
1次登録<文化構想学部設置科目>余裕定員表
2021/03/17

【 注 意 】 登録制限単位数について

(1) 年間登録制限単位数オーバーエラー

年間に登録できる単位数は履修学年ごとに制限があります。

なお、この制限に専門特殊研究・フィールド実習・ボランティア実践・

自由科目は算入されません。

(2) 半期登録制限単位数オーバーエラー

半期に登録できる単位数は履修学年ごとに制限があります。

なお、この制限に専門特殊研究・フィールド実習・ボランティア実践・

自由科目は算入されません。

       また、通年配当科⽬・夏季集中配当科⽬は春学期の制限に算⼊され、

冬季集中配当科目・春季集中配当科目は秋学期の制限に算入されます。

秋学期に登録できる単位数

例）2 年次の場合

□年間登録制限単位数 40 単位

□半期登録制限単位数 22 単位

◆2 年次春学期 22 単位登録

2 年次秋学期

40単位 ー 22単位 ＝ 18 単位

(年間登録制限) ー(春学期登録) ＝(秋学期登録可能単位数)

◆２年次春学期 16単位登録

2 年次秋学期

40単位 ー 16単位 ＝ 24単位

(年間登録制限) ー(春学期登録) ＝ 半期登録制限オーバー

↓

22単位

(秋学期登録可能単位数)

※登録制限単位数は”修得”単位数ではなく”登録”単位数です。

      春学期に不合格となった科⽬も登録単位数としてカウントされます。

＜月曜日＞

学科目名 配当
年次

担当教員 単位 学期
曜日時限

余裕定員

現代⼈間論系演習（現代⼈のアイデンティティーの

⼼理）

春学期月１限 212２年以上 本田 周二

現代⼈間論系演習（若者の⽣活世界と移⾏） 春学期月１限 242２年以上 両角 達平

多元⽂化論系演習（英語演劇の⽂化史） 春クォーター月１

限/木１限
302２年以上 小田島 恒志

多元⽂化論系演習（現代英語圏フィクション） 夏クォーター月１

限/木１限
272２年以上 小田島 恒志

複合⽂化論系演習（英⽶哲学への導⼊） 春学期月２限 182２年以上 伊藤 遼

表象・メディア論系演習（メディア原論１） 春学期月２限 162２年以上 藤本 一勇

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（シナリオ表現１） 春学期月２限 242２年以上 中野 成樹

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（横断⽂学論） 春学期月２限 222２年以上 アスアヘアラモ マ
ヌエル

現代⼈間論系演習（現代的⼈間観の論理と倫

理）

春学期月２限 312２年以上 村松 聡

現代⼈間論系演習（親密圏の論理と倫理） 春学期月２限 32２年以上 石田 光規

社会構築論系共通演習（フィールドワーク論） 春学期月２限 172２年以上 田畑 幸嗣

新谷 春乃

Youth Culture in Modern East Asia (TCS

quarter seminar)

春クォーター月２

限/木２限
352２年以上 ピタルク パウ

多元⽂化論系演習（東アジアの国際秩序） 夏クォーター月２

限/木２限
292２年以上 小二田 章

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（ジェンダーの視点か

らみた世界文学）

春学期月３限 262２年以上 岩川 ありさ

現代⼈間論系演習（宗教実践と⾝体性） 春学期月３限 262２年以上 岡田 文弘

現代⼈間論系演習（⾃⼰形成と無我） 春学期月３限 302３年以上 越川 房子

表象・メディア論系演習（表象⽂化の政治経済学

１）

春学期月４限 42２年以上 伊藤 潤一郎

表象・メディア論系演習（視覚イメージの読み⽅

１）

春学期月４限 342２年以上 田口 かおり

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（同時代⽂学論

３）

春学期月４限 382２年以上 澤 直哉

Japan's Living Theater (TCS quarter

seminar)

