
2017 年 6 月 20 日更新 

 
2017 年度 立教大学大学院文学研究科  

入試説明会、授業公開のお知らせ 

 
6 月 24 日（土）に入試説明会を行い、6 月 26 日（月）～7 月 1 日（土）の週（一部例外あり）に、一部の

授業を公開します。対象科目は下の一覧をご参照ください。参加を希望される方は、直接会場へお越しくださ

い。予約は不要です。なお、教室が変更になったり、事情により休講となったりすることがありますので、ご

来場前に必ず本ページをご確認ください。 

 

 

 

 

◆文学研究科・キリスト教学研究科合同入試説明会◆ 

【日時】 6 月 24 日（土）14:00～16:00（受付開始 13:30） 

【場所】 立教大学池袋キャンパス 5 号館 2 階 5222 教室 

            全体説明会の後、専攻別に分かれて説明会を行います。 

 

 

 

◆文学研究科 日本文学専攻 授業公開科目◆  

6 月 27 日（火）～6 月 30 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

日本文学演習７A 石川 巧 火・15：30～18：00  7201（7 号館 2 階） 

日本文学演習１A 井野 葉子 木・３ 井野研究室（ロイドホール７階） 

日本文学演習２A 鈴木 彰 木・３ 鈴木研究室（ロイドホール 7 階） 

日本文学演習３A 加藤 睦 金・３ 6203（６号館２階） 

日本文学演習６A 金子 明雄 金・５ 9202（9 号館 2 階） 

 

 

 

 

 

 

 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG107&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG101&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG102&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG103&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JG106&value(crclumcd)=


2017 年 6 月 20 日更新 

◆文学研究科 英米文学専攻 授業公開科目◆  

6 月 26 日（月）～30 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

米文学特殊研究１A  澤入 要仁 月・３ 6502（6 号館 5 階） 

    澤入研究室（ロイドホール 6 階） 

英語学特殊研究１A 菊池 清明 月・５ 5203（5 号館２階） 

米文学特殊研究７A 新田 啓子 月・５ 5204（5 号館 2 階） 

米文学特殊研究３A イエイツ，Ｍ． 火・４ 6201（6 号館２階） 

英文学特殊研究２A 岩田 美貴 火・５ 6201（6 号館 2 階） 

英文学特殊研究３A 小山 太一 木・５ X205（10 号館２階） 

米文学特殊研究８A 舌津 智之 金・４ 6303（6 号館 3 階） 

 

 

◆文学研究科 ドイツ文学専攻 授業公開科目◆  

6 月 27 日（火）～29 日（木） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

ドイツ文学特殊研究１A 坂本 貴志 火・４ ドイツ文学専攻院生室 

（ロイドホール４階） 

ドイツ語学特殊研究１A 井出 万秀 水・２ 井出研究室（ロイドホール６階） 

ドイツ文化史特殊研究 A シュヴァルツ 水・３ 6207（6 号館 2 階） 

ドイツ文学特殊研究３A 前田 良三 木・16:00～18：00 ドイツ文学専攻院生室 

（ロイドホール４階） 

 

 

◆文学研究科 フランス文学専攻 授業公開科目◆  

6 月 26 日（月）～6 月 28 日（水） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

フランス文学特殊研究 2A  坂本 浩也 月・２ 坂本研究室（ロイドホール 6 階） 

フランス文学特殊研究 1A  菅谷 憲興 月・３ 菅谷研究室（ロイドホール 6 階） 

フランス文学特殊研究 5A  桑瀬 章二郎 火・５ 6208（６号館 2 階） 

フランス語学特殊研究 1A  横山 安由美 水・２ 横山研究室（ロイドホール 6 階） 

                 7 月 4 日（火） 

フランス文学特殊研究 3A  澤田 直 火・３ 澤田研究室（ロイドホール 6 階） 

 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB139&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB147&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB169&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB161&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB151&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB143&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JB171&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI162&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI170&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI188&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JI176&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH163&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH161&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH169&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH181&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JH165&value(crclumcd)=


