
 

 

後期集中講義日程 

 
集中講義を履修する際は、スケジュールをよく確認した上で履修登録をしてくださ

い。履修登録後、やむを得ない事情で受講ができない場合は、初回授業日の２週間

前までに教務グループにて「履修取消」の手続きを行ってください。 

 

【共通科目】 

講 義 名 担当教員名 講義室/ツール 日        時 

教育心理学 
丸山 愛子 

対面 

講４０２ 

１０月２５日（日）２～４限 

１１月 ３日（祝）１～４限 

１２月 ５日（土）１～４限 

今江 秀和 ZOOM １２月２２日（火）１～４限 

博物館情報・ 

メディア論 
菅沼 聖 

対面 

情処５０１ 

２月１１日（木）３～５限 

２月１２日（金）３～５限 

２月１５日（月）１～５限 

２月１６日（火）１～４限 

広島からの平和学 

：実践の方法 
水本 和実  別途掲示予定 

 

 

【国際学部専門科目】 

講 義 名 担当教員名 講義室/ツール 日        時 

組織の経済学Ⅱ 小川 一仁 

対面とオンライ

ンを併用 

講４１４ 

２月１６日（火）２～５限 

２月１７日（水）２～５限 

２月１８日（木）１～４限 

２月１９日（金）１～３限 

音楽人類学Ⅱ 福岡 正太 オンライン 

１２月１９日（土）１～４限 

１２月２０日（日）１～４限 

１２月２６日（土）１～４限 
１２月２７日（日）１～３限 

文化交流史Ⅱ 松井 生子 
対面 

講４０２ 

２月１５日（月）２～５限 

２月１６日（火）２～５限 

２月１７日（水）１～５限 

２月１８日（木）１～２限 

国際安全保障論Ⅱ 西田 竜也 

対面 

LL４０４ＡＢ 

１２月２２日（火）１限 

１２月２３日（水）１～２限 

１２月２４日（木）１限 

１２月２５日（金）１～２限 

オンデマンド 

１２月１２日（土）～２８日（月） 

（予定） 

※詳細については別途連絡 

美学Ⅱ 関村 誠 

Microsoft 

Teams 

WebClass 

（ライブ配信型） 

１１月２８日（土）３～５限 
１１月２９日（日）３～５限 
１２月２６日（土）３～５限 
１２月２８日（月）３～５限 

１月１０日（日）３～５限 

掲示開始日 2020年 9月 13日  

掲示更新日 2021年 2月 5日 

掲示終了日 2021年 2月 28日 

 



Contemporary 

Political Issues 
西田 竜也 

対面 

LL４０４ＡＢ 

１２月２２日（火）２～３限 

１２月２３日（水）３限 

１２月２４日（木）２～３限 

１２月２５日（金）３限 

オンデマンド 

１２月１２日（土）～２８日（月） 

（予定） 

※詳細については別途連絡 

経営組織論 劉 婷 オンライン 

２月１２日（金） 

２月１３日（土） 

２月１４日（日） 

２月１５日（月） 

International 

Human Resource 

Management 

劉 婷 オンライン 

２月１６日（火） 

２月１７日（水） 

２月１８日（木） 

２月１９日（金） 

政治と経済Ⅱ 仲 重人 
対面 

国５１４ 

１２月２２日（火）１～２限 

１２月２３日（水）１～３限 

１２月２４日（木）１～３限 

１２月２５日（金）１～３限 

１２月２６日（土）１～３限 

１２月２７日（日）１～２限 

 

 

【情報科学部専門科目】 2020 年度後期 開講科目なし 

 

 

【芸術学部専門科目・教職関係科目】 

 

講 義 名 担当教員名 講義室/ツール 日        時 

 

美術解剖学Ⅱ 

 

 

 

 

 
 
 
今井 良枝 

 
 
 

Webclass 
オンデマンド 

 
 
 
１１月１４日（土）～ 
１２月１４日（月） 

文化財学研究 髙間 由香里 ZOOM 

２月１５日（月）２～５限 
２月１６日（火）２～５限 
２月１７日（水）２～５限 
２月１８日（木）２～４限 

美学 

美学Ⅱ 
関村 誠 

Microsoft 

Teams 

WebClass 

（ライブ配信型） 

１１月２８日（土）３～５限 
１１月２９日（日）３～５限 
１２月２６日（土）３～５限 
１２月２８日（月）３～５限 
１月１０日（日）３～５限 

東洋美術史 
東洋美術史Ⅱ 

西尾 歩 オンライン 

２月１６日（火）１～４限 
２月１７日（水）１～４限 
２月１８日（木）１～４限 
２月１９日（金）１～３限 

＜受講要件＞すでに『美術解剖学Ⅰ』を受講している

こと。ただし、成績評価が欠席を原因とした不可の場

合は受講したとみなされません。 



 

 

【集中講義の履修取消しについて】 

履修登録取消期間後に開講される集中講義については、その初日の２週間前までであれば、履修取

消ができます。履修登録取消期間後に集中講義の履修取消を希望する学生は、各集中講義の初日の

２週間前までに教務グループ（WebClass）で手続きを行ってください。 

 

 

 

 

教科教育法 

（工芸）Ⅱ 
三根 和浪 

Microsoft 

Teams 

１２月１２日（土）１～４限 

１２月１９日（土）１～４限 

１２月２７日（日）１～４限 

対面 

国３１１ １月 ９日（土）１～４限 

油彩画材料論 森永 昌司 対面 未定 

事務局教務・研究支援室 

教務グループ 



 

 

大学院 後期集中講義日程 
 

【全研究科共通科目】2020 年度後期 開講科目なし 

 

【国際学研究科目】  2020 年度後期 開講科目なし 

 

【情報科学研究科目】2020 年度後期 開講科目なし 

 

【芸術学研究科開設科目】 

講 義 名 担当教員名 講義室/ツール 日        時 

美術史特講（西洋）Ｂ 

西洋美術史特講 
青野 純子 オンライン 

２月１１日（木）１～４限 
２月１２日（金）１～４限 
２月１３日（土）３～５限 
２月１４日（日）１～４限 

美術史特講（東洋・工芸）

Ｂ 

東洋美術史特講（彫刻・工芸） 

西谷 功 オンライン 未定 

 

【平和学研究科目】 

講 義 名 担当教員名 講義室/ツール 日        時 

戦争裁判と国際刑事裁判 福井 康人 オンライン 
永井均先生が全日程を担当する

ことになりました。 

地域機構と平和・安全保障 岡田 晃枝 オンライン 

１１月 １日（日）３～５限 
１１月１４日（日）３～５限 
１２月 ５日（土）３～５限 
１２月１２日（土）３～５限 
１２月１９日（土）３～５限 

現代社会と平和 直野 章子 
履修生と相談し

て決定 
履修生と相談して決定 

 

【集中講義の履修取消しについて】 

履修登録取消期間後に開講される集中講義については、その初日の２週間前までであれば、履修取

消ができます。履修登録取消期間後に集中講義の履修取消を希望する学生は、各集中講義の初日の

２週間前までに教務グループ（WebClass）で手続きを行ってください。 

 

 
事務局教務・研究支援室 

教務グループ 


