅱ 研究室 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 39649 466

西洋史特殊講義演習ⅣB坂野 正則 02240 325-A

東洋史特殊講義演習ⅣA長谷部 史彦 38494 345-B

日本史特殊講義ⅡA中島 圭一 85214 357-B

国文 62479 81238日本漢文学Ⅱ 110 81371合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 研究室石川 透 演劇史Ⅰ 研究室 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 80777 研究室

81166 国文学研究ⅩⅣ 352 日本語教育学特殊講義Ⅳ吉野 瑞恵 木村 義之 52304 355-A

中文 80189 81477中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅱ詹 満江 71943 中文演習室

英文 80758 40668 57708中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 英文研究室 40691松田 隆美英語学特殊講義ⅡE 535 英語学特殊講義ⅡD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ 523-B 米文学特殊講義Ⅱ石黒 太郎  孝之 40706 英文研究室

81716 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

独文 66106 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

40027 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗

仏文 66125 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

81367 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ 414井上 櫻子

図情 72390 40596情報学特殊講義Ⅰ 353-A根本 彰 谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅹ(6-7限) 343-A

40122松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅱ(6-7限) 343-A

金 哲倫 82033 61640哲学原典研究Ⅱ 453 81295柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅱ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅵ 525-C金子 善彦

80212哲学特殊講義Ⅷ 357-A 81788斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98005美学芸術学研究ⅡB 435 98335河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA 464樋笠 勝士

史学 30656 38480民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 464 39653安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 西洋史特殊講義Ⅳ 144-B 東洋史特殊講義ⅣB河原 温 藤木 健二 81697 351-A

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 36779 81151国文学研究ⅩⅡ 353-D恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 国文学研究Ⅹ石川 巧 81132 355-A

英文 40725 40467現代英米文学特殊講義ⅡB 107 57731宇沢 美子米文学特殊講義演習Ⅱ 464宇沢 美子 英語学特殊講義ⅡH 454寺澤 盾

58025中世英語英文学特殊講義ⅡB 343-D篠崎 実

独文 40763 43189 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D粂川 麻里生

図情 81405情報検索特殊講義Ⅱ 341-A岸田 和明

土 美学 48654 48669 45234 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ 324 48491片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅱ 324西村 啓太 西村 啓太 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅰ片山 泰輔 大髙 幸 75896 324

中尾 知彦堀田 治 堀田 治 中尾 知彦 中尾 知彦

史学 53569 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 39471 情報資源管理特殊講義Ⅳ(4-5限) 343-A ----→安形 麻理 ----------→ --→ 343-A

40562 情報資源管理特殊講義Ⅷ(4-5限) 343-A ----→吉田 昭子 ----------→ --→ 343-A

3



2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 43098 倫理学特殊講義演習ⅡB 347-A ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)山内 志朗 小池 和子 14364 452

倫理学特殊講義ⅣC藤野 寛 44974 343-B

倫理学特殊講義演習ⅡA石田 京子 48640 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 98316美学芸術学研究ⅡA 523-A田中 正之

史学 39634 81113日本史特殊講義演習ⅣA 347-A 39620加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅣA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅱ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅡA長谷川 敬 岩間 一弘 40251 343-C

日本史特殊講義ⅡB吉武 憲司 岩淵 令治 29254 525-C

国文 81219 80743 50259芸能史Ⅱ 511 国文学研究Ⅱ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語学特殊講義Ⅳ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 51183 357-C

80762国文学研究Ⅵ 444小川 剛生

中文 43136 中国文学研究Ⅹ 中文演習室種村 和史

英文 40649 40070近代英米文学特殊講義Ⅱ 434原田 範行英語学特殊講義ⅡC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅡF黒田 航 40672 325-B

40471 39338中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 353-B大石 和欣

85855中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C小林 宜子

独文 25005 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ田中 愼 40046 325-A

仏文 39964 34321中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 143-A片木 智年仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ 525-A岑村 傑 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 39950 413

図情 36472 95541情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 51810谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17766倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 343-B

7限)

56477谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

84787松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅳ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71389哲学特殊講義Ⅹ 346 44462岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅡC 345-B 哲学特殊講義Ⅳ荒谷 大輔 岡田 光弘 43045 346

44443峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅡB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 12453 33880美学芸術学研究Ⅵ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅳ 108遠山 公一

史学 82124日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 81534十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅡC 143-C 史学特殊講義Ⅳ阿部 幸信 野々瀬 浩司 36927 143-C

46044 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 18705 355-A

東洋史特殊講義演習ⅣC青山 治世 40213 345-B

日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 81936 143-B

国文 82110 52524日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B 81109村田 年国文学研究ⅩⅩ 434井島 正博 国文学研究Ⅳ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅱ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 34609 斯道文庫研

62450日本語学特殊講義Ⅵ 355-B木村 義之

英文 76008 40084近代英米文学特殊講義演習ⅡB 341-A 40099髙橋 勇英語学特殊講義ⅡA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅡB井出 新 原田 範行 98115 英文研究室

40687 40634現代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 40653河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅱ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅡC 545 比較文学Ⅱ大串 尚代 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66178 131-A

40730古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

独文 66474 81003 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 80853ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 42823 142-B

81917 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA 345-B識名 章喜 比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66182 131-A

仏文 66489 28349現代仏文学特殊講義Ⅱ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

39979仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ 525-C喜田 浩平

図情 44587情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

80978情報検索特殊講義演習ⅡA 357-B谷口 祥一

65573情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 48616 81333倫理学原典研究Ⅱ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅣA 454山内 志朗

23988倫理学特殊講義演習ⅣB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

39558倫理学特殊講義演習ⅣA 研究室柘植 尚則

美学 32094音楽学特殊講義演習Ⅱ 323西川 尚生

36654美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

24468美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 81864 39911古文書学特殊講義Ⅱ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅣB 356井奥 成彦

39691東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

57220東洋史特殊講義演習ⅣD 353-B長谷部 史彦

40539日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 81850 35677国語学研究Ⅱ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅡ堀川 貴司 田坂 憲二 53148 334

中文 80739 31265中日比較文学研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

43121中国文学研究Ⅵ 斯道文庫研髙橋 智

英文 59002英語学特殊講義ⅡB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅡG鈴木 亮子 30527 343-D

81443文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 40744 347-C

独文 66068 39524 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅱ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66455 347-C

仏文 34245 34226近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ 511宮林 寛 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66460 347-C

図情 72366情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 33550 81883哲学特殊講義Ⅱ 511 81520田中 泉吏哲学原典研究Ⅳ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅵ 357-C柏端 達也

33507 41152倫理学特殊講義ⅣB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA 357-A石田 京子

美学 04353 32549美術史特殊講義Ⅵ 146-B 98278金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ 323川本 聡胤 31743美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子 文化資源研究演習Ⅰ 324

53444藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅱ 343-D林 温 片山 正夫

徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 40285 64376東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅱ 研究室 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 39649 466

西洋史特殊講義演習ⅣB坂野 正則 02240 325-A

東洋史特殊講義演習ⅣA長谷部 史彦 38494 345-B

日本史特殊講義ⅡA中島 圭一 85214 357-B

国文 62479 81238日本漢文学Ⅱ 110 81371合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 研究室石川 透 演劇史Ⅰ 研究室 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 80777 研究室

81166 国文学研究ⅩⅣ 352 日本語教育学特殊講義Ⅳ吉野 瑞恵 木村 義之 52304 355-A

中文 80189 81477中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅱ詹 満江 71943 中文演習室

英文 80758 40668 57708中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 英文研究室 40691松田 隆美英語学特殊講義ⅡE 535 英語学特殊講義ⅡD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ 523-B 米文学特殊講義Ⅱ石黒 太郎  孝之 40706 英文研究室

