
2020年9月29日
時間割CD 科目名 担当教員名 学期 曜日 時限 授業形態（最新情報） 更新歴
211006 言語研究入門B 岡野 賢二 秋期 水曜日 3 オンライン
211007 言語研究入門B 風間  伸次郎 秋期 木曜日 4 オンライン
212002 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究入門B 土方　奈美 秋期 火曜日 4 オンライン
212003 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究入門B 櫻井　勇介 秋期 月曜日 5 オンライン
213004 総合文化研究入門B ローウェンスティン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/8　開講学期・教員変更
213005 総合文化研究入門B 八木  久美子 秋期 水曜日 4 オンライン
311005 言語学概論B 箕浦  信勝 秋期 金曜日 2 オンライン
311006 言語学概論B ボルロンガン 秋期 水曜日 2 オンライン
311009 音声学概論B 益子  幸江 秋期 月曜日 5 オンライン
311010 音声学概論B 益子  幸江 秋期 月曜日 4 対面
311011 音声学概論B 未定 冬学期 集中 オンライン 9/14　開講学期変更、教員変更
311014 言語処理概論B 望月　源 秋期 火曜日 4 オンライン
311019 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論B 川口  裕司 秋期 火曜日 4 オンライン
311020 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論B 金指  久美子 秋期 火曜日 4 オンライン
311021 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論B(英語学) 斎藤  弘子 秋期 木曜日 2 オンライン
311022 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論B(ﾄﾞｲﾂ語学) 成田  節 秋期 火曜日 4 オンライン
311025 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究概論B 趙  義成 秋期 火曜日 4 オンライン
311026 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究概論B 三宅  登之 秋期 月曜日 5 オンライン
311027 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究概論B(ﾋﾞﾙﾏ語学) 岡野 賢二 秋期 月曜日 4 オンライン
311030 言語処理概論B 佐野  洋 秋期 水曜日 2 オンライン
312102 英語教育学概論B 長沼 君主 秋期 水曜日 3 オンライン

312104 日本語教育学概論B 荒川  洋平 秋期 時間外 オンデマンド
9/16　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

312108 言語教育学概論B 吉冨  朝子 秋期 木曜日 2 オンライン
312110 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論概論B 嶋原　耕一 秋期 月曜日 5 オンライン
312112 通訳概論B 西畑　香里 秋期 金曜日 2 オンライン
312114 多言語・多文化社会論概論B シートン 秋期 木曜日 3 オンライン
313001 地域文化概論B 島田  志津夫 秋期 水曜日 3 オンライン
313002 地域文化概論B 荒原　邦博 秋期 水曜日 3 オンライン
313003 文化・文学概論B ローウェンスティン 秋期 金曜日 5 オンライン 9/8　担当教員変更

313004 文化・文学概論B 逆井　聡人 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

313007 思想文化概論B 大宮　勘一郎 秋期 月曜日 5 オンライン
313008 思想文化概論B 八木  久美子 秋期 火曜日 4 オンライン

313010 人間科学概論B 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

313012 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化概論B(ﾛｼｱ文学) 高柳　聡子 秋期 金曜日 4 オンライン
313013 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化概論B(ﾄﾞｲﾂ文学) 西岡  あかね 秋期 木曜日 4 オンライン
313019 南ｱｼﾞｱ文化概論B 粟屋  利江 秋期 月曜日 4 オンライン
313020 南ｱｼﾞｱ文化概論B 水野  善文 秋期 木曜日 2 オンライン
313021 南ｱｼﾞｱ文化概論B ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 月曜日 4 オンライン
314004 英語教育学概論B(英語学1) 吉冨  朝子 秋期 木曜日 3 オンライン
314005 英語教育学概論B(英語学1) 内田  洋子 秋期 水曜日 3 オンライン
314006 英語教育学概論B(英語学2) 浦田  和幸 秋期 木曜日 4 オンライン
314009 英語教育学概論B(英米文学1) 井上　博之 秋期 月曜日 3 オンライン
314010 英語教育学概論B(英米文学2) 南條  竹則 秋期 水曜日 3 オンライン
314014 英語教育学概論B(英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1) スキャッターグッド 秋期 金曜日 3 オンライン
314015 英語教育学概論B(英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1) カーペンター 秋期 木曜日 3 オンライン
314016 英語教育学概論B(英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ2) サンダース 秋期 水曜日 3 オンライン
411004 言語学B 箕浦  信勝 秋期 金曜日 3 オンライン
411007 言語学B(専門演習) 箕浦  信勝 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
411008 言語学B(専門演習) ボルロンガン 秋期 水曜日 1 担当教員の指示による
411010 音声学B 益子  幸江 秋期 金曜日 2 オンライン
411011 音声学B 未定 冬学期 集中 オンライン 9/14　開講学期変更、教員変更
411014 音声学B(専門演習) 益子  幸江 秋期 金曜日 3 担当教員の指示による
411017 言語処理論B 佐野  洋 秋期 木曜日 2 オンライン
411018 言語処理論B 望月　源 秋期 木曜日 3 オンライン
411021 言語処理論B(専門演習) 佐野  洋 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
411022 言語処理論B(専門演習) 望月　源 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
411036 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B 大谷  直輝 秋期 木曜日 3 オンライン
411037 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B ヘンドリクス 秋期 火曜日 4 オンライン
411039 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B 秋廣　尚恵 秋期 木曜日 3 オンライン
411040 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B 未定 秋期 火曜日 2 オンライン
411041 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B 松井　健吾 秋期 月曜日 4 オンライン
411042 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B 恩田　義徳 秋期 月曜日 4 オンライン
411043 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B 森田  耕司 秋期 木曜日 4 オンライン
411044 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(英語学) 浦田  和幸 秋期 木曜日 1 オンライン

