
曜日 1 2 3 4 5
（共通）人間論Ａ（人文・社会科学） 都市経済学Ⅰ 日本産業論Ⅰ ラテンアメリカ文化論Ⅰ
柿木／講４３４ 寺田／国５３３ 富永／国５４６ 吉江／国７３３
比較言語論Ⅰ コミュニティスポーツ論Ⅰ ヨーロッパ国際関係史Ⅰ
欒／国５１４ 曾根／講７０１ 大庭／国６４４

日本近現代史Ⅰ 会計学Ⅰ
永井／国５１４ 井手吉／国５４３
経営政策特講Ⅰ 日本文化論Ⅰ
大東和／国５４６ 山口（え）／国６３５

国際機構論 (平コ）平和学概論 翻訳論Ⅰ 教育経営学Ⅰ 情報メディア論Ⅰ
湯浅（剛）／国５１４ 吉田（晴）　他／国５４６ 横山／語４１６ 赤星／国５４６ 井上／国７３６

アメリカ政治外交論Ⅰ 非営利組織論Ⅰ フランス文学・文化論Ⅰ 英語教育論Ⅰ
倉科／国６３８ 金谷／国５４０ 大場／国６４６ 青木／語４１２
比較国際教育学 アフリカ文化人類学Ⅰ 多国籍企業論Ⅰ
卜部／国６１５ 田川／国７４２ アザム／国５１４
マーケティング論Ⅰ 国際安全保障論Ⅰ
李（玲）／国５１６ 西田／国６３２

中国国際関係史Ⅰ Development Issues in Southeast AsiaⅠ 東北アジア国際関係論Ⅰ
飯島／国７１９ ガネサン／国５４６ 孫／国５４６
現代社会論Ⅰ American Cultural HistoryⅠ
湯浅（正）／国７３０Ｂ ジェイコブズ／講４３２
ヨーロッパ平和論Ⅰ Conflict and Security Law Ⅰ
竹本／国５１４ 福井／国５１４
国際商務論Ⅰ 東アジア国際関係史Ⅰ
寺井／国５４０ 徐／講４３３

(専基）学術研究の進め方 国際法Ⅰ 現代日本社会論Ⅰ 東北アジア政治論Ⅰ 紛争解決論Ⅰ
田川、李（玲）、田浪、西田／国５４６ 太田／国６３８ 直野／国５１４ 金／国６３５ 古澤／国６４１

国際開発論Ⅰ イギリス文学・文化論Ⅰ 東南アジア政治論Ⅰ 現代思想Ⅰ
目黒／国５３７ 原／語４０１ 板谷／国６４１ 柿木／国７４２
国際経営論Ⅰ 通訳論Ⅰ 国際金融論Ⅰ
李（在）／国５２２ 渡辺／語４０２ 高久／国５１６
Cross-cultural Psychology and Communication Ⅰ 日本語教育論Ⅰ 公会計論Ⅰ
カーソン／語４１４ 武藤／語４０７ 城多／国６１３
環境経済学Ⅰ ロシア国際関係史Ⅰ
山根／国５４３ 斎藤／国７３０Ｂ

健康心理学Ⅰ 国際協力論Ⅰ （平コ）HIROSHIMA and The Nuclear Age 現代軍縮・平和論Ⅰ
山口（光）／国７１９ 吉田（晴）／国６１８ 水本、ジェイコブズ／国５１４ 水本／国５１４
ジェンダー論Ⅰ 応用言語論Ⅰ 経済政策論Ⅰ
ヴェール／国７３９ 岩井／語４１１ 高橋／国５３２
中東イスラーム社会論Ⅰ American Literature and CultureⅠ
田浪／国７４５ ゴーマン／語４１３

（共通）人間論Ｂ（自然科学） （共通）科学技術と倫理 （共通）情報と社会 HIROSHIMA and PEACE for Graduate Students

戸田山 石田 神野・桑原 湯浅（正）
（共通）＝全研究科共通科目　　(平コ）＝平和学コア科目　　（専基）＝専門基礎科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国＝国際学部棟    講＝講義棟    語＝語学センター棟    数字は講義室等の番号

