
2020年度 国際学部（後期）時間割
赤：全学共通系科目　緑：外国語系科目　青：資格取得関係科目　黒：学部専門科目　太字：必修科目

年次 授業科目名 担当教員 教室 開講 備考 年次 授業科目名 担当教員 教室 開講 備考 年次 授業科目名 担当教員 教室 開講 備考 年次 授業科目名 担当教員 教室 開講 備考 年次 授業科目名 担当教員 教室 開講 備考 年次 授業科目名 担当教員 備考

１・２年 国際化時代の平和 竹本 講411 １年 体育実技Ⅰ 房野 講204 レーガン 講501 ドイツ語Ⅳ ヴェール 講701 油絵入門 石黒 他 芸210 3T

２年 教育方法・技術論 卜部 講402 ドイツ語Ⅳ ヴェール 講701 ライトフット 国311 フランス語Ⅳ サントニ LL404AB 日本画入門 藁谷 他 資301 3T １～４年 国際交流演習Ⅰ～Ⅳ 松本 履修登録不要

３年 博物館展示論 古谷 講704 フランス語Ⅳ 大場（静） LL404AB ウィリアムズ LL404AB 中国語Ⅳ 張 講504 ２年 道徳教育論 白石 講605 １・２年 広島からの平和学 水本

中国語Ⅳ 欒 講504 カゼミ 講701 ハングルⅣ 朴 講601 ３年 博物館資料保存論 福田 講414 １年 CALL英語集中Ⅱ 渡辺・青木

ハングルⅣ 朴 講601 インファンテ LL408 アラビア語Ⅳ 佐藤（道） 講432 CALL英語集中Ⅳ 渡辺・青木

アラビア語Ⅳ 田浪 講432 宮川 講703 ロシア語Ⅳ トルストグソフ 講433 教育心理学 丸山・今江

ロシア語Ⅳ トルストグソフ 国311 竹内 講412 イタリア語Ⅳ コンティ 講703 17年度入学生より※2 ３年 博物館情報・メディア論 菅沼

イタリア語Ⅳ コンティ 講703 17年度入学生より※2 ディロン 講601 スペイン語Ⅳ 川西 LL403B 教育実習Ⅰ 卜部・赤星

スペイン語Ⅳ 川西 LL403B ナカシマ 講413 木村 LL408 留学生対象 教育実習Ⅱ 卜部・赤星

木村 LL408 留学生対象 ２・３年 キャリアサポートベーシックB 西 講502 吉本 LL407 留学生対象 博物館実習 城市

伊藤 LL407 留学生対象 ３年 博物館経営論 松田 講204

３年 比較法制度Ⅱ 西谷 講430. 公共 ３年 比較民族学Ⅱ 吉江 講431 多文化 ２年 財務管理論Ⅱ 城多 講434 ﾋﾞｼﾞﾈｽ 言語・コミュニケーション研究入門A 藤原（優） 他 講704・講603 3T 言語 １年 Contemporary Political Issues 西田 政治

言語・コミュニケーション研究入門B 岩井 他 講704 4T 言語 国際安全保障論Ⅱ 西田 政治

会計学Ⅰ 井手吉 講502 ﾋﾞｼﾞﾈｽ 翻訳論Ⅱ 横山 LL403A 言語 組織の経済学Ⅱ 小川 公共／ﾋﾞｼﾞﾈｽ

基本統計学Ⅰ 山根 講431 公共 国際会計論 井手吉 講410 ﾋﾞｼﾞﾈｽ 音楽人類学Ⅱ 福岡 多文化

経営学 李（玲） 講411 ドイツ語Ⅱ 古川 講410 カゼミ 講701 ドイツ語Ⅱ 小田 講410 油絵入門 石黒 他 芸210 3T 文化交流史Ⅱ 松井 多文化

哲学Ｂ 柿木 講502 フランス語Ⅱ クラヴィエ LL404AB インファンテ LL408 フランス語Ⅱ クラヴィエ LL404AB 日本画入門 藁谷 他 資301 3T 美学Ⅱ 関村 多文化

化学概論 福島 講204 中国語Ⅱ 欒 講202 竹内 講412 中国語Ⅱ 解 講430 経営組織論 劉 ﾋﾞｼﾞﾈｽ

インターンシップ・ベーシック 西 講404 3Ｔ 19年度入学生より ハングルⅡ 李（賛） 講504 宮川 講703 ハングルⅡ 李（賛） 講504 企業インターンシップ 城多 他

