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500012 英語学・英語教育学研究１２ 石井  康毅 秋期 金曜日 3 オンライン 8/17
500024 英語学・英語教育学研究１２ マシューズ 秋期 火曜日 2 対面/オンライン 9/9
500102 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 成田  節 秋期 水曜日 2 オンライン 9/25
500112 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 藤縄  康弘 秋期 月曜日 4 オンライン 9/14
500122 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 川口  裕司 秋期 月曜日 4 オンライン 9/7
500132 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 秋廣　尚恵 秋期 木曜日 5 オンライン 9/15
500142 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 山本  真司 秋期 月曜日 4 オンライン 9/14

500152 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 川上  茂信 秋期 金曜日 2
授業担当教員
の指示による

500162 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 黒澤  直俊 秋期 火曜日 2 オンライン 9/7
500172 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 匹田  剛 秋期 木曜日 2 オンライン 9/7
500192 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 森田  耕司 秋期 火曜日 4 オンライン 9/14
500202 ヨーロッパ・アメリカ言語研究２ 金指  久美子 秋期 火曜日 5 対面/オンライン 9/7

500302 アジア・アフリカ言語研究２ 加藤  晴子 秋期 木曜日 3
授業担当教員
の指示による

500312 アジア・アフリカ言語研究２ 三宅  登之 秋期 火曜日 2 対面 9/7
500322 アジア・アフリカ言語研究２ 五十嵐 孔一 秋期 木曜日 4 オンライン 9/7
500332 アジア・アフリカ言語研究２ 南 潤珍 秋期 月曜日 4 対面/オンライン 9/15
500342 アジア・アフリカ言語研究２ 趙  義成 秋期 火曜日 5 オンライン 9/15
500352 アジア・アフリカ言語研究２ 山田　洋平 秋期 木曜日 3 対面/オンライン 9/7
500372 アジア・アフリカ言語研究２ 降幡  正志 秋期 月曜日 3 オンライン 9/14
500382 アジア・アフリカ言語研究２ 野元  裕樹 秋期 金曜日 5 オンライン 9/7

500412 アジア・アフリカ言語研究２ 鈴木  玲子 秋期 水曜日 2
授業担当教員
の指示による 8/28

500422 アジア・アフリカ言語研究２ 上田  広美 秋期 木曜日 4 オンライン 9/9
500442 アジア・アフリカ言語研究２ 岡野 賢二 秋期 月曜日 3 オンライン 9/24
500452 アジア・アフリカ言語研究２ トゥザライン 秋期 水曜日 4 対面/オンライン 9/4
500462 アジア・アフリカ言語研究２ 萬宮　健策 秋期 月曜日 5 対面 9/7

500472 アジア・アフリカ言語研究２ アーミル 秋期 木曜日 4
授業担当教員
の指示による

500492 アジア・アフリカ言語研究２ 吉枝  聡子 秋期 金曜日 2 オンライン 9/17

500502 アジア・アフリカ言語研究２

サイーディー・ヴェル
ノスファーデラー
ニー・サラ 秋期 金曜日 4

授業担当教員
の指示による

500512 アジア・アフリカ言語研究２ 菅原  睦 秋期 木曜日 4 対面/オンライン 9/15
500522 アジア・アフリカ言語研究２ 山本　恭裕 秋期 木曜日 2 オンライン 9/7
500602 言語学研究２ 望月  圭子 秋期 木曜日 2 対面 9/25

500612 言語学研究２ 風間  伸次郎 秋期 水曜日 1
授業担当教員
の指示による

500622 言語学研究２ ボルロンガン 秋期 木曜日 1
授業担当教員
の指示による

500642 言語学研究２ 箕浦  信勝 秋期 火曜日 4
授業担当教員
の指示による

500652 言語学研究２ 萬宮　健策 秋期 水曜日 3 対面/オンライン 9/18
500702 音声学研究２ 五十嵐　陽介 秋期 月曜日 2 オンライン 9/7
500712 音声学研究２ 益子  幸江 秋期 月曜日 3 オンライン 9/7

