
曜日・時限・教員変更　  春学期 2020/05/01現在※は科目名が変更

時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名教室

世界教養プログラム

担当教員名 期間 曜日 時限 教室

112704 地域言語A(英語Ⅱ-2) 原田　容子 春期 火曜日 4 地域言語A(英語Ⅱ-2)２２２ ⇒ 原田　容子 春期 火曜日 5 ２０７

120509 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-5) ルボワ 春期 金曜日 2 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-5)３０５ ⇒ ルボワ 春期 金曜日 3 ３２８

120513 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-7) 髙井　奈緒 春期 金曜日 2 地域言語A(ﾌﾗﾝｽ語Ⅲ-7)１０５ ⇒ 髙井　奈緒 春期 金曜日 3 未定

131505 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-4) ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 1 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅰ-4)６４３共同
研究室(L)

⇒ サイサモーン, 鈴木 春期 金曜日 1 ６４３共
同研究
室(L)

131518 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-3) ブアソーン, 鈴木 春期 水曜日 2 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-3)６４３共同
研究室(L)

⇒ 鈴木, ブアソーン 春期 水曜日 2 ６４３共
同研究
室(L)

131520 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-4) ブアソーン, 鈴木 春期 水曜日 1 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-4)６４３共同
研究室(L)

⇒ 菊池, ブアソーン 春期 水曜日 1 ６４３共
同研究
室(L)

131521 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-5) ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 3 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅱ-5)６４３共同
研究室(L)

⇒ サイサモーン, 菊池 春期 金曜日 3 ６４３共
同研究
室(L)

131527 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-1) サイサモーン 春期 月曜日 1 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-1)６４５ ⇒ 鈴木, サイサモーン 春期 水曜日 3 未定

131529 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-3) ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 2 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-3)６４６ ⇒ サイサモーン, 菊池 春期 金曜日 2 ６４６

131530 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-4) サイサモーン 春期 月曜日 2 地域言語A(ﾗｵｽ語Ⅲ-4)６４６ ⇒ 東　智美 春期 木曜日 1 未定

143702 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 2 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1)６４６ ⇒ サイサモーン, 菊池 春期 金曜日 2 ６４６

143704 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) サイサモーン 春期 月曜日 1 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1)６４５ ⇒ 鈴木, ブアソーン 春期 水曜日 3 未定

143705 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1) サイサモーン 春期 月曜日 2 地域言語C(ｱｼﾞｱ諸語1)６４６ ⇒ 東　智美 春期 木曜日 1 未定

150350 英語B3 原田　容子 春期 火曜日 5 英語B3２０７ ⇒ 原田　容子 春期 火曜日 4 ２２２

160002 地域基礎2A(北西ﾖｰﾛｯﾊﾟ1) 伊東　剛史 春期 月曜日 3 地域基礎1A(北西ﾖｰﾛｯﾊﾟ1)３２７ ⇒ 伊東　剛史 春期 月曜日 3 ３２７ ※

180063 世界の文化A 吉本  秀之 春期 木曜日 5 世界の文化A１０１ ⇒ 吉本  秀之, 他 春期 木曜日 5 １０１

180089 人間と環境A ウィルコックス 春期 月曜日 5 人間と環境A1３０５ ⇒ ウィルコックス 春期 月曜日 5 ３０５ ※

180134 世界のことばA ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 木曜日 2 世界のことばA４２４ ⇒ ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 木曜日 1 ４２４

180241 世界の中の日本A〔日本史〕 吉田  ゆり子 春期 木曜日 3 世界の中の日本A〔日本史〕１０１ ⇒ 吉田  ゆり子 夏学期 集中 未定

190003 教育原理 加藤  美帆 春期 木曜日 5 教育原理１１５ ⇒ 加藤  美帆 夏学期 集中 未定

190008 特別活動論 小西　悦子 春期 金曜日 1 特別活動論１０４ ⇒ 小西　悦子 夏学期 集中 未定

190009 教育方法・技術論 澤田　稔 春期 月曜日 2 教育方法・技術論１０７ ⇒ 澤田　稔 夏学期 集中 未定

190041 教育実習 加藤  美帆, 他 通年 水曜日 4 教育実習１０９ ⇒ 加藤  美帆, 他 通年 水曜日 5 １０９

190042 教育実習 加藤  美帆, 他 通年 水曜日 4 教育実習１０９ ⇒ 加藤  美帆, 他 通年 水曜日 5 １０９

19112704 専攻言語（英語Ⅱ-2） 原田　容子 春期 火曜日 4 専攻言語（英語Ⅱ-2）２２２ ⇒ 原田　容子 春期 火曜日 5 ２０７
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19131505 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-4） ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 1 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅰ-4）６４３共同
研究室(L)

⇒ サイサモーン, 鈴木 春期 金曜日 1 ６４３共
同研究
室(L)

19131518 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-3） ブアソーン, 鈴木 春期 水曜日 2 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-3）６４３共同
研究室(L)

⇒ 鈴木, ブアソーン 春期 水曜日 2 ６４３共
同研究
室(L)

19131520 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-4） ブアソーン, 鈴木 春期 水曜日 1 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-4）６４３共同
研究室(L)

⇒ 菊池, ブアソーン 春期 水曜日 1 ６４３共
同研究
室(L)

19131521 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-5） ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 3 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅱ-5）６４３共同
研究室(L)

⇒ サイサモーン, 菊池 春期 金曜日 3 ６４３共
同研究
室(L)

19131527 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-1） サイサモーン 春期 月曜日 1 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-1）６４５ ⇒ 鈴木, ブアソーン 春期 水曜日 3 未定

