
専攻名 コース 授業コード 科目名１ 単位 教職員名 期名称 曜日 時限 授業の形態

大学院共通 23S0277 消費者市民社会と消費者政策 2 小谷　眞男 前集中 - -限 講義,対面授業のみ
大学院共通 生命科学 23S0123 サイエンス・コミュニケーション論 2 千葉　和義 前不定期 - 前不定期 講義,演習
大学院共通 生命科学 23S0269 データサイエンス特論 2 由良　敬 後不定期 - 後不定期 講義,演習,対面授業のみ
大学院共通 遺伝カウンセリング 23S0111 ゲノム医科学特論 2 三宅　秀彦 前期 金 7-8限 講義
大学院共通 23S0151 Special Lectures in Humanities and Sciences Ⅰ 2 工藤　和恵 前集中 - -限 サマープログラム

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1037 東アジア比較言語文化論演習（古典） 2 和田　英信 後期 木 5-6限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1038 中国古典文学思想論 2 和田　英信 前期 木 5-6限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1039 現代中国語圏文学特論 2 橋本　陽介 前期 月 5-6限 演習

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1040 近代中国語圏文学特論 2 橋本　陽介 後期 月 5-6限 演習

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1044 中国古典語学演習 2 富　嘉吟 前期 木 3-4限 演習

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1045 中国古典文献学 2 富　嘉吟 後期 木 3-4限 演習

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1048 中国言語表現論演習 2 伊藤　さとみ 前期 火 5-6限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 アジア言語文化学 23H1049 現代中国語学演習 2 伊藤　さとみ 後期 火 5-6限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1056 英語圏言語文化特論 2 高桑　晴子 前期 火 3-4限 演習,実施方法検討中

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1057 英語圏言語文化演習 2 高桑　晴子 後期 火 3-4限 演習

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1060 英語圏文学表象論 2 丸谷　徳嗣 前期 火 5-6限 演習,全面オンライン

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1061 英語圏文学表象論演習 2 丸谷　徳嗣 後期 火 5-6限 演習,実施方法検討中

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1062 英文学特論（ジャンル研究） 2 松崎　毅 前期 木 7-8限 演習,全面オンライン

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1063 英文学演習（歴史表象研究） 2 松崎　毅 後期 木 7-8限 演習,全面オンライン

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1076 英語学特論（統語論） 2 野口　徹 前期 火 5-6限 演習

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1077 英語学演習（統語論） 2 野口　徹 後期 火 5-6限 演習,実施方法検討中

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1078 英語学特論（語用論） 2 水野　輝之 前期 火 3-4限 対面授業のみ

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1079 英語学演習（語用論） 2 水野　輝之 後期 木 3-4限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1083 対照言語分析特論 2 山腰　京子 前期 木 3-4限 講義

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1084 対照言語分析演習 2 山腰　京子 後期 木 5-6限 講義,演習

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1086 英語教育方法論演習 2 LOWE ROBERT JAMES 後期 金 7-8限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 英語圏･仏語圏言語文化学 23H1102 西欧言語芸術論演習 2 前田　佳一 後期 金 7-8限 演習

比較社会文化学 日本語教育 23H1142 異文化間コミュニケーション特論 2 王　一瓊（WANG YIQIONG） 前期 月 1-2限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 日本語教育 23H1143 異文化間コミュニケーション演習 2 王　一瓊（WANG YIQIONG） 後期 月 1-2限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 歴史文化学 23H1250 伝統芸能文化論演習 2 埋忠　美沙 前期 木 3-4限 講義,演習

