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文学研究科時間割

（修士課程・後期博士課程）

※2021年度は科目によって対面，オンライン（リアルタイム），オンライン（オンデマンド）等の

実施形態が異なります。各科目の授業実施形態はkeio.jpニュースから確認してください。 
なお，時間割公開時点で対面（隔週含む）形式の科目には教室が掲載されています。学期中

全面オンライン形式の科目は教室列が空欄になっています。

※学期開始以降，授業形態や教室に変更が発生する場合があるので注意してください。教室は
必ず教育支援システムの「講義要綱・シラバス・時間割検索」から確認してください。履修
済み科目であればkeio.jp「登録済科目確認」からも確認可能です。



2021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 17602 59199ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ(西洋中世研究) 452藤谷 道夫 哲学特殊講義Ⅰ 511 倫理学特殊講義演習ⅠA田中 泉吏 石田 京子 41042
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

美学 73142石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ

78512大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ
雪丸 真吾

史学 32898 33856日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 27801加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 343-C 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 33875 343-C

32295東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 日本史特殊講義ⅠB岩淵 令治 33932 525-C

日本史特殊講義ⅢB上野 大輔 33966 356

国文 77721 45689国文学研究Ⅴ 413小川 剛生 日本語教育学特殊講義Ⅲ 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 45712
中文 72749 中国文学研究Ⅸ種村 和史

英文 73931 73726 72901現代英米文学特殊講義演習ⅠA 58336松本 朗近代英米文学特殊講義Ⅰ 434 英語学特殊講義ⅠC原田 範行 西村 義樹 古典文学ⅠA 351-A 英語学特殊講義ⅠF中谷 彩一郎 黒田 航 74560 354

24726 73635中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 347-B松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 103大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 51198
61999比較文学Ⅰ堀 啓子

独文 17235 57708ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 344川島 建太郎 古典文学ⅠA 351-A ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ中谷 彩一郎 田中 愼 73491 325-A

59548 22245比較文学Ⅰ堀 啓子 ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠB 341-A香田 芳樹

仏文 59624 古典文学ⅠA 351-A 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ中谷 彩一郎 市川 崇 74168 347-B

図情 33708 87714情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 41281谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 456谷口 祥一 池谷 のぞみ 情報資源管理特殊講義演習ⅠB(6- 343-A

松本 直樹 7限)

45287岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6-

7限)

12267倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 342

7限)

49354谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

77100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 31322 64486哲学特殊講義Ⅸ 134 38767岡田 光弘哲学原典研究Ⅲ上枝 美典 倫理学特殊講義ⅠB 哲学特殊講義Ⅲ成田 和信 岡田 光弘 22651 415

峯島 宏次 峯島 宏次

美学 01780 24874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 33880日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 93917十川 陽一 西洋史特殊講義演習ⅢB 345-A 史学特殊講義Ⅲ赤江 雄一 野々瀬 浩司 33181 142-A

39653 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 59720 355-A

東洋史特殊講義演習ⅢC青山 治世 33928
日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 33909 143-B

国文 73161国文学研究ⅩⅠ 414 77736恋田 知子 国文学研究Ⅰ 343-B 斯道文庫書誌学講座Ⅰ田中 大士 佐々木 孝浩 30197 斯道文庫研

25589国文学研究ⅩⅨ 27429井島 正博 国文学研究Ⅲ 525-C小平 麻衣子

45033日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 45674村田 年 日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B村田 年

英文 52691 50923英語学特殊講義ⅠA堀田 隆一 英語学特殊講義ⅠH 現代英米文学特殊講義演習ⅠB寺澤 盾 原田 範行 90061 353-B

73798 74282英語学特殊講義演習Ⅰﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 近代英米文学特殊講義演習ⅠA井出 新

34321 24559現代英米文学特殊講義ⅠC 353-B佐藤 光重 米文学特殊講義Ⅰ大串 尚代

独文 25775 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 24984ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 34317 142-B

仏文 74297 24750現代仏文学特殊講義Ⅰﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ喜田 浩平 仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ岑村 傑 74445 521

図情 38217情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

33803情報検索特殊講義演習ⅠA谷口 祥一

25483情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠB 343-B池谷 のぞみ

58651情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 73999倫理学原典研究Ⅰ奈良 雅俊

39539倫理学特殊講義ⅠC 131-B越門 勝彦

16846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

34503倫理学特殊講義演習ⅢA 344柘植 尚則

美学 74646音楽学特殊講義演習Ⅰ 323 89133西川 尚生 美学芸術学特殊講義Ⅰ津上 英輔

24711美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

18189美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 23089古文書学特殊講義Ⅰ 356 32811井奥 成彦 日本史特殊講義演習ⅠB 343-D西岡 芳文

34192東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

50411東洋史特殊講義演習ⅢD長谷部 史彦

33894日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 30546 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研堀川 貴司

中文 72624 29713中日比較文学研究Ⅰ杉野 元子中国文学研究Ⅴ 143-D髙橋 智

英文 50699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 22852
27558文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 23461

独文 59256 73745 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 57803
仏文 21124 23332中世仏語仏文学特殊講義Ⅰ 434 73821荻野 安奈近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ宮林 寛 近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 古典文学ⅠB小倉 孝誠 吉田 俊一郎 59495
図情 33689情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 31428 34848倫理学特殊講義ⅢB 341-A 30326ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA石田 京子 哲学特殊講義演習Ⅴ柏端 達也

美学 89994 24745美術史特殊講義Ⅴ 342 74866金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ川本 聡胤 音楽学特殊講義Ⅰ 323福田 弥

90554藤谷 道夫 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

45822 美術史特殊講義Ⅰ 343-D佐々木 康之

史学 74631民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 57440佐藤 孝雄 34250史学特殊講義Ⅰ 353-B 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 32682 466 井奥 成彦 日本史特殊講義ⅠA 353-A

中島 圭一

国文 55600 73601日本漢文学Ⅰ 25120合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 73195
中文 79174 74149中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ加藤 三由紀 中国語学研究Ⅰ浅野 雅樹 41941 中文演習室

73578中国文学研究Ⅲ 511須山 哲治

英文 57818 51217中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 347-B 73362松田 隆美英語学特殊講義ⅠD小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ石黒 太郎

74388 言語学特殊講義Ⅰ辻 幸夫

独文 58154 言語学特殊講義Ⅰ辻 幸夫

仏文 59146 言語学特殊講義Ⅰ 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ辻 幸夫 築山 和也 73525 414

図情 35170情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅲ池谷 のぞみ 73908 525-A 池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅤ(6-7限

)

33602根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅴ(6-7限) 343-A

19624池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限)

金 哲倫 54747 32185哲学特殊講義Ⅶ 32166斎藤 慶典哲学原典研究Ⅰ 453柏端 達也 哲学原典研究Ⅴ金子 善彦

24339 45985哲学特殊講義演習Ⅰ荒金 直人 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

43356斎藤 慶典 倫理学特殊講義ⅢC三重野 清顕

美学 90281美学芸術学研究ⅠB 90535河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA樋笠 勝士

史学 27983西洋史特殊講義Ⅲ 34207坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB 351-A 東洋史特殊講義ⅢC藤木 健二 黒木 英充 34211 413

31208民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 441安藤 広道 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 73750 341-B

河野 礼子 山口 徹

佐藤 孝雄

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 74134 44367日本語学特殊講義Ⅰ 355-B 74115大場 美穂子国語学研究Ⅰ矢田 勉 国文学研究ⅩⅢ 352 国文学研究Ⅸ栗本 賀世子 石川 巧 74278
30531 44701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 日本語教育学特殊講義Ⅴ大場 美穂子 田中 妙子 45363 355-B

英文 34169 42460英語学特殊講義ⅠE 535篠原 俊吾 中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C久木田 直江

23605現代英米文学特殊講義ⅠB宇沢 美子

独文 25369 73200 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-A 27620ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA粂川 麻里生 識名 章喜 74574 345-B

図情 33382情報検索特殊講義Ⅰ岸田 和明

土 美学 41884 41899 39323 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅲ 38877中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅲ ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅳ中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 27615東洋史特殊講義演習ⅢA 46939長谷部 史彦 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 35131 情報資源管理特殊講義ⅩⅠ(4-5限 343-B ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-B

)

09756 情報資源管理特殊講義ⅩⅢ(4-5限 ----→岸田 和明 ----------→ --→
)

19567 調査研究法Ⅰ(4-5限) ----→岸田 和明 ----------→ --→

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

1

※2021年度は科目によって対面，オンライン（リアルタイム），オンライン（オンデマンド）等の実施形態が異なります。各科目の授業実施形態は
keio.jpニュースから確認してください。なお，時間割公開時点で対面（隔週含む）形式の科目には教室が掲載されています。学期中全面オン

ライン形式の科目は教室列が空欄になっています。

※学期開始以降，授業形態や教室に変更が発生する場合があるので注意してください。教室は必ず教育支援システムの「講義要綱・シラバス・
時間割検索」から確認してください。履修済み科目であれば keio.jp「登録済科目確認」からも確認可能です。

2021年度　文学研究科　修士課程時間割表（春）



2021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 17602 59199ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ(西洋中世研究) 452藤谷 道夫 哲学特殊講義Ⅰ 511 倫理学特殊講義演習ⅠA田中 泉吏 石田 京子 41042
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

美学 73142石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ

78512大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ
雪丸 真吾

史学 32898 33856日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 27801加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 343-C 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 33875 343-C

32295東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 日本史特殊講義ⅠB岩淵 令治 33932 525-C

日本史特殊講義ⅢB上野 大輔 33966 356

国文 77721 45689国文学研究Ⅴ 413小川 剛生 日本語教育学特殊講義Ⅲ 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 45712
中文 72749 中国文学研究Ⅸ種村 和史

英文 73931 73726 72901現代英米文学特殊講義演習ⅠA 58336松本 朗近代英米文学特殊講義Ⅰ 434 英語学特殊講義ⅠC原田 範行 西村 義樹 古典文学ⅠA 351-A 英語学特殊講義ⅠF中谷 彩一郎 黒田 航 74560 354

24726 73635中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 347-B松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 103大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 51198
61999比較文学Ⅰ堀 啓子

独文 17235 57708ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 344川島 建太郎 古典文学ⅠA 351-A ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ中谷 彩一郎 田中 愼 73491 325-A

59548 22245比較文学Ⅰ堀 啓子 ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠB 341-A香田 芳樹

仏文 59624 古典文学ⅠA 351-A 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ中谷 彩一郎 市川 崇 74168 347-B

