
注：１．「コース」の欄は，各履修コースを示す。

　　２．「教室」の欄中，「W」はW棟，「E」はE棟，「ス」は「スラブ・ユーラシア研究センター」，「ア」は「アイヌ・先住民研究センターの教員研究室」を示す。

　　３．変更は，公用掲示板に掲示するので注意すること。

　　４．対象学年など，履修制限に関することはシラバスを参照すること。

コース 科目 教員 教室 コース 科目 教員 教室 コース 科目 教員 教室 コース 科目 教員 教室 コース 科目 教員 教室
哲･ヨ･総 哲学演習 千葉　惠 W205 哲･ヨ･総 倫理学概論Ⅰ 藏田　伸雄 W201 哲･ヨ･総 西洋哲学史概説 村松　正隆 W201 哲･ヨ･北･総 宗教学概論 佐々木　啓 文系6番

歴･ア･北･総 東洋史学概論 吉開将人ほか W202 歴･日･北･総 日本史学演習 白木沢旭児ほか W517 哲･ア･総 インド哲学演習 林寺　正俊 W307 哲･ヨ･総 倫理学 増渕　隆史 W408
歴･日･ア･ヨ･総 歴史文化論演習 権　錫永 W516 歴･ア･総 東洋史学演習 佐藤健太郎ほか W515 歴･日･北･総 日本史学演習 白木沢　旭児 W501 言･ア･総 中国文学史概説 武田　雅哉 W517
言･ア･総 中国語学文学Ⅱ 近藤　浩之 W201 歴･ヨ･総 西洋史学演習 長谷川　貴彦 W513 歴･日･北･総 日本史学演習 橋本　雄 W515 人 野外調査法実習 立澤史郎ほか W308
言･日･総 国語学演習 池田　証壽 W517 言･日･総 国文学演習 小川　佐和子 W309 歴･ア･総 東洋史学演習 佐藤　健太郎 W506
言･ヨ･総 英米文学演習Ⅱ 瀬名波　栄潤 W404 言･ア･総 中国文学演習Ⅰ 武田　雅哉 424 言･日･北･総 言語学演習 佐藤　知己 W309
言･ヨ･総 フランス文学演習Ⅰ 村松　正隆 W503 言･ヨ･総 ロシア文学演習Ⅰ 大西　郁夫 W404 言･ア･総 中国語学演習 武田　雅哉 424
人･総 社会心理学 大沼　進 文系6番 人･日･ア･ヨ･総 文化心理学 結城　雅樹 文系6番 言･ヨ･総 フランス語学演習Ⅰ 藤田　健 W205
人 社会調査法実習 平澤和司ほか W408 ヨ ヨーロッパ言語文化論 宮下　弥生 W205 人･総 行動システム科学概論 大沼進ほか W202
人 野外調査法実習 立澤史郎ほか W308 人 社会調査法実習 平澤和司ほか W408 共 漢文漢籍学 弓巾和順ほか W517

人 野外調査法実習 立澤史郎ほか W308 共 国語表現法 阿部　嘉昭 文系6番
人 社会調査法実習 平澤和司ほか W408
人 野外調査法実習 立澤史郎ほか W308

人 社会学特殊演習 樋口　麻里 W515 哲･ヨ･総 倫理学 近藤　智彦 W308 哲･ヨ･総 倫理学演習 田口　茂 W517 哲･日･ヨ･総 芸術学 鈴木　幸人 文系6番 哲･ヨ･総 倫理学演習 近藤　智彦 W404
歴･日･北･総 日本史学概論 小倉真紀子ほか W202 哲･ヨ･総 宗教学演習 宮嶋　俊一 W205 哲･ヨ･総 哲学演習 佐野　勝彦 W405 哲･日･ア･総 仏教学演習 林寺　正俊 W205
歴･ヨ･北･総 西洋史学概論 砂田徹ほか 文系6番 歴･日･ア･北･総 東洋史学 吉開　将人 W202 歴･日･北･総 考古学 高瀬　克範 W309 歴･ヨ･総 西洋史学演習 山本　文彦 W501
歴･北･総 文化人類学演習 小田　博志 W513 歴･北･総 考古学演習 小杉　康 100 歴･日･北･総 日本史学演習 小倉　真紀子 W501 人 地域科学特殊演習 池田　透 W405
歴･北･総 考古学演習 小杉　康 100 言･日･総 国文学史概説 中村　三春 文系6番 言･ヨ･総 ロシア文学 大西　郁夫 W408 共 博物館資料保存論 鈴木幸人ほか 文系6番
言･ヨ･総 フランス語学概論 藤田　健 W205 言･日･総 国文学演習 野本　東生 W513 言･ヨ･総 英米文学演習Ⅰ 瀬名波　栄潤 W517 人 社会調査法実習 平澤和司ほか W408
言･日･総 国文学史概説 野本　東生 W309 人･総 社会学演習 櫻井　義秀 W501 人･総 社会変動論 櫻井義秀ほか W202
言･ヨ･総 ドイツ文学演習Ⅰ グリューネヴァルト・マティアス W405 人 行動科学特殊演習 結城　雅樹 E304 人･総 地域科学演習 池田　透 W205
人･総 心理学演習 安部　博史 W504 ア アジア社会文化論 中根　研一 W201
共 音声学 加藤　重広 W201

