
1

月

社会 荒牧　草平 14240 社会学特論Ⅰ〔春〕 織田　輝哉 39998 社会学演習Ⅰ〔春〕353-A

月

社会 浜　日出夫 40266 社会学特論Ⅰ〔春〕 今井　芳昭 39907 社会心理学演習Ⅰ〔春〕 358
織田　輝哉 83499 社会学演習Ⅱ〔秋〕353-A 浜　日出夫 81261 社会学特論Ⅱ〔秋〕 今井　芳昭 82564 社会心理学演習Ⅱ〔秋〕 358
松沢　裕作 55155 社会史演習Ⅰ〔春〕343-D 辻　　　泉 83761 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕357-A
辻　　　泉 83795 コミュニケーション

特論Ⅱ〔秋〕357-A
山腰　修三 55227 マス・コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕 346
山腰　修三 83924 マス・コミュニケーション

特論Ⅱ〔秋〕 346
今井　芳昭 39180 社会心理学特論Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 82894 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕 358

心理 伊東　裕司 46503 実験心理学特論Ⅳ〔秋〕 国里　愛彦 49890 神経科学特論Ⅲ〔春〕343-A 心理 坂上　貴之 48984 基礎行動学特論Ⅳ〔秋〕325-A

火

社会 神田さやこ 24505 社会史特論Ⅰ〔春〕 澤井　　敦 40558 社会学特論Ⅰ〔春〕357-A 三尾　裕子 55853 文化人類学演習Ⅰ〔春〕 356

火

社会 岡原　正幸 25574 社会学特論Ⅰ〔春〕343-D 岡田あおい 39979 社会学特論Ⅰ〔春〕343-C
佐川　　徹 99676 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 83302 社会学特論Ⅱ〔秋〕357-A 三尾　裕子 83613 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕 356 岡原　正幸 83173 社会学特論Ⅱ〔秋〕347-A 岡田あおい 82947 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-C
佐川　　徹 99700 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-D 金　　柄徹 91823 文化人類学特論Ⅰ〔春〕 511 森川　剛光 45602 社会学特論Ⅰ〔春〕 森川　剛光 40452 社会学理論演習Ⅰ〔春〕

金　　柄徹 91842 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕 511 森川　剛光 83264 社会学特論Ⅱ〔秋〕 森川　剛光 84495 社会学理論演習Ⅱ〔秋〕
大久保教宏 17838 社会史特論Ⅰ〔春〕353-A 岡原　正幸  32018 社会学演習Ⅰ〔春〕 356大久保教宏 82928 社会史特論Ⅱ〔秋〕353-A 高山　　真
岡田あおい 44678 社会学演習Ⅰ〔春〕343-C 岡原　正幸  83484 社会学演習Ⅱ〔秋〕347-A岡田あおい 83116 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-C 小野　竜史

心理 川畑　秀明 40983 心理学特殊実験Ⅰ〔春〕 311
516

心理 川畑　秀明 40998 心理学特殊実験Ⅲ〔春〕 311
516

川畑　秀明 83412 心理学特殊実験Ⅱ〔秋〕 311
516

川畑　秀明 84170 心理学特殊実験Ⅳ〔秋〕 311
516

教育 櫻井　茂男 53865 教育心理学特論Ⅴ〔秋〕523-B 真壁　宏幹 54599 教育哲学演習Ⅰ〔春〕343-A 教育 真壁　宏幹 54570 教育学史特論Ⅰ〔春〕343-A 鹿毛　雅治  54269 教育心理学演習Ⅰ〔春〕真壁　宏幹 82181 教育哲学演習Ⅱ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 82545 教育学史特論Ⅱ〔秋〕343-A 藤澤　啓子
髙橋　　哲 54144 比較教育学特論Ⅲ〔春〕343-C 鹿毛　雅治  82143 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕髙橋　　哲 82507 比較教育学特論Ⅳ〔秋〕343-C 藤澤　啓子

水

社会 武山　政直 40213 社会学特論Ⅰ〔春〕325-B マシューズ，
ジョエル

17674 社会学特論Ⅰ〔春〕 106

水

社会 竹ノ下弘久 86961 社会学特論Ⅰ〔春〕525-B 毛利　嘉孝 84146 社会学特論Ⅰ〔春〕 108 ジョイス，
テレンスA．

92724 英語論文作成法〔春〕343-A
武山　政直 83059 社会学特論Ⅱ〔秋〕325-B 竹ノ下弘久 87968 社会学特論Ⅱ〔秋〕525-B 毛利　嘉孝 84017 社会学特論Ⅱ〔秋〕 108
田中　東子 40816 社会学特論Ⅰ〔春〕 マシューズ，

ジョエル
98498 社会学特論Ⅱ〔秋〕 106 烏谷　昌幸 54861 マス・コミュニケーション

演習Ⅰ〔春〕343-A
大石　　裕

 54929 マス・コミュニケーション特論Ⅰ〔春〕 346
田中　東子 82875 社会学特論Ⅱ〔秋〕 烏谷　昌幸
上杉　富之 40395 文化人類学学説特論Ⅰ〔春〕 塩原　良和