図情 33708 87714情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 41281谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 456谷口 祥一 池谷 のぞみ 情報資源管理特殊講義演習ⅠB(6- 343-A

松本 直樹 7限)

45287岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6-

7限)

12267倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 342

7限)

49354谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

77100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 31322 64486哲学特殊講義Ⅸ 134 38767岡田 光弘哲学原典研究Ⅲ上枝 美典 倫理学特殊講義ⅠB 哲学特殊講義Ⅲ成田 和信 岡田 光弘 22651 415

峯島 宏次 峯島 宏次

美学 01780 24874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 33880日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 93917十川 陽一 西洋史特殊講義演習ⅢB 345-A 史学特殊講義Ⅲ赤江 雄一 野々瀬 浩司 33181 142-A

39653 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 59720 355-A

東洋史特殊講義演習ⅢC青山 治世 33928
日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 33909 143-B

国文 73161国文学研究ⅩⅠ 414 77736恋田 知子 国文学研究Ⅰ 343-B 斯道文庫書誌学講座Ⅰ田中 大士 佐々木 孝浩 30197 斯道文庫研

25589国文学研究ⅩⅨ 27429井島 正博 国文学研究Ⅲ 525-C小平 麻衣子

45033日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 45674村田 年 日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B村田 年

英文 52691 50923英語学特殊講義ⅠA堀田 隆一 英語学特殊講義ⅠH 現代英米文学特殊講義演習ⅠB寺澤 盾 原田 範行 90061 353-B

73798 74282英語学特殊講義演習Ⅰﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 近代英米文学特殊講義演習ⅠA井出 新

34321 24559現代英米文学特殊講義ⅠC 353-B佐藤 光重 米文学特殊講義Ⅰ大串 尚代

独文 25775 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 24984ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 34317 142-B

仏文 74297 24750現代仏文学特殊講義Ⅰﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ喜田 浩平 仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ岑村 傑 74445 521

図情 38217情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

33803情報検索特殊講義演習ⅠA谷口 祥一

25483情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠB 343-B池谷 のぞみ

58651情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 73999倫理学原典研究Ⅰ奈良 雅俊

39539倫理学特殊講義ⅠC 131-B越門 勝彦

16846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

34503倫理学特殊講義演習ⅢA 344柘植 尚則

美学 74646音楽学特殊講義演習Ⅰ 323 89133西川 尚生 美学芸術学特殊講義Ⅰ津上 英輔

24711美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

18189美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 23089古文書学特殊講義Ⅰ 356 32811井奥 成彦 日本史特殊講義演習ⅠB 343-D西岡 芳文

34192東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

50411東洋史特殊講義演習ⅢD長谷部 史彦

33894日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 30546 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研堀川 貴司

中文 72624 29713中日比較文学研究Ⅰ杉野 元子中国文学研究Ⅴ 143-D髙橋 智

英文 50699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 22852
27558文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 23461

独文 59256 73745 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 57803
仏文 21124 23332中世仏語仏文学特殊講義Ⅰ 434 73821荻野 安奈近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ宮林 寛 近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 古典文学ⅠB小倉 孝誠 吉田 俊一郎 59495
図情 33689情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 31428 34848倫理学特殊講義ⅢB 341-A 30326ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA石田 京子 哲学特殊講義演習Ⅴ柏端 達也

美学 89994 24745美術史特殊講義Ⅴ 342 74866金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ川本 聡胤 音楽学特殊講義Ⅰ 323福田 弥

90554藤谷 道夫 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

45822 美術史特殊講義Ⅰ 343-D佐々木 康之

史学 74631民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 57440佐藤 孝雄 34250史学特殊講義Ⅰ 353-B 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 32682 466 井奥 成彦 日本史特殊講義ⅠA 353-A

中島 圭一

国文 55600 73601日本漢文学Ⅰ 25120合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 73195
中文 79174 74149中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ加藤 三由紀 中国語学研究Ⅰ浅野 雅樹 41941 中文演習室

73578中国文学研究Ⅲ 511須山 哲治

英文 57818 51217中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 347-B 73362松田 隆美英語学特殊講義ⅠD小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ石黒 太郎

74388 言語学特殊講義Ⅰ辻 幸夫

独文 58154 言語学特殊講義Ⅰ辻 幸夫

仏文 59146 言語学特殊講義Ⅰ 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ辻 幸夫 築山 和也 73525 414

図情 35170情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅲ池谷 のぞみ 73908 525-A 池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅤ(6-7限

)

33602根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅴ(6-7限) 343-A

19624池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限)

金 哲倫 54747 32185哲学特殊講義Ⅶ 32166斎藤 慶典哲学原典研究Ⅰ 453柏端 達也 哲学原典研究Ⅴ金子 善彦

24339 45985哲学特殊講義演習Ⅰ荒金 直人 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

43356斎藤 慶典 倫理学特殊講義ⅢC三重野 清顕

美学 90281美学芸術学研究ⅠB 90535河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA樋笠 勝士

史学 27983西洋史特殊講義Ⅲ 34207坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB 351-A 東洋史特殊講義ⅢC藤木 健二 黒木 英充 34211 413

31208民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 441安藤 広道 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 73750 341-B

河野 礼子 山口 徹

佐藤 孝雄

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 74134 44367日本語学特殊講義Ⅰ 355-B 74115大場 美穂子国語学研究Ⅰ矢田 勉 国文学研究ⅩⅢ 352 国文学研究Ⅸ栗本 賀世子 石川 巧 74278
30531 44701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 日本語教育学特殊講義Ⅴ大場 美穂子 田中 妙子 45363 355-B

英文 34169 42460英語学特殊講義ⅠE 535篠原 俊吾 中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C久木田 直江

23605現代英米文学特殊講義ⅠB宇沢 美子

独文 25369 73200 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-A 27620ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA粂川 麻里生 識名 章喜 74574 345-B

図情 33382情報検索特殊講義Ⅰ岸田 和明

土 美学 41884 41899 39323 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅲ 38877中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅲ ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅳ中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 27615東洋史特殊講義演習ⅢA 46939長谷部 史彦 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 35131 情報資源管理特殊講義ⅩⅠ(4-5限 343-B ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-B

)

09756 情報資源管理特殊講義ⅩⅢ(4-5限 ----→岸田 和明 ----------→ --→
)

19567 調査研究法Ⅰ(4-5限) ----→岸田 和明 ----------→ --→

2021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 17602 59199ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ(西洋中世研究) 452藤谷 道夫 哲学特殊講義Ⅰ 511 倫理学特殊講義演習ⅠA田中 泉吏 石田 京子 41042
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

美学 73142石田 和晴 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅴ

78512大井 法子 芸術関係法規演習Ⅰ
雪丸 真吾

史学 32898 33856日本史特殊講義演習ⅢA 347-A 27801加藤 聖文西洋史特殊講義演習ⅢA山道 佳子 西洋史特殊講義演習Ⅰ 343-C 東洋史特殊講義演習ⅠA長谷川 敬 岩間 一弘 33875 343-C

32295東洋史特殊講義演習ⅠB 347-C五味 知子 日本史特殊講義ⅠB岩淵 令治 33932 525-C

日本史特殊講義ⅢB上野 大輔 33966 356

国文 77721 45689国文学研究Ⅴ 413小川 剛生 日本語教育学特殊講義Ⅲ 日本語教育学特殊講義演習Ⅰ木村 義之 木村 義之 45712
中文 72749 中国文学研究Ⅸ種村 和史

英文 73931 73726 72901現代英米文学特殊講義演習ⅠA 58336松本 朗近代英米文学特殊講義Ⅰ 434 英語学特殊講義ⅠC原田 範行 西村 義樹 古典文学ⅠA 351-A 英語学特殊講義ⅠF中谷 彩一郎 黒田 航 74560 354

24726 73635中世英語英文学特殊講義演習ⅠA 347-B松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅠA 103大石 和欣 中世英語英文学特殊講義ⅠB佐藤 達郎 51198
61999比較文学Ⅰ堀 啓子

独文 17235 57708ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠB 344川島 建太郎 古典文学ⅠA 351-A ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅰ中谷 彩一郎 田中 愼 73491 325-A

59548 22245比較文学Ⅰ堀 啓子 ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠB 341-A香田 芳樹

仏文 59624 古典文学ⅠA 351-A 現代仏文学特殊講義演習Ⅰ中谷 彩一郎 市川 崇 74168 347-B

図情 33708 87714情報検索特殊講義Ⅲ 341-B 41281谷口 祥一 情報分析論Ⅰ 456谷口 祥一 池谷 のぞみ 情報資源管理特殊講義演習ⅠB(6- 343-A

松本 直樹 7限)

45287岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅠA(6-

7限)

12267倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅠE(6- 342

7限)

49354谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅠD(6- 347-A

7限)

77100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 31322 64486哲学特殊講義Ⅸ 134 38767岡田 光弘哲学原典研究Ⅲ上枝 美典 倫理学特殊講義ⅠB 哲学特殊講義Ⅲ成田 和信 岡田 光弘 22651 415

峯島 宏次 峯島 宏次

美学 01780 24874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 33880日本史特殊講義演習ⅠA 343-C 93917十川 陽一 西洋史特殊講義演習ⅢB 345-A 史学特殊講義Ⅲ赤江 雄一 野々瀬 浩司 33181 142-A

39653 日本史特殊講義ⅢC 464 東洋史特殊講義ⅠB藤本 誠 勝沼 聡 59720 355-A

東洋史特殊講義演習ⅢC青山 治世 33928
日本史特殊講義演習ⅢB前田 廉孝 33909 143-B

国文 73161国文学研究ⅩⅠ 414 77736恋田 知子 国文学研究Ⅰ 343-B 斯道文庫書誌学講座Ⅰ田中 大士 佐々木 孝浩 30197 斯道文庫研

25589国文学研究ⅩⅨ 27429井島 正博 国文学研究Ⅲ 525-C小平 麻衣子

45033日本語教育学特殊講義Ⅰ 353-B 45674村田 年 日本語教育学特殊講義Ⅱ 353-B村田 年

英文 52691 50923英語学特殊講義ⅠA堀田 隆一 英語学特殊講義ⅠH 現代英米文学特殊講義演習ⅠB寺澤 盾 原田 範行 90061 353-B

73798 74282英語学特殊講義演習Ⅰﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 近代英米文学特殊講義演習ⅠA井出 新

34321 24559現代英米文学特殊講義ⅠC 353-B佐藤 光重 米文学特殊講義Ⅰ大串 尚代

独文 25775 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅲ 24984ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅲ ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅠA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 34317 142-B

