
学習院女子大学
国際文化交流研究科

No 講義名 学期 曜日 時限 担当教員

1 文化資源情報特殊研究 春学期 月曜日 ２時限 黒澤　美子
2 ☆国際開発協力演習 春学期 月曜日 ３時限 伊藤　由紀子
3 日本学演習ⅠＢ 春学期 月曜日 ４時限 佐藤　琢三
4 比較文化特殊研究（米文学） 春学期 月曜日 ５時限 佐久間　みかよ
5 地域社会分析演習B 春学期 火曜日 １時限 武井　彩佳
6 文化マネジメント演習ⅠＢ 春学期 水曜日 ２時限 内野　儀
7 国際関係分析演習ⅠＡ 春学期 水曜日 ２時限 宇野　公子
8 国際関係分析演習ⅠＣ 春学期 水曜日 ２時限 石澤　靖治
9 ☆非営利団体演習（NPO） 春学期 水曜日 ２時限 堤　康彦

10 ☆文化政策特殊研究 春学期 水曜日 ２時限 阿曽村　智子
11 国際関係分析演習ⅠＢ 春学期 水曜日 ３時限 畠山　圭一
12 地域資源開発・利用演習（生物多様性保全利用） 春学期 水曜日 ４時限 品川　明
13 地域資源開発・利用演習（食糧安全保障） 春学期 水曜日 ５時限 品川　明
14 芸術文化演習Ⅰ 春学期 水曜日 ５時限 今橋　理子
15 国際関係分析演習ⅠD 春学期 水曜日 ５時限 櫻井　大三
16 比較文化演習ⅠＡ 春学期 木曜日 ２時限 伊川　健二
17 国際文化協力演習Ⅰ 春学期 木曜日 ２時限 UGO，　Mizuko
18 文化資料処理法Ⅰ 春学期 木曜日 ３時限 藤澤　紫
19 日本学演習ⅠＣ 春学期 木曜日 ３時限 岩淵　令治
20 ※☆伝統文化特殊研究 春学期 木曜日 ３時限 澤田　和人
21 ※文化経営学特殊研究B 春学期 木曜日 ４時限 平山　賢一
22 アートマネジメント特殊研究 春学期 金曜日 ２時限 片山　泰輔
23 ※国際メディア特殊研究 春学期 金曜日 ３時限 岩崎　光洋
24 現代文化演習ⅠＡ 春学期 金曜日 ３時限 時安　邦治
25 文化マネジメント演習ⅠＡ 春学期 金曜日 ４時限 小松崎　拓男
26 国際メディア分析演習Ⅰ 春学期 金曜日 ４時限 岩崎　光洋
27 地域社会分析演習ⅠA 春学期 土曜日 １時限 中島　崇文
28 文化法特殊研究 集中（春学期）その他 集中講義 西方　大輔
29 文化経済特殊研究 集中（春学期）その他 集中講義 熊倉　純子
30 ☆国際地域開発演習 秋学期 月曜日 １時限 荘林　幹太郎
31 比較文化演習ⅡＢ 秋学期 月曜日 ２時限 大桃　敏行
32 ※比較文化特殊研究（芸術） 秋学期 月曜日 ２時限 今橋　理子
33 日本学演習ⅡＢ 秋学期 月曜日 ４時限 佐藤　琢三
34 企画立案（政策課題） 秋学期 火曜日 １時限 荘林　幹太郎
35 ※国際関係特殊研究（国際政治） 秋学期 火曜日 ３時限 畠山　圭一
36 国際関係分析演習ⅡＣ 秋学期 火曜日 ４時限 石澤　靖治
37 ☆プロジェクト評価法 秋学期 火曜日 ４時限 大根田　洋祐
38 文化資料処理法Ⅱ 秋学期 火曜日 ５時限 一戸　渉
39 国際文化協力演習Ⅱ 秋学期 水曜日 １時限 UGO，　Mizuko
40 文化マネジメント演習ⅡＢ 秋学期 水曜日 ２時限 内野　儀
41 ※比較文化特殊研究（文学） 秋学期 水曜日 ２時限 伊藤　守幸
42 国際関係分析演習ⅡＡ 秋学期 水曜日 ２時限 宇野　公子
43 国際関係分析演習ⅡＢ 秋学期 水曜日 ３時限 畠山　圭一
44 環境コミュニケーション演習 秋学期 水曜日 ４時限 品川　明
45 PR演習 秋学期 水曜日 ４時限 一橋　忠
46 国際関係分析演習ⅡD 秋学期 水曜日 ５時限 櫻井　大三
47 芸術文化演習Ⅱ 秋学期 水曜日 ５時限 今橋　理子
48 情報メディア特殊研究 秋学期 木曜日 １時限 越塚　美加
49 日本学演習ⅡＤ 秋学期 木曜日 ２時限 伊藤　守幸
50 比較文化演習ⅡＡ 秋学期 木曜日 ２時限 伊川　健二
51 企画立案（文化協力） 秋学期 木曜日 ２時限 UGO，　Mizuko
52 日本学演習ⅡＣ 秋学期 木曜日 ３時限 岩淵　令治
53 ☆ドラフティング 秋学期 金曜日 １時限 HUYNH，　Cuong　Tan
54 現代文化演習ⅡＡ 秋学期 金曜日 ３時限 時安　邦治
55 国際メディア分析演習Ⅱ 秋学期 金曜日 ４時限 岩崎　光洋
56 文化マネジメント演習ⅡＡ 秋学期 金曜日 ４時限 小松崎　拓男
57 言語分析特殊研究 秋学期 金曜日 ４時限 古庄　信
58 地域社会分析演習ⅡA 秋学期 土曜日 １時限 中島　崇文
59 国際関係特殊研究（国際法・国際機構） 秋学期 木曜日 ２時限 櫻井　大三
60 ※現代文化特殊研究 集中（秋学期）その他 集中講義 本橋　哲也
61 ※マーケティング特殊研究 集中（秋学期）その他 集中講義 平山　賢一

☆：隔年開講科目　　※：学部研究科共同開講科目
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◆シラバス検索について
 https://g-port.gwc.gakushuin.ac.jp/campusweb_se/　へアクセスした後
 画面右「シラバス検索」をクリック　→　検索条件画面で「交流科目」を「大学院交流」にして検索


