
日付 時限
時間割

コード
教員名

1限 305041 岩井 亮雄

305139 畑田 美緒

305173 石黒 暢

2限 305077 上原 順一

305175 高橋 美惠子

305377
レザーイー バーグビー

ディー ハサン

305399
ポッツィ カルロ エド

アルド

305573 南出 和余

3限 305023 中田 聡美

305043 岩井 亮雄

305057 矢元 貴美

305095 鳥居 玲奈

305123
エル・シャルカー

ウィー

305133 田邉 欧

305191 大澤 孝

305512 宮脇 聡史

4限 305005 張 恒悦

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

月

ヨーロッパ言語構造論I Ａ

ヨーロッパ言語社会構造論III Ａ

ペルシア語特別演習Ａ

イタリア語特別演習Ａ

科目名

アジア言語構造論III Ａ

イギリス言語文化表象論I Ａ

ヨーロッパ言語社会構造論II Ａ

広域対照言語論I Ａ

アジア言語構造論IV Ａ

アジア言語構造論XI Ａ

アメリカ言語構造論I Ａ

アジア言語文化表象論XIV Ａ

ベンガル語

広域言語実践論III Ａ

ヨーロッパ言語文化表象論II Ａ

アジア言語社会動態論VI Ａ

アジア言語社会構造論ⅢＡ



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305055 ドゥイ プスピトリニ

305163 今岡 良子

305169 小森 淳子

305201 大内 一

5限 305015 北岡 志織

305147 平田 惠津子

305149 近藤 美佳

305177 中本 香

305183 深尾 葉子

305369 ﾃｯ ﾃｯ

305379
アクバイ オカン ハル

ク

305393 ﾜｯﾂ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ｱﾘｽﾀｰ

1限 305027 中川 裕之

305067
ジャヘドザデ、ショル

ブラグ ベヘナム

305111 ｻﾏｰﾙ ｴﾄﾞｶﾞｰ ｶﾗﾋﾞｱ

2限 305007 上原 順一

305157 仲尾 周一郎

アジア言語社会動態論II Ａ

月

火

アジア言語構造論X Ａ

アジア言語社会構造論I Ａ

アフリカ言語社会構造論II Ａ

ヨーロッパ言語社会動態論V Ａ

ビルマ語特別演習Ａ

トルコ語特別演習Ａ

英語特別演習Ａ

広域言語文化論II Ａ

アメリカ言語文化表象論IV Ａ

アジア言語文化資源論I Ａ

ヨーロッパ言語社会構造論IV Ａ

広域言語実践論ⅣＡ

アジア言語文化資源論V Ａ

広域対照言語論III Ａ

アジア言語構造論XVI Ａ

アジア言語文化表象論VIII Ａ



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305195 古谷 大輔

305363 ｻﾏｰﾙ ｴﾄﾞｶﾞｰ ｶﾗﾋﾞｱ

305381
イサク ザイナブ カッ

ス

305576 橘 宏亮

305575 角谷 英則

3限 305097 劉 文兵

305189 日向 伸介

305367
グエン ティ ゴック

トー

305383 ｼﾋﾟﾄｩｰﾆﾅ ﾏﾘｰﾅ

305514 近藤 久美子

4限 305021 長谷川 信弥

305025 髙橋 健一郎

305099 今泉 秀人

305119
マルグーブ フサイン

ターヒル

305365 ﾌﾞｰﾗﾅﾊﾟﾀﾅｰ ﾏﾘﾜﾝ

305541 依田 純和

5限 305019 藤原 克美

アジア言語文化資源論ⅧＡ

火

ヨーロッパ言語社会動態論II Ａ

フィリピノ語特別演習Ａ

スワヒリ語特別演習Ａ

アジア言語文化表象論I Ａ

アジア言語社会動態論V Ａ

ヨーロッパ言語文化表象論VⅢA

広域言語文化論ⅣＡ

ベトナム語特別演習Ａ

ロシア語特別演習Ａ

アジア言語文化表象論XII Ａ

タイ語特別演習Ａ

マルタ語Ａ

広域言語文化論V Ａ

広域対照言語論II Ａ

アジア言語文化表象論II Ａ

エスペラント語



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305089 中川 裕之

305143 岡本 太助

305151 林 初梅

305167 竹村 景子

305179 岡本 太助

305185 山根 聡

305565 濱田 洋輔

6限 305093 坂東 照啓

305395 ネビル

