
対面授業一覧（法文学部） 令和３年１０月６日

曜日 時限 時間割番号 科目名 教室 担当教員名 備考
月曜日 2 110251 地域フィールド実践 共講B302 寺内　浩
月曜日 2 110253 地域フィールド実践演習Ⅱ 共講B302 寺内　浩
月曜日 2 C13532 中国言語文化専門演習 GSC共研② 秋谷　裕幸

月曜日 2 213643 英米文学演習Ｂ 共講B304 井上　彰
月曜日 2 C13641 英米文学専門演習Ⅰ 共講B304 井上　彰
月曜日 2 D13641 英米文学専門演習Ⅰ 共講B304 井上　彰
月曜日 2 215363 アジア史演習Ｂ 共講B202 髙橋　弘臣

月曜日 2 C15361 アジア史専門演習Ⅱ 共講B202 髙橋　弘臣

月曜日 2 D15361 アジア史専門演習Ⅱ 共講B202 髙橋　弘臣

月曜日 4 C11822 法律学専門演習 法政共研5 井口　秀作

月曜日 4 D11822 法律学専門演習 法政共研5 井口　秀作

月曜日 4 C11832 法律学専門演習 法政共研6 光信　一宏

月曜日 4 D11832 法律学専門演習 法政共研6 光信　一宏

月曜日 4 C11872 法律学専門演習 共講B404 岡田　陽介

月曜日 4 D11872 法律学専門演習 共講B404 岡田　陽介

月曜日 4 C11892 法律学専門演習 法政共研3 小田　敬美 9.30追加
月曜日 4 D11892 法律学専門演習 法政共研3 小田　敬美 9.30追加
月曜日 4 C12042 経済学専門演習 法政共研7 新関　剛史

月曜日 4 D12042 経済学専門演習 法政共研7 新関　剛史

月曜日 4 215353 アジア史演習Ｂ 共講B402 水野　卓
月曜日 4 C15351 アジア史専門演習Ⅰ 共講B402 水野　卓
月曜日 4 D15351 アジア史専門演習Ⅰ 共講B402 水野　卓
月曜日 4 C15521 中国文学専門演習Ⅱ 共講B演習室1 諸田　美

月曜日 4 D15521 中国文学専門演習Ⅱ 共講B演習室1 諸田　美

月曜日 5 C12282 法律学専門演習 共講B404 岡田　陽介

月曜日 5 D12282 法律学専門演習 共講B404 岡田　陽介

月曜日 5 C13311 公共政策論基礎演習 共講B302 福井　秀樹

月曜日 5 D13311 公共政策論基礎演習 共講B302 福井　秀樹

月曜日 5 215133 哲学演習Ｂ 共講B201 松本　長彦, 他 10.6修正
月曜日 5 C15131 哲学思想史専門演習 共講B201 松本　長彦, 他 10.6修正
月曜日 5 D15131 哲学思想史専門演習 共講B201 松本　長彦, 他 10.6修正
月曜日 5 21604 発達と学習 総教大講義室 橋本　巌 9.30追記
月曜日 6 C17662 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研7 田川　靖紘 10.6追加
月曜日 6 D17662 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研7 田川　靖紘 10.6追加
月曜日 6 219563 日本史演習Ｂ 共講B404 中川　未来

月曜日 6 C19561 日本史専門演習Ⅲ 共講B404 中川　未来

月曜日 6 D19561 日本史専門演習Ⅲ 共講B404 中川　未来

月曜日 6 219643 日本語学演習Ｂ 共講B304 秋山　英治

月曜日 6 C19641 日本語学専門演習Ⅱ 共講B304 秋山　英治

月曜日 6 D19641 日本語学専門演習Ⅱ 共講B304 秋山　英治

月曜日 7 218963 哲学演習Ａ 共講B304 松本　長彦

月曜日 7 C18961 哲学基礎演習Ⅰ 共講B304 松本　長彦

月曜日 7 D18961 哲学基礎演習Ⅰ 共講B304 松本　長彦

火曜日 2 C13301 国際法基礎演習 GSC共研② 楢林　建司

火曜日 2 D13301 国際法基礎演習 GSC共研② 楢林　建司

火曜日 2 215373 東南アジア史演習Ｂ 共講B202 菅谷　成子

火曜日 2 C15371 東南アジア史専門演習 共講B202 菅谷　成子

火曜日 2 D15371 東南アジア史専門演習 共講B202 菅谷　成子

火曜日 2 215513 中国文学演習Ｂ 共講B402 　東風
火曜日 2 C15511 中国文学専門演習Ⅰ 共講B402 　東風
火曜日 2 D15511 中国文学専門演習Ⅰ 共講B402 　東風
火曜日 3 C13542 国際法専門演習 GSC共研② 楢林　建司

