
英米文芸表象論講読IＡ 小島基洋 共北３６ ドイツ文芸表象論演習Ａ 奥田敏広 総人１４０２ 基礎演習：発達心理学 大倉得史 教育院棟演習室22

関係発達論演習Ａ 大倉得史 人環棟３２３ 制度・生活文化史Ａ 田邊玲子 総人１Ｂ０５ 基礎演習：美の思想 武田宙也 ４共２５
人文科学研究方法論演習Ａ 清家　理 総人１１０３ 人間実践論I  佐藤義之 共東４１ 基礎演習：西洋美術の歴史 岡田温司 総合館東南棟４０２

創造ルネッサンス演習Ａ 岡田温司 総合館東南棟４０２ ドイツ文芸表象論講義Ａ 奥田敏広 総人１Ｂ０９
運動のしくみ 久代恵介 共北３６ 記憶神経科学ゼミA 月浦　崇 総人１２０７ 基礎演習：言語政策入門 西山教行 総合館南棟３３４

言語科学ゼミナールIV 服部文昭 総人１３０４ 認知・行動科学実験 III（健康科学実習） 林　達也他 各研究室 基礎演習：神経心理学 月浦　崇 総人１２０７
社会経済システム論演習IA 柴山桂太 総人１１０４ 視覚認識論ゼミＡ 齋木　潤 人環棟２３３ 基礎演習：身体運動の制御と学習 久代恵介 総合館東南棟１０１

文化実践論B 石井美保 人文研講義室 国際関係論IVA 大川良文 総人１Ｂ０７ 基礎演習：Intro to Computation and Logic DE BRECHT，Matthew 総人１３０６
（一階、正面玄関を入って左手） 公共政策論演習IＡ 佐野　亘 人環棟３３１ 生命科学基礎ゼミ 細川浩他 総人１４０２

西欧近現代表象文化論IA 水野眞理 総人１１０２ 基礎演習：公共政策論Ｉ 佐野　亘 総人１１０４
日本語学・日本文学演習IIA 長谷川千尋 総合館南棟３３４ 基礎演習：法哲学 那須耕介 総合館東南棟４０９

細胞生理学ゼミＡ 石原昭彦 共西１２ 細胞生物学Ａ 千坂　修 医学部構内G棟 環境構成論II（隔週　３・４限） 小野健吉 総人１３０６ 基礎演習：経済思想 大黒弘慈 共北３Ｂ
神経心理学 I （神経・生理心理学） 月浦　 崇 ４共３０ ２階セミナー室A 基礎演習：近世西洋史学 合田昌史 共北３３
文化環境学入門Ａ 中嶋節子他 総人１１０２ 物質変換論 吉田寿雄 総人１Ｂ０９ 課題演習：（物理科学）レーザー物理学（３・４限） 木下俊哉 ３号館２０２ アラビア語原書講読演習 岡　真理 総人１１０３ 基礎演習：中国史の基礎資料 辻　正博 総合館南棟４７５

分子細胞生物学特論 （通年） 宮下英明他 総人１３０４ 地球科学演習Ａ 酒井敏他 ２号館４１２ 課題演習：物質の構造と機能（月３・４/火３・４） 杉山雅人他 ３号館１０３ 日本語学・日本文学VA 奥村和美 文学部第５講義室

人間科学入門 柴田　悠他 総人１１０２ 関係発達論I（発達心理学） 大倉得史 教育院棟講義室32 英米文芸表象論講義Ａ 廣野由美子 共北３６ 舞台芸術論Ｂ 桑山智成 人環棟４３３ ポストコロニアル思想文化論演習Ａ 岡　真理 総人１１０３
関係発達論の応用 大倉得史 人環棟２３３ 哲学・文化史演習I 戸田剛文 総人１３０４ 生体分子機能論I  土屋　徹 総人１Ｂ０８

運動の生理学 神崎　素樹 共北３８ 細胞生理学 石原昭彦 人環棟３３３ 細胞生理学実験（３・４限） 石原昭彦 人環棟４０６ 心理学実験（４・５限） 齋木潤他 総人１２０７ 基礎演習：分子細胞生物学入門（英語講義） 千坂　修 教育院棟演習室23