1限 305069 藤家 洋昭

305073 米田 信子

305101 岸田 文隆

305125 藤元 優子

305127
レザーイー バーグビー

ディー ハサン

305567
ラウリツ コーフィクス

シュルス

2限 305017 中村 未樹

305051 ﾏｸﾞｻﾙｼﾞｬｳﾞ ﾊﾞﾔﾙｻｲﾊﾝ

火

水

ヨーロッパ言語構造論VII Ａ

アメリカ言語文化表象論II Ａ

アジア言語文化資源論II Ａ

アフリカ言語社会構造論I Ａ

アメリカ言語社会構造論I Ａ

アジア言語構造論XVII Ａ

アフリカ言語構造論I Ａ

アジア言語文化表象論III Ａ

アジア言語文化表象論XV Ａ

アジア言語社会動態論III Ａ

ヨーロッパ言語社会動態論IXA

ヨーロッパ言語構造論IX Ａ

広域言語文化論III Ａ

アジア言語構造論VIII Ａ

アジア言語文化表象論XVI Ａ

ヨーロッパ言語文化表象論VIA

英語特別演習Ｃ



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305087 古谷 大輔

305135 篠原 学

305137 菊池 正和

305153 長崎 広子

305197 進藤 修一

305385 ｺｳﾞｧｰﾁ ﾚﾅｰﾀ

305403 ｱｷﾁ ﾃﾞｾﾞﾝ ﾛｼﾞｪﾘｵ

3限 305013 横井 幸子

305047 塩谷 茂樹

305103 宮本 マラシー

305105
グエン ティ ゴック

トー

305107 池田 一人

305181 酒井 裕美

305203 藤山 一樹

305518 依田 純和

305536 鈴木 広和

4限 305001 古川 裕水

ヨーロッパ言語構造論VI Ａ

ポルトガル語特別演習Ａ

ヨーロッパ言語文化表象論III Ａ

ヨーロッパ言語文化表象論IV Ａ

アジア言語文化資源論III Ａ

ヨーロッパ言語社会動態論III Ａ

ハンガリー語特別演習Ａ

広域言語文化論ⅠＡ

アジア言語構造論VI Ａ

アジア言語文化表象論IV Ａ

アジア言語文化表象論V Ａ

アジア言語文化表象論VI Ａ

アジア言語社会動態論I Ａ

広域言語実践論I Ａ

イギリス言語社会動態論I Ａ

アジア言語文化資源論ⅨＡ

ヨーロッパ言語社会動態論ⅧＡ



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305115 ｽｨﾝｸﾞ ｳﾞｪｰﾀﾞ ﾌﾟﾗｶｰｼｭ

305117 宮本　隆史

305159 竹原 新

305171 藤原 克美

305193 岡本 真理

305361 ドゥイ プスピトリニ

305401
ガルシア・ナランホ・

ホセファ

305437 中嶋 善輝

305441 依田 純和

305471 清水 政明

305520 ﾍﾞﾙﾃｯﾘ ｼﾞｭﾘｵ ｱﾝﾄﾆｵ

305559 宮原 曉

305561 白石 奈津子

5限 305039 岸田 文隆

305045 中嶋 善輝

305085 當野 能之

305141 渡邉 克昭

水

アジア言語文化表象論X Ａ

アジア言語文化資源論VI Ａ

ヨーロッパ言語社会構造論I Ａ

ヨーロッパ言語社会動態論I Ａ

インドネシア語特別演習Ａ

スペイン語特別演習Ａ

アジア言語構造論II Ａ

アジア言語構造論V Ａ

カザフ語Ａ

ヘブライ語Ａ

アジア言語文化資源論ⅦＡ

ヨーロッパ言語社会動態論ⅦＡ

アジア言語社会構造論IVA

アジア言語社会構造論VA

ヨーロッパ言語構造論V Ａ

アメリカ言語文化表象論I Ａ

アジア言語文化表象論XI Ａ



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305165 村上 忠良

305187 拓 徹

305205
サルダーニャ・カリー

ナ

305397 ﾎﾟﾚ ｼﾞｬﾝ ﾉｴﾙ

305516 横井 幸子

305547 菅原 由美 他

6限 30550E ｸﾗｰｸ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾛｰﾚﾝｽ

1限 305053 原 真由子

305375
エル・シャルカー

ウィー

305387
ラウリツ コーフィクス

シュルス

305389
マリー テリー ドッテ

ル

2限 305037 鈴木 慎吾

305061 ﾌｧﾝ ﾃｨ ﾐｨ ﾛｱﾝ

305079 江口 清子

305131 髙橋 健一郎

305447 塩田 勝彦

305467 グリシッチ イェレナ

水

木

英米言語社会論(E)