500822 言語情報学研究２ 望月　源 秋期 火曜日 2
授業担当教員
の指示による

500830 言語情報学研究２ 佐野  洋 秋期 月曜日 2 オンライン 9/10
500902 認知科学研究２ 田島  充士 秋期 火曜日 4 オンライン 9/15
501012 通訳翻訳実践研究２ 奥山　奈穂子 秋期 火曜日 1 対面 9/4
501022 通訳翻訳実践研究２ 大竹　純子 秋期 月曜日 4 対面 9/7
501032 通訳翻訳実践研究２ 西畑　香里 秋期 金曜日 4 オンライン 9/7
501042 通訳翻訳実践研究２ 西畑　香里 秋期 金曜日 5 オンライン 9/7
501052 通訳翻訳実践研究２ 大竹　純子 秋期 月曜日 3 対面 9/7
501062 通訳翻訳実践研究２ 内藤  稔 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14
502002 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究西岡  あかね 秋期 月曜日 3 オンライン 9/16
502012 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究山口 裕之 秋期 木曜日 3 対面 9/15
502022 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究荒原　邦博 秋期 火曜日 4 オンライン 9/15
502042 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究小久保　真理江 秋期 火曜日 3 オンライン 9/18
502062 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究久野　量一 秋期 金曜日 3 対面/オンライン 9/7
502072 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究武田  千香 秋期 月曜日 3 オンライン 9/25

502082 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究毛利　公美 秋期 金曜日 5
授業担当教員
の指示による
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502092 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究沼野  恭子 秋期 月曜日 2 オンライン 9/25

502102 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究
ブルナ・ゲブハルト
ヴァー 秋期 水曜日 4

授業担当教員
の指示による

502212 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 橋本  雄一 秋期 金曜日 4
授業担当教員
の指示による

502272 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 青山 亨 秋期 月曜日 2 オンライン 9/7
502282 アジア・アフリカ文学・文化研究２ コースィット 秋期 木曜日 2 オンライン 9/15
502292 アジア・アフリカ文学・文化研究２ ブアソーン・鈴木 秋学期 開講せず 8/28
502302 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 野平  宗弘 秋期 月曜日 4 対面 9/7
502312 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 岡田  知子 秋期 金曜日 4 オンライン 9/18

502332 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 水野  善文 秋期 火曜日 1
授業担当教員
の指示による

502334 アジア・アフリカ文学・文化研究２ パーンデーエ 秋期 月曜日 4
授業担当教員
の指示による

502342 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 萩田  博 秋期 月曜日 3 オンライン 9/25
502352 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 粟屋  利江 秋期 水曜日 2 対面 9/15
502362 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 丹羽  京子 秋期 木曜日 2 対面 9/9

502372 アジア・アフリカ文学・文化研究２ ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 水曜日 4
授業担当教員
の指示による

502382 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 八木  久美子 秋期 木曜日 3 対面 9/7
502402 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 佐々木  あや乃 秋期 火曜日 4 対面 9/7
502422 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 土佐  桂子 秋期 木曜日 4 対面/オンライン 9/14

502432 アジア・アフリカ文学・文化研究２ 三代川  寛子 秋期 水曜日 1
授業担当教員
の指示による

502602 人間文化研究２ 吉本  秀之 秋期 月曜日 4 対面/オンライン 9/7
502604 人間文化研究２ 吉本  秀之 秋期 月曜日 3 対面/オンライン 9/7

502612 人間文化研究２ 真鍋  求 秋期 木曜日 2
授業担当教員
の指示による

502622 人間文化研究２ 逆井　聡人 秋期 金曜日 2 オンライン 9/25
502632 人間文化研究２ 丸山　空大 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14
504002 アジア・アフリカフィールドサイエン荒川　慎太郎 秋期 木曜日 4 対面/オンライン 9/4
504012 アジア・アフリカフィールドサイエン峰岸  真琴 秋期 月曜日 4 オンライン 9/17
509002 英語学・英語教育学研究２ 浦田  和幸 秋期 木曜日 2 オンライン 9/7
509004 英語学・英語教育学研究４ 斎藤  弘子 秋期 金曜日 2 オンライン 9/9
509008 英語学・英語教育学研究８ 吉冨  朝子 秋期 水曜日 1 オンライン 9/9
509010 英語学・英語教育学研究１０ 投野  由紀夫 秋期 金曜日 3 オンライン 9/9
509012 英語学・英語教育学研究１２ 大谷  直輝 秋期 火曜日 2 対面 9/25
509102 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究鈴木  聡 秋期 月曜日 3 オンライン 9/17
509104 ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究加藤  雄二 秋期 水曜日 1 対面/オンライン 9/15
510002 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 田邊　佳美 秋期 月曜日 5 対面/オンライン 9/17
510012 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 芹生　尚子 秋期 火曜日 5 オンライン 9/15
510022 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 舛方　周一郎 秋期 金曜日 2 オンライン 9/7
510032 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ ルシオ・デ・ソゥザ 秋期 木曜日 2 オンライン 9/25
510042 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 鈴木  義一 秋期 金曜日 3 対面 9/14
510052 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 大鳥　由香子 秋期 月曜日 2 対面/オンライン 9/25