数理科学ゼミナール 木坂正史 総人１４０１ 基礎演習：微生物ってなに？-身の回りの微生物 宮下英明 総人１３０４
言語比較論 西脇麻衣子 共東２１ 基礎演習 ：社会学II 吉田　純 １共２３

欧米歴史社会論IIA 藤井　崇 総人１１０４ 日本語学・日本文学演習IA 佐野　宏 総合館南棟３３４ 日本古典講読論I 長谷川千尋 総人１Ｂ０５ 運動制御ゼミA 神崎素樹 人環棟２０６ 基礎演習：科学論 青山拓央 教育院棟演習室23

中国古典講読論A 道坂　昭廣 １共３３ 西欧近現代表象文化論演習IVA 桂山康司 総人１Ｂ０６ 脳と心の生物学A 小村　豊 総合館東南棟１０１ 基礎演習：Frontiers in psychopathology TAJAN，Pierre 共西０２
英米文学入門 水野眞理他 総人１Ｂ０７

欧米歴史社会論IA 合田昌史 共北３C システム脳科学  小村　豊 総合館東南棟１０１

文化交渉複合論Ａ 勝又直也 総人１４０２ 地域空間論IIIＡ 小方　登 学術情報メディア３０３ 日本語学文献講読論I 佐野　宏 総合館南棟３３４ 認知・行動科学実験 II（行動生理学実験） 石原昭彦他 総人１１０３（一回目のみ）

生態人類学演習Ａ 高田　明 総人１２０７ 環境構成論III 増井正哉 人環棟４３３ 基礎演習：公共政策論II 浅野耕太 人環棟３３１
ポストコロニアル思想文化論基礎ゼミナール 岡　真理 総人１１０３ 文化交渉複合論演習Ａ 勝又直也 総人１Ｂ０８ 比較パラダイム文明論Ａ 中筋　朋 総人１１０３ 基礎演習：労働法 小畑史子 総人１１０４
地域空間論演習 IV 小方登他 人環棟４３７ 基礎演習：東洋史入門 太田　出 総合館南棟４２８ 地域空間論ＩＢ 小島泰雄 人環棟４３７ 基礎演習：Contemporary History BHATTE，Pallavi 総人１３０４

課題演習：（物理科学）物理の基礎A 阪上雅昭 ２号館３１９ 基礎演習：地域地理学 小島泰雄 人環棟４３７
物質反応論 梶井克純 総人１Ｂ０８ 自然史演習（通年） 西川完途 理学研究科２号館４１８ 体験から学ぶ超伝導 藤原直樹他 総人１１０２ 基礎演習：地理情報 小方　登 学術情報メディア３０３

地球と生命の起源と進化  小松直樹他 総人１１０２ 課題演習：物質の構造と機能（月３・４/火３・４） 杉山雅人他 ３号館１０３ 自然史演習（通年） 瀬戸口・阪口 ２号館４０３ 分子細胞生物学演習（通年） 土屋　徹 総人１Ｂ０８
社会心理学（社会・集団・家族心理学） 永田素彦 教育院棟講義室31 人間形成史論 石岡　学 総人１Ｂ０５ 動態映画文化論ＩＩＡ 松田英男 総人１１０２ 制度・生活文化史演習Ａ 田邊玲子 総人１１０４ 動態映画文化論IＡ 木下　千花 総人１１０２

計算と位相 立木秀樹 総人１４０１ 社会心理学演習Ａ 永田素彦 総合館東南棟２０７ 哲学・文化史I   戸田剛文 共北３５ 基礎演習：ジェンダー論 石岡　学  共北３Ｂ
言語機能論 守田貴弘 共北３３ 人間形成論演習Ａ 倉石一郎 人環棟３３３ 人間実践論演習I 佐藤義之 人環棟２３３ 基礎演習：社会心理学 永田　素彦 共北３Ａ

