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文

学

部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

HPH20500* 春 ドイツ語ⅡＡ 朝広 4-185 HPH10100* 春 ドイツ語ⅠＡ 正木 1-106

2
（11：00～ 12：30）

HPH20700* 春 ラテン語ⅠＡ 田内 紀 -B115 HPH54300 春 認識論Ⅰ 大橋 8-207
HPH53100 春 文献講読ⅠＡ（ドイツ語） 中村 11-428 HPH66400 春 演習文献講読ⅢＡ 荻野 哲学科共用室
HPH54700 春 自然神学Ⅰ 長町 1-405
HPH67700 春 ギリシア語文献Ⅰ 荻野 哲学科共用室

※１ 通 英語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

HPH12300* 春 哲学入門 長町 12-401 HPH31700 春 倫理学Ⅰ 中村 12-403
HPH22500* 春 中世哲学史 佐藤 3-124 HPH56100 春 芸術学Ⅰ 平山 3-124
HPH69700 春 応用倫理学Ⅰ 寺田 9-356

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

4
（15：15～ 16：45）

HPH10100* 春 ドイツ語ⅠＡ 浜野 1-101 HPH20500* 春 ドイツ語ⅡＡ 大橋 1-102
HPH69900 春 倫理学特殊問題Ⅰ 浅見 11-321 HPH52900 春 文献講読（英語２年用）Ａ 寺田 11-326

HPH54500 春 人間論Ⅰ 渡部 12-202
HPH54900 春 現代哲学Ⅰ コ）樋笠 12-203

5
（17：00～ 18：30）

HPH30900* 春 ラテン語ⅡＡ 中村 文学部共用室A
HPH70200 春 芸術学特殊問題Ⅱ 樋笠 8-208
HUM60100 春 書物文化論 コ）長尾 9-249

6
（18：45～ 20：15）

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
HPH92700 通 卒業論文 哲学科教員
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＜ 2010 年度　通年・春学期　文学部哲学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

HPH10300* 春 英語ⅠＡ 小幡 CALL-A HPH10100* 春 ドイツ語ⅠＡ 正木 1-101 HPH10300* 春 英語ⅠＡ 小幡 12-201
HPH20500* 春 ドイツ語ⅡＡ 朝広 4-185

HPH10100* 春 ドイツ語ⅠＡ 浜野 1-206 HPH32100 春 美学Ⅰ 樋笠 8-208 HPH52801 通 哲学演習Ⅰ 寺田 9-454
HPH53500 春 文献講読ⅢＡ（ドイツ語） 長町 9-359 HPH55100 春 自然哲学 田中 11-325 HPH52802 通 哲学演習Ⅰ 樋笠 9-354
HPH54100 春 文献講読ⅦＡ（英語） 田中 1-103 HPH68700 春 哲学史特殊問題Ⅰ HAIDAR 紀 -107 HPH52803 通 哲学演習Ⅰ 田中 9-456

HPH55300 春 西洋倫理思想史Ⅰ 長町 1-405
HPH66300 春 演習文献講読ⅠＢ 佐藤 紀 -115

HPH21100 春 哲学演習Ⅱ（哲思）Ａ 中村 1-401 HPH22500* 春 中世哲学史 佐藤 8-207 HPH50100 春 キリスト教思想史 長町 12-402
HPH21500 春 哲学演習Ⅱ（倫理）Ａ 荻野 10-405 HPH31300 春 形而上学Ⅰ 中村 12-203 HPH67100 春 演習文献講読ⅦＡ 寺田 3-223
HPH21900 春 哲学演習Ⅱ（芸文）Ａ 佐藤 10-407 HPH53700 春 文献講読ⅤＡ（英語） 樋笠 紀 -B108 HPH70500 春 東洋思想Ⅰ 田中 10-B105B

※１ 春 キリスト教人間学 ※１ 通 英語（一般外国語）
HPH69500 春 政治哲学Ⅰ 山脇 紀 -B108 HPH20700* 春 ラテン語ⅠＡ 田内 文学部共用室A HPH12300* 春 哲学入門 長町 12-302

HPH30900* 春 ラテン語ⅡＡ 佐藤 文学部共用室C HPH20500* 春 ドイツ語ⅡＡ 大橋 1-102

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
HPH67500 春 ギリシア語初級Ⅰ 荻野 9-458 HPH68900 春 認識論特殊問題 大橋 紀 -B101
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文