411045 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ﾄﾞｲﾂ語学) 藤縄  康弘 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

411046 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ﾌﾗﾝｽ語学) 川口  裕司 秋期 火曜日 3 オンライン

411047 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ｲﾀﾘｱ語学) ナンニーニ 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

411048 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究A(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語学) 黒澤  直俊 秋期 金曜日 5 オンライン
411049 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ﾛｼｱ語学) 匹田  剛 秋期 金曜日 2 オンライン
411063 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 浦田  和幸 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411064 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 斎藤  弘子 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
411065 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 大谷  直輝 秋期 木曜日 2 担当教員の指示による
411066 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 成田  節 秋期 木曜日 3 担当教員の指示による
411067 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 藤縄  康弘 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411068 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 川口  裕司 秋期 火曜日 2 担当教員の指示による
411069 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 秋廣　尚恵 秋期 火曜日 2 担当教員の指示による
411070 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 山本  真司 秋期 月曜日 5 オンライン 9/12　曜限変更、授業形態変更
411071

ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(ｽﾍﾟｲﾝ語学)(専門演
習)

川上  茂信 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
411072 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 黒澤  直俊 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411073 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 匹田  剛 秋期 木曜日 4 オンライン 9/25　授業形態変更
411074 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 森田  耕司 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
411075 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究B(専門演習) 金指  久美子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
411096 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 南 潤珍 秋期 木曜日 4 オンライン
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2020年9月29日
時間割CD 科目名 担当教員名 学期 曜日 時限 授業形態（最新情報） 更新歴
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411097 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 五十嵐 孔一 秋期 火曜日 4 オンライン
411098 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 趙  義成 秋期 火曜日 3 オンライン
411099 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 野元  裕樹 秋期 金曜日 4 オンライン
411100 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 山本　恭裕 秋期 木曜日 6 オンライン
411101 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B ブイ　ズイ　ズオン 秋期 火曜日 4 オンライン
411102 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 本田　浩一 秋期 火曜日 2 オンライン
411103 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 上田  広美 秋期 木曜日 2 オンライン 8/26　曜限変更
411104 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 萬宮　健策 秋期 火曜日 3 オンライン
411105 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B パルデシ・プラシャント 秋期 金曜日 5 オンライン
411106 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 長渡  陽一 秋期 水曜日 5 オンライン
411107 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 登利谷　正人 秋期 金曜日 4 オンライン
411108 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 吉枝  聡子 秋期 火曜日 4 オンライン
411109 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 菅原  睦 秋期 月曜日 4 オンライン
411110 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B 松村  茂樹 秋期 月曜日 2 オンライン

411111 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(中国語学1) 三宅  登之 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

411112 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(中国語学2) 加藤  晴子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

