
２０２０年度　社会システム研究科　博士前期課程　現代経済専攻　時間割案 ＜2020年度入学生対象＞

月曜日 火曜日 水曜日
開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜１時限＞ ＜１時限＞ ＜１時限＞
○特別研究基礎 219b321 グ 奥山　恭英 3-328 1年・選択 ○特別研究基礎 319b331 経 浦野　恭平 3-325 1年・選択

△特別研究１ 219b352 グ 奥山　恭英 3-328 1年・必修 △特別研究１ 319b362 経 浦野　恭平 3-325 1年・必修

＜２時限＞ ＜２時限＞ ＜２時限＞
○マクロ経済分析基礎 129b011 経 田中　淳平 B-201 専門基礎科目 ○特別研究２ 329b391 経 浦野　恭平 3-325 2年・必修
○特別研究２ 129b381 経 牛房　義明 3-325 2年・必修

△マクロ経済学 129b132 経 田中　淳平 B-201 専門科目 △金融論 229b162 経 後藤　尚久 3-327 専門科目 △特別研究３ 329b422 経 浦野　恭平 3-325 2年・必修
△人的資源管理 129b302 経 福井　直人 B-204 専門科目
△特別研究３ 129b412 経 牛房　義明 3-325 2年・必修

＜３時限＞ ＜３時限＞ ＜３時限＞
○情報管理基礎 139b121 経 池田　欽一 D-602 専門基礎科目 ○計量経済分析基礎 239b031 経 林田　実 3-325 専門基礎科目 ○経営学Ⅰ 339b091 非 遠藤　雄二 B-205 専門基礎科目

△統計学 239b192 経 林田　実 3-325 専門科目 △経営学Ⅱ 339b272 非 遠藤　雄二 B-205 専門科目
△応用地域科学 239b232 グ 奥山　恭英 3-328 専門科目

＜４時限＞ ＜４時限＞

＜５時限＞ ＜５時限＞ ＜５時限＞
△環境経済学 159b222 経 牛房　義明 2-211 専門科目

＜６時限＞ ＜６時限＞ ＜６時限＞
○社会システム総合概論 369a001 基 伊野　憲治　他 1年・必修

木曜日 金曜日 土曜日
開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜１時限＞ ＜１時限＞ ＜１時限＞
△コーポレート・ファイナンス 519b292 非 未定 B-203 専門科目

＜２時限＞ ＜２時限＞ ＜２時限＞
○マーケティング 429b101 経 別府　俊行 3-320 専門基礎科目 ○地域経済論 529b051 経 田村　大樹 3-327 専門基礎科目
○特別研究２ 429b371 経 畔津　憲司 3-327 2年・必修 ○特別研究基礎 529b311 経 前田　淳 3-325 1年・選択

△経営戦略論 429b282 経 浦野　恭平 3-324 専門科目 △特別研究１ 529b342 経 前田　淳 3-325 1年・必修
△特別研究３ 429b402 経 畔津　憲司 3-327 2年・必修

＜３時限＞ ＜３時限＞ ＜３時限＞
○経済史 539b061 経 土井　徹平 3-321 専門基礎科目

△経営組織論 439b112 経 山下　剛 3-321 専門基礎科目
△国際金融論 439b172 経 前田  淳 3-325 専門科目
△労働経済学 439b212 経 畔津　憲司 3-327 専門科目

＜４時限＞ ＜４時限＞ ＜４時限＞
○財政学Ⅰ 449b041 経 前林　紀孝 3-326 専門基礎科目 ○ミクロ経済分析基礎 549b021 経 朱　乙文 3-325 専門基礎科目

○会計学Ⅰ 549b071 非 白石　和孝 3-218 専門基礎科目

△財政学Ⅱ 449b152 経 前林　紀孝 3-326 専門科目 △ミクロ経済学 549b142 経 朱　乙文 3-325 専門科目
△産業組織論 549b182 経 後藤　宇生 3-327 専門科目
△計量経済学 549b202 経 藤井　敦 3-324 専門科目
△会計学Ⅱ 549b242 非 白石　和孝 3-218 専門科目