キャリアデザインⅱ 井上（智） 講404 4Ｔ アラビア語Ⅱ ズィヤード 講432 レーガン 講501 アラビア語Ⅱ 佐藤（道） 講432 公的機関インターンシップ 高久 他

１年 教師論 卜部 講504・講602 ロシア語Ⅱ 斎藤 国311 ナカシマ 講413 ロシア語Ⅱ トルストグソフ 国311 学部派遣海外インターンシップ 金 他

スペイン語Ⅱ 吉江 講431 ウィリアムズ LL404AB スペイン語Ⅱ 吉江 講431 学校インターンシップ 赤星・卜部

佐藤（り） 講503 ライトフット 国311 コンティ 講703 政治と経済Ⅱ 仲 公共

コンティ 講703 ディロン 講601 佐藤（り） 講503 International Human Resource and
Management

劉 ﾋﾞｼﾞﾈｽ

伊藤 講604 留学生対象 古澤 講431 吉本 講604 留学生対象

小口 LL408 留学生対象 倉科 講434 小口 LL408 留学生対象

３年 教職特講 卜部 LL403B 年次 授業科目名 担当教員 備考

２年 言語比較論Ⅱ 藤原（優） 講414 言語 スポーツ文化経営論 曾根 講434 公共／ﾋﾞｼﾞﾈｽ 国際関係史（ロシア）Ⅱ 斎藤 講414 政治 経済政策論Ⅱ 高橋（広） 講404 公共 ミクロ経済学Ⅰ 山根 講603 公共

国際機構論Ⅱ 西谷 講430 政治 アメリカ政治論ⅰ 倉科 講704 3T 共生の哲学Ⅱ 柿木 講501 多文化 １・２年 地域課題演習 16年度入学生より

美術史（西洋）Ⅱ 古谷 講402 多文化 アメリカ政治論ⅱ 倉科 講704 4T 美術史（日本）Ⅱ 城市 講402 多文化

教科教育法(英語)ＢⅡ 青木 LL403A メディア・リテラシー 井上（泰） 講414 多文化 ４年 教職実践演習（中等）A 卜部 LL403A International Business アザム 講605 ﾋﾞｼﾞﾈｽ 国際経営論Ⅱ 李（在） 講414 ﾋﾞｼﾞﾈｽ 東北アジア政治論ⅰ

多国籍企業論Ⅱ アザム 講603 ﾋﾞｼﾞﾈｽ 通訳技法論Ⅱ 渡辺 LL403B 言語 Cross-cultural Language and
CommunicationⅡ

カーソン LL403AB 言語 東北アジア政治論ⅱ

コミュニケーション技法論Ⅱ 青木 LL403A 言語 民族国家論Ⅱ 大庭 講602 政治 紛争解決論Ⅱ 古澤 講431 政治 公共政策・NPO入門 公共

３年 開発政治論Ⅱ 板谷 講102 政治 英語聴解法 宮川 LL403A 言語 ラテンアメリカ研究Ⅱ 吉江 講701 多文化 マクロ経済学Ⅱ 公共

広島の産業と技術 釘宮 他 講411 平和と人権B 吉田（晴）　他 講402 環境社会学 公共

政治学 板谷 講404 心理学 今江 講603 テキスト分析法 多文化

現代史Ｂ 武田 講605 国際関係史（朝鮮半島）Ⅱ 公共

１年 生涯学習概論 赤星 講704 社会言語論Ⅱ 言語

２年 教育課程論 佐々木 講702 3Ｔ

３年 特別活動論 卜部 講702 4Ｔ ■　対象年次 　■　授業時間

国際関係史（中国）Ⅱ 飯島 講603 政治 ２年 発展演習Ⅱ ベーシック ３年 テクノロジーマネジメント 高橋（与） 講414 ﾋﾞｼﾞﾈｽ １年 基礎演習 ベーシック １年 平和研究入門 吉田 講402 政治 １年生以上