火曜日 3 215053 日本語学演習Ａ 総教305 秋山　英治

火曜日 3 C15051 日本語学基礎演習Ⅱ 総教305 秋山　英治

火曜日 3 D15051 日本語学基礎演習Ⅱ 総教305 秋山　英治

火曜日 3 215503 日本文学演習Ｂ 共講B303 中根　隆行

火曜日 3 C15501 日本文学専門演習Ⅳ 共講B303 中根　隆行

火曜日 3 D15501 日本文学専門演習Ⅳ 共講B303 中根　隆行

火曜日 4 C13291 中国言語文化基礎演習 GSC共研① 秋谷　裕幸

火曜日 4 D13291 中国言語文化基礎演習 GSC共研① 秋谷　裕幸
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火曜日 4 215123 倫理思想史演習Ｂ 共講B403 太田　裕信

火曜日 4 C15121 倫理思想史専門演習 共講B403 太田　裕信

火曜日 4 D15121 倫理思想史専門演習 共講B403 太田　裕信

火曜日 4 215183 心理学実験演習Ｂ M21PC（ミューズ） 十河, 大塚
火曜日 4 C15181 心理学実験演習 M21PC（ミューズ） 十河, 大塚
火曜日 4 D15181 心理学実験演習 M21PC（ミューズ） 十河, 大塚
火曜日 4 215203 社会学演習Ｂ 社会学実験室 野崎　賢也

火曜日 4 C15201 社会学専門演習Ⅱ 社会学実験室 野崎　賢也

火曜日 4 D15201 社会学専門演習Ⅱ 社会学実験室 野崎　賢也

火曜日 4 215253 考古学演習Ｂ 総教演習室3 幸泉　満夫

火曜日 4 C15251 考古学専門演習Ⅱ 総教演習室3 幸泉　満夫

火曜日 4 D15251 考古学専門演習Ⅱ 総教演習室3 幸泉　満夫

火曜日 4 215263 考古学演習Ｂ 共講B演習室1 笹田, 村上
火曜日 4 C15261 考古学専門演習Ⅲ 共講B演習室1 笹田, 村上
火曜日 4 D15261 考古学専門演習Ⅲ 共講B演習室1 笹田, 村上
火曜日 4 215273 文化人類学演習Ｂ 共講B304 中原　ゆかり

火曜日 4 C15271 文化人類学専門演習 共講B304 中原　ゆかり

火曜日 4 D15271 文化人類学専門演習 共講B304 中原　ゆかり

火曜日 4 215333 日本史演習Ｂ 共講B404 胡　光
火曜日 4 C15331 日本史専門演習Ⅱ 共講B404 胡　光
火曜日 4 D15331 日本史専門演習Ⅱ 共講B404 胡　光
火曜日 4 21629 英語科教育法４ 教育学部103講義室 池野　修 9.30追記
火曜日 5 C10021 基礎ドイツ語3 共講B302 田島, クラウス

火曜日 5 D10021 基礎ドイツ語4 共講B302 田島, クラウス

火曜日 5 C10031 基礎ドイツ語3 共講B403 クラウス, 野村

火曜日 5 D10031 基礎ドイツ語4 共講B403 クラウス, 野村

火曜日 5 C10041 基礎フランス語3 メディアセンター第2演習室 柳, モヴェ・エリック

火曜日 5 D10041 基礎フランス語4 メディアセンター第2演習室 柳, モヴェ・エリック

火曜日 5 C10051 基礎フランス語3 総教大講義室 モヴェ・エリック, 越智

火曜日 5 D10051 基礎フランス語4 総教大講義室 モヴェ・エリック, 越智

火曜日 5 C10061 基礎中国語3 共講B404 , 陳
火曜日 5 D10061 基礎中国語4 共講B404 , 陳
火曜日 5 C10071 基礎中国語3 共通講義棟C　EL23 陳, 宮田 宮田先生は遠隔

火曜日 5 D10071 基礎中国語4 共通講義棟C　EL23 陳, 宮田 宮田先生は遠隔

火曜日 5 C10081 基礎中国語3 共講B201 諸田, 陳
火曜日 5 D10081 基礎中国語4 共講B201 諸田, 陳
火曜日 5 C10091 基礎朝鮮語3 共講B303 池　貞姫
火曜日 5 D10091 基礎朝鮮語4 共講B303 池　貞姫
火曜日 5 C10101 基礎朝鮮語3 共講B304 崔, 張
火曜日 5 D10101 基礎朝鮮語4 共講B304 崔, 張
火曜日 5 C10111 基礎フィリピノ語3 共講B202 菅谷　成子

火曜日 5 D10111 基礎フィリピノ語4 共講B202 菅谷　成子

火曜日 5 213713 ドイツ言語文化演習Ｂ 総教演習室3 野上　さなみ

火曜日 5 C13711 ドイツ言語文化専門演習Ⅱ 総教演習室3 野上　さなみ

火曜日 5 D13711 ドイツ言語文化専門演習Ⅱ 総教演習室3 野上　さなみ

火曜日 5 214913 地理学演習Ａ 総教305 石黒, 兼子
火曜日 5 C14911 地理学基礎演習Ⅱ 総教305 石黒, 兼子
火曜日 5 D14911 地理学基礎演習Ⅱ 総教305 石黒, 兼子
火曜日 5 215173 心理学演習Ｂ 心理学実験室・演習室5(本館4F) 大塚　由美子