411113 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(ﾓﾝｺﾞﾙ語学) 山田　洋平 秋期 木曜日 5 オンライン
411114 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語学) 降幡  正志 秋期 月曜日 4 オンライン
411115 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(ﾗｵｽ語学) 鈴木  玲子 秋期 金曜日 4 オンライン
411131 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 三宅  登之 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
411132 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 加藤  晴子 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411133 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 南 潤珍 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411134 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 五十嵐 孔一 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
411135 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 趙  義成 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
411136 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 山田　洋平 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
411137 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 降幡  正志 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
411138 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 野元  裕樹 秋期 火曜日 2 担当教員の指示による
411139 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 山本　恭裕 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
411140 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 鈴木  玲子 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
411141 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 上田  広美 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
411142 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 萬宮　健策 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411143 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(専門演習) 菅原  睦 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411144 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究B(ﾋﾞﾙﾏ語学)(専門演習) 岡野 賢二 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
411145

ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究Ｂ（ﾍﾟﾙｼｱ語学）(専門演
習)

吉枝  聡子 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
411147 日本言語研究B 川瀬　卓 秋期 火曜日 4 オンライン
411150 日本言語研究B(専門演習) 川村  大 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
411151 日本言語研究B(専門演習) 望月  圭子 秋期 火曜日 4 対面 9/12　時限変更
411154 言語学特殊研究B 風間  伸次郎 秋期 水曜日 2 オンライン
411156 言語学特殊研究B(専門演習) 風間  伸次郎 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
411159 統計科学B 石井  康毅 秋期 金曜日 4 オンライン
411501 卒業論文演習B 箕浦  信勝 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
411503 卒業論文演習B 益子  幸江 秋期 金曜日 1 担当教員の指示による
411505 卒業論文演習B 佐野  洋 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411507 卒業論文演習B 望月　源 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411509 卒業論文演習B 浦田  和幸 秋期 金曜日 1 担当教員の指示による
411511 卒業論文演習B 斎藤  弘子 秋期 月曜日 1 担当教員の指示による
411513 卒業論文演習B 大谷  直輝 秋期 金曜日 1 オンライン 9/23　授業形態変更
411515 卒業論文演習B 成田  節 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411517 卒業論文演習B 藤縄  康弘 秋期 木曜日 1 担当教員の指示による
411519 卒業論文演習B 川口  裕司 秋期 火曜日 1 担当教員の指示による
411521 卒業論文演習B 秋廣　尚恵 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411523 卒業論文演習B 山本  真司 秋期 木曜日 5 オンライン 9/12　曜限変更、授業形態変更
411525 卒業論文演習B 川上  茂信 秋期 火曜日 3 担当教員の指示による
411527 卒業論文演習B 黒澤  直俊 秋期 水曜日 1 担当教員の指示による
411529 卒業論文演習B 匹田  剛 秋期 木曜日 5 オンライン 9/25　授業形態変更
411531 卒業論文演習B 森田  耕司 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
411533 卒業論文演習B 金指  久美子 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411535 卒業論文演習B 三宅  登之 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による

