
1

月

社会 荒牧　草平 20830 社会学特論Ⅰ〔春〕353-A 浜　日出夫 46651 社会学特論Ⅰ〔春〕353-D

月

社会 浜　日出夫 46632 社会学史特論Ⅰ〔春〕353-D 今井　芳昭 46628 社会心理学演習Ⅰ〔春〕 358
大石　　裕 61750 マス・コミュニケーション

演習Ⅰ〔春〕343-A
浜　日出夫 88869 社会学特論Ⅱ〔秋〕353-D 浜　日出夫 90171 社会学史特論Ⅱ〔秋〕353-D 今井　芳昭 90588 社会心理学演習Ⅱ〔秋〕 358
織田　輝哉 46389 社会学演習Ⅰ〔春〕353-A 辻　　　泉 91546 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕357-A大石　　裕 91709 マス・コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕343-A

織田　輝哉 91240 社会学演習Ⅱ〔秋〕353-A
松沢　裕作 62354 社会史演習Ⅰ〔春〕351-B 辻　　　泉 91570 コミュニケーション

特論Ⅱ〔秋〕357-A
今井　芳昭 45550 社会心理学特論Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 90626 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕 358

心理 心理 坂上　貴之 56902 基礎行動学特論Ⅳ〔秋〕325-A

教育 松浦　良充 61214 比較教育学演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 61506 比較教育学特論Ⅰ〔春〕357-A 教育
松浦　良充 89884 比較教育学演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 89865 比較教育学特論Ⅱ〔秋〕357-A

火

社会 佐川　　徹 08396 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 47275 社会学特論Ⅰ〔春〕357-A 岡原　正幸 31796 社会学特論Ⅰ〔春〕研究室

火

社会 大久保教宏 24104 社会史特論Ⅰ〔春〕353-A 岡田あおい 46360 社会学特論Ⅰ〔春〕343-C ジョイス，
テレンスA．

01129 英語論文作成法〔春〕 444
佐川　　徹 08420 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-D 澤井　　敦 91049 社会学特論Ⅱ〔秋〕357-A 岡原　正幸 91201 社会学特論Ⅱ〔秋〕研究室 大久保教宏 90664 社会史特論Ⅱ〔秋〕353-A 岡田あおい 90683 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-C

橋本　栄莉 46169 文化人類学演習Ⅰ〔春〕 464 鈴木　淳子 52467 社会心理学特論Ⅰ〔春〕343-A 山腰　修三 62096 マス・コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕357-B

森川　剛光 52122 社会学特論Ⅰ〔春〕325-A
橋本　栄莉 90884 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕 464 鈴木　淳子 70325 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕343-A 森川　剛光 90994 社会学特論Ⅱ〔秋〕325-A

三尾　裕子 62741 文化人類学演習Ⅰ〔春〕353-C 山腰　修三 92762 マス・コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕357-B

岡原　正幸  38308 社会学演習Ⅰ〔春〕 354三尾　裕子 91383 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕353-C 鈴木弥香子
森川　剛光 46848 社会学理論演習Ⅰ〔春〕325-A 岡原　正幸  91235 社会学演習Ⅱ〔秋〕 354森川　剛光 92270 社会学理論演習Ⅱ〔秋〕325-A 小野　竜史
岡田あおい 51179 社会学演習Ⅰ〔春〕343-C
岡田あおい 90846 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-C
鈴木　淳子 46910 社会心理学演習Ⅰ〔春〕343-A
鈴木　淳子 92341 社会心理学演習Ⅱ〔秋〕343-A

心理 川畑　秀明 47390 心理学特殊実験Ⅰ〔春〕 321
516

心理 川畑　秀明 47404 心理学特殊実験Ⅲ〔春〕 321
516

ジョイス，
テレンスA．

01133 英語論文作成法〔春〕 444

川畑　秀明 91159 心理学特殊実験Ⅱ〔秋〕 321
516

川畑　秀明 91948 心理学特殊実験Ⅳ〔秋〕 321
516

教育 安藤　寿康 61396 教育心理学演習Ⅰ〔春〕351-B 米山　光儀 90391 教育史特論Ⅳ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 23146 教育学演習Ⅰ〔春〕353-D 教育 真壁　宏幹 61453 教育学史特論Ⅰ〔春〕353-D 米山　光儀 61305 教育史特論Ⅲ〔春〕347-A ジョイス，
テレンスA．

01148 英語論文作成法〔春〕 444
安藤　寿康 89774 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕351-B 酒井　　厚 00046 教育心理学演習Ⅰ〔春〕343-A 真壁　宏幹 23639 教育学演習Ⅱ〔秋〕353-D 真壁　宏幹 90569 教育学史特論Ⅱ〔秋〕353-D 安藤　寿康  61138 教育心理学演習Ⅰ〔春〕357-C櫻井　茂男 61032 教育心理学特論Ⅴ〔秋〕523-B 髙橋　　哲 61013 比較教育学特論Ⅲ〔春〕 434 鹿毛　雅治

髙橋　　哲 90205 比較教育学特論Ⅳ〔秋〕351-A 安藤　寿康  89793 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕357-C鹿毛　雅治

水

社会 武山　政直 46939 社会学特論Ⅰ〔春〕 314 塩原　良和
 46101 研究方法論Ⅰ〔春〕 462

水

社会 竹ノ下弘久 95082 社会学特論Ⅰ〔春〕144-A マシューズ，
ジョエル

07170 社会学特論Ⅱ〔秋〕325-A
武山　政直 90789 社会学特論Ⅱ〔秋〕 314 鈴木　慶孝 竹ノ下弘久 95795 社会学特論Ⅱ〔秋〕144-A
田中　東子 47203 社会学特論Ⅰ〔春〕341-A 髙橋　　誠 塩原　良和 07328 社会学演習Ⅰ〔春〕353-B 大石　　裕