81716 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

独文 66106 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

40027 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗

仏文 66125 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

81367 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ 414井上 櫻子

図情 72390 40596情報学特殊講義Ⅰ 353-A根本 彰 谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅹ(6-7限) 343-A

40122松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅱ(6-7限) 343-A

金 哲倫 82033 61640哲学原典研究Ⅱ 453 81295柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅱ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅵ 525-C金子 善彦

80212哲学特殊講義Ⅷ 357-A 81788斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98005美学芸術学研究ⅡB 435 98335河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA 464樋笠 勝士

史学 30656 38480民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 464 39653安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 西洋史特殊講義Ⅳ 144-B 東洋史特殊講義ⅣB河原 温 藤木 健二 81697 351-A

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 36779 81151国文学研究ⅩⅡ 353-D恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 国文学研究Ⅹ石川 巧 81132 355-A

英文 40725 40467現代英米文学特殊講義ⅡB 107 57731宇沢 美子米文学特殊講義演習Ⅱ 464宇沢 美子 英語学特殊講義ⅡH 454寺澤 盾

58025中世英語英文学特殊講義ⅡB 343-D篠崎 実

独文 40763 43189 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D粂川 麻里生

図情 81405情報検索特殊講義Ⅱ 341-A岸田 和明

土 美学 48654 48669 45234 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ 324 48491片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅱ 324西村 啓太 西村 啓太 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅰ片山 泰輔 大髙 幸 75896 324

中尾 知彦堀田 治 堀田 治 中尾 知彦 中尾 知彦

史学 53569 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 39471 情報資源管理特殊講義Ⅳ(4-5限) 343-A ----→安形 麻理 ----------→ --→ 343-A

40562 情報資源管理特殊講義Ⅷ(4-5限) 343-A ----→吉田 昭子 ----------→ --→ 343-A

2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 43098 倫理学特殊講義演習ⅡB 347-A ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)山内 志朗 小池 和子 14364 452

倫理学特殊講義ⅣC藤野 寛 44974 343-B

倫理学特殊講義演習ⅡA石田 京子 48640 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 98316美学芸術学研究ⅡA 523-A田中 正之

史学 39634 81113日本史特殊講義演習ⅣA 347-A 39620加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅣA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅱ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅡA長谷川 敬 岩間 一弘 40251 343-C

日本史特殊講義ⅡB吉武 憲司 岩淵 令治 29254 525-C

国文 81219 80743 50259芸能史Ⅱ 511 国文学研究Ⅱ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語学特殊講義Ⅳ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 51183 357-C

80762国文学研究Ⅵ 444小川 剛生

中文 43136 中国文学研究Ⅹ 中文演習室種村 和史

英文 40649 40070近代英米文学特殊講義Ⅱ 434原田 範行英語学特殊講義ⅡC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅡF黒田 航 40672 325-B

40471 39338中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 353-B大石 和欣

85855中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C小林 宜子

独文 25005 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ田中 愼 40046 325-A

仏文 39964 34321中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 143-A片木 智年仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ 525-A岑村 傑 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 39950 413

図情 36472 95541情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 51810谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17766倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 343-B

7限)

56477谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

84787松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅳ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71389哲学特殊講義Ⅹ 346 44462岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅡC 345-B 哲学特殊講義Ⅳ荒谷 大輔 岡田 光弘 43045 346

44443峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅡB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 12453 33880美学芸術学研究Ⅵ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅳ 108遠山 公一

史学 82124日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 81534十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅡC 143-C 史学特殊講義Ⅳ阿部 幸信 野々瀬 浩司 36927 143-C

46044 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 18705 355-A

東洋史特殊講義演習ⅣC青山 治世 40213 345-B

日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 81936 143-B

国文 82110 52524日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B 81109村田 年国文学研究ⅩⅩ 434井島 正博 国文学研究Ⅳ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅱ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 34609 斯道文庫研

62450日本語学特殊講義Ⅵ 355-B木村 義之

英文 76008 40084近代英米文学特殊講義演習ⅡB 341-A 40099髙橋 勇英語学特殊講義ⅡA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅡB井出 新 原田 範行 98115 英文研究室

40687 40634現代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 40653河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅱ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅡC 545 比較文学Ⅱ大串 尚代 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66178 131-A

40730古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

独文 66474 81003 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 80853ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 42823 142-B

81917 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA 345-B識名 章喜 比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66182 131-A

仏文 66489 28349現代仏文学特殊講義Ⅱ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

39979仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ 525-C喜田 浩平

図情 44587情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

80978情報検索特殊講義演習ⅡA 357-B谷口 祥一

65573情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 48616 81333倫理学原典研究Ⅱ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅣA 454山内 志朗

23988倫理学特殊講義演習ⅣB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

39558倫理学特殊講義演習ⅣA 研究室柘植 尚則

美学 32094音楽学特殊講義演習Ⅱ 323西川 尚生

36654美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

24468美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 81864 39911古文書学特殊講義Ⅱ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅣB 356井奥 成彦

39691東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

57220東洋史特殊講義演習ⅣD 353-B長谷部 史彦

40539日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 81850 35677国語学研究Ⅱ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅡ堀川 貴司 田坂 憲二 53148 334

中文 80739 31265中日比較文学研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

43121中国文学研究Ⅵ 斯道文庫研髙橋 智

英文 59002英語学特殊講義ⅡB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅡG鈴木 亮子 30527 343-D

81443文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 40744 347-C

独文 66068 39524 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅱ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66455 347-C

仏文 34245 34226近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ 511宮林 寛 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66460 347-C

図情 72366情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 33550 81883哲学特殊講義Ⅱ 511 81520田中 泉吏哲学原典研究Ⅳ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅵ 357-C柏端 達也

33507 41152倫理学特殊講義ⅣB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA 357-A石田 京子

美学 04353 32549美術史特殊講義Ⅵ 146-B 98278金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ 323川本 聡胤 31743美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子 文化資源研究演習Ⅰ 324

53444藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅱ 343-D林 温 片山 正夫

徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 40285 64376東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅱ 研究室 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 39649 466

西洋史特殊講義演習ⅣB坂野 正則 02240 325-A

東洋史特殊講義演習ⅣA長谷部 史彦 38494 345-B

日本史特殊講義ⅡA中島 圭一 85214 357-B

国文 62479 81238日本漢文学Ⅱ 110 81371合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 研究室石川 透 演劇史Ⅰ 研究室 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 80777 研究室

81166 国文学研究ⅩⅣ 352 日本語教育学特殊講義Ⅳ吉野 瑞恵 木村 義之 52304 355-A

中文 80189 81477中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅱ詹 満江 71943 中文演習室

英文 80758 40668 57708中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 英文研究室 40691松田 隆美英語学特殊講義ⅡE 535 英語学特殊講義ⅡD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ 523-B 米文学特殊講義Ⅱ石黒 太郎  孝之 40706 英文研究室

81716 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

独文 66106 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

40027 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗

仏文 66125 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

81367 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ 414井上 櫻子

図情 72390 40596情報学特殊講義Ⅰ 353-A根本 彰 谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅹ(6-7限) 343-A

40122松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅱ(6-7限) 343-A

金 哲倫 82033 61640哲学原典研究Ⅱ 453 81295柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅱ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅵ 525-C金子 善彦

80212哲学特殊講義Ⅷ 357-A 81788斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98005美学芸術学研究ⅡB 435 98335河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA 464樋笠 勝士

史学 30656 38480民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 464 39653安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 西洋史特殊講義Ⅳ 144-B 東洋史特殊講義ⅣB河原 温 藤木 健二 81697 351-A

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 36779 81151国文学研究ⅩⅡ 353-D恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 国文学研究Ⅹ石川 巧 81132 355-A