春クォーター月４

限/木４限
342２年以上 井 詩穂

多元⽂化論系演習（外国語学習者の⼼理） 春学期月５限 92２年以上 ライアン スティーブ
ン

複合⽂化論系演習（ジェンダー⼈類学） 春学期月５限 122２年以上 國弘 暁子

表象・メディア論系演習（⾔葉とイメージ２） 春学期月５限 262２年以上 辻 佐保子

表象・メディア論系演習（イメージの記号論） 春学期月５限 392２年以上 大石 雅彦

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（編集実践１） 春学期月５限 172２年以上 澤 直哉

現代⼈間論系演習（近代的⼈間観の論理と倫

理）

春学期月５限 262２年以上 御子柴 善之

社会構築論系演習（国家の成り⽴ちと形成１） 春学期月５限 222２年以上 井上 正望

社会構築論系演習（⽂化遺産論１） 春学期月５限 152２年以上 田畑 幸嗣

複合⽂化論系演習（現代⽇本語研究１） 春学期月６限 272２年以上 大塚 みさ

表象・メディア論系演習（⾝体⽂化論１） 春学期月６限 272２年以上 和田 修

社会構築論系演習（国際社会と国家） 春学期月６限 212２年以上 戸邉 秀明

＜火曜日＞

学科目名 配当
年次

担当教員 単位 学期
曜日時限

余裕定員

現代⼈間論系演習（現代社会と⼼の機能） 春学期火１限 142２年以上 小塩 真司

複合⽂化論系演習（⺠族⽂化論） 春学期火２限 92２年以上 寺崎 秀一郎

表象・メディア論系演習（ヴィジュアル・カルチャー論

１）

春学期火２限 312２年以上 坂内 太

現代⼈間論系演習（⼦育ての⽂化⽐較） 春学期火２限 72２年以上 齋藤 慈子

Contemporary Japanese Fiction in

English Translation (TCS quarter

seminar)

