
２０１９年度　市民開放授業科目一覧

 
前　期 【受講場所】　人文学部（松本キャンパス）

登録コード 授 業 科 目 名 担当教員
授業

曜日・時限 講義室
受入可
能人数

難易度 備　考

L1120100 哲学・思想論概論Ⅰ 篠原　成彦 月４ 人4 若干名 A

L1130500 哲学・思想論特論Ⅴ 三谷　尚澄 木１ 人2 若干名 C

L1131500 哲学・思想論特論ⅩⅤ 護山　真也 金２ 人2 若干名 B

L1132300 哲学・思想論基幹演習Ⅷ 三谷　尚澄 金４ 人501 若干名 B

L1132600 哲学・思想論基幹演習ⅩⅠ 早坂　俊廣 木２ 人501 若干名 B

L1230100 芸術コミュニケーション特論Ⅰ 金井　直 金２ 人311 若干名 B

L1231800 芸術コミュニケーション基幹演習Ⅵ 北村　明子 水２ 人311 若干名 C
文献購読・研究発表の
ため書籍の購入が必要

L1320100 文化情報論概論Ⅰ 水原　俊博 木３ 人4 若干名 A

L1330300
文化情報論特論Ⅰ
（心理学統計法）

菊池　聡 火１ 人212 若干名 B

L1420100 社会学概論Ⅰ 茅野　恒秀 木２ 人4 若干名 A

L1430100 社会学特論Ⅰ 茅野　恒秀 水２ 人201 若干名 B

L1430400 社会学特論Ⅳ 茅野　恒秀 木４ 人212 若干名 B

L1430700 社会学基幹演習Ⅰ 茅野　恒秀 金４ 人313 2人以内 C

L1520100 心理学概論Ⅰ（心理学概論） 今井　章 月５ 人4 若干名 A

L1631000
社会心理学特論Ⅳ
（心理学的支援法）

清水　健司 集中 人3 若干名 C

教室に入りきらない場合
学部生優先
4/20・5/18・6/22（1限～
4限）・7/20（1～3限）
全日土曜15回　9,400円
4/20に試聴し、先生の
サインをもらい、4/22
（月）に総合窓口（学務
課）でお支払い
詳細は総合窓口・人文
学部へお尋ねください

L1730400 日本史特論Ⅳ 大串　潤児 金３ 人1 若干名 A

L2030500 比較文学特論Ⅴ 澁谷　豊 月５ 人2 若干名 B

L2120100 中国語学概論Ⅰ 伊藤　加奈子 水３ 人3 若干名 A

L2120300 中国文学概論Ⅰ 氏岡　真士 木３ 人3 若干名 A

L2130500 中国語学・中国文学特論Ⅴ 伊藤　加奈子 木１ 人202 若干名 B

L2231000 ドイツ言語文化基幹演習Ⅳ 葛西　敬之 水３ 人204 若干名 B

L2240500 ドイツ言語文化発展演習Ⅴ 葛西　敬之 水４ 人204 若干名 C

L2320100 フランス言語文化概論Ⅰ 吉田　正明 木４ 人4 若干名 A

L2330100 フランス言語文化特論Ⅰ 吉田　正明 金２ 人401 若干名 C

L2330400 フランス言語文化特論Ⅳ 鎌田　隆行 水４ 人401 若干名 C
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L2331000 フランス言語文化基幹演習Ⅳ 鎌田　隆行 水３ 人401 若干名 B

L2340300 フランス言語文化発展演習Ⅲ 鎌田　隆行 火２ 人401 若干名 C

L2420100 英語学概論Ⅰ 八木橋　宏勇 集不定 人4 若干名 A

8/26月～8/28水　1限～
5限　全15回9,400円
8/26の午前に試聴し、
先生のサインをもらい、
その日のお昼時間に総
合窓口（学務課）でお支
払い
詳細は総合窓口・人文
学部へお尋ねください

L2520100 英語文学概論Ⅰ 杉野　健太郎 木３ 人1 若干名 A

L2530900 英語文学特論Ⅸ 杉野　健太郎 木４ 人204 若干名 B

L2531700 英語文学基幹演習Ⅴ 杉野　健太郎 火２ 人204 若干名 C

L2720100 日本語学概論Ⅰ 田島　優 金４ 人1 若干名 A

L2720300 日本語史Ⅰ 山田　健三 木２ 人212 若干名 A

L2820100 日本語教育学概論Ⅰ 沖　裕子 月１ 人5 若干名 A

L2820200 日本語教育学概論Ⅱ 坂口　和寛 木１ 人1 若干名 A

L2830400 日本語教育学特論Ⅳ 坂口　和寛 木２ 人1 若干名 B

L2831000 日本語教育学基幹演習Ⅳ 坂口　和寛 金４ 人201 若干名 B

L2961200 古典語Ⅴ 護山　真也 火１ 人501 若干名 B

L2961801 英語コミュニケーション初級Ⅰ
FIGOLSS
FORNELL LOLA

火３ 人1 5 B

L2961802 英語コミュニケーション初級Ⅰ
FRITH DAVID
HOWARD

火４ 人2 5 B

L2962000 英語コミュニケーション中級Ⅰ
FIGOLSS
FORNELL LOLA

火４ 人1 若干名 B

L2962200 英語コミュニケーション上級Ⅰ
FRITH DAVID
HOWARD

火３ 人2 若干名 C

L2963200 中国語コミュニケーション中級Ⅰ LI DANDAN 水２ 人202 若干名 B

L2963400 中国語コミュニケーション上級Ⅰ 閻　小妹 木４ 人201 若干名 B

L2963600 英米文化事情Ⅰ
VAN DEN BERGH PETER
CHARLES MARIA 月１ 人1 若干名 C

L2963700 英米文化事情Ⅱ
VAN DEN BERGH PETER
CHARLES MARIA 月２ 人1 若干名 C
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