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2020 年度 立教大学大学院 
文学研究科・キリスト教学研究科  

授業公開科目一覧 

 
6 月 23 日（火）～6 月 29 日（月）の週（一部例外あり）に一部の授業を公開します。対象科目は下の一

覧をご参照ください。なお、事情により休講となったり、日程、時間が変更になったりすることがありま

す。ご参加前に必ず文学研究科・キリスト教学研究科ホームページをご確認いただき、最新の本資料をご確

認ください。 

また、授業時間については以下のようになっています。 

 

 

◆文学研究科 日本文学専攻 授業公開科目◆  

6 月 23 日（火）～6 月２6 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

日本語学演習１ 平井 吾門 火・４  

日本文学演習 4A 水谷 隆之 火・５   

日本文学研究 1A 川崎 賢子 水・16:30～   

日本文学演習 3A 加藤 睦 金・４   

日本文学演習 6A 金子 明雄 金・４   

  

 

◆文学研究科 英米文学専攻 授業公開科目◆ 

6 月 23 日（火）～6 月 29 日（月） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

英文学特殊研究 1A 藤巻 明 火・４  

英文学特殊研究 2A 岩田 美喜 火・５  

英文学特殊研究 3A 小山 太一 木・５  

米文学特殊研究 3A イエイツ，Ｍ． 火・２  

米文学特殊研究 5A 古井 義昭 木・３  

＜授業時間＞ 

１時限（8：50～10：30） ２時限（10：45～12：25） ３時限（13：25～15：05） 

４時限（15：20～17：00） ５時限（17：10～18：50） ６時限（18：55～20：35） 

 

 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG151&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG104&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG109&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG103&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG106&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB149&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB151&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB143&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB161&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB165&value(crclumcd)=
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米文学特殊研究 7A 新田 啓子 月・５   

英語学特殊研究 1A 唐澤 一友 木・４   

 

 

◆文学研究科 ドイツ文学専攻 授業公開科目◆  

6 月 23 日（火）～6 月 25 日（木） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

ドイツ文学特殊研究２Ａ 古矢 晋一 木・３  

ドイツ文学特殊研究７Ａ 新野 守広 火・３  

ドイツ語学特殊研究１Ａ 井出 万秀 水・２  

ドイツ文化史特殊研究Ａ ヴァイス，Ｄ． 水・４  

 

 

◆文学研究科 フランス文学専攻 授業公開科目◆  

6 月 23 日（火）～6 月 29 日（月） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

フランス語学特殊研究 １Ａ  横山 安由美 木・４  

フランス文学演習 １Ａ  小倉 和子 月・４  

フランス文学特殊研究 ２Ａ 坂本 浩也 月・２  

フランス文学特殊研究 １Ａ   菅谷 憲興 火・２  

フランス文学特殊研究 ５Ａ 桑瀬 章二郎 水・２  

フランス文学特殊研究 ３Ａ 澤田 直 木・３  

 

 

◆文学研究科 史学専攻 授業公開科目◆  

6 月 23 日（火）～6 月 29 日（月）・7 月 3 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

日本史特殊研究 １Ａ 深津 行徳 月・４  

日本史特殊研究 ３Ａ 後藤 雅知 金・２  

日本史特殊研究 ５Ａ 沼尻 晃伸 火・２  

東洋史特殊研究 ３Ａ 四日市 康博 火・２  

東洋史演習 ３Ａ 上田 信 火・４  

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB169&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB147&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI154&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI156&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI170&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI188&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH181&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH121&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH163&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH161&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH169&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH165&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC141&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC145&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC149&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC155&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC165&value(crclumcd)=
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西洋史演習 １Ａ 松原 宏之 木・３  

西洋史演習 ２Ａ 小澤 実 火・５  

西洋史演習 ３Ａ 高林 陽展 金・５ 7 月 3 日（金）実施 

 

 

◆文学研究科 超域文化学専攻 授業公開科目◆  

6 月 23 日（火）～6 月 26 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

超域文化学演習 １A 山下 王世 金・１  

超域文化学演習 ２A 細井 尚子 火・３  

文化人類学演習 １A 橋本 栄莉 木・３  

文化人類学演習 ２A 野中 健一 木・４  

 

 

◆文学研究科 教育学専攻 授業公開科目◆  

6 月 23 日（火）～6 月 26 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

日本教育史研究１ 前田 一男 金・５  

教育学特殊研究５ 有本 真紀 水・２  

比較教育学研究１ 市川 誠 木・５  

教育心理学研究１ 石黒 広昭 金・１・２  

教育哲学研究１ 河野 哲也 木・４  

教育思想史研究１ 渡辺 哲男 木・２  

社会教育研究１ 和田 悠 火・２  

教育方法学研究１ 伊藤 実歩子 水・１  

教育社会学研究１ 秋葉 昌樹 火・４  

 

  

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC181&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC183&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC185&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD177&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD179&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD173&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD175&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF203&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF235&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF215&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF209&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF201&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF217&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF213&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF211&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF207&value(crclumcd)=
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◆文学研究科 比較文明学専攻 授業公開科目◆  

６月 2４日（水）～６月２9 日（月） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

現代文明学特殊研究４ 福嶋 亮大 水・２  

文明工学演習５ 陣野 俊史 水・３  

文明工学演習１ 菅野 聡美 木・５  

文明工学特殊研究３ 林 文孝 金・２  

言語多文化学特殊研究１ 蜂飼 耳 金・３  

現代文明学演習５ 渡名喜 庸哲 金・４  

言語多文化学特殊研究５ 陣野 俊史 月・３  

現代文明学特殊研究 １ 林 文孝 月・４・５  

 

 

◆キリスト教学研究科 キリスト教学専攻 授業公開科目◆  

６月 2４日（水）～６月２9 日（月） 

科目名 担当者 曜日・時限 備考 

キリスト教学共同演習 １ ゾンターク・ミラ 水・２ ※ 

アングリカニズム・エキュメ

ニズム研究 

西原 廉太 水・１  

現代神学思想研究 加藤 喜之 月・５  

※該当日は教会音楽系の授業を予定 

 

立教大学文学部・文学研究科ホームページ     https://arts.rikkyo.ac.jp/ 

立教大学キリスト教学研究科ホームページ     http://rikkyo-kiriken.com/ 

 

 

問い合わせ先: 立教大学学部事務 1 課 

   03-3985-3392 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ104&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ128&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ124&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ120&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ132&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ112&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ136&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ101&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=NH101&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=NH201&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=NH201&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2020&value(semekikn)=1&value(kougicd)=NH203&value(crclumcd)=
http://rikkyo-kiriken.com/