人･北･総 地域システム科学概論 宮内泰介ほか W202 歴･日･ア･北･総 東洋史学 佐藤　健太郎 W202 哲･総 論理学 佐野　勝彦 W309 哲･日･ヨ･総 芸術学概論 北村　清彦 W309 哲･日･ア･総 仏教学概論 林寺　正俊 W201
共 英会話・英作文 ジョセフ・Ｗ・ラケット W309 歴･日･ア･ヨ･総 歴史文化論演習 村田　勝幸 W515 哲･ヨ･総 宗教学演習 佐々木　啓 W405 歴･北･総 考古学概論 小杉　康 W517 歴･北･総 文化人類学概論 小田　博志 文系8番
共 博物館概論 佐々木亨ほか 文系8番 言･日･総 国語学 池田　証壽 W309 歴･日･ア･ヨ･総 歴史文化論 太田　敬子 文系6番 歴･日･北･総 日本史学演習 川口　暁弘 W516 言･日･総 国文学 金沢　英之 W202

言･ヨ･総 スラブ語学 エディタ　ジェプカ W501 歴･日･北･総 日本史学演習 橋本雄ほか W308 歴･日･ア･ヨ･総 歴史文化論演習 太田　敬子 W205 言･ア･総 中国文学演習Ⅱ 武田　雅哉 424
言･ヨ･総 フランス語学演習Ⅱ 藤田　健 421 歴･ア･総 東洋史学演習 吉開　将人 W404 言･日･総 国語学概論 加藤　重広 文系6番 人 地域科学特殊演習 橋本　雄一 W205
言･日･総 国文学演習 後藤　康文 W517 歴･ヨ･総 西洋史学演習 松嶌　明男 W513 言･ヨ･総 英米文学史概説 瀬名波　栄潤 W408 北 北方文化論概論 佐々木亨ほか W309
言･ヨ･総 英米文学演習Ⅰ ジョセフ・Ｗ・ラケット W408 歴･北･総 北方人類学演習 佐々木　亨 W104 言･ヨ･総 西洋古典学演習 戸田　聡 W404 共 博物館情報・メディア論 山下俊介ほか 文系6番
人･総 人文地理学 浅妻　裕 文系6番 言･ヨ･総 西洋古典学 戸田　聡 W205 人･総 心理システム科学概論 安達　真由美 W202

言･ア･総 中国思想演習Ⅰ 近藤　浩之 W307 人･総 社会学演習 ホメリヒ　カローラ W308
人･総 行動計量学 髙橋　伸幸 W517 人 行動科学特殊演習 瀧本　彩加 E304
人･総 地域科学演習 橋本　雄一 W302
人 心理学研究法 小川　健二 W201

人･総 自然地理学 菊地　達夫 W203 歴･日･北･総 日本史学演習 井上　敬介 W513 哲･ヨ･総 哲学演習 近藤智彦ほか W516 哲･ヨ･総 宗教史学 宮嶋　俊一 W201 哲･ヨ･総 哲学概論Ⅰ 田口　茂 W201
共 博物館教育論 湯浅万紀子ほか 文系6番 歴･ア･総 東洋史学演習 佐藤　健太郎 W408 歴･日･北･総 日本史学演習 松本　あづさ W501 哲･ヨ･総 倫理学演習 村松　正隆 W306 人 社会学特殊演習 ホメリヒ　カローラ W404

歴･北･総 考古学演習 小杉　康 100 歴･ヨ･総 西洋史学演習 砂田　徹 W513 哲･日･ヨ･総 芸術学演習 谷古宇尚ほか W408 人 地域科学特殊演習 笹岡　正俊 W506
言･ヨ･総 英語学 ランディ　エバンズ W308 言･北･総 言語学概論 佐藤　知己 W201 歴･ヨ･北･総 西洋史学 長谷川　貴彦 W202
言･ヨ･総 フランス語学演習Ⅱ 藤田　健 421 言･ヨ･総 英語学概論 野村　益寛 W202 歴･日･ア･ヨ･総 歴史文化論 権　錫永 W309
人･総 社会システム科学概論 ホメリヒカローラほか W202 言･ヨ･総 ロシア語学概論 菅井　健太 W408 歴･北･総 民族言語学 丹菊　逸治 W308