英文 40725 40467現代英米文学特殊講義ⅡB 107 57731宇沢 美子米文学特殊講義演習Ⅱ 464宇沢 美子 英語学特殊講義ⅡH 454寺澤 盾

58025中世英語英文学特殊講義ⅡB 343-D篠崎 実

独文 40763 43189 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D粂川 麻里生

図情 81405情報検索特殊講義Ⅱ 341-A岸田 和明

土 美学 48654 48669 45234 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ 324 48491片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅱ 324西村 啓太 西村 啓太 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅰ片山 泰輔 大髙 幸 75896 324

中尾 知彦堀田 治 堀田 治 中尾 知彦 中尾 知彦

史学 53569 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 39471 情報資源管理特殊講義Ⅳ(4-5限) 343-A ----→安形 麻理 ----------→ --→ 343-A

40562 情報資源管理特殊講義Ⅷ(4-5限) 343-A ----→吉田 昭子 ----------→ --→ 343-A

曜日

月

哲倫

美学
史学

国文

中文
英文

独文
仏文
図情

火

哲倫

美学
史学

国文

英文

独文

仏文

図情

水

哲倫

美学

史学

国文
中文

英文

独文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学

国文

中文
英文

独文

仏文

図情

金

哲倫

美学
史学

国文
英文

独文
図情

土

美学

史学
図情

第 4時限　　　14 ： 45 ～ 16 ： 15 第 5 時限　　　16 ： 30 ～ 18 ： 00 第 6 時限　　　18 ： 10 ～ 19 ： 40
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅳ（4-5限）

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅷ（4-5限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

ⅡA（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

ⅡE（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

ⅡD（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

Ⅳ（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅹ（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅱ（6-7限）

※以下の科目は P.9 別紙参照

　・美学美術史学専攻　修士課程　アート・マネジメント分野の第 7時限

　・特定期間集中講義科目（図書館・情報学専攻　修士課程　情報資源管理分野）

　・アート・センター設置科目

2020年度　文学研究科　修士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 43098 倫理学特殊講義演習ⅡB 347-A ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)山内 志朗 小池 和子 14364 452

倫理学特殊講義ⅣC藤野 寛 44974 343-B

倫理学特殊講義演習ⅡA石田 京子 48640 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

美学 98316美学芸術学研究ⅡA 523-A田中 正之

史学 39634 81113日本史特殊講義演習ⅣA 347-A 39620加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅣA 345-A山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅱ 研究室 東洋史特殊講義演習ⅡA長谷川 敬 岩間 一弘 40251 343-C

日本史特殊講義ⅡB吉武 憲司 岩淵 令治 29254 525-C

国文 81219 80743 50259芸能史Ⅱ 511 国文学研究Ⅱ 511池田 三枝子 池田 三枝子 日本語学特殊講義Ⅳ 357-C 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 51183 357-C

80762国文学研究Ⅵ 444小川 剛生

中文 43136 中国文学研究Ⅹ 中文演習室種村 和史

英文 40649 40070近代英米文学特殊講義Ⅱ 434原田 範行英語学特殊講義ⅡC 355-B西村 義樹 英語学特殊講義ⅡF黒田 航 40672 325-B

40471 39338中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 353-B大石 和欣

85855中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C小林 宜子

独文 25005 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ田中 愼 40046 325-A

仏文 39964 34321中世仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 143-A片木 智年仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ 525-A岑村 傑 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ市川 崇 39950 413

図情 36472 95541情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 51810谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 464谷口 祥一 岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6- 343-A

松本 直樹 7限)

17766倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 343-B

7限)

56477谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

84787松本 直樹 情報資源管理特殊講義演習Ⅳ(6-7 353-B

限)

火 哲倫 71389哲学特殊講義Ⅹ 346 44462岡田 光弘 倫理学特殊講義ⅡC 345-B 哲学特殊講義Ⅳ荒谷 大輔 岡田 光弘 43045 346

44443峯島 宏次 倫理学特殊講義ⅡB 2B32成田 和信 峯島 宏次

美学 12453 33880美学芸術学研究Ⅵ 333本間 友 美術史特殊講義Ⅳ 108遠山 公一

史学 82124日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 81534十川 陽一 東洋史特殊講義演習ⅡC 143-C 史学特殊講義Ⅳ阿部 幸信 野々瀬 浩司 36927 143-C

46044 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 18705 355-A

東洋史特殊講義演習ⅣC青山 治世 40213 345-B

日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 81936 143-B

国文 82110 52524日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B 81109村田 年国文学研究ⅩⅩ 434井島 正博 国文学研究Ⅳ 353-C 斯道文庫書誌学講座Ⅱ小平 麻衣子 佐々木 孝浩 34609 斯道文庫研

62450日本語学特殊講義Ⅵ 355-B木村 義之

英文 76008 40084近代英米文学特殊講義演習ⅡB 341-A 40099髙橋 勇英語学特殊講義ⅡA 444堀田 隆一 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 現代英米文学特殊講義演習ⅡB井出 新 原田 範行 98115 英文研究室

40687 40634現代英米文学特殊講義演習ⅡA 英文研究室 40653河内 恵子英語学特殊講義演習Ⅱ 341-Aﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 現代英米文学特殊講義ⅡC 545 比較文学Ⅱ大串 尚代 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66178 131-A

40730古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

独文 66474 81003 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 80853ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 42823 142-B

81917 ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA 345-B識名 章喜 比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 66182 131-A

仏文 66489 28349現代仏文学特殊講義Ⅱ 333ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ古典文学ⅡA 351-A中谷 彩一郎

39979仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ 525-C喜田 浩平

図情 44587情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

80978情報検索特殊講義演習ⅡA 357-B谷口 祥一

65573情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 48616 81333倫理学原典研究Ⅱ 研究室奈良 雅俊倫理学特殊講義ⅣA 454山内 志朗

23988倫理学特殊講義演習ⅣB 348ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

39558倫理学特殊講義演習ⅣA 研究室柘植 尚則

美学 32094音楽学特殊講義演習Ⅱ 323西川 尚生

36654美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

24468美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 81864 39911古文書学特殊講義Ⅱ 356井奥 成彦日本史特殊講義ⅣB 356井奥 成彦

39691東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

57220東洋史特殊講義演習ⅣD 353-B長谷部 史彦

40539日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 81850 35677国語学研究Ⅱ 355-A屋名池 誠 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研 国文学研究ⅩⅩⅡ堀川 貴司 田坂 憲二 53148 334

中文 80739 31265中日比較文学研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

43121中国文学研究Ⅵ 斯道文庫研髙橋 智

英文 59002英語学特殊講義ⅡB 357-B井上 逸兵 英語学特殊講義ⅡG鈴木 亮子 30527 343-D

81443文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 40744 347-C

独文 66068 39524 ﾄﾞｲﾂ語学演習Ⅱ 442ﾍﾞｯｶ-, ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66455 347-C

仏文 34245 34226近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 345-A小倉 孝誠近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ 511宮林 寛 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 66460 347-C

図情 72366情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 33550 81883哲学特殊講義Ⅱ 511 81520田中 泉吏哲学原典研究Ⅳ 353-C上枝 美典 哲学特殊講義演習Ⅵ 357-C柏端 達也

33507 41152倫理学特殊講義ⅣB 341-Aｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA 357-A石田 京子

美学 04353 32549美術史特殊講義Ⅵ 146-B 98278金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ 323川本 聡胤 31743美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子 文化資源研究演習Ⅰ 324

53444藤谷 道夫 美術史特殊講義Ⅱ 343-D林 温 片山 正夫

徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 40285 64376東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 史学特殊講義Ⅱ 研究室 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 39649 466

西洋史特殊講義演習ⅣB坂野 正則 02240 325-A

東洋史特殊講義演習ⅣA長谷部 史彦 38494 345-B

日本史特殊講義ⅡA中島 圭一 85214 357-B

国文 62479 81238日本漢文学Ⅱ 110 81371合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 研究室石川 透 演劇史Ⅰ 研究室 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 80777 研究室