英語学習指導論 中森誉之 共東２２ 比較経営組織論Ａ 林田　修 総人１１０２ 数理現象論Ａ 清水扇丈 総人１４０１ 言語教育政策論演習 西山教行 総合館東南棟４０２ 基礎演習：哲学 戸田　剛文 総人１１０３
国際関係論IA 齋藤嘉臣 総人１Ｂ０６ 基礎演習：心の発達ゼミ 船曳康子 総合館南棟２１６ 認知・行動科学実験 I（認知科学実験） 齋木潤他 総人１１０３ 基礎演習：視覚科学 齋木　潤 １共２２
国際関係論IIA 新井　京 総人１２０７ 神経機能論実験B（３・４限） 細川・前川 医構内先端棟５０５ プログラミング演習（Lisp）（４・５限） 櫻川貴司 総人１２０６ 脳情報学ゼミA  神谷　之康 医学部構内

中国社会論IA 辻　正博 総合館南棟４７５ 社会統計論Ａ 金子治平 総人１Ｂ０９ 先端科学研究棟501

日本語学・日本文学IVA 岸本恵実 文学部第4講義室 多文化社会論IＡ 土屋由香 人環棟２３３ 文明構造論演習IIIＡ 細見和之 総人１Ｂ０８ 基礎演習：国際政治論 齋藤　嘉臣 共北３Ｃ
書論・書写演習A 長谷川千尋 総人１１０４ 社会経済システム論IA 柴山桂太 ４共１１ 国際関係論演習IA 齋藤嘉臣 総人１３０６ 基礎演習：社会経済システム論 柴山　桂太 総人１３０６

国際文明学入門Ａ 江田憲治他 総人１１０２ ユーラシア文化複合論Ａ 帯谷知可 総人１３０６ 国家・社会法システム論演習IIA 小畑史子 総人１４０２ 国家・社会法システム論IIA 小畑史子 総人１Ｂ０６ 日本語学・日本文学演習IIIA 須田　千里 総人１１０４
環境構成論IV 中嶋節子 人環棟４３３ 日本語学・日本文学IIA 長谷川千尋 総人１Ｂ０５ 西欧近現代表象文化論IIIＡ 家入葉子 総合研究２号館８講義室 西欧古代・中世表象文化論IA 中畑　正志 文学部校舎第６講義室

東アジア比較芸能論演習Ａ 赤松紀彦 総合館東南棟１０１ 中国社会論演習IA 辻　正博 総合館南棟４７５ 日本語学・日本文学IIIA 須田千里 総人１２０７
物質構造論 田部勢津久 総人１Ｂ０７ 現代社会論演習IA 広井良典 総人１Ｂ０８
生物適応変異論II 瀬戸口浩彰 ２号館生物実習室１ 東アジア文化交渉論A 太田　出 総人１１０４ 文化人類学方法Ａ 風間計博 人環棟４２８ 基礎演習：文化人類学調査法 風間　計博 1共23
量子力学II 藤原直樹 総人１Ｂ０８ 文化人類学演習Ａ 風間計博 人環棟４３３

自然史特論（通年） 加藤真他 ２号館３０３ 計算地球物理学入門 酒井　敏 ２号館４１２ 課題演習：地球科学A（３・４限） 石川尚人他 ２号館４１２
分子構造機能論演習A 津江・高橋 総人１Ｂ０９ 量子力学演習（３・４限） 木下・小山田 総人１Ｂ０７ 自然史演習（通年） 宮下　英明 総人１４０２
体育実技IV（フットサル・サッカー）  久代恵介 体育館メインフロア

創造ルネッサンス論Ａ 岡田温司 総合館東南棟４０９ 精神病理学・精神分析学演習Ａ 松本卓也 人環棟２３３ ドイツ文芸表象論講読Ａ 松波　烈 総人１３０４
精神保健福祉概論（関係行政論） 船曳康子 共南２１ 人間行動論 柴田　悠 共北３１