アジア言語構造論IX Ａ

アジア言語構造論I Ａ

西アフリカ諸語Ａ

セルビア語Ａ

アジア言語構造論XIII Ａ

ヨーロッパ言語構造論II Ａ

ヨーロッパ言語文化表象論I Ａ

アジア言語社会構造論II Ａ

アジア言語社会動態論IV Ａ

アメリカ言語社会動態論I Ａ

アラビア語特別演習Ａ

デンマーク語特別演習Ａ

スウェーデン語特別演習Ａ

フランス語特別演習Ａ

ヨーロッパ言語社会動態論ⅥＡ

Global Area Studies A



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305475 田中 大

305553 菅原 由美他

3限 305003 ﾎﾌﾒｱ ﾏｲｹﾙ ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ

305373
マルグーブ フサイン

ターヒル

305415 佐藤 直実

305425 大島 智靖

305510 永原 順子 他

305545 ｸﾗｰｸ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾛｰﾚﾝｽ

4限 305549 菅原 由美他

305555 當野 能之 他

5限 305391 ﾗｯﾍﾟ ｷﾞﾄﾞ

30550A ｸﾗｰｸ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾛｰﾚﾝｽ

305525 岡本 淳子

305551 菅原 由美他

305571 霜田 洋祐

6限 305161 大津 智彦

1限 305081 大辺 理恵

木

金

イギリス言語文化資源論I Ａ

世界の言語

ドイツ語特別演習Ａ

英米言語社会論(A)

ヨーロッパ言語文化表象論 VＡ

グローバル地域研究演習A

ヨーロッパ言語社会構造論VA

サンスクリット語Ａ

世界文学・文化論

研究基礎（言語社会専攻）

チェコ語Ａ

グローバル地域研究方法論

広域言語実践論II Ａ

ウルドゥー語特別演習Ａ

古典チベット語Ａ

グローバル地域社会論A

ヨーロッパ言語構造論III Ａ



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305109 ﾃｯ ﾃｯ

2限 305049 大塚 行誠

305091 川北 恭子

305129 宮下 遼

305145 松本 健二

305371 ｽｨﾝｸﾞ ｳﾞｪｰﾀﾞ ﾌﾟﾗｶｰｼｭ

305539 松村 智雄

3限 305063 大塚 行誠

305065 西岡 美樹

305075
イサク ザイナブ カッ

ス

305355 郭 修静

305359 ﾏｸﾞｻﾙｼﾞｬｳﾞ ﾊﾞﾔﾙｻｲﾊﾝ

4限 305113 井上 さゆり

305121 福田 義昭

305357 趙 瑜美

305423 西本 希呼

305427 山口 周子

アジア言語文化表象論XIII Ａ

金

オセアニア諸語Ａ

パーリ語Ａ

アジア言語構造論XIV Ａ

アジア言語構造論XV Ａ

アフリカ言語構造論II Ａ

モンゴル語特別演習Ａ

ヨーロッパ言語構造論VIII Ａ

アジア言語文化表象論XVII Ａ

アメリカ言語文化表象論III Ａ

朝鮮語特別演習Ａ

アジア言語文化表象論VII Ａ

アジア言語構造論VII Ａ

ヒンディー語特別演習Ａ

アジア言語社会動態論ⅧＡ

中国語特別演習Ａ

アジア言語文化表象論IX Ａ



日付 時限
時間割

コード
教員名

令和3年度　言語社会専攻博士前期課程時間割(春夏学期)

※教室はKOANでご確認下さい

科目名

305543 ブラジミロブ イボウ

5限 305059 ﾌﾞｰﾗﾅﾊﾟﾀﾅｰ ﾏﾘﾜﾝ

305083 石黒 暢

305199 岡田 友和

305461 佐藤 義尚

ヨーロッパ言語構造論IV Ａ

ヨーロッパ言語社会動態論IV Ａ

ラテン語Ａ

金

ブルガリア語Ａ

アジア言語構造論XII Ａ