 61802 マス・コミュニケーション特論Ⅰ〔春〕 346
田中　東子 90607 社会学特論Ⅱ〔秋〕341-A 塩原　良和

 92079 研究方法論Ⅱ〔秋〕 462
塩原　良和 07366 社会学演習Ⅱ〔秋〕353-B 烏谷　昌幸

上杉　富之 46776 文化人類学学説特論Ⅰ〔春〕 444 近兼　路子 山腰　修三
上杉　富之 91694 文化人類学学説特論Ⅱ〔秋〕 444 尹　　怡景 大石　　裕

 92576 マス・コミュニケーション特論Ⅱ〔秋〕 346
ウィンチェスター

マーク ジョン
15600 研究方法論Ⅱ〔秋〕 323 烏谷　昌幸

山腰　修三
有末　　賢 46742 社会学演習Ⅰ〔春〕343-B 竹ノ下弘久 05909 社会学演習Ⅰ〔春〕144-A
有末　　賢 90736 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-B 竹ノ下弘久 05928 社会学演習Ⅱ〔秋〕144-A
鈴木　晃仁 46704 社会史演習Ⅰ〔春〕355-B
鈴木　晃仁 90918 社会史演習Ⅱ〔秋〕355-B

心理 中野　泰志 47419 知覚心理学演習Ⅰ〔春〕343-C 伊東　裕司 47916 認知心理学演習Ⅰ〔春〕343-D 心理 稲田　尚子 47533 臨床心理学実習Ⅲ〔春〕大　社
実習室中野　泰志 23552 知覚心理学演習Ⅱ〔秋〕343-C 伊東　裕司 23309 認知心理学演習Ⅱ〔秋〕343-D

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室

2020年度　大学院社会学研究科　修士課程時間割表

1  時間割の変更・訂正はすべて塾生サイト「授業」→「時間割・シラバス・履修」→「履修案内・講義要綱・時間割」にて指示します ｡ 
2  〔春〕・〔秋〕とあるのは，〔春学期〕・〔秋学期〕を表します。〔春集〕・〔秋集〕とあるのは，〔春学期集中〕・〔秋学期集中〕を表します。
3  研究室で実施する科目は研究室棟 1階で部屋番号を確認してください。（日吉研究室は担当者に確認してください。）



2

月

社会 荒牧　草平 20830 社会学特論Ⅰ〔春〕353-A 浜　日出夫 46651 社会学特論Ⅰ〔春〕353-D

月

社会 浜　日出夫 46632 社会学史特論Ⅰ〔春〕353-D 今井　芳昭 46628 社会心理学演習Ⅰ〔春〕 358
大石　　裕 61750 マス・コミュニケーション

演習Ⅰ〔春〕343-A
浜　日出夫 88869 社会学特論Ⅱ〔秋〕353-D 浜　日出夫 90171 社会学史特論Ⅱ〔秋〕353-D 今井　芳昭 90588 社会心理学演習Ⅱ〔秋〕 358
織田　輝哉 46389 社会学演習Ⅰ〔春〕353-A 辻　　　泉 91546 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕357-A大石　　裕 91709 マス・コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕343-A

織田　輝哉 91240 社会学演習Ⅱ〔秋〕353-A
松沢　裕作 62354 社会史演習Ⅰ〔春〕351-B 辻　　　泉 91570 コミュニケーション

特論Ⅱ〔秋〕357-A
今井　芳昭 45550 社会心理学特論Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 90626 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕 358

心理 心理 坂上　貴之 56902 基礎行動学特論Ⅳ〔秋〕325-A

教育 松浦　良充 61214 比較教育学演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 61506 比較教育学特論Ⅰ〔春〕357-A 教育
松浦　良充 89884 比較教育学演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 89865 比較教育学特論Ⅱ〔秋〕357-A

火

社会 佐川　　徹 08396 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 47275 社会学特論Ⅰ〔春〕357-A 岡原　正幸 31796 社会学特論Ⅰ〔春〕研究室

火

社会 大久保教宏 24104 社会史特論Ⅰ〔春〕353-A 岡田あおい 46360 社会学特論Ⅰ〔春〕343-C ジョイス，
テレンスA．

01129 英語論文作成法〔春〕 444
佐川　　徹 08420 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-D 澤井　　敦 91049 社会学特論Ⅱ〔秋〕357-A 岡原　正幸 91201 社会学特論Ⅱ〔秋〕研究室 大久保教宏 90664 社会史特論Ⅱ〔秋〕353-A 岡田あおい 90683 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-C

橋本　栄莉 46169 文化人類学演習Ⅰ〔春〕 464 鈴木　淳子 52467 社会心理学特論Ⅰ〔春〕343-A 山腰　修三 62096 マス・コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕357-B

森川　剛光 52122 社会学特論Ⅰ〔春〕325-A
橋本　栄莉 90884 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕 464 鈴木　淳子 70325 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕343-A 森川　剛光 90994 社会学特論Ⅱ〔秋〕325-A

三尾　裕子 62741 文化人類学演習Ⅰ〔春〕353-C 山腰　修三 92762 マス・コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕357-B

岡原　正幸  38308 社会学演習Ⅰ〔春〕 354三尾　裕子 91383 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕353-C 鈴木弥香子
森川　剛光 46848 社会学理論演習Ⅰ〔春〕325-A 岡原　正幸  91235 社会学演習Ⅱ〔秋〕 354森川　剛光 92270 社会学理論演習Ⅱ〔秋〕325-A 小野　竜史
岡田あおい 51179 社会学演習Ⅰ〔春〕343-C
岡田あおい 90846 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-C
鈴木　淳子 46910 社会心理学演習Ⅰ〔春〕343-A
鈴木　淳子 92341 社会心理学演習Ⅱ〔秋〕343-A