火曜日 5 C15171 心理学専門演習Ⅱ 心理学実験室・演習室5(本館4F) 大塚　由美子

火曜日 5 D15171 心理学専門演習Ⅱ 心理学実験室・演習室5(本館4F) 大塚　由美子

火曜日 5 215473 日本文学演習Ｂ 共講B402 西　耕生
火曜日 5 C15471 日本文学専門演習Ⅰ 共講B402 西　耕生
火曜日 5 D15471 日本文学専門演習Ⅰ 共講B402 西　耕生
火曜日 6 C17652 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研4 光信　一宏

火曜日 6 D17652 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研4 光信　一宏

火曜日 6 C17682 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研5 太田　響子

火曜日 6 D17682 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研5 太田　響子

火曜日 6 C17692 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研3 松本　浩平

火曜日 6 D17692 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研3 松本　浩平
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火曜日 6 C17712 公共政策課題演習 法政共研6 井口　秀作

火曜日 6 D17712 公共政策課題演習 法政共研6 井口　秀作

火曜日 6 C17792 公共政策課題演習 法政共演1 岡田　陽介

火曜日 6 D17792 公共政策課題演習 法政共演1 岡田　陽介

火曜日 6 C17772 公共政策課題演習 共講B402 和田　寿博 9.22追加
火曜日 6 D17772 公共政策課題演習 共講B402 和田　寿博 9.22追加
火曜日 6 219413 哲学演習Ｂ 共講B302 山本　與志隆

火曜日 6 C19411 哲学専門演習Ⅱ 共講B302 山本　與志隆

火曜日 6 D19411 哲学専門演習Ⅱ 共講B302 山本　與志隆

火曜日 7 219593 東南アジア史演習Ｂ 共講B304 菅谷　成子

火曜日 7 C19591 東南アジア史専門演習 共講B304 菅谷　成子

火曜日 7 D19591 東南アジア史専門演習 共講B304 菅谷　成子

水曜日 1 C13552 公共政策論専門演習 共講B302 福井　秀樹

水曜日 1 C13562 歴史政治学専門演習 GSC共研② 梶原　克彦

水曜日 1 C13792 アジア地域研究卒業演習 GSC共研① 石坂　晋哉

水曜日 1 D13792 アジア地域研究卒業演習 GSC共研① 石坂　晋哉

水曜日 2 C11882 法律学専門演習 法政共研4 山口　和子

水曜日 2 D11882 法律学専門演習 法政共研4 山口　和子

水曜日 2 C11982 法律学専門演習 共講B202 小佐井　良太

水曜日 2 D11982 法律学専門演習 共講B202 小佐井　良太

水曜日 2 C12072 法律学専門演習 法政共研3 松本　浩平

水曜日 2 D12072 法律学専門演習 法政共研3 松本　浩平

水曜日 2 C12032 経済学専門演習 法政共研7 中西　泰造 10.6追加
水曜日 2 D12032 経済学専門演習 法政共研7 中西　泰造 10.6追加
水曜日 2 C13582 アジア地域研究専門演習 GSC共研① 石坂　晋哉

水曜日 2 C13742 中国言語文化卒業演習 GSC共研③ 秋谷　裕幸

水曜日 2 D13742 中国言語文化卒業演習 GSC共研③ 秋谷　裕幸

水曜日 2 C13752 国際法卒業演習 共講B304 楢林　建司

水曜日 2 D13752 国際法卒業演習 共講B304 楢林　建司

水曜日 2 C13762 公共政策論卒業演習 共講B302 福井　秀樹

水曜日 2 D13762 公共政策論卒業演習 共講B302 福井　秀樹

水曜日 2 C13772 歴史政治学卒業演習 GSC共研② 梶原　克彦

水曜日 2 D13772 歴史政治学卒業演習 GSC共研② 梶原　克彦

水曜日 2 C13782 国際関係論卒業演習 共講B402 菅原　健志

水曜日 2 D13782 国際関係論卒業演習 共講B402 菅原　健志

水曜日 2 C13812 国際金融論卒業演習 GSC共研④ 近廣　昌志

水曜日 2 D13812 国際金融論卒業演習 GSC共研④ 近廣　昌志

水曜日 2 21627 英語科教育法２ 教育学部402講義室 立松　大祐 9.30追追記
水曜日 3 213623 英語学演習Ｂ 共講B404 今泉　志奈子

水曜日 3 C13621 英語学専門演習Ⅰ 共講B404 今泉　志奈子

水曜日 3 D13621 英語学専門演習Ⅰ 共講B404 今泉　志奈子

水曜日 4 214131 書道・書道概説（書写を中心とする。） 共講B304 武智  正高
水曜日 6 C17742 公共政策課題演習 法政共研7 上山　友一

水曜日 6 D17742 公共政策課題演習 法政共研7 上山　友一

水曜日 6 C17762 公共政策課題演習 法政共研6 佐藤　智秋

水曜日 6 D17762 公共政策課題演習 法政共研6 佐藤　智秋

水曜日 6 C17732 公共政策課題演習 法政共研4 小田　敬美 9.30追加
水曜日 6 D17732 公共政策課題演習 法政共研4 小田　敬美 9.30追加
水曜日 6 C17782 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研3 岡田　陽介

