
（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98835

コード 大学院 LM98833

月 日 時曜

１２月５日(月)

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 言語交流学 演習

担当教員 大関　洋平 講師 ２単位
大学院 理論言語学 研究演習Ⅰ

講義題目 計算心理・神経言語学 履修申込期限

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

開講方法 対面授業

履修登録方法

https://forms.gle/MvGhWAYMHsrEGFa78

※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。

１２ １９ 月

431 431 431431

２０ 火

文法103 文法103 文法103文法103

言語交流学演習／記述言語学研究
演習Ⅰ（内藤先生）休講

２１ 水

文法103 文法103 文法103

言語交流学演習／実験言語学研究
演習Ⅰ（木山先生）休講

言語交流学演習／言語学研究演習
Ⅰ（那須川先生）休講

文法103

２２ 木

文法103 文法103 文法103

２３ 金

文学部・文学研究科



（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98834

コード 大学院

月 日 時曜

ドイツ語学各論（ナロック先生）
休講

916

ドイツ語学演習Ⅳ（ナロック先
生）休講

916 916

510 510 510

ドイツ文学各論Ⅱ／ドイツ文化学
特論Ⅱ（佐藤雪野先生）休講

510

ドイツ文学各論Ⅳ／ドイツ文学特
論Ⅱ（藤田先生）休講

ドイツ文学演習Ⅱ（嶋崎先生）休
講

講義題目 ハインリヒ・ハイネの詩

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 １２月２６日(月)

14:40 ～ 16:10

https://forms.gle/ZhZuaokbcPJ6DhQ29

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 ドイツ文学 演習Ⅳ

２単位
大学院

担当教員 講師風岡　祐貴

１７

１８ 水

火

文学部・文学研究科

510

510 510

510510

木

510

１ １６ 月

510 510

１９

２０ 金



（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98826

コード 大学院 LM98828

月 日 時曜

１８ 水

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 考古学 各論

担当教員 丸山　真史 講師 ２単位
大学院 考古学 特論Ⅳ

講義題目 考古学における動物利用の研究 １２月２６日(月)

開講方法 オンライン授業及び対面授業

履修登録方法

https://forms.gle/omwNVGfxWRyP8ZvUA

※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。

履修申込期限

１ １６ 月

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

オンライン オンライン

１７ 火
考古学各論／文化財科学特論II

（藤澤先生）休講

オンライン

１９ 木

視聴覚室 視聴覚室 視聴覚室

文化財科学研究演習Ⅳ（高橋先
生・須賀先生）休講

考古学各論／考古学特論Ⅲ（菅野
先生）休講

視聴覚室

２０ 金

133 133 133

考古学講読（中沢先生）休講
考古学演習／考古学研究演習Ⅱ

（鹿又先生）休講

133

２１ 土

133 133

文学部・文学研究科

133133



（算用数字等は教室，下欄は休講を示す）

時間割 学　部 LB98820

コード 大学院

月 日 時曜

文学部・文学研究科

２０ 金

視聴覚室 視聴覚室 視聴覚室

311
１９ 木

701 701 311

川内北キャンパス予定
１８ 水

川内北キャンパス予定 川内北キャンパス予定 川内北キャンパス予定

文1 文1
１７ 火

文1 文1

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

１ １６ 月

１２月２６日(月)

開講方法 対面授業

履修登録方法

https://forms.gle/9FRtT6xaUF57LjsC9

※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。

大学院

講義題目 博物館情報の現在 履修申込期限

集　中　講　義　時　間　割　表

授業科目
学　部 博物館情報・メディア論

担当教員 皿井　舞 講師 ２単位