心理 川畑　秀明 47390 心理学特殊実験Ⅰ〔春〕 321
516

心理 川畑　秀明 47404 心理学特殊実験Ⅲ〔春〕 321
516

ジョイス，
テレンスA．

01133 英語論文作成法〔春〕 444

川畑　秀明 91159 心理学特殊実験Ⅱ〔秋〕 321
516

川畑　秀明 91948 心理学特殊実験Ⅳ〔秋〕 321
516

教育 安藤　寿康 61396 教育心理学演習Ⅰ〔春〕351-B 米山　光儀 90391 教育史特論Ⅳ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 23146 教育学演習Ⅰ〔春〕353-D 教育 真壁　宏幹 61453 教育学史特論Ⅰ〔春〕353-D 米山　光儀 61305 教育史特論Ⅲ〔春〕347-A ジョイス，
テレンスA．

01148 英語論文作成法〔春〕 444
安藤　寿康 89774 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕351-B 酒井　　厚 00046 教育心理学演習Ⅰ〔春〕343-A 真壁　宏幹 23639 教育学演習Ⅱ〔秋〕353-D 真壁　宏幹 90569 教育学史特論Ⅱ〔秋〕353-D 安藤　寿康  61138 教育心理学演習Ⅰ〔春〕357-C櫻井　茂男 61032 教育心理学特論Ⅴ〔秋〕523-B 髙橋　　哲 61013 比較教育学特論Ⅲ〔春〕 434 鹿毛　雅治

髙橋　　哲 90205 比較教育学特論Ⅳ〔秋〕351-A 安藤　寿康  89793 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕357-C鹿毛　雅治

水

社会 武山　政直 46939 社会学特論Ⅰ〔春〕 314 塩原　良和
 46101 研究方法論Ⅰ〔春〕 462

水

社会 竹ノ下弘久 95082 社会学特論Ⅰ〔春〕144-A マシューズ，
ジョエル

07170 社会学特論Ⅱ〔秋〕325-A
武山　政直 90789 社会学特論Ⅱ〔秋〕 314 鈴木　慶孝 竹ノ下弘久 95795 社会学特論Ⅱ〔秋〕144-A
田中　東子 47203 社会学特論Ⅰ〔春〕341-A 髙橋　　誠 塩原　良和 07328 社会学演習Ⅰ〔春〕353-B 大石　　裕

 61802 マス・コミュニケーション特論Ⅰ〔春〕 346
田中　東子 90607 社会学特論Ⅱ〔秋〕341-A 塩原　良和

 92079 研究方法論Ⅱ〔秋〕 462
塩原　良和 07366 社会学演習Ⅱ〔秋〕353-B 烏谷　昌幸

上杉　富之 46776 文化人類学学説特論Ⅰ〔春〕 444 近兼　路子 山腰　修三
上杉　富之 91694 文化人類学学説特論Ⅱ〔秋〕 444 尹　　怡景 大石　　裕

 92576 マス・コミュニケーション特論Ⅱ〔秋〕 346
ウィンチェスター

マーク ジョン
15600 研究方法論Ⅱ〔秋〕 323 烏谷　昌幸

山腰　修三
有末　　賢 46742 社会学演習Ⅰ〔春〕343-B 竹ノ下弘久 05909 社会学演習Ⅰ〔春〕144-A
有末　　賢 90736 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-B 竹ノ下弘久 05928 社会学演習Ⅱ〔秋〕144-A
鈴木　晃仁 46704 社会史演習Ⅰ〔春〕355-B
鈴木　晃仁 90918 社会史演習Ⅱ〔秋〕355-B

心理 中野　泰志 47419 知覚心理学演習Ⅰ〔春〕343-C 伊東　裕司 47916 認知心理学演習Ⅰ〔春〕343-D 心理 稲田　尚子 47533 臨床心理学実習Ⅲ〔春〕大　社
実習室中野　泰志 23552 知覚心理学演習Ⅱ〔秋〕343-C 伊東　裕司 23309 認知心理学演習Ⅱ〔秋〕343-D

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室

2020年度　大学院社会学研究科　修士課程時間割表



3

木

社会 北中　淳子 47347 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-A 常松　　淳 15557 社会学特論Ⅰ〔春〕353-C

木

社会 稲葉　昭英 62407 社会学特論Ⅰ〔春〕355-B 前田　泰樹 91929 社会学特論Ⅰ〔春〕343-C
北中　淳子 91402 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-A 常松　　淳 15576 社会学特論Ⅱ〔秋〕353-C 稲葉　昭英 90827 社会学特論Ⅱ〔秋〕355-B 前田　泰樹 92098 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-C
平石　　界 95814 社会心理学特論Ⅰ〔春〕 346 北村　　智 90425 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕353-A
塩原　良和 46886 社会学特論Ⅰ〔春〕 358 稲葉　昭英 91641 社会学演習Ⅰ〔春〕355-B

平石　　界 95833 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕 346 塩原　良和 91163 社会学特論Ⅱ〔秋〕 358 稲葉　昭英 91675 社会学演習Ⅱ〔秋〕355-B
飯田　　恭

 22427 社会史演習Ⅰ〔春〕 464

北村　　智 90430 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕353-A

近森　高明 45928 社会学特論Ⅰ〔春〕343-A 李　　光鎬 46541 コミュニケーション
演習Ⅰ〔春〕347-A神田さやこ 近森　高明 90808 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-A