水曜日 6 D17782 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研3 岡田　陽介

水曜日 6 219363 ドイツ言語文化演習Ａ 総教演習室3 田島　篤史

水曜日 6 C19361 ドイツ言語文化基礎演習Ⅰ 総教演習室3 田島　篤史

水曜日 6 D19361 ドイツ言語文化基礎演習Ⅰ 総教演習室3 田島　篤史

水曜日 6 219583 アジア史演習Ｂ 共講B202 髙橋　弘臣

水曜日 6 C19581 アジア史専門演習Ⅱ 共講B202 髙橋　弘臣

水曜日 6 D19581 アジア史専門演習Ⅱ 共講B202 髙橋　弘臣

水曜日 6 219693 中国文学演習Ｂ 共講B演習室1 　東風
水曜日 6 C19691 中国文学専門演習Ⅰ 共講B演習室1 　東風
水曜日 6 D19691 中国文学専門演習Ⅰ 共講B演習室1 　東風
木曜日 2 C12012 経済学専門演習 法政共研4 佐藤　智秋



対面授業一覧（法文学部） 令和３年１０月６日

曜日 時限 時間割番号 科目名 教室 担当教員名 備考
木曜日 2 D12012 経済学専門演習 法政共研4 佐藤　智秋

木曜日 2 C12082 法律学専門演習 法政共研3 松本　浩平

木曜日 2 D12082 法律学専門演習 法政共研3 松本　浩平

木曜日 2 C13331 国際関係論基礎演習 GSC共研① 菅原　健志

木曜日 2 D13331 国際関係論基礎演習 GSC共研① 菅原　健志

木曜日 2 C13351 国際協力論基礎演習 GSC共研② 三上　了
木曜日 2 D13351 国際協力論基礎演習 GSC共研② 三上　了
木曜日 2 213503 ドイツ言語文化演習Ａ 共講B302 野上　さなみ

木曜日 2 C13501 ドイツ言語文化基礎演習Ⅱ 共講B302 野上　さなみ

木曜日 2 D13501 ドイツ言語文化基礎演習Ⅱ 共講B302 野上　さなみ

木曜日 2 215533 朝鮮言語文化演習Ｂ 共講B304 池　貞姫
木曜日 2 C15531 朝鮮言語文化専門演習 共講B304 池　貞姫
木曜日 2 D15531 朝鮮言語文化専門演習 共講B304 池　貞姫
木曜日 2 11638 博物館実習Ⅰ 総教大講義室 幸泉　満夫, 他

木曜日 3 215213 社会学演習Ｂ 共講B403 朝井　志歩

木曜日 3 C15211 社会学専門演習Ⅲ 共講B403 朝井　志歩

木曜日 3 D15211 社会学専門演習Ⅲ 共講B403 朝井　志歩

木曜日 4 C11962 法律学専門演習 法政共研7 上山　友一

木曜日 4 D11962 法律学専門演習 法政共研7 上山　友一

木曜日 4 C11972 法律学専門演習 共講B202 小佐井　良太

木曜日 4 D11972 法律学専門演習 共講B202 小佐井　良太

木曜日 4 C11942 法律学専門演習 法政共研3 鈴木　靜 9.30追加
木曜日 4 D11942 法律学専門演習 法政共研3 鈴木　靜 9.30追加
木曜日 4 C12032 経済学専門演習 法政共研6 中西　泰造 10.6追加
木曜日 4 D12032 経済学専門演習 法政共研6 中西　泰造 10.6追加
木曜日 4 C12002 政治学専門演習 法政共研4 太田　響子