＜５時限＞ ＜５時限＞ ＜５時限＞
○財務会計Ⅰ 459b081 経 西澤　健次 3-307 専門基礎科目

△財務会計Ⅱ 459b252 経 西澤　健次 3-307 専門科目

※  開講科目欄の「○」印は１学期科目、「△」印は２学期科目を示しています。
※　履修アドバイザーが担当する「特別研究基礎」は選択科目です。
※　研究指導教員が担当する「特別研究１、２、３」は必修科目です。
※　科目名末尾に（Ⅰ・Ⅱ）が付されている科目は、順次性を持って配置されており、
　   Ⅰを履修してからⅡを履修する必要があります。

講義時間

１時限 9:00 ～ 10:30

２時限 10:40 ～ 12:10

３時限 13:00 ～ 14:30

４時限 14:40 ～ 16:10

５時限 16:20 ～ 17:50

６時限 18:00 ～ 19:30

７時限 19:40 ～ 21:10



２０２０年度　社会システム研究科　博士前期課程　地域コミュニティ専攻　時間割案 ＜2020年度入学生対象＞

月曜日 火曜日 水曜日

開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜６時限＞ ＜６時限＞ ＜６時限＞

○都市社会学 169c081 基 稲月　正 E-302 専門基礎科目 ○社会心理学 269c011 文 田島　司 4-205 専門基礎科目 ○社会システム総合概論 369a001 地 伊野  憲治　他 1年・必修
○社会福祉援助論 269c051 文 小賀　久 4-512 専門基礎科目 ○特別研究２ 369c271 文 田島　司 研究室 2年・必修
○特別研究２ 269c311 地 深谷　裕 2-211 2年・必修 ○特別研究２ 369c301 基 坂本　毅啓 3-328 2年・必修

△フィールドワーク論 169c142 文 竹川　大介 4-101 専門科目 △特別研究１ 269c222 文 田島　司 研究室 1年・必修 △司法福祉論 369c132 地 深谷　裕 B-204 専門科目
△環境社会学 169c162 文 岩松　文代 4-512 専門科目 △特別研究３ 269c362 基 坂本　毅啓 3-328 2年・必修 △特別研究１ 369c262 文 竹川  大介 4-205 1年・必修

△特別研究３ 269c372 地 深谷　裕 2-211 2年・必修

＜７時限＞ ＜７時限＞ ＜７時限＞

○特別研究２ 179c321 基 稲月　正 E-302 2年・必修 ○特別研究基礎 279c191 文 楠　凡之 E-313 1年・選択 ○特別研究基礎 379c211 文 竹川  大介 4-205 1年・選択
○特別研究２ 379c281 文 恒吉　紀寿 E-302 2年・必修

△教育制度論 179c102 文 児玉　弥生 B-204 専門科目 △臨床社会学 379c152 基 西田　心平 B-206 専門科目
△特別研究３ 179c382 基 稲月　正 E-302 2年・必修 △認知心理学 379c092 文 松本亜紀 E-303 専門科目

△特別研究１ 379c242 文 楠　凡之 E-313 1年・必修
△特別研究３ 379c342 文 恒吉　紀寿 E-302 2年・必修

木曜日 金曜日 土曜日

開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜６時限＞ ＜６時限＞ ＜６時限＞

○臨床心理学 469c031 文 田中　信利 4-512 専門基礎科目 ○特別研究２ 569c291 文 楠　凡之 E-313 2年・必修
○文化社会学 469c071 文 濱野　健 研究室 専門基礎科目
○特別研究基礎 469c171 文 田島　司 研究室 1年・選択
○特別研究基礎 469c201 基 坂本　毅啓 3-328 1年・選択

△臨床教育学 469c112 文 楠　凡之 B-201 専門科目 △福祉コミュニティ論 569c122 基 坂本　毅啓 3-321 専門科目
△特別研究１ 469c252 基 坂本　毅啓 3-328 1年・必修 △特別研究３ 569c352 文 楠　凡之 E-313 2年・必修
△特別研究３ 469c332 文 田島　司 研究室 2年・必修