学

部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

HPH20600* 秋 ドイツ語ⅡＢ 朝広 4-185 HPH10200* 秋 ドイツ語ⅠＢ 正木 1-106

※１ 秋 ウエルネスと身体

2
（11：00～ 12：30）

HPH20800* 秋 ラテン語ⅠＢ 田内 10-B105A HPH54400 秋 認識論Ⅱ 大橋 8-207
HPH53200 秋 文献講読ⅠＢ（ドイツ語） 中村 11-428 HPH66500 秋 演習文献講読ⅢＢ 荻野 哲学科共用室
HPH54800 秋 自然神学Ⅱ 長町 1-405
HPH67800 秋 ギリシア語文献Ⅱ 荻野 哲学科共用室

※１ 通 英語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

HPH12400* 秋 古代哲学史 荻野 3-124 HPH31800 秋 倫理学Ⅱ 中村 12-403
HPH66600 秋 演習文献講読ⅣＡ 杉山 9-354 HPH56200 秋 芸術学Ⅱ 西村 3-124
HPH69800 秋 応用倫理学Ⅱ 寺田 9-356

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

4
（15：15～ 16：45）

HPH10200* 秋 ドイツ語ⅠＢ 浜野 1-101 HPH20600* 秋 ドイツ語ⅡＢ 大橋 1-102
HPH22600* 秋 近世哲学史 大橋 11-305 HPH53000 秋 文献講読（英語２年用）Ｂ 寺田 11-326
HPH70000 秋 倫理学特殊問題Ⅱ 寺田 11-321 HPH54600 秋 人間論Ⅱ 渡部 12-202

HPH66800 秋 演習文献講読ⅤＡ 板橋 文学部共用室A

5
（17：00～ 18：30）

HPH31000* 秋 ラテン語ⅡＢ 中村 文学部共用室A
HUM60200 秋 神話と文学 コ）小泉 9-249

6
（18：45～ 20：15）

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
HPH92700 通 卒業論文 哲学科教員
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＜ 2010 年度　通年・秋学期　文学部哲学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

HPH10400* 秋 英語ⅠＢ 小幡 CALL-A HPH10200* 秋 ドイツ語ⅠＢ 正木 1-101 HPH10400* 秋 英語ⅠＢ 小幡 12-201
HPH20600* 秋 ドイツ語ⅡＢ 朝広 4-185

HPH10200* 秋 ドイツ語ⅠＢ 浜野 1-206 HPH32200 秋 美学Ⅱ 樋笠 8-208 HPH52801 通 哲学演習Ⅰ 寺田 9-454
HPH22600* 秋 近世哲学史 大橋 8-209 HPH55600 秋 日本思想Ⅱ 渡部 1-306 HPH52802 通 哲学演習Ⅰ 樋笠 9-354
HPH53600 秋 文献講読ⅢＢ（ドイツ語） 長町 9-359 HPH69100 秋 現代論理学 田中 紀 -113 HPH52803 通 哲学演習Ⅰ 田中 9-456
HPH54200 秋 文献講読ⅦＢ（英語） 田中 1-103 HPH55400 秋 西洋倫理思想史Ⅱ 長町 1-405

HPH56000 秋 宗教哲学 佐藤 9-353

HPH21200 秋 哲学演習Ⅱ（哲思）Ｂ 荻野 10-405 HPH31400 秋 形而上学Ⅱ 中村 12-401 HPH67200 秋 演習文献講読ⅦＢ 寺田 3-223
HPH21600 秋 哲学演習Ⅱ（倫理）Ｂ 寺田 1-103 HPH53800 秋 文献講読ⅤＢ（英語） 樋笠 紀 -B108
HPH22000 秋 哲学演習Ⅱ（芸文）Ｂ 長町 9-357

※１ 秋 キリスト教人間学 ※１ 通 英語（一般外国語）
HPH69600 秋 政治哲学Ⅱ 山脇 紀 -B108 HPH20800* 秋 ラテン語ⅠＢ 田内 文学部共用室A HPH12400* 秋 古代哲学史 荻野 1-408

HPH31000* 秋 ラテン語ⅡＢ 佐藤 文学部共用室C HPH20600* 秋 ドイツ語ⅡＢ 大橋 1-102
HUM60800 秋 日中文化交渉論 文化の越境－詩歌の翻訳 雋 3-227 HPH70100 秋 芸術学特殊問題Ⅰ 鈴木 1-302

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
HPH67600 秋 ギリシア語初級Ⅱ 荻野 9-458 HPH67000 秋 演習文献講読ⅥＢ コ）樋笠 12-303
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