 39725 研究方法論Ⅰ〔春〕
烏谷　昌幸 17291 マス・コミュニケーション

演習Ⅱ〔秋〕343-A
山腰　修三

上杉　富之 83910 文化人類学学説特論Ⅱ〔秋〕 髙橋　　誠 大石　　裕
 84768 マス・コミュニケーション特論Ⅱ〔秋〕 346

有末　　賢 40357 社会学演習Ⅰ〔春〕343-B 三原さやか 烏谷　昌幸
有末　　賢 83006 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-B 塩原　良和

 83996 研究方法論Ⅱ〔秋〕 462
山腰　修三

藏本　龍介 39778 文化人類学演習Ⅰ〔春〕 近兼　路子
藏本　龍介 82818 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕325-A 正木　誠子

竹ノ下弘久 97343 社会学演習Ⅰ〔春〕525-B
竹ノ下弘久 97362 社会学演習Ⅱ〔秋〕525-B

心理 中野　泰志 41004 知覚心理学演習Ⅰ〔春〕 心理 ジョイス，
テレンスA．

92739 英語論文作成法〔春〕343-A
中野　泰志 43504 基礎心理学特論Ⅳ〔秋〕

教育 岸本　　健 82435 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕353-C 教育 ジョイス，
テレンスA．

92743 英語論文作成法〔春〕343-A

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

2021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 14240 社会学特論Ⅰ〔春〕 織田　輝哉 39998 社会学演習Ⅰ〔春〕353-A

月

社会 浜　日出夫 40266 社会学特論Ⅰ〔春〕 今井　芳昭 39907 社会心理学演習Ⅰ〔春〕 358
織田　輝哉 83499 社会学演習Ⅱ〔秋〕353-A 浜　日出夫 81261 社会学特論Ⅱ〔秋〕 今井　芳昭 82564 社会心理学演習Ⅱ〔秋〕 358
松沢　裕作 55155 社会史演習Ⅰ〔春〕343-D 辻　　　泉 83761 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕357-A
辻　　　泉 83795 コミュニケーション

特論Ⅱ〔秋〕357-A
山腰　修三 55227 マス・コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕 346
山腰　修三 83924 マス・コミュニケーション

特論Ⅱ〔秋〕 346
今井　芳昭 39180 社会心理学特論Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 82894 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕 358

心理 伊東　裕司 46503 実験心理学特論Ⅳ〔秋〕 国里　愛彦 49890 神経科学特論Ⅲ〔春〕343-A 心理 坂上　貴之 48984 基礎行動学特論Ⅳ〔秋〕325-A

火

社会 神田さやこ 24505 社会史特論Ⅰ〔春〕 澤井　　敦 40558 社会学特論Ⅰ〔春〕357-A 三尾　裕子 55853 文化人類学演習Ⅰ〔春〕 356

火

社会 岡原　正幸 25574 社会学特論Ⅰ〔春〕343-D 岡田あおい 39979 社会学特論Ⅰ〔春〕343-C
佐川　　徹 99676 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 83302 社会学特論Ⅱ〔秋〕357-A 三尾　裕子 83613 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕 356 岡原　正幸 83173 社会学特論Ⅱ〔秋〕347-A 岡田あおい 82947 社会学特論Ⅱ〔秋〕343-C
佐川　　徹 99700 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-D 金　　柄徹 91823 文化人類学特論Ⅰ〔春〕 511 森川　剛光 45602 社会学特論Ⅰ〔春〕 森川　剛光 40452 社会学理論演習Ⅰ〔春〕

金　　柄徹 91842 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕 511 森川　剛光 83264 社会学特論Ⅱ〔秋〕 森川　剛光 84495 社会学理論演習Ⅱ〔秋〕
大久保教宏 17838 社会史特論Ⅰ〔春〕353-A 岡原　正幸  32018 社会学演習Ⅰ〔春〕 356大久保教宏 82928 社会史特論Ⅱ〔秋〕353-A 高山　　真
岡田あおい 44678 社会学演習Ⅰ〔春〕343-C 岡原　正幸  83484 社会学演習Ⅱ〔秋〕347-A岡田あおい 83116 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-C 小野　竜史

心理 川畑　秀明 40983 心理学特殊実験Ⅰ〔春〕 311
516

心理 川畑　秀明 40998 心理学特殊実験Ⅲ〔春〕 311
516

川畑　秀明 83412 心理学特殊実験Ⅱ〔秋〕 311
516

川畑　秀明 84170 心理学特殊実験Ⅳ〔秋〕 311
516

教育 櫻井　茂男 53865 教育心理学特論Ⅴ〔秋〕523-B 真壁　宏幹 54599 教育哲学演習Ⅰ〔春〕343-A 教育 真壁　宏幹 54570 教育学史特論Ⅰ〔春〕343-A 鹿毛　雅治  54269 教育心理学演習Ⅰ〔春〕真壁　宏幹 82181 教育哲学演習Ⅱ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 82545 教育学史特論Ⅱ〔秋〕343-A 藤澤　啓子
髙橋　　哲 54144 比較教育学特論Ⅲ〔春〕343-C 鹿毛　雅治  82143 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕髙橋　　哲 82507 比較教育学特論Ⅳ〔秋〕343-C 藤澤　啓子

