
（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98803

コード 大学院 LM98804

月 日 時曜

６２１６２１ ６２１

６２１ ６２１ ６２１

講義題目 『詩経』の総合的研究

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ７月１８日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 中国文学 各論

２単位
大学院

担当教員
中国語学中国文学 特論Ⅲ

講師牧角　悦子

７ ２９

３０ 土

６２１
金

中国語学中国文学研究演習Ⅰ

６２１

文学部・文学研究科

６２１

６２１ ６２１

６２１

中国語学中国文学史総合演習Ⅰ

月

６２１

３ 水

６２１ ６２１

８ １

２ 火

https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA
https://forms.gle/DsHWyWireCgQDM4FA


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98822

コード 大学院 LM98823

月 日 時曜

文学部・文学研究科

国際センタ― 国際センター
４ 木

国際センタ― 国際センタ― 国際センタ―

国際センタ― 国際センター

日本語教育学実習 日本語教育学実習
３ 水

国際センタ― 国際センタ― 国際センタ―

日本語教育学特論Ⅱ
２ 火

授業観察教室 授業観察教室 授業観察教室

８ １ 月

授業観察教室 授業観察教室

開講方法 対面授業（教室が変更する可能性があります）

履修登録方法

https://forms.gle/6KufbHRvrMDeabkd9

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

8:50 ～ 10:20 10:30 ～ 12:00 13:00 ～ 14:30 14:40 ～ 16:10 16:20 ～ 17:50

日本語教育方法論 研究演習Ⅲ

講義題目 日本の学校で学ぶ外国人児童生徒等の理解と支援 履修申込期限 ７月１８日(月)

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 日本語教育学 各論

担当教員 高橋　亜紀子 講師 ２単位
大学院

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98805

コード 大学院 LM98806

月 日 時曜

２０８２０８

２０８

２０８ ２０８

講義題目 モニュメントと文学（者）の記憶

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ７月１８日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 フランス文学 各論Ⅲ

２単位
大学院

担当教員
フランス文化学 特論Ⅱ

講師竹内　修一

８ １

２

仏文学研究演習III（黒岩）

火

２０８
月

２０８

文学部・文学研究科

２０８

２０８

２０８

２０８

仏語学演習I（阿部）

２０８

仏語学研究演習I（阿部）

２０８

仏文化学特論I（メヴェル）

木

仏文学演習I（メヴェル）

２０８

５ 金

２０８

３

４

水

https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7
https://forms.gle/zSSTRcS2VskZCr4D7


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98813

コード 大学院 LM98817

月 日 時曜

水

９１９

５ 金

現代哲学概論（直江）、倫理学研究演習Ⅴ（村山）

９１９ ９１９

３

４ 木

文学部・文学研究科

９１９

９１９ ９１９

９１９

哲学思想演習・現代哲
学研究演習Ⅰ（直江）

哲学思想概論（城戸）

倫理思想演習・倫理学研究演習Ⅰ（戸島）倫理思想演習・倫理学研究演習Ⅲ（村山）

８ １

２

哲学思想演習・古代中世哲学研究演習Ⅰ（荻原）

火

９１９
月

倫理思想基礎講読・倫理思想演習（戸島）

９１９

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 哲学思想 各論

２単位
大学院

担当教員
哲学 特論Ⅱ

講師村田　憲郎

講義題目 フッサールの時間論 その背景・展開・受容

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ７月１８日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7

倫理思想各論・倫理学特論Ⅰ（村山）

９１９ ９１９ ９１９

哲学思想各論・哲学特論Ⅰ（城戸）

倫理思想基礎講読（村山）

９１９

倫理思想概論（戸島） 哲学思想各論・哲学特論Ⅲ（直江）、ラテン語（荻原）

９１９ ９１９

https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7
https://forms.gle/b3ckK32x7w7MH5Yi7


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98806

コード 大学院 LM98807

月 日 時曜

水

４３１

５ 金

４３１ ４３１

３

４ 木

文学部・文学研究科

４３１

４１１ ４３１

４３１
８ １

２ 火

４３１
月

４３１

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 東洋・日本美術史 各論

２単位
大学院

担当教員
東洋・日本美術史 特論Ⅲ

講師塚本　麿充

講義題目 中国書画の鑑賞と鑑識

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ７月１８日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6

４３１ ４３１ ４３１

４３１４３１ ４３１

https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6
https://forms.gle/E46orRGhQyRe6yZW6