中西　　聡 李　　光鎬 44883 コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕347-A

李　　光鎬 90497 コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕347-A難波ちづる

橋口　勝利 李　　光鎬 90057 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕347-A飯田　　恭

 91436 社会史演習Ⅱ〔秋〕 462
太田　　淳
神田さやこ
中西　　聡
橋口　勝利

心理 伊澤　栄一 54493 比較心理学特論Ⅰ〔春〕 464 心理
伊澤　栄一 24669 生物心理学演習Ⅱ〔秋〕 464
川畑　秀明 23567 知覚心理学演習Ⅲ〔春〕 451
川畑　秀明 91842 基礎行動学特論Ⅱ〔秋〕343-C
山本　淳一 47036 発達心理学演習Ⅰ〔春〕353-D
山本　淳一 91489 臨床心理学特論Ⅱ〔秋〕353-D

教育 池田　全之 23658 教育哲学特論Ⅰ〔春〕357-B 教育
池田　全之 90478 教育哲学特論Ⅱ〔秋〕357-B

金

社会 板橋　春夫 46800 歴史民俗学演習Ⅰ〔春〕325-A

金

社会
板橋　春夫 90941 歴史民俗学演習Ⅱ〔秋〕325-A

心理 渡辺　利夫 55231 計量行動学特論Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 47112 臨床心理学実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 22886 精神医学特論Ⅳ〔秋〕 342 心理 大森　貴秀
 50010 行動修正実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 57048 神経科学特論Ⅰ〔春〕 441
熊　　仁美 永井知代子 92174 神経科学特論Ⅱ〔秋〕325-A
山本　淳一 梅田　　聡 91599 生物心理学演習Ⅳ〔秋〕 464
石塚　祐香

 91876 行動修正実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

大森　貴秀
 60017 行動修正実習Ⅲ〔春〕大　社実習室大森　貴秀 熊　　仁美

山本　淳一 山本　淳一
石塚　祐香

 91900 行動修正実習Ⅳ〔秋〕大　社実習室大森　貴秀
山本　淳一

教育 山梨　あや 08946 教育史演習Ⅰ〔春〕353-C 教育 山本　正身 23347 教育史特論Ⅰ〔春〕研究室 山本　正身 61271 教育史演習Ⅰ〔春〕研究室
山梨　あや 08970 教育史演習Ⅱ〔秋〕353-C 山本　正身 24908 教育史特論Ⅱ〔秋〕研究室 山本　正身 91034 教育史演習Ⅱ〔秋〕研究室

土

心理 皆川　泰代 47567 発達心理学演習Ⅲ〔春〕日　吉
研究室

土

心理

皆川　泰代 48161 発達心理学演習Ⅳ〔秋〕日　吉
研究室

教育 鹿毛　雅治 60552 教育心理学演習Ⅰ〔春〕 323 教育 米山　光儀 61252 教育史演習Ⅰ〔春〕347-B
鹿毛　雅治 90239 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕 323 米山　光儀 90258 教育史演習Ⅱ〔秋〕347-B

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室

2020年度　大学院社会学研究科　修士課程時間割表

1  時間割の変更・訂正はすべて塾生サイト「授業」→「時間割・シラバス・履修」→「履修案内・講義要綱・時間割」にて指示します ｡ 
2  〔春〕・〔秋〕とあるのは，〔春学期〕・〔秋学期〕を表します。〔春集〕・〔秋集〕とあるのは，〔春学期集中〕・〔秋学期集中〕を表します。
3  研究室で実施する科目は研究室棟 1階で部屋番号を確認してください。（日吉研究室は担当者に確認してください。）
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木

社会 北中　淳子 47347 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-A 常松　　淳 15557 社会学特論Ⅰ〔春〕353-C

木

社会 稲葉　昭英 62407 社会学特論Ⅰ〔春〕355-B 前田　泰樹 91929 社会学特論Ⅰ〔春〕343-C
北中　淳子 91402 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-A 常松　　淳 15576 社会学特論Ⅱ〔秋〕353-C 稲葉　昭英 90827 社会学特論Ⅱ〔秋〕355-B 前田　泰樹 92098 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-C
平石　　界 95814 社会心理学特論Ⅰ〔春〕 346 北村　　智 90425 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕353-A
塩原　良和 46886 社会学特論Ⅰ〔春〕 358 稲葉　昭英 91641 社会学演習Ⅰ〔春〕355-B

平石　　界 95833 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕 346 塩原　良和 91163 社会学特論Ⅱ〔秋〕 358 稲葉　昭英 91675 社会学演習Ⅱ〔秋〕355-B
飯田　　恭

 22427 社会史演習Ⅰ〔春〕 464

北村　　智 90430 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕353-A

近森　高明 45928 社会学特論Ⅰ〔春〕343-A 李　　光鎬 46541 コミュニケーション
演習Ⅰ〔春〕347-A神田さやこ 近森　高明 90808 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-A

中西　　聡 李　　光鎬 44883 コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕347-A

李　　光鎬 90497 コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕347-A難波ちづる

橋口　勝利 李　　光鎬 90057 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕347-A飯田　　恭

 91436 社会史演習Ⅱ〔秋〕 462
太田　　淳
神田さやこ
中西　　聡
橋口　勝利

心理 伊澤　栄一 54493 比較心理学特論Ⅰ〔春〕 464 心理
伊澤　栄一 24669 生物心理学演習Ⅱ〔秋〕 464
川畑　秀明 23567 知覚心理学演習Ⅲ〔春〕 451
川畑　秀明 91842 基礎行動学特論Ⅱ〔秋〕343-C
山本　淳一 47036 発達心理学演習Ⅰ〔春〕353-D
山本　淳一 91489 臨床心理学特論Ⅱ〔秋〕353-D