水

社会 武山　政直 40213 社会学特論Ⅰ〔春〕325-B マシューズ，
ジョエル

17674 社会学特論Ⅰ〔春〕 106

水

社会 竹ノ下弘久 86961 社会学特論Ⅰ〔春〕525-B 毛利　嘉孝 84146 社会学特論Ⅰ〔春〕 108 ジョイス，
テレンスA．

92724 英語論文作成法〔春〕343-A
武山　政直 83059 社会学特論Ⅱ〔秋〕325-B 竹ノ下弘久 87968 社会学特論Ⅱ〔秋〕525-B 毛利　嘉孝 84017 社会学特論Ⅱ〔秋〕 108
田中　東子 40816 社会学特論Ⅰ〔春〕 マシューズ，

ジョエル
98498 社会学特論Ⅱ〔秋〕 106 烏谷　昌幸 54861 マス・コミュニケーション

演習Ⅰ〔春〕343-A
大石　　裕

 54929 マス・コミュニケーション特論Ⅰ〔春〕 346
田中　東子 82875 社会学特論Ⅱ〔秋〕 烏谷　昌幸
上杉　富之 40395 文化人類学学説特論Ⅰ〔春〕 塩原　良和

 39725 研究方法論Ⅰ〔春〕
烏谷　昌幸 17291 マス・コミュニケーション

演習Ⅱ〔秋〕343-A
山腰　修三

上杉　富之 83910 文化人類学学説特論Ⅱ〔秋〕 髙橋　　誠 大石　　裕
 84768 マス・コミュニケーション特論Ⅱ〔秋〕 346

有末　　賢 40357 社会学演習Ⅰ〔春〕343-B 三原さやか 烏谷　昌幸
有末　　賢 83006 社会学演習Ⅱ〔秋〕343-B 塩原　良和

 83996 研究方法論Ⅱ〔秋〕 462
山腰　修三

藏本　龍介 39778 文化人類学演習Ⅰ〔春〕 近兼　路子
藏本　龍介 82818 文化人類学演習Ⅱ〔秋〕325-A 正木　誠子

竹ノ下弘久 97343 社会学演習Ⅰ〔春〕525-B
竹ノ下弘久 97362 社会学演習Ⅱ〔秋〕525-B

心理 中野　泰志 41004 知覚心理学演習Ⅰ〔春〕 心理 ジョイス，
テレンスA．

92739 英語論文作成法〔春〕343-A
中野　泰志 43504 基礎心理学特論Ⅳ〔秋〕

教育 岸本　　健 82435 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕353-C 教育 ジョイス，
テレンスA．

92743 英語論文作成法〔春〕343-A

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

2021年度　大学院社会学研究科　修士課程時間割表
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木

社会 北中　淳子 40945 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-A 塩原　良和 40505 社会学特論Ⅰ〔春〕 348

木

社会 稲葉　昭英 55523 社会学特論Ⅰ〔春〕347-A 段　　瑞聡 17856 社会学特論Ⅰ〔春〕 356
北中　淳子 83632 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-A 塩原　良和 83427 社会学特論Ⅱ〔秋〕 348 稲葉　昭英 83097 社会学特論Ⅱ〔秋〕347-A 段　　瑞聡 17880 社会学特論Ⅱ〔秋〕 356
北村　　智 82689 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕
近森　高明 39228 社会学特論Ⅰ〔春〕 稲葉　昭英 83867 社会学演習Ⅰ〔春〕347-A
近森　高明 83078 社会学特論Ⅱ〔秋〕 稲葉　昭英 83886 社会学演習Ⅱ〔秋〕347-A

北村　　智 82693 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕

常松　　淳 10301 社会学特論Ⅰ〔春〕 李　　光鎬 40156 コミュニケーション
演習Ⅰ〔春〕 358常松　　淳 10335 社会学特論Ⅱ〔秋〕

杉浦　淳吉 82583 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕347-A 李　　光鎬 38532 コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕 358

李　　光鎬 82765 コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕 358塩原　良和 98631 社会学演習Ⅰ〔春〕 348

塩原　良和 98684 社会学演習Ⅱ〔秋〕 348 李　　光鎬 82401 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕 358飯田　　恭

 16497 社会史演習Ⅰ〔春〕 110
加島　　潤
中西　　聡
難波ちづる
橋口　勝利
飯田　　恭

 83666 社会史演習Ⅱ〔秋〕 110
加島　　潤
神田さやこ
橋口　勝利

心理 川畑　秀明 17622 知覚心理学演習Ⅲ〔春〕 423 心理
川畑　秀明 83140 知覚心理学演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 40653 発達心理学演習Ⅰ〔春〕
山本　淳一 83169 発達心理学演習Ⅱ〔秋〕
伊澤　栄一 42049 生物心理学演習Ⅰ〔春〕353-A
伊澤　栄一 18705 生物心理学演習Ⅱ〔秋〕353-A

教育 松浦　良充 54326 比較教育学演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 54622 比較教育学特論Ⅰ〔春〕357-A 池田　全之 17713 教育哲学特論Ⅰ〔春〕 教育
松浦　良充 81917 比較教育学演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 82215 比較教育学特論Ⅱ〔秋〕357-A 池田　全之 82731 教育哲学特論Ⅱ〔秋〕

金

社会 板橋　春夫 40414 歴史民俗学演習Ⅰ〔春〕 李　　津娥 40835 コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕 358

