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学科特殊講義-中級韓国語Ⅰ　＜春＞ 火1 学科特殊講義-中級韓国語Ⅱ　＜秋＞ 火1 アジア文化研究-韓国・朝鮮文化A　＜春＞ 火3 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 火5 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 火5
学科特殊講義-韓国語検定Ⅰ　＜春＞ 火4 学科特殊講義-韓国語検定Ⅱ　＜秋＞ 火4 学科特殊講義-東アジアの文化交流Ⅰ　＜春＞ 金2 アジア文化学研究ＢⅢ　＜前期＞ 金1 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5
学科特殊講義-東アジアの文化交流Ⅱ　＜秋＞ 金2 アジア文化研究-韓国・朝鮮文化B　＜春＞ 金3 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 金4 国際文化学研究講義ＡⅠ　＜前期＞ 土5 比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 金4
日本語教授法の基礎　＜通期＞ 月2 日本語学概論　＜春集＞ 月3/木2 日本語文法論　＜秋集＞ 月4/木3 日本語学研究ＡⅠ　＜前期＞ 木1 日本語教育学研究ＡⅠ　＜後期＞ 木1
Japanese Studies－ヒト脳研究としての言語研究[２]　＜秋＞　※英語による講義 水2 コース基礎演習Ⅰ　02＜春＞ 水3 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞　※英語による講義 木4 日本語・日本文化学基礎研究演習　＜前期＞ 木5 日本語・日本文化学特殊研究演習　＜後期＞ 木5
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞　※英語による講義 木4 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5 日本語・日本文化学研究講義ＢⅠ　＜前期＞ 土5