比較社会文化学 歴史文化学 23H1272 西洋美術史理論特論（近代） 2 天野　知香 後期 火 1-2限 講義,実施方法検討中

比較社会文化学 歴史文化学 23H1274 西洋美術史特論（近代） 2 天野　知香 前期 火 1-2限 講義,実施方法検討中

比較社会文化学 生活文化学 23H1301 民俗文化論特論 2 宮内　貴久 前期 火 7-8限 演習,実施方法検討中

比較社会文化学 生活文化学 23H1302 民俗文化論研究 2 宮内　貴久 後期 火 7-8限 演習

比較社会文化学 生活文化学 23H1304 比較文化特論 2 鈴木　禎宏 後期 金 3-4限 講義,対面授業のみ

比較社会文化学 音楽表現学 23H1592 音楽文化学特別演習（応用） 2 井上　登喜子 後期 火 5-6限 講義,演習,対面授業のみ

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 博士前期課程
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人間発達科学 教育科学 23J2004 公教育研究演習 2 池田　全之 後期 木 1-2限 演習

人間発達科学 教育科学 23J2007 近代教育史 2 米田　俊彦 前期 金 3-4限 講義,演習,全面オンライン

人間発達科学 教育科学 23J2008 現代教育史 2 米田　俊彦 後期 金 3-4限 演習,実施方法検討中

人間発達科学 教育科学 23J2011 教育社会学 2 大多和　直樹 前期 月 7-8限 演習

人間発達科学 教育科学 23J2013 教育社会学演習 2 大多和　直樹 後期 月 7-8限 講義,演習,実施方法検討中

人間発達科学 教育科学 23J2017 教育方法学（理論） 2 冨士原　紀絵 前期 木 7-8限 演習

人間発達科学 教育科学 23J2018 教育方法学（応用） 2 冨士原　紀絵 後期 木 7-8限 演習

人間発達科学 教育科学 23J2021 教育開発論特論（理論） 2 浜野　隆 前期 金 1-2限 講義,演習

人間発達科学 教育科学 23J2022 教育開発論特論（実践論） 2 浜野　隆 後期 木 3-4限 講義,演習

人間発達科学 教育科学 23J2322 発達心理学（理論） 2 武藤　世良 前期 月 5-6限 演習,対面授業のみ

人間発達科学 教育科学 23J2323 発達心理学（実践論） 2 武藤　世良 後期 月 5-6限 演習,対面授業のみ

人間発達科学 教育科学 23J2324 特別支援教育特論 2 齊藤　彩 前期 火 3-4限 講義,演習,対面授業のみ

人間発達科学 教育科学 23J2325 特別支援教育演習 2 齊藤　彩 後期 火 3-4限 演習,対面授業のみ

人間発達科学 応用社会学 23J2088 社会集団論 2 杉野　勇 後期 火 7-8限 演習

人間発達科学 応用社会学 23J2092 社会意識論 2 宝月　理恵 前期 金 5-6限 演習

人間発達科学 応用社会学 23J2093 社会意識論特論 2 宝月　理恵 後期 金 5-6限 演習

人間発達科学 応用社会学 23J2096 社会福祉論 2 三宅　雄大 前期 金 7-8限 演習,対面授業のみ

人間発達科学 応用社会学 23J2098 社会学基礎論 2 応用社会学コース教員 前期 月 5-6限 演習

人間発達科学 応用社会学 23J2101 多変量解析演習 2 杉野　勇 前期 火 7-8限 講義,演習,対面授業のみ

人間発達科学 応用社会学 23J2303 社会政策論 2 三宅　雄大 後期 金 7-8限 演習

人間発達科学 保育・児童学 23J2113 保育臨床学特論 2 刑部　育子 前期 金 11-12限 講義,全面オンライン

人間発達科学 保育・児童学 23J2114 保育臨床学演習 2 刑部　育子 後期 金 5-6限 演習,全面オンライン

人間発達科学 保育・児童学 23J2159 保育制度論特論 2 松島　のり子 前期 月 11-12限 演習,対面授業のみ

人間発達科学 保育・児童学 23J2160 保育制度論演習 2 松島　のり子 後期 火 3-4限 演習,対面授業のみ