人間形成史論演習Ａ 石岡　学 人環棟３２２ 脳情報学 神谷之康 医学部構内・先端科学研究棟

自己存在論I 安部　浩 共西１２ 1F大セミナー室
認識人間学I 青山拓央 共北３８ 英米文芸表象論演習IIＡ 水野尚・廣野・小島 各教員研究室

精神分析I 松本卓也 ４共３０ 英米文芸表象論講読IIＡ 西山けい子

言語認知論 谷口一美 共北２５ 数理科学論講究（通年）
人間科学系 文明構造論IVA 大川　勇 総合館東南棟４０２ 文明構造論IA 江田憲治 総人１３０６ 文明構造論IIA 江田憲治他 総人１３０６ 公共政策論演習IIIA 宇佐美誠 総合研究５号館大講義室

認知情報学系 多文化社会論IIＡ 藤岡真樹 総人１３０４ 公共政策論演習IIA 浅野耕太 総人１１０４ 中国社会論IIA 藤井律之 総人１Ｂ０７ 自然科学特別ゼミナールIIA
国際文明学系 国家・社会法システム論演習IA 那須耕介 総人１１０３ 日本歴史文化論IIA 元木泰雄 総人１Ｂ０９ 地球科学演習Ｃ 酒井敏他 ２号館４１２

文化環境学系 日本歴史文化論IA 吉江　崇 総人１Ｂ０９ 西欧近現代表象文化論IIA 池田寛子 総合館南棟２１６ 総合フィールド演習 杉山雅人他

自然科学系 日本語学・日本文学IA 佐野　宏 総合館東南棟１０１ 中国文化論演習IIA 道坂昭廣 総合館東南棟４０９ 分子細胞生物学演習（通年） 千坂・吉村

欧米歴史社会論演習IIＡ 合田昌史 共北３C 基礎演習：日本列島弧の自然と生物多様性 加藤　真

日本歴史文化論演習IIA 元木泰雄 総合館南棟４２９ 基礎演習：植物野外実習（高山植物の観察） 瀬戸口・阪口

中国文字文化論 松江　崇 共西３２ 体育実技V（野外キャンプ種目） 北尾岳夫

基礎演習：社会人類学調査法 岩谷彩子 共北3A 地域空間論演習Ⅰ 小島泰雄 人環棟４３７
東アジア比較思想論演習Ａ 小倉紀蔵 総合館南棟２１６

環境構成論特別演習A（隔週　２・３限） 中嶋節子他 人環棟４３３
分子構造論 小松直樹 総人１Ｂ０８
物性物理学ＩＩ 高木紀明 総人１２０７ 物質分析論 杉山雅人 総人１Ｂ０８
自然史演習（通年） 加藤真・市岡 ２号館４０３
近代芸術論演習Ａ 上村　博 総人１１０４ 創造行為論演習Ａ 武田宙也 ４共２５ 人間行動論演習Ａ 柴田　悠 総合館北棟4114 社会情報論 吉田　純 総人１１０２
ヒストリー・オブ・アイディアズ演習Ｂ 多賀　茂 総人１１０３ 精神病理学・精神分析学（障害者・障害児心理学）  松本卓也 人環棟３２３ 社会情報論演習Ａ 吉田　純 共北３Ａ 基礎演習：教育・社会・国家 倉石一郎 人環棟５３５
グループ・ダイナミックス（産業・組織心理学）  宮本　匠 情報メ地下講義室 心理学概論 永田素彦他 総人１１０２ 自己存在論演習I 安部　浩 人環棟３３３ 基礎演習：社会学Ｉ 柴田　悠 共北３Ａ

言語・数理情報科学入門 河崎靖他 総人１１０２ 英米文芸表象論演習IＡ 水野尚之 総人１３０６ 認識人間学演習I  青山拓央 人環棟４３３ 基礎演習：倫理学 佐藤義之 吉田国際交流会館南講義室3