比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5
スペイン語Ⅲａ＜必修０８～＞　01＜春＞ 月1 スペイン語Ⅲａ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜春＞ 月1 スペイン語Ⅳａ＜必修０８～＞　01＜秋＞ 月1 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 月5 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 月5
スペイン語Ⅳａ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜秋＞ 月1 スペイン語Ⅲｂ＜必修０８～＞　03＜春＞ 月2 スペイン語Ⅲｂ＜共通０８～／自由０８～＞　03＜春＞ 月2 ヨーロッパ文化学研究ＡⅠ　＜前期＞ 木1
スペイン語Ⅳｂ＜必修０８～＞　03＜秋＞ 月2 スペイン語Ⅳｂ＜共通０８～／自由０８～＞　03＜秋＞ 月2 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 ヨーロッパ文化研究-西洋美術入門A　＜春＞ 木4 ヨーロッパ文化研究-西洋美術入門B　＜秋＞ 木4
学科特殊講義-中級スペイン語Ⅰ　＜春＞ 木5 学科特殊講義-中級スペイン語Ⅱ　＜秋＞ 木5
コース基礎演習Ⅰ　03＜春＞ 火2 アジア文化研究-「文明の十字路」トルコの歴史 A　＜秋＞ 火2 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 アジア文化学研究ＣⅢ　＜後期＞ 金4 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 金5
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 歴史学［2］-人物でたどる中東の歴史Ⅰ　＜春＞ 金1 アジア文化研究-「文明の十字路」トルコの歴史 B　＜秋＞ 金1 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 金5 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5
思想と文化-イスラーム世界Ⅰ　＜春＞ 金2 思想と文化-イスラーム世界Ⅱ　＜秋＞ 金2 教養教育特別講義-イスラム世界の近現代　＜秋＞ 金3 比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5 国際文化学研究講義ＡⅡ　＜後期＞ 土5
歴史学［2］-人物でたどる中東の歴史Ⅱ　＜春＞ 金4
英語ⅠＢ　402＜春＞ 月1 英語ⅢＢ　402＜秋＞ 月1 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 英語運用実習Ｃ　01＜後期＞ 月2 応用言語学基礎研究演習　＜前期＞ 月5
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 コース基礎演習Ⅰ　04＜春＞ 水2 英語ⅡＢ　402＜春＞ 木2 応用言語学特殊研究演習　＜後期＞ 月5 応用言語学研究ＡⅠ　＜前期＞ 木1
英語ⅣＢ　402＜秋＞ 木2 中級英語ＯＣｂ　01＜春＞ 木3 中級英語Ｗｂ　01＜秋＞ 木3
英語ワークショップD　01＜春＞ 木5
中国語Ⅲａ＜必修０８～＞　03＜春＞ 月2 中国語Ⅲａ＜共通０８～／自由０８～＞　03＜春＞ 月2 中国語Ⅳａ＜必修０８～＞　03＜秋＞ 月2 比較文化学研究ＢⅠ　＜前期＞ 月1 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 月5
中国語Ⅳａ＜共通０８～／自由０８～＞　03＜秋＞ 月2 中国語Ⅰａ＜必修０８～＞　01＜春＞ 月3 中国語Ⅰａ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜春＞ 月3 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 月5
中国語Ⅱａ＜必修０８～＞　01＜秋＞ 月3 中国語Ⅱａ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜秋＞ 月3 コース基礎演習Ⅰ　05＜春＞ 水3
コース基礎演習Ⅱ　08＜秋＞ 水3 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 木4 学科特殊講義-中級中国語Ⅰ　＜春＞ 木5
学科特殊講義-中級中国語Ⅱ　＜秋＞ 木5
大学入門セミナーⅠ　01＜春＞ 月2 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 日本文化学研究ＢⅠ　＜後期＞ 月3
Japanese Studies-アニメにみるエコロジー　01＜春＞　※英語による講義　※遠隔授業（同時双方向型） 月5 Japanese Studies-アニメにみるエコロジー　02＜秋＞　※英語による講義　※遠隔授業（同時双方向型） 月5 世界の市民-科学と社会の関係を考える　01＜春＞ 木1
コース基礎演習Ⅱ　09＜秋＞ 木1 世界の市民-科学と社会の関係を考える　02＜秋＞ 木3 日本文化研究-科学と思想A　＜春＞ 木4
日本文化研究-科学と思想B　＜秋＞ 木4
英語ⅠＡ　131＜春＞ 月1 英語ⅡＡ　131＜秋＞ 月1 英語ⅠＡ　521＜春＞ 月2 イギリス文化学研究ＣⅠ　＜前期＞ 木1 英語圏文化学基礎研究演習　＜前期＞ 木5
英語ⅡＡ　521＜秋＞ 月2 英語文学概論A　01＜春＞ 月4 イギリス文化研究-神話・伝説・ファンタジーA　＜秋＞ 月4 英語圏文化学特殊研究演習　＜後期＞ 木5 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5
イギリス文化研究-神話・伝説・ファンタジーB　＜秋＞ 木2 英語文学概論B　01＜春＞ 木3 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 木4 比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5 英語圏文化学研究講義ＡⅠ　＜後期＞ 土5
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 木4
大学入門セミナーⅠ　02＜春＞ 火2 コース基礎演習Ⅱ　10＜秋＞ 火2 Japanese Studies-日本庭園の文化史　＜春＞ 火3 日本語・日本文化学基礎研究演習　＜前期＞ 火5 日本語・日本文化学特殊研究演習　＜後期＞ 火5
日本文化研究-交流史からみた伝統と芸術A　＜秋＞ 火3 Japanese Studies－日本文化概論[２]　＜春＞ 水2 大学入門セミナーⅠ　03＜春＞ 金2 日本文化学研究ＣⅠ　＜前期＞ 金5 日本文化史研究Ⅰ　＜後期＞ 金5
日本文化研究-交流史からみた伝統と芸術B　＜秋＞ 金2 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 金4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 金4 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5 比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5
思想と文化-表象の問題を考える　＜秋＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土4 日本語・日本文化学研究講義ＡⅡ　＜後期＞ 土5
大学入門セミナーⅠ　04＜春＞ 月2 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 月5 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 月5
教養教育特別講義-日本で働く外国人　＜秋＞ 木3 世界のメディアA　＜春＞ 木4 世界のメディアB　＜秋＞ 木4 比較文化学研究ＣⅠ　＜後期＞ 木5 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5

比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5 国際文化学研究講義ＤⅠ　＜後期＞ 土5
アメリカ文化研究-アメリカ文学史A　＜春＞　※英語による講義　※遠隔授業（同時双方向型） 水1 アメリカ文化研究-アメリカ文学史B　＜春＞　※英語による講義　※遠隔授業（同時双方向型） 水2 コース基礎演習Ⅰ　06＜春＞ 水3 英語圏文化学基礎研究演習　＜前期＞ 火5 アメリカ文化学研究ＡⅠ　＜前期＞ 金1
演習３＜Ｌ＞　＜春集＞ 金3/金4 演習４＜Ｌ＞　＜春集＞ 金3/金4 英語圏文化学研究ＢⅠ　＜前期＞ 金2 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5