仏文 74297 24750現代仏文学特殊講義Ⅰﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ仏語仏文学特殊講義演習Ⅴ喜田 浩平 仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ岑村 傑 74445 521

図情 38217情報検索特殊講義演習ⅠB 351-A岸田 和明

33803情報検索特殊講義演習ⅠA谷口 祥一

25483情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠB 343-B池谷 のぞみ

58651情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅠA 464倉田 敬子

水 哲倫 73999倫理学原典研究Ⅰ奈良 雅俊

39539倫理学特殊講義ⅠC 131-B越門 勝彦

16846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

34503倫理学特殊講義演習ⅢA 344柘植 尚則

美学 74646音楽学特殊講義演習Ⅰ 323 89133西川 尚生 美学芸術学特殊講義Ⅰ津上 英輔

24711美術史特殊講義演習Ⅰ 445内藤 正人

18189美術史特殊講義演習Ⅲ 412後藤 文子

史学 23089古文書学特殊講義Ⅰ 356 32811井奥 成彦 日本史特殊講義演習ⅠB 343-D西岡 芳文

34192東洋史特殊講義ⅠA 143-C桐本 東太

50411東洋史特殊講義演習ⅢD長谷部 史彦

33894日本史特殊講義ⅢA 342浅見 雅一

国文 30546 斯道文庫書誌学講座Ⅴ 斯道文庫研堀川 貴司

中文 72624 29713中日比較文学研究Ⅰ杉野 元子中国文学研究Ⅴ 143-D髙橋 智

英文 50699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 22852
27558文芸批評史Ⅰ 357-C 孝之 古典文学ⅠB吉田 俊一郎 23461

独文 59256 73745 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 57803
仏文 21124 23332中世仏語仏文学特殊講義Ⅰ 434 73821荻野 安奈近代仏語仏文学特殊講義Ⅰ宮林 寛 近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅰ 古典文学ⅠB小倉 孝誠 吉田 俊一郎 59495
図情 33689情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅰ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 31428 34848倫理学特殊講義ⅢB 341-A 30326ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅠA石田 京子 哲学特殊講義演習Ⅴ柏端 達也

美学 89994 24745美術史特殊講義Ⅴ 342 74866金山 弘昌美学芸術学研究Ⅲ川本 聡胤 音楽学特殊講義Ⅰ 323福田 弥

90554藤谷 道夫 美学芸術学特殊講義演習ⅠB 324望月 典子

45822 美術史特殊講義Ⅰ 343-D佐々木 康之

史学 74631民族学考古学特殊講義Ⅰ 324 57440佐藤 孝雄 34250史学特殊講義Ⅰ 353-B 西洋史特殊講義Ⅰ神崎 忠昭 清水 明子 32682 466 井奥 成彦 日本史特殊講義ⅠA 353-A

中島 圭一

国文 55600 73601日本漢文学Ⅰ 25120合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅶ石川 透 演劇史Ⅱ 314 国文学研究Ⅶ小菅 隼人 石川 透 73195
中文 79174 74149中国文学研究Ⅶ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅠ加藤 三由紀 中国語学研究Ⅰ浅野 雅樹 41941 中文演習室

73578中国文学研究Ⅲ 511須山 哲治

英文 57818 51217中世英語英文学特殊講義演習ⅠB 347-B 73362松田 隆美英語学特殊講義ⅠD小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅰ石黒 太郎

74388 言語学特殊講義Ⅰ辻 幸夫

独文 58154 言語学特殊講義Ⅰ辻 幸夫

仏文 59146 言語学特殊講義Ⅰ 仏語仏文学特殊講義演習Ⅲ辻 幸夫 築山 和也 73525 414

図情 35170情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅲ池谷 のぞみ 73908 525-A 池内 淳 情報資源管理特殊講義ⅩⅤ(6-7限

)

33602根本 彰 情報資源管理特殊講義Ⅴ(6-7限) 343-A

19624池内 淳 調査研究法Ⅱ(6-7限)

金 哲倫 54747 32185哲学特殊講義Ⅶ 32166斎藤 慶典哲学原典研究Ⅰ 453柏端 達也 哲学原典研究Ⅴ金子 善彦

24339 45985哲学特殊講義演習Ⅰ荒金 直人 倫理学原典研究Ⅲ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

43356斎藤 慶典 倫理学特殊講義ⅢC三重野 清顕

美学 90281美学芸術学研究ⅠB 90535河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅠA樋笠 勝士

史学 27983西洋史特殊講義Ⅲ 34207坂田 幸子 東洋史特殊講義ⅢB 351-A 東洋史特殊講義ⅢC藤木 健二 黒木 英充 34211 413

31208民族学考古学特殊講義演習Ⅰ 441安藤 広道 民族学考古学特殊講義Ⅱ楡井 尊 73750 341-B

河野 礼子 山口 徹

佐藤 孝雄

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 74134 44367日本語学特殊講義Ⅰ 355-B 74115大場 美穂子国語学研究Ⅰ矢田 勉 国文学研究ⅩⅢ 352 国文学研究Ⅸ栗本 賀世子 石川 巧 74278
30531 44701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 日本語教育学特殊講義Ⅴ大場 美穂子 田中 妙子 45363 355-B

英文 34169 42460英語学特殊講義ⅠE 535篠原 俊吾 中世英語英文学特殊講義ⅠA 357-C久木田 直江

23605現代英米文学特殊講義ⅠB宇沢 美子

独文 25369 73200 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅴ 523-A 27620ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅲ 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅴ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅠA粂川 麻里生 識名 章喜 74574 345-B

図情 33382情報検索特殊講義Ⅰ岸田 和明

土 美学 41884 41899 39323 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅲ 38877中尾 知彦ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅲ ｱ-ﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ総合演習Ⅳ中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅱ谷口 みゆき

前田 正彦 前田 正彦

史学 27615東洋史特殊講義演習ⅢA 46939長谷部 史彦 民族学考古学特殊講義演習Ⅲ 343-C杉本 智俊

図情 35131 情報資源管理特殊講義ⅩⅠ(4-5限 343-B ----→倉田 敬子 ----------→ --→ 343-B

)

09756 情報資源管理特殊講義ⅩⅢ(4-5限 ----→岸田 和明 ----------→ --→
)

19567 調査研究法Ⅰ(4-5限) ----→岸田 和明 ----------→ --→

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ⅩⅠ

（4-5限）

［隔週］情報資源管理特殊講義ⅩⅢ

（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

ⅠB（6-7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ⅩⅤ

（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅴ（6-7限）

［隔週］調査研究法Ⅱ（6-7限）

2

※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

2021年度　文学研究科　修士課程時間割表（春）



2021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 74369 哲学特殊講義Ⅱ 511 倫理学特殊講義演習ⅡA田中 泉吏 石田 京子 42197
09699 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)小池 和子 ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

美学 90296美学芸術学研究ⅡA 443荒川 裕子

史学 33330 33325西洋史特殊講義演習Ⅱ 343-C長谷川 敬西洋史特殊講義演習ⅣA山道 佳子 東洋史特殊講義演習ⅡA岩間 一弘 33951 343-C

33985 73597日本史特殊講義演習ⅣA 347-A加藤 聖文東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 日本史特殊講義ⅡB岩淵 令治 23074 525-C

日本史特殊講義ⅣB上野 大輔 74340 356

国文 73252 43777国文学研究Ⅵ 413小川 剛生 日本語学特殊講義Ⅳ 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 44682
中文 36802 中国文学研究Ⅹ種村 和史

英文 33770 34355 34336現代英米文学特殊講義演習ⅡA 34431松本 朗近代英米文学特殊講義Ⅱ 434 英語学特殊講義ⅡC原田 範行 西村 義樹 古典文学ⅡA 351-A 英語学特殊講義ⅡF中谷 彩一郎 黒田 航 34059 354

34188 33033中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 347-B松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 103大石 和欣

独文 19018 59529ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 344川島 建太郎 古典文学ⅡA 351-A ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ中谷 彩一郎 田中 愼 33416 325-A

23476 ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡB 341-A香田 芳樹

仏文 59533 古典文学ⅡA 351-A 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ中谷 彩一郎 市川 崇 33746 347-B

図情 30201 87729情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 41320谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 456谷口 祥一 池谷 のぞみ 情報資源管理特殊講義演習ⅡB(6- 343-A

松本 直樹 7限)

45291岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6-

7限)

12271倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 342

7限)

49369谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

77258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 27323 64361哲学特殊講義Ⅹ 134 38092岡田 光弘哲学原典研究Ⅳ上枝 美典 倫理学特殊講義ⅡB 哲学特殊講義Ⅳ成田 和信 岡田 光弘 36707 415

峯島 宏次 峯島 宏次

美学 06777 27653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 74608日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 93921十川 陽一 西洋史特殊講義演習ⅣB 345-A 史学特殊講義Ⅳ赤江 雄一 野々瀬 浩司 30656 142-A

39668 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 12855 355-A

73434 民族学考古学特殊講義Ⅳ 353-D 東洋史特殊講義演習ⅣC渡辺 丈彦 青山 治世 33913
日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 74411 143-B

国文 55561 73640国文学研究ⅩⅡ 414 73233恋田 知子日本語学特殊講義Ⅵ木村 義之 国文学研究Ⅱ 343-B 斯道文庫書誌学講座Ⅱ田中 大士 佐々木 孝浩 28038 斯道文庫研

74593国文学研究ⅩⅩ 73582井島 正博 国文学研究Ⅳ 525-C小平 麻衣子

45378日本語教育学特殊講義Ⅵ林 淳子

英文 68960 50938英語学特殊講義ⅡA堀田 隆一 英語学特殊講義ⅡH 現代英米文学特殊講義演習ⅡB寺澤 盾 原田 範行 90095 353-B

34063 33799英語学特殊講義演習Ⅱﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 比較文学Ⅱ井出 新 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 59237 101

34360 34082現代英米文学特殊講義ⅡC 353-B佐藤 光重 米文学特殊講義Ⅱ大串 尚代

独文 73487 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 73343ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 36491 142-B

比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 59241 101

仏文 33674 22192現代仏文学特殊講義Ⅱﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ喜田 浩平 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ岑村 傑 33655 521

図情 38236情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

73453情報検索特殊講義演習ⅡA谷口 祥一

32773情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡB 343-B池谷 のぞみ

58647情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 73817倫理学原典研究Ⅱ奈良 雅俊

38111倫理学特殊講義ⅡC 131-B越門 勝彦

18045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

33253倫理学特殊講義演習ⅣA 353-B柘植 尚則

美学 25866音楽学特殊講義演習Ⅱ 323 90516西川 尚生 美学芸術学特殊講義Ⅱ津上 英輔

30383美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

18193美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 33617古文書学特殊講義Ⅱ 356 73339井奥 成彦 日本史特殊講義演習ⅡB 343-D西岡 芳文