81166 国文学研究ⅩⅣ 352 日本語教育学特殊講義Ⅳ吉野 瑞恵 木村 義之 52304 355-A

中文 80189 81477中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ 355-B加藤 三由紀 中国文学研究Ⅱ詹 満江 71943 中文演習室

英文 80758 40668 57708中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 英文研究室 40691松田 隆美英語学特殊講義ⅡE 535 英語学特殊講義ⅡD 356ﾀﾞ-ﾌｨ-, ﾋﾟ-ﾀ- 小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ 523-B 米文学特殊講義Ⅱ石黒 太郎  孝之 40706 英文研究室

81716 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

独文 66106 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

40027 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗

仏文 66125 言語学特殊講義Ⅱ 434辻 幸夫

81367 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ 414井上 櫻子

図情 72390 40596情報学特殊講義Ⅰ 353-A根本 彰 谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅹ(6-7限) 343-A

40122松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅱ(6-7限) 343-A

金 哲倫 82033 61640哲学原典研究Ⅱ 453 81295柏端 達也哲学特殊講義演習Ⅱ 343-D荒金 直人 哲学原典研究Ⅵ 525-C金子 善彦

80212哲学特殊講義Ⅷ 357-A 81788斎藤 慶典斎藤 慶典 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98005美学芸術学研究ⅡB 435 98335河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA 464樋笠 勝士

史学 30656 38480民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 464 39653安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 西洋史特殊講義Ⅳ 144-B 東洋史特殊講義ⅣB河原 温 藤木 健二 81697 351-A

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 36779 81151国文学研究ⅩⅡ 353-D恋田 知子斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 国文学研究Ⅹ石川 巧 81132 355-A

英文 40725 40467現代英米文学特殊講義ⅡB 107 57731宇沢 美子米文学特殊講義演習Ⅱ 464宇沢 美子 英語学特殊講義ⅡH 454寺澤 盾

58025中世英語英文学特殊講義ⅡB 343-D篠崎 実

独文 40763 43189 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D粂川 麻里生

図情 81405情報検索特殊講義Ⅱ 341-A岸田 和明

土 美学 48654 48669 45234 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ 324 48491片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅱ 324西村 啓太 西村 啓太 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅱ 324 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅰ片山 泰輔 大髙 幸 75896 324

中尾 知彦堀田 治 堀田 治 中尾 知彦 中尾 知彦

史学 53569 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 39471 情報資源管理特殊講義Ⅳ(4-5限) 343-A ----→安形 麻理 ----------→ --→ 343-A

40562 情報資源管理特殊講義Ⅷ(4-5限) 343-A ----→吉田 昭子 ----------→ --→ 343-A
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2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 81018 倫理学特殊研究演習ⅠB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅠA山内 志朗 石田 京子 81591 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 32348 59548西洋史特殊研究演習ⅠA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20701国文学特殊研究Ⅲ 研究室小川 剛生

中文 02254 中国文学特殊研究Ⅴ 中文演習室種村 和史

独文 93223 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ田中 愼 84366 325-A

仏文 81204現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 62517 50670情報学特殊研究Ⅲ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

57966松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

68792谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

50828倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 343-B

火 哲倫 37058哲学特殊研究演習Ⅲ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 29603 108

史学 37120 日本史特殊研究演習Ⅲ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅢB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89205 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 31930 353-C

英文 16827英語学特殊研究演習Ⅰ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅰ井出 新 98062 研究室

05880近代英米文学特殊研究演習Ⅰ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 98096 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅰ大串 尚代 98134 545

独文 93204 31212ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 81481 142-B

仏文 30971仏語学特殊研究Ⅰ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38260 45215倫理学特殊研究演習ⅠC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅢA 454山内 志朗

88983倫理学特殊研究演習ⅠD 研究室奈良 雅俊

美学 32132 美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人

史学 36324東洋史特殊研究演習ⅠA 353-B長谷部 史彦

国文 83393国語学特殊研究Ⅰ 355-A屋名池 誠

中文 02273 36119中日比較文学特殊研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

81845中国文学特殊研究Ⅲ 斯道文庫研髙橋 智

英文 83321 18045英語学特殊研究Ⅰ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅰ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 81410現代仏文学特殊研究Ⅰ 研究室宮林 寛

図情 81080情報検索特殊研究Ⅴ 345-B岸田 和明

木 哲倫 38441 89281倫理学特殊研究ⅢB 341-A 49813ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅠB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅠC 357-C柏端 達也

81879倫理学特殊研究Ⅰ 357-A石田 京子

美学 37115音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 98612西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅠB 324 美術史特殊研究演習Ⅴ望月 典子 金山 弘昌 37536 313

35170美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D 13354林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 68773東洋史特殊研究ⅠB 341-B 39668桐本 東太 81549西洋史特殊研究演習ⅢA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 14971 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅢA 史学共同研

国文 37230中日比較文学特殊研究Ⅰ 334佐藤 道生

中文 86737中国文学特殊研究Ⅶ 355-B加藤 三由紀

英文 81587 86851米文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅰ松田 隆美  孝之 32993 英文研究室

独文 95431 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗

仏文 81773 84093近代仏文学特殊研究演習Ⅰ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅰ 511片木 智年

図情 36764情報学特殊研究Ⅰ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅰ谷口 祥一 36138 341-B

金 哲倫 30546 51480哲学特殊研究ⅢA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB 525-C金子 善彦

89129斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅠE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98593 美学芸術学特殊研究ⅠA 464樋笠 勝士

史学 33564 34503 31671日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅰ 342 東洋史特殊研究演習ⅠB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53664民族学考古学特殊研究Ⅰ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 83867 研究室

独文 71207 81041 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53353 民族学考古学特殊研究演習Ⅰ 343-C杉本 智俊

曜日

月

哲倫

史学

国文
中文
独文
仏文
図情

火

哲倫
美学
史学
国文
英文

独文
仏文

水

哲倫

美学
史学
国文
中文

英文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学
国文
中文
英文
独文
仏文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文

土 史学

第 1時限　　　9 ： 00 ～ 10 ： 30 第 2 時限　　　10 ： 45 ～ 12 ： 15 第 3 時限　　　13 ： 00 ～ 14 ： 30
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 81018 倫理学特殊研究演習ⅠB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅠA山内 志朗 石田 京子 81591 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 32348 59548西洋史特殊研究演習ⅠA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20701国文学特殊研究Ⅲ 研究室小川 剛生

中文 02254 中国文学特殊研究Ⅴ 中文演習室種村 和史

独文 93223 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ田中 愼 84366 325-A

仏文 81204現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 62517 50670情報学特殊研究Ⅲ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

57966松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

68792谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

50828倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 343-B

火 哲倫 37058哲学特殊研究演習Ⅲ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 29603 108

史学 37120 日本史特殊研究演習Ⅲ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅢB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89205 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 31930 353-C

英文 16827英語学特殊研究演習Ⅰ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅰ井出 新 98062 研究室

05880近代英米文学特殊研究演習Ⅰ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 98096 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅰ大串 尚代 98134 545

独文 93204 31212ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 81481 142-B

仏文 30971仏語学特殊研究Ⅰ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38260 45215倫理学特殊研究演習ⅠC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅢA 454山内 志朗

88983倫理学特殊研究演習ⅠD 研究室奈良 雅俊

美学 32132 美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人

史学 36324東洋史特殊研究演習ⅠA 353-B長谷部 史彦

国文 83393国語学特殊研究Ⅰ 355-A屋名池 誠

中文 02273 36119中日比較文学特殊研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

81845中国文学特殊研究Ⅲ 斯道文庫研髙橋 智

英文 83321 18045英語学特殊研究Ⅰ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅰ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 81410現代仏文学特殊研究Ⅰ 研究室宮林 寛

