
令和４年６月２３日現在（更新）

1

哲学史演習 X 現代哲学研究 I 森川　輝一

９月１２日（月）　２～４限
９月１３日（火）　２～４限
９月１４日（水）　２～４限
９月１５日（木）　２～４限
９月１６日（金）　２～４限

対面
B-101

～８月２６日（金）１７：００まで https://forms.office.com/r/WSeJ6m2K6M

2

倫理学基礎論講義 V、VA、VB 西洋倫理学特論V, VA,、VB 田坂　さつき 前期集中 未定 受付期間前 https://forms.office.com/r/f52wQLtCxU

3

倫理学基礎論講義Ⅶ、ⅦＡ、ⅦＢ 西洋倫理学特論Ⅶ、ⅦＡ、ⅦＢ 宮村　悠介

９月２６日（月）　３～５限
９月２７日（火）　２～５限
９月２８日（水）　２～５限
９月２９日（木）　２～５限

対面
B-101

～９月９日（金）１７：００ https://forms.office.com/r/1F8ZgsgvXe

4

インド哲学史演習Ⅲ、ⅢＡ、ⅢＢ インド古代思想研究Ⅰ、ⅠＡ、ⅠＢ 生野　昌範

７月２５日（月）　４～５限
７月２６日（火）　２～５限
７月２７日（水）　２～５限
７月２８日（木）　２～４限
７月２９日（金）　２～３限
※都合により、７月２５日から２９日
へ変更されました。

印哲研究室 ～７月１１日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/XRGUgzY9m9

5

芸術文化論Ⅲ、ⅢA、ⅢB 東洋美術史特論Ⅹ、ⅩA、ⅩB
山本　聡美
髙岸　輝

８月２２日（月）　３～５限
８月２３日（火）　３～５限
８月２４日（水）　３～５限
８月２６日（金）　３～５限
８月２７日（土）　３～５限

対面
A-105

～８月５日（金）１７：００ https://forms.office.com/r/fa2DNfSRKA

6

ヨーロッパ史学講義Ⅷ、ⅧA、ⅧB ヨーロッパ史学特論Ⅷ，ⅧA、ⅧＢ 中澤　達哉

８月３０日（火）　４～５限
８月３１日（水）　２～５限
９月　１日（木）　２～５限
９月　２日（金）　２～５限
※残りの1限については、期間中に
課題を与え、それに取り組ませる。

対面
B-101

～８月１０日（水）１７：００
★8/11～8/16が本学一斉休業のた
め。

https://forms.office.com/r/Cn0KHbwHus

7

イスラム史学演習 VII、VIIA、VIIB 小笠原　弘幸 前期集中 オンライン 受付期間前 https://forms.office.com/r/iu7WmNA7kn

8

国文学講義Ⅵ 日本文学特論Ⅱ 谷　知子

８月２９日（月）　１～４限
８月３０日（火）　１～４限
８月３１日（水）　１～４限
９月　１日（木）　１～３限

対面
A-118

～８月１０日（水）１７：００
★8/11～8/16が本学一斉休業のた
め。

https://forms.office.com/r/BpkADiupzT

9

国語学演習Ⅲ 日本古代語史研究Ⅰ 小柳　智一
８月　８日（月）　１～５限
８月　９日（火）　１～５限
８月１０日（水）　１～５限

対面
国文演

～７月２２日（金）１７：００ https://forms.office.com/r/yXcziJvZ0u

10

英語学講義 VI 英語学特論 VII 岡崎　正男

９月２７日（火）　２～５限
９月２８日（水）　２～５限
９月２９日（木）　２～５限
９月３０日（金）　２～４限

対面
A-118

～９月１２日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/pX1spE4FnM

11

フランス文学講義ⅩⅣ フランス文学特殊研究Ⅶ 鳥山　定嗣

９月２６日（月）　２～４限
９月２７日（火）　２～４限
９月２８日（水）　２～４限
９月２９日（木）　２～４限
９月３０日（金）　３～５限
※都合により、1日追加されました。