木曜日 4 D12002 政治学専門演習 法政共研4 太田　響子

木曜日 4 C13572 国際関係論専門演習 GSC共研① 菅原　健志

木曜日 4 C13602 国際金融論専門演習 GSC共研④ 近廣　昌志

木曜日 4 213703 ドイツ言語文化演習Ｂ 総教演習室3 田島　篤史

木曜日 4 C13701 ドイツ言語文化専門演習Ⅰ 総教演習室3 田島　篤史

木曜日 4 D13701 ドイツ言語文化専門演習Ⅰ 総教演習室3 田島　篤史

木曜日 4 215243 考古学演習Ｂ 演習室４・考古学実験室 笹田　朋孝

木曜日 4 C15241 考古学専門演習Ⅰ 演習室４・考古学実験室 笹田　朋孝

木曜日 4 D15241 考古学専門演習Ⅰ 演習室４・考古学実験室 笹田　朋孝

木曜日 5 213733 フランス言語文化演習Ｂ 共講B304 柳　光子
木曜日 5 C13731 フランス言語文化専門演習Ⅱ 共講B304 柳　光子
木曜日 5 D13731 フランス言語文化専門演習Ⅱ 共講B304 柳　光子
木曜日 5 215103 哲学演習Ｂ 共講B303 松本　長彦 10.6修正
木曜日 5 C15101 哲学専門演習Ⅰ 共講B303 松本　長彦 10.6修正
木曜日 5 D15101 哲学専門演習Ⅰ 共講B303 松本　長彦 10.6修正
木曜日 5 215143 表現文化論演習Ｂ 総教305 野村　優子

木曜日 5 C15141 芸術学専門演習Ⅰ 総教305 野村　優子

木曜日 5 C15142 表現文化論専門演習Ⅰ 総教305 野村　優子

木曜日 5 D15141 芸術学専門演習Ⅰ 総教305 野村　優子

木曜日 5 D15142 表現文化論専門演習Ⅰ 総教305 野村　優子

木曜日 5 215153 表現文化論演習Ｂ 総教305 越智　雄磨

木曜日 5 C15151 芸術学専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 5 C15152 表現文化論専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 5 D15151 芸術学専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 5 D15152 表現文化論専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 5 215223 地理学演習Ｂ 総教大講義室 兼子, 石黒
木曜日 5 C15221 地理学専門演習Ⅰ 総教大講義室 兼子, 石黒
木曜日 5 D15221 地理学専門演習Ⅰ 総教大講義室 兼子, 石黒
木曜日 6 C17702 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研3 鈴木　靜 9.30追加
木曜日 6 D17702 公共政策総合演習Ⅱ 法政共研3 鈴木　靜 9.30追加
木曜日 6 219393 フランス言語文化演習Ａ 共講B304 柳　光子
木曜日 6 C19391 フランス言語文化基礎演習Ⅱ 共講B304 柳　光子
木曜日 6 D19391 フランス言語文化基礎演習Ⅱ 共講B304 柳　光子
木曜日 6 219433 表現文化論演習Ｂ 総教305 越智　雄磨



対面授業一覧（法文学部） 令和３年１０月６日

曜日 時限 時間割番号 科目名 教室 担当教員名 備考
木曜日 6 C19431 芸術学専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 6 C19432 表現文化論専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 6 D19431 芸術学専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 6 D19432 表現文化論専門演習Ⅱ 総教305 越智　雄磨

木曜日 6 219473 社会学演習Ｂ 社会学実験室 野崎　賢也

木曜日 6 C19471 社会学専門演習Ⅱ 社会学実験室 野崎　賢也

木曜日 6 D19471 社会学専門演習Ⅱ 社会学実験室 野崎　賢也

木曜日 6 219503 地理学演習Ｂ 総教大講義室 石黒, 兼子
木曜日 6 C19501 地理学専門演習Ⅱ 総教大講義室 石黒, 兼子
木曜日 6 D19501 地理学専門演習Ⅱ 総教大講義室 石黒, 兼子
木曜日 6 219533 文化人類学演習Ｂ 共講B302 中原　ゆかり

木曜日 6 C19531 文化人類学専門演習 共講B302 中原　ゆかり

木曜日 6 D19531 文化人類学専門演習 共講B302 中原　ゆかり

木曜日 6 219653 日本文学演習Ｂ 共講B402 西　耕生
木曜日 6 C19651 日本文学専門演習Ⅰ 共講B402 西　耕生
木曜日 6 D19651 日本文学専門演習Ⅰ 共講B402 西　耕生
木曜日 7 219443 心理学演習Ｂ 心理学実験室・演習室5(本館4F) 十河　宏行

