
注：１．「学期」の欄中，「通年」は通年開講を示す。
　　２．「教室」の欄中，「W」はW棟，「E」はE棟，「スラ」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．文学研究科の学生は，ELMSで別途通知する「新旧対照表」を確認し，文学研究科科目へ読み替えること。
　　５．教室の記載がないものは，オンラインでの開講を示す。詳細は，授業担当教員の指示に従うこと。

科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室
英米文学特別演習Ⅰ 瀬名波　栄潤 418 西洋史学特殊講義 長谷川　貴彦 W513 インド哲学仏教学特殊講義 眞鍋　智裕 W504 西洋史学特別演習 長谷川　貴彦 W513 考古科学特別演習 國木田　大 100
言語文化論特別演習 戸田　聡 W506 西洋文学特別演習 戸田　聡 W506 東洋史学特別演習 吉開　将人 W305 博物館・文化財研究特別演習 佐々木亨ほか W516 映像表象文化論特殊講義 阿部　嘉昭 W309

アイヌ・先住民学特殊講義 北原　次郎太 W305 考古学特別演習 國木田　大 W506 アイヌ・先住民学総合特殊講義 丹菊　逸治 W305
日本語学特別演習 蔦　清行 W501 博物館・文化財研究特別演習 佐々木亨ほか W516

英米文学特別演習Ⅱ 竹内　康浩 W404
文献学（国語・国文）特別演習 冨田　康之 W503
中国文学特殊講義 田村　容子 W505
中国思想特別演習 近藤　浩之 W501
言語学特殊講義 佐藤　知己 W104
アイヌ・先住民学特殊講義 落合　研一 W306

倫理学特別演習 村松　正隆 W506 倫理学特殊講義 藏田　伸雄 W305 博物館・文化財研究特殊講義 佐々木　亨 W516 現代表象文化論特別演習 小川　佐和子 W516
宗教学特殊講義 佐々木　啓 W503 日本近現代史特別演習 権　錫永 W504 スラブ・ユーラシア社会研究特別演習 田畑　伸一郎 スラ404 社会調査法特別演習 平澤 和司 W305
英米文学特別演習Ⅲ 瀬名波 栄潤 418 博物館・文化財研究特殊講義 大原　昌宏 W501 アイヌ・先住民学特殊講義 蓑島　栄紀 W305 社会生態学特別演習 立澤　史郎 W307
スラブ・ユーラシア研究特殊講義 岩下　明裕 スラ404 中国思想特殊講義 弓巾　和順 W515 集団力学特別演習 竹澤　正哲 E411
知識構造論特別演習 川端　康弘 W516 スラブ・ユーラシア文化研究特別演習 長縄　宣博 スラ404
地域科学特殊講義 笹岡　正俊ほか W205 アイヌ・先住民学特殊講義 石原　真衣 W404

知覚情報論特別演習 金子　沙永 W506
地域環境学特別演習 池田　透 W505

近現代哲学特別演習 田口　茂 W305 インド哲学仏教学特別演習 眞鍋　智裕 W505 日本史学特殊講義 権　錫永 W504 日本近現代史特別演習 白木沢　旭児 W513
芸術学特殊講義 浅沼　敬子 W515 日本近現代史特別演習 川口　暁弘 W404 日本中世近世史特別演習 谷本　晃久 W505 東洋史学特殊講義 梅村　尚樹 W404
現代表象文化論特殊講義 水溜　真由美 W104 西洋史学特殊講義 村田　勝幸 W515 東洋史学特別演習 梅村　尚樹 W513 西洋史学特別演習 砂田　徹 W506
日本語学特殊講義 加藤　重広 W205 西洋史学特別演習 山本　文彦 W501 西洋史学特殊講義 砂田　徹 W506 北方考古学特別演習 高瀬　克範 100
スラブ・ユーラシア総合研究特殊講義 青島陽子ほか スラ404 日本古典文化論特別演習 後藤　康文 W506 西洋史学特殊講義 山本　文彦 W501 博物館・文化財研究特別演習 鈴木　幸人 W517