図情 81080情報検索特殊研究Ⅴ 345-B岸田 和明

木 哲倫 38441 89281倫理学特殊研究ⅢB 341-A 49813ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅠB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅠC 357-C柏端 達也

81879倫理学特殊研究Ⅰ 357-A石田 京子

美学 37115音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 98612西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅠB 324 美術史特殊研究演習Ⅴ望月 典子 金山 弘昌 37536 313

35170美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D 13354林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 68773東洋史特殊研究ⅠB 341-B 39668桐本 東太 81549西洋史特殊研究演習ⅢA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 14971 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅢA 史学共同研

国文 37230中日比較文学特殊研究Ⅰ 334佐藤 道生

中文 86737中国文学特殊研究Ⅶ 355-B加藤 三由紀

英文 81587 86851米文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅰ松田 隆美  孝之 32993 英文研究室

独文 95431 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗

仏文 81773 84093近代仏文学特殊研究演習Ⅰ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅰ 511片木 智年

図情 36764情報学特殊研究Ⅰ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅰ谷口 祥一 36138 341-B

金 哲倫 30546 51480哲学特殊研究ⅢA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB 525-C金子 善彦

89129斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅠE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98593 美学芸術学特殊研究ⅠA 464樋笠 勝士

史学 33564 34503 31671日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅰ 342 東洋史特殊研究演習ⅠB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53664民族学考古学特殊研究Ⅰ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 83867 研究室

独文 71207 81041 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53353 民族学考古学特殊研究演習Ⅰ 343-C杉本 智俊
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2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 81018 倫理学特殊研究演習ⅠB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅠA山内 志朗 石田 京子 81591 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 32348 59548西洋史特殊研究演習ⅠA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20701国文学特殊研究Ⅲ 研究室小川 剛生

中文 02254 中国文学特殊研究Ⅴ 中文演習室種村 和史

独文 93223 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ田中 愼 84366 325-A

仏文 81204現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 62517 50670情報学特殊研究Ⅲ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

57966松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

68792谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

50828倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 343-B

火 哲倫 37058哲学特殊研究演習Ⅲ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 29603 108

史学 37120 日本史特殊研究演習Ⅲ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅢB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89205 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 31930 353-C

英文 16827英語学特殊研究演習Ⅰ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅰ井出 新 98062 研究室

05880近代英米文学特殊研究演習Ⅰ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 98096 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅰ大串 尚代 98134 545

独文 93204 31212ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 81481 142-B

仏文 30971仏語学特殊研究Ⅰ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38260 45215倫理学特殊研究演習ⅠC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅢA 454山内 志朗

88983倫理学特殊研究演習ⅠD 研究室奈良 雅俊

美学 32132 美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人

史学 36324東洋史特殊研究演習ⅠA 353-B長谷部 史彦

国文 83393国語学特殊研究Ⅰ 355-A屋名池 誠

中文 02273 36119中日比較文学特殊研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

81845中国文学特殊研究Ⅲ 斯道文庫研髙橋 智

英文 83321 18045英語学特殊研究Ⅰ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅰ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 81410現代仏文学特殊研究Ⅰ 研究室宮林 寛

図情 81080情報検索特殊研究Ⅴ 345-B岸田 和明

木 哲倫 38441 89281倫理学特殊研究ⅢB 341-A 49813ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅠB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅠC 357-C柏端 達也

81879倫理学特殊研究Ⅰ 357-A石田 京子

美学 37115音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 98612西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅠB 324 美術史特殊研究演習Ⅴ望月 典子 金山 弘昌 37536 313

35170美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D 13354林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 68773東洋史特殊研究ⅠB 341-B 39668桐本 東太 81549西洋史特殊研究演習ⅢA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 14971 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅢA 史学共同研

国文 37230中日比較文学特殊研究Ⅰ 334佐藤 道生

中文 86737中国文学特殊研究Ⅶ 355-B加藤 三由紀

英文 81587 86851米文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅰ松田 隆美  孝之 32993 英文研究室

独文 95431 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗

仏文 81773 84093近代仏文学特殊研究演習Ⅰ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅰ 511片木 智年

図情 36764情報学特殊研究Ⅰ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅰ谷口 祥一 36138 341-B

金 哲倫 30546 51480哲学特殊研究ⅢA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB 525-C金子 善彦

89129斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅠE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98593 美学芸術学特殊研究ⅠA 464樋笠 勝士

史学 33564 34503 31671日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅰ 342 東洋史特殊研究演習ⅠB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53664民族学考古学特殊研究Ⅰ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 83867 研究室

独文 71207 81041 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53353 民族学考古学特殊研究演習Ⅰ 343-C杉本 智俊

2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 81018 倫理学特殊研究演習ⅠB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅠA山内 志朗 石田 京子 81591 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 32348 59548西洋史特殊研究演習ⅠA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20701国文学特殊研究Ⅲ 研究室小川 剛生

中文 02254 中国文学特殊研究Ⅴ 中文演習室種村 和史

独文 93223 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ田中 愼 84366 325-A

仏文 81204現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 62517 50670情報学特殊研究Ⅲ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

57966松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

68792谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

50828倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 343-B

火 哲倫 37058哲学特殊研究演習Ⅲ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 29603 108

史学 37120 日本史特殊研究演習Ⅲ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅢB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89205 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 31930 353-C

英文 16827英語学特殊研究演習Ⅰ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅰ井出 新 98062 研究室

05880近代英米文学特殊研究演習Ⅰ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 98096 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅰ大串 尚代 98134 545

独文 93204 31212ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 81481 142-B

仏文 30971仏語学特殊研究Ⅰ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38260 45215倫理学特殊研究演習ⅠC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅢA 454山内 志朗

88983倫理学特殊研究演習ⅠD 研究室奈良 雅俊

美学 32132 美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人

史学 36324東洋史特殊研究演習ⅠA 353-B長谷部 史彦

国文 83393国語学特殊研究Ⅰ 355-A屋名池 誠

中文 02273 36119中日比較文学特殊研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

81845中国文学特殊研究Ⅲ 斯道文庫研髙橋 智

英文 83321 18045英語学特殊研究Ⅰ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅰ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 81410現代仏文学特殊研究Ⅰ 研究室宮林 寛

図情 81080情報検索特殊研究Ⅴ 345-B岸田 和明

木 哲倫 38441 89281倫理学特殊研究ⅢB 341-A 49813ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅠB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅠC 357-C柏端 達也

81879倫理学特殊研究Ⅰ 357-A石田 京子

美学 37115音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 98612西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅠB 324 美術史特殊研究演習Ⅴ望月 典子 金山 弘昌 37536 313

35170美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D 13354林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 68773東洋史特殊研究ⅠB 341-B 39668桐本 東太 81549西洋史特殊研究演習ⅢA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 14971 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅢA 史学共同研

国文 37230中日比較文学特殊研究Ⅰ 334佐藤 道生

中文 86737中国文学特殊研究Ⅶ 355-B加藤 三由紀

英文 81587 86851米文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅰ松田 隆美  孝之 32993 英文研究室

独文 95431 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗

仏文 81773 84093近代仏文学特殊研究演習Ⅰ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅰ 511片木 智年

図情 36764情報学特殊研究Ⅰ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅰ谷口 祥一 36138 341-B

金 哲倫 30546 51480哲学特殊研究ⅢA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB 525-C金子 善彦

89129斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅠE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98593 美学芸術学特殊研究ⅠA 464樋笠 勝士

史学 33564 34503 31671日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅰ 342 東洋史特殊研究演習ⅠB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53664民族学考古学特殊研究Ⅰ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 83867 研究室

独文 71207 81041 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53353 民族学考古学特殊研究演習Ⅰ 343-C杉本 智俊

曜日

月

哲倫

史学

国文
中文
独文
仏文
図情

火

哲倫
美学
史学
国文
英文

独文
仏文

水

哲倫

美学
史学
国文
中文

英文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学
国文
中文
英文
独文
仏文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文