情報数学I 山田修司 １共０１ 実解析Ａ 足立匡義 総人１４０１ 日本語教育論 Ｉ 牲川波都季 総人１Ｂ０８ 基礎演習：西洋思想史 安部　浩 教育院棟演習室21

生活習慣と生体機能障害（人体の構造と機能及び疾病） 林　達也 教育院棟講義室31 機械学習の基礎  櫻川貴司 総人１２０６ 言語科学ゼミナールIII 河崎　靖 人環棟２３３ 基礎演習：現代思想と精神分析  松本卓也 共北３Ｄ
情報処理の方法と演習Ｂ 櫻川貴司 総人１２０６ 認知心理学 I （知覚・認知心理学） 齋木　潤 教育院棟講義室32 言語構造論 藤田耕司 総合館南棟３３４

分子運動医科学ゼミ 林　達也 総人１３０４ 社会経済システム論IIIB 大黒弘慈 総人１１０３
言語比較論演習 西脇麻衣子 人環棟３３３ 社会経済システム論演習IIIA 大黒弘慈 総人１１０３ 基礎演習：日本古代･中世政治文化論I 吉江　崇 共北１２
契約関係原理論 高橋　眞 総人１Ｂ０８ 日本歴史文化論演習IA 吉江　崇 総合館南棟４７５ 西欧近現代表象文化論演習IIA 池田寛子 共北３Ｂ 基礎演習：日本古代･中世政治文化論II 元木泰雄 共北３Ｂ
社会人類学演習Ａ 岩谷彩子 総人１２０７ 地域空間論IIＢ 山村亜希 人環棟４３３ 比較パラダイム文明論演習Ａ 中筋　朋 総人１３０４ 基礎演習：日本近代文学 須田千里 教育院棟演習室22

東アジア比較思想論Ａ 小倉紀蔵 総人１Ｂ０７ 社会人類学方法Ａ 岩谷彩子 総人１２０７
ポストコロニアル思想文化論Ａ 岡　真理 総人１Ｂ０6 基礎演習：歴史地理学 山村亜希 人環棟４３７

物質機能論 内本喜晴 総人１３０６ 自然科学入門 阪上雅昭他 総人１１０２ 課題演習：生物学（通年/３・４限） 加藤真他 総合館生物実習室 体育実技III（体操種目） 金　尚憲 体育館地下
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英米文芸表象論講読ＩＢ 小島基洋 共北３６ ドイツ文芸表象論演習Ｂ 奥田　敏広 総人１４０２ 創造行為論演習Ｂ 武田宙也 ４共２５
人文科学研究方法論演習Ｂ 清家　理 総人１１０３ 人間実践論II 佐藤　義之 共東４１ ドイツ文芸表象論講義B 奥田敏広 総人１Ｂ０９

創造ルネッサンス演習Ｂ 岡田　温司 総合館東南棟４０２

運動のしくみ 久代恵介 共北３６ 神経生理学の基礎 細川　浩 総人１Ｂ０５ スポーツ心理学 久代　恵介 ４共３０
記憶神経科学ゼミＢ 月浦　崇 総人１２０７ 視覚認識論ゼミＢ 齋木　潤 人環棟２３３

日本語学・日本文学演習IIB 長谷川　千尋 総合館南棟３３４ 日本語学・日本文学VB 奥村和美 文学部第５講義室

社会経済システム論演習IB 柴山桂太 総人１１０４ 西欧近現代表象文化論演習IIIＢ 水野　眞理 総合館南棟２１６

公共政策論演習IＢ 佐野　亘 人環棟３３１
近代芸術論Ａ 並木誠士 共西３２
細胞生理学ゼミＢ 石原昭彦 共西１２
神経心理学 II （神経・生理心理学） 月浦　崇 ４共３０ 環境構成論実習II（隔週３・４限） 小野健吉 総人１Ｂ０６ アラビア語原書講読演習 岡　真理 総人１１０３ ポストコロニアル思想文化論演習Ｂ 岡　真理 総人１１０３
文化環境学入門Ｂ 太田出他 総人１１０２ 分子反応論 藤田健一 総人１１０３ 課題演習：分子の構造と機能（月３・４／火３・４） 小松直樹他 ３号館１０３
分子細胞生物学特論 （通年） 宮下英明他 総人１３０４ 地球科学演習Ｂ 酒井敏他 ２号館４１２ 課題演習：（物理科学）光電子分光（３・４限） 吉田・大槻 総人１３０６ 統計力学 森成隆夫 ２号館３２５