対面
仏文学演習室

～９月１２日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/b4wd7qf86v

12

フランス文化論 冨田　高嗣 前期集中
対面
仏文学演習室

受付期間前 https://forms.office.com/r/3sBwy13Ezk

13
地理学演習Ⅰ 寺床　幸雄

集中講義は9月に実施予定。日程に
ついては追って受講生と相談する。

対面 ～８月１９日（金）１７：００ https://forms.office.com/r/JVwcPDMUBs

14
地理学実習 III 遠城　明雄 前期集中 対面 教員でとりまとめ予定 ―

15

地理学講義ⅩⅣ 社会経済地理学特論Ⅳ 関戸　明子
９月２６日（月）　１～５限
９月２７日（火）　１～５限
９月２８日（水）　１～５限

対面
B-103

～９月１２日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/708vgY8y8K

16

自然地理学講義Ⅰ 黒木　貴一
８月１０日（水）　１～５限
８月１１日（木）　１～５限
８月１２日（金）　１～５限

対面
B-101

～７月２６日（火）１７：００ https://forms.office.com/r/XETnCZzdTC

17

心理学講義Ⅷ（司法・犯罪心理学） 大上　渉

8月16日（火）　1～4限
8月17日（水）　1～4限
8月18日（木）　1～4限
8月19日（金）　2～4限

対面
D-105

～８月２日（火）１７：００ https://forms.office.com/r/Wu4Znmgn64

18

環境心理学講義 I （社会・集団・家族心
理学）

教育学部 前期集中 -
開講日程等含め、教育学部HPで情
報公開予定（教育学部HPを随時確認
すること）

-

19
人体の構造と機能及び疾病 教育学部 前期集中 -

開講日程等含め、教育学部HPで情
報公開予定（教育学部HPを随時確認
すること）

-

20
心理実習 教育学部 前期集中 -

開講日程等含め、教育学部HPで情
報公開予定（教育学部HPを随時確認
すること）

-

21

文化人類学講義Ⅳ 近藤　祉秋
８月1４日（日）　1～５限
８月1５日（月）　1～５限
８月1６日（火）　1～５限

対面
A-117

～７月２９日（金）１７：００ https://forms.office.com/r/wvJQLwgebF

22

社会学講義Ⅶ 吉武　理大

８月８日（月）　２～５限
８月９日（火）　２～５限
８月１０日（水）　２～５限
８月１１日（木）　２～４限

オンライン ～７月２５日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/TUeK5bxjKw

23
社会学講義 XI 　横田　尚俊 前期集中→後期集中 未定 後期に通知 ―

24

人間科学統計入門

８月２２日（月）　１～４限
８月２３日（火）　１～４限
８月２４日（水）　１～４限
８月２５日（木）　１～３限

対面
E-105

～８月８日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/2fS6h5vnxZ

25

西洋古典学講義Ⅲ 西洋古典文学特論Ⅳ 佐野　好則

７月４日（月）　１～４限
７月５日（火）　１～４限
７月６日（水）　２～４限
７月７日（木）　１～４限

オンライン 受付終了 受付終了

26
博物館教育論 米元　史織　他 5月21日～（別途掲示参照） （別途等指示あり） 受付終了 受付終了

27
博物館展示論 中西　哲也　他 前期集中 未定 受付期間前 https://forms.office.com/r/6CdfDjQ2Wp

28

情報サービス実習Ⅰ
（2020年度以前入学生までの開講科目）

兵藤　健志

９月５日（月）　２～４限
９月６日（火）　２～４限
９月７日（水）　２～４限
９月８日（木）　２～４限
９月９日（金）　２～４限

対面
中央図書館きゅう
とコモンズ

～８月２２日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/u014U3gmQR

履修登録締切日

登録のためのFormsのURL
【以下のURLをクリックし、

必要事項を入力し、送信。】
※受付期間前のURLは、登録できません。

令 和 ４ 年 度　前期 集中講義　開講予定 

履修登録締切日17時まで、各FormsのURLより登録できます。前回掲示から更新した科目及び日程を修正された科目等を朱書きしております。

番号

　　　　　学部授業科目★

★科目登録の際の留意事項：
2020年度以前入学生は、A,Bがついてい
ない科目（2単位科目）で登録します。
2021年度以降の入学生は、A,Bの科目
（1単位科目）で履修登録します。なお、
A,B科目は、特段の記載が無い限り、A、
B両方とも履修登録しますので、いずれ
か一方を履修する場合は、登録の際に
その旨記入ください。

　　　　大学院授業科目★

★科目登録の際の留意事項：
2020年度以前入学生は、A,Bがついて
いない科目（2単位科目）で登録します。
2021年度以降の入学生は、A,Bの科目
（1単位科目）で履修登録します。なお、
A,B科目は、特段の記載が無い限り、
A、B両方とも履修登録しますので、いず
れか一方を履修する場合は、登録の際
にその旨記入ください。