人間発達科学 保育・児童学 23J2408 比較子ども社会学特論 2 小玉　亮子 前期 木 11-12限 講義,演習,全面オンライン

人間発達科学 保育・児童学 23J2409 比較子ども社会学演習 2 小玉　亮子 後期 木 7-8限 演習,全面オンライン

人間発達科学 保育・児童学 23J2410 子ども発達論特論 2 辻谷　真知子 前期 火 7-8限 演習,実施方法検討中

人間発達科学 保育・児童学 23J2411 子ども発達論演習 2 辻谷　真知子 後期 月 11-12限 演習,実施方法検討中

人間発達科学 保育・児童学 23J2414 保育マネジメント論特論 2 宮里　暁美 前期 火 11-12限

人間発達科学 保育・児童学 23J2415 保育マネジメント論演習 2 宮里　暁美 後期 火 5-6限

ジェンダー社会科学 23J1059 ジェンダー社会経済学 2 大橋　史恵 前期 火 3-4限 演習

ジェンダー社会科学 23J1060 ジェンダー社会経済学演習 2 大橋　史恵 後期 火 3-4限 演習

ジェンダー社会科学 23J1860 社会地理学特論 2 倉光　ミナ子 前期 金 3-4限 演習

ジェンダー社会科学 23J1306 フェミニズム理論の争点 2 申　琪榮 前期 木 7-8限 講義,演習,全面オンライン

ジェンダー社会科学 23J1009 生活法社会論演習 2 小谷　眞男 後期 木 7-8限 演習

ジェンダー社会科学 23J1310 労働と社会政策 2 永瀬　伸子 前期 木 3-4限 講義,演習

ジェンダー社会科学 23J1327 現代政治経済論 2 CARROLL MYLES 後期 木 3-4限 演習,対面授業のみ
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ライフサイエンス 23K3116 ライフサイエンス論 2 ライフサイエンス専攻全教員 前期 金 1-2限 講義,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3122 生命科学特殊講義Ⅲ 1 宮本　泰則 前集中 - -限 講義,実験,実習・実技,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3045 生命科学特論（分子細胞生理学） 2 宮本　泰則 前期 火 9-10限 講義,演習,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3210 植物細胞生物学 2 植村　知博 前期 月 1-2限 講義,全面オンライン

ライフサイエンス 生命科学 23K3037 公開臨海実習 2 清本　正人 通不定期 - 通不定期 実習・実技,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3036 海洋生物学特論 2 清本　正人 後期 金 7-8限 講義,全面オンライン

ライフサイエンス 生命科学 23K3205 バイオメカニクス特論 2 毛内　拡 後期 金 9-10限 講義,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3031 細胞生理学演習 2 毛内　拡 後期 月 1-2限 演習,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3030 細胞生理学 2 毛内　拡 前期 月 1-2限 講義,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3021 動物生理学特論 2 毛内　拡 前期 金 9-10限 講義,演習,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3129 生命情報学演習 2 由良　敬 前期 木 7-8限 講義,演習,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3128 生命情報学特論 2 由良　敬 前期 木 5-6限 講義,演習,対面授業のみ