英米文芸表象論講義Ｂ 廣野由美子 共北３６ 哲学・文化史演習II 戸田剛文 総人１３０４
生命倫理学 清家　理 総人１Ｂ０７ 舞台芸術論演習Ａ  桑山智成 人環棟４３３

Psychoanalysis II TAJAN，Pierre 共西０２
認知・行動科学入門 小村豊他 総人１１０２ 英語コミュニケーション論 Ｍ．ピーターソン 総合館南棟１２３ 学部特殊講義ＩＢ（総合人間学としての精神分析） 上尾真道 総人１Ｂ０７
運動の生理学 神崎素樹 教育院棟講義室31 数理現象論Ｂ 上木直昌 総人１４０１

運動制御ゼミB 神崎素樹 人環棟２０６ システム脳科学演習  小村　豊 総合館東南棟１０１

中国古典講読論B 道坂昭廣 １共３３ 日本語学・日本文学演習IB 佐野　宏 総合館南棟３３４ 日本古典講読論II 長谷川千尋 総人１Ｂ０５ 脳と心の生物学B 小村　豊 総合館東南棟１０１

国家・社会法システム論IIIB 見平　典 総人１１０４ 西欧近現代表象文化論演習IVB 桂山康司 総人１Ｂ０６
国家・社会法システム論演習IIIB 見平　典 総人１４０２ 国家・社会法システム論IIB 小畑史子 総人１Ｂ０６
欧米歴史社会論IB 合田昌史 共北３C 西欧近現代表象文化論IVB 桂山康司 総人１１０３

文化交渉複合論Ｂ 勝又直也 総人１４０２ 地域空間論IIIＢ 小方　登 人環棟４３７ 日本語学文献講読論II 佐野　宏 総合館南棟３３４

生態人類学演習Ｂ 山越　言 総人１２０７ 文化交渉複合論演習Ｂ 勝又直也 総人１Ｂ０８
環境構成論実習III 増井正哉 人環棟４３３ 社会人類学演習Ｂ 岩谷彩子 総人１１０３
課題演習：分子の構造と機能（月３・４／火３・４） 小松直樹他 ３号館１０３
課題演習：（物理科学）物理の基礎B 阪上雅昭 ２号館３１９ 生体分子機能論II 宮下英明 総人１２０７

物質構造機能論演習Ｄ 梶井・坂本 総人１Ｂ０８ 自然史演習（通年） 西川完途 理学研究科２号館４１８号室 自然史演習（通年） 瀬戸口・阪口 ２号館４０３ 分子細胞生物学演習（通年） 土屋　徹 総人１Ｂ０８
社会心理学（社会・集団・家族心理学） 永田素彦 教育院棟講義室31 人間形成論 倉石一郎 人環棟５３５ 社会心理学演習Ｂ 永田素彦 総合館東南棟２０７ 制度・生活文化史演習Ｂ 田邊玲子 総人１１０４

動態映画文化論演習ＩＩＢ 松田英男 総人１１０２ 哲学・文化史II  戸田剛文 共北３５
人間形成論演習Ｂ 倉石一郎 人環棟５３５ 人間実践論演習II   佐藤義之 人環棟２３３

英語統合技能論 中森誉之 共東２２ 言語科学ゼミナールII  守田貴弘 総合館南棟３３４ 関係発達論演習Ｂ 大倉得史 人環棟３２３ 視覚科学実験 齋木・山本 総人１３０４ 人工知能  DE BRECHT，Matthew 総人１Ｂ０６
精神病理学II（精神疾患とその治療） 松本卓也 ４共２１ 言語認知論演習 谷口一美 総合館南棟３３４ 脳情報学ゼミB  神谷之康 医学部構内