英語圏文化学研究講義ＢⅠ　＜前期＞ 土5
教育実習Ⅰ　05＜春＞ 火2 教職実践演習（中・高）　05＜秋＞ 火2 英語科教育法Ⅰ　＜通期＞ 火5 英語教育研究ＡⅠ　＜前期＞ 木3 英語運用実習Ｅ　＜後期＞ 木3
英語ⅡＡ　401＜春＞　※留学希望者クラス 水1 英語ⅣＡ　401＜秋＞　※留学希望者クラス 水1 英語科教育法Ⅱ　＜通期＞ 水2 応用言語学基礎研究演習　＜前期＞ 木5 応用言語学特殊研究演習　＜後期＞ 木5
演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 木4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 木4 教育実習Ⅱ　＜秋＞ 土2 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5 比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5

応用言語学研究講義ＡⅡ　＜後期＞ 土5
韓国語Ⅰｂ＜必修０８～＞　01＜春＞ 月3 韓国語Ⅰｂ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜春＞ 月3 韓国語Ⅱｂ＜必修０８～＞　01＜秋＞ 月3 アジア文化学研究ＢⅠ　＜後期＞ 月5 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 木4
韓国語Ⅱｂ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜秋＞ 月3 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 教養教育特別講義-現代文化から学ぶ韓国語Ⅰ　＜春＞ 水2 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 木4
教養教育特別講義-現代文化から学ぶ韓国語Ⅱ　＜秋＞ 水2 韓国語Ⅰｂ＜必修０８～＞　02＜春＞ 木3 韓国語Ⅰｂ＜共通０８～／自由０８～＞　02＜春＞ 木3
韓国語Ⅱｂ＜必修０８～＞　02＜秋＞ 木3 韓国語Ⅱｂ＜共通０８～／自由０８～＞　02＜秋＞ 木3 アジア文化研究-韓国大学との共同クラスⅠ　＜春＞ 木5
アジア文化研究-韓国大学との共同クラスⅡ　＜秋＞ 木5
東洋史　02＜秋集＞ 月1/木2 中国語Ⅱａ＜必修０８～＞　05＜秋＞ 月3 中国語Ⅱａ＜共通０８～／自由０８～＞　05＜秋＞ 月3 アジア文化学研究ＡⅠ　＜後期＞ 木5
演習３＜Ｌ＞　＜秋集＞ 月4/木4

メディアリテラシー論A　＜春＞ 火2 教養教育特別講義-メディアと多様性　＜秋＞ 火3 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 火5 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 火5
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 コース基礎演習Ⅰ　07＜春＞ 水3 コース基礎演習Ⅱ　11＜秋＞ 水3 メディア文化学研究ＢⅠ　＜後期＞ 水1
大学入門セミナーⅠ　05＜春＞ 金1 メディアリテラシー論B　＜春＞ 金3 マルチメディア文化実習　＜秋集＞ 金3/金4

英語ⅠＡ　401＜春＞　※留学希望者クラス 火2 英語ⅢＡ　401＜秋＞　※留学希望者クラス 火2 中級英語Ｒａ　12＜秋＞ 火3 応用言語学基礎研究演習　＜前期＞ 火5 応用言語学特殊研究演習　＜後期＞ 火5
演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 英語ⅡＡ　402＜春＞ 水1 英語教育研究ＣⅠ　＜前期＞ 水2 英語運用実習Ｄ　＜後期＞ 水2
英語ⅣＡ　402＜秋＞ 水1 大学入門セミナーⅠ　06＜春＞ 金2 英語ワークショップB　＜秋＞ 金3
中級英語Ｒｂ　01＜春＞ 金4
大学入門セミナーⅠ　07＜春＞ 火2 Japanese Studies－日本の社会と言語[２]　＜秋＞　※英語による講義 火2 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 日本語学研究ＢⅠ　＜前期＞ 火1 日本語教育学研究ＢⅠ　＜後期＞ 火1
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 火4 日本語教授法演習　＜春集＞ 水2/金1 日本語教材・教具論A　＜春＞ 金2 日本語・日本文化学基礎研究演習　＜前期＞ 火5 日本語・日本文化学特殊研究演習　＜後期＞ 火5
日本語教材・教具論B　＜秋＞ 金2 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5 日本語・日本文化学研究講義ＢⅡ　01＜前期＞ 土5