春クォーター火２

限/⾦２限
282２年以上 由尾 瞳

多元⽂化論系演習（海域⽂化交流史） 夏クォーター火２

限/⾦２限
292２年以上 伊川 健二

複合⽂化論系演習（⽇本の美意識） 春学期火３限 22２年以上 クリステワ ツベタナ

複合⽂化論系演習（美学研究） 春学期火３限 172２年以上 島村 幸忠

表象・メディア論系演習（イメージ原論１） 春学期火３限 292２年以上 石岡 良治

多元⽂化論系演習（ロシア⽂化論） 春クォーター火３

限/⾦６限
302２年以上 松本 隆志

多元⽂化論系演習（ヨーロッパの芸術） 夏クォーター火３

限/⾦６限
162２年以上 源 貴志

多元⽂化論系演習（ドイツ近現代⽂化） 春学期火４限 42２年以上 山本 浩司

複合⽂化論系演習（創造の交流点） 春学期火４限 52２年以上 坂上 桂子

表象・メディア論系演習（⾔葉とイメージ１） 春学期火４限 332２年以上 谷 昌親

複合⽂化論系演習（⽇本地域⾔語研究１） 春学期火５限 112２年以上 上野 和昭

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（２１世紀と⽂学の

古典１）

春学期火５限 282２年以上 アスアヘアラモ マ
ヌエル

社会構築論系共通演習（フィールド基礎演習

１）

春学期火５限 102２年以上 高野 孝子

社会構築論系演習（地域・都市形成史２） 春学期火５限 152２年以上 中村 寛

多元⽂化論系演習（アメリカ⽂化史） 春クォーター火５

限/⾦６限
342２年以上 チャン エドワード

ケイ

多元⽂化論系演習（宗教の⽂化史） 夏クォーター火５

限/⾦６限
272２年以上 チャン エドワード

ケイ

多元⽂化論系演習（仏教⽂化交流） 春学期火６限 392２年以上 吉原 浩人

表象・メディア論系演習（デジタルコンテンツ技術

１）

春学期火６限 92２年以上 和田 修

＜水曜日＞

学科目名 配当
年次

担当教員 単位 学期
曜日時限

余裕定員

現代⼈間論系演習（調査データ 収集・分析の⼿

法）

春学期水１限 262２年以上 井上 公人

多元⽂化論系演習（⻄洋古典研究） 春学期水２限 132２年以上 井上 文則

多元⽂化論系演習（経書研究） 春学期水２限 132２年以上 橋 康浩

現代⼈間論系演習（性的欲望・性的快楽を考え

る）

春学期水２限 212２年以上 石井 由香理

現代⼈間論系演習（現代⼈と家族） 春学期水２限 172２年以上 久保田 裕之

社会構築論系演習（共⽣社会論２） 春学期水２限 32２年以上 高野 孝子

表象・メディア論系演習（消費社会とメディア１） 春学期水３限 72２年以上 中村 理恵子

現代⼈間論系演習（⾝体理解の諸相） 春学期水３限 82２年以上 久保 隆司

現代⼈間論系演習（相互承認の技法） 春学期水３限 22２年以上 吉村 さやか

社会構築論系演習（⼈権論１） 春学期水４限 172２年以上 熱田 敬子

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（⼩説表現５） 春学期水５限 142３年以上 滝口 悠生

現代⼈間論系演習（⽂学とモラル） 春学期水５限 322２年以上 小出石 敦子

現代⼈間論系演習（クィア・スタディーズ） 春学期水５限 262２年以上 井芹 真紀子

＜木曜日＞

学科目名 配当
年次

担当教員 単位 学期
曜日時限

余裕定員

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（近代からの⽇本の

文学１）

春学期木１限 202２年以上 佐藤 未央子

多元⽂化論系演習（ミュージアムにみる「ヨーロッ

パ」〜⽂化触変の形跡を探る〜）

集中講義（春

学期）木１限/

土その他

192２年以上 平岡 麻里

多元⽂化論系演習（英語演劇の⽂化史） 春クォーター木１

限/月１限
302２年以上 小田島 恒志

多元⽂化論系演習（現代英語圏フィクション） 夏クォーター木１

限/月１限
272２年以上 小田島 恒志

複合⽂化論系演習（⾔語と⽂化） 春学期木２限 92２年以上 酒井 智宏

複合⽂化論系演習（集合的アイデンティティ論） 春学期木２限 92２年以上 山田 真茂留

表象・メディア論系演習（⾝体原論１） 春学期木２限 222２年以上 坂内 太

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（現代⽂学のフィー

ルドワーク（先端））

春学期木２限 282２年以上 澤 直哉

Youth Culture in Modern East Asia (TCS

quarter seminar)

春クォーター木２

限/月２限
352２年以上 ピタルク パウ

多元⽂化論系演習（東アジアの国際秩序） 夏クォーター木２

限/月２限
292２年以上 小二田 章

表象・メディア論系演習（ジェンダーとイメージ１） 春学期木３限 132２年以上 関根 麻里恵

表象・メディア論系演習（図像学１） 春学期木３限 282２年以上 石井 香絵

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（翻訳表現１） 春学期木３限 182２年以上 小野 正嗣

現代⼈間論系演習（⼼をしらべる・⼼理学実験） 春学期木３限 132２年以上 上野 雄己

多元⽂化論系演習（東アジアの伝統と宗教⽂

化）

春学期木４限 42２年以上 垣内 景子

複合⽂化論系演習（⽐較⾔語学研究） 春学期木４限 242２年以上 森田 彰

複合⽂化論系演習（フィールドワーク⼊⾨） 春学期木４限 122２年以上 北原 卓也

表象・メディア論系演習（イメージの分析１） 春学期木４限 242２年以上 橋本 一径
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現代⼈間論系演習（道徳意識の研究） 春学期木４限 112２年以上 村松 聡

社会構築論系演習（国家の構造と変容２） 春学期木４限 222２年以上 樽本 英樹

Japan's Living Theater (TCS quarter

seminar)