中国文学特別演習 武田　雅哉 W306 西洋史学特別演習 村田　勝幸 W515 言語学特殊講義 李　連珠 W305
英語学特殊講義 野村 益寛 W503 英米文学特殊講義 瀬名波 栄潤 418 西洋言語学特別演習 藤田　健 421
アイヌ・先住民学総合特殊講義 山崎幸治ほか W302 中国語学特別演習 武田　雅哉 W306 思考過程論特別演習 小川　健二 W515＋情報基盤センター200N

西洋言語学特別演習 菅井　健太 W405 開発社会学特別演習 笹岡　正俊 W516
スラブ・ユーラシア文化研究特別演習 青島　陽子 スラ404
アイヌ・先住民学特殊講義 丹菊　逸治 W503
学習過程論特別演習 安達　真由美 W307
行動科学特別演習 瀧本　彩加 E304

行動理論特別演習 和田　博美 W308 宗教学特別演習 佐々木　啓 W506 倫理学特別演習 藏田　伸雄 W501 哲学特殊講義 宮園　健吾 W404 古代中世哲学特別演習 近藤　智彦 W503
行動科学特殊講義 結城　雅樹 E304 芸術学特殊講義 谷古宇　尚 W517 西洋史学特別演習 松嶌　明男 W515 日本中世近世史特別演習 橋本　雄 W513 文化人類学特別演習 山口未花子ほか W205
社会集団論特別演習 櫻井　義秀 W501 文献学（国語・国文）特別演習 野本　東生 W505 日本現代文化論特別演習 中村　三春 W205 西洋史学特別演習 松嶌　明男 W515 芸術学特別演習 谷古宇尚ほか W408

言語分析論特別演習 清水　誠 W404 考古学特別演習 小杉　康 100 日本古典文化論特別演習 金沢　英之 W517
スラブ・ユーラシア研究特殊講義 安達　大輔 スラ404 文化人類学特別演習 山口未花子ほか W205 認知理論特別演習 河原　純一郎 E104
アイヌ・先住民学特殊講義 加藤　博文 W305 西洋文学特別演習 竹内　修一 W405 地域調査特別演習 宮内　泰介 W516
心理学特殊講義 金子沙永ほか W308 映像表象文化論特別演習 応　雄 W104
地理学特別演習 橋本　雄一 W504 スラブ・ユーラシア相関研究特別演習 宇山　智彦 スラ404

アイヌ・先住民学特別演習 加藤　博文 W305
社会構造論特別演習 伍　嘉誠 W501

行動科学特別演習 大沼　進 W516 宗教学特別演習 宮嶋　俊一 W506 近現代哲学特別演習 ケリン　ヤコプス W307
東洋史学特別演習 佐藤　健太郎 W505
考古学特別演習 小杉康ほか W405
英米文学特殊講義 竹内　康浩 312
日本古典文化論特殊講義 後藤　康文 W504
英語学特別演習 野村　益寛 W305
スラブ・ユーラシア総合研究特別演習 岩下明裕ほか スラ403
計量行動学特別演習 髙橋伸幸ほか E304
社会学理論特別演習 櫻井義秀ほか W309
経済地理学特別演習 林　琢也 W515
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令和４年度第１学期　授業時間割表 〔北海道大学大学院文学院〕
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令和４年４月１日現在 【第１学期】

修士論文・特定課題指導特殊演習，

博士論文指導特殊演習Ⅰ及び博

士論文指導特殊演習Ⅱの曜日講

時，教室については，別途ELMSで
周知する。

学期 曜日講時 科目 教員 形態 単位

春 集中 研究倫理・論文指導特殊講義 宮嶋俊一ほか オンデマンド 1

春 集中 人文社会構造論 押野武志ほか オンデマンド 1

夏 集中 研究倫理・論文指導特殊講義 宮嶋俊一ほか オンデマンド 1

夏 集中 複合環境文化論 池田透ほか オンデマンド 1