33067東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

50426東洋史特殊講義演習ⅣD長谷部 史彦

34245日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 29402 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研堀川 貴司

中文 36798 25039中日比較文学研究Ⅱ 325-A杉野 元子中国文学研究Ⅵ 143-D髙橋 智

英文 52175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 24324
73927文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 34446

独文 59127 33220 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 59500
仏文 28004 27979中世仏語仏文学特殊講義Ⅱ 434 27998荻野 安奈近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ宮林 寛 近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 古典文学ⅡB小倉 孝誠 吉田 俊一郎 59514
図情 65353情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 27290 34852倫理学特殊講義ⅣB 341-A 74005ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA石田 京子 哲学特殊講義演習Ⅵ 356柏端 達也

美学 08635 26327美術史特殊講義Ⅵ 342 30823金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ川本 聡胤 42307音楽学特殊講義Ⅱ 323福田 弥 安藤 美奈 文化資源研究演習Ⅲ

90258藤谷 道夫 美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子

46852 美術史特殊講義Ⅱ 343-D佐々木 康之 徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 33359西洋史特殊講義Ⅳ 142-B 57454河原 温 77683史学特殊講義Ⅱ 353-B 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 33344 466 井奥 成彦 日本史特殊講義ⅡA 353-A

中島 圭一

国文 55595 73711日本漢文学Ⅱ 73530合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 325-A石川 透 演劇史Ⅰ 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 73267
日本語教育学特殊講義Ⅳ木村 義之 45770

中文 72696 73965中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ加藤 三由紀 中国語学研究Ⅱ浅野 雅樹 72916 中文演習室

72897中国文学研究Ⅳ 511須山 哲治

英文 34374 50904中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 347-B 34078松田 隆美英語学特殊講義ⅡD小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ石黒 太郎

73874 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

独文 59170 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

仏文 58059 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

33660 仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ井上 櫻子

図情 65372 33162情報学特殊講義Ⅰ 313 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅳ根本 彰 池谷 のぞみ 30159 525-A 松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅰ(6-7限) 343-A

35108谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅸ(6-7限) 343-B

金 哲倫 54751 72734哲学特殊講義Ⅷ 73779斎藤 慶典哲学原典研究Ⅱ 453柏端 達也 哲学原典研究Ⅵ金子 善彦

74187 74263哲学特殊講義演習Ⅱ荒金 直人 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

38293斎藤 慶典 倫理学特殊講義ⅣC三重野 清顕

美学 89980美学芸術学研究ⅡB 90315河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA樋笠 勝士

史学 24449 32190民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 441 73855安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 東洋史特殊講義ⅣB 351-A 東洋史特殊講義ⅣC藤木 健二 黒木 英充 73860 413

河野 礼子

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 74335 44371日本語学特殊講義Ⅱ 355-B 73654大場 美穂子国語学研究Ⅱ 355-A矢田 勉 国文学研究ⅩⅣ 352 国文学研究Ⅹ栗本 賀世子 石川 巧 73616
30178 55576斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅴ 355-A大場 美穂子

英文 73248 51202中世英語英文学特殊講義ⅡB 78326篠崎 実英語学特殊講義ⅡE 535篠原 俊吾 中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C久木田 直江

34173現代英米文学特殊講義ⅡB宇沢 美子

独文 33397 36855 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-A 34470ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA粂川 麻里生 識名 章喜 74392 345-B

図情 73889情報検索特殊講義Ⅱ岸田 和明

土 美学 40304 40706 41755 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 42072片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅰ ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅰ中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅳ ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅲ片山 泰輔 大髙 幸 42068
中尾 知彦西村 啓太 西村 啓太 中尾 知彦 中尾 知彦

堀田 治 堀田 治

史学 32204東洋史特殊講義演習ⅣA 46943長谷部 史彦 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 33583 情報資源管理特殊講義Ⅲ(4-5限) ----→岸田 和明 ----------→ --→
34298 情報資源管理特殊講義Ⅶ(4-5限) 343-B ----→池谷 のぞみ ----------→ --→ 343-B

江藤 正己

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

3

※2021年度は科目によって対面，オンライン（リアルタイム），オンライン（オンデマンド）等の実施形態が異なります。各科目の授業実施形態は
keio.jpニュースから確認してください。なお，時間割公開時点で対面（隔週含む）形式の科目には教室が掲載されています。学期中全面オン

ライン形式の科目は教室列が空欄になっています。

※学期開始以降，授業形態や教室に変更が発生する場合があるので注意してください。教室は必ず教育支援システムの「講義要綱・シラバス・
時間割検索」から確認してください。履修済み科目であれば keio.jp「登録済科目確認」からも確認可能です。

2021年度　文学研究科　修士課程時間割表（秋）



2021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 74369 哲学特殊講義Ⅱ 511 倫理学特殊講義演習ⅡA田中 泉吏 石田 京子 42197
09699 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)小池 和子 ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

美学 90296美学芸術学研究ⅡA 443荒川 裕子

史学 33330 33325西洋史特殊講義演習Ⅱ 343-C長谷川 敬西洋史特殊講義演習ⅣA山道 佳子 東洋史特殊講義演習ⅡA岩間 一弘 33951 343-C

33985 73597日本史特殊講義演習ⅣA 347-A加藤 聖文東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 日本史特殊講義ⅡB岩淵 令治 23074 525-C

日本史特殊講義ⅣB上野 大輔 74340 356

国文 73252 43777国文学研究Ⅵ 413小川 剛生 日本語学特殊講義Ⅳ 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 44682
中文 36802 中国文学研究Ⅹ種村 和史

英文 33770 34355 34336現代英米文学特殊講義演習ⅡA 34431松本 朗近代英米文学特殊講義Ⅱ 434 英語学特殊講義ⅡC原田 範行 西村 義樹 古典文学ⅡA 351-A 英語学特殊講義ⅡF中谷 彩一郎 黒田 航 34059 354

34188 33033中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 347-B松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 103大石 和欣

独文 19018 59529ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 344川島 建太郎 古典文学ⅡA 351-A ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ中谷 彩一郎 田中 愼 33416 325-A

23476 ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡB 341-A香田 芳樹

仏文 59533 古典文学ⅡA 351-A 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ中谷 彩一郎 市川 崇 33746 347-B

図情 30201 87729情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 41320谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 456谷口 祥一 池谷 のぞみ 情報資源管理特殊講義演習ⅡB(6- 343-A

松本 直樹 7限)

45291岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6-

7限)

12271倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 342

7限)

49369谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

77258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 27323 64361哲学特殊講義Ⅹ 134 38092岡田 光弘哲学原典研究Ⅳ上枝 美典 倫理学特殊講義ⅡB 哲学特殊講義Ⅳ成田 和信 岡田 光弘 36707 415

峯島 宏次 峯島 宏次

美学 06777 27653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 74608日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 93921十川 陽一 西洋史特殊講義演習ⅣB 345-A 史学特殊講義Ⅳ赤江 雄一 野々瀬 浩司 30656 142-A

39668 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 12855 355-A

73434 民族学考古学特殊講義Ⅳ 353-D 東洋史特殊講義演習ⅣC渡辺 丈彦 青山 治世 33913
日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 74411 143-B

国文 55561 73640国文学研究ⅩⅡ 414 73233恋田 知子日本語学特殊講義Ⅵ木村 義之 国文学研究Ⅱ 343-B 斯道文庫書誌学講座Ⅱ田中 大士 佐々木 孝浩 28038 斯道文庫研

74593国文学研究ⅩⅩ 73582井島 正博 国文学研究Ⅳ 525-C小平 麻衣子

45378日本語教育学特殊講義Ⅵ 353-B林 淳子

英文 68960 50938英語学特殊講義ⅡA堀田 隆一 英語学特殊講義ⅡH 現代英米文学特殊講義演習ⅡB寺澤 盾 原田 範行 90095 353-B

34063 33799英語学特殊講義演習Ⅱﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 比較文学Ⅱ井出 新 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 59237 101

34360 34082現代英米文学特殊講義ⅡC 353-B佐藤 光重 米文学特殊講義Ⅱ大串 尚代

独文 73487 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 73343ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 36491 142-B

比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 59241 101

仏文 33674 22192現代仏文学特殊講義Ⅱﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ喜田 浩平 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ岑村 傑 33655 521

図情 38236情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

73453情報検索特殊講義演習ⅡA谷口 祥一

32773情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡB 343-B池谷 のぞみ

58647情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 73817倫理学原典研究Ⅱ奈良 雅俊

38111倫理学特殊講義ⅡC 131-B越門 勝彦

18045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

33253倫理学特殊講義演習ⅣA 353-B柘植 尚則

美学 25866音楽学特殊講義演習Ⅱ 323 90516西川 尚生 美学芸術学特殊講義Ⅱ津上 英輔

30383美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

18193美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 33617古文書学特殊講義Ⅱ 356 73339井奥 成彦 日本史特殊講義演習ⅡB 343-D西岡 芳文

33067東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

50426東洋史特殊講義演習ⅣD長谷部 史彦

34245日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 29402 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研堀川 貴司

中文 36798 25039中日比較文学研究Ⅱ 325-A杉野 元子中国文学研究Ⅵ 143-D髙橋 智

英文 52175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 24324
73927文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 34446

独文 59127 33220 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 59500
仏文 28004 27979中世仏語仏文学特殊講義Ⅱ 434 27998荻野 安奈近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ宮林 寛 近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 古典文学ⅡB小倉 孝誠 吉田 俊一郎 59514
図情 65353情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 27290 34852倫理学特殊講義ⅣB 341-A 74005ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA石田 京子 哲学特殊講義演習Ⅵ 356柏端 達也

美学 08635 26327美術史特殊講義Ⅵ 342 30823金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ川本 聡胤 42307音楽学特殊講義Ⅱ 323福田 弥 安藤 美奈 文化資源研究演習Ⅲ

90258藤谷 道夫 美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子

46852 美術史特殊講義Ⅱ 343-D佐々木 康之 徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 33359西洋史特殊講義Ⅳ 142-B 57454河原 温 77683史学特殊講義Ⅱ 353-B 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 33344 466 井奥 成彦 日本史特殊講義ⅡA 353-A