土 史学

第 4時限　　　14 ： 45 ～ 16 ： 15 第 5 時限　　　16 ： 30 ～ 18 ： 00 第 6 時限　　　18 ： 10 ～ 19 ： 40
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（春）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 81018 倫理学特殊研究演習ⅠB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅠA山内 志朗 石田 京子 81591 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 32348 59548西洋史特殊研究演習ⅠA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20701国文学特殊研究Ⅲ 研究室小川 剛生

中文 02254 中国文学特殊研究Ⅴ 中文演習室種村 和史

独文 93223 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ田中 愼 84366 325-A

仏文 81204現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 62517 50670情報学特殊研究Ⅲ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

57966松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

68792谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

50828倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 343-B

火 哲倫 37058哲学特殊研究演習Ⅲ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 29603 108

史学 37120 日本史特殊研究演習Ⅲ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅢB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89205 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 31930 353-C

英文 16827英語学特殊研究演習Ⅰ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅰ井出 新 98062 研究室

05880近代英米文学特殊研究演習Ⅰ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 98096 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅰ大串 尚代 98134 545

独文 93204 31212ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 81481 142-B

仏文 30971仏語学特殊研究Ⅰ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38260 45215倫理学特殊研究演習ⅠC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅢA 454山内 志朗

88983倫理学特殊研究演習ⅠD 研究室奈良 雅俊

美学 32132 美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人

史学 36324東洋史特殊研究演習ⅠA 353-B長谷部 史彦

国文 83393国語学特殊研究Ⅰ 355-A屋名池 誠

中文 02273 36119中日比較文学特殊研究Ⅰ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅰ 中文演習室浅野 雅樹

81845中国文学特殊研究Ⅲ 斯道文庫研髙橋 智

英文 83321 18045英語学特殊研究Ⅰ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅰ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 81410現代仏文学特殊研究Ⅰ 研究室宮林 寛

図情 81080情報検索特殊研究Ⅴ 345-B岸田 和明

木 哲倫 38441 89281倫理学特殊研究ⅢB 341-A 49813ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅠB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅠC 357-C柏端 達也

81879倫理学特殊研究Ⅰ 357-A石田 京子

美学 37115音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 98612西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅠB 324 美術史特殊研究演習Ⅴ望月 典子 金山 弘昌 37536 313

35170美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D 13354林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 68773東洋史特殊研究ⅠB 341-B 39668桐本 東太 81549西洋史特殊研究演習ⅢA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 14971 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅢA 史学共同研

国文 37230中日比較文学特殊研究Ⅰ 334佐藤 道生

中文 86737中国文学特殊研究Ⅶ 355-B加藤 三由紀

英文 81587 86851米文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅰ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅰ松田 隆美  孝之 32993 英文研究室

独文 95431 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗

仏文 81773 84093近代仏文学特殊研究演習Ⅰ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅰ 511片木 智年

図情 36764情報学特殊研究Ⅰ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅰ谷口 祥一 36138 341-B

金 哲倫 30546 51480哲学特殊研究ⅢA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB 525-C金子 善彦

89129斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅠE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98593 美学芸術学特殊研究ⅠA 464樋笠 勝士

史学 33564 34503 31671日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅰ 342 東洋史特殊研究演習ⅠB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53664民族学考古学特殊研究Ⅰ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 83867 研究室

独文 71207 81041 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53353 民族学考古学特殊研究演習Ⅰ 343-C杉本 智俊
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2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 42819 倫理学特殊研究演習ⅡB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅡA山内 志朗 石田 京子 81898 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 38915 59552西洋史特殊研究演習ⅡA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅣC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20716国文学特殊研究Ⅳ 研究室小川 剛生

中文 02269 中国文学特殊研究Ⅵ 中文演習室種村 和史

独文 93238 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ田中 愼 84385 325-A

仏文 43117現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 63016 50813情報学特殊研究Ⅳ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

57985松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

68807谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

49847倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 343-B

火 哲倫 86354哲学特殊研究演習Ⅳ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 81606 108

史学 31227 日本史特殊研究演習Ⅳ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅣB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89210 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 84108 353-C

英文 17747英語学特殊研究演習Ⅱ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅱ井出 新 98077 研究室

05894近代英米文学特殊研究演習Ⅱ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 98120 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅱ大串 尚代 98149 545

独文 93219 82105ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 66144 142-B

仏文 81740仏語学特殊研究Ⅱ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 81352 45220倫理学特殊研究演習ⅡC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅣA 454山内 志朗

89114倫理学特殊研究演習ⅡD 研究室奈良 雅俊

美学 32481 美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人

史学 29751東洋史特殊研究演習ⅡA 353-B長谷部 史彦

国文 31576国語学特殊研究Ⅱ 355-A屋名池 誠

中文 02288 35806中日比較文学特殊研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

42838中国文学特殊研究Ⅳ 斯道文庫研髙橋 智

英文 32238 18064英語学特殊研究Ⅱ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅱ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 79394現代仏文学特殊研究Ⅱ 研究室宮林 寛

図情 38638情報検索特殊研究Ⅵ 345-B岸田 和明

木 哲倫 33378 89296倫理学特殊研究ⅣB 341-A 48707ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅡB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅡC 357-C柏端 達也

35184倫理学特殊研究Ⅱ 357-A石田 京子

美学 31193音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 98282西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅡB 324 美術史特殊研究演習Ⅵ望月 典子 金山 弘昌 37555 313

85491美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D 16540林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 18710東洋史特殊研究ⅡB 341-B 33325桐本 東太 66163西洋史特殊研究演習ⅣA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 14986 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅣA 史学共同研

国文 47074中日比較文学特殊研究Ⅱ 334佐藤 道生

中文 81769中国文学特殊研究Ⅷ 355-B加藤 三由紀

英文 81056 89042米文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅱ松田 隆美  孝之 34140 英文研究室

独文 95446 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗

仏文 81075 81553近代仏文学特殊研究演習Ⅱ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅱ 511片木 智年

図情 36453情報学特殊研究Ⅱ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅱ谷口 祥一 33928 341-B

金 哲倫 81735 51509哲学特殊研究ⅣA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB 525-C金子 善彦

89133斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅡE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98340 美学芸術学特殊研究ⅡA 464樋笠 勝士

史学 84112 35438 31686日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅱ 342 東洋史特殊研究演習ⅡB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53650民族学考古学特殊研究Ⅱ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 81276 研究室

独文 71632 43102 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53368 民族学考古学特殊研究演習Ⅱ 343-C杉本 智俊

曜日

月

哲倫

史学

国文
中文
独文
仏文
図情

火

哲倫
美学
史学
国文
英文

独文
仏文

水

哲倫

美学
史学
国文
中文

英文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学
国文
中文
英文
独文
仏文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文

土 史学

第 1時限　　　9 ： 00 ～ 10 ： 30 第 2 時限　　　10 ： 45 ～ 12 ： 15 第 3 時限　　　13 ： 00 ～ 14 ： 30
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 42819 倫理学特殊研究演習ⅡB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅡA山内 志朗 石田 京子 81898 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 38915 59552西洋史特殊研究演習ⅡA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅣC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20716国文学特殊研究Ⅳ 研究室小川 剛生

中文 02269 中国文学特殊研究Ⅵ 中文演習室種村 和史

独文 93238 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ田中 愼 84385 325-A

仏文 43117現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 63016 50813情報学特殊研究Ⅳ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

57985松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

68807谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

49847倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 343-B

火 哲倫 86354哲学特殊研究演習Ⅳ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 81606 108

史学 31227 日本史特殊研究演習Ⅳ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅣB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89210 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 84108 353-C

英文 17747英語学特殊研究演習Ⅱ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅱ井出 新 98077 研究室