19131529 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-3） ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 2 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-3）６４６ ⇒ サイサモーン, 菊池 春期 金曜日 2 ６４６

19131530 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-4） サイサモーン 春期 月曜日 2 専攻言語（ﾗｵｽ語Ⅲ-4）６４６ ⇒ 東　智美 春期 木曜日 1 未定

19143702 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） ブアソーン, 鈴木 春期 金曜日 2 諸地域言語（ﾗｵｽ語1）６４６ ⇒ サイサモーン, 菊池 春期 金曜日 2 ６４６

19143704 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） サイサモーン 春期 月曜日 1 諸地域言語（ﾗｵｽ語1）６４５ ⇒ 鈴木, ブアソーン 春期 水曜日 3 未定

19143705 諸地域言語（ﾗｵｽ語1） サイサモーン 春期 月曜日 2 諸地域言語（ﾗｵｽ語1）６４６ ⇒ 東　智美 春期 木曜日 1 未定

19150350 英語B3 原田　容子 春期 火曜日 5 英語B3２０７ ⇒ 原田　容子 春期 火曜日 4 ２２２

19180060 文化と芸術1 吉本  秀之 春期 木曜日 5 文化と芸術1１０１ ⇒ 吉本  秀之, 他 春期 木曜日 5 １０１

19180070 教育基礎論1 加藤  美帆 春期 木曜日 5 教育基礎論1１１５ ⇒ 加藤  美帆 夏学期 集中 未定

19180213 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1 ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 木曜日 2 ﾖｰﾛｯﾊﾟの言語1４２４ ⇒ ヴェスナ　ブコヴェツ 春期 木曜日 1 ４２４

19180255 歴史学1（日本史） 吉田  ゆり子 春期 木曜日 3 歴史学1（日本史）１０１ ⇒ 吉田  ゆり子 夏学期 集中 未定

19190005 特別活動及び総合的な学習の
時間の指導法

小西　悦子 春期 金曜日 1 特別活動及び総合的な学習の
時間の指導法

１０４ ⇒ 小西　悦子 夏学期 集中 未定

19190006 教育方法・技術論 澤田　稔 春期 月曜日 2 教育方法・技術論１０７ ⇒ 澤田　稔 夏学期 集中 未定

時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名教室

言語文化学部

担当教員名 期間 曜日 時限 教室

19211003 言語研究入門3 箕浦  信勝 春期 火曜日 5 言語研究入門3２１４ ⇒ 箕浦  信勝, 他 春期 火曜日 5 ２１４

19213003 文化研究入門3 吉本  秀之 春期 水曜日 4 文化研究入門3１１５ ⇒ 吉本  秀之, 他 春期 水曜日 4 １１５

211001 言語研究入門A 箕浦  信勝 春期 火曜日 5 言語研究入門A２１４ ⇒ 箕浦  信勝, 他 春期 火曜日 5 ２１４

213002 総合文化研究入門A 吉本  秀之 春期 水曜日 4 総合文化研究入門A１１５ ⇒ 吉本  秀之, 他 春期 水曜日 4 １１５

411034 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究A(ｲﾀﾘｱ
語学)

山本  真司 春期 火曜日 3 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究A(ｲﾀﾘｱ
語学)

研究室 ⇒ 山本  真司 春期 金曜日 3 研究室

411057 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究A(専門
演習)

山本  真司 春期 火曜日 4 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究A(専門
演習)

研究室 ⇒ 山本  真司 春期 月曜日 5 研究室

411522 卒業論文演習A 山本  真司 春期 火曜日 5 卒業論文演習A研究室 ⇒ 山本  真司 春期 木曜日 5 研究室

412056 多言語・多文化社会論研究
A(専門演習)

シートン 春期 木曜日 2 多言語・多文化社会論研究
A(専門演習)

５０９ ⇒ シートン 春期 木曜日 4 未定

413002 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究A ルボワ 春期 金曜日 3 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究A３２８ ⇒ ルボワ 春期 金曜日 2 ３０５
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413145 人間科学研究A 田島  充士 春期 月曜日 3 人間科学研究A２２６ ⇒ 田島  充士 夏学期 集中 未定

時間割CD 科目名 担当教員名 期間 曜日 時限 科目名教室

国際社会学部

担当教員名 期間 曜日 時限 教室

19221003 歴史社会研究入門1 福嶋　千穂 春期 水曜日 3 歴史社会研究入門1１１３ ⇒ 福嶋　千穂 夏学期 集中 未定

19221004 歴史社会研究入門1 篠原  琢 春期 水曜日 4 歴史社会研究入門1２２６ ⇒ 篠原  琢 夏学期 集中 未定

19221004 歴史社会研究入門1 篠原  琢 春期 水曜日 5 歴史社会研究入門1２２６ ⇒ 篠原  琢 夏学期 集中 未定

19321004 歴史社会研究概論1 伊東, 教員（会議未提
出）

春期 月曜日 4 歴史社会研究概論1１０７ ⇒ 伊東, 大鳥 春期 月曜日 4 １０７

221001 地域社会研究入門ⅠA 篠原  琢 春期 水曜日 5 地域社会研究入門ⅠA２２６ ⇒ 篠原  琢 夏学期 集中 未定

221001 地域社会研究入門ⅠA 篠原  琢 春期 水曜日 4 地域社会研究入門ⅠA２２６ ⇒ 篠原  琢 夏学期 集中 未定

221005 地域社会研究入門ⅡA 福嶋　千穂 春期 水曜日 3 地域社会研究入門ⅡA１１３ ⇒ 福嶋　千穂 夏学期 集中 未定
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