
平成２６年度授業科目別教室使用状況一覧表　２学期（学部・大学院） H26.10.1現在

２ 学 期

教室名 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
東洋史概論 実験心理学概論 日本思想史概論 日本史概論 文化人類学概論 現代哲学概論 人文社会科学総合/人文

社会科学研究 哲学思想概論 現代日本語学概論 社会学概論 現代哲学概論 国文学概論 東洋・日本美術史概論 国語学概論

大野 行場 片岡 柳原 沼崎 直江 高橋 荻原 齋藤 長谷川 原 佐倉 長岡 小林

行動科学概論 中国思想概論 日本語教育学概論 英語学概論 キリスト教史 インド学概論 行動科学各論/計量行動
科学特論Ⅱ 英文学概論 宗教学概論 ヨーロッパ史概論 書道 博物館資料論 社会心理学概論 倫理思想概論

木村 三浦 才田 金子 木村 吉水 佐藤 大河内 鈴木 浅岡 下田 柳田　他 大渕 村山

ドイツ語学演習Ⅱ/ドイツ文
化学研究演習Ⅱ フランス語学概論Ⅰ 日本史基礎講読 英語学演習/英語学研究

演習Ⅱ
人文社会科学研究 フランス文学概論Ⅱ 東洋古代中世史研究演習

Ⅱ
計量行動科学研究演習Ⅱ

東洋史各論/東洋近世史
特論Ⅱ

日本史各論/日本近世・近代
史特論Ⅱ 漢文講読 課題研究

嶋崎 阿部 柳原 金子・島 小泉他 今井 川合 木村 熊本 籠橋 髙橋 行動科学

英文学講読 英語科教育論Ⅰ 哲学研究演習Ⅱ 専門フランス語 現代日本論概論 中国文学演習/中国語学中
国文学研究演習Ⅱ 人文統計学 社会学各論/社会学特論Ⅱ 日本思想史 人文社会科学総合/人文社

会科学研究 中国文学概論 英文学研究演習Ⅳ 英文学・英語学基礎講読Ⅱ 現代言語学概論 行動科学概論 社会心理学基礎講読 哲学思想演習/近現代哲学
研究演習Ⅱ

ティンク 板垣 座小田他 黒岩 田中 佐竹 木村 小林 研究室 行場　他 土屋 ティンク ティンク 千種 佐藤 辻本 座小田

考古学概論 国語学基礎講読 宗教人類学各論/宗教人類
学特論 文化心理学各論 ラテン語 日本史基礎講読 中国思想基礎講読 実験心理学演習/心理学研

究演習Ⅲ
英文学各論/英語文化論特
論Ⅱ

行動科学演習/数理行動科
学研究演習Ⅱ

倫理思想演習/倫理学研究
演習Ⅳ 倫理思想基礎講読 社会学各論/社会変動学特

論
日本思想史各論/日本思想
史特論Ⅳ

人文社会科学総合/人文社
会科学研究

日本思想史各論/日本思想
史特論Ⅰ ヨーロッパ史基礎講読 ドイツ文学概論Ⅱ 行動科学基礎演習

鹿又 齋藤 山田 辻本 荻原 堀 三浦 阿部 箭川 佐藤 戸島 村山 長谷川 冨樫 鈴木 他 佐藤 小野 森本 浜田

ヨーロッパ史各論 東洋史近世史研究演習Ⅱ 朝鮮語 宗教学講読/宗教学研究演
習Ⅳ 課題研究 行動科学演習/計量行動科

学研究演習Ⅳ 日本思想史演習 英語学講読 日本思想史研究演習Ⅱ 行動科学演習/数理行動科
学研究演習Ⅳ 東洋史演習 東洋近世史研究演習Ⅱ

有光 大野 権 鈴木 宗教学 永吉 片岡・冨樫 島 片岡・冨樫 浜田 熊本 熊本

行動科学各論 哲学思想各論/哲学特論Ⅱ 哲学思想各論/哲学特論Ⅲ 東洋史基礎講読 現代言語学基礎演習 東洋史各論/東洋近代史特
論Ⅱ 英語論文作成法 イタリア語 イタリア語 イタリア語 中国文学演習/中国語学中

