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科

学

部

総
合
人
間

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）

HUS10300 春 学生主体の留学生支援プログラムの創成（2）横山・杉村 12-301

2
（11：00～ 12：30）

HSC50400 春 家族社会学Ⅰ 田渕 3-448

※１ 通 英語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

HSC52300 春 職業と社会Ⅰ 岡本 3-171 HSC52900 春 小集団論Ⅰ 田中 1-303
HSC53300 春 組織社会学Ⅰ 渡辺（深） 12-302 HSC56500 春 演習Ⅰ（経済と組織） 渡辺（深） 3-531

※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）

HSC54700 春 社会調査演習１ 園部 3-223 HSC20501 春 社会調査方法論Ⅰ（Ａクラス）渡辺（深） 1-305
HSC20602 春 社会調査方法論Ⅱ（Ｂクラス） 芳賀 1-103
HSC56100 春 演習Ⅰ（小集団論） 田中 9-359
HSC56300 春 演習Ⅰ（比較経営社会学）渡辺（聰） 9-454

※１ 春 キリスト教人間学

5
（17：00～ 18：30）

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
HSC90101 春 卒業論文１（執筆計画） 社会学科教員
HSC90202 春 卒業論文２ 社会学科教員 春学期での登録を希望する場合は学科に相談すること。
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＜ 2010 年度　通年・春学期　総合人間科学部社会学科　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

HUS10100 春 総合人間科学入門 コ）栃本 3-348

HSC20300 春 社会学理論Ⅰ 吉野 12-401 HSC51100 春 ライフスタイルの社会学 藤村 3-448 HSC53700 春 ナショナリズムの社会学 吉野 2-509
HSC55100 春 演習Ⅰ（文化社会学） 芳賀 2-1530b HSC55900 春 演習Ⅰ（エイジングと世代の社会学） 田渕 紀 -109 HSC54300 春 メディアと情報の社会学 松田 3-123

HSC52700 春 都市社会学 園部 8-209 HSC55500 春 演習Ⅰ（職業と階層） 岡本 3-531 HSC55700 春 演習Ⅰ（都市社会学） 園部 2-1530b
HSC53100 春 比較経営社会学 渡辺（聰） 3-171
HSC53900 春 社会学データ分析法 平田 11-215

※１ 通 英語（一般外国語）
HSC50800 春 社会学史Ⅱ 井腰 11-215 HSC10101 春 基礎演習Ⅰ（Ａクラス） 藤本 4-185
HSC51400 春 宗教社会学Ⅰ 芳賀 3-421 HSC50100 春 社会心理学 大庭 1-302

HSC56700 春 演習Ⅰ（ナショナリズムとグローバル化） 吉野 2-1530b

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
HSC10102 春 基礎演習Ⅰ（Ｂクラス） 藤本 4-185
HSC54900 春 演習Ⅰ（ライフスタイルの社会学） 藤村 9-359
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科

学

部

総
合
人
間

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）

2
（11：00～ 12：30）

HSC50600 秋 エイジングと世代の社会学 田渕 3-448

※１ 通 英語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

HSC52400 秋 職業と社会Ⅱ 岡本 3-171 HSC53000 秋 小集団論Ⅱ 田中 1-303
HSC53400 秋 組織社会学Ⅱ 渡辺（深） 12-302 HSC56600 秋 演習Ⅱ（経済と組織） 渡辺（深） 3-531

※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）

HSC54800 秋 社会調査演習２ 園部 COM-G HSC20502 秋 社会調査方法論Ⅰ（Ｂクラス）渡辺（深） 1-305
HSC20601 秋 社会調査方法論Ⅱ（Ａクラス） 芳賀 1-103
HSC56200 秋 演習Ⅱ（小集団論） 田中 9-359
HSC56400 秋 演習Ⅱ（比較経営社会学）渡辺（聰） 9-454

※１ 秋 キリスト教人間学

5
（17：00～ 18：30）

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
HSC90102 秋 卒業論文１（執筆計画） 社会学科教員 秋学期での登録を希望する場合は学科に相談すること。
HSC90201 秋 卒業論文２ 社会学科教員
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＜ 2010 年度　通年・秋学期　総合人間科学部社会学科　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

HSC20400 秋 社会学理論Ⅱ 吉野 12-401 HSC51300 秋 計画と政策の社会学 藤村 1-403 HSC53800 秋 グローバル化の社会学 吉野 2-509
HSC55200 秋 演習Ⅱ（文化社会学） 芳賀 2-1530b HSC56000 秋 演習Ⅱ（エイジングと世代の社会学） 田渕 紀 -109

HSC50300 秋 社会学計量分析法 平田 11-215 HSC55600 秋 演習Ⅱ（職業と階層） 岡本 3-531 HSC55800 秋 演習Ⅱ（都市社会学） 園部 2-1530b
HSC52800 秋 現代大都市論 園部 8-209
HSC53200 秋 国際経営社会学 渡辺（聰） 3-171

※１ 秋 ウエルネスと身体 ※１ 通 英語（一般外国語）
HSC54200 秋 開発の社会学 船津 3-124 HSC51000 秋 社会学演習Ⅱ 井腰 9-352 HSC10201 秋 基礎演習Ⅱ（A1クラス） 酒井 3-531

HSC51600 秋 文化社会学 芳賀 3-421 HSC10203 秋 基礎演習Ⅱ（A2クラス） 田渕 10-B105B
HSC50200 秋 逸脱の社会学 大庭 3-248
HSC54500 秋 ミクロ社会学 浅野 3-448
HSC56800 秋 演習Ⅱ（ナショナリズムとグローバル化） 吉野 2-1530b

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
HSC54100 秋 人口社会学 岩澤 12-202 HSC10202 秋 基礎演習Ⅱ（B1クラス） 酒井 3-531

HSC10204 秋 基礎演習Ⅱ（B2クラス） 田渕 10-B105B
HSC55000 秋 演習Ⅱ（ライフスタイルの社会学） 藤村 9-359
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