健康心理学 山口（光） LL404AB 公共 ２年生以上

３年生以上

国際社会論Ⅱ 湯浅 講431 政治／多文化 ４年生

マーケティング論Ⅱ 李（玲） 講402 ﾋﾞｼﾞﾈｽ 　　　　５時限　16：20～17：50

エスニシティと宗教Ⅱ 田浪 講414 多文化

美術史（現代）Ⅱ 石松 講504 多文化 ■  教室

文化人類学 田川 講402 情報と企業 前田・田中（宏） 講402・講404 １・２年 物理・化学実験 福島・田中（公） 他 講434

立体造形概論 ウォーゼン 他 資301 物理・化学実験 福島・田中（公） 他 講204

デザイン工芸概論 中村 講411

文学から学ぶ世界 山口（え） 他 講502

２年 コンピュータ・アート 吉田（幸） 処401 ■　備考欄

国際協力論Ⅱ 吉田（晴） 講413 政治／公共 １年 International Commerce 寺井 講602 ﾋﾞｼﾞﾈｽ ２年 平和研究Ⅱ 吉田（晴）・河上 他 講704 政治

地域再生論 金谷 他 講404 公共／ﾋﾞｼﾞﾈｽ 財政学Ⅱ 寺田 講411 公共

応用言語論Ⅱ 岩井 講414 言語 国際教育論 卜部 講430 公共 英語討論技法Ⅱ カーソン 講434 英語スキルアップ 開発社会学 目黒 講411 公共

３年 Communication in EnglishⅡ／
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

ウィリアムズ 講102 言語 労働と社会 湯浅 講603 多文化 英文作法Ⅱ ゴーマン 講704 英語スキルアップ

日本語学・日本語教育学Ⅱ 小口 LL403AB 言語 英語読解法Ⅱ 横山 講605 英語スキルアップ

国際関係史（日本）Ⅱ 武田 講411 政治 　　2019年度生より

国際ビジネス法務Ⅱ 寺井 講410 ﾋﾞｼﾞﾈｽ

経営史 森 講434 政治 英語学概論Ⅱ 福元 講702 言語

国際関係史（アメリカ）Ⅱ 倉科 講414 政治

国際金融論Ⅱ 高久 講202 ﾋﾞｼﾞﾈｽ

地域再生論入門 國本 講402・講410 １・２年 物理・化学実験 福島・田中（公） 他 講204 １・２年 物理・化学実験 福島・田中（公） 他 講434

情報科学概論 藤原（久） 処401・処501 （注意事項）

基礎生化学 香田 講411

２年 博物館資料論 城市 講704

金融論 高久 講605 公共／ﾋﾞｼﾞﾈｽ マクロ経済学Ⅰ 高橋（広） 講102・講504 公共 ２年 現代社会と法Ⅱ 河上 国514 公共 ３年 英米文学概論Ⅱ 原（雅） 講102 言語

