時間割変更（曜限・教室変更など）【H30A】
こちらには曜限・教室変更や新規科目の追加開講などについて掲載しています。内容は掲載後に変更になることがありますので、必ず研究科掲示板（正門横）等でも
確認してください。
なお、こちらの情報は事前に教員より連絡があったもののみを掲載しています。担当教員から別途指示がある場合には、そちらに従ってください。

平成30年12月13日

更新点は赤字で記載
時間割番号
時間割番号
【修士（M）】
【博士（D）】

.
科目名

教員名

変更内容

言語情報科学専攻
31M200-1370A

31D200-1370A 外国語教育論演習Ⅱ

斎藤 兆史

【教室変更】 8-207 → 図書館研究所学部等 教育学部棟・109講義室

31M200-0331A

31D200-0331A 言語情報解析I

広瀬 友紀

【教室変更】1-118 → 18-ﾒﾃﾞｨｱﾗﾎﾞ2

31M200-1557A

31D200-1557A 言語情報科学特殊研究II

星埜 守之

【教室変更】12-1221 → 8-418

31M200-1020A

31D200-1020A 言語態分析演習II

エリス 俊子

【教室変更】8-205 → 8-320

31M200-0300A

31D200-0300A 情報記号分析II

郷原 佳以

【教室変更】8-210 → 8-416

31M200-1311A

31D200-1311A 言語習得論演習Ⅰ

ウィルソンブレンダン 【開講取りやめ】

超域文化科学専攻
31M210-0150A

31D210-0150A 文化ダイナミクス実験実習Ⅱ

北田 暁大

【教室決定】本郷 → 本郷・情報学環本館７階第２演習室

31M210-0110A

31D210-0110A 文化ダイナミクス演習I

松岡 心平

【教室・曜限変更】10/3のみ 14-605 → 8-321、4限 → 4・5限

31M210-0311A

31D210-0311A 表象文化論演習I

一條 麻美子

31M210-0730A

31D210-0730A 多元文化協力論I

佐藤 光

【教室変更】8-319 → 8-208

31M210-0970A

31D210-0970A 比較ナラトロジーI

寺田 寅彦

【教室変更】8-319 → 18-801

【教室変更】8－322 → 18-1216

時間割番号
【修士（M）】

時間割番号
【博士（D）】

科目名

教員名

変更内容

地域文化研究専攻
31M220-0321A

31D220-0321A ヨーロッパ地域システムII

31M220-0920A

31D220-0920A アジア複合文化論II

31M220-0420A

31D220-0420A ヨーロッパ・ロシア地域文化演習IV

31M220-1001A

31D220-1001A アジア太平洋地域文化演習Ⅱ

31M220-1211A

31D220-1211A アメリカ太平洋基層文化論I

森井 裕一
石井 剛
安岡 治子
外村 大
西崎 文子

【教室変更】8-210 → 8-418
【教室変更】1105 → 1109
【教室変更】12-1223 → 8-420
【教室変更】14-605 → 14-501A
【教室変更】8-205 → 14-208

国際社会科学専攻
31M230-0170A

31D230-0170A 国際協力論実験実習Ⅲ

森山 工

【曜限変更】水４ → 金５

31M230-1051A

31D230-1051A 相関社会科学実験実習Ⅱ

倉田 博史

【開講学期変更】A2 → A

31M230-0081A

31D230-0081A 国際社会統合論II

森井 裕一

【教室変更】8-210 → 8-418

31M230-0711A

31D230-0711A 公共政策論演習I

井上 彰

【教室変更】8-112 → 8-208

31M230-0470A

31D230-0470A 国際関係論実験実習II

31M230-0162A

31D230-0162A

国際協力論実験実習II

阪本 拓人
清水 剛

【教室変更 11月2日まで】E-35 → E-41
【教室変更】12-1226 → 8-418
A2ターム新規開講（10/25決定） 【曜限】水4･5 （変更なし）