＜７時限＞ ＜７時限＞ ＜７時限＞

○教育心理学 479c041 文 山下　智也 B-304 専門基礎科目 ○生涯学習論 579c021 文 恒吉　紀寿 B-203 専門基礎科目
○人間環境学 479c061 文 野井　英明 4-407 専門基礎科目
○特別研究基礎 479c181 文 恒吉　紀寿 E-302 1年・選択

△特別研究１ 479c232 文 恒吉　紀寿 E-302 1年・必修

※  開講科目欄の「○」印は１学期科目、「△」印は２学期科目を示しています。
※　履修アドバイザーが担当する「特別研究基礎」は選択科目です。
※　研究指導教員が担当する「特別研究１、２、３」は必修科目です。

講義時間

１時限 9:00 ～ 10:30

２時限 10:40 ～ 12:10

３時限 13:00 ～ 14:30

４時限 14:40 ～ 16:10

５時限 16:20 ～ 17:50

６時限 18:00 ～ 19:30

７時限 19:40 ～ 21:10



２０２０年度　社会システム研究科　博士前期課程　東アジア専攻　時間割案 ＜2020年度入学生対象＞

月曜日 火曜日 水曜日
開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜１時限＞ ＜１時限＞ ＜１時限＞
○中国研究概論 319e011 外 堀地　明　他 3-320 専門基礎科目

＜２時限＞ ＜２時限＞ ＜２時限＞

＜３時限＞ ＜３時限＞ ＜３時限＞

＜４時限＞ ＜４時限＞ ＜４時限＞
○アメリカ社会概論 249e051 外 中野　博文 E-302 専門基礎科目

△東アジア国際政治研究 249e122 外 李　東俊 3-321 専門科目
△アメリカ社会研究 249e212 外 中野　博文 E-302 専門科目

＜５時限＞ ＜５時限＞ ＜５時限＞
○アメリカ人種関係概論 259e061 外 北　美幸 研究室 専門基礎科目

△中国社会史研究 159e092 外 堀地　明 3-218 専門科目 △日本社会史研究 259e152 文 八百　啓介 3-320 専門科目
△近代日本政治外交史研究 259e162 基 小林　道彦 3-321 専門科目
△東南アジア近現代史研究 259e172 外 篠崎　香織 研究室 専門科目

＜６時限＞ ＜６時限＞ ＜６時限＞
○東北アジア研究概論 169e021 文 八百　啓介　他 3-320 専門基礎科目 ○アメリカ社会史概論 269e041 文 寺田　由美 3-218 専門基礎科目 ○社会システム総合概論 369a001 基 伊野　憲治　他 1年・必修

○イギリス地域概論 269e071 外 久木　尚志 研究室 専門基礎科目 ○イギリス文学研究 369e291 外 木原　謙一 研究室 専門科目
○現代イギリス文学研究 369e301 文 田部井　世志子 研究室 専門科目

△東アジア政治思想研究 169e132 外 金　鳳珍 E-314 専門科目 △東南アジア地域研究Ⅱ 269e192 法 田村　慶子 3-218 専門科目
△安全保障研究 169e272 基 戸蒔　仁司 3-327 専門科目 △アメリカ社会史研究 269e202 文 寺田　由美 3-320 専門科目
△特別研究１ 169e352 文 八百　啓介 3-320 1年・必修 △イギリス地域研究 269e232 外 久木　尚志 研究室 専門科目

＜７時限＞ ＜７時限＞ ＜７時限＞

木曜日 金曜日 土曜日
開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜１時限＞ ＜１時限＞ ＜１時限＞