中島 圭一

国文 55595 73711日本漢文学Ⅱ 73530合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 325-A石川 透 演劇史Ⅰ 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 73267
日本語教育学特殊講義Ⅳ木村 義之 45770

中文 72696 73965中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ加藤 三由紀 中国語学研究Ⅱ浅野 雅樹 72916 中文演習室

72897中国文学研究Ⅳ 511須山 哲治

英文 34374 50904中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 347-B 34078松田 隆美英語学特殊講義ⅡD小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ石黒 太郎

73874 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

独文 59170 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

仏文 58059 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

33660 仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ井上 櫻子

図情 65372 33162情報学特殊講義Ⅰ 313 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅳ根本 彰 池谷 のぞみ 30159 525-A 松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅰ(6-7限) 343-A

35108谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅸ(6-7限) 343-B

金 哲倫 54751 72734哲学特殊講義Ⅷ 73779斎藤 慶典哲学原典研究Ⅱ 453柏端 達也 哲学原典研究Ⅵ金子 善彦

74187 74263哲学特殊講義演習Ⅱ荒金 直人 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

38293斎藤 慶典 倫理学特殊講義ⅣC三重野 清顕

美学 89980美学芸術学研究ⅡB 90315河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA樋笠 勝士

史学 24449 32190民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 441 73855安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 東洋史特殊講義ⅣB 351-A 東洋史特殊講義ⅣC藤木 健二 黒木 英充 73860 413

河野 礼子

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 74335 44371日本語学特殊講義Ⅱ 355-B 73654大場 美穂子国語学研究Ⅱ 355-A矢田 勉 国文学研究ⅩⅣ 352 国文学研究Ⅹ栗本 賀世子 石川 巧 73616
30178 55576斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅴ 355-A大場 美穂子

英文 73248 51202中世英語英文学特殊講義ⅡB 78326篠崎 実英語学特殊講義ⅡE 535篠原 俊吾 中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C久木田 直江

34173現代英米文学特殊講義ⅡB宇沢 美子

独文 33397 36855 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-A 34470ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA粂川 麻里生 識名 章喜 74392 345-B

図情 73889情報検索特殊講義Ⅱ岸田 和明

土 美学 40304 40706 41755 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 42072片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅰ ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅰ中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅳ ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅲ片山 泰輔 大髙 幸 42068
中尾 知彦西村 啓太 西村 啓太 中尾 知彦 中尾 知彦

堀田 治 堀田 治

史学 32204東洋史特殊講義演習ⅣA 46943長谷部 史彦 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 33583 情報資源管理特殊講義Ⅲ(4-5限) ----→岸田 和明 ----------→ --→
34298 情報資源管理特殊講義Ⅶ(4-5限) 343-B ----→池谷 のぞみ ----------→ --→ 343-B

江藤 正己

2021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 74369 哲学特殊講義Ⅱ 511 倫理学特殊講義演習ⅡA田中 泉吏 石田 京子 42197
09699 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ(西洋中世研究)小池 和子 ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

美学 90296美学芸術学研究ⅡA 443荒川 裕子

史学 33330 33325西洋史特殊講義演習Ⅱ 343-C長谷川 敬西洋史特殊講義演習ⅣA山道 佳子 東洋史特殊講義演習ⅡA岩間 一弘 33951 343-C

33985 73597日本史特殊講義演習ⅣA 347-A加藤 聖文東洋史特殊講義演習ⅡB 347-C五味 知子 日本史特殊講義ⅡB岩淵 令治 23074 525-C

日本史特殊講義ⅣB上野 大輔 74340 356

国文 73252 43777国文学研究Ⅵ 413小川 剛生 日本語学特殊講義Ⅳ 日本語教育学特殊講義演習Ⅱ木村 義之 木村 義之 44682
中文 36802 中国文学研究Ⅹ種村 和史

英文 33770 34355 34336現代英米文学特殊講義演習ⅡA 34431松本 朗近代英米文学特殊講義Ⅱ 434 英語学特殊講義ⅡC原田 範行 西村 義樹 古典文学ⅡA 351-A 英語学特殊講義ⅡF中谷 彩一郎 黒田 航 34059 354

34188 33033中世英語英文学特殊講義演習ⅡA 347-B松田 隆美現代英米文学特殊講義ⅡA 103大石 和欣

独文 19018 59529ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡB 344川島 建太郎 古典文学ⅡA 351-A ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅱ中谷 彩一郎 田中 愼 33416 325-A

23476 ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡB 341-A香田 芳樹

仏文 59533 古典文学ⅡA 351-A 現代仏文学特殊講義演習Ⅱ中谷 彩一郎 市川 崇 33746 347-B

図情 30201 87729情報検索特殊講義Ⅳ 341-B 41320谷口 祥一 情報分析論Ⅱ 456谷口 祥一 池谷 のぞみ 情報資源管理特殊講義演習ⅡB(6- 343-A

松本 直樹 7限)

45291岸田 和明 情報資源管理特殊講義演習ⅡA(6-

7限)

12271倉田 敬子 情報資源管理特殊講義演習ⅡE(6- 342

7限)

49369谷口 祥一 情報資源管理特殊講義演習ⅡD(6- 347-A

7限)

77258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 27323 64361哲学特殊講義Ⅹ 134 38092岡田 光弘哲学原典研究Ⅳ上枝 美典 倫理学特殊講義ⅡB 哲学特殊講義Ⅳ成田 和信 岡田 光弘 36707 415

峯島 宏次 峯島 宏次

美学 06777 27653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 74608日本史特殊講義演習ⅡA 343-C 93921十川 陽一 西洋史特殊講義演習ⅣB 345-A 史学特殊講義Ⅳ赤江 雄一 野々瀬 浩司 30656 142-A

39668 日本史特殊講義ⅣC 464 東洋史特殊講義ⅡB藤本 誠 勝沼 聡 12855 355-A

73434 民族学考古学特殊講義Ⅳ 353-D 東洋史特殊講義演習ⅣC渡辺 丈彦 青山 治世 33913
日本史特殊講義演習ⅣB前田 廉孝 74411 143-B

国文 55561 73640国文学研究ⅩⅡ 414 73233恋田 知子日本語学特殊講義Ⅵ木村 義之 国文学研究Ⅱ 343-B 斯道文庫書誌学講座Ⅱ田中 大士 佐々木 孝浩 28038 斯道文庫研

74593国文学研究ⅩⅩ 73582井島 正博 国文学研究Ⅳ 525-C小平 麻衣子

45378日本語教育学特殊講義Ⅵ 353-B林 淳子

英文 68960 50938英語学特殊講義ⅡA堀田 隆一 英語学特殊講義ⅡH 現代英米文学特殊講義演習ⅡB寺澤 盾 原田 範行 90095 353-B

34063 33799英語学特殊講義演習Ⅱﾊｳｴﾝ, ｱﾝﾄﾞﾙ- 近代英米文学特殊講義演習ⅡA 比較文学Ⅱ井出 新 ｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 59237 101

34360 34082現代英米文学特殊講義ⅡC 353-B佐藤 光重 米文学特殊講義Ⅱ大串 尚代

独文 73487 ﾄﾞｲﾂ語学研究Ⅳ 451 73343ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽ ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅳ ﾄﾞｲﾂ文学研究ⅡA大宮 勘一郎 斎藤 太郎 36491 142-B

比較文学Ⅱｿ-ﾝﾄﾝ, 武 A. 59241 101

仏文 33674 22192現代仏文学特殊講義Ⅱﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ仏語仏文学特殊講義演習Ⅵ喜田 浩平 仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ岑村 傑 33655 521

図情 38236情報検索特殊講義演習ⅡB 351-A岸田 和明

73453情報検索特殊講義演習ⅡA谷口 祥一

32773情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡB 343-B池谷 のぞみ

58647情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義演習ⅡA 464倉田 敬子

水 哲倫 73817倫理学原典研究Ⅱ奈良 雅俊

38111倫理学特殊講義ⅡC 131-B越門 勝彦

18045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

33253倫理学特殊講義演習ⅣA 353-B柘植 尚則

美学 25866音楽学特殊講義演習Ⅱ 323 90516西川 尚生 美学芸術学特殊講義Ⅱ津上 英輔

30383美術史特殊講義演習Ⅱ 445内藤 正人

18193美術史特殊講義演習Ⅳ 412後藤 文子

史学 33617古文書学特殊講義Ⅱ 356 73339井奥 成彦 日本史特殊講義演習ⅡB 343-D西岡 芳文

33067東洋史特殊講義ⅡA 143-C桐本 東太

50426東洋史特殊講義演習ⅣD長谷部 史彦

34245日本史特殊講義ⅣA 342浅見 雅一

国文 29402 斯道文庫書誌学講座Ⅵ 斯道文庫研堀川 貴司

中文 36798 25039中日比較文学研究Ⅱ 325-A杉野 元子中国文学研究Ⅵ 143-D髙橋 智

英文 52175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 24324
73927文芸批評史Ⅱ 357-C 孝之 古典文学ⅡB吉田 俊一郎 34446

独文 59127 33220 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 59500
仏文 28004 27979中世仏語仏文学特殊講義Ⅱ 434 27998荻野 安奈近代仏語仏文学特殊講義Ⅱ宮林 寛 近代仏語仏文学特殊講義演習Ⅱ 古典文学ⅡB小倉 孝誠 吉田 俊一郎 59514
図情 65353情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅱ 353-D倉田 敬子

木 哲倫 27290 34852倫理学特殊講義ⅣB 341-A 74005ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊講義ⅡA石田 京子 哲学特殊講義演習Ⅵ 356柏端 達也

美学 08635 26327美術史特殊講義Ⅵ 342 30823金山 弘昌美学芸術学研究Ⅳ川本 聡胤 42307音楽学特殊講義Ⅱ 323福田 弥 安藤 美奈 文化資源研究演習Ⅲ

90258藤谷 道夫 美学芸術学特殊講義演習ⅡB 324望月 典子 伊志嶺 絵里子

46852 美術史特殊講義Ⅱ 343-D佐々木 康之 徳永 髙志

中尾 知彦

藤井 博義

史学 33359西洋史特殊講義Ⅳ 142-B 57454河原 温 77683史学特殊講義Ⅱ 353-B 西洋史特殊講義Ⅱ神崎 忠昭 清水 明子 33344 466 井奥 成彦 日本史特殊講義ⅡA 353-A

中島 圭一

国文 55595 73711日本漢文学Ⅱ 73530合山 林太郎日本語学特殊講義Ⅷ 325-A石川 透 演劇史Ⅰ 国文学研究Ⅷ石川 透 石川 透 73267
日本語教育学特殊講義Ⅳ木村 義之 45770