国文学研究演習Ⅱ イタリア語 イタリア語 高等英文解釈法 哲学思想各論/哲学特論Ⅱ
考古学演習/考古学研究演
習Ⅱ

国文学演習/国文学特論Ⅱ

永吉 荻原 座小田 川合 後藤 大野 マックス エンリコ エンリコ エンリコ 馬 エンリコ エンリコ 鈴木 清塚 鹿又・阿子島 横溝

フランス文学研究演習Ⅵ フランス文学各論Ⅱ/フラン
ス文学特論Ⅱ フランス語学演習Ⅱ 中国文学各論/中国語学中

国文学特論Ⅱ 文化人類学基礎演習 ギリシャ語 日本思想史基礎講読 英語学特論Ⅱ

黒岩 今井 阿部 馬 川口 小笠原 冨樫 島

コンピュータ室 言語交流学演習/言語解析
学研究演習Ⅵ

言語交流学各論/言語解析
学特論Ⅱ

現代日本論演習/比較現代
日本論研究演習Ⅲ 人文情報処理

７１９ 小泉 後藤 田中 湊

日本文芸形成論各論 フランス文学基礎講読Ⅱ 倫理学研究演習Ⅱ インド仏教史概論 国文学各論 ドイツ文学研究演習Ⅳ ドイツ文学演習Ⅳ ドイツ語学基礎講読Ⅱ ドイツ語学演習Ⅳ ドイツ語学概論Ⅱ 哲学思想演習/近現代哲学
研究演習Ⅱ 英文学基礎講読Ⅱ ドイツ語学各論 ドイツ語科教育法Ⅱ 英語解析学各論 ドイツ文化学特論Ⅱ 専門ドイツ語

佐倉 黒岩 戸島 桜井 横溝 シュミッツ 嶋崎 シュミッツ シュミッツ 嶋崎 座小田 大河内 森本 シュミッツ 金子 嶋崎 嶋崎

美学・西洋美術史各論/美
学・西洋美術史特論Ⅰ

資料基礎論各論/資料基礎
論特論

東洋・日本美術史各論/東
洋・日本美術史特論Ⅱ

倫理思想各論/倫理学特論
Ⅱ

美学・西洋美術史概論 東洋・日本美術史各論/東
洋・日本美術史特論Ⅱ

考古学各論/考古学特論Ⅱ 国文学基礎講読 美学・西洋美術史概論 ヨーロッパ史基礎講読

芳賀 阿子島 長岡 戸島 エンリコ 泉 藤澤 佐藤 尾崎 有光

人文社会科学総合/人文社
会科学研究

人文社会科学総合/人文社
会科学研究 考古学基礎講読 社会学各論/社会学特論Ⅳ 社会変動学研究演習Ⅱ 社会学演習/社会変動学研

究演習Ⅳ フランス文学演習Ⅱ 理論社会学研究演習Ⅱ 社会学演習/理論社会学研
究演習Ⅳ

応用心理学演習/心理学研
究演習Ⅳ

美学・西洋美術史基礎講読 フランス語学研究演習Ⅱ 国語学講読/日本語変異論
講読 宗教科教育法Ⅳ 社会変動学研究演習Ⅱ 東洋・日本美術史基礎講読

谷山 谷山 鹿又 佐久間 長谷川 長谷川 黒岩 永井 永井 坂井 芳賀 阿部 大木 山田 下夷 長岡

美学・西洋美術史演習 美学・西洋美術史研究演習Ⅱ 中国語学中国文学研究演習Ⅱ 東洋・日本美術史演習 社会学基礎演習 英文学演習Ⅱ 中国思想演習/中国思想中
国哲学研究演習Ⅱ

東洋・日本美術史研究演習Ⅱ 哲学思想基礎講読 東洋・日本美術史講読 中国思想演習 現代言語学基礎講読 ドイツ文学演習Ⅱ/ドイツ文
学研究演習Ⅱ 英文学特論Ⅱ 美学・西洋美術史演習 美学・西洋美術史研究演習Ⅱ