411537 卒業論文演習B 加藤  晴子 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

411539 卒業論文演習B 南 潤珍 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
411541 卒業論文演習B 五十嵐 孔一 秋期 月曜日 1 担当教員の指示による
411543 卒業論文演習B 趙  義成 秋期 水曜日 1 担当教員の指示による
411545 卒業論文演習B 山田　洋平 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
411547 卒業論文演習B 降幡  正志 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411549 卒業論文演習B 野元  裕樹 秋期 水曜日 2 担当教員の指示による
411551 卒業論文演習B 山本　恭裕 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
411553 卒業論文演習B 鈴木  玲子 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411555 卒業論文演習B 上田  広美 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411557 卒業論文演習B 岡野 賢二 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411559 卒業論文演習B 萬宮　健策 秋期 火曜日 1 担当教員の指示による
411561 卒業論文演習B 吉枝  聡子 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
411563 卒業論文演習B 菅原  睦 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
411565 卒業論文演習B 川村  大 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
411567 卒業論文演習B 望月  圭子 秋期 木曜日 4 対面 9/12　授業形態変更
411570 卒業論文演習B 風間  伸次郎 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
411572 卒業論文演習B ボルロンガン 秋期 金曜日 2 担当教員の指示による
411901 卒業論文 箕浦  信勝 通年集中 時間外 ―
411902 卒業論文 益子  幸江 通年集中 時間外 ―
411904 卒業論文 佐野  洋 通年集中 時間外 ―
411905 卒業論文 望月　源 通年集中 時間外 ―
411906 卒業論文 浦田  和幸 通年集中 時間外 ―
411907 卒業論文 斎藤  弘子 通年集中 時間外 ―
411908 卒業論文 大谷  直輝 通年集中 時間外 ―
411909 卒業論文 成田  節 通年集中 時間外 ―
411910 卒業論文 藤縄  康弘 通年集中 時間外 ―
411911 卒業論文 川口  裕司 通年集中 時間外 ―
411912 卒業論文 秋廣　尚恵 通年集中 時間外 ―
411913 卒業論文 山本  真司 通年集中 時間外 ―
411914 卒業論文 川上  茂信 通年集中 時間外 ―
411915 卒業論文 黒澤  直俊 通年集中 時間外 ―
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411916 卒業論文 匹田  剛 通年集中 時間外 ―
411917 卒業論文 森田  耕司 通年集中 時間外 ―
411918 卒業論文 金指  久美子 通年集中 時間外 ―
411919 卒業論文 三宅  登之 通年集中 時間外 ―
411920 卒業論文 加藤  晴子 通年集中 時間外 ―
411921 卒業論文 南 潤珍 通年集中 時間外 ―
411922 卒業論文 五十嵐 孔一 通年集中 時間外 ―
411923 卒業論文 趙  義成 通年集中 時間外 ―
411925 卒業論文 降幡  正志 通年集中 時間外 ―
411926 卒業論文 野元  裕樹 通年集中 時間外 ―
411927 卒業論文 山本　恭裕 通年集中 時間外 ―
411928 卒業論文 鈴木  玲子 通年集中 時間外 ―
411929 卒業論文 上田  広美 通年集中 時間外 ―
411930 卒業論文 岡野 賢二 通年集中 時間外 ―
411931 卒業論文 萬宮　健策 通年集中 時間外 ―
411932 卒業論文 吉枝  聡子 通年集中 時間外 ―
411933 卒業論文 菅原  睦 通年集中 時間外 ―
411934 卒業論文 川村  大 通年集中 時間外 ―
411935 卒業論文 海野  多枝 通年集中 時間外 ―
411936 卒業論文 望月  圭子 通年集中 時間外 ―
411937 卒業論文 風間  伸次郎 通年集中 時間外 ―
411938 卒業論文 ボルロンガン 通年集中 時間外 ―
411939 卒業論文 山田　洋平 通年集中 時間外 ―
412002 英語教育学研究B 石井  康毅 秋期 金曜日 2 オンライン
412005 英語教育学研究B(専門演習) 根岸  雅史 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
412006 英語教育学研究B(専門演習) 投野  由紀夫 秋期 水曜日 2 担当教員の指示による
412010 日本語教育学研究B 李　奎台 秋期 火曜日 3 オンライン
412014 日本語教育学研究B(専門演習) 谷口  龍子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
412015 日本語教育学研究B(専門演習) 阿部　新 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
412018 言語教育学研究B ハウザー 秋期 木曜日 3 オンライン
412019 言語教育学研究B 林 俊成 秋期 火曜日 3 オンライン
412020 言語教育学研究B 森　聡美 秋期 水曜日 5 オンライン
412023 言語教育学研究B(専門演習) 林 俊成 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
412024 言語教育学研究B(専門演習) 吉冨  朝子 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
412027 多言語・多文化社会論研究B 明戸　隆浩 秋期 火曜日 2 オンライン
412028 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論B カセラス 秋期 月曜日 3 オンライン
412036 通訳･翻訳論B 西畑　香里 秋期 月曜日 2 オンライン
412037 通訳･翻訳論B ヨウ 秋期 月曜日 3 オンライン
412038 通訳･翻訳論B 北代  美和子 秋期 水曜日 3 オンライン
412039 通訳･翻訳論B 奥山　奈穂子 秋期 火曜日 2 オンライン
412040 通訳･翻訳論B 石川  園子 秋期 火曜日 5 オンライン
412041 通訳･翻訳論B 内藤  稔 秋期 金曜日 2 オンライン
412043 通訳･翻訳論B(専門演習) 西畑　香里 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
412047 実践英語B ロザリオ 秋期 水曜日 3 オンライン
412048 実践英語B リッチー 秋期 火曜日 3 オンライン
412049 実践英語B カセラス 秋期 月曜日 5 オンライン
412050 実践言語B 中井　陽子 秋期 水曜日 2 オンライン
412051 実践言語B 中井　陽子 秋期 火曜日 4 オンライン
412053 ｺﾐｭﾆﾃｨ通訳研究B(専門演習) 内藤  稔 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
412055 多言語・多文化社会論研究B シートン 秋期 月曜日 2 オンライン
412057 多言語・多文化社会論研究B(専門演習) シートン 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
412060 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟB 林 俊成 秋期 木曜日 5 オンライン
412061 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟB 内藤  稔 秋期 金曜日 3 オンライン
412062 多言語・多文化社会論研究B 小島　祥美 秋期 火曜日 3 オンライン
412063 多言語・多文化社会論研究B 小島　祥美 秋期 水曜日 1 オンライン
412502 卒業論文演習B 林 俊成 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
412504 卒業論文演習B 吉冨  朝子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
412506 卒業論文演習B 根岸  雅史 秋期 水曜日 1 担当教員の指示による
412508 卒業論文演習B 投野  由紀夫 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
412510 卒業論文演習B 西畑　香里 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
412512 卒業論文演習B 内藤  稔 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
412514 卒業論文演習B 谷口  龍子 秋期 木曜日 3 担当教員の指示による
412516 卒業論文演習B 阿部　新 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
412519 卒業論文演習B シートン 秋期 木曜日 1 担当教員の指示による
412901 卒業論文 林 俊成 通年集中 時間外 ―
412902 卒業論文 吉冨  朝子 通年集中 時間外 ―
412903 卒業論文 根岸  雅史 通年集中 時間外 ―
412904 卒業論文 投野  由紀夫 通年集中 時間外 ―
412905 卒業論文 西畑　香里 通年集中 時間外 ―