510062 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 高橋　均 秋期 木曜日 4
授業担当教員
の指示による

510082 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 久米  順子 秋期 木曜日 2 対面/オンライン 9/7
510092 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１６ 小野寺　拓也 秋期 金曜日 5 オンライン 9/15

510102 アジア・アフリカ・オセアニア地域研丹羽  泉 秋期 火曜日 2
授業担当教員
の指示による

510112 アジア・アフリカ・オセアニア地域研青木　雅浩 秋期 火曜日 4 対面 9/17
510122 アジア・アフリカ・オセアニア地域研左右田 直規 秋期 水曜日 2 対面 9/25
510132 アジア・アフリカ・オセアニア地域研大石　高典 秋期 木曜日 3 オンライン 9/23
510142 アジア・アフリカ・オセアニア地域研川本　智史 秋期 水曜日 2 対面/オンライン 9/7
510152 アジア・アフリカ・オセアニア地域研木村　暁 秋期 火曜日 5 オンライン 9/17
510162 アジア・アフリカ・オセアニア地域研藤井　豪 秋期 水曜日 5 対面/オンライン 9/25
510172 アジア・アフリカ・オセアニア地域研島田  志津夫 秋期 火曜日 3 対面 9/15
510182 アジア・アフリカ・オセアニア地域研澤田  ゆかり 秋期 火曜日 2 オンライン 9/25
510202 アジア・アフリカ・オセアニア地域研宮田  敏之 秋期 水曜日 1 オンライン 9/17
510212 アジア・アフリカ・オセアニア地域研青山 弘之 秋期 金曜日 3 対面 9/7
510222 アジア・アフリカ・オセアニア地域研坂井  真紀子 秋期 木曜日 2 オンライン 9/9
510242 アジア・アフリカ・オセアニア地域研小笠原  欣幸 秋期 木曜日 2 オンライン 9/25
510252 アジア・アフリカ・オセアニア地域研山内  由理子 秋期 金曜日 2 オンライン 9/7
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510262 アジア・アフリカ・オセアニア地域研武内　進一 秋期 火曜日 4 オンライン 8/24

510292 アジア・アフリカ・オセアニア地域研ジグメドドルジ 秋期 木曜日 4
授業担当教員
の指示による

512002 現代世界論研究４ 大川  正彦 秋期 月曜日 2 対面 9/7
512012 現代世界論研究４ 金  富子 秋期 木曜日 3 オンライン 9/23

512022 現代世界論研究４ 岡田  昭人 秋期 金曜日 5
授業担当教員
の指示による

512042 現代世界論研究４ 真島  一郎 秋期 金曜日 2 対面 9/7
512052 現代世界論研究４ 中山  智香子 秋期 月曜日 3 対面 9/7
512072 現代世界論研究４ 岩崎  稔 秋期 水曜日 2 オンライン 9/15
512082 現代世界論研究４ 加藤  美帆 秋期 水曜日 2 オンライン 9/10
512092 現代世界論研究４ 小田　マサノリ 秋期 金曜日 5 オンライン 9/4

512112 現代世界論研究４ 上原　こずえ 秋期 火曜日 3
授業担当教員
の指示による

512202 国際関係研究２ 鈴木  美弥子 秋期 火曜日 3 対面/オンライン 9/7
512232 国際関係研究２ 若松  邦弘 秋期 月曜日 3 オンライン 9/15
512242 国際関係研究２ 松隈  潤 秋期 木曜日 2 対面 9/7
512252 国際関係研究２ 中山　裕美 秋期 火曜日 3 オンライン 9/15
512282 国際関係研究４ 蒲生  慶一 秋期 金曜日 2 オンライン 9/17
512292 国際関係研究４ 田島  陽一 秋期 水曜日 2 オンライン 9/15
512302 国際関係研究４ 出町　一恵 秋期 月曜日 4 オンライン 9/7
512312 国際関係研究４ 内山　直子 秋期 水曜日 1 オンライン 9/7
512322 国際関係研究４ 畑瀬 真理子 秋期 金曜日 2 対面/オンライン 9/14
512332 国際関係研究４ 渡辺　周 秋期 月曜日 3 オンライン 9/9
512501 国際関係研究１ 武内　進一 秋期 時間外 対面/オンライン 9/7
512502 国際関係研究２ 武内　進一 秋期 時間外 対面/オンライン 9/7
512511 国際関係研究３ 武内　進一 秋期 時間外 対面/オンライン 9/7

