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2016年度大学院公開授業  

春学期開講科目一覧 7/1(金)-7/14(木) 
 

曜日 講時 授業科目 担当者 教室 

月 

1 言語文化特殊研究Ⅰ 堀川 徹 524 

2 
ヨーロッパ文化研究Ｆ－１（イタリア語圏１） シルヴィオ・ヴィータ 531 
イスパニア語コミュニケーション研究 3 ユイス・バユス 533 

3 
英語学研究Ⅱ－３（言語認知論） 渋谷 良方 533 
ヨーロッパ語学研究Ａ－３（イスパニア語学） 三木 一郎 532 

4 

ヨーロッパ語学研究Ｅ－３ （イタリア語学） 橋本 勝雄 イタリア語学科共同研究

 ヨーロッパ文化研究Ｂ－３ （フランス文学１） 三角 美次 三角研究室 

ヨーロッパ文化研究Ｄ－１ （ポルトガル語圏１） 住田 育法 524 

 5 日本語教育研究Ⅴ  （リサーチ・デザイン） 村上 正行 132 
6 日本語教育研究Ⅳ－１（教材開発） 中川 良雄 521 

曜日 講時 授業科目 担当者 教室 

火 

3 

英語学研究Ⅰ－３（言語構造論） 小野 隆啓 522 
ヨーロッパ語学研究Ｃ－３ （ドイツ語学） 橋本 政義 ドイツ語学科共同研究 

東アジア言語研究７（日中言語文化対照） 彭 飛 531 

4 東アジア文化研究Ｂ－７（日本文学３） 宇城 由文 541 

5 
日本語研究Ⅲ（認知言語学） 由井 紀久子 522 
ラテンアメリカ文化研究Ａ－３ 

イベロアメリカ地域） 
大越 翼 523 

6 

 

日本語指導法Ⅱ（技能別指導法の実践２） 由井 紀久子 522 
曜日 講時 授業科目 担当者 教室 

水 

3 

ヨーロッパ文化研究Ｅ－３（イベリア地域） ユイス・バユス 532 
東アジア文化研究Ｂ－５（日本３） 佐々木 伸一 534 
外国語教育研究Ⅰ 久保 哲男 531 

4 
ヨーロッパ語学研究Ｄ－３（ポルトガル語学） モイゼス・カルヴァーリョ 

ブラジルポルトガル語      
学科共同研究室 

アメリカ史特殊研究Ⅰ 松田 武 534 

 5 英語コミュニケーション研究４                  

（プレゼンテーション） 
マーク・ウィリス 531 

6 日本語指導法Ⅰ（技能別指導法の実践１） 中川 良雄 521 

 曜日 講時 授業科目 担当者 教室 

木 2 

英米文化研究Ｂ－３（アメリカ文学３） 元山 千歳 541 
ヨーロッパ文化研究Ｃ－１（ドイツ語圏１） 菅野 瑞治也 524 
ヨーロッパ文化研究Ｄ－３          

(ポルトガル語圏文学１） 
彌永 史郎 522 

ヨーロッパ文化研究Ｆ－３（イタリア文学１） 清瀬 卓 523 
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4 ヨーロッパ語学研究Ｂ－３（フランス語学） 小倉 博史 533 

6 英語コミュニケーション研究９                   

（コミュニケーション演習） 
ジェフ・バーグランド サテライト 

曜日 講時 授業科目 担当者 教室 

金 

2 
ポルトガル語コミュニケーション研究３ ペドロ・アイレス 153 
中国語コミュニケーション研究３ 朱 一星 541 

3 対外関係史Ⅰ 菅 英輝 531 

4 

ラテンアメリカ文化研究Ａ－１                      

（イベロアメリカ地域） 
辻 豊治 542 

ヨーロッパ文化比較研究３ シルヴィオ・ヴィータ 533 

東アジア文化研究Ａ－３（中国文学１） 竹内 誠 中国語学科共同研究室 

英語コミュニケーション研究１                 

（アカデミック・ライティング） 
スチュワート・ワックス 531 

5 
対照言語学研究Ｂ－１（中日） 彭 飛 523 

英米文化研究Ａ－７（イギリス地域３） 荘中 孝之 167 
7 英語コミュニケーション研究７（語彙活用演習） 倉田 誠 サテライト 

曜日 講時 授業科目 担当者 教室 

土 

3 英語教育学特論Ⅳ-２(英語指導技術演習４) 安木 真一 サテライト 

4 英語教育学演習Ⅴ（評価の理論と実際） 杉本 義美 サテライト 

6 
英語教育学特殊研究Ⅰ－１ 鈴木 寿一 サテライト 

英語教育学特殊研究Ⅱ－１ 杉本 義美 サテライト 

 

❒ 時間帯 

1講時… 9：10-10：40  2講時…10：50-12：20   3講時…13：20-14：50 

4講時…15：00-16：30  5講時…16：40-18：10   6講時…18：15-19：45 

7講時…19：50-21：20 

 

＊土曜日のサテライト教室のみ 

3講時…12：40-14：10  4講時…14：20-15：50  5講時…16：00-17：30 

6講時…18：10-19：40  7講時…19：50-21：20 

 

❒ 教室（例：147 ⇒ 1号館 4階 7番教室） 

併せて、学科の共同研究室(12号館 3F-5F)の場所についてはホームページのキャンパスマップを参照して 

ください。 

なお、サテライト教室については本件のお知らせ本文中にリンク先案内があります。 

❒ 講義内容（シラバス）は、ウェブサイトから見られます。 

❒ 突然の休講（教員都合）については、対応できませんのでご容赦ください。 
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