412906 卒業論文 内藤  稔 通年集中 時間外 ―
412907 卒業論文 谷口  龍子 通年集中 時間外 ―
412908 卒業論文 阿部　新 通年集中 時間外 ―
412909 卒業論文 海野  多枝 通年集中 時間外 ―
412910 卒業論文 シートン 通年集中 時間外 ―
413012 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B 前田  和泉 秋期 金曜日 3 オンライン
413013 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B レシニェフスカ　カロリナ 秋期 火曜日 4 オンライン
413014 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B 久山  宏一 秋期 木曜日 3 オンライン
413015 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B ブルナ・ゲブハルトヴァー 秋期 水曜日 3 オンライン
413016 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B ヴェスナ　ブコヴェツ 秋期 水曜日 5 オンライン
413017 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B ルボワ 秋期 金曜日 2 オンライン 8/26　授業形態変更
413018 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B 小久保　真理江 秋期 金曜日 5 オンライン
413019 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(英米文学) 鈴木  聡 秋期 月曜日 5 オンライン
413020 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(ﾌﾗﾝｽ文学) 荒原　邦博 秋期 月曜日 3 オンライン
413021 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(ｲﾀﾘｱ文学2) フィオレッティ・アンドレア 秋期 水曜日 3 オンライン
413022 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(ｽﾍﾟｲﾝ文学) 久野　量一 秋期 木曜日 4 オンライン
413023 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ文学) 武田  千香 秋期 水曜日 1 オンライン
413031 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(専門演習) 鈴木  聡 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
413032 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(専門演習) 西岡  あかね 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
413033 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(専門演習) 荒原　邦博 秋期 木曜日 3 担当教員の指示による
413034 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(専門演習) 沼野  恭子 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
413035 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(専門演習) 前田  和泉 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413036 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(専門演習) 小久保　真理江 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
413037 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化研究B(ﾄﾞｲﾂ文学)(専門演習) 山口 裕之 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413041 ｱﾒﾘｶ文化研究B 松浦　恵美 秋期 水曜日 3 オンライン
413042 ｱﾒﾘｶ文化研究B(英米文学) 加藤  雄二 秋期 火曜日 5 オンライン
413046 ｱﾒﾘｶ文化研究B(専門演習) 加藤  雄二 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413047 ｱﾒﾘｶ文化研究B(専門演習) 久野　量一 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
413048 ｱﾒﾘｶ文化研究B(専門演習) 武田  千香 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
413052 東ｱｼﾞｱ文化研究B 林　美珠 秋期 水曜日 3 オンライン
413053 東ｱｼﾞｱ文化研究B(中国文学) 橋本  雄一 秋期 金曜日 3 オンライン
413055 東ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 橋本  雄一 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
413058 中央ｱｼﾞｱ文化研究B 島田  志津夫 秋期 木曜日 4 オンライン
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413059 中央ｱｼﾞｱ文化研究B ジグメドドルジ 秋期 火曜日 4 オンライン
413060 中央ｱｼﾞｱ文化研究B(ﾓﾝｺﾞﾙ文学) 阿比留　美帆 秋期 火曜日 5 オンライン
413062 中央ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 島田  志津夫 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
413071 東南ｱｼﾞｱ文化研究B コースィット 秋期 木曜日 5 オンライン
413072 東南ｱｼﾞｱ文化研究B 土佐  桂子 秋期 木曜日 3 オンライン
413073 東南ｱｼﾞｱ文化研究B 野平  宗弘 秋期 木曜日 4 オンライン
413074 東南ｱｼﾞｱ文化研究B 岡田  知子 秋期 金曜日 3 オンライン
413075 東南ｱｼﾞｱ文化研究B 福島  康博 秋期 水曜日 3 オンライン
413076 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ文学2) チャハヤニンルム　デウォジャティ 秋期 木曜日 3 オンライン
413077 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(ﾗｵｽ文学) 東　智美 秋期 木曜日 4 オンライン
413078 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(ﾋﾞﾙﾏ文学) トゥザライン 秋期 水曜日 2 オンライン
413084 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 青山 亨 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
413085 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) コースィット 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
413086 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 土佐  桂子 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
413087 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 野平  宗弘 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413088 東南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 岡田  知子 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
413091 南ｱｼﾞｱ文化研究B 萩田  博 秋期 火曜日 5 オンライン
413092 南ｱｼﾞｱ文化研究B 丹羽  京子 秋期 月曜日 4 オンライン
413097 南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 粟屋  利江 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413098 南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 萩田  博 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413099 南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 水野  善文 秋期 火曜日 4 担当教員の指示による
413100 南ｱｼﾞｱ文化研究B(専門演習) 丹羽  京子 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
413105 西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ文化研究B ファトマ・トゥレ 秋期 木曜日 4 オンライン
413106 西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ文化研究B 三代川  寛子 秋期 木曜日 2 オンライン