教育 池田　全之 23658 教育哲学特論Ⅰ〔春〕357-B 教育
池田　全之 90478 教育哲学特論Ⅱ〔秋〕357-B

金

社会 板橋　春夫 46800 歴史民俗学演習Ⅰ〔春〕325-A

金

社会
板橋　春夫 90941 歴史民俗学演習Ⅱ〔秋〕325-A

心理 渡辺　利夫 55231 計量行動学特論Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 47112 臨床心理学実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 22886 精神医学特論Ⅳ〔秋〕 342 心理 大森　貴秀
 50010 行動修正実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 57048 神経科学特論Ⅰ〔春〕 441
熊　　仁美 永井知代子 92174 神経科学特論Ⅱ〔秋〕325-A
山本　淳一 梅田　　聡 91599 生物心理学演習Ⅳ〔秋〕 464
石塚　祐香

 91876 行動修正実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

大森　貴秀
 60017 行動修正実習Ⅲ〔春〕大　社実習室大森　貴秀 熊　　仁美

山本　淳一 山本　淳一
石塚　祐香

 91900 行動修正実習Ⅳ〔秋〕大　社実習室大森　貴秀
山本　淳一

教育 山梨　あや 08946 教育史演習Ⅰ〔春〕353-C 教育 山本　正身 23347 教育史特論Ⅰ〔春〕研究室 山本　正身 61271 教育史演習Ⅰ〔春〕研究室
山梨　あや 08970 教育史演習Ⅱ〔秋〕353-C 山本　正身 24908 教育史特論Ⅱ〔秋〕研究室 山本　正身 91034 教育史演習Ⅱ〔秋〕研究室

土

心理 皆川　泰代 47567 発達心理学演習Ⅲ〔春〕日　吉
研究室

土

心理

皆川　泰代 48161 発達心理学演習Ⅳ〔秋〕日　吉
研究室

教育 鹿毛　雅治 60552 教育心理学演習Ⅰ〔春〕 323 教育 米山　光儀 61252 教育史演習Ⅰ〔春〕347-B
鹿毛　雅治 90239 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕 323 米山　光儀 90258 教育史演習Ⅱ〔秋〕347-B

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室

2020年度　大学院社会学研究科　修士課程時間割表
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月

社会 荒牧　草平 20844 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 浜　日出夫 46666 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D

月

社会 浜　日出夫 46647 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D 今井　芳昭 46317 社会心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 358
大石　　裕 61745 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A 浜　日出夫 90554 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 浜　日出夫 89463 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 今井　芳昭 90592 社会心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 358
大石　　裕 91728 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-A 織田　輝哉 46393 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕353-A 辻　　　泉 91565 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕357-A織田　輝哉 91254 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-A
松沢　裕作 18671 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕351-B 辻　　　泉 91584 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A
今井　芳昭 46355 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 90645 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕 358

心理 心理 坂上　貴之 57029 基礎行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕325-A

教育 松浦　良充 61229 比較教育学特殊演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 61200 比較教育学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 教育
松浦　良充 89899 比較教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 89870 比較教育学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A

火

社会 佐川　　徹 08415 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 47280 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 岡原　正幸 34556 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕研究室

火

社会 大久保教宏 23313 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 岡田あおい 46374 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-C ジョイス，
テレンスA．

00854 英語論文作成法〔春〕 444
佐川　　徹 08434 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 澤井　　敦 91068 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A 岡原　正幸 91216 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕研究室 大久保教宏 90679 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 岡田あおい 90698 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C

橋本　栄莉 46761 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕 464 三尾　裕子 69913 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕353-C 山腰　修三 61726 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕357-B 森川　剛光 56128 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕325-A
橋本　栄莉 90899 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕 464 三尾　裕子 91398 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-C 山腰　修三 92781 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-B 森川　剛光 91015 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-A

鈴木　淳子 67930 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕343-A 岡田あおい 55781 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-C
鈴木　淳子 70378 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-A 岡田あおい 90865 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-C

岡原　正幸 06264 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕研究室
岡原　正幸 06279 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕研究室
森川　剛光 21491 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕325-A
森川　剛光 21506 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕325-A
鈴木　淳子 46924 社会心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A
鈴木　淳子 92356 社会心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-A

心理 心理 ジョイス，
テレンスA．

00869 英語論文作成法〔春〕 444

教育 安藤　寿康 61434 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕351-B 米山　光儀 90406 教育史特殊研究Ⅳ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 23643 教育学特殊演習Ⅰ〔春〕353-D 教育 真壁　宏幹 61468 教育哲学特殊研究Ⅲ〔春〕353-D 米山　光儀 61310 教育史特殊研究Ⅲ〔春〕347-A ジョイス，
テレンスA．

00873 英語論文作成法〔春〕 444
安藤　寿康 89789 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕351-B 酒井　　厚 00065 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A 真壁　宏幹 89760 教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-D 真壁　宏幹 89827 教育哲学特殊研究Ⅳ〔秋〕353-D 安藤　寿康  61142 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕357-C櫻井　茂男 61051 教育心理学特殊研究Ⅴ〔秋〕523-B 髙橋　　哲 61028 比較教育学特殊研究Ⅲ〔春〕 434 鹿毛　雅治

髙橋　　哲 90210 比較教育学特殊研究Ⅳ〔秋〕351-A 安藤　寿康  89808 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕357-C鹿毛　雅治

水

社会 武山　政直 46943 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 314

水

社会 竹ノ下弘久 95135 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕144-A 大石　　裕
 61783 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 346武山　政直 90793 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 314 竹ノ下弘久 95800 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕144-A 烏谷　昌幸

田中　東子 46685 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕341-A 塩原　良和 07347 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕353-B 山腰　修三
田中　東子 90650 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕341-A 塩原　良和 07390 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-B 大石　　裕