514012 アジア・アフリカフィールドサイエン栗原  浩英 秋期 月曜日 5
授業担当教員
の指示による

519002 ヨーロッパ・アメリカ地域研究２ 千葉  敏之 秋期 金曜日 4
授業担当教員
の指示による

519004 ヨーロッパ・アメリカ地域研究４ 篠原  琢 秋期 月曜日 4 対面/オンライン 9/25
519008 ヨーロッパ・アメリカ地域研究８ 伊東　剛史 秋期 水曜日 3 オンライン 9/14
519012 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１２ 福嶋　千穂 秋期 火曜日 2 オンライン 9/9
519014 ヨーロッパ・アメリカ地域研究１４ 巽　由樹子 秋期 火曜日 4 オンライン 9/14
519102 アジア・アフリカ・オセアニア地域研小川  英文 秋期 月曜日 2 オンライン 9/7
519104 アジア・アフリカ・オセアニア地域研今井  昭夫 秋期 水曜日 2 オンライン 9/25
519108 アジア・アフリカ・オセアニア地域研藤井  毅 秋期 水曜日 2 オンライン 9/7
519110 アジア・アフリカ・オセアニア地域研吉田  ゆり子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/7
519112 アジア・アフリカ・オセアニア地域研米谷  匡史 秋期 火曜日 3 対面 9/25
519114 アジア・アフリカ・オセアニア地域研菊池  陽子 秋期 月曜日 2 対面/オンライン 9/7
519116 アジア・アフリカ・オセアニア地域研倉田　明子 秋期 木曜日 4 対面 9/7
519118 アジア・アフリカ・オセアニア地域研倉田　明子 秋期 金曜日 4 対面 9/4　新規開講
520000 PCS Research Methodology 松永  泰行 秋期 水曜日 1 オンライン 9/14
520002 PCS Research Methodology ダフビー, 松永 泰行 秋期 水曜日 6 オンライン 9/15　新規開講

520221 Applied Peacebuilding 2 未定 秋期 未定
授業担当教員
の指示による

520222 Applied Peacebuilding 2 丹羽  泉 秋期 木曜日 4
授業担当教員
の指示による

520322 Conflict and Social Change 2 間  寧 秋期 開講せず 8/24

520412 International Relations and Coope  吉崎  知典 秋期 金曜日 5
授業担当教員
の指示による

530002 日本語学研究２ 花薗  悟 秋期 月曜日 2
授業担当教員
の指示による

530012 日本語学研究２ 佐藤　佑 秋期 月曜日 3 オンライン 9/11
530022 日本語学研究２ 楠本  徹也 秋期 火曜日 4 オンライン 9/7
530032 日本語学研究２ 幸松  英恵 秋期 木曜日 4 対面/オンライン 9/14
530102 対照日本語研究２ 中村  彰 秋期 金曜日 3 対面 9/7

530112 対照日本語研究２ 谷口  龍子 秋期 水曜日 2
授業担当教員
の指示による

530212 日本語教育学研究２ 鈴木  智美 秋期 木曜日 4 オンライン 9/7
530222 日本語教育学研究２ 大津　友美 秋期 水曜日 3 対面/オンライン 9/7
530232 日本語教育学研究２ 阿部　新 秋期 月曜日 3 オンライン 9/17
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530242 日本語教育学研究２ 伊東　克洋 秋期 金曜日 3
授業担当教員
の指示による

530262 日本語教育学研究２ 鈴木　美加 秋期 金曜日 3
授業担当教員
の指示による

530272 日本語教育学研究２ 伊達　宏子 秋期 木曜日 5 対面/オンライン 9/10
530282 日本語教育学研究２ 荒川  洋平 秋期 時間外 オンデマンド 8/25
530292 日本語教育学研究２ 嶋原　耕一 秋期 金曜日 2 オンライン 9/7