中文 72696 73965中国文学研究Ⅷ 中文演習室吉永 壮介中国文学研究ⅩⅡ加藤 三由紀 中国語学研究Ⅱ浅野 雅樹 72916 中文演習室

72897中国文学研究Ⅳ 511須山 哲治

英文 34374 50904中世英語英文学特殊講義演習ⅡB 347-B 34078松田 隆美英語学特殊講義ⅡD小原 京子 英語史特殊講義演習Ⅱ石黒 太郎

73874 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

独文 59170 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

仏文 58059 言語学特殊講義Ⅱ辻 幸夫

33660 仏語仏文学特殊講義演習Ⅳ井上 櫻子

図情 65372 33162情報学特殊講義Ⅰ 313 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊講義Ⅳ根本 彰 池谷 のぞみ 30159 525-A 松本 直樹 情報資源管理特殊講義Ⅰ(6-7限) 343-A

35108谷口 祥一 情報資源管理特殊講義Ⅸ(6-7限) 343-B

金 哲倫 54751 72734哲学特殊講義Ⅷ 73779斎藤 慶典哲学原典研究Ⅱ 453柏端 達也 哲学原典研究Ⅵ金子 善彦

74187 74263哲学特殊講義演習Ⅱ荒金 直人 倫理学原典研究Ⅳ 353-Bｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

38293斎藤 慶典 倫理学特殊講義ⅣC三重野 清顕

美学 89980美学芸術学研究ⅡB 90315河本 真理 美学芸術学特殊講義演習ⅡA樋笠 勝士

史学 24449 32190民族学考古学特殊講義演習Ⅱ 441 73855安藤 広道民族学考古学特殊講義Ⅲ 143-B安藤 広道 東洋史特殊講義ⅣB 351-A 東洋史特殊講義ⅣC藤木 健二 黒木 英充 73860 413

河野 礼子

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 74335 44371日本語学特殊講義Ⅱ 355-B 73654大場 美穂子国語学研究Ⅱ 355-A矢田 勉 国文学研究ⅩⅣ 352 国文学研究Ⅹ栗本 賀世子 石川 巧 73616
30178 55576斯道文庫書誌学講座Ⅳ 斯道文庫研住吉 朋彦 日本語学特殊講義Ⅴ 355-A大場 美穂子

英文 73248 51202中世英語英文学特殊講義ⅡB 78326篠崎 実英語学特殊講義ⅡE 535篠原 俊吾 中世英語英文学特殊講義ⅡA 357-C久木田 直江

34173現代英米文学特殊講義ⅡB宇沢 美子

独文 33397 36855 ﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅵ 523-A 34470ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学演習Ⅳ 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学研究Ⅵ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学演習ⅡA粂川 麻里生 識名 章喜 74392 345-B

図情 73889情報検索特殊講義Ⅱ岸田 和明

土 美学 40304 40706 41755 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義Ⅳ 42072片山 泰輔ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義Ⅰ ｱ-ﾄ･ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ特殊講義演習Ⅰ中尾 知彦 中尾 知彦 ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅳ ｱ-ﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特殊講義演習Ⅲ片山 泰輔 大髙 幸 42068
中尾 知彦西村 啓太 西村 啓太 中尾 知彦 中尾 知彦

堀田 治 堀田 治

史学 32204東洋史特殊講義演習ⅣA 46943長谷部 史彦 民族学考古学特殊講義演習Ⅳ 343-C杉本 智俊

図情 33583 情報資源管理特殊講義Ⅲ(4-5限) ----→岸田 和明 ----------→ --→
34298 情報資源管理特殊講義Ⅶ(4-5限) 343-B ----→池谷 のぞみ ----------→ --→ 343-B

江藤 正己

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Ⅲ（4-5限）

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅶ（4-5限）

［隔週］情報資源管理特殊講義演習

ⅡB（6-7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Ⅰ（6-7限）

［隔週］情報資源管理特殊講義Ⅸ（6-7限）

4

※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

2021年度　文学研究科　修士課程時間割表（秋）



2021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 倫理学特殊研究演習ⅠA石田 京子 74077
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

史学 25794 52706西洋史特殊研究演習ⅠA山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 343-C長谷川 敬

国文 14877国文学特殊研究Ⅲ 454小川 剛生

中文 93936 中国文学特殊研究Ⅴ種村 和史

独文 85362 78656ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 344川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅴ 341-A ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ香田 芳樹 田中 愼 76840 325-A

仏文 73688現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 55633 44185情報学特殊研究Ⅲ 456 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅴ谷口 祥一 池谷 のぞみ 30269 343-A 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

51164松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限)

61798谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

44333倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 342

73305池谷 のぞみ 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

火 哲倫 32151哲学特殊研究演習ⅠB上枝 美典

30790哲学特殊研究演習Ⅲ峯島 宏次

美学 25919美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 23419 108

林 温

史学 西洋史特殊研究演習ⅢB野々瀬 浩司 81587 142-A

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 25703 525-C

英文 12214 11021英語学特殊研究演習Ⅰ 26441堀田 隆一中世英文学特殊研究演習Ⅰ徳永 聡子 米文学特殊研究演習Ⅰ 近代英米文学特殊研究Ⅰ大串 尚代 井出 新 90042
現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 90076 353-B

米文学特殊研究Ⅰ大串 尚代 74062 353-A

独文 24999 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 73970 142-B

仏文 24764仏語学特殊研究Ⅰﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38858倫理学特殊研究演習ⅠC 344柘植 尚則

81367倫理学特殊研究演習ⅠD奈良 雅俊

史学 25450 30053東洋史特殊研究演習ⅠA長谷部 史彦日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦

中文 74316 29527中日比較文学特殊研究Ⅰ杉野 元子中国文学特殊研究Ⅲ 143-D髙橋 智

英文 75480英語学特殊研究Ⅰ 357-B井上 逸兵

仏文 72768現代仏文学特殊研究Ⅰ宮林 寛

図情 73563情報検索特殊研究Ⅴ岸田 和明

木 哲倫 74354 81678倫理学特殊研究ⅢB 341-A 43337ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊研究Ⅰ石田 京子 哲学特殊研究演習ⅠC柏端 達也

美学 30512音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 90569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 31270 313

07606 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

佐々木 康之

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

福田 弥

望月 典子

史学 27338 61779東洋史特殊研究ⅠB 341-B 33363桐本 東太日本史特殊研究Ⅰ 342浅見 雅一 西洋史特殊研究演習ⅢA 353-B 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 10005 466

日本史特殊研究ⅢA中島 圭一 74024 353-A

国文 30952中日比較文学特殊研究Ⅰ佐藤 道生

中文 79189中国文学特殊研究Ⅶ加藤 三由紀 中国語学特殊研究Ⅰ浅野 雅樹 93960 中文演習室

英文 79303中世英文学特殊研究Ⅰ松田 隆美

図情 30163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 29546
金 哲倫 24343 44974哲学特殊研究ⅢA荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB金子 善彦

81515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 28918 90540美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D金山 弘昌 美学芸術学特殊研究ⅠA樋笠 勝士

史学 28262 47002民族学考古学特殊研究Ⅰ 441安藤 広道東洋史特殊研究演習ⅠB岩間 一弘

河野 礼子

佐藤 孝雄

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 19461国語学特殊研究Ⅰ矢田 勉 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 76338
独文 87623 73214 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-A 64194ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA粂川 麻里生 識名 章喜 85343 345-B

仏文 30508中世仏文学特殊研究Ⅰ 347-A荻野 安奈

土 史学 46776 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

史学
中文
英文
仏文
図情

木

哲倫
美学

史学

国文
中文
英文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文
仏文

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

5

※2021年度は科目によって対面，オンライン（リアルタイム），オンライン（オンデマンド）等の実施形態が異なります。各科目の授業実施形態は
keio.jpニュースから確認してください。なお，時間割公開時点で対面（隔週含む）形式の科目には教室が掲載されています。学期中全面オン

ライン形式の科目は教室列が空欄になっています。

※学期開始以降，授業形態や教室に変更が発生する場合があるので注意してください。教室は必ず教育支援システムの「講義要綱・シラバス・
時間割検索」から確認してください。履修済み科目であれば keio.jp「登録済科目確認」からも確認可能です。

2021年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（春）



2021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 倫理学特殊研究演習ⅠA石田 京子 74077
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

史学 25794 52706西洋史特殊研究演習ⅠA山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 343-C長谷川 敬

国文 14877国文学特殊研究Ⅲ 454小川 剛生

中文 93936 中国文学特殊研究Ⅴ種村 和史

独文 85362 78656ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 344川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅴ 341-A ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ香田 芳樹 田中 愼 76840 325-A

仏文 73688現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 55633 44185情報学特殊研究Ⅲ 456 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅴ谷口 祥一 池谷 のぞみ 30269 343-A 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

51164松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限)

61798谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

44333倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 342

73305池谷 のぞみ 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

火 哲倫 32151哲学特殊研究演習ⅠB上枝 美典

30790哲学特殊研究演習Ⅲ峯島 宏次

美学 25919美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 23419 108

林 温

史学 西洋史特殊研究演習ⅢB野々瀬 浩司 81587 142-A

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 25703 525-C

英文 12214 11021英語学特殊研究演習Ⅰ 26441堀田 隆一中世英文学特殊研究演習Ⅰ徳永 聡子 米文学特殊研究演習Ⅰ 近代英米文学特殊研究Ⅰ大串 尚代 井出 新 90042
現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 90076 353-B

米文学特殊研究Ⅰ大串 尚代 74062 353-A

独文 24999 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 73970 142-B

仏文 24764仏語学特殊研究Ⅰﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38858倫理学特殊研究演習ⅠC 344柘植 尚則

81367倫理学特殊研究演習ⅠD奈良 雅俊

史学 25450 30053東洋史特殊研究演習ⅠA長谷部 史彦日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦

中文 74316 29527中日比較文学特殊研究Ⅰ杉野 元子中国文学特殊研究Ⅲ 143-D髙橋 智

英文 75480英語学特殊研究Ⅰ 357-B井上 逸兵

仏文 72768現代仏文学特殊研究Ⅰ宮林 寛

図情 73563情報検索特殊研究Ⅴ岸田 和明

木 哲倫 74354 81678倫理学特殊研究ⅢB 341-A 43337ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊研究Ⅰ石田 京子 哲学特殊研究演習ⅠC柏端 達也

美学 30512音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 90569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 31270 313