 92600 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346上杉　富之 46795 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕 444 烏谷　昌幸
上杉　富之 91379 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕 444 山腰　修三
有末　　賢 46757 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-B マシューズ，

ジョエル
07184 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-A

有末　　賢 90760 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-B
鈴木　晃仁 46719 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕355-B 竹ノ下弘久 05913 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕144-A
鈴木　晃仁 90937 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕355-B 竹ノ下弘久 05932 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕144-A

心理 中野　泰志 47438 知覚心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-C 伊東　裕司 47677 認知心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-D 心理 稲田　尚子 47548 臨床心理学特殊実習Ⅲ〔春〕大　社
実習室中野　泰志 23571 知覚心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-C 伊東　裕司 23328 認知心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-D

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室

2020年度　大学院社会学研究科　博士課程時間割表

1  時間割の変更・訂正はすべて塾生サイト「授業」→「時間割・シラバス・履修」→「履修案内・講義要綱・時間割」にて指示します ｡ 
2  〔春〕・〔秋〕とあるのは，〔春学期〕・〔秋学期〕を表します。〔春集〕・〔秋集〕とあるのは，〔春学期集中〕・〔秋学期集中〕を表します。
3  研究室で実施する科目は研究室棟 1階で部屋番号を確認してください。（日吉研究室は担当者に確認してください。）
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月

社会 荒牧　草平 20844 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 浜　日出夫 46666 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D

月

社会 浜　日出夫 46647 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D 今井　芳昭 46317 社会心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 358
大石　　裕 61745 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A 浜　日出夫 90554 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 浜　日出夫 89463 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 今井　芳昭 90592 社会心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 358
大石　　裕 91728 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-A 織田　輝哉 46393 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕353-A 辻　　　泉 91565 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕357-A織田　輝哉 91254 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-A
松沢　裕作 18671 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕351-B 辻　　　泉 91584 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A
今井　芳昭 46355 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 90645 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕 358

心理 心理 坂上　貴之 57029 基礎行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕325-A

教育 松浦　良充 61229 比較教育学特殊演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 61200 比較教育学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 教育
松浦　良充 89899 比較教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 89870 比較教育学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A

火

社会 佐川　　徹 08415 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 47280 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 岡原　正幸 34556 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕研究室

火

社会 大久保教宏 23313 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 岡田あおい 46374 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-C ジョイス，
テレンスA．

00854 英語論文作成法〔春〕 444
佐川　　徹 08434 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 澤井　　敦 91068 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A 岡原　正幸 91216 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕研究室 大久保教宏 90679 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 岡田あおい 90698 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C

橋本　栄莉 46761 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕 464 三尾　裕子 69913 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕353-C 山腰　修三 61726 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕357-B 森川　剛光 56128 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕325-A
橋本　栄莉 90899 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕 464 三尾　裕子 91398 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-C 山腰　修三 92781 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-B 森川　剛光 91015 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-A

鈴木　淳子 67930 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕343-A 岡田あおい 55781 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-C
鈴木　淳子 70378 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-A 岡田あおい 90865 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-C

岡原　正幸 06264 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕研究室
岡原　正幸 06279 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕研究室
森川　剛光 21491 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕325-A
森川　剛光 21506 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕325-A
鈴木　淳子 46924 社会心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A
鈴木　淳子 92356 社会心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-A

心理 心理 ジョイス，
テレンスA．

00869 英語論文作成法〔春〕 444

教育 安藤　寿康 61434 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕351-B 米山　光儀 90406 教育史特殊研究Ⅳ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 23643 教育学特殊演習Ⅰ〔春〕353-D 教育 真壁　宏幹 61468 教育哲学特殊研究Ⅲ〔春〕353-D 米山　光儀 61310 教育史特殊研究Ⅲ〔春〕347-A ジョイス，
テレンスA．

00873 英語論文作成法〔春〕 444
安藤　寿康 89789 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕351-B 酒井　　厚 00065 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A 真壁　宏幹 89760 教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-D 真壁　宏幹 89827 教育哲学特殊研究Ⅳ〔秋〕353-D 安藤　寿康  61142 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕357-C櫻井　茂男 61051 教育心理学特殊研究Ⅴ〔秋〕523-B 髙橋　　哲 61028 比較教育学特殊研究Ⅲ〔春〕 434 鹿毛　雅治

髙橋　　哲 90210 比較教育学特殊研究Ⅳ〔秋〕351-A 安藤　寿康  89808 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕357-C鹿毛　雅治

水

社会 武山　政直 46943 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 314

水

社会 竹ノ下弘久 95135 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕144-A 大石　　裕
 61783 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 346武山　政直 90793 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 314 竹ノ下弘久 95800 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕144-A 烏谷　昌幸

田中　東子 46685 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕341-A 塩原　良和 07347 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕353-B 山腰　修三
田中　東子 90650 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕341-A 塩原　良和 07390 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-B 大石　　裕

 92600 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346上杉　富之 46795 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕 444 烏谷　昌幸
上杉　富之 91379 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕 444 山腰　修三
有末　　賢 46757 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-B マシューズ，

ジョエル
07184 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-A

有末　　賢 90760 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-B
鈴木　晃仁 46719 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕355-B 竹ノ下弘久 05913 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕144-A
鈴木　晃仁 90937 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕355-B 竹ノ下弘久 05932 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕144-A

心理 中野　泰志 47438 知覚心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-C 伊東　裕司 47677 認知心理学特殊演習Ⅰ〔春〕343-D 心理 稲田　尚子 47548 臨床心理学特殊実習Ⅲ〔春〕大　社
実習室中野　泰志 23571 知覚心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-C 伊東　裕司 23328 認知心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-D