2017 年 6 月 20 日更新 

◆文学研究科 史学専攻 授業公開科目◆  

6 月 26 日（月）～6 月 30 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

日本史特殊研究５A  沼尻 晃伸 月・５ 沼尻研究室（ロイドホール７階） 

日本史特殊研究 4Ａ  小野沢 あかね 火・３ 6203（6 号館 2 階） 

西洋史演習１A  松原 宏之 火・４ 松原研究室（ロイドホール７階） 

東洋史特殊研究３A  弘末 雅士 火・５ 弘末研究室（ロイドホール 7 階） 

西洋史演習３A 髙林 陽展 火・５ 髙林研究室（ロイドホール 7 階） 

日本史特殊研究 2Ａ  佐藤 雄基 水・３ 佐藤研究室（ロイドホール 7 階）  

東洋史演習３A  上田 信 木・４ 5206（５号館 2 階） 

日本史特殊研究３A 後藤 雅知 金・２ 5208（５号館２階） 

 

 

 

 

 

◆文学研究科 超域文化学専攻 授業公開科目◆  

6 月 28 日（水）～6 月 30 日（金） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

地理学演習２A  飯島 みどり 水・１ 5206（5 号館２階） 

文化人類学演習２A  野中 健一 木・３ 野中研究室（ロイドホール 6 階） 

超域文化学演習１A  山下 王世 金・１ 山下研究室（ロイドホール 6 階） 

地域社会研究方法論 A  山下 王世 

野中 健一 

丸山 浩明 

金・３ 7205（7 号館 2 階） 

超域文化学演習２A 細井 尚子 金・４ 5206（５号館２階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC149&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC147&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC181&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC155&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC185&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC143&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC165&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JC145&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD171&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD175&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD177&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD151&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JD179&value(crclumcd)=


2017 年 6 月 20 日更新 

◆文学研究科 教育学専攻 授業公開科目◆  

6 月 26 日（月）～6 月 29 日（木） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

社会教育特殊研究  和田 悠 月・２ 和田研究室（ロイドホール 5 階） 

教育思想史特殊研究  渡辺 哲男 月・４ 渡辺研究室（ロイドホール 5 階） 

日本教育史特殊研究 前田 一男 火・４～５ 前田研究室（ロイドホール 5 階） 

比較教育学特殊研究  市川 誠 水・２ 市川研究室（ロイドホール 5 階） 

教育方法特殊研究 伊藤 実歩子 木・１ 伊藤研究室（ロイドホール 5 階） 

教育哲学特殊研究  河野 哲也 木・４ 河野研究室（ロイドホール 5 階） 

教育心理学特殊研究 石黒 広昭 木・５ 5203（5 号館 2 階） 

 

 

◆文学研究科 比較文明学専攻 授業公開科目◆  

６月 26 日（月）～7 月１日（土） 

科目名 担当者 曜日・時限 教室 

現代文明学特殊研究 1  林 みどり 月・４～５ 5212（5 号館 2 階） 

言語多文化学特殊研究 7  小野 正嗣 火・２ 9301（9 号館３階） 

文明工学演習１  西谷 修 火・５ 6211（6 号館２階） 

文明工学演習４  西谷 修 木・３ 9B02（9 号館地下） 

文明工学演習 5 西谷 修 木・４ 6404（６号館４階） 

現代文明学特殊研究 6  菅野 聡美 木・５ 5208（５号館 2 階） 

現代文明学演習６ 林 文孝 金・２ 林文孝研究室（ロイドホール７階） 

言語多文化学特殊研究４ 福嶋 亮大 金・４ 5207（５号館 2 階） 

言語多文化学特殊研究 2 佐々木 一也 土・２ 5203（５号館 2 階） 

 

 

立教大学文学部・文学研究科ホームページ     http://www.rikkyo.ac.jp/bun/ 

立教大学池袋キャンパスへの交通アクセス     http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/ 

 

問い合わせ先: 立教大学学部事務 1 課 

   03-3985-3392 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF107&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF156&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF102&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF152&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF106&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF101&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JF105&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ101&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ138&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ124&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ127&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ128&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ106&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ113&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ135&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2017&value(semekikn)=1&value(kougicd)=JJ133&value(crclumcd)=
http://www.rikkyo.ac.jp/bun/
http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/

