
平成３０年度　国際言語文化研究科　春学期授業時間割・履修登録表 (AY2018 Spring Term Timetable and Class Registration Form for G30 Students)

月 火 水 木 金

ﾁｪｯｸ 授 業 科 目 教員 教室 ﾁｪｯｸ 授 業 科 目 教員 教室 ﾁｪｯｸ 授 業 科 目 教員 教室 ﾁｪｯｸ 授 業 科 目 教員 教室 ﾁｪｯｸ 授 業 科 目 教員 教室

１限 異文化接触論演習a 田所 文総624 対照表現論演習Ⅱa 杉村 北棟307

8:45 応用言語学特殊研究a 奥田 文総623

～

10:15

２限 談話分析方法論a 俵山 文総609 第二言語習得研究概論a 林 文総624 言語文化交流論a 涌井 文総623

10:30 メディア論基礎 小川 北棟301 日韓比較文化論a 浮葉 文総623 日本語文法論a 李 文総609

～ ⓔ
Cultural and Intellectual
History of Japan II

McGee 北棟105 ⓔ Critical Theory matsusita 北棟207 アジアのメディア 井原 北棟301

12:00 メディア英語 ヘイグ 北棟211

３限 コンテンツ・プラティクスa 後藤 工スタジオ 日本語教授法概論a 鷲見 教育1講 応用言語学データ分析論a 志波 北棟307 対照表現論演習Ⅰa 鷲見 共同F演 〇 (隔週)ジェンダー論演習b 星野 北棟207

13:00 日本語語彙論a 永澤 アジア3 比較文学論ａ 渡辺 文総623 ⓔ
A Comparative Approach to Media
Discourse II

Haig 北棟211

～ メディアと国際社会 中村 北棟301 ☆ 言語科学演習a 村尾 文総522

14:30

４限 コンピュータ支援日本語教育方法論a 石崎 アジア8

14:45 日中比較文化論a 胡 北棟107

～ 応用言語学概論a 堀江 文総624

16:15 ⓔ
Linguistic Typology and the
Japanese Language

horie 文総624

ジェンダーと文学a 星野 北棟105

５限 日本語教育学原論a 玉岡 北棟107 ⓔ Thesis Writing II Ivanchenko 文総609 日本語教育工学a 佐藤 アジア7

16:30 日本語教育方法論概説a 衣川 アジア4 ☆ eラーニング技術演習a 尾関 北棟309

～ ⓔ
Word and Image in Japanese
Narrative II

McGee 北棟105

18:00

６限 ⓔ Japanese Psycholinguistics Tamaoka 北棟107

18:15

～

【印】無印…春期開講　○…通年開講　☆…英語高度専門職業人ｺｰｽ授業科目　ⓔ…比較言語文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（Graduate Program in Comparative Studies of Language and Culture's Courses）授業科目（※裏面を参照。）

【教室　Crassroom】

文総：　文系総合館　Integrated Research Bldg. for Humanities & Social Sciences 国言ｽﾀｼﾞｵ： 国際言語文化研究科棟４階スタジオ

北棟：　全学教育棟北棟 Liberal Arts & Sciences North Building                 Video Studio, 4th Floor, GSLC Building 専　攻

本館：　全学教育棟本館 Liberal Arts & Sciences Main Building 教育： 教育学部棟　School of Education / Graduate School of Education and Human Development Bldg Dept.

アジア：　アジア法交流館 Center for Asian Legal Exchange 共同： 文系共同館　Humanities Building   英語高専人コースの方はこちらに○印を→（　　）

工スタジオ：　工学部７号館Ｂ棟3階情報メディアスタジオ　IT Center Media Studio, 3rd floor, Building 7, B Wing, School of Engineering 学年

  【履修登録方法/注意事項　Course Registration Instructions / Important Notes】
School year 　MC　　／　　DC　             Year level:

１．履修を希望する科目左側のチェック欄に○印を付け、４月１８日（水）までに文系教務課（国際言語文化研究科）へ提出してください。授業担当教員には履修届（白色単票）を提出し、受講許可を受けてください。 学籍番号

２．他研究科授業や教職科目の履修は、別途「他研究科聴講願」または「他学部聴講願」により履修登録手続きを行ってください。用紙は文系教務課（国際言語文化研究科）で受け取ってください。 Student No.

３．履修登録は、春学期・秋学期にそれぞれ行ってください。 氏名

４．履修登録の際は必ず裏面をよく読み、不明な点がある場合は、文系教務課（国際言語文化研究科）で確認してください。 Name

1. Find the classes you want to register for on this form and mark a circle in the box next to the class name before you submit this form to the Student Affairs Division, Schools of Humanities and Social Sciences

     (Graduate School ofLanguages and Cultures desk)　by Wednesday, April 18. Submit the Notification of Registration (white single sheet of paper) to the Instructor in charge of the subject and obtain the approval to take the subject.

2. Use "Request to Attend Courses from Another Graduate School" or "Request to Attend Courses from Another School" to register either classes  offered by different academic units or classes for the purpose of obtaining teaching credentials.  

   The forms are available from the Stundent Affairs Division, Schools of Humanities and Social Sciences (Graduate School of Languages and Cultures desk).

3. Class registration for Spring and Fall semesters should be made separately.

4. If you have any questions, please go to the Student Affairs Division, Schools of Humanities and Social Sciences (Graduate School of Languages and Cultures desk).

19:45

日本言語文化専攻(Dept. of Japanese Language & Culture)

国際多元文化専攻(Dept. of Multicultural Studies)


	春学期 