木曜日 7 C19441 心理学専門演習Ⅰ 心理学実験室・演習室5(本館4F) 十河　宏行

木曜日 7 D19441 心理学専門演習Ⅰ 心理学実験室・演習室5(本館4F) 十河　宏行

金曜日 4 C12252 法律学基礎演習 法政共研7 上山　友一

金曜日 4 D12252 法律学基礎演習 法政共研7 上山　友一

金曜日 4 C12262 政治学基礎演習 法政共研7 上山　友一

金曜日 4 D12262 政治学基礎演習 法政共研7 上山　友一

金曜日 4 215023 西洋史演習Ａ 共講B304 吉田　正広

金曜日 4 C15021 西洋史基礎演習Ⅱ 共講B304 吉田　正広

金曜日 4 D15021 西洋史基礎演習Ⅱ 共講B304 吉田　正広

金曜日 4 215343 日本史演習Ｂ 共講B403 中川　未来

金曜日 4 C15341 日本史専門演習Ⅲ 共講B403 中川　未来

金曜日 4 D15341 日本史専門演習Ⅲ 共講B403 中川　未来

金曜日 4 21619 国語科教育法２ 教育学部103講義室 三浦　和尚 9.30追記
金曜日 5 C10021 基礎ドイツ語3 共講B302 田島, クラウス

金曜日 5 D10021 基礎ドイツ語4 共講B302 田島, クラウス

金曜日 5 C10031 基礎ドイツ語3 共講B403 クラウス, 野村

金曜日 5 D10031 基礎ドイツ語4 共講B403 クラウス, 野村

金曜日 5 C10041 基礎フランス語3 総教大講義室 柳, モヴェ・エリック

金曜日 5 D10041 基礎フランス語4 総教大講義室 柳, モヴェ・エリック

金曜日 5 C10051 基礎フランス語3 M31（ミューズ） モヴェ・エリック, 越智

金曜日 5 D10051 基礎フランス語4 M31（ミューズ） モヴェ・エリック, 越智

金曜日 5 C10061 基礎中国語3 共講B404 , 陳
金曜日 5 D10061 基礎中国語4 共講B404 , 陳
金曜日 5 C10081 基礎中国語3 共講B201 諸田, 陳
金曜日 5 D10081 基礎中国語4 共講B201 諸田, 陳
金曜日 5 C10091 基礎朝鮮語3 共講B303 池　貞姫
金曜日 5 D10091 基礎朝鮮語4 共講B303 池　貞姫
金曜日 5 C10101 基礎朝鮮語3 共講B304 崔, 張
金曜日 5 D10101 基礎朝鮮語4 共講B304 崔, 張
金曜日 5 C10111 基礎フィリピノ語3 共講B202 菅谷　成子

金曜日 5 D10111 基礎フィリピノ語4 共講B202 菅谷　成子

金曜日 5 C13341 アジア地域研究基礎演習 GSC共研① 石坂　晋哉

金曜日 5 D13341 アジア地域研究基礎演習 GSC共研① 石坂　晋哉

金曜日 5 C13361 国際金融論基礎演習 GSC共研④ 近廣　昌志

金曜日 5 D13361 国際金融論基礎演習 GSC共研④ 近廣　昌志

金曜日 5 215113 哲学演習Ｂ 共講B402 山本　與志隆

金曜日 5 C15111 哲学専門演習Ⅱ 共講B402 山本　與志隆

金曜日 5 D15111 哲学専門演習Ⅱ 共講B402 山本　與志隆

金曜日 5 215483 日本文学演習Ｂ 総教305 田中　尚子

金曜日 5 C15481 日本文学専門演習Ⅱ 総教305 田中　尚子

金曜日 5 D15481 日本文学専門演習Ⅱ 総教305 田中　尚子

金曜日 6 219613 西洋史演習Ｂ 共講B304 吉田　正広

金曜日 6 C19611 西洋史専門演習Ⅱ 共講B304 吉田　正広
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金曜日 6 D19611 西洋史専門演習Ⅱ 共講B304 吉田　正広

土曜日 1 C18022 公共政策課題演習 法政共研7 中西　泰造 10.6追加
土曜日 1 D18022 公共政策課題演習 法政共研7 中西　泰造 10.6追加
集中 110241 地域フィールド実践 石黒　聡士

集中 110243 地域フィールド実践演習Ⅱ 石黒　聡士

集中 115301 地域文化実験演習 兼子　純
集中 115303 地域文化実験演習Ａ 兼子　純
集中 115311 地域文化実験演習 兼子　純
集中 11612 教育実習事前・事後指導 山田  暢子
集中 110301 文化財フィールド実践 三　秀充
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月曜日 1 212961 国際安全保障法 総教大講義室 楢林　建司

月曜日 2 211301 会社法Ⅱ 共講B201 岡田　陽介

月曜日 2 214573 考古学特講 共講B403 笹田　朋孝

月曜日 2 C14571 考古学特講Ⅰ 共講B403 笹田　朋孝

月曜日 2 D14571 考古学特講Ⅰ 共講B403 笹田　朋孝

月曜日 3 212971 公共政策論 総教305 福井　秀樹

月曜日 3 214231 社会学概論Ⅲ 総教大講義室 朝井　志歩

月曜日 3 214233 社会学概論 総教大講義室 朝井　志歩

月曜日 4 212721 中国言語文化概論 共講B302 秋谷　裕幸

月曜日 4 212911 ドイツ言語文化概論Ⅱ 共講B304 野上　さなみ

月曜日 4 212913 ドイツ言語文化概論 共講B304 野上　さなみ

月曜日 4 214623 日本史特講 共講B303 中川　未来

月曜日 4 C14621 日本史特講Ⅲ 共講B303 中川　未来

月曜日 4 D14621 日本史特講Ⅲ 共講B303 中川　未来

月曜日 4 214713 日本文学特講 共講B403 西　耕生
月曜日 4 C14711 日本古典文学特講 共講B403 西　耕生
月曜日 4 C14712 日本文学特講Ⅰ 共講B403 西　耕生
月曜日 4 D14711 日本古典文学特講 共講B403 西　耕生
月曜日 4 D14712 日本文学特講Ⅰ 共講B403 西　耕生
月曜日 6 217591 総合政策講義 共講B201 中西　泰造 10.6追加
月曜日 7 217011 人文社会科学入門 総教大講義室 菅谷　成子, 他