国際文明学入門Ｂ 須田千里他 総人１１０２ 国際関係論IB 齋藤嘉臣 総人１Ｂ０６ 言語教育政策論 西山教行 総合館南棟２１６ 先端科学研究棟501

中国社会論IB 辻　正博 総合館南棟４７５ 社会経済システム論IB 柴山桂太 ４共１１
日本語学・日本文学IVB 岸本恵実 文学部第4講義室 多文化社会論演習IA 土屋由香 共南２１６ 文明構造論演習IIIＢ 細見和之 総人１Ｂ０８ 欧米歴史社会論IIB 佐々木博光 総人１Ｂ０８
書論・書写演習B 長谷川千尋 総人１１０４ 国家・社会法システム論演習IIB 小畑史子 総人１４０２ 国際関係論演習IB 齋藤嘉臣 総人１３０６ 日本語学・日本文学演習IIIB 須田千里 総人１１０４

国家・社会法システム論IA  那須耕介 総人１１０３ 西欧近現代表象文化論IIIＢ 家入葉子 総合研究２号館８講義室 西欧古代・中世表象文化論IB 中畑正志 文学部校舎第６講義室

東アジア比較芸能論Ｂ 赤松紀彦 総合館東南棟１０１ 地域空間論Ⅳ 松田隆典 人環棟４３７ 現代社会論演習IB 広井良典 総人１Ｂ０８ 日本語学・日本文学IIIＢ 須田千里 総人１２０７
東アジア比較芸能論演習Ｂ 赤松紀彦 総合館東南棟１０１ 日本語学・日本文学IIＢ 長谷川千尋 総人１Ｂ０５
環境構成論実習IV 中嶋節子 人環棟４３３ 中国社会論演習IB 辻　正博 総合館南棟４７５

生物多様性・生態学 加藤・市岡 ２号館３０３ 地域空間論演習III 小方　登 人環棟４３７ 文化人類学方法Ｂ 風間計博 人環棟４３３
生物適応変異論I  西川完途 ２号館３０３ 東アジア文化交渉論B 太田　出 総人１１０４
分子構造機能論演習Ｂ 廣戸・新林 総人１Ｂ０９ 文化人類学演習Ｂ 風間計博 人環棟４３３ フロンティア化学 藤田健一他 総人１Ｂ０７

自然史特論（通年） 宮下英明他 ２号館３０３ 物質構造機能論演習Ｂ 田部・上田 総人１Ｂ０８ 課題演習：地球科学B（３・４限） 小木曽哲他 ２号館４１２ 自然史演習（通年） 宮下英明 総人１４０２
社会調査のための統計学 溝口佑爾 総人１Ｂ０５ 創造ルネッサンス論Ｂ 岡田　温司 総合館東南棟４０９ 精神病理学・精神分析学演習Ｂ 松本卓也 人環棟３３３ ドイツ文芸表象論講読Ｂ 松波　烈 総人１３０４

人間形成史論演習Ｂ 石岡　学 人環棟３２２
自己存在論II 安部　浩 共西１２
認識人間学II 青山　拓央 共北３８
精神分析II 松本　卓也 ４共３０ 脳情報学演習 神谷之康 医学部構内先端科学研究棟

精神保健福祉概論（関係行政論） 船曳　康子 共南２１ 言語機能論演習 服部　文昭 総人１３０４ 1F大セミナー室 英米文芸表象論演習IIＢ 水野尚・廣野・小島 各教員研究室
心の発達と問題行動の理解（司法・犯罪心理学） 船曳　康子 共南２１ メディア・スタディーズＢ 河田学他

文明構造論IVB 大川　勇 総合館東南棟４０２ 文明構造論IB  江田憲治 総人１３０６ 文明構造論IIB 大川勇他 総人１３０６ 動態映画文化論演習IＢ 堀　潤之

国家・社会法システム論演習IB 那須　耕介 総人１１０３ 日本歴史文化論IIB 元木泰雄 総人１Ｂ０９ 中国社会論IIＢ 藤井律之 総人１Ｂ０７ 数理科学特論II 宮部賢志 総人１４０１
日本歴史文化論IB 吉江　崇 総人１Ｂ０９ 中国文化論演習IIB 道坂昭廣 総合館東南棟４０９ 数理科学論講究（通年）
日本語学・日本文学IＢ 佐野　宏 総合館東南棟１０１ 公共政策論演習IIIB 宇佐美誠