非常勤講師氏名
（敬称略）

開講日
（随時更新）

更新分を赤字

開講方法
及び教室

（Moodle等で返
答などの周知
があることもあ
るので注意する

こと）

https://forms.office.com/r/WSeJ6m2K6M
https://forms.office.com/r/f52wQLtCxU#
https://forms.office.com/r/1F8ZgsgvXe#
https://forms.office.com/r/XRGUgzY9m9#
https://forms.office.com/r/fa2DNfSRKA#
https://forms.office.com/r/Cn0KHbwHus#
https://forms.office.com/r/iu7WmNA7kn#
https://forms.office.com/r/yXcziJvZ0u#
https://forms.office.com/r/pX1spE4FnM#
https://forms.office.com/r/b4wd7qf86v#
https://forms.office.com/r/3sBwy13Ezk#
https://forms.office.com/r/JVwcPDMUBs#
https://forms.office.com/r/708vgY8y8K#
https://forms.office.com/r/XETnCZzdTC#
https://forms.office.com/r/Wu4Znmgn64#
https://forms.office.com/r/wvJQLwgebF#
https://forms.office.com/r/TUeK5bxjKw#
https://forms.office.com/r/2fS6h5vnxZ#
https://forms.office.com/r/6CdfDjQ2Wp#
https://forms.office.com/r/u014U3gmQR#


履修登録締切日

登録のためのFormsのURL
【以下のURLをクリックし、

必要事項を入力し、送信。】
※受付期間前のURLは、登録できません。

番号

　　　　　学部授業科目★

★科目登録の際の留意事項：
2020年度以前入学生は、A,Bがついてい
ない科目（2単位科目）で登録します。
2021年度以降の入学生は、A,Bの科目
（1単位科目）で履修登録します。なお、
A,B科目は、特段の記載が無い限り、A、
B両方とも履修登録しますので、いずれ
か一方を履修する場合は、登録の際に
その旨記入ください。

　　　　大学院授業科目★

★科目登録の際の留意事項：
2020年度以前入学生は、A,Bがついて
いない科目（2単位科目）で登録します。
2021年度以降の入学生は、A,Bの科目
（1単位科目）で履修登録します。なお、
A,B科目は、特段の記載が無い限り、
A、B両方とも履修登録しますので、いず
れか一方を履修する場合は、登録の際
にその旨記入ください。

非常勤講師氏名
（敬称略）

開講日
（随時更新）

更新分を赤字

開講方法
及び教室

（Moodle等で返
答などの周知
があることもあ
るので注意する

こと）

29

情報サービス実習Ⅱ
（2020年度以前入学生までの開講科目）

兵藤　健志

９月１２日（月）　１～３限
９月１３日（火）　１～３限
９月１４日（水）　１～３限
９月１５日（木）　１～３限
９月１６日（金）　１～３限

対面
D-106

～８月２９日（月）１７：００ https://forms.office.com/r/8ECKF4tncp

30

情報資源組織実習Ⅰ
（2020年度以前入学生までの開講科目）

井ノ上　俊哉

９月２６日（月）　１～４限
９月２７日（火）　１～４限
９月２８日（水）　１～４限
９月２９日（木）　１～３限

対面
D-105

～９月５日（月）１７：００
★講師が指定する締切

https://forms.office.com/r/qdLFRNhsxS

31

情報資源組織実習Ⅱ
（2020年度以前入学生までの開講科目）

井ノ上　俊哉

８月２２日（月）　１～４限
８月２３日（火）　１～４限
８月２４日（水）　１～４限
８月２５日（木）　１～３限

対面
D-105

～７月２５日（月）１７：００
★講師が指定する締切

https://forms.office.com/r/x90UbMijs6

32
Japanese Humanities Research in Situ

CARTER
VAN GOETHEM

前期集中 未定
WEB履修登録期間に登録するこ
と

WEB履修登録期間に登録すること

33

International Humanities IX Hao Xiaoyang ７月から８月に実施予定（調整中）
対面
未定 受付期間前 https://forms.office.com/r/czM7u0SuyX

34

言語学・応用言語学講義 X、XA、XB 太田　真理

7月26日（火）
7月27日（水）
7月28日（木）
7月29日（金）
開校時限は、履修者と調整し決定。

対面
未定 ～７月８日（金）１７：００ https://forms.office.com/r/9a2KLmZuw0

当該科目のFormsの各URLによる申請してください。

＊日程変更がある場合もあるので、注意すること。

https://forms.office.com/r/8ECKF4tncp#
https://forms.office.com/r/qdLFRNhsxS#
https://forms.office.com/r/x90UbMijs6
https://forms.office.com/r/czM7u0SuyX#
https://forms.office.com/r/9a2KLmZuw0#
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