530312 日本語教育実践研究２ 谷口  龍子 秋期 時間外
授業担当教員
の指示による

530321 日本語教育実践研究２ 石澤　徹 秋期 水曜日 1 対面 9/11
530332 日本語教育実践研究２ 藤村　知子 秋期 金曜日 4 対面 9/7
530342 日本語教育実践研究２ 藤村　知子 秋期 月曜日 5 対面 9/7
530402 日本語文学・文化研究２ 村尾  誠一 秋期 水曜日 1 対面 9/9
530412 日本語文学・文化研究２ 柴田  勝二 秋期 木曜日 5 オンライン 9/7
530432 日本語文学・文化研究２ イリス　ハウカンプ 秋期 月曜日 3 対面/オンライン 9/14
530502 日本比較文学・文化研究２ 村尾  誠一 秋期 金曜日 4 対面 9/9
530511 日本比較文学・文化研究２ 菅長  理恵 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14
530602 日本社会研究２ 友常  勉 秋期 木曜日 3 対面/オンライン 9/25
530612 日本社会研究２ ジョン　ポーター 秋期 月曜日 2 対面 9/14
530622 日本社会研究２ シートン 秋期 金曜日 2 対面 9/7
530632 日本社会研究２ 古橋　綾 秋期 水曜日 3 オンライン 9/9
530642 日本社会研究２ 木村　正美 秋期 月曜日 2 オンライン 9/17
530652 日本社会研究２ 佐藤　正広 秋期 火曜日 2 オンライン 9/7
530712 国際文化交流研究２ 小松　由美 秋期 火曜日 4 対面/オンライン 9/17

530804 Japan Studies ２ トム　メス 秋期 水曜日 4
授業担当教員
の指示による

530862 Japan Studies ２ 大西　拓一郎 秋期 木曜日 5 オンライン 9/7
530872 Japan Studies ２ 山口　昌也 秋期 金曜日 3 オンライン 9/11
531002 発信英語演習２ 未定 秋期 水曜日 3 オンライン 9/24　担当教員変更
531012 発信日本語演習２ 饗場　淳子 秋期 木曜日 4 対面/オンライン 9/8
531022 発信日本語演習２ 藤村　知子 秋期 火曜日 5 対面 9/7
540002 学術英語演習２ ハウザー 秋期 月曜日 2 オンライン 9/4
540004 学術英語演習２ マンキューソ、ジョン 秋期 火曜日 3 オンライン 9/4
540006 学術英語演習２ バロース 秋期 木曜日 5 オンライン 9/4
540008 学術英語演習２ ヘンダーソン 秋期 木曜日 3 対面 9/7
540012 学術英語演習２ ウィズ 秋期 木曜日 4 オンライン 9/4
540022 学術日本語演習２ 大久保  由理 秋期 金曜日 2 オンライン 9/10
540032 学術ドイツ語演習２ ヘンドリクス 秋期 金曜日 4 対面 9/14
540042 学術フランス語演習２ ルボワ 秋期 木曜日 2 オンライン 9/8
540044 学術フランス語演習２ 未定 秋期 金曜日 6 オンライン 9/8

540052 学術イタリア語演習２
フィオレッティ・アンド
レア 秋期 金曜日 4 オンライン 9/4

540062 学術スペイン語演習２ 近藤ペレス 秋期 木曜日 2
授業担当教員
の指示による

540072 学術ポルトガル語演習２
アリーニ・ペレイラ・
ゴンサウヴィス 秋期 木曜日 2 オンライン 9/4

540082 学術ロシア語演習２ バルシャイ 秋期 金曜日 4 対面 9/9

540102 学術ポーランド語演習２
レシニェフスカ　カロ
リナ 秋期 水曜日 3

授業担当教員
の指示による 9/4

540112 学術チェコ語演習２
ブルナ・ゲブハルト
ヴァー 秋期 水曜日 2 オンライン 9/4

540122 学術中国語演習２ 孫　興鋒 秋期 水曜日 3 オンライン 9/4
540132 学術朝鮮語演習２ 林　美珠 秋期 火曜日 1 対面/オンライン 9/7

540152 学術モンゴル語演習２ ジグメドドルジ 秋期 水曜日 3
授業担当教員
の指示による

540162 学術インドネシア語演習２
チャハヤニンルム
デウォジャティ 秋期 木曜日 2 対面 9/9

540172 学術マレーシア語演習２ ファリダ 秋期 水曜日 4 対面/オンライン 9/7
540182 学術フィリピン語演習２ パルマヒル 秋期 月曜日 5 オンライン 9/11
540192 学術タイ語演習２ スニサー 秋期 水曜日 5 対面/オンライン 9/7

540202 学術ラオス語演習２ ブアソーン 秋期 火曜日 2
授業担当教員
の指示による

540212 学術ベトナム語演習２ ブイ　ズイ　ズオン 秋期 金曜日 5 オンライン 9/14
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540222 学術カンボジア語演習２
カエプ　ソクンティア
ロアト 秋期 火曜日 3 オンライン 9/10

540232 学術ビルマ語演習２ トゥザライン 秋期 火曜日 2 対面/オンライン 9/4
540252 学術ヒンディー語演習２ 藤井  毅 秋期 金曜日 4 オンライン 9/4