芳賀 芳賀 佐竹・土屋 長岡 長谷川 大河内 三浦 泉 直江 他 泉 渡部 小泉 森本 大河内 尾崎・森田 尾崎・森田

英文学研究演習Ⅱ ヨーロッパ史演習/西洋中近
世史研究演習Ⅱ

フランス文学研究演習Ⅳ ヨーロッパ史演習/欧米近現
代史研究演習Ⅱ 専門中国語

ティンク 有光 メヴェル 浅岡 馬

日本史演習/日本古代・中世
史研究演習Ⅵ

日本史演習/日本古代・中世
史研究演習Ⅷ

日本史演習/日本古代・中世
史研究演習Ⅱ 文化人類学演習 日本史演習/日本近世・近代

史研究演習Ⅱ
日本史演習/日本近世・近代
史研究演習Ⅷ

日本史各論/日本近世・近代
史特論Ⅲ

日本史演習/日本近世・近代
史研究演習Ⅵ 古文書学/史料学Ⅱ 日本史演習/日本近世・近代

史研究演習Ⅳ
ヨーロッパ史演習/西洋中近
世史研究演習Ⅷ

ヨーロッパ史各論/欧米近現
代史特論Ⅱ

日本史各論/日本古代・中世
史特論Ⅱ

日本史演習/日本近世・中世
史研究演習Ⅳ

柳原 柳原 堀 沼崎 籠橋 安達 安達 安達 籠橋 籠橋 小野 関内 堀 堀

中国語基礎演習 哲学思想演習/哲学研究演
習Ⅱ

日本近世・近代史特論Ⅲ 哲学思想演習/哲学研究演
習Ⅱ

倫理思想演習/倫理学研究
演習Ⅵ 英語演習 中国文学演習/中国語学中

国文学研究演習Ⅱ
生命環境倫理学演習/生命
環境倫理学研究演習

倫理思想演習/倫理学研究
演習Ⅵ

馬 原 松崎 直江 村山 マックス 土屋 直江 村山

フランス語科教育法Ⅱ 中国語 フランス語学研究演習Ⅳ 英語学演習 文化人類学研究演習Ⅱ 日本思想史各論/日本思想
史特論Ⅲ 英語解析学特論Ⅱ ヨーロッパ史基礎講読 東洋史各論/東洋古代中世

史特論Ⅱ 英語研究論文作成法 フランス文学演習Ⅳ 美学・西洋美術史演習/美
学・西洋美術史研究演習Ⅱ

メヴェル 馬 メヴェル 島 川口 片岡 金子 浅岡 川合 マックス メヴェル エンリコ

倫理思想基礎講読 文化人類学基礎講読 哲学思想演習/哲学研究演習Ⅱ 国文学研究演習Ⅱ 哲学思想演習 国文学演習/日本文芸形成
論研究演習Ⅱ

人文社会科学総合/人文社
会科学研究

人文社会科学総合/人文社
会科学研究

日本文芸形成論研究演習Ⅳ
国文学演習/日本文芸形成
論研究演習Ⅵ 哲学思想基礎講読 英語演習 宗教学基礎講読/宗教学研

究演習Ⅱ
社会心理学演習/心理学研
究演習Ⅰ

ドイツ文学各論Ⅱ/ドイツ文
学特論Ⅱ

宗教学基礎演習/宗教学演
習

戸島 杉本 原 佐藤 荻原 佐藤 村上 村上 佐藤 佐倉 小松 中西 木村 大渕 佐藤 鈴木　他

心理学研究演習Ⅵ インド仏教史演習/インド仏
教史研究演習Ⅱ チベット語 インド学各論/インド学特論

Ⅱ
インド仏教史各論/インド仏
教史特論Ⅱ 東洋史演習 フランス文学研究演習Ⅱ パーリ語 インド学演習/インド学研究

演習Ⅱ サンスクリット語 ラテン語 古代中世哲学研究演習Ⅱ

倉元 桜井 桜井 吉水 桜井 川合 今井 西村 吉水 尾園 宮崎 荻原

日本語・日本文化論講読/日
本文化研究演習

言語交流学演習/言語解析
学研究演習Ⅱ

国語学各論/日本語変異論
特論Ⅰ

日本語変異論研究演習Ⅱ 日本語変異論研究演習Ⅳ 日本語・日本文化論講読/日
本文化研究演習

現代日本語学演習/日本語
構造論研究演習Ⅱ 音声学 日本語表現論/日本語研究

論文作成法
言語交流学演習/言語解析
学研究演習Ⅳ 現代言語学演習 言語学研究演習Ⅱ 心理学総合演習Ⅱ

高橋 千種 小林 齋藤 齋藤 高橋 甲田 後藤 高橋 後藤 千種　他 千種　他 行場　他

東洋史演習 中国文学基礎講読

大野 佐竹
法４

※コンピュータ室は、各机に端末が備え付けられているため研究室等への代替使用は不可

※視聴覚室・621演習室は、ホワイトボードを使用

文化人類学調査実習Ⅱ

沼崎

９１９演

１０３演

９０９演
宗教学基礎実習/宗教学実習/宗教学実習Ⅱ

鈴木・木村・山田・高倉

９１６演

８０７演

８１０演

６２１演

７１４演

６０９演

６１１演

日本史実習/史料管理学Ⅱ

佐藤

６０５演

６０７演

５１０演

５１１演

３３７演
社会学実習/社会学調査実習Ⅱ

下夷

４３１演
美学・西洋美術史実習/美学・西洋美術史研究実習Ⅱ

尾崎　他

８１１

視聴覚

文化人類学実習

川口

７０１

行動科学基礎実習

永吉

４１１
東洋・日本美術史基礎実習

泉・長岡

４１６

３１１

３１５

１３３
心理学研究法

辻本　他

１３５
心理学基礎実験/心理学研究実習Ⅱ

坂井　他

金

文　１ 教育学部

文　２

月 火 水 木