社会文化思想史Ⅰ 柿木 講202 多文化／政治

国際法Ⅱ 太田 講414 政治 リーディング・パブリック・ポリシーⅰ 寺田 講102 3T

日本社会と人権 太田 講204 政治 非営利組織論Ⅱ 金谷 講704 公共／ﾋﾞｼﾞﾈｽ リーディング・パブリック・ポリシーⅱ 寺田 講102 4T

Etudes de la soci été fran ç aise 大場 LL408 公共 比較文化論Ⅱ 田川 講605 多文化

公会計論 城多 講434 ﾋﾞｼﾞﾈｽ

イギリスの文学と文化Ⅱ 原（雅） LL404B 言語／多文化 教科教育法（英語）AⅡ 横山 LL403A

３年 Gesellschaft in Deutschland 卜部 LL407 公共 ３年 英文構成法Ⅱ 岩井 LL408 言語

３年 専門演習Ⅱ ３年 専門演習Ⅱ ３年 専門演習Ⅱ ３年 専門演習Ⅱ ３年 専門演習Ⅱ

卒業論文 卒業論文 卒業論文 卒業論文 卒業論文

卒論演習Ⅱ 卒論演習Ⅱ 卒論演習Ⅱ 卒論演習Ⅱ 卒論演習Ⅱ

2020/10/9
※黄色の網掛けは、当初HPに掲載していたものから変更があった箇所です

時
限

区
分

月 火 水 木 金 集中講義　※日程は別途掲示

１・２年

全学共通系科目

１・２
年
※1

２年

４年
日本語Ⅳ

日本語IV
専門科目

1
時
限

全
学
共
通
系
科
目
等

１年 英語応用演習Ⅱ ※クラス分けは別途掲示 １・２
年
※1

専
門
科
目

１年

１・２年

アクティブ
履修登録不要

２年

英語応用演習Ⅲ

※クラス分けは別途掲示
イタリア語Ⅱ 17年度入学生より※2 イタリア語Ⅱ 17年度入学生より※2 ３年

２年

２年

１年 英語応用演習Ⅱ ※クラス分けは別途掲示

１年

１年 中東アラブ研究入門 田浪 講431
多文化
5プロ共通（地）

日本語Ⅱ 英語応用演習Ⅳ

斎藤 講605 政治
5プロ共通（地） 専門科目

１年

政治
5プロ共通（地）

３年

政治
5プロ共通（地）

Special Lecture in British and
American LiteratureⅡ／英米
文学特講Ⅱ

ゴーマン LL403B 言語

２年

３年 ３年

２年3
時
限

全学共通
系科目等

１・２年

１・２年

３年

2
時
限

日本語Ⅱ
不開講

全学共通系科目

専
門
科
目

２年

３年

２年

１年

全
学
共
通
系
科
目
等

１・２年

１年

ロシア研究

　　　　１時限　　9：00～10：30

専
門
科
目

２年

下表のとおり 下表のとおり

　　　　２時限　10：40～12：10

２年

American CultureⅡ／アメリカ
文化論Ⅱ

ゴーマン 講704 多文化
5プロ共通（地） 　　　　３時限　13：00～14：30

フランス文化論 大場 LL403B 多文化
5プロ共通（地） 　　　　４時限　14：40～16：10

３年

（講） …講義棟
（LL) …語学センター
（処） …情報処理実習室
（芸） …芸術学部棟
（資） …芸術資料館

4
時
限

全学共通
系科目等

１・２年

１・２年

２年

（多文化）…多文化共生プログラム

２年 （ﾋﾞｼﾞﾈｽ）…国際ビジネスプログラム
イギリス文化論Ⅱ 原（雅） LL408 多文化

5プロ共通（地） （言語）…言語・コミュニケーションプログラム

（政治）…国際政治・平和プログラム

専
門
科
目

２年
１年 日本文化史Ⅰ 山口（え） 講602 多文化

5プロ共通（地） （公共）…公共政策・NPOプログラム

※1　「ドイツ語Ⅳ」「フランス語Ⅳ」「中国語Ⅳ」「ハングルⅣ」「アラ
ビア語Ⅳ」「ロシア語Ⅳ」「イタリア語Ⅳ」「スペイン語Ⅳ」「日本語
Ⅳ」は、担当教員が認めた場合は1年次生も履修可。

※2　2016年度以前入学生で「イタリア語Ⅱ」、「イタリア語Ⅳ」の履
修を希望する場合、科目担当教員の承認があれば、自由単位と
して履修することができる。

専
門
科
目

２年
１年

１年

アフリカ研究Ⅰ 田川

（5プロ共通（地））…5プログラム共通科目（地域研究）

（ベーシック）…ベーシック入門／ベーシック演習科目

（英語スキルアップ）…英語スキルアップ科目
３年

（アクティブ）…アクティブ科目

Modern Japanese Studies ヴェール 講431 多文化
5プロ共通（地）

講704 多文化
5ﾌﾟﾛ共通（地）

４年

板谷 講504

全
時
限

専門科目
４年 ４年 ４年 ４年

３年

２年
東南アジア研究 政治

5プロ共通（地）

5
時
限 全学共通

系科目等

１・２年

１年 データ分析入門 山根 (前半)講402
(後半)LL403AB

ベーシック

２年

３年

中国文化論Ⅱ 飯島 講414 多文化
5プロ共通（地）

２年

公共

担当教員 実施教室 担当教員 実施教室
板谷 講604 高久 講501
カーソン LL403A 田浪 講701
金谷 LL403B 古澤 講412
城多 講601 山根 国311
ゴーマン LL404AB 吉江 講703

担当教員 実施教室 担当教員 実施教室
井上 講701 武田 講604
岩井 LL403A 寺田 講501
大庭 LL403B 原 国311
金谷 講601 横山 LL408
田川 講703 小口 LL404AB