比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5
大学入門セミナーⅠ　08＜春＞ 月2 大学入門セミナーⅡ　14＜秋＞ 月2 日本文化史A　02＜春＞ 月4
日本文化史B　02＜秋＞ 月4 コース基礎演習Ⅰ　08＜春＞ 水3 コース基礎演習Ⅱ　12＜秋＞ 水3
Japanese Studies-伝承の文化的背景　01＜春＞　※英語による講義 木1 Japanese Studies-伝承の文化的背景　02＜秋＞　※英語による講義 木1 文学［2］-説話文学を中心に　＜春＞ 木3
文学［2］-「古典」と近現代の葛藤　＜秋＞ 木3
英語ⅠＡ　111＜春＞ 月1 英語ⅡＡ　111＜秋＞ 月1 英語の音声A　＜秋＞ 月3 英語学研究ＢⅠ　＜前期＞ 月5 英語運用実習Ｂ　＜後期＞ 月5
演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 コース基礎演習Ⅰ　09＜春＞ 木1 応用言語学基礎研究演習　＜前期＞ 木5 応用言語学特殊研究演習　＜後期＞ 木5
英語ⅡＡ　411＜春＞ 木2 英語ⅣＡ　411＜秋＞ 木2 英語学概論A　01＜春＞ 木3 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5 比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5
英語学概論B　01＜秋＞ 木3 英語の音声B　＜秋＞ 木4 応用言語学研究講義ＢⅡ　＜後期＞ 土5
教養教育特別講義-現代文化から学ぶ韓国語Ⅲ　＜春＞ 火1 教養教育特別講義-現代文化から学ぶ韓国語Ⅳ　＜秋＞ 火1 大学入門セミナーⅠ　10＜春＞ 火2
韓国語Ⅰａ＜必修０８～＞　01＜春＞ 火3 韓国語Ⅰａ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜春＞ 火3 韓国語Ⅱａ＜必修０８～＞　01＜秋＞ 火3
韓国語Ⅱａ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜秋＞ 火3 コース基礎演習Ⅰ　10＜春＞ 水3 アジア文化研究-韓国大衆文化A　＜秋＞ 金2
韓国語Ⅰａ＜必修０８～＞　04＜春＞ 金3 韓国語Ⅰａ＜共通０８～／自由０８～＞　04＜春＞ 金3 韓国語Ⅱａ＜必修０８～＞　04＜秋＞ 金3
韓国語Ⅱａ＜共通０８～／自由０８～＞　04＜秋＞ 金3 アジア文化研究-韓国大衆文化B　＜秋＞ 金4
英語ⅠＢ　401＜春＞　※留学希望者クラス 月1 英語ⅢＢ　401＜秋＞　※留学希望者クラス 月1 応用言語学研究A　＜春＞　※英語による講義 月2 英語教育研究ＢⅠ　＜前期＞ 月3 英語運用実習Ａ　02＜後期＞ 月3
演習３＜Ｌ＞　＜通期＞　※英語による講義 月4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞　※英語による講義 月4 英語ⅡＢ　401＜春＞　※留学希望者クラス 木2 応用言語学研究講義ＢⅠ　＜後期＞ 土5
英語ⅣＢ　401＜秋＞　※留学希望者クラス 木2 応用言語学研究B　＜春＞　※英語による講義 木5
フランス語Ⅲｂ＜必修０８～＞　02＜春＞ 火2 フランス語Ⅲｂ＜共通０８～／自由０８～＞　02＜春＞ 火2 フランス語Ⅳｂ＜必修０８～＞　02＜秋＞ 火2
フランス語Ⅳｂ＜共通０８～／自由０８～＞　02＜秋＞ 火2 フランス語Ⅰｂ＜必修０８～＞　02＜春＞ 火3 フランス語Ⅰｂ＜共通０８～／自由０８～＞　02＜春＞ 火3
フランス語Ⅱｂ＜必修０８～＞　02＜秋＞ 火3 フランス語Ⅱｂ＜共通０８～／自由０８～＞　02＜秋＞ 火3 世界の市民-多文化社会としてのフランス　＜秋＞ 火4
コース基礎演習Ⅰ　11＜春＞ 水3 コース基礎演習Ⅱ　13＜秋＞ 水3 大学入門セミナーⅠ　11＜春＞ 金2
ヨーロッパ文化研究-フランスの言語文化と芸術B　＜秋＞ 金2 ヨーロッパ文化研究-フランスの言語文化と芸術A　＜春＞ 金4
大学入門セミナーⅠ　12＜春＞ 月1 日本語の音声[2]　＜秋＞ 月1 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 日本語学研究ＣⅠ　＜前期＞ 月2 日本語教育学研究ＣⅠ　＜後期＞ 月2
演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 月4 コース基礎演習Ⅰ　12＜春＞ 水2 日本語Ⅲａ＜必修０８～＞　01＜春＞ 木1 日本語・日本文化学論文指導演習　＜前期＞ 月5 日本語・日本文化学修士論文演習　＜後期＞ 月5
日本語Ⅳａ＜必修０８～＞　01＜秋＞ 木1 社会言語学（方言・敬意表現）　＜秋＞ 木2 日本語Ⅰａ＜必修０８～＞　01＜春＞ 木4 日本語・日本文化学基礎研究演習　＜前期＞ 木5 日本語・日本文化学特殊研究演習　＜後期＞ 木5
日本語Ⅱａ＜必修０８～＞　01＜秋＞ 木4 比較文化学研究基礎演習Ⅰ　＜前期＞ 土5 比較文化学研究基礎演習Ⅱ　＜後期＞ 土5