＜２時限＞ ＜２時限＞ ＜２時限＞
△現代中国政治研究 529e102 外 下野　寿子 E-303 専門科目

＜３時限＞ ＜３時限＞ ＜３時限＞
△東南アジア地域研究Ⅰ 439e182 基 伊野　憲治 3-320 専門科目

＜４時限＞ ＜４時限＞ ＜４時限＞
△国際経済研究 549e242 経 魏　芳 3-320 専門科目

＜５時限＞ ＜５時限＞ ＜５時限＞
○東南アジア研究概論 559e031 基 伊野　憲治　他 3-218 専門基礎科目

＜６時限＞ ＜６時限＞ ＜６時限＞
○国際関係研究概論 469e081 外 大平　剛　他 3-326 専門基礎科目

△現代中国経済研究 469e112 外 白石　麻保 E-302 専門科目 △国際政治経済研究 569e282 外 阿部　容子 研究室 専門科目
△現代韓国経済研究 469e142 外 柳　学洙 3-218 専門科目
△アメリカ人種関係研究 469e222 外 北　美幸 研究室 専門科目
△国際協力研究 469e252 外 大平　剛 研究室 専門科目
△英語表現法 469e312 外 Jenifer Larson-Hall E-314 専門科目

＜７時限＞ ＜７時限＞ ＜７時限＞
○現代アメリカ文学研究 479e331 外 Wayne Arnold 研究室 専門科目

△英語教育法研究概論 479e342 外 Jenifer Larson-Hall　他 E-314 専門科目 △アメリカ文学研究 579e322 文 前田　譲治 E-313 専門科目

※  開講科目欄の「○」印は１学期科目、「△」印は２学期科目を示しています。
※　履修アドバイザーが担当する「特別研究基礎」は選択科目です。
※　研究指導教員が担当する「特別研究１、２、３」は必修科目です。

講義時間

１時限 9:00 ～ 10:30

２時限 10:40 ～ 12:10

３時限 13:00 ～ 14:30

４時限 14:40 ～ 16:10

５時限 16:20 ～ 17:50

６時限 18:00 ～ 19:30

７時限 19:40 ～ 21:10



２０２０年度　社会システム研究科　博士前期課程　文化・言語専攻　時間割案 ＜2020年度入学生対象＞

月曜日 火曜日 水曜日
開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜２時限＞ ＜２時限＞ ＜２時限＞
○中国文化研究概論 229d061 非 板谷　俊生 3-326 専門基礎科目

△中国文化史研究 229d272 非 板谷　俊生 3-326 専門科目

＜３時限＞ ＜３時限＞ ＜３時限＞
○中国思想文化研究概論 339d071 非 板谷　俊生 3-326 専門基礎科目

＜４時限＞ ＜４時限＞ ＜４時限＞
△中国哲学史研究 349d242 非 竹村　則行 3-218 専門科目

＜５時限＞ ＜５時限＞ ＜５時限＞
○中国民族文化研究 359d231 非 竹村　則行 3-218 専門科目

△中国民間文学研究 359d262 非 竹村　則行 3-218 専門科目

＜６時限＞ ＜６時限＞ ＜６時限＞
○英語学研究概論 169d031 外 平野　圭子 研究室 専門基礎科目 ○イギリス文学研究概論 269d011 外 木原  謙一　他 E-313 専門基礎科目 ○社会システム総合概論 369a001 外 伊野  憲治　他 1年・必修
○中国語音声学研究 169d291 外 平田　直子 3-321 専門科目 ○言語学研究概論 269d101 基 漆原　朗子　他 1-103 専門基礎科目 ○現代イギリス文学研究 369d131 文 田部井　世志子 研究室 専門科目

○イギリス文学研究 369d141 外 木原　謙一 研究室 専門科目

△社会言語学研究 169d192 外 平野　圭子 研究室 専門科目 △日本宗教文化研究 269d312 文 佐藤　眞人 研究室 専門科目 △第二言語習得研究 369d222 外 Jenifer Larson-Hall E-313 専門科目
△比較広域文学研究 169d352 文 梶原　将志 3-307 専門科目 △日本古典文学研究 269d342 文 渡瀬　淳子 E-302 専門科目

＜７時限＞ ＜７時限＞ ＜７時限＞
○日本文化研究概論 279d091 文 佐藤　眞人　他 E-303 専門基礎科目 ○日米比較文化研究 379d391 外 Rodger S. Williamson 研究室 専門科目