春クォーター木４

限/月４限
342２年以上 井 詩穂

多元⽂化論系演習（英語圏の⾔語政策） 春学期木５限 322２年以上 ローソン アンド
リュー

複合⽂化論系演習（多⽂化社会論） 春学期木５限 112２年以上 高橋 利枝

表象・メディア論系演習（複製メディア論１） 春学期木５限 252２年以上 長谷 正人

表象・メディア論系演習（キュレーション） 春学期木５限 302２年以上 関 直子

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（⼩説表現３） 春学期木５限 252３年以上 堀 千晶

現代⼈間論系演習（宗教と共同体） 春学期木５限 352２年以上 井上 貴恵

現代⼈間論系演習（こころとからだの関係を考え

る）

春学期木５限 302２年以上 宮田 裕光

複合⽂化論系演習（⽂化⼈類学⼊⾨） 春学期木６限 132２年以上 土井 清美

複合⽂化論系演習（⽣活環境感性論） 春学期木６限 92２年以上 利根川 由奈

社会構築論系演習（国家の拡張と成熟１） 春学期木６限 192２年以上 秋山 徹

＜⾦曜⽇＞

学科目名 配当
年次

担当教員 単位 学期
曜日時限

余裕定員

社会構築論系演習（グローバル社会１） 春学期⾦１限 262２年以上 高石 啓人

多元⽂化論系演習（イスラーム社会論） 春学期⾦２限 302２年以上 橋爪 烈

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（翻訳表現３） 春学期⾦２限 332３年以上 小野 正嗣

Contemporary Japanese Fiction in

English Translation (TCS quarter

seminar)

春クォーター⾦２

限/火２限
282２年以上 由尾 瞳

多元⽂化論系演習（海域⽂化交流史） 夏クォーター⾦２

限/火２限
292２年以上 伊川 健二

表象・メディア論系演習（現代都市⽂化論１） 春学期⾦４限 282２年以上 宮沢 章夫

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（テクスト論３（⽣

成論））

春学期⾦４限 52３年以上 芳川 泰久

現代⼈間論系演習（⽣活世界・社会と⾝体） 春学期⾦４限 182２年以上 宮田 裕光

現代⼈間論系演習（エスノメソドロジーの⽅法） 春学期⾦４限 292２年以上 居關 友里子

社会構築論系共通演習（量的調査） 春学期⾦４限 102２年以上 森 元孝

多元⽂化論系演習（海外華⼈⽂化） 春学期⾦５限 282２年以上 高屋 亜希

複合⽂化論系演習（⽇常⾔語の論理学） 春学期⾦５限 32２年以上 峯島 宏次

表象・メディア論系演習（サブカルチャー論１） 春学期⾦５限 82２年以上 宮沢 章夫

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（⽐較翻訳論） 春学期⾦５限 342２年以上 小野 正嗣

現代⼈間論系演習（ケーススタディの⽅法） 春学期⾦５限 312３年以上 酒井 貴広

社会構築論系演習（平和論１） 春学期⾦５限 82２年以上 金 敬黙

多元⽂化論系演習（ロシア⽂化論） 春クォーター⾦６

限/火３限
302２年以上 松本 隆志

多元⽂化論系演習（アメリカ⽂化史） 春クォーター⾦６

限/火５限
342２年以上 チャン エドワード

ケイ

多元⽂化論系演習（ヨーロッパの芸術） 夏クォーター⾦６

限/火３限
162２年以上 源 貴志

多元⽂化論系演習（宗教の⽂化史） 夏クォーター⾦６

限/火５限
272２年以上 チャン エドワード

ケイ

＜土曜日＞

学科目名 配当
年次

担当教員 単位 学期
曜日時限

余裕定員

複合⽂化論系演習（⽂化⼈類学学説史） 春学期土３限 242２年以上 小田島 理絵

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（⼩説表現１） 春学期土３限 202２年以上 堀江 敏幸

表象・メディア論系演習（ジェンダーとイメージ２） 夏クォーター土３

限/土４限
342２年以上 溝口 彰子

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（同時代⽂学論

１）

春学期土４限 352２年以上 堀江 敏幸

表象・メディア論系演習（ジェンダーとイメージ２） 夏クォーター土４

限/土３限
342２年以上 溝口 彰子

多元⽂化論系演習（ミュージアムにみる「ヨーロッ

パ」〜⽂化触変の形跡を探る〜）

集中講義（春

学期）土その他

/木１限

192２年以上 平岡 麻里

＜フルオンデマンド・他＞

学科目名 配当
年次

担当教員 単位 学期
曜日時限

余裕定員

⽂芸・ジャーナリズム論系演習（短詩型表現２） 夏季集中その他 182２年以上 伊藤 比呂美

以 上
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