日本語・日本文化学研究講義ＢⅡ　02＜後期＞ 土5
英語ⅠＡ　412＜春＞ 火1 英語ⅢＡ　412＜秋＞ 火1 英語ⅠＡ　402＜春＞ 火2 英語運用実習Ａ　01＜前期＞ 金4 英語学研究ＡⅡ　＜後期＞ 金4
英語ⅢＡ　402＜秋＞ 火2 言語学概論A　＜春＞ 火4 言語学概論B　＜秋＞ 火4
コース基礎演習Ⅰ　13＜春＞ 水3 大学入門セミナーⅠ　13＜春＞ 金1 英語学概論B　02＜春＞ 金3
英語学概論A　02＜秋＞ 金3
大学入門セミナーⅠ　14＜春＞ 火2 映像メディア論B　＜秋＞ 火2 映像制作実習　＜春集＞ 火3/火4 メディア文化学研究ＣⅠ　＜後期＞ 火1 国際文化学基礎研究演習　＜前期＞ 火5
教養教育特別講義-映像を通して東南アジアの現在を知る　＜秋＞ 火4 コース基礎演習Ⅰ　14＜春＞ 金1 映像メディア論A　＜春＞ 金2 国際文化学特殊研究演習　＜後期＞ 火5 国際文化学論文指導演習　＜前期＞ 金5
世界の市民-「貧しさ」を考える　＜秋＞ 金3 演習３＜Ｌ＞　＜通期＞ 金4 演習４＜Ｌ＞　＜通期＞ 金4 国際文化学修士論文演習　＜後期＞ 金5
西洋文化史A　＜秋＞ 月1 イタリア語Ⅳａ＜必修０８～＞　01＜秋＞ 月2 イタリア語Ⅳａ＜共通０８～／自由０８～＞　01＜秋＞ 月2 ヨーロッパ文化学研究ＢⅠ　＜後期＞ 木5 国際文化学研究講義ＣⅠ　＜後期＞ 土5
演習３＜Ｌ＞　＜秋集＞ 月4/木4 演習４＜Ｌ＞　＜秋集＞ 月4/木4 西洋文化史B　＜秋＞ 木1

片平　幸

学部 大　学　院

青野　正明

有川　康二

Alvarez，　Pereira Abel

今澤　浩二

Adrian，　Wagner

王　其莉

尾鍋　智子

小野　良子

Michael，　Carroll

小池　誠

佐々木　英哲
国内研修中(後期)

島田　勝正

新保　朝子

辻　高広
海外研修中(前期)

土屋　祐子

釣井　千恵

友沢　昭江

南郷　晃子

南條　健助

韓　娥凜

宮脇　永吏

村中　淑子

森下　裕三

森田　良成

和栗　珠里
海外研修中(前期)
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