413107 西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ文化研究B
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 4 オンライン

413108 西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ文化研究B(ﾍﾟﾙｼｱ文学2) 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 4 オンライン
413112 西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ文化研究B(専門演習) 八木  久美子 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413113 西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ文化研究B(専門演習) 三代川  寛子 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413114 西ｱｼﾞｱ･北ｱﾌﾘｶ文化研究B(専門演習) 佐々木  あや乃 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413118 日本文化研究B(日本文学1) セン　ラージ　ラキ 秋期 木曜日 3 オンライン
413119 日本文化研究B(日本文学1) イリス　ハウカンプ 秋期 火曜日 4 オンライン
413120 日本文化研究B(日本文学1) 柴田  勝二 秋期 月曜日 3 オンライン
413124 日本文化研究B(専門演習) 村尾  誠一 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
413125 日本文化研究B(専門演習) 柴田  勝二 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
413126 日本文化研究B(専門演習) イリス　ハウカンプ 秋期 月曜日 2 担当教員の指示による
413131 文化･文学研究B 芹生　春菜 秋期 木曜日 2 オンライン
413132 文化･文学研究B 鈴木  裕之 秋期 金曜日 4 オンライン
413134 文化･文学研究B(専門演習) 逆井　聡人 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
413137 思想文化研究B 鈴木  聡 秋期 金曜日 5 オンライン
413138 思想文化研究B 比留間　亮平 秋期 時間外 オンデマンド