金

社会 李　　津娥 17818 コミュニケーション
演習Ⅰ〔春〕 358板橋　春夫 83211 歴史民俗学演習Ⅱ〔秋〕

李　　津娥 82454 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕 358

李　　津娥 17837 コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕 358

心理 渡辺　利夫 48530 計量行動学特論Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 40730 臨床心理学実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 16975 精神医学特論Ⅳ〔秋〕 346 心理 大森　貴秀
 43538 行動修正実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 43174 生物心理学演習Ⅲ〔春〕 423
熊　　仁美 梅田　　聡 83814 生物心理学演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 大森　貴秀

 53171 行動修正実習Ⅲ〔春〕大　社実習室石塚　祐香
 84108 行動修正実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

熊　　仁美
大森　貴秀 山本　淳一
山本　淳一 石塚　祐香

 84127 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 00213 教育史演習Ⅰ〔春〕341-A 教育 山本　正身 16903 教育学演習Ⅰ〔春〕 346 山本　正身 54398 教育史演習Ⅰ〔春〕 346
山梨　あや 00232 教育史演習Ⅱ〔秋〕341-A 山本　正身 17694 教育学演習Ⅱ〔秋〕 346 山本　正身 83298 教育史演習Ⅱ〔秋〕 346
清水　由紀 53899 教育心理学特論Ⅲ〔春〕 山梨　あや 17417 教育史特論Ⅰ〔春〕343-A
清水　由紀 84720 教育心理学特論Ⅵ〔秋〕 山梨　あや 18944 教育史特論Ⅱ〔秋〕343-A

土

社会 岡原　正幸
 56606 プロジェクトⅠ（Ａ）〔春〕

土

社会
高山　　真
中村　香住
岡原　正幸

 56883 プロジェクトⅡ（Ａ）〔秋〕後藤　一樹
鈴木弥香子
高山　　真

心理 皆川　泰代 41148 発達心理学演習Ⅲ〔春〕 心理
皆川　泰代 51092 神経科学特論Ⅳ〔秋〕

教育 鹿毛　雅治 53702 教育心理学演習Ⅰ〔春〕 323 教育
鹿毛　雅治 82253 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕 323

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

2021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 40945 文化人類学特論Ⅰ〔春〕353-A 塩原　良和 40505 社会学特論Ⅰ〔春〕 348

木

社会 稲葉　昭英 55523 社会学特論Ⅰ〔春〕347-A 段　　瑞聡 17856 社会学特論Ⅰ〔春〕 356
北中　淳子 83632 文化人類学特論Ⅱ〔秋〕353-A 塩原　良和 83427 社会学特論Ⅱ〔秋〕 348 稲葉　昭英 83097 社会学特論Ⅱ〔秋〕347-A 段　　瑞聡 17880 社会学特論Ⅱ〔秋〕 356
北村　　智 82689 コミュニケーション

特論Ⅰ〔春〕
近森　高明 39228 社会学特論Ⅰ〔春〕 稲葉　昭英 83867 社会学演習Ⅰ〔春〕347-A
近森　高明 83078 社会学特論Ⅱ〔秋〕 稲葉　昭英 83886 社会学演習Ⅱ〔秋〕347-A

北村　　智 82693 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕

常松　　淳 10301 社会学特論Ⅰ〔春〕 李　　光鎬 40156 コミュニケーション
演習Ⅰ〔春〕 358常松　　淳 10335 社会学特論Ⅱ〔秋〕

杉浦　淳吉 82583 社会心理学特論Ⅱ〔秋〕347-A 李　　光鎬 38532 コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕 358

李　　光鎬 82765 コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕 358塩原　良和 98631 社会学演習Ⅰ〔春〕 348

塩原　良和 98684 社会学演習Ⅱ〔秋〕 348 李　　光鎬 82401 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕 358飯田　　恭

 16497 社会史演習Ⅰ〔春〕 110
加島　　潤
中西　　聡
難波ちづる
橋口　勝利
飯田　　恭

 83666 社会史演習Ⅱ〔秋〕 110
加島　　潤
神田さやこ
橋口　勝利

心理 川畑　秀明 17622 知覚心理学演習Ⅲ〔春〕 423 心理
川畑　秀明 83140 知覚心理学演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 40653 発達心理学演習Ⅰ〔春〕
山本　淳一 83169 発達心理学演習Ⅱ〔秋〕
伊澤　栄一 42049 生物心理学演習Ⅰ〔春〕353-A
伊澤　栄一 18705 生物心理学演習Ⅱ〔秋〕353-A

教育 松浦　良充 54326 比較教育学演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 54622 比較教育学特論Ⅰ〔春〕357-A 池田　全之 17713 教育哲学特論Ⅰ〔春〕 教育
松浦　良充 81917 比較教育学演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 82215 比較教育学特論Ⅱ〔秋〕357-A 池田　全之 82731 教育哲学特論Ⅱ〔秋〕

金

社会 板橋　春夫 40414 歴史民俗学演習Ⅰ〔春〕 李　　津娥 40835 コミュニケーション
特論Ⅰ〔春〕 358

金

社会 李　　津娥 17818 コミュニケーション
演習Ⅰ〔春〕 358板橋　春夫 83211 歴史民俗学演習Ⅱ〔秋〕

李　　津娥 82454 コミュニケーション
特論Ⅱ〔秋〕 358

李　　津娥 17837 コミュニケーション
演習Ⅱ〔秋〕 358

心理 渡辺　利夫 48530 計量行動学特論Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 40730 臨床心理学実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 16975 精神医学特論Ⅳ〔秋〕 346 心理 大森　貴秀
 43538 行動修正実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 43174 生物心理学演習Ⅲ〔春〕 423
熊　　仁美 梅田　　聡 83814 生物心理学演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 大森　貴秀