540262 学術ウルドゥー語演習２ アーミル 秋期 月曜日 4
授業担当教員
の指示による

540272 学術アラビア語演習２
フセイン　ハルドゥー
ン 秋期 水曜日 3

授業担当教員
の指示による

540282 学術ベンガル語演習２ ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 木曜日 4
授業担当教員
の指示による

540292 学術ペルシア語演習２

サイーディー・ヴェル
ノスファーデラー
ニー・サラ 秋期 月曜日 2 オンライン 9/7

540302 学術トルコ語演習２ ファトマ・トゥレ 秋期 火曜日 2 オンライン 9/8

540312 学術ヒンディー語演習２ パーンデーエ 秋期 水曜日 3
授業担当教員
の指示による

540402 アジア・アフリカフィールドサイエン飯塚  正人 秋期 火曜日 2 対面 9/4
540502 アジア・アフリカフィールドサイエン河合  香吏 秋期 月曜日 2 受講者と相談 9/4
550012 総合国際学研究基礎 吉冨  朝子 秋期 火曜日 1 オンライン 9/9
550022 総合国際学研究基礎 内藤  稔 秋期 水曜日 1 オンライン 9/4
550200 総合国際学研究基礎 山下　光 秋期 月曜日 3 オンライン 9/17
551002 異分野交流ゼミ１ 青山 亨 秋期 月曜日 1 オンライン
551200 異分野交流ゼミ１ 伊勢崎  賢治 秋期 火曜日 5 オンライン 9/4
553002 多文化コーディネーション研究２ 萩尾　生 秋期 木曜日 3 オンライン 9/4
553102 言語教育基礎２ 投野  由紀夫 秋期 火曜日 3 オンライン 9/9
553262 日本語教育基礎２ 中井　陽子 秋期 木曜日 3 オンライン 9/4
553302 日本語教育実習研究２ 林 俊成 秋期 木曜日 3 オンライン 9/15
553402 世界史教育２ 松岡　昌和 秋期 水曜日 4 対面 9/9
553502 国際行政入門２ 清水  麗 秋期 金曜日 2 オンライン 9/4
600002 修士論文修士研究ゼミ２ 青山 亨 秋期 水曜日 1 オンライン 9/7
600012 修士論文修士研究ゼミ２ 粟屋  利江 秋期 水曜日 1 対面 9/15
600022 修士論文修士研究ゼミ２ 五十嵐 孔一 秋期 金曜日 5 オンライン 9/7

600072 修士論文修士研究ゼミ２ 風間  伸次郎 秋期 月曜日 2
授業担当教員
の指示による

600082 修士論文修士研究ゼミ２ 加藤  晴子 秋期 金曜日 5
授業担当教員
の指示による

600092 修士論文修士研究ゼミ２ 川上  茂信 秋期 金曜日 4 対面/オンライン 9/25
600102 修士論文修士研究ゼミ２ 川口  裕司 秋期 月曜日 2 オンライン 9/7
600122 修士論文修士研究ゼミ２ 黒澤  直俊 秋期 月曜日 1 オンライン 9/7
600132 修士論文修士研究ゼミ２ 斎藤  弘子 秋期 月曜日 2 オンライン 9/9
600142 修士論文修士研究ゼミ２ 佐野  洋 秋期 木曜日 3 オンライン 9/25

600162 修士論文修士研究ゼミ２ 鈴木  玲子 秋期 金曜日 1
授業担当教員
の指示による 8/28

600202 修士論文修士研究ゼミ２ 投野  由紀夫 秋期 火曜日 5 オンライン 9/9
600232 修士論文修士研究ゼミ２ 沼野  恭子 秋期 木曜日 1 対面 9/25
600242 修士論文修士研究ゼミ２ 根岸  雅史 秋期 金曜日 3 オンライン 9/7
600262 修士論文修士研究ゼミ２ 匹田  剛 秋期 木曜日 1 オンライン 9/7

600302 修士論文修士研究ゼミ２ 水野  善文 秋期 火曜日 5
授業担当教員
の指示による

600312 修士論文修士研究ゼミ２ 三宅  登之 秋期 火曜日 5 対面 9/7
600322 修士論文修士研究ゼミ２ 望月  圭子 秋期 水曜日 2 対面 9/25