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98808

コード 大学院 LM98809

月 日 時曜

月

視聴覚室

１０ 水

視聴覚室 視聴覚室

８

９ 火

文学部・文学研究科

視聴覚室

視聴覚室 視聴覚室

視聴覚室

日本文芸形成論特論Ⅲ日本文学演習・日本近代文学研究演習Ⅰ

８ ４

５ 金

視聴覚室
木

日本文学演習・日本古典文学研究演習Ⅲ

視聴覚室

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 日本文学 各論

２単位
大学院

担当教員
日本文芸形成論 特論Ⅳ

講師松本 真奈美

講義題目 古典文学における「陸奥」

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 7月18日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6

視聴覚室 視聴覚室 視聴覚室

日本文学演習・日本古典文学研究演習Ⅲ

視聴覚室

日本文学基礎講読 日本文学概論

視聴覚室 視聴覚室

https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6
https://forms.gle/eq2TLtXJwbtDxjfj6


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部

コード 大学院 LM98821

月 日 時曜

文学部・文学研究科

３１１
１２ 金

３１１ ３１１

３１１３１１
１１ 木

３１１ ３１１

３１１３１１
１０ 水

３１１ ３１１

３１１ ３１１３１１
８ ９ 火

３１１

開講方法 対面授業

履修登録方法

https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

8:50 ～ 10:20 10:30 ～ 12:00 13:00 ～ 14:30 14:40 ～ 16:10 16:20 ～ 17:50

７月２５日(月)

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部

担当教員 永井　彰 教授 ２単位
大学院 理論社会学研究演習Ⅳ　

講義題目 批判的社会理論の今日的可能性 履修申込期限

https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8
https://forms.gle/9iw4cS74oYHa3Tfs8


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部

コード 大学院 LM98820

月 日 時曜

文学部・文学研究科

視聴覚室 視聴覚室視聴覚室
１８ 木

視聴覚室

視聴覚室 視聴覚室視聴覚室
１７ 水

視聴覚室

視聴覚室 視聴覚室視聴覚室
１６ 火

視聴覚室

視聴覚室視聴覚室
８ １５ 月

視聴覚室

開講方法 対面授業

履修登録方法

https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

8:50 ～ 10:20 10:30 ～ 12:00 13:00 ～ 14:30 14:40 ～ 16:10 16:20 ～ 17:50

８月１日(月)

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部

担当教員 永井　彰 教授 ２単位
大学院 理論社会学研究演習Ⅱ

講義題目 地域社会学の理論と論点 履修申込期限

https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99
https://forms.gle/gJZx76tgqzS7UhP99


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98802

コード 大学院 LM98802

月 日 時曜

７０１
２４ 水

７０１

木

７０１
２５

文学部・文学研究科

７０１

７０１ ７０１

７０１

７０１
８ ２２

２３ 火

７０１
月

７０１

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 日本思想史 各論

２単位
大学院

担当教員
日本思想史 特論Ⅱ

講師木場　貴俊

講義題目 怪異から考える日本思想史

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ８月１日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7

７０１７０１ ７０１

７０１ ７０１

https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7
https://forms.gle/mCd8E9ej6Hkwk8aC7


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98810

コード 大学院 LM98814

月 日 時曜

２３ 火

８ ２２ 月

講義題目 道教の世界

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業予定

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ８月１日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 中国思想 各論

２単位
大学院

担当教員
中国思想 特論Ⅲ

講師池平　紀子

２４

２５ 木

６０７
水

６０７

６０７ ６０７

文学部・文学研究科

６０７

６０７

６０７

２６ 金

６０７ ６０７

６０７ ６０７ ６０７

６０７ ６０７ ６０７

https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6
https://forms.gle/nmz72x1jkLYbJRXs6


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98804

コード 大学院 LM98805

月 日 時曜

水

〇
７

８ 木

文学部・文学研究科

〇

〇 〇

〇

〇

〇

９ ５

６ 火

〇
月

〇

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 英語学 各論

２単位
大学院

担当教員
英語学 特論Ⅲ

講師小畑 美貴

講義題目 極小主義プログラムをめぐる諸問題

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法
オンライン授業：Googleclassroom(クラスコードについては、履修登録期限後に授業担当教員よりDCメールへ連絡がありますので確認をお
願いします。)

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ８月２２日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8