△日本表象文化研究 179d332 文 真鍋　昌賢 E-314 専門科目

木曜日 金曜日 土曜日
開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考

＜１時限＞ ＜１時限＞ ＜１時限＞
○中国語法研究概論 619d051 非 木村　裕章 B-203 専門基礎科目

＜２時限＞ ＜２時限＞ ＜２時限＞

＜３時限＞ ＜３時限＞ ＜３時限＞

△英語翻訳研究 439d202 非 野島　啓一 B-205 専門科目
△ヨーロッパ比較文化研究 439d372 文 富田　広樹 B-202 専門科目

＜４時限＞ ＜４時限＞ ＜４時限＞

＜５時限＞ ＜５時限＞ ＜５時限＞

＜６時限＞ ＜６時限＞ ＜６時限＞
○アメリカ文学研究概論 469d021 外 Wayne Arnold　他 E-314 専門基礎科目 ○特別研究基礎 669d421 外 木原　謙一 研究室 1年・選択
○比較文化研究概論 469d081 外 Rodger S. Williamson　他 E-302 専門基礎科目 ○特別研究基礎 669d431 外 胡　玉華 研究室 1年・選択
○英語通訳研究 469d211 外 伊藤　健一 研究室 専門科目 ○特別研究２ 669d461 外 伊藤　健一 研究室 2年・必修
○比較広域文化研究 469d361 文 中山　俊 研究室 専門科目 ○特別研究２ 669d471 文 鄧　紅 研究室 2年・必修
○理論言語学研究（統語論） 469d411 基 葛西　宏信 研究室 専門科目 ○特別研究２ 669d481 外 胡　玉華 研究室 2年・必修

○特別研究２ 669d491 文 佐藤　眞人 研究室 2年・必修

△英語表現法 469d122 外 Jenifer Larson-Hall E-314 専門科目 △比較文学研究概論 569d112 外 木原　謙一 E-302 専門基礎科目 △特別研究１ 669d442 外 木原　謙一 研究室 1年・必修
△イギリス文化研究 469d152 外 Adam Hailes E-313 専門科目 △中国古典文学研究 569d282 外 武井　満幹 3-218 専門科目 △特別研究１ 669d452 外 胡　玉華 研究室 1年・必修
△アメリカ文化研究 469d182 外 齊藤　園子 3-320 専門科目 △理論言語学研究（形態論） 569d402 基 漆原　朗子 1-103 専門科目 △特別研究３ 669d502 外 伊藤　健一 研究室 2年・必修
△中国語教育論研究 469d302 外 胡　玉華 E-303 専門科目 △特別研究３ 669d512 文 鄧　紅 研究室 2年・必修

△特別研究３ 669d522 外 胡　玉華 研究室 2年・必修
△特別研究３ 669d532 文 佐藤　眞人 研究室 2年・必修

＜７時限＞ ＜７時限＞ ＜７時限＞
○現代アメリカ文学研究 479d161 外 Wayne Arnold 研究室 専門科目 ○日本美術史研究 579d321 文 五月女　晴恵 E-314 専門科目
○日英比較文化研究 479d381 外 Fiona Creaser E-314 専門科目

△英語教育法研究概論 479d042 外 Jenifer Larson-Hall　他 E-314 専門基礎科目 △アメリカ文学研究 579d172 文 前田　譲治 E-313 専門科目

集中講義 ※　集中講義について ※  開講科目欄の「○」印は１学期科目、「△」印は２学期科目を示しています。
開講科目 コード 所属 担当者 教室 備考 　集中講義を受講する際は、必ず1学期の受講申告期間に登録すること。 ※　履修アドバイザーが担当する「特別研究基礎」は選択科目です。

○中国語法研究概論 789d254 王　占華 　なお、成績は2学期につきます。 ※　研究指導教員が担当する「特別研究１、２、３」は必修科目です。
集中講義期間：8月17日～22日、9月7日～12日（2020年度学年暦参照） 　集中講義は、日程・時限の重複するものを同時に履修することはできません。

　日程及び時限等については、必ず大学院掲示板（3号館2階）で確認すること。

講義時間 ４時限 14:40 ～ 16:10

１時限 9:00 ～ 10:30 ５時限 16:20 ～ 17:50

２時限 10:40 ～ 12:10 ６時限 18:00 ～ 19:30

３時限 13:00 ～ 14:30 ７時限 19:40 ～ 21:10
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