欧米歴史社会論演習IIＢ 合田　昌史 共北３C 分子細胞生物学演習（通年） 千坂・吉村

日本歴史文化論演習IIB 元木　泰雄 総合館南棟４２９ 学部特殊講義IVA 梶丸　岳 総人１Ｂ０９ 自然科学特別ゼミナールI
中国書誌論 松江　崇 共西３２ 学部特殊講義IVＢ 藤原　学 総人１２０７ 自然科学特別ゼミナールIIB
東アジア比較思想論演習Ｂ 小倉　紀蔵 総合館南棟２１６

東アジア文化交渉論演習B 太田　出 総人１３０６
環境構成論特別演習B（隔週２・３限） 中嶋・増井 人環棟４３３ 言語科学ゼミナールI 壇辻正剛 情報メディア南４階セミナー室

量子力学I 木下　俊哉 総人１２０７
細胞生物学Ｂ 吉村　成弘 総人１１０３ 自然史演習（通年） 加藤・市岡 ２号館４０３

近代芸術論演習Ｂ 前川　修 総人１１０４ 自己存在論演習II 安部　浩 人環棟３３３ 人間行動論演習Ｂ 柴田　悠 総合館北棟4114 人間存在論特別演習 佐藤義之他 総人１３０４
英米文芸表象論演習IＢ 水野尚之 総人１３０６ 創造行為論講読演習 武田宙也 ４共２５ 社会情報論演習Ｂ 吉田　純 共北３Ａ

情報数学II 山田修司 １共０１ ヒストリー・オブ・アイディアズA 多賀　茂 総人１１０３ 認識人間学演習II  青山拓央 人環棟４３３
生活習慣と生体機能障害（人体の構造と機能及び疾病） 林　達也 教育院棟講義室31 心理学研究法 齋木潤他 総人１１０２
プログラミング演習（Haskell）（１・２限） 新井　潤 総人１２０６ 認知心理学 II （知覚・認知心理学） 齋木　潤 教育院棟講義室32 神経生理学基礎演習 細川　浩 学術情報メディア２０３

応用運動医科学ゼミ 林　達也 総人１３０４ 言語構造論演習 藤田耕司 総合館南棟３３４

実解析Ｂ 足立匡義 総人１４０１ 公共政策論基礎ゼミナールIIＢ 浅野耕太 人環棟３３１
公共政策論Ｉ 佐野　亘 共北２８

人間科学系 公共政策論ＩI 浅野耕太 共北３１ 日本歴史文化論演習IB 吉江　崇 総合館南棟４７５ 社会経済システム論演習IIIB 大黒弘慈 総人１１０３
認知情報学系 公共政策論演習IIB 浅野耕太 総人１３０６
国際文明学系 東アジア比較思想論Ｂ 小倉紀蔵 総人１Ｂ０７ 地域空間論演習II 山村亜希 人環棟４３７ 西欧近現代表象文化論演習IIＢ 池田寛子 共北３Ｂ
文化環境学系
自然科学系 課題演習：生物学（通年/３・４限） 土屋徹他 総合館生物実習室 比較パラダイム文明論演習Ｂ 中筋　朋 総人１３０４

分野を横断する自然科学 吉田寿雄他 総人１１０２ 物理数学演習（３・４限） 吉田鉄平他 総人１Ｂ０７ 社会人類学方法Ｂ 岩谷彩子 総人１２０７
物質構造機能論演習Ｃ 内本喜晴 総人１Ｂ０８ 基礎物理学演習（３・４限） 森成・渡邊 総人１Ｂ０９

木

1 2 3 4 5

総合人間学部
平成31(2019)年度

後期

52 3 4

訂正・変更は
随時ＫＵＬＡＳＩＳに掲載します

金
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木

金

月

火

水

後期集中講義等