07606 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

佐々木 康之

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

福田 弥

望月 典子

史学 27338 61779東洋史特殊研究ⅠB 341-B 33363桐本 東太日本史特殊研究Ⅰ 342浅見 雅一 西洋史特殊研究演習ⅢA 353-B 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 10005 466

日本史特殊研究ⅢA中島 圭一 74024 353-A

国文 30952中日比較文学特殊研究Ⅰ佐藤 道生

中文 79189中国文学特殊研究Ⅶ加藤 三由紀 中国語学特殊研究Ⅰ浅野 雅樹 93960 中文演習室

英文 79303中世英文学特殊研究Ⅰ松田 隆美

図情 30163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 29546
金 哲倫 24343 44974哲学特殊研究ⅢA荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB金子 善彦

81515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 28918 90540美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D金山 弘昌 美学芸術学特殊研究ⅠA樋笠 勝士

史学 28262 47002民族学考古学特殊研究Ⅰ 441安藤 広道東洋史特殊研究演習ⅠB岩間 一弘

河野 礼子

佐藤 孝雄

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 19461国語学特殊研究Ⅰ矢田 勉 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 76338
独文 87623 73214 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-A 64194ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA粂川 麻里生 識名 章喜 85343 345-B

仏文 30508中世仏文学特殊研究Ⅰ 347-A荻野 安奈

土 史学 46776 民族学考古学特殊研究演習Ⅰ 343-C杉本 智俊

2021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 倫理学特殊研究演習ⅠA石田 京子 74077
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

史学 25794 52706西洋史特殊研究演習ⅠA山道 佳子 西洋史特殊研究演習ⅢC 343-C長谷川 敬

国文 14877国文学特殊研究Ⅲ 454小川 剛生

中文 93936 中国文学特殊研究Ⅴ種村 和史

独文 85362 78656ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠB 344川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅴ 341-A ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅰ香田 芳樹 田中 愼 76840 325-A

仏文 73688現代仏文学特殊研究演習Ⅰ 423市川 崇

図情 55633 44185情報学特殊研究Ⅲ 456 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅴ谷口 祥一 池谷 のぞみ 30269 343-A 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅶ(6-7限) 353-B

51164松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅲ(6-7限)

61798谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅲ(6-7限) 347-A

44333倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅰ(6-7限) 342

73305池谷 のぞみ 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅲ(6-7限) 343-A

火 哲倫 32151哲学特殊研究演習ⅠB上枝 美典

30790哲学特殊研究演習Ⅲ峯島 宏次

美学 25919美術史特殊研究Ⅰ 445内藤 正人 美術史特殊研究演習Ⅲ遠山 公一 23419 108

林 温

史学 西洋史特殊研究演習ⅢB野々瀬 浩司 81587 142-A

国文 国文学特殊研究Ⅸ小平 麻衣子 25703 525-C

英文 12214 11021英語学特殊研究演習Ⅰ 26441堀田 隆一中世英文学特殊研究演習Ⅰ徳永 聡子 米文学特殊研究演習Ⅰ 近代英米文学特殊研究Ⅰ大串 尚代 井出 新 90042
現代英米文学特殊研究Ⅰ原田 範行 90076 353-B

米文学特殊研究Ⅰ大串 尚代 74062 353-A

独文 24999 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅲ ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 73970 142-B

仏文 24764仏語学特殊研究Ⅰﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38858倫理学特殊研究演習ⅠC 344柘植 尚則

81367倫理学特殊研究演習ⅠD奈良 雅俊

史学 25450 30053東洋史特殊研究演習ⅠA長谷部 史彦日本史特殊研究ⅢB 347-A井奥 成彦

中文 74316 29527中日比較文学特殊研究Ⅰ杉野 元子中国文学特殊研究Ⅲ 143-D髙橋 智

英文 75480英語学特殊研究Ⅰ 357-B井上 逸兵

仏文 72768現代仏文学特殊研究Ⅰ宮林 寛

図情 73563情報検索特殊研究Ⅴ岸田 和明

木 哲倫 74354 81678倫理学特殊研究ⅢB 341-A 43337ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊研究Ⅰ石田 京子 哲学特殊研究演習ⅠC柏端 達也

美学 30512音楽学特殊研究演習Ⅰ 323 90569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 31270 313

07606 美学芸術学特殊研究演習Ⅰ 325-A後藤 文子 後藤 文子

佐々木 康之

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

福田 弥

望月 典子

史学 27338 61779東洋史特殊研究ⅠB 341-B 33363桐本 東太日本史特殊研究Ⅰ 342浅見 雅一 西洋史特殊研究演習ⅢA 353-B 西洋史特殊研究演習ⅠB神崎 忠昭 清水 明子 10005 466

日本史特殊研究ⅢA中島 圭一 74024 353-A

国文 30952中日比較文学特殊研究Ⅰ佐藤 道生

中文 79189中国文学特殊研究Ⅶ加藤 三由紀 中国語学特殊研究Ⅰ浅野 雅樹 93960 中文演習室

英文 79303中世英文学特殊研究Ⅰ松田 隆美

図情 30163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 29546
金 哲倫 24343 44974哲学特殊研究ⅢA荒金 直人 哲学特殊研究ⅠB金子 善彦

81515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 28918 90540美術史特殊研究演習Ⅰ 343-D金山 弘昌 美学芸術学特殊研究ⅠA樋笠 勝士

史学 28262 47002民族学考古学特殊研究Ⅰ 441安藤 広道東洋史特殊研究演習ⅠB岩間 一弘

河野 礼子

佐藤 孝雄

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 19461国語学特殊研究Ⅰ矢田 勉 国文学特殊研究Ⅶ石川 透 76338
独文 87623 73214 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅴ 523-A 64194ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅠA 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅲ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅠA粂川 麻里生 識名 章喜 85343 345-B

仏文 30508中世仏文学特殊研究Ⅰ 347-A荻野 安奈

土 史学 46776 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

史学
中文
英文
仏文
図情

木

哲倫
美学

史学

国文
中文
英文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文
仏文

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

［隔週］情報学特殊研究Ⅶ（6-7限）

［隔週］情報検索特殊研究Ⅲ（6-7限）

［隔週］情報システム特殊研究Ⅲ（6-7限）

［隔週］情報メディア特殊研究Ⅰ（6-7限）

［隔週］情報メディア特殊研究Ⅲ（6-7限）

6

※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

2021年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（春）



2021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 倫理学特殊研究演習ⅡA石田 京子 74373
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

史学 32625 52725西洋史特殊研究演習ⅣC 343-C長谷川 敬西洋史特殊研究演習ⅡA山道 佳子

国文 14881国文学特殊研究Ⅳ 454小川 剛生

中文 93955 中国文学特殊研究Ⅵ種村 和史

独文 85377 24525ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 344川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅵ 341-A ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ香田 芳樹 田中 愼 76854 325-A

仏文 36783現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 56109 44329情報学特殊研究Ⅳ 456 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅵ谷口 祥一 池谷 のぞみ 23218 343-A 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

51179松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限)

61802谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

43375倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 342

29857池谷 のぞみ 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

火 哲倫 27156哲学特殊研究演習ⅡB上枝 美典

78823哲学特殊研究演習Ⅳ峯島 宏次

美学 26274美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 74081 108

林 温

史学 西洋史特殊研究演習ⅣB野々瀬 浩司 81591 142-A

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 76577 525-C

英文 12559 12252英語学特殊研究演習Ⅱ 27907堀田 隆一中世英文学特殊研究演習Ⅱ徳永 聡子 米文学特殊研究演習Ⅱ 近代英米文学特殊研究Ⅱ大串 尚代 井出 新 90057
現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 90100 353-B

米文学特殊研究Ⅱ大串 尚代 73229 353-A

独文 74589 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 59203 142-B

仏文 74225仏語学特殊研究Ⅱﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38862倫理学特殊研究演習ⅡC 353-B柘植 尚則

81496倫理学特殊研究演習ⅡD奈良 雅俊

史学 25464 23237東洋史特殊研究演習ⅡA長谷部 史彦日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦

中文 36506 29326中日比較文学特殊研究Ⅱ 325-A杉野 元子中国文学特殊研究Ⅳ 143-D髙橋 智

英文 26016英語学特殊研究Ⅱ 357-B井上 逸兵

仏文 71647現代仏文学特殊研究Ⅱ宮林 寛

図情 32348情報検索特殊研究Ⅵ岸田 和明

木 哲倫 28922 81682倫理学特殊研究ⅣB 341-A 42269ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊研究Ⅱ石田 京子 哲学特殊研究演習ⅡC 356柏端 達也

美学 24970音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 90262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 31284 313

10742 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

佐々木 康之

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

福田 弥

望月 典子

史学 76581 12860東洋史特殊研究ⅡB 341-B 27103桐本 東太日本史特殊研究Ⅱ 342浅見 雅一 西洋史特殊研究演習ⅣA 353-B 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 10010 466

日本史特殊研究ⅣA中島 圭一 59222 353-A

国文 40687中日比較文学特殊研究Ⅱ佐藤 道生

中文 74244中国文学特殊研究Ⅷ加藤 三由紀 中国語学特殊研究Ⅱ浅野 雅樹 93974 中文演習室

英文 81439中世英文学特殊研究Ⅱ松田 隆美

図情 29842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 27361
金 哲倫 74206 44993哲学特殊研究ⅣA荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB金子 善彦

81520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 77975 90320美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D金山 弘昌 美学芸術学特殊研究ⅡA樋笠 勝士

史学 29182 46996民族学考古学特殊研究Ⅱ 441安藤 広道東洋史特殊研究演習ⅡB岩間 一弘

河野 礼子

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 19476国語学特殊研究Ⅱ 355-A矢田 勉 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 73764
独文 87638 36779 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-A 64620ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA粂川 麻里生 識名 章喜 85358 345-B

仏文 24362中世仏文学特殊研究Ⅱ 347-A荻野 安奈

土 史学 46795 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

史学
中文
英文
仏文
図情

木

哲倫
美学

史学

国文
中文
英文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文
仏文

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

7

※2021年度は科目によって対面，オンライン（リアルタイム），オンライン（オンデマンド）等の実施形態が異なります。各科目の授業実施形態は
keio.jpニュースから確認してください。なお，時間割公開時点で対面（隔週含む）形式の科目には教室が掲載されています。学期中全面オン

ライン形式の科目は教室列が空欄になっています。

※学期開始以降，授業形態や教室に変更が発生する場合があるので注意してください。教室は必ず教育支援システムの「講義要綱・シラバス・
時間割検索」から確認してください。履修済み科目であれば keio.jp「登録済科目確認」からも確認可能です。