言･ヨ･総 ドイツ語学演習Ⅰ 清水　誠 W404 言･ヨ･総 英語学 奥　聡 W205
言･日･総 国文学演習 押野　武志 W309 言･総 言語情報学演習 三村　竜之 W104
言･日･総 国文学演習 金沢　英之 W104 言･ヨ･総 英語学演習Ⅰ 野村　益寛 W401
言･ア･総 中国思想演習Ⅱ 弓巾　和順 W307 言･ヨ･総 ドイツ語学演習Ⅰ グリューネヴァルト・マティアス W307
人･総 社会生態学 池田　透 文系6番 言･日･総 国文学演習 冨田　康之 W503
人･総 社会学演習 平澤　和司 W308 言･ヨ･総 フランス文学演習Ⅰ 竹内　修一 W405

人･総 認知心理学 河原　純一郎 文系6番
人･総 地域科学演習 宮内泰介ほか W518
人 社会学特殊演習 平澤　和司 W505
人 社会学特殊演習 櫻井　義秀 W504
人 行動科学研究法 小幡　直弘 W517
共 アイヌ語 佐藤　知己 W203

共 博物館実習 鈴木幸人ほか 文系6番 哲･ヨ･総 哲学 千葉　惠 W309 哲･日･ヨ･総 芸術学演習 浅沼　敬子 W408 言･ヨ･総 フランス語学 ジェゴンデ　ニコラ W515 哲･ヨ･総 哲学演習 野村　恭史 W506
言･ヨ･総 ドイツ語学概論 清水　誠 W405 哲･日･ヨ･総 芸術学演習 谷古宇　尚 W517 言･ヨ･総 ドイツ文学 藤本　純子 W205 言･ヨ･総 フランス文学 ジェゴンデ　ニコラ W515
言･ヨ･総 フランス語学 藤田　健 421 歴･北･総 考古学演習 小杉康ほか 100 言･ヨ･総 ロシア文学 タチヤーナ　ヴラーソワ W506 言･ヨ･総 ドイツ文学演習Ⅱ グリューネヴァルト・マティアス W307
言･ヨ･総 ロシア語学演習Ⅰ 菅井　健太 W513 言･ヨ･総 ドイツ語学 グリューネヴァルト・マティアス W307 共 書道　※通年 森　ひとみ W201 共 博物館資料論 加藤克ほか 文系6番
言･日･総 国文学演習 水溜　真由美 W515 言･ヨ･総 ロシア語学 タチヤーナ　ヴラーソワ W506

人 心理学特殊演習 安達真由美ほか W205・E104 言･ヨ･総 フランス文学演習Ⅱ 竹内　修一 W308
人 行動科学特殊演習 大沼　進 W516 人･総 地域科学演習 立澤史郎ほか W309
人 地域科学特殊演習 宮内　泰介 E202 人 行動科学特殊演習 高橋　泰城 206
日 国語文献学 後藤　康文 W202 人 行動科学特殊演習 髙橋　伸幸 E407
日 日本漢文学 近藤　浩之 W517 共 書道　※通年 森　ひとみ W201
共 博物館実習 鈴木幸人ほか 文系6番

５ (１６：３０～１８：００)
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平成３１年度第１学期　授業時間割表 〔北海道大学文学部〕

１ (８：４５～１０：１５) ２ (１０：３０～１２：００) ３ (１３：００～１４：３０) ４（１４：４５～１６：１５）

平成３１年４月１日現在 【第１学期】

学期 曜日講時 コース 科目 教員 教室 単位

春ターム 月４・金１ 言･ヨ･総 英米文学演習Ⅰ 竹内　康浩 W 104 2

春ターム 火１・火２ 人･総 行動科学演習 髙橋　伸幸 E304 2

春ターム 水１・水２ 人･総 行動科学演習 瀧本　彩加 W 104 2

春ターム 木１・木２ 人･総 心理学演習 川端　康弘 W 104 2

春ターム 火２ 共 国際教養演習Ⅰ ラフェイ　ミシェル　ケイ W 505 1

夏ターム 月４・金１ 言･ヨ･総 英米文学 竹内　康浩 W 104 2

夏ターム 火２ 共 国際教養演習Ⅰ ラフェイ　ミシェル　ケイ W 505 1