火曜日 2 211631 経営政策学 総教305 和田　寿博 9.22追加
火曜日 2 213123 英米文化特講 共講B304 加藤　好文

火曜日 2 C13121 英米文化特講Ⅰ 共講B304 加藤　好文

火曜日 2 D13121 英米文化特講Ⅰ 共講B304 加藤　好文

火曜日 2 214643 アジア史特講 共講B302 髙橋　弘臣

火曜日 2 C14641 アジア史特講Ⅱ 共講B302 髙橋　弘臣

火曜日 2 D14641 アジア史特講Ⅱ 共講B302 髙橋　弘臣

火曜日 3 211281 商法総則・商行為法Ⅱ 共講B203 山口　和子

火曜日 3 213163 ドイツ言語文化特講 共講B演習室1 田島　篤史

火曜日 3 C13161 ドイツ言語文化特講Ⅰ 共講B演習室1 田島　篤史

火曜日 3 D13161 ドイツ言語文化特講Ⅰ 共講B演習室1 田島　篤史

火曜日 3 214463 哲学特講 共講B304 山本　與志隆

火曜日 3 C14461 哲学特講Ⅱ 共講B304 山本　與志隆

火曜日 3 D14461 哲学特講Ⅱ 共講B304 山本　與志隆

火曜日 3 214553 地理学特講 総教大講義室 兼子　純
火曜日 3 C14551 地理学特講Ⅰ 総教大講義室 兼子　純
火曜日 3 D14551 地理学特講Ⅰ 総教大講義室 兼子　純
火曜日 3 214613 日本史特講 共講B404 胡　光
火曜日 3 C14611 日本史特講Ⅱ 共講B404 胡　光
火曜日 3 D14611 日本史特講Ⅱ 共講B404 胡　光
火曜日 4 211211 民法（契約） 総教大講義室 西脇　秀一郎

火曜日 4 211212 民法(債権各論・契約) 総教大講義室 西脇　秀一郎

火曜日 4 211601 経済政策 共講B201 中西　泰造 10.6追加
火曜日 4 213001 アジア地域研究 共講B402 石坂　晋哉

火曜日 4 213063 中国文学特講 共講B302 諸田　美

火曜日 4 C13061 中国文学特講Ⅱ 共講B302 諸田　美

火曜日 4 D13061 中国文学特講Ⅱ 共講B302 諸田　美

火曜日 4 213073 朝鮮言語文化特講 総教305 池　貞姫
火曜日 4 C13071 朝鮮言語文化特講 総教305 池　貞姫
火曜日 4 D13071 朝鮮言語文化特講 総教305 池　貞姫
火曜日 4 213193 フランス言語文化特講 共講B303 柳　光子
火曜日 4 C13191 フランス言語文化特講Ⅱ 共講B303 柳　光子
火曜日 4 D13191 フランス言語文化特講Ⅱ 共講B303 柳　光子
火曜日 6 218241 社会学概論Ⅲ 共講B201 朝井　志歩

火曜日 6 218243 社会学概論 共講B201 朝井　志歩

火曜日 6 218873 日本文学特講 共講B404 西　耕生
火曜日 6 C18871 日本古典文学特講 共講B404 西　耕生

以下の科目は10/6に教室を追記しました。いつから対面授業を行うか、各授業担当教員から連絡があります。



対面授業一覧（法文学部） 令和３年１０月６日

曜日 時限 時間割番号 科目名 教室 担当教員名 備考
火曜日 6 C18872 日本文学特講Ⅰ 共講B404 西　耕生
火曜日 6 D18871 日本古典文学特講 共講B404 西　耕生
火曜日 6 D18872 日本文学特講Ⅰ 共講B404 西　耕生
火曜日 7 217351 商法Ⅱ 共講B201 岡田　陽介