05894近代英米文学特殊研究演習Ⅱ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 98120 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅱ大串 尚代 98149 545

独文 93219 82105ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 66144 142-B

仏文 81740仏語学特殊研究Ⅱ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 81352 45220倫理学特殊研究演習ⅡC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅣA 454山内 志朗

89114倫理学特殊研究演習ⅡD 研究室奈良 雅俊

美学 32481 美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人

史学 29751東洋史特殊研究演習ⅡA 353-B長谷部 史彦

国文 31576国語学特殊研究Ⅱ 355-A屋名池 誠

中文 02288 35806中日比較文学特殊研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

42838中国文学特殊研究Ⅳ 斯道文庫研髙橋 智

英文 32238 18064英語学特殊研究Ⅱ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅱ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 79394現代仏文学特殊研究Ⅱ 研究室宮林 寛

図情 38638情報検索特殊研究Ⅵ 345-B岸田 和明

木 哲倫 33378 89296倫理学特殊研究ⅣB 341-A 48707ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅡB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅡC 357-C柏端 達也

35184倫理学特殊研究Ⅱ 357-A石田 京子

美学 31193音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 98282西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅡB 324 美術史特殊研究演習Ⅵ望月 典子 金山 弘昌 37555 313

85491美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D 16540林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 18710東洋史特殊研究ⅡB 341-B 33325桐本 東太 66163西洋史特殊研究演習ⅣA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 14986 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅣA 史学共同研

国文 47074中日比較文学特殊研究Ⅱ 334佐藤 道生

中文 81769中国文学特殊研究Ⅷ 355-B加藤 三由紀

英文 81056 89042米文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅱ松田 隆美  孝之 34140 英文研究室

独文 95446 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗

仏文 81075 81553近代仏文学特殊研究演習Ⅱ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅱ 511片木 智年

図情 36453情報学特殊研究Ⅱ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅱ谷口 祥一 33928 341-B

金 哲倫 81735 51509哲学特殊研究ⅣA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB 525-C金子 善彦

89133斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅡE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98340 美学芸術学特殊研究ⅡA 464樋笠 勝士

史学 84112 35438 31686日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅱ 342 東洋史特殊研究演習ⅡB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53650民族学考古学特殊研究Ⅱ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 81276 研究室

独文 71632 43102 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53368 民族学考古学特殊研究演習Ⅱ 343-C杉本 智俊
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2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 42819 倫理学特殊研究演習ⅡB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅡA山内 志朗 石田 京子 81898 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 38915 59552西洋史特殊研究演習ⅡA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅣC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20716国文学特殊研究Ⅳ 研究室小川 剛生

中文 02269 中国文学特殊研究Ⅵ 中文演習室種村 和史

独文 93238 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ田中 愼 84385 325-A

仏文 43117現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 63016 50813情報学特殊研究Ⅳ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

57985松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

68807谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

49847倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 343-B

火 哲倫 86354哲学特殊研究演習Ⅳ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 81606 108

史学 31227 日本史特殊研究演習Ⅳ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅣB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89210 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 84108 353-C

英文 17747英語学特殊研究演習Ⅱ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅱ井出 新 98077 研究室

05894近代英米文学特殊研究演習Ⅱ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 98120 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅱ大串 尚代 98149 545

独文 93219 82105ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 66144 142-B

仏文 81740仏語学特殊研究Ⅱ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 81352 45220倫理学特殊研究演習ⅡC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅣA 454山内 志朗

89114倫理学特殊研究演習ⅡD 研究室奈良 雅俊

美学 32481 美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人

史学 29751東洋史特殊研究演習ⅡA 353-B長谷部 史彦

国文 31576国語学特殊研究Ⅱ 355-A屋名池 誠

中文 02288 35806中日比較文学特殊研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

42838中国文学特殊研究Ⅳ 斯道文庫研髙橋 智

英文 32238 18064英語学特殊研究Ⅱ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅱ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 79394現代仏文学特殊研究Ⅱ 研究室宮林 寛

図情 38638情報検索特殊研究Ⅵ 345-B岸田 和明

木 哲倫 33378 89296倫理学特殊研究ⅣB 341-A 48707ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅡB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅡC 357-C柏端 達也

35184倫理学特殊研究Ⅱ 357-A石田 京子

美学 31193音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 98282西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅡB 324 美術史特殊研究演習Ⅵ望月 典子 金山 弘昌 37555 313

85491美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D 16540林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 18710東洋史特殊研究ⅡB 341-B 33325桐本 東太 66163西洋史特殊研究演習ⅣA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 14986 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅣA 史学共同研

国文 47074中日比較文学特殊研究Ⅱ 334佐藤 道生

中文 81769中国文学特殊研究Ⅷ 355-B加藤 三由紀

英文 81056 89042米文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅱ松田 隆美  孝之 34140 英文研究室

独文 95446 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗

仏文 81075 81553近代仏文学特殊研究演習Ⅱ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅱ 511片木 智年

図情 36453情報学特殊研究Ⅱ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅱ谷口 祥一 33928 341-B

金 哲倫 81735 51509哲学特殊研究ⅣA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB 525-C金子 善彦

89133斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅡE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98340 美学芸術学特殊研究ⅡA 464樋笠 勝士

史学 84112 35438 31686日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅱ 342 東洋史特殊研究演習ⅡB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53650民族学考古学特殊研究Ⅱ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 81276 研究室

独文 71632 43102 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53368 民族学考古学特殊研究演習Ⅱ 343-C杉本 智俊

2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 42819 倫理学特殊研究演習ⅡB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅡA山内 志朗 石田 京子 81898 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 38915 59552西洋史特殊研究演習ⅡA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅣC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20716国文学特殊研究Ⅳ 研究室小川 剛生

中文 02269 中国文学特殊研究Ⅵ 中文演習室種村 和史

独文 93238 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ田中 愼 84385 325-A

仏文 43117現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 63016 50813情報学特殊研究Ⅳ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

57985松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

68807谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

49847倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 343-B

火 哲倫 86354哲学特殊研究演習Ⅳ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 81606 108

史学 31227 日本史特殊研究演習Ⅳ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅣB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89210 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 84108 353-C

英文 17747英語学特殊研究演習Ⅱ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅱ井出 新 98077 研究室

05894近代英米文学特殊研究演習Ⅱ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 98120 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅱ大串 尚代 98149 545

独文 93219 82105ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 66144 142-B

仏文 81740仏語学特殊研究Ⅱ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 81352 45220倫理学特殊研究演習ⅡC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅣA 454山内 志朗

89114倫理学特殊研究演習ⅡD 研究室奈良 雅俊

美学 32481 美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人

史学 29751東洋史特殊研究演習ⅡA 353-B長谷部 史彦

国文 31576国語学特殊研究Ⅱ 355-A屋名池 誠

中文 02288 35806中日比較文学特殊研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

42838中国文学特殊研究Ⅳ 斯道文庫研髙橋 智

英文 32238 18064英語学特殊研究Ⅱ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅱ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 79394現代仏文学特殊研究Ⅱ 研究室宮林 寛

図情 38638情報検索特殊研究Ⅵ 345-B岸田 和明

木 哲倫 33378 89296倫理学特殊研究ⅣB 341-A 48707ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅡB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅡC 357-C柏端 達也

35184倫理学特殊研究Ⅱ 357-A石田 京子

美学 31193音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 98282西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅡB 324 美術史特殊研究演習Ⅵ望月 典子 金山 弘昌 37555 313

85491美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D 16540林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 18710東洋史特殊研究ⅡB 341-B 33325桐本 東太 66163西洋史特殊研究演習ⅣA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 14986 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅣA 史学共同研

国文 47074中日比較文学特殊研究Ⅱ 334佐藤 道生

中文 81769中国文学特殊研究Ⅷ 355-B加藤 三由紀

英文 81056 89042米文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅱ松田 隆美  孝之 34140 英文研究室