 53171 行動修正実習Ⅲ〔春〕大　社実習室石塚　祐香
 84108 行動修正実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

熊　　仁美
大森　貴秀 山本　淳一
山本　淳一 石塚　祐香

 84127 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 00213 教育史演習Ⅰ〔春〕341-A 教育 山本　正身 16903 教育学演習Ⅰ〔春〕 346 山本　正身 54398 教育史演習Ⅰ〔春〕 346
山梨　あや 00232 教育史演習Ⅱ〔秋〕341-A 山本　正身 17694 教育学演習Ⅱ〔秋〕 346 山本　正身 83298 教育史演習Ⅱ〔秋〕 346
清水　由紀 53899 教育心理学特論Ⅲ〔春〕 山梨　あや 17417 教育史特論Ⅰ〔春〕343-A
清水　由紀 84720 教育心理学特論Ⅵ〔秋〕 山梨　あや 18944 教育史特論Ⅱ〔秋〕343-A

土

社会 岡原　正幸
 56606 プロジェクトⅠ（Ａ）〔春〕

土

社会
高山　　真
中村　香住
岡原　正幸

 56883 プロジェクトⅡ（Ａ）〔秋〕後藤　一樹
鈴木弥香子
高山　　真

心理 皆川　泰代 41148 発達心理学演習Ⅲ〔春〕 心理
皆川　泰代 51092 神経科学特論Ⅳ〔秋〕

教育 鹿毛　雅治 53702 教育心理学演習Ⅰ〔春〕 323 教育
鹿毛　雅治 82253 教育心理学演習Ⅱ〔秋〕 323

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

2021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 14254 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 織田　輝哉 40008 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕353-A

月

社会 浜　日出夫 40285 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 今井　芳昭 39926 社会心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 358
織田　輝哉 83503 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-A 浜　日出夫 82526 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 今井　芳昭 82856 社会心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 358
松沢　裕作 12821 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-D 山腰　修三 54512 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 346

山腰　修三 83943 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346
辻　　　泉 83776 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕357-A
辻　　　泉 83800 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A
今井　芳昭 39964 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 82909 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕 358

心理 伊東　裕司 47461 実験心理学特殊研究Ⅳ〔秋〕 国里　愛彦 51001 神経科学特殊研究Ⅲ〔春〕343-A 心理 坂上　貴之 50230 基礎行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕325-A

火

社会 神田さやこ 24510 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 澤井　　敦 40562 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 岡原　正幸 97673 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-D

火

社会 大久保教宏 17383 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 岡田あおい 39983 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-C
佐川　　徹 99695 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 83321 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A 岡原　正幸 96552 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕347-A 大久保教宏 82932 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 岡田あおい 81826 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C
佐川　　徹 99714 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 金　　柄徹 91838 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕 511 三尾　裕子 62919 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕 356 岡原　正幸 28320 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-D 森川　剛光 14728 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕

金　　柄徹 91857 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕 511 三尾　裕子 83628 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕 356 岡原　正幸 83188 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A 森川　剛光 14732 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕
森川　剛光 49010 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕
森川　剛光 83279 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕
岡田あおい 48726 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-C
岡田あおい 83135 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-C

教育 櫻井　茂男 53884 教育心理学特殊研究Ⅴ〔秋〕523-B 真壁　宏幹 54603 教育哲学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A 教育 真壁　宏幹 54584 教育哲学特殊研究Ⅲ〔春〕343-A 鹿毛　雅治  54273 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕真壁　宏幹 82196 教育哲学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 82177 教育哲学特殊研究Ⅳ〔秋〕343-A 藤澤　啓子
髙橋　　哲 54159 比較教育学特殊研究Ⅲ〔春〕343-C 鹿毛　雅治  82158 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕髙橋　　哲 82234 比較教育学特殊研究Ⅳ〔秋〕343-C 藤澤　啓子

水

社会 武山　政直 40228 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕325-B マシューズ，
ジョエル

17693 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 106

水

社会 竹ノ下弘久 87346 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕525-B 大石　　裕
 54900 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 346

ジョイス，
テレンスA．

92485 英語論文作成法〔春〕343-A
武山　政直 83063 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-B 竹ノ下弘久 87972 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕525-B 烏谷　昌幸
田中　東子 40290 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 マシューズ，

ジョエル
98502 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 106 山腰　修三

田中　東子 82913 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 大石　　裕
 84787 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346上杉　富之 40400 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕 竹ノ下弘久 97358 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕525-B 烏谷　昌幸

上杉　富之 83609 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕 竹ノ下弘久 97377 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕525-B 山腰　修三
有末　　賢 40361 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-B 毛利　嘉孝 84165 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 108
有末　　賢 83030 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-B 毛利　嘉孝 84184 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 108
藏本　龍介 40376 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕
藏本　龍介 82822 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕325-A

心理 中野　泰志 41023 知覚心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 心理 ジョイス，
テレンスA．

92490 英語論文作成法〔春〕343-A
中野　泰志 44697 基礎心理学特殊研究Ⅳ〔秋〕

教育 岸本　　健 82440 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-C 教育 ジョイス，
テレンスA．

92504 英語論文作成法〔春〕343-A

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

2021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 14254 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 織田　輝哉 40008 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕353-A