600332 修士論文修士研究ゼミ２ 望月　源 秋期 金曜日 4
授業担当教員
の指示による

600362 修士論文修士研究ゼミ２ 吉冨  朝子 秋期 金曜日 3 オンライン 9/14
600372 修士論文修士研究ゼミ２ 吉本  秀之 秋期 月曜日 5 対面/オンライン 9/7
600412 修士論文修士研究ゼミ２ 岡野 賢二 秋期 月曜日 2 オンライン 9/24
600422 修士論文修士研究ゼミ２ 加藤  雄二 秋期 火曜日 4 対面/オンライン 9/15
600432 修士論文修士研究ゼミ２ 金指  久美子 秋期 木曜日 1 対面/オンライン 9/7
600442 修士論文修士研究ゼミ２ 久野　量一 秋期 水曜日 5 対面/オンライン 9/7
600452 修士論文修士研究ゼミ２ 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 3 対面 9/7
600462 修士論文修士研究ゼミ２ 菅原  睦 秋期 木曜日 5 オンライン 9/15
600472 修士論文修士研究ゼミ２ 田島  充士 秋期 火曜日 3 オンライン 9/15

600482 修士論文修士研究ゼミ２ 趙  義成 秋期 火曜日 1
授業担当教員
の指示による
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600492 修士論文修士研究ゼミ２ 南 潤珍 秋期 木曜日 1 対面/オンライン 9/15

600512 修士論文修士研究ゼミ２ 丹羽  京子 秋期 月曜日 5
授業担当教員
の指示による

600542 修士論文修士研究ゼミ２ 萩田  博 秋期 金曜日 5 オンライン 9/25

600552 修士論文修士研究ゼミ２ 橋本  雄一 秋期 木曜日 3
授業担当教員
の指示による

600592 修士論文修士研究ゼミ２ 前田  和泉 秋期 金曜日 2 対面 9/7

600602 修士論文修士研究ゼミ２ 真鍋  求 秋期 木曜日 5
授業担当教員
の指示による

600622 修士論文修士研究ゼミ２ 箕浦  信勝 秋期 水曜日 2
授業担当教員
の指示による

600632 修士論文修士研究ゼミ２ 森田  耕司 秋期 火曜日 5 オンライン 9/14
600642 修士論文修士研究ゼミ２ 山本  真司 秋期 水曜日 2 オンライン 9/14
600652 修士論文修士研究ゼミ２ 吉枝  聡子 秋期 火曜日 2 対面/オンライン 9/17

600662 修士論文修士研究ゼミ２ 土佐  桂子 秋期 金曜日 1
授業担当教員
の指示による

600674 修士論文修士研究ゼミ２ 品川　大輔 秋期 月曜日 2
授業担当教員
の指示による

600676 修士論文修士研究ゼミ２ 内藤  稔 秋期 月曜日 2 オンライン 9/14
600678 修士論文修士研究ゼミ２ 大谷  直輝 秋期 水曜日 3 オンライン 9/23
600680 修士論文修士研究ゼミ２ 荒原　邦博 秋期 木曜日 4 オンライン 9/15

600682 修士論文修士研究ゼミ２ 岡田  昭人 秋期 金曜日 1
授業担当教員
の指示による

610002 修士論文修士研究ゼミ２ 青山 弘之 秋期 金曜日 4 対面 9/7
610012 修士論文修士研究ゼミ２ 今井  昭夫 秋期 木曜日 3 オンライン 9/25
610032 修士論文修士研究ゼミ２ 岩崎  稔 秋期 水曜日 1 オンライン 9/23
610042 修士論文修士研究ゼミ２ 大川  正彦 秋期 月曜日 1 対面 9/7

610052 修士論文修士研究ゼミ２ 岡田  昭人 秋期 金曜日 1
授業担当教員
の指示による

610062 修士論文修士研究ゼミ２ 小川  英文 秋期 木曜日 4 オンライン 9/7
610082 修士論文修士研究ゼミ２ 金  富子 秋期 火曜日 3 対面/オンライン 9/25
610112 修士論文修士研究ゼミ２ 澤田  ゆかり 秋期 木曜日 5 オンライン 9/25
610122 修士論文修士研究ゼミ２ 篠原  琢 秋期 月曜日 1 対面/オンライン 9/25
610142 修士論文修士研究ゼミ２ 鈴木  義一 秋期 金曜日 2 オンライン 9/14
610162 修士論文修士研究ゼミ２ 千葉  敏之 秋期 金曜日 1 対面/オンライン 9/17
610182 修士論文修士研究ゼミ２ 中山  智香子 秋期 水曜日 2 対面 9/7

610192 修士論文修士研究ゼミ２ 丹羽  泉 秋期 月曜日 1
授業担当教員
の指示による

610202 修士論文修士研究ゼミ２ 藤井  毅 秋期 水曜日 1 オンライン 9/7
610212 修士論文修士研究ゼミ２ 真島  一郎 秋期 金曜日 1 対面 9/7