独文 95446 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗

仏文 81075 81553近代仏文学特殊研究演習Ⅱ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅱ 511片木 智年

図情 36453情報学特殊研究Ⅱ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅱ谷口 祥一 33928 341-B

金 哲倫 81735 51509哲学特殊研究ⅣA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB 525-C金子 善彦

89133斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅡE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98340 美学芸術学特殊研究ⅡA 464樋笠 勝士

史学 84112 35438 31686日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅱ 342 東洋史特殊研究演習ⅡB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53650民族学考古学特殊研究Ⅱ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 81276 研究室

独文 71632 43102 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53368 民族学考古学特殊研究演習Ⅱ 343-C杉本 智俊

曜日

月

哲倫

史学

国文
中文
独文
仏文
図情

火

哲倫
美学
史学
国文
英文

独文
仏文

水

哲倫

美学
史学
国文
中文

英文
仏文
図情

木

哲倫

美学

史学
国文
中文
英文
独文
仏文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文

土 史学

第 4時限　　　14 ： 45 ～ 16 ： 15 第 5 時限　　　16 ： 30 ～ 18 ： 00 第 6 時限　　　18 ： 10 ～ 19 ： 40
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

2020年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（秋）
曜日

第１時限 ９：００　～　１０：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第２時限 １０：４５　～　１２：１５
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第４時限１３：００　～　１４：３０
担当者名 登録番号 授業科目名 教室

第５時限１４：４５　～　１６：１５ 第６時限１６：３０　～　１８：００第３時限
担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室 担当者名 登録番号 授業科目名 教室

１８：１０　～　１９：４０

月 哲倫 42819 倫理学特殊研究演習ⅡB 347-A 倫理学特殊研究演習ⅡA山内 志朗 石田 京子 81898 倫理学研究

ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

山内 志朗

史学 38915 59552西洋史特殊研究演習ⅡA 345-A山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅣC 研究室長谷川 敬

吉武 憲司

国文 20716国文学特殊研究Ⅳ 研究室小川 剛生

中文 02269 中国文学特殊研究Ⅵ 中文演習室種村 和史

独文 93238 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 523-B川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ田中 愼 84385 325-A

仏文 43117現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 63016 50813情報学特殊研究Ⅳ 464谷口 祥一 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

57985松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

68807谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

49847倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 343-B

火 哲倫 86354哲学特殊研究演習Ⅳ 142-C峯島 宏次

美学 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 81606 108

史学 31227 日本史特殊研究演習Ⅳ 史学共同研 西洋史特殊研究演習ⅣB柳田 利夫 野々瀬 浩司 89210 143-C

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 84108 353-C

英文 17747英語学特殊研究演習Ⅱ 444堀田 隆一 近代英米文学特殊研究Ⅱ井出 新 98077 研究室

05894近代英米文学特殊研究演習Ⅱ 341-A髙橋 勇 現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 98120 英文研究室

現代英米文学特殊研究演習Ⅱ大串 尚代 98149 545

独文 93219 82105ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA 345-B識名 章喜 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ 345-A ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 66144 142-B

仏文 81740仏語学特殊研究Ⅱ 347-Aﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 81352 45220倫理学特殊研究演習ⅡC 研究室柘植 尚則倫理学特殊研究ⅣA 454山内 志朗

89114倫理学特殊研究演習ⅡD 研究室奈良 雅俊

美学 32481 美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人

史学 29751東洋史特殊研究演習ⅡA 353-B長谷部 史彦

国文 31576国語学特殊研究Ⅱ 355-A屋名池 誠

中文 02288 35806中日比較文学特殊研究Ⅱ 中文演習室杉野 元子中国語学特殊研究Ⅱ 中文演習室浅野 雅樹

42838中国文学特殊研究Ⅳ 斯道文庫研髙橋 智

英文 32238 18064英語学特殊研究Ⅱ 357-B 中世英文学特殊研究演習Ⅱ 英文研究室井上 逸兵 徳永 聡子

仏文 79394現代仏文学特殊研究Ⅱ 研究室宮林 寛

図情 38638情報検索特殊研究Ⅵ 345-B岸田 和明

木 哲倫 33378 89296倫理学特殊研究ⅣB 341-A 48707ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ哲学特殊研究演習ⅡB 353-C上枝 美典 哲学特殊研究演習ⅡC 357-C柏端 達也

35184倫理学特殊研究Ⅱ 357-A石田 京子

美学 31193音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 98282西川 尚生 美学芸術学特殊研究ⅡB 324 美術史特殊研究演習Ⅵ望月 典子 金山 弘昌 37555 313

85491美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D 16540林 温 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

林 温

望月 典子

史学 18710東洋史特殊研究ⅡB 341-B 33325桐本 東太 66163西洋史特殊研究演習ⅣA 研究室 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 14986 466 中島 圭一 日本史特殊研究ⅣA 史学共同研

国文 47074中日比較文学特殊研究Ⅱ 334佐藤 道生

中文 81769中国文学特殊研究Ⅷ 355-B加藤 三由紀

英文 81056 89042米文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 孝之 中世英文学特殊研究Ⅱ 英文研究室 米文学特殊研究演習Ⅱ松田 隆美  孝之 34140 英文研究室

独文 95446 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗

仏文 81075 81553近代仏文学特殊研究演習Ⅱ 研究室小倉 孝誠近代仏文学特殊研究Ⅱ 511片木 智年

図情 36453情報学特殊研究Ⅱ 341-A倉田 敬子 情報検索特殊研究Ⅱ谷口 祥一 33928 341-B

金 哲倫 81735 51509哲学特殊研究ⅣA 343-D荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB 525-C金子 善彦

89133斎藤 慶典 倫理学特殊研究演習ⅡE 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

美学 98340 美学芸術学特殊研究ⅡA 464樋笠 勝士

史学 84112 35438 31686日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦日本史特殊研究Ⅱ 342 東洋史特殊研究演習ⅡB 352浅見 雅一 岩間 一弘

53650民族学考古学特殊研究Ⅱ 464安藤 広道

佐藤 孝雄

山口 徹

国文 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 81276 研究室

独文 71632 43102 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-Aﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D粂川 麻里生

土 史学 53368 民族学考古学特殊研究演習Ⅱ 343-C杉本 智俊
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別紙 

美学美術史学専攻 修士課程 アート・マネジメント分野 第 7 時限 

曜日 
第 7 時限       19 : 50 ～ 21 : 20 

担当者名 登録番号 授業科目名 教室 

月 

大井 法子 
29049 【春】芸術関係法規演習Ⅱ 325A 

雪丸 真吾 

采木 俊憲 86039 【春】アート・マネジメント特殊講義演習Ⅴ 324 

木 

伊志嶺 絵里子 

47610 【秋】文化資源研究演習Ⅱ 324 

片山 正夫 

徳永 髙志 

中尾 知彦 

藤井 博義 

 

特定期間集中講義科目（図書館・情報学専攻 修士課程 情報資源管理分野） 

講義日 担当者名 登録番号 授業科目名 学期 教室 

8 月 19 日(水) 

1～5 限 

安形 輝 02656 情報資源管理特殊講義ⅩⅧ 春特定 321 
8 月 20 日(木) 

1～5 限 

8 月 21 日(金) 

1～4 限 

 

アート・センター設置科目 

曜日 
第 2 時限       10 : 45 ～ 12 : 15 

担当者名 登録番号 授業科目名 教室 

水 

久保 仁志 

82272 【春】アート・アーカイヴ特殊講義 435 森山 緑 

渡部 葉子 

久保 仁志 

82287 【秋】アート・アーカイヴ特殊講義演習 435 森山 緑 

渡部 葉子 

※その他の諸研究所・センター設置科目については「文学部時間割表」を参照してください。 
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