ライフサイエンス 生命科学 23K3022 植物系統進化学 2 嶌田　智 前期 金 3-4限 講義

ライフサイエンス 食品栄養科学 23K3087 食品機能学特論 2 森光　康次郎 前集中 - -限 講義

ライフサイエンス 食品栄養科学 23K3114 食品栄養科学研究法 2 飯田　薫子 前期 金 3-4限 講義,対面授業のみ

ライフサイエンス 食品栄養科学 23K3106 生活習慣病医学・疫学 2 飯田　薫子 前集中 - -限 講義

ライフサイエンス 遺伝カウンセリング 23K4033 人類遺伝学特論 2 三宅　秀彦 前期 金 5-6限 講義

ライフサイエンス 遺伝カウンセリング 23K4012 臨床遺伝学特論 2 三宅　秀彦 前期 水 5-6限 講義

ライフサイエンス 遺伝カウンセリング 23K4005 医療概論 2 三宅　秀彦 前期 月 7-8限 講義

理学 物理科学 23L1007 素粒子特論 2 濱口　幸一 前期 火 7-8限 講義,対面授業のみ

理学 物理科学 23L1013 宇宙物理学特論 2 森川　雅博 後期 木 7-8限 講義,実験,演習,実習・実技

理学 物理科学 23L1015 天体物理学演習 2 森川　雅博 前期 木 9-10限 講義,実験,演習,実習・実技

理学 化学・生物化学 23L1077 超分子化学特論 2 棚谷　綾 前期 月 3-4限 講義,対面授業のみ

理学 化学・生物化学 23L1062 生体分子間相互作用特論 2 相川　京子 前期 金 5-6限 講義,演習,対面授業のみ

理学 化学・生物化学 23L1202 糖鎖科学演習 2 相川　京子 前期 金 7-8限 演習

理学 化学・生物化学 23L1043 非線形化学 2 森　義仁 前期 木 3-4限 講義

理学 化学・生物化学 23L1186 錯体化学特論 2 三宅　亮介 後期 水 1-2限 講義

理学 化学・生物化学 23L1188 錯体化学演習 2 三宅　亮介 前期 月 1-2限 演習,全面オンライン

理学 化学・生物化学 23L1072 物理有機化学 2 桑原　拓也 前期 月 5-6限 講義,対面授業のみ

理学 化学・生物化学 23L1204 有機典型元素化学演習 2 桑原　拓也 後期 火 1-2限 演習

理学 化学・生物化学 23L1172 物性物理化学特論 2 近松　彰 前期 月 1-2限 演習,対面授業のみ

理学 化学・生物化学 23L1198 固体化学演習 2 近松　彰 後期 月 1-2限 演習,対面授業のみ

理学 化学・生物化学 23L1194 分子量子化学特論 2 宮﨑　充彦 前期 火 3-4限 講義,演習,対面授業のみ

理学 化学・生物化学 23L1196 分子分光化学演習 2 宮﨑　充彦 後期 月 3-4限 講義,演習,対面授業のみ

理学 化学・生物化学 23L1063 生体機能分子化学 2 大金　賢司 前期 水 3-4限 講義,演習

理学 情報科学 23M2077 数理気象学特論 2 神山　翼 前期 月 3-4限 講義

理学 情報科学 23M2067 非線形数理特論 2 工藤　和恵 後期 月 5-6限 講義,対面授業のみ

生活工学共同 　 23K6033 生活医用福祉工学 2 太田　裕治 後不定期 - 後不定期 講義

生活工学共同 　 23K6034 生活生体工学 2 太田　裕治 後期 火 5-6限 講義

生活工学共同 　 23K6055 生活工学デザインワークショップ（LIDEE) 2 生活工学共同専攻全教員（お茶大） 通不定期 - 通不定期 演習
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比較社会文化学 23T0065 中国語圏言語文化論 2 伊藤　さとみ 前期 火 5-6限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 23T0066 中国語圏言語文化論演習 2 伊藤　さとみ 後期 火 5-6限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 23T0067 中国近代文学論 2 橋本　陽介 前期 月 5-6限 講義,対面授業のみ

比較社会文化学 23T0068 中国近代文学論演習 2 橋本　陽介 後期 月 5-6限 講義

比較社会文化学 23T0098 第二言語（英語）教育論演習 2 LOWE ROBERT JAMES 後期 金 7-8限 演習,対面授業のみ

比較社会文化学 23T0103 第一言語習得論 2 山腰　京子 前期 木 3-4限 演習,全面オンライン

比較社会文化学 23T0104 第一言語習得論演習 2 山腰　京子 後期 木 5-6限 演習,全面オンライン

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 博士後期課程
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