月

社会 浜　日出夫 40285 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 今井　芳昭 39926 社会心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 358
織田　輝哉 83503 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-A 浜　日出夫 82526 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 今井　芳昭 82856 社会心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 358
松沢　裕作 12821 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-D 山腰　修三 54512 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 346

山腰　修三 83943 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346
辻　　　泉 83776 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕357-A
辻　　　泉 83800 コミュニケーション

特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A
今井　芳昭 39964 社会心理学特殊研究Ⅰ〔春〕 358
今井　芳昭 82909 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕 358

心理 伊東　裕司 47461 実験心理学特殊研究Ⅳ〔秋〕 国里　愛彦 51001 神経科学特殊研究Ⅲ〔春〕343-A 心理 坂上　貴之 50230 基礎行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕325-A

火

社会 神田さやこ 24510 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 澤井　　敦 40562 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 岡原　正幸 97673 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-D

火

社会 大久保教宏 17383 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 岡田あおい 39983 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-C
佐川　　徹 99695 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-D 澤井　　敦 83321 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A 岡原　正幸 96552 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕347-A 大久保教宏 82932 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 岡田あおい 81826 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕343-C
佐川　　徹 99714 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-D 金　　柄徹 91838 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕 511 三尾　裕子 62919 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕 356 岡原　正幸 28320 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕343-D 森川　剛光 14728 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕

金　　柄徹 91857 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕 511 三尾　裕子 83628 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕 356 岡原　正幸 83188 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A 森川　剛光 14732 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕
森川　剛光 49010 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕
森川　剛光 83279 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕
岡田あおい 48726 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-C
岡田あおい 83135 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-C

教育 櫻井　茂男 53884 教育心理学特殊研究Ⅴ〔秋〕523-B 真壁　宏幹 54603 教育哲学特殊演習Ⅰ〔春〕343-A 教育 真壁　宏幹 54584 教育哲学特殊研究Ⅲ〔春〕343-A 鹿毛　雅治  54273 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕真壁　宏幹 82196 教育哲学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-A 真壁　宏幹 82177 教育哲学特殊研究Ⅳ〔秋〕343-A 藤澤　啓子
髙橋　　哲 54159 比較教育学特殊研究Ⅲ〔春〕343-C 鹿毛　雅治  82158 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕髙橋　　哲 82234 比較教育学特殊研究Ⅳ〔秋〕343-C 藤澤　啓子

水

社会 武山　政直 40228 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕325-B マシューズ，
ジョエル

17693 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 106

水

社会 竹ノ下弘久 87346 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕525-B 大石　　裕
 54900 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 346

ジョイス，
テレンスA．

92485 英語論文作成法〔春〕343-A
武山　政直 83063 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕325-B 竹ノ下弘久 87972 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕525-B 烏谷　昌幸
田中　東子 40290 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 マシューズ，

ジョエル
98502 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 106 山腰　修三

田中　東子 82913 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 大石　　裕
 84787 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 346上杉　富之 40400 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕 竹ノ下弘久 97358 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕525-B 烏谷　昌幸

上杉　富之 83609 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕 竹ノ下弘久 97377 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕525-B 山腰　修三
有末　　賢 40361 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕343-B 毛利　嘉孝 84165 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 108
有末　　賢 83030 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕343-B 毛利　嘉孝 84184 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 108
藏本　龍介 40376 文化人類学特殊演習Ⅰ〔春〕
藏本　龍介 82822 文化人類学特殊演習Ⅱ〔秋〕325-A

心理 中野　泰志 41023 知覚心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 心理 ジョイス，
テレンスA．

92490 英語論文作成法〔春〕343-A
中野　泰志 44697 基礎心理学特殊研究Ⅳ〔秋〕

教育 岸本　　健 82440 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-C 教育 ジョイス，
テレンスA．

92504 英語論文作成法〔春〕343-A

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

2021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 39175 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 塩原　良和 40510 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 348

木

社会 稲葉　昭英 17819 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕347-A 段　　瑞聡 17875 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 356
北中　淳子 83647 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 塩原　良和 82985 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 348 稲葉　昭英 83101 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A 段　　瑞聡 17894 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 356
北村　　智 82708 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕
近森　高明 81850 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 稲葉　昭英 83871 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕347-A
近森　高明 83082 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 稲葉　昭英 83905 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕347-A

北村　　智 82712 コミュニケーション
特殊研究Ⅱ〔秋〕

常松　　淳 10316 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 李　　光鎬 40175 コミュニケーション
特殊演習Ⅰ〔春〕 358常松　　淳 10340 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕

飯田　　恭

 17125 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕 110

李　　光鎬 40194 コミュニケーション
特殊研究Ⅰ〔春〕 358

李　　光鎬 82636 コミュニケーション
特殊演習Ⅱ〔秋〕 358加島　　潤

中西　　聡 李　　光鎬 82416 コミュニケーション
特殊研究Ⅱ〔秋〕 358難波ちづる

橋口　勝利
飯田　　恭

 83541 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕 110
加島　　潤
神田さやこ
橋口　勝利
塩原　良和 98665 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕 348
塩原　良和 98703 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕 348
杉浦　淳吉 82598 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A