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室

2020年度　大学院社会学研究科　博士課程時間割表
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木

社会 北中　淳子 45545 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 常松　　淳 15561 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-C

木

社会 稲葉　昭英 23753 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕355-B 前田　泰樹 91933 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-C
北中　淳子 91417 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 常松　　淳 15595 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-C 稲葉　昭英 90831 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕355-B 前田　泰樹 91952 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C
飯田　　恭

 23036 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕 464

北村　　智 90444 コミュニケーション
特殊研究Ⅰ〔春〕353-A

塩原　良和 46905 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 358 稲葉　昭英 91656 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕355-B
神田さやこ 塩原　良和 90717 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 358 稲葉　昭英 91680 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕355-B
中西　　聡 北村　　智 90459 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A
近森　高明 89482 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-A 李　　光鎬 46556 コミュニケーション

特殊演習Ⅰ〔春〕347-A難波ちづる 近森　高明 90812 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-A
橋口　勝利 李　　光鎬 46580 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕347-A
李　　光鎬 90372 コミュニケーション

特殊演習Ⅱ〔秋〕347-A飯田　　恭

 91311 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕 462
太田　　淳 李　　光鎬 90061 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A神田さやこ
中西　　聡
橋口　勝利
平石　　界 95829 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 346
平石　　界 95848 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346

心理 伊澤　栄一 54790 比較心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 464 心理
伊澤　栄一 92227 生物心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 464
川畑　秀明 23586 知覚心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 451
川畑　秀明 91857 基礎行動学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C
山本　淳一 47055 発達心理学特殊演習Ⅰ〔春〕353-D
山本　淳一 91493 臨床心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D

教育 池田　全之 23992 教育哲学特殊研究Ⅰ〔春〕357-B 教育
池田　全之 90482 教育哲学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-B

金

社会 板橋　春夫 46814 歴史民俗学特殊演習Ⅰ〔春〕325-A

金

社会
板橋　春夫 90956 歴史民俗学特殊演習Ⅱ〔秋〕325-A

心理 渡辺　利夫 55270 計量行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 47500 臨床心理学特殊実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 22905 精神医学特殊研究Ⅳ〔秋〕 342 心理 大森　貴秀
 58522 行動修正特殊実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 57143 神経科学特殊研究Ⅰ〔春〕 441
熊　　仁美 永井知代子 92189 神経科学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-A
山本　淳一 梅田　　聡 91603 生物心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕 464
石塚　祐香

 91895 行動修正特殊実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

大森　貴秀
 60863 行動修正特殊実習Ⅲ〔春〕大　社実習室大森　貴秀 熊　　仁美

山本　淳一 山本　淳一
石塚　祐香

 91914 行動修正特殊実習Ⅳ〔秋〕大　社実習室大森　貴秀
山本　淳一

教育 山梨　あや 08965 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕353-C 教育 山本　正身 23715 教育史特殊研究Ⅰ〔春〕研究室 山本　正身 61286 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕研究室
山梨　あや 08984 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕353-C 山本　正身 23806 教育史特殊研究Ⅱ〔秋〕研究室 山本　正身 90573 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕研究室

土

心理 皆川　泰代 48157 発達心理学特殊演習Ⅲ〔春〕日　吉
研究室

土

心理

皆川　泰代 47844 発達心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕日　吉
研究室

教育 鹿毛　雅治 60275 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 323 教育 米山　光儀 62010 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕347-B
鹿毛　雅治 90243 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 323 米山　光儀 90387 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕347-B

2020年度　大学院社会学研究科　博士課程時間割表

1  時間割の変更・訂正はすべて塾生サイト「授業」→「時間割・シラバス・履修」→「履修案内・講義要綱・時間割」にて指示します ｡ 
2  〔春〕・〔秋〕とあるのは，〔春学期〕・〔秋学期〕を表します。〔春集〕・〔秋集〕とあるのは，〔春学期集中〕・〔秋学期集中〕を表します。
3  研究室で実施する科目は研究室棟 1階で部屋番号を確認してください。（日吉研究室は担当者に確認してください。）

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室
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木

社会 北中　淳子 45545 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 常松　　淳 15561 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-C

木

社会 稲葉　昭英 23753 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕355-B 前田　泰樹 91933 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-C
北中　淳子 91417 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 常松　　淳 15595 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-C 稲葉　昭英 90831 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕355-B 前田　泰樹 91952 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C
飯田　　恭

 23036 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕 464

北村　　智 90444 コミュニケーション
特殊研究Ⅰ〔春〕353-A

塩原　良和 46905 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 358 稲葉　昭英 91656 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕355-B
神田さやこ 塩原　良和 90717 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 358 稲葉　昭英 91680 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕355-B
中西　　聡 北村　　智 90459 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A
近森　高明 89482 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-A 李　　光鎬 46556 コミュニケーション

特殊演習Ⅰ〔春〕347-A難波ちづる 近森　高明 90812 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-A
橋口　勝利 李　　光鎬 46580 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕347-A
李　　光鎬 90372 コミュニケーション

特殊演習Ⅱ〔秋〕347-A飯田　　恭

 91311 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕 462
太田　　淳 李　　光鎬 90061 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A神田さやこ
中西　　聡
橋口　勝利
平石　　界 95829 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 346
平石　　界 95848 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346

心理 伊澤　栄一 54790 比較心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 464 心理
伊澤　栄一 92227 生物心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 464
川畑　秀明 23586 知覚心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 451
川畑　秀明 91857 基礎行動学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C
山本　淳一 47055 発達心理学特殊演習Ⅰ〔春〕353-D
山本　淳一 91493 臨床心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D