水曜日 2 214181 芸術学概論Ⅱ 総教大講義室 越智　雄磨

水曜日 2 214182 表現文化論概論Ⅱ 総教大講義室 越智　雄磨

水曜日 2 214183 表現文化論概論 総教大講義室 越智　雄磨

水曜日 4 210641 ドイツ語コミュニケーション2 共講B演習室1 ポルスト　ジャクリーン

水曜日 4 210643 ドイツ語コミュニケーション 共講B演習室1 ポルスト　ジャクリーン

水曜日 4 C10642 ドイツ語コミュニケーション3 共講B演習室1 ポルスト　ジャクリーン

水曜日 4 D10642 ドイツ語コミュニケーション4 共講B演習室1 ポルスト　ジャクリーン

水曜日 4 210671 フランス語コミュニケーション2 共講B404 モヴェ・エリック

水曜日 4 210673 フランス語コミュニケーション 共講B404 モヴェ・エリック

水曜日 4 C10672 フランス語コミュニケーション3 共講B404 モヴェ・エリック

水曜日 4 D10672 フランス語コミュニケーション4 共講B404 モヴェ・エリック

水曜日 4 210701 中国語コミュニケーション初級-2 共講B302 陳　捷
水曜日 4 210703 中国語コミュニケーションＡ 共講B302 陳　捷
水曜日 4 C10702 中国語コミュニケーション初級-3 共講B302 陳　捷
水曜日 4 D10702 中国語コミュニケーション初級-4 共講B302 陳　捷
水曜日 6 217621 法学・政策学特講Ⅰ 総教大講義室 中矢  斉, 他

水曜日 6 217623 総合政策特講（経済） 総教大講義室 中矢  斉, 他

水曜日 6 217624 総合政策特講 総教大講義室 中矢  斉, 他

水曜日 6 218131 日本文学史 共講B201 中根　隆行, 他

水曜日 6 218663 表現文化論特講 総教305 越智　雄磨

水曜日 6 C18661 芸術学特講Ⅱ 総教305 越智　雄磨

水曜日 6 C18662 表現文化論特講Ⅱ 総教305 越智　雄磨

水曜日 6 D18661 芸術学特講Ⅱ 総教305 越智　雄磨

水曜日 6 D18662 表現文化論特講Ⅱ 総教305 越智　雄磨

水曜日 7 218351 東南アジア史概論 総教305 菅谷　成子

水曜日 7 218353 アジア史概論 総教305 菅谷　成子

木曜日 3 211591 社会政策論 総教大講義室 長井　偉訓

木曜日 3 212631 政治システム論 共講B201 福井　秀樹

木曜日 4 214061 人文地理学 総教大講義室 兼子　純
木曜日 4 214473 倫理思想史特講 総教305 太田　裕信

木曜日 4 C14471 倫理思想史特講 総教305 太田　裕信

木曜日 4 D14471 倫理思想史特講 総教305 太田　裕信

木曜日 4 214533 社会学特講 共講B404 野崎　賢也

木曜日 4 C14531 社会学特講Ⅱ 共講B404 野崎　賢也

木曜日 4 D14531 社会学特講Ⅱ 共講B404 野崎　賢也

木曜日 6 218643 倫理思想史特講 共講B403 太田　裕信

木曜日 6 C18641 倫理思想史特講 共講B403 太田　裕信

木曜日 6 D18641 倫理思想史特講 共講B403 太田　裕信

木曜日 6 218743 考古学特講 共講B404 笹田　朋孝

木曜日 6 C18741 考古学特講Ⅰ 共講B404 笹田　朋孝

木曜日 6 D18741 考古学特講Ⅰ 共講B404 笹田　朋孝

木曜日 6 218803 アジア史特講 共講B303 髙橋　弘臣

木曜日 6 C18801 アジア史特講Ⅱ 共講B303 髙橋　弘臣

木曜日 6 D18801 アジア史特講Ⅱ 共講B303 髙橋　弘臣

金曜日 3 210681 フランス語コミュニケーション2 共講B404 モヴェ・エリック

金曜日 3 210683 フランス語コミュニケーション 共講B404 モヴェ・エリック

金曜日 3 C10682 フランス語コミュニケーション3 共講B404 モヴェ・エリック

金曜日 3 D10682 フランス語コミュニケーション4 共講B404 モヴェ・エリック

金曜日 3 210721 中国語コミュニケーション中上級-2 共講B302 　東風
金曜日 3 210723 中国語コミュニケーションＢ 共講B302 　東風
金曜日 3 C10722 中国語コミュニケーション中級-3 共講B302 　東風
金曜日 3 D10722 中国語コミュニケーション中級-4 共講B302 　東風
金曜日 4 210601 国際問題ワークショップ 共講B302 楢林　建司

金曜日 4 213021 国際金融論 総教大講義室 近廣　昌志

金曜日 4 213023 国際金融システム論 総教大講義室 近廣　昌志

金曜日 4 214483 表現文化論特講 総教305 野村　優子



対面授業一覧（法文学部） 令和３年１０月６日

曜日 時限 時間割番号 科目名 教室 担当教員名 備考
金曜日 4 C14481 芸術学特講Ⅰ 総教305 野村　優子

金曜日 4 C14482 表現文化論特講Ⅰ 総教305 野村　優子

金曜日 4 D14481 芸術学特講Ⅰ 総教305 野村　優子

金曜日 4 D14482 表現文化論特講Ⅰ 総教305 野村　優子

土曜日 2 217581 総合政策講義 総教大講義室 山口　和子