心理 川畑　秀明 17641 知覚心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 423 心理
川畑　秀明 83154 知覚心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 40668 発達心理学特殊演習Ⅰ〔春〕
山本　淳一 83757 発達心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕
伊澤　栄一 84457 生物心理学特殊演習Ⅰ〔春〕353-A
伊澤　栄一 84442 生物心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-A

教育 松浦　良充 54345 比較教育学特殊演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 54311 比較教育学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 池田　全之 18050 教育哲学特殊研究Ⅰ〔春〕 教育
松浦　良充 81921 比較教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 82220 比較教育学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A 池田　全之 82746 教育哲学特殊研究Ⅱ〔秋〕

金

社会 板橋　春夫 40429 歴史民俗学特殊演習Ⅰ〔春〕 李　　津娥 40141 コミュニケーション
特殊研究Ⅰ〔春〕 358

金

社会 李　　津娥 17822 コミュニケーション
特殊演習Ⅰ〔春〕 358板橋　春夫 83226 歴史民俗学特殊演習Ⅱ〔秋〕

李　　津娥 82469 コミュニケーション
特殊研究Ⅱ〔秋〕 358

李　　津娥 17841 コミュニケーション
特殊演習Ⅱ〔秋〕 358

心理 渡辺　利夫 48563 計量行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 41076 臨床心理学特殊実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 16980 精神医学特殊研究Ⅳ〔秋〕 346 心理 大森　貴秀
 51700 行動修正特殊実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 42732 生物心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 423
熊　　仁美 梅田　　聡 83829 生物心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 大森　貴秀

 54015 行動修正特殊実習Ⅲ〔春〕大　社実習室石塚　祐香
 84112 行動修正特殊実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

熊　　仁美
大森　貴秀 山本　淳一
山本　淳一 石塚　祐香

 84131 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 00228 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕341-A 教育 山本　正身 17709 教育学特殊演習Ⅰ〔春〕 346 山本　正身 54402 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕 346
山梨　あや 00247 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕341-A 山本　正身 82110 教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕 346 山本　正身 82550 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕 346
清水　由紀 53903 教育心理学特殊研究Ⅲ〔春〕 山梨　あや 17766 教育史特殊研究Ⅰ〔春〕343-A
清水　由紀 84734 教育心理学特殊研究Ⅵ〔秋〕 山梨　あや 17546 教育史特殊研究Ⅱ〔秋〕343-A

土

社会 岡原　正幸
 56625 プロジェクトⅠ（Ａ）〔春〕

土

社会
高山　　真
中村　香住
岡原　正幸

 56405 プロジェクトⅡ（Ａ）〔秋〕後藤　一樹
鈴木弥香子
高山　　真

心理 皆川　泰代 41717 発達心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 心理
皆川　泰代 50684 神経科学特殊研究Ⅳ〔秋〕

教育 鹿毛　雅治 53430 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 323 教育
鹿毛　雅治 82268 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 323

2021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 39175 文化人類学特殊研究Ⅰ〔春〕353-A 塩原　良和 40510 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 348

木

社会 稲葉　昭英 17819 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕347-A 段　　瑞聡 17875 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 356
北中　淳子 83647 文化人類学特殊研究Ⅱ〔秋〕353-A 塩原　良和 82985 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 348 稲葉　昭英 83101 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A 段　　瑞聡 17894 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 356
北村　　智 82708 コミュニケーション

特殊研究Ⅰ〔春〕
近森　高明 81850 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 稲葉　昭英 83871 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕347-A
近森　高明 83082 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕 稲葉　昭英 83905 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕347-A

北村　　智 82712 コミュニケーション
特殊研究Ⅱ〔秋〕

常松　　淳 10316 社会学特殊研究Ⅰ〔春〕 李　　光鎬 40175 コミュニケーション
特殊演習Ⅰ〔春〕 358常松　　淳 10340 社会学特殊研究Ⅱ〔秋〕

飯田　　恭

 17125 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕 110

李　　光鎬 40194 コミュニケーション
特殊研究Ⅰ〔春〕 358

李　　光鎬 82636 コミュニケーション
特殊演習Ⅱ〔秋〕 358加島　　潤

中西　　聡 李　　光鎬 82416 コミュニケーション
特殊研究Ⅱ〔秋〕 358難波ちづる

橋口　勝利
飯田　　恭

 83541 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕 110
加島　　潤
神田さやこ
橋口　勝利
塩原　良和 98665 社会学特殊演習Ⅰ〔春〕 348
塩原　良和 98703 社会学特殊演習Ⅱ〔秋〕 348
杉浦　淳吉 82598 社会心理学特殊研究Ⅱ〔秋〕347-A

心理 川畑　秀明 17641 知覚心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 423 心理
川畑　秀明 83154 知覚心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 40668 発達心理学特殊演習Ⅰ〔春〕
山本　淳一 83757 発達心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕
伊澤　栄一 84457 生物心理学特殊演習Ⅰ〔春〕353-A
伊澤　栄一 84442 生物心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕353-A

教育 松浦　良充 54345 比較教育学特殊演習Ⅰ〔春〕357-A 松浦　良充 54311 比較教育学特殊研究Ⅰ〔春〕357-A 池田　全之 18050 教育哲学特殊研究Ⅰ〔春〕 教育
松浦　良充 81921 比較教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕357-A 松浦　良充 82220 比較教育学特殊研究Ⅱ〔秋〕357-A 池田　全之 82746 教育哲学特殊研究Ⅱ〔秋〕