〇 〇 〇

〇〇 〇

https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8
https://forms.gle/mBiT3TXy98v4GUqT8


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98811

コード 大学院 LM98815

月 日 時曜

水

２０８

９ 金

２０８ ２０８

７

８ 木

文学部・文学研究科

２０８

２０８ ２０８

２０８
９ ５

６ 火

２０８
月

２０８

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 英文学 各論

２単位
大学院

担当教員
英語文化論 特論Ⅱ

講師伊藤 正範

講義題目
社会文化的コンテクストから読むイギリス小説
──ヴィクトリア朝から初期モダニズムにかけて

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ８月２２日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6

２０８ ２０８ ２０８

２０８２０８ ２０８

https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6
https://forms.gle/yUULaiGEqeAPkW5L6


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98819

コード 大学院

月 日 時曜

〇〇 〇

〇 〇 〇

講義題目 博物館経営論

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法
オンライン授業：Googleclassroom(クラスコードについては、履修登録期限後に授業担当教員よりDCメールへ連絡がありますので確認をお
願いします。)

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ８月２２日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 博物館経営論

２単位
大学院

担当教員 講師髙橋　修

９ ５

６ 火

〇
月

〇

文学部・文学研究科

〇

〇 〇

〇

水

〇

９ 金

〇 〇

７

８ 木

https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8
https://forms.gle/4x9eotLiAUPe6LbP8


重 要 
 

「博物館実習Ⅵ」（館園実習）の開講について 

 

このことについて、下記のとおり集中講義で行いますので、履修

希望者は期限までに所属学部（研究科）教務係で登録の手続きをし

てください。 

本科目は、学芸員の任用資格取得希望者の必修科目（平成 24 年

度以降入学者対象）です。 

記 

 

授業科目 ： 博物館実習Ⅵ   講 義 コ ー ド ： LB98824 

担当教員 ： 藤澤 敦 教授 

授業期間 ： 9 月２６日（月）～9 月３０日（金） 

※１日３コマないし４コマ実施する予定です。 

使用する施設の都合で、一部変更となる場合があります。 

履 修 申込 期 限 ： ８月１日（月） 

文学部履修登録方法： https://forms.gle/1TMLoZYWDX5gk3iHA 

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記 Google フォームに入力し履修登録期限までに履修登録

を行ってください。上記 Google フォームにアクセスする際、東北大 DC メールアカウントでログイン

した状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履

修登録方法をお問合せください。 

開講方法：Googleclassroom( クラスコード：sx724ar )を利用してガイダンスを行い、詳しい授業実

施方法などを連絡します。授業は対面授業で実施しますが、感染症対策のため事前の体調確認などをお

願いします。 

 

やむを得ない事情で、ガイダンスに参加できない学生は藤澤教授 

（atsushi.fujisawa.a2@tohoku.ac.jp）までご連絡ください。 

 

202２年５月３１日 

文学部・文学研究科教務係 



（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98818

コード

月 日 時曜

文学部第１講義室文学部第１講義室 文学部第１講義室文学部第１講義室

文学部第１講義室

講義題目 博物館の機能と学芸員の果たすべき役割

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ９月５日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 博物館概論

２単位
大学院

担当教員 講師岡部　幹彦

９ ２０

２１ 水

文学部第１講義室
火

文学部第１講義室 文学部第１講義室

文学部・文学研究科

文学部第１講義室

文学部第１講義室 文学部第１講義室

文学部第１講義室

文学部第１講義室

文学部第１講義室
木

文学部第１講義室
２２

https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A
https://forms.gle/YafBEN2j8ygNGfB1A


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98817

コード 大学院 LM98812

月 日 時曜

９１９９１９ ９１９

９１９ ９１９ ９１９

講義題目 世界宗教史再考

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ９月１２日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 宗教学 各論

２単位
大学院

担当教員
宗教学 特論Ⅲ

講師藤原　聖子

９ ２６

２７ 火

９１９
月

９１９

文学部・文学研究科

９１９

９１９ ９１９

９１９

水

９１９

３０ 金

９１９ ９１９

２８

２９ 木

https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6
https://forms.gle/C1NCVndEV41LRKNF6