9/24　授業形態変更
受講時間帯は問わない。

413139 思想文化研究B 吉本  秀之 秋期 木曜日 3 オンライン

413140 思想文化研究B 丸山　空大 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

413143 思想文化研究B(専門演習) 吉本  秀之 秋期 木曜日 4 担当教員の指示による
413144 思想文化研究B(専門演習) 丸山　空大 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
413147 人間科学研究B 田島  充士 秋期 月曜日 3 オンライン
413148 人間科学研究B1 真鍋  求 秋期 月曜日 2 オンライン
413149 人間科学研究B1 清水  英夫 秋期 月曜日 4 オンライン
413152 人間科学研究B(専門演習) 真鍋  求 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413153 人間科学研究B(専門演習) 田島  充士 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
413154 文化･文学研究B 堀尾　耕一 秋期 木曜日 2 オンライン
413502 卒業論文演習B 吉本  秀之 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413504 卒業論文演習B 真鍋  求 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413506 卒業論文演習B 田島  充士 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413508 卒業論文演習B 鈴木  聡 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
413510 卒業論文演習B 加藤  雄二 秋期 水曜日 3 担当教員の指示による
413512 卒業論文演習B 山口 裕之 秋期 水曜日 2 担当教員の指示による
413514 卒業論文演習B 西岡  あかね 秋期 火曜日 5 対面 9/14　開講曜限変更
413516 卒業論文演習B 荒原　邦博 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413518 卒業論文演習B 小久保　真理江 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413520 卒業論文演習B 久野　量一 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413522 卒業論文演習B 武田  千香 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413524 卒業論文演習B 沼野  恭子 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413526 卒業論文演習B 前田  和泉 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413528 卒業論文演習B 橋本  雄一 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413530 卒業論文演習B 島田  志津夫 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413532 卒業論文演習B 青山 亨 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413534 卒業論文演習B コースィット 秋期 月曜日 4 担当教員の指示による
413536 卒業論文演習B 土佐  桂子 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413538 卒業論文演習B 野平  宗弘 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413540 卒業論文演習B 岡田  知子 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413542 卒業論文演習B 粟屋  利江 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413544 卒業論文演習B 萩田  博 秋期 水曜日 1 担当教員の指示による
413546 卒業論文演習B 水野  善文 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413548 卒業論文演習B 丹羽  京子 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413550 卒業論文演習B 八木  久美子 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413552 卒業論文演習B 三代川  寛子 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413554 卒業論文演習B 佐々木  あや乃 秋期 火曜日 5 担当教員の指示による
413556 卒業論文演習B 柴田  勝二 秋期 月曜日 5 担当教員の指示による
413558 卒業論文演習B 村尾  誠一 秋期 木曜日 5 担当教員の指示による
413560 卒業論文演習B イリス　ハウカンプ 秋期 月曜日 1 担当教員の指示による
413562 卒業論文演習B 丸山　空大 秋期 金曜日 4 担当教員の指示による
413564 卒業論文演習B 逆井　聡人 秋期 金曜日 5 担当教員の指示による
413901 卒業論文 吉本  秀之 通年集中 時間外 ―
413902 卒業論文 真鍋  求 通年集中 時間外 ―
413903 卒業論文 田島  充士 通年集中 時間外 ―
413904 卒業論文 鈴木  聡 通年集中 時間外 ―
413905 卒業論文 加藤  雄二 通年集中 時間外 ―
413906 卒業論文 山口 裕之 通年集中 時間外 ―
413907 卒業論文 西岡  あかね 通年集中 時間外 ―
413908 卒業論文 荒原　邦博 通年集中 時間外 ―
413909 卒業論文 小久保　真理江 通年集中 時間外 ―
413910 卒業論文 久野　量一 通年集中 時間外 ―
413911 卒業論文 武田  千香 通年集中 時間外 ―
413912 卒業論文 沼野  恭子 通年集中 時間外 ―
413913 卒業論文 前田  和泉 通年集中 時間外 ―
413914 卒業論文 橋本  雄一 通年集中 時間外 ―
413915 卒業論文 島田  志津夫 通年集中 時間外 ―
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413916 卒業論文 青山 亨 通年集中 時間外 ―
413917 卒業論文 コースィット 通年集中 時間外 ―
413918 卒業論文 土佐  桂子 通年集中 時間外 ―
413919 卒業論文 野平  宗弘 通年集中 時間外 ―
413920 卒業論文 岡田  知子 通年集中 時間外 ―
413921 卒業論文 粟屋  利江 通年集中 時間外 ―
413922 卒業論文 萩田  博 通年集中 時間外 ―
413923 卒業論文 水野  善文 通年集中 時間外 ―
413924 卒業論文 丹羽  京子 通年集中 時間外 ―
413925 卒業論文 八木  久美子 通年集中 時間外 ―
413926 卒業論文 三代川  寛子 通年集中 時間外 ―
413927 卒業論文 佐々木  あや乃 通年集中 時間外 ―
413928 卒業論文 柴田  勝二 通年集中 時間外 ―
413929 卒業論文 村尾  誠一 通年集中 時間外 ―
413930 卒業論文 イリス　ハウカンプ 通年集中 時間外 ―
413931 卒業論文 丸山　空大 通年集中 時間外 ―
413932 卒業論文 逆井　聡人 通年集中 時間外 ―
19211001 言語研究入門1 風間  伸次郎 秋期 木曜日 4 オンライン
19211006 言語研究入門7 岡野 賢二 秋期 水曜日 3 オンライン
19211009 言語研究入門8 土方　奈美 秋期 火曜日 4 オンライン
19211010 言語研究入門8 櫻井　勇介 秋期 月曜日 5 オンライン
19213002 文化研究入門2 八木  久美子 秋期 水曜日 4 オンライン
19213005 文化研究入門4 ローウェンスティン 秋期 火曜日 5 オンライン 9/8　開講学期・教員変更
19311003 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論2（英語学） 斎藤  弘子 秋期 木曜日 2 オンライン
19311006 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論5（ﾄﾞｲﾂ語学） 成田  節 秋期 火曜日 4 オンライン
19311007 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論6 金指  久美子 秋期 火曜日 4 オンライン
19311008 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ言語研究概論7 川口  裕司 秋期 火曜日 4 オンライン
19311009 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ文化概論1（ﾄﾞｲﾂ文学） 西岡  あかね 秋期 木曜日 4 オンライン
19311012 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ文化概論4 高柳　聡子 秋期 金曜日 4 オンライン
19311013 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒﾘｶ文化概論5 荒原　邦博 秋期 水曜日 3 オンライン
19311014 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究概論1（中国語学） 三宅  登之 秋期 月曜日 5 オンライン
19311016 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究概論3 趙  義成 秋期 火曜日 4 オンライン
19311018 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語研究概論5 岡野 賢二 秋期 月曜日 4 オンライン
19311020 ｱｼﾞｱ文化概論1 ロエ　ノボ　ゴパル 秋期 月曜日 4 オンライン
19311023 ｱｼﾞｱ文化概論4 粟屋  利江 秋期 月曜日 4 オンライン
19311024 ｱｼﾞｱ文化概論5 水野  善文 秋期 木曜日 2 オンライン
19311027 ｱｼﾞｱ文化概論8 島田  志津夫 秋期 水曜日 3 オンライン
19312102 言語処理概論2 望月　源 秋期 火曜日 4 オンライン
19312105 英語教育学概論2 長沼 君主 秋期 水曜日 3 オンライン
19312107 通訳概論2 西畑　香里 秋期 金曜日 2 オンライン