金

社会 板橋　春夫 40429 歴史民俗学特殊演習Ⅰ〔春〕 李　　津娥 40141 コミュニケーション
特殊研究Ⅰ〔春〕 358

金

社会 李　　津娥 17822 コミュニケーション
特殊演習Ⅰ〔春〕 358板橋　春夫 83226 歴史民俗学特殊演習Ⅱ〔秋〕

李　　津娥 82469 コミュニケーション
特殊研究Ⅱ〔秋〕 358

李　　津娥 17841 コミュニケーション
特殊演習Ⅱ〔秋〕 358

心理 渡辺　利夫 48563 計量行動学特殊研究Ⅳ〔秋〕 348 岡崎　慎治 41076 臨床心理学特殊実習Ⅰ〔春〕357-A 三村　　將 16980 精神医学特殊研究Ⅳ〔秋〕 346 心理 大森　貴秀
 51700 行動修正特殊実習Ⅰ〔春〕大　社実習室

梅田　　聡 42732 生物心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 423
熊　　仁美 梅田　　聡 83829 生物心理学特殊演習Ⅳ〔秋〕 423
山本　淳一 大森　貴秀

 54015 行動修正特殊実習Ⅲ〔春〕大　社実習室石塚　祐香
 84112 行動修正特殊実習Ⅱ〔秋〕大　社実習室

熊　　仁美
大森　貴秀 山本　淳一
山本　淳一 石塚　祐香

 84131 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 00228 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕341-A 教育 山本　正身 17709 教育学特殊演習Ⅰ〔春〕 346 山本　正身 54402 教育史特殊演習Ⅰ〔春〕 346
山梨　あや 00247 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕341-A 山本　正身 82110 教育学特殊演習Ⅱ〔秋〕 346 山本　正身 82550 教育史特殊演習Ⅱ〔秋〕 346
清水　由紀 53903 教育心理学特殊研究Ⅲ〔春〕 山梨　あや 17766 教育史特殊研究Ⅰ〔春〕343-A
清水　由紀 84734 教育心理学特殊研究Ⅵ〔秋〕 山梨　あや 17546 教育史特殊研究Ⅱ〔秋〕343-A

土

社会 岡原　正幸
 56625 プロジェクトⅠ（Ａ）〔春〕

土

社会
高山　　真
中村　香住
岡原　正幸

 56405 プロジェクトⅡ（Ａ）〔秋〕後藤　一樹
鈴木弥香子
高山　　真

心理 皆川　泰代 41717 発達心理学特殊演習Ⅲ〔春〕 心理
皆川　泰代 50684 神経科学特殊研究Ⅳ〔秋〕

教育 鹿毛　雅治 53430 教育心理学特殊演習Ⅰ〔春〕 323 教育
鹿毛　雅治 82268 教育心理学特殊演習Ⅱ〔秋〕 323

2021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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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． 00013 文 化 人 類 学 特 論 Ⅰ 春特定 7月中～下旬予定

心理

喜■多■壮太郎 45306 実 験 心 理 学 特 論 Ⅰ 春特定 8 /14，16，17
竹■内■秀■明 47940 比 較 心 理 学 特 論 Ⅲ 春特定 8 /18，19，20
松■本■友一郎 50741 精 神 動 作 研 究 Ⅰ 春特定 8 /25，26，27
稲■田■尚■子 41114 臨 床 心 理 学 実 習 Ⅲ 春特定 9 / 1，2，3
井■上■雅■彦 24286 臨 床 心 理 学 演 習 Ⅰ 春特定 9 / 8，9，10

教育
ジャン，ケリーＬ． 54474 教 育 心 理 学 演 習 Ⅰ 春特定 8 /10，11，12
中■谷■素■之 23404 教 育 心 理 学 特 論 Ⅳ 春特定 9 / 9，10，11

博
　
　
　
　
　
士

社会 エックス，ステファンＭ． 00028 文化人類学特殊研究Ⅰ 春特定 7月中～下旬予定

心理

喜■多■壮太郎 45029 実験心理学特殊研究Ⅰ 春特定 8 /14，16，17
竹■内■秀■明 48692 比較心理学特殊研究Ⅲ 春特定 8 /18，19，20
松■本■友一郎 51327 精神動作特殊研究Ⅰ 春特定 8 /25，26，27
稲■田■尚■子 41129 臨床心理学特殊実習Ⅲ 春特定 9 / 1，2，3
井■上■雅■彦 34465 臨床心理学特殊演習Ⅰ 春特定 9 / 8，9，10

教育
ジャン，ケリーＬ． 54178 教育心理学特殊演習Ⅰ 春特定 8 /10，11，12
中■谷■素■之 28683 教育心理学特殊研究Ⅳ 春特定 9 / 9，10，11

特定期間集中講義科目は，全て対面で実施する予定です。未定となっている日程や，授業時限・教室に 
ついては確定次第，keio.jp にて案内します。
また，日程が変更になる場合もあるので，こまめに keio.jp を確認してください。

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

74756 〔春〕アート・アーカイヴ特殊講義 ―

水 2
渡 部 葉 子
森■山■■■緑
久 保 仁 志

74775 〔秋〕アート・アーカイヴ特殊講義演習 ―

※ 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 51858 〔春〕近 代 日 本 研 究 特 殊 演 習 Ⅰ 341A

金 2 井■奥■成■彦 61817 〔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。