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98807

コード 大学院 LM98808

月 日 時曜

木

〇
２９

３０ 金

文学部・文学研究科

〇 〇

〇
９ ２７

２８ 水

〇
火

○ 〇

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 社会学 各論

２単位
大学院

担当教員
理論社会学 特論Ⅰ

講師出口　剛司

講義題目
よき生と社会構想の社会学：エーリッヒ・フロムに
おける批判と倫理

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法
オンライン授業：Googleclassroom(クラスコードについては、履修登録期限後に授業担当教員よりDCメールへ連絡がありますので確認
をお願いします。)

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアク
セスする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修
登録方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ９月１２日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8

○

○

○ 〇 〇

〇〇 〇

https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8
https://forms.gle/wiyTPmRVUeydLJTJ8


（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98816

コード 大学院 LM98811

月 日 時曜

月

文学部第２講義室
３

文学部・文学研究科

文学部第２講義室

文学部第２講義室 文学部第２講義室

文学部第２講義室

文学部第２講義室

文学部第２講義室

１０ １

２ 日

文学部第２講義室
土

文学部第２講義室 文学部第２講義室

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 文化人類学 各論

２単位
大学院

担当教員
文化人類学 特論Ⅳ

講師中村　美亜

講義題目 芸術文化とジェンダー／セクシュアリ

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 ９月１９日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/kPrCWJkMBnB9fbFh7

文学部第２講義室

文学部第２講義室

文学部第２講義室文学部第２講義室 文学部第２講義室

https://forms.gle/kPrCWJkMBnB9fbFh7
https://forms.gle/kPrCWJkMBnB9fbFh7
https://forms.gle/kPrCWJkMBnB9fbFh7
https://forms.gle/kPrCWJkMBnB9fbFh7
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（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98833

コード 大学院 LM98813

月 日 時曜

水

対面授業予定
１９

２０ 木

文学部・文学研究科

対面授業予定

対面授業予定 対面授業予定

対面授業予定

対面授業予定

対面授業予定

１０ １７

１８ 火

月

対面授業予定対面授業予定

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 死生学 各論

２単位
大学院

担当教員
死生学 特論Ⅲ

講師竹之内　裕文

講義題目 死とともに生きることを学ぶ

10:30 ～ 12:008:50 ～ 10:20 13:00 ～ 14:30

開講方法 対面授業予定（教室は確定後にお知らせします）

※文学部文学研究科の学生は、必要事項を上記Googleフォームに入力し履修登録期限までに履修登録を行ってください。上記Googleフォームにアクセ
スする際、東北大DCメールアカウントでログインした状態でないと回答できませんのでご注意ください。他学部学生については、所属学部の教務係へ履修登録
方法をお問合せください。

履修登録方法

16:20 ～ 17:50

履修申込期限 １０月３日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/Uxrv1dxK6JSv2an8A

対面授業予定 対面授業予定 対面授業予定

対面授業予定対面授業予定 対面授業予定
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	2022.7.29～2022.8.3_chuugokubungaku_makizumi.pdf
	案

	2022.8.1～2022.8.4 nihongokyoikugaku_Takahashi
	案 (2)

	2022.8.1～2022.8.5 frenchi literacure_Takeuchi
	案

	2022.8.1～2022.8.5 tetsugaku_Murata
	案2

	2022.8.1～2022.8.5_toyonihonbijutushi_Tsukamoto
	案

	2022.8.4～2022.8.10 nihonbungaku_Matsumoto
	案

	2022.8.9～2022.8.12_rironshakaigakukenkyuenshuⅣ_nagai
	案 (2)

	2022.8.15～2022.8.18_rironshakaigakukenkyuenshuⅡ_nagai
	案２

	2022.8.22～2022.8.25 nihonshisoshi_Kiba
	案

	2022.8.22～2022.8.26 chugokushiso_ikehira
	案

	2022.9.5～2022.9.8 eigogaku_Obata
	Sheet1 (2)

	2022.9.5～2022.9.9 eibungaku_ito
	案（確定済み）

	2022.9.5～2022.9.9 hakubutukankeieiron_takahashi
	案

	2022.9.6-2022.9.30 hakubutsukanjisshuⅥ_Fujisawa
	2022.9.20～2022.9.22_hakubutsukagairon_Okabe
	案

	2022.9.26～2022.9.30 shukyogaku_fujiwara
	案

	2022.9.27～2022.9.30 shakaigaku_Deguchi
	確定

	2022.10.1～2022.10.3_bunkajinruigaku_Nakamura
	案

	2022.10.17～2022.10.20 shiseigaku_takenouchi
	案2