平成３０年度　大学院国際学研究科博士前期課程　前期授業時間割表
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曜日 1 2 3 4 5
現代社会論Ⅱ 都市経済学Ⅱ （共通）道具論 （共通）道具論
湯浅（正）／国７３０Ｂ 寺田／国５３３ 及川　他／講１０４ 及川　他／講１０４
比較言語論Ⅱ コミュニティスポーツ論Ⅱ 日本近現代史Ⅱ ラテンアメリカ文化論Ⅱ
欒／国５１４ 曾根／講７０１ 永井／国５１４ 吉江／国７３３

経営政策特講Ⅱ ヨーロッパ国際関係史Ⅱ
大東和／国５４６ 大庭／国６４４

日本産業論Ⅱ
富永／国５４６

中央アジア国際政治論 （共通）国際関係と平和 アメリカ政治外交論Ⅱ 教育経営学Ⅱ 情報メディア論Ⅱ
湯浅（剛）／国５１４ 吉川／国５１４ 倉科／国６３８ 赤星／国５４６ 井上／国７３６

マーケティング論Ⅱ 翻訳論Ⅱ フランス文学・文化論Ⅱ 英語教育論Ⅱ
李（玲）／国５１６ 横山／語４１６ 大場／国６４６ 青木／語４１２

非営利組織論Ⅱ 多国籍企業論Ⅱ
金谷／国５４０ アザム／国５１４

国際安全保障論Ⅱ
西田／国６３２
アフリカ文化人類学Ⅱ
田川／国７４３

中国国際関係史Ⅱ （共通）都市論 （共通）都市論 東北アジア国際関係論Ⅱ
飯島／国７１９ 吉田（幸）　他／講４１１ 吉田（幸）　他／講４１１ 孫／国５４６
公会計論Ⅱ Development Issues in Southeast AsiaⅡ
城多／国６１３ ガネサン／国５４６
持続可能な開発のための教育（ESD）論 American Cultural History Ⅱ
卜部／国６１５ ジェイコブズ／講４３２
国際開発論Ⅱ Conflict and Security Law Ⅱ
目黒／国５３７ 福井／国５１４
ヨーロッパ平和論Ⅱ 東アジア国際関係史Ⅱ
竹本／国５１４ 徐／講４３３
国際商務論Ⅱ
寺井／国５４０

(専基）学術研究のための基礎統計 （平コ）広島と世界 現代日本社会論Ⅱ 東北アジア政治論Ⅱ 紛争解決論Ⅱ
山根／国５４６ 倉科／国５４６ 直野／国５１４ 金／国６３５ 古澤／国６４１

国際法Ⅱ 日本文化史Ⅱ 東南アジア政治論Ⅱ 現代思想Ⅱ
太田／国６３８ 山口（え）／国６３５ 板谷／国６４１ 柿木／国７４２
国際経営論Ⅱ イギリス文学・文化論Ⅱ 通訳論Ⅱ 国際金融論Ⅱ
李（在）／国５２２ 原／語４０１ 渡辺／語４０３Ｂ 高久／国５１６
Cross-cultural Psychology and Communication Ⅱ 日本語教育論Ⅱ ロシア国際関係史Ⅱ
カーソン／語４１４ 武藤／語４０７ 斎藤／国７３０Ｂ
環境経済学Ⅱ
山根／国５４３

健康心理学Ⅱ 国際協力論Ⅱ 現代軍縮・平和論Ⅱ （共通）日本論
山口／国７１９ 吉田（晴）／国６１８ 水本／国５１４ 佐藤／講４３４
ジェンダー論Ⅱ 応用言語論Ⅱ 経済政策論Ⅱ
ヴェール／国７３９ 岩井／語４１１ 高橋／国５３２
中東イスラーム社会論Ⅱ 会計学Ⅱ American Literature and CultureⅡ
田浪／国７４５ 井手吉／国５４３ ゴーマン／語４１３

（共通）＝全研究科共通科目　　(平コ）＝平和学コア科目　　（専基）＝専門基礎科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国＝国際学部棟    講＝講義棟    語＝語学センター棟    数字は講義室等の番号

平成３０年度　大学院国際学研究科博士前期課程　後期授業時間割表
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