31M230-1111A

31D230-1111A 国際社会科学特別講義I

31M230-0730A

31D230-0730A 公共政策論実験実習I

SOHN Yul

鹿毛 利枝子

※履修登録期間後の新規開設授業。受講希望者は、11月21日（水）
までに、学生証持参の上、総合文化大学院窓口（アドミニ棟1階5番）
で履修科目届に記入し、提出してください。
※12月18日のみ 【教室変更】11-1103 → 8-112

広域科学専攻（生命環境科学系）
31M281-1320A

31D281-1320A 生命環境科学特別講義XII

丹野 義彦

【教室変更】13-1312 → 5-533

時間割番号
【修士（M）】

時間割番号
【博士（D）】

科目名

教員名

変更内容

広域科学専攻（広域システム科学系）
31M282-0880A

31D282-0880A 広域システム科学特殊講義IV

嶋田 正和

※ 12月10日のみ 【教室変更】 15-101 → 15-104

広域科学専攻（相関基礎科学系）

「欧州研究」プログラム
31M310-5071A

グローバルガバナンスと欧州統合

森井 裕一

【教室変更】8-210 → 8-418

31M310-5040A

ＥＵ法

伊藤 洋一

※ 12月25日のみ 【教室変更】 法学政治学系総合教育棟 404号室 → 同、305号室

「人間の安全保障」プログラム
31M290-0420A

31D290-0420A 統治と規範I

阪本 拓人

【教室変更】8-209 → 8-205

31M290-0283A

31D290-0283A 人間の安全保障実験実習II

関谷 雄一

【教室変更】K402 → 14-407

31M290-0224A

31D290-0224A 人間の安全保障演習IV

関谷 雄一

【教室変更】14-407 → 5-518 → 1-112

31M290-0211A

31D290-0211A 人間の安全保障演習III

星埜 守之

【教室変更】12-1221 → 8-418

31M290-0300A

31D290-0300A 人間の安全保障実験実習IV

阪本 拓人

【教室変更 11月2日まで】E-35 → E-41

森井 裕一

【教室変更】8-210 → 8-418

グローバル共生プログラム
31M340-0240A

31D340-0240A

共生への実践と政策II

31M340-0270A

31D340-0270A メディア・コミュニティ・ネットワークI

関谷 雄一

【教室変更】K402 → 14-407

31M340-0110A

31D340-0110A 多言語・多文化解析I

星埜 守之

【教室変更】12-1221 → 8-418

31M340-0310A

31D340-0310A 文化イノベーションI

エリス 俊子

【教室変更】8-205 → 8-320

時間割番号
【修士（M）】

時間割番号
【博士（D）】

科目名

教員名

変更内容

Theory of Normativity in Global Society II TAJVIDI Nader

TAJVIDI Nader

※ 1月4日のみ 【教室変更】 21KOMCEE East K113 → 情報教育棟
E25

TAJVIDI Nader

※ 1月4日のみ 【教室変更】 21KOMCEE East K113 → 情報教育棟
E25

Graduate Program on Global Society
31M350-0330A

31D350-0330A

Graduate Program on Environmental Sciences
Environmental Measurement and

31M360-0210A

31D360-0210A Evaluation VII

31M360-0270A

31D360-0270A Materials Systems and Dynamics III

YOKOYAMA,YASUDA 【教室・曜限変更】8-112、金4限 → 柏キャンパス、集中講義

31M360-0010A

31D360-0010A Foundations of Environmental Sciences I

石原 孝二, 岡本拓司
【教室変更】 8-210 → 14-308
橋本毅彦, 廣野喜幸

「科学技術インタープリター養成」プログラム

日独共同大学院プログラム

英語教育プログラム
31D380-0021A 第二言語習得論特別講義

広瀬 友紀

【教室変更】1-118 → 18-ﾒﾃﾞｨｱﾗﾎﾞ2

星埜 守之

【教室変更】12-1221 → 8-418

多文化共生・統合人間学プログラム
31D370-0281A

31D370-0281A

多文化共生・統合人間学演習Ⅸ

31D370-0300A

31D370-0300A 多文化共生・統合人間学演習ⅩⅠ

板津 木綿子

※11月7日のみ 【教室変更】 18号館ﾒﾃﾞｨｱﾗﾎﾞ2 → 21KOMCEE East K211

