
.

31M200-0451S 31D200-0451S 言語情報解析実験実習II 川崎　義史 【教室変更】K５０１→１８－情報解析室

31M200-0151A 31D200-0151A 言語科学基礎理論演習Ⅴ 田中　伸一 ※開講取りやめ

31M200-0141A 31D200-0141A 言語科学基礎理論演習IV 田中　伸一
追加新規開講
【学期】Aセメスター　　【単位】２単位

31M200-0331S 31D200-0331S 言語情報解析Ⅰ 広瀬　友紀 【教室変更】８-３１５→８－２１０

31M200-0711S 31D200-0711S 国際コミュニケーション演習I 板津　木綿子 【教室変更】７－７２２→８－４１８

  31M200-0201S   31D200-0201S 言語科学基礎論I 稲葉　治朗 【教室変更】８－２０６→８－２１０

31M200-1411S 31D200-1411S   日韓言語生態論II 三ツ井　崇 【教室変更】４／２５のみ８－４２０→８－３１７

31M210-0331S 31D210-0331S 表象文化論実験実習I 長木　誠司 【教室変更】１１-１１０９→８-３２３

31M210-1051S 31D210-1051S 比較文学比較文化演習IV 寺田　寅彦 【教室変更】８－３１７→５－５１８

大学院総合文化研究科　授業科目一覧変更表【H29Sセメスター】
平成29年6月19日

更新点は赤字で記載

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

言語情報科学専攻

超域文化科学専攻



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

31M220-0410S 31D220-0410S ヨーロッパ・ロシア地域文化演習III 原　和之 【曜限変更】木５→水５

31M220-0012S 31D220-0012S 多元地域協力論I キハラハント　愛 【教室変更】８-２０６→１-１２２→８－２０５

31M220-0402S 31D220-0402S ヨーロッパ・ロシア地域文化演習II 鶴見　太郎 【教室変更】８－１１０→５－５３４→１２－１２３３

31M220-0550S 31D220-0550S 多民族文化接触論I   齊藤　文子 【教室変更】８－４１６→８－４２２

  31M220-0610S   31D220-0610S 地中海・ｲｽﾗﾑ地域文化演習III 辻上　奈美江 【曜限変更】月２限→月４限

31M220-0012S 31D220-0012S 多元地域協力論I キハラハント　愛 【教室変更】月２限→月４限

31M220-0761S 31D220-0761S エスニシティ文化変容論II   矢口　祐人 【教室変更】８－２０６→８－４１６

31M230-1183S 国際社会科学特殊研究IV 内山　融 【教室変更】８-２０５→１２-１２３３

31M230-0072S 31D230-0072S 国際社会統合論I 鶴見　太郎 【教室変更】８－１１０→５－５３４→１２－１２３３

31M230-0390S 31D230-0390S 世界システム論I   阪本　拓人 【教室変更】８－２０６→１－１１９

31M230-0610S 31D230-0610S 日本政治分析I 内山　融 【教室変更】５－５１７→２－４０１Ｂ

  31M230-0350S   31D230-0350S 国際関係法I 北村　朋史 【曜限及び教室変更】火曜４限１－１８４→火曜５限２－３０３

31M230-0630S 31D230-0630S ヒューマン・エコノミックスI 丸山　真人 【教室変更】１２－１２３３→１８号館メディアラボ２

  31M230-0650S   31D230-0650S 公共哲学I 井上　彰 【教室変更】８－４１８→１２－１２３３　（5/10より）

31M230-0621S 31D230-0621S 日本政治分析II 鹿毛 利枝子 【教室変更】（7月3日（月）分のみ）７－７６２→８－２０９

31M282-0580S 31D282-0580S 自然体系学輪講IX 嶋田　正和
追加新規開講
【学期】Sセメスター　　【単位】１単位

31M282-0590A 31D282-0590A 自然体系学輪講X 嶋田　正和
追加新規開講
【学期】Aセメスター　　【単位】１単位


 31M282-0250S  31D282-0250S 
情報組織論III 金井　崇
【５/２２のみ教室変更】
15-106→情報教育棟 E35

地域文化研究専攻

国際社会科学専攻

広域科学専攻（広域システム科学系）



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

31M283-1159S 31D283-1159S 相関基礎科学特殊講義III 小島　智恵子 【教室変更】８－２０８→１１－１１０５

31M283-0300S 31D283-0300S 統計力学特論 池田　昌司
博士後期課程向けに追加開講　　 　【学期】Sセメスター
【単位】２単位　　【曜限】金曜２限　　【教室】１６-８２７

31M310-5213S 欧州研究特別研究VIII 安達　亜紀 ※開講取りやめ

  31M310-5212S 欧州研究特別研究VIII   高崎　春華 ※開講取りやめ

31M290-0197S 31D290-0197S 人間の安全保障演習Ⅰ 野口　元郎 ※開講取りやめ

31M290-0197A 31D290-0197A 人間の安全保障演習Ⅰ 野田　真里
追加新規開講
【学期】Aセメスター　　【単位】２単位

31M290-0275A 31D290-0275A 人間の安全保障実験実習Ⅰ 関谷　雄一
追加新規開講
【学期】Aセメスター　　【単位】２単位

31M290-0285A 31D290-0285A 人間の安全保障実験実習Ⅱ 関谷　雄一
追加新規開講
【学期】Aセメスター　　【単位】２単位

31M290-0030S 31D290-0030S 紛争と和解・共生I 黛　秋津 【教室変更】12-1233→14-501A

31M290-0371S 31D290-0371S 人間の安全保障演習X 鶴見　太郎 【教室変更】８－１１０→５－５３４→１２－１２３３

31M290-0232S 31D290-0232S 人間の安全保障演習V   阪本　拓人 【教室変更】８－２０６→１－１１９

31M350-0441S 31D350-0441S Seminar on Global Society I キハラハント　愛 【教室変更】８-２０６→１-１２２→８－２０５

31M350-0451S 31D350-0451S Seminar on Global Society II 板津　木綿子 【教室変更】７－７２２→８－４１８

31M350-0300S 31D350-0300S
History of Transnational Markets and
Civil Society III

矢口　祐人 【教室変更】８－２０６→８－４１６

31M360-0350S 31D360-0350S
Energy Technology and Natural
Resources II

久保　貴哉 ※開講取りやめ

Graduate Program on Global Society

Graduate Program on Environmental Sciences

「人間の安全保障」プログラム

広域科学専攻（相関基礎科学系）

「欧州研究」プログラム



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

31M300-0071S 31M300-0071S 現代科学技術概論I 松田　恭幸　他 【教室変更】１-１５６→１-１２０

31M300-0101S 31M300-0101S 科学技術リテラシー論I 吉良　貴之 【教室変更】8-206 → 11-1105

31D370-0150A 31D370-0150A 多文化共生・統合人間学講義Ⅵ 矢口　祐人 【教員変更】矢口祐人→未定

31D370-0260A 31D370-0260A 多文化共生・統合人間学演習Ⅶ エリス　俊子
追加新規開講
【学期】Aセメスター　　【単位】２単位　　【曜限】集中

31D370-0440A 31D370-0440A 多文化共生・統合人間学実験実習Ⅴ 林　少陽
追加新規開講
【学期】Aセメスター　　【単位】２単位　　【曜限】集中

多文化共生・統合人間学プログラム

「科学技術インタープリター養成」プログラム