教育 池田　全之 23992 教育哲学特殊研究Ⅰ〔春〕357-B 教育
池田　全之 90482 教育哲学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-B

金

社会 板橋　春夫 46814 歴史民俗学特殊演習Ⅰ〔春〕325-A

金

社会
板橋　春夫 90956 歴史民俗学特殊演習Ⅱ〔秋〕325-A

心理 渡辺　利夫 55270 計量行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 47500 臨床心理学特殊実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 22905 精神医学特殊研究Ⅳ〔秋〕 342 心理 大森　貴秀
 58522 行動修正特殊実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 57143 神経科学特殊研究Ⅰ〔春〕 441
熊　　仁美 永井知代子 92189 神経科学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-A
山本　淳一 梅田　　聡 91603 生物心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕 464
石塚　祐香

 91895 行動修正特殊実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

大森　貴秀
 60863 行動修正特殊実習Ⅲ〔春〕大　社実習室大森　貴秀 熊　　仁美

山本　淳一 山本　淳一
石塚　祐香

 91914 行動修正特殊実習Ⅳ〔秋〕大　社実習室大森　貴秀
山本　淳一

教育 山梨　あや 08965 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕353-C 教育 山本　正身 23715 教育史特殊研究Ⅰ〔春〕研究室 山本　正身 61286 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕研究室
山梨　あや 08984 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕353-C 山本　正身 23806 教育史特殊研究Ⅱ〔秋〕研究室 山本　正身 90573 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕研究室

土

心理 皆川　泰代 48157 発達心理学特殊演習Ⅲ〔春〕日　吉
研究室

土

心理

皆川　泰代 47844 発達心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕日　吉
研究室

教育 鹿毛　雅治 60275 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 323 教育 米山　光儀 62010 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕347-B
鹿毛　雅治 90243 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 323 米山　光儀 90387 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕347-B

2020年度　大学院社会学研究科　博士課程時間割表

曜
 
日

専
 
攻

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 登 録
番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録

番 号 授　業　科　目 教室 担 当 者 登 録
番 号 授　業　科　目 教室
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隔 週 開 講 授 業
課程 専攻 担当者 授　業　科　目 曜日時限 初　回　講　義　日

修士 心理 稲■田■尚■子 臨 床 心 理 学 実 習 Ⅲ〔春〕

水 4 ･ 5

4 / 8
教室と登録番号は時間割表で確認して
ください。
初回以降の講義日は，授業での担当者
の指示に従ってください。博士 心理 稲■田■尚■子 臨 床 心 理 学 特 殊 実 習 Ⅲ〔春〕

特定期間集中講義科目
課程 専攻 担当者 登録番号 授　業　科　目 学期 講義日

修
　
　
　
　
　
士

社会 エックス，ステファンＭ． 22521 文 化 人 類 学 特 論 Ⅰ 春特定 5 /21，24，25，28

心理

井 上 雅 彦 30493 臨 床 心 理 学 演 習 Ⅰ 秋特定 9 /23，24，25
喜■多■壮太郎 51824 実 験 心 理 学 特 論 Ⅰ 春特定 8 /26，27，28
松 浦 健 二 54618 比 較 心 理 学 特 論 Ⅲ 春特定 9 / 1，2，3
中 井 ■ 宏 57550 精 神 動 作 研 究 Ⅰ 春特定 8 /20，21，22

教育
橋 彌 和 秀 90076 教 育 心 理 学 演 習 Ⅱ 秋特定 9 /23，24，25
三■宮■真智子 29599 教 育 心 理 学 特 論 Ⅳ 秋特定 2 / 1，2，3
長谷川■真■里 92538 教 育 心 理 学 特 論 Ⅵ 春特定 8 /12，13，14

博
　
　
　
　
　
士

社会 エックス，ステファンＭ． 22536 文化人類学特殊研究Ⅰ 春特定 5 /21，24，25，28

心理

井 上 雅 彦 40759 臨床心理学特殊演習Ⅰ 秋特定 9 /23，24，25
喜■多■壮太郎 51862 実験心理学特殊研究Ⅰ 春特定 8 /26，27，28
松 浦 健 二 55428 比較心理学特殊研究Ⅲ 春特定 9 / 1，2，3
中 井 ■ 宏 58169 精神動作特殊研究Ⅰ 春特定 8 /20，21，22

教育
橋 彌 和 秀 90095 教育心理学特殊演習Ⅱ 秋特定 9 /23，24，25
三■宮■真智子 35241 教育心理学特殊研究Ⅳ 秋特定 2 / 1，2，3
長谷川■真■里 92542 教育心理学特殊研究Ⅵ 春特定 8 /12，13，14

特定期間集中講義科目の授業時限・教室については確定次第，塾生サイトまたは keio.jp にて指示します。
日程が変更になる場合もあるので，履修申告前や講義日前に必ず塾生サイトまたは keio.jp にて確認して 
ください。

アート・センター講義科目
曜日時限 担当者 登録番号 授　業　科　目 教　室

水 2
渡 部 葉 子
森■山■■■緑
久 保 仁 志

82272 〔春〕アート・アーカイヴ特殊講義 435

水 2
渡 部 葉 子
森■山■■■緑
久 保 仁 志

82287 〔秋〕アート・アーカイヴ特殊講義演習 435

※ アート・センター講義科目は，自由科目での履修となります。

福澤研究センター講義科目
曜日時限 担当者 登録番号 授　業　科　目 教　室

火 4 西■澤■直■子 58685 〔春〕近 代 日 本 研 究 特 殊 演 習 Ⅰ 341B

金 2 井■奥■成■彦 68811 〔秋〕近 代 日 本 研 究 特 殊 演 習 Ⅱ 143A

※ 福澤研究センター講義科目は，自由科目での履修となります。