610222 修士論文修士研究ゼミ２ 松隈  潤 秋期 木曜日 3
授業担当教員
の指示による 9/7

610232 修士論文修士研究ゼミ２ 宮田  敏之 秋期 金曜日 1 オンライン 9/17
610242 修士論文修士研究ゼミ２ 吉田  ゆり子 秋期 水曜日 2 オンライン 9/7
610252 修士論文修士研究ゼミ２ 米谷  匡史 秋期 水曜日 2 対面/オンライン 9/25
610272 修士論文修士研究ゼミ２ 若松  邦弘 秋期 金曜日 2 オンライン 9/15
610302 修士論文修士研究ゼミ２ 小笠原  欣幸 秋期 火曜日 2 オンライン 9/25

610312 修士論文修士研究ゼミ２ 加藤  美帆 秋期 木曜日 2
授業担当教員
の指示による

610332 修士論文修士研究ゼミ２ 菊池  陽子 秋期 火曜日 5 対面/オンライン 9/7

610352 修士論文修士研究ゼミ２ 坂井  真紀子 秋期 火曜日 4
授業担当教員
の指示による

610372 修士論文修士研究ゼミ２ 芹生　尚子 秋期 木曜日 2 対面 9/25　授業形態
610382 修士論文修士研究ゼミ２ 左右田 直規 秋期 月曜日 5 対面 9/25
610432 修士論文修士研究ゼミ２ 倉田　明子 秋期 木曜日 5 対面 9/7

610442 修士論文修士研究ゼミ２ 高橋　均 秋期 水曜日 2
授業担当教員
の指示による

610452 修士論文修士研究ゼミ２ 武内　進一 秋期 火曜日 2 対面/オンライン 9/7
610472 修士論文修士研究ゼミ２ 青木　雅浩 秋期 木曜日 4 対面 9/17
610476 修士論文修士研究ゼミ２ 福嶋　千穂 秋期 金曜日 3 オンライン 9/9
620000 修士論文修士研究ゼミ１ 松永  泰行 秋期 月曜日 2 オンライン 9/14

630022 修士論文修士研究ゼミ２ 川村  大 秋期 木曜日 1
授業担当教員
の指示による

630032 修士論文修士研究ゼミ２ 柴田  勝二 秋期 木曜日 4 オンライン 9/7
630072 修士論文修士研究ゼミ２ 林 俊成 秋期 火曜日 4 対面/オンライン 9/15
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630082 修士論文修士研究ゼミ２ 谷口  龍子 秋期 月曜日 4
授業担当教員
の指示による

630092 修士論文修士研究ゼミ２ 友常  勉 秋期 火曜日 5 対面/オンライン 9/25
630222 修士論文修士研究ゼミ２ 楠本  徹也 秋期 火曜日 5 対面 9/7
630252 修士論文修士研究ゼミ２ 鈴木  智美 秋期 木曜日 5 オンライン 9/7
630262 修士論文修士研究ゼミ２ 藤村　知子 秋期 金曜日 5 対面 9/7
630292 修士論文修士研究ゼミ２ 伊集院　郁子 秋期 木曜日 3 オンライン 9/7
630302 修士論文修士研究ゼミ２ 大津　友美 秋期 水曜日 2 オンライン 9/7
630322 修士論文修士研究ゼミ２ 工藤　嘉名子 秋期 火曜日 4 対面/オンライン 9/7
630342 修士論文修士研究ゼミ２ 菅長　理恵 秋期 金曜日 5 対面/オンライン 9/18

630352 修士論文修士研究ゼミ２ 鈴木　美加 秋期 金曜日 5
授業担当教員
の指示による

630362 修士論文修士研究ゼミ２ 中井　陽子 秋期 金曜日 4 オンライン 9/7

630382 修士論文修士研究ゼミ２ 花薗  悟 秋期 水曜日 2
授業担当教員
の指示による

630402 修士論文修士研究ゼミ２ 阿部　新 秋期 火曜日 4 オンライン 9/17
630412 修士論文修士研究ゼミ２ シートン 秋期 金曜日 4 オンライン 9/7
630422 修士論文修士研究ゼミ２ 春名　展生 秋期 火曜日 5 オンライン 9/7
630432 修士論文修士研究ゼミ２ 佐藤　正広 秋期 火曜日 1 オンライン 9/7
523M0080 専門特殊研究 粟屋  利江 秋期 水曜日 1 対面 9/15
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