2021年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（秋）



2021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 倫理学特殊研究演習ⅡA石田 京子 74373
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

史学 32625 52725西洋史特殊研究演習ⅣC 343-C長谷川 敬西洋史特殊研究演習ⅡA山道 佳子

国文 14881国文学特殊研究Ⅳ 454小川 剛生

中文 93955 中国文学特殊研究Ⅵ種村 和史

独文 85377 24525ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 344川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅵ 341-A ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ香田 芳樹 田中 愼 76854 325-A

仏文 36783現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 56109 44329情報学特殊研究Ⅳ 456 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅵ谷口 祥一 池谷 のぞみ 23218 343-A 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

51179松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限)

61802谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

43375倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 342

29857池谷 のぞみ 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

火 哲倫 27156哲学特殊研究演習ⅡB上枝 美典

78823哲学特殊研究演習Ⅳ峯島 宏次

美学 26274美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 74081 108

林 温

史学 西洋史特殊研究演習ⅣB野々瀬 浩司 81591 142-A

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 76577 525-C

英文 12559 12252英語学特殊研究演習Ⅱ 27907堀田 隆一中世英文学特殊研究演習Ⅱ徳永 聡子 米文学特殊研究演習Ⅱ 近代英米文学特殊研究Ⅱ大串 尚代 井出 新 90057
現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 90100 353-B

米文学特殊研究Ⅱ大串 尚代 73229 353-A

独文 74589 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 59203 142-B

仏文 74225仏語学特殊研究Ⅱﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38862倫理学特殊研究演習ⅡC 353-B柘植 尚則

81496倫理学特殊研究演習ⅡD奈良 雅俊

史学 25464 23237東洋史特殊研究演習ⅡA長谷部 史彦日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦

中文 36506 29326中日比較文学特殊研究Ⅱ 325-A杉野 元子中国文学特殊研究Ⅳ 143-D髙橋 智

英文 26016英語学特殊研究Ⅱ 357-B井上 逸兵

仏文 71647現代仏文学特殊研究Ⅱ宮林 寛

図情 32348情報検索特殊研究Ⅵ岸田 和明

木 哲倫 28922 81682倫理学特殊研究ⅣB 341-A 42269ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊研究Ⅱ石田 京子 哲学特殊研究演習ⅡC 356柏端 達也

美学 24970音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 90262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 31284 313

10742 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

佐々木 康之

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

福田 弥

望月 典子

史学 76581 12860東洋史特殊研究ⅡB 341-B 27103桐本 東太日本史特殊研究Ⅱ 342浅見 雅一 西洋史特殊研究演習ⅣA 353-B 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 10010 466

日本史特殊研究ⅣA中島 圭一 59222 353-A

国文 40687中日比較文学特殊研究Ⅱ佐藤 道生

中文 74244中国文学特殊研究Ⅷ加藤 三由紀 中国語学特殊研究Ⅱ浅野 雅樹 93974 中文演習室

英文 81439中世英文学特殊研究Ⅱ松田 隆美

図情 29842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 27361
金 哲倫 74206 44993哲学特殊研究ⅣA荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB金子 善彦

81520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 77975 90320美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D金山 弘昌 美学芸術学特殊研究ⅡA樋笠 勝士

史学 29182 46996民族学考古学特殊研究Ⅱ 441安藤 広道東洋史特殊研究演習ⅡB岩間 一弘

河野 礼子

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 19476国語学特殊研究Ⅱ 355-A矢田 勉 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 73764
独文 87638 36779 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-A 64620ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA粂川 麻里生 識名 章喜 85358 345-B

仏文 24362中世仏文学特殊研究Ⅱ 347-A荻野 安奈

土 史学 46795 民族学考古学特殊研究演習Ⅱ 343-C杉本 智俊

2021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 倫理学特殊研究演習ⅡA石田 京子 74373
ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ

柘植 尚則

奈良 雅俊

史学 32625 52725西洋史特殊研究演習ⅣC 343-C長谷川 敬西洋史特殊研究演習ⅡA山道 佳子

国文 14881国文学特殊研究Ⅳ 454小川 剛生

中文 93955 中国文学特殊研究Ⅵ種村 和史

独文 85377 24525ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡB 344川島 建太郎 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅵ 341-A ﾄﾞｲﾂ語学特殊研究Ⅱ香田 芳樹 田中 愼 76854 325-A

仏文 36783現代仏文学特殊研究演習Ⅱ 423市川 崇

図情 56109 44329情報学特殊研究Ⅳ 456 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅵ谷口 祥一 池谷 のぞみ 23218 343-A 松本 直樹 情報学特殊研究Ⅷ(6-7限) 353-B

51179松本 直樹 岸田 和明 情報検索特殊研究Ⅳ(6-7限)

61802谷口 祥一 情報ｼｽﾃﾑ特殊研究Ⅳ(6-7限) 347-A

43375倉田 敬子 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅱ(6-7限) 342

29857池谷 のぞみ 情報ﾒﾃﾞｨｱ特殊研究Ⅳ(6-7限) 343-A

火 哲倫 27156哲学特殊研究演習ⅡB上枝 美典

78823哲学特殊研究演習Ⅳ峯島 宏次

美学 26274美術史特殊研究Ⅱ 445内藤 正人 美術史特殊研究演習Ⅳ遠山 公一 74081 108

林 温

史学 西洋史特殊研究演習ⅣB野々瀬 浩司 81591 142-A

国文 国文学特殊研究Ⅹ小平 麻衣子 76577 525-C

英文 12559 12252英語学特殊研究演習Ⅱ 27907堀田 隆一中世英文学特殊研究演習Ⅱ徳永 聡子 米文学特殊研究演習Ⅱ 近代英米文学特殊研究Ⅱ大串 尚代 井出 新 90057
現代英米文学特殊研究Ⅱ原田 範行 90100 353-B

米文学特殊研究Ⅱ大串 尚代 73229 353-A

独文 74589 ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究Ⅳ ﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡB大宮 勘一郎 斎藤 太郎 59203 142-B

仏文 74225仏語学特殊研究Ⅱﾌﾞﾗﾝｸ-ﾙ, ｳﾞｧﾝｻﾝ

水 哲倫 38862倫理学特殊研究演習ⅡC 353-B柘植 尚則

81496倫理学特殊研究演習ⅡD奈良 雅俊

史学 25464 23237東洋史特殊研究演習ⅡA長谷部 史彦日本史特殊研究ⅣB 347-A井奥 成彦

中文 36506 29326中日比較文学特殊研究Ⅱ 325-A杉野 元子中国文学特殊研究Ⅳ 143-D髙橋 智

英文 26016英語学特殊研究Ⅱ 357-B井上 逸兵

仏文 71647現代仏文学特殊研究Ⅱ宮林 寛

図情 32348情報検索特殊研究Ⅵ岸田 和明

木 哲倫 28922 81682倫理学特殊研究ⅣB 341-A 42269ｴｱﾄﾙ, ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ倫理学特殊研究Ⅱ石田 京子 哲学特殊研究演習ⅡC 356柏端 達也

美学 24970音楽学特殊研究演習Ⅱ 323 90262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 31284 313

10742 美学芸術学特殊研究演習Ⅱ 325-A後藤 文子 後藤 文子

佐々木 康之

遠山 公一

内藤 正人

中尾 知彦

西川 尚生

福田 弥

望月 典子

史学 76581 12860東洋史特殊研究ⅡB 341-B 27103桐本 東太日本史特殊研究Ⅱ 342浅見 雅一 西洋史特殊研究演習ⅣA 353-B 西洋史特殊研究演習ⅡB神崎 忠昭 清水 明子 10010 466

日本史特殊研究ⅣA中島 圭一 59222 353-A

国文 40687中日比較文学特殊研究Ⅱ佐藤 道生

中文 74244中国文学特殊研究Ⅷ加藤 三由紀 中国語学特殊研究Ⅱ浅野 雅樹 93974 中文演習室

英文 81439中世英文学特殊研究Ⅱ松田 隆美

図情 29842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 27361
金 哲倫 74206 44993哲学特殊研究ⅣA荒金 直人 哲学特殊研究ⅡB金子 善彦

81520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 77975 90320美術史特殊研究演習Ⅱ 343-D金山 弘昌 美学芸術学特殊研究ⅡA樋笠 勝士

史学 29182 46996民族学考古学特殊研究Ⅱ 441安藤 広道東洋史特殊研究演習ⅡB岩間 一弘

河野 礼子

杉本 智俊

山口 徹

渡辺 丈彦

国文 19476国語学特殊研究Ⅱ 355-A矢田 勉 国文学特殊研究Ⅷ石川 透 73764
独文 87638 36779 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅵ 523-A 64620ﾖｯﾎ, ﾏﾙｸｽﾄﾞｲﾂ文学特殊研究ⅡA 525-C平田 栄一朗 ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習Ⅳ 353-D ﾄﾞｲﾂ文学特殊演習ⅡA粂川 麻里生 識名 章喜 85358 345-B

仏文 24362中世仏文学特殊研究Ⅱ 347-A荻野 安奈

土 史学 46795 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

史学
中文
英文
仏文
図情

木

哲倫
美学

史学

国文
中文
英文
図情

金

哲倫

美学
史学

国文
独文
仏文

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

［隔週］情報学特殊研究Ⅷ（6-7限）

［隔週］情報検索特殊研究Ⅳ（6-7限）

［隔週］情報システム特殊研究Ⅳ（6-7限）

［隔週］情報メディア特殊研究Ⅱ（6-7限）

［隔週］情報メディア特殊研究Ⅳ（6-7限）
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※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

2021年度　文学研究科　後期博士課程時間割表（秋）



９ 
 

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 
22556  

【春】芸術関係法規演習Ⅱ  
雪丸 真吾 

采木 俊憲 78508 【春】アート・マネジメント特殊講義演習Ⅴ  

木 

中尾 知彦 

16224 【秋】文化資源研究演習Ⅳ  

安藤 美奈 

徳永 髙志 

藤井 博義 

伊志嶺 絵里子 

 

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(木) 

1～5 限 

安形 輝 94325 情報資源管理特殊講義ⅩⅦ 春特定 336 
8 月 20 日(金) 

1～5 限 

8 月 21 日(土) 

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 

渡部 葉子 

74756  
【春】アート・アーカイヴ特殊講義  久保 仁志 

森山 緑 

渡部 葉子 

74775 【秋】アート・アーカイヴ特殊講義演習  久保 仁志 

森山 緑 

※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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