19312109 人間科学概論2 真鍋  求 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19312112 言語学概論2 ボルロンガン 秋期 水曜日 2 オンライン
19312115 言語学概論4 箕浦  信勝 秋期 金曜日 2 オンライン
19312117 音声学概論2 未定 冬学期 集中 オンライン 9/14　開講学期変更、教員変更
19312119 音声学概論4 益子  幸江 秋期 月曜日 5 オンライン
19312120 音声学概論5 益子  幸江 秋期 月曜日 4 対面
19312122 言語教育学概論2 吉冨  朝子 秋期 木曜日 2 オンライン
19312125 文化・文学概論1 ローウェンスティン 秋期 金曜日 5 オンライン 9/8　担当教員変更

19312126 文化・文学概論1 逆井　聡人 秋期 時間外 オンデマンド
9/18　授業形態変更

受講時間帯は問わない。

19312127 思想文化概論1 大宮　勘一郎 秋期 月曜日 5 オンライン
19312129 思想文化概論3 八木  久美子 秋期 火曜日 4 オンライン
19312133 言語処理概論3 佐野  洋 秋期 水曜日 2 オンライン
19314003 英語概論2（英語学） 吉冨  朝子 秋期 木曜日 3 オンライン
19314004 英語概論2（英語学） 内田  洋子 秋期 水曜日 3 オンライン
19314006 英語概論4（英語学） 浦田  和幸 秋期 木曜日 4 オンライン
19314009 英語文学概論3（英米文学） 井上　博之 秋期 月曜日 3 オンライン
19314010 英語文学概論4（英米文学） 南條  竹則 秋期 水曜日 3 オンライン
314301G 英語教育学概論A(英語学1) 吉冨  朝子 秋期 木曜日 3 オンライン
314302G 英語教育学概論A(英語学1) 内田  洋子 秋期 水曜日 3 オンライン
314303G 英語教育学概論A(英語学2) 浦田  和幸 秋期 木曜日 4 オンライン
314304G 英語教育学概論A(英米文学1) 井上　博之 秋期 月曜日 3 オンライン
314305G 英語教育学概論A(英米文学2) 南條  竹則 秋期 水曜日 3 オンライン
314306G 英語教育学概論A(英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1) スキャッターグッド 秋期 金曜日 3 オンライン
314307G 英語教育学概論A(英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1) カーペンター 秋期 木曜日 3 オンライン
314308G 英語教育学概論A(英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ2) サンダース 秋期 水曜日 3 オンライン
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