
  注）朱書きは掲載開始後の修正箇所です。

　【中分類　0：総合人文社会】

　　小分類　0：地域研究

科　　目　　名 講義題目 開講期 単位数 期間 曜日・講時 場所

実践環境科学特論 Ⅱ 2 7月20日(水)～8月4日(木)

（集中講義）
　　7月20日：3-5講時
　　7月27日：1-5講時
　　7月28日：1-3講時
　　8月3日,4日：3-4講時

環境科学院　D１０１

アイヌ・先住民研究特別講義Ⅰ Ⅰ-Ⅱ 2 4月13日（水）～ 水曜：3講時 人文・社会科学総合教育研究棟 W513 W504

南紀熊野の森林から地域を考える
－原材料採取から商品開発まで－

Ⅱ 2

東アジアの対立，交流，持続可能性 Ⅱ 1 6月28日(火)～7月1日(金)
（集中講義）
　　　　 期間中：1-2講時

メディア・コミュニケーション研究院棟３０１

観光創造と多文化共生 Ⅱ 1 6月28日(火)～7月1日(金)
（集中講義）
　　　　 期間中：3-4講時

メディア・コミュニケーション研究院棟３０７

境界研究への招待Ⅰ：理論と実践 Ⅱ 1 7月25日(月)～7月26日(火)
（集中講義）
　        期間中：2-5講時

スラブ・ユーラシア研究センター大会議室（４０３号室）

境界研究への招待Ⅱ：実践と応用 Ⅱ 1 7月27日(水)～7月28日(木)
（集中講義）
　        期間中：2-5講時

スラブ・ユーラシア研究センター大会議室（４０３号室）

　　小分類　2：観光学

文化観光とミュージオロジー Ⅱ 1 8月1日(月)～8月5日(金)

（集中講義）
　　8月1日：2-4講時
　　8月2日～4日：2-6講時
　　8月5日：2-5講時

8月1日 札幌（メディア・コミュニケーション研究
院棟608）
8月2日-5日 美瑛町内

デスティネーション・マネジメントと地域政策 Ⅱ 1 8月1日(月)～8月5日(金)

（集中講義）
　　8月1日：2-4講時
　　8月2日～4日：2-6講時
　　8月5日：2-5講時

8月1日 札幌（メディア・コミュニケーション研究
院棟608）
8月2日-5日 美瑛町内

　【中分類　1：人文科学】

　　小分類　0：哲学

論理学特殊講義 論理学入門 Ⅱ 2 7月25日(月)～7月29日(金)
（集中講義）
　      期間中：2，3，5講時

人文・社会科学総合教育研究棟（W棟）
W５１３

現代哲学特殊講義 動的認識論理とその応用 Ⅱ 2 8月1日(月)～8月5日(金)
（集中講義）
　      期間中：2，3，5講時

学術交流会館　第２会議室
*ただし8月1日5講目は，人文・社会科学総合
教育研究棟（W棟）W５１７

倫理学特殊講義 理性の現象学 Ⅱ 2 8月1日(月)～8月5日(金)
（集中講義）
　      期間中：2-4講時

Faculty House Trillium: 2F Meeting room No. 1

研究倫理 Ⅱ 1 6月27日(月)～7月13日(水)
（集中講義）
　　期間中
　　　　月・水･木曜：6講時

人文・社会科学総合教育研究棟 (W棟) 講義室
１０４室

　　小分類　1：芸術学

応用倫理学特別演習 専門職倫理 Ⅰ-Ⅱ 2 4月11日(月)～8月1日(月) 月曜：2講時
人文・社会科学総合教育研究棟
 （Ｗ棟）１０４室

応用倫理学特殊講義 性差研究入門 Ⅲ-Ⅳ 2 10月5日(水)～2月7日(火) 水曜：5講時
人文・社会科学総合教育研究棟
 （Ｗ棟）５１７室

　　小分類　3：言語学

高度実践英語 I Ⅰ-Ⅱ 2 4月12日(火)～8月2日(火) 火曜：5講時
国際広報メディア・観光学院
 １階 １０５教室

高度実践英語 IＩ Ⅲ-Ⅳ 2 10月4日(火)～1月31日(火) 火曜：5講時
国際広報メディア・観光学院
 １階 １０５教室

　【中分類　2：社会科学】

　　小分類　0：法学

特許法における権利の保護と行使
～日米独の比較法的考察～

Ⅱ 1 6月6日(月)～6月10日(金)

（集中講義）
　　　6月6日：2，4講時
　　　6月7日,8日：2-3講時
　　　6月9日：3講時
　　　6月10日：2講時

人文・社会科学総合教育研究棟 W４０３

知的財産法と競争法の対立と調和 Ⅱ 1 6月27日(月)～7月13日(水)

（集中講義）
　　6月27日～7月11日
　　　　月・水・金曜：2講時
　　7月13日：1講時

人文・社会科学総合教育研究棟 W４０２

　　小分類　1：政治学

スラブ政治特殊講義 比較の中のスラブ諸国の政治 Ⅳ 2 未定（2月頃・後日決定） 集中講義 スラブ・ユーラシア研究センター 404室

9月中の5日間（9月19日～9月23日）に実施予定（集中講義：掲示をよく読んで下さい）
・定員12名
・受講希望者は履修登録前に必ずメールで担当教員・揚妻（agetsuma@fsc.hokudai.ac.jp）に必要事項（掲示物参
照）を伝え，参加申し込みを行うこと。担当教員より受付番号が発行された場合のみ履修が認められ，履修登録
できる。
　なお、受付番号の発行は基本的にはメールでの参加申し込み順に行うが，履修期間の早い段階で多数の申し
込みがあった場合には，所属等を勘案して選抜することがある。
　受付番号が発行されなかった場合，あるいはメールでの参加申し込みをしなかった場合，履修登録をしても無効
となるので注意のこと。
・参加費（食費・教材費等）は8500円程度になる見込み。
・シラバスの準備学習と備考欄を熟読のこと。
・詳細は後日，和歌山研究林HP（http://www.za.ztv.ne.jp/hokudai/new-home/new-index.html）で周知する。
・場所： 和歌山研究林（和歌山県東牟婁郡古座川町平井559）

大分類コード：IGS_HSS　人文社会科学系

平成28年度大学院共通授業科目時間割

　　　・日時・場所等については，変更する場合があるので掲示等に注意すること。 　　 ・綠色に塗りつぶしている科目はサマーインスティテュート科目です。

　　　・前期と後期をさらに前半・後半の４つの開講期に分け開講しています。　　　　　　・開講期が網掛けの部分の科目は後期の授業科目です。



　　小分類　2：経済学

広報・広告産業論演習 Ⅰ-Ⅱ 2
4月22日(金)～7月8日(金)
※概ね月１回の集中講義

金曜：3-5講時
国際広報メディア・観光学院
 １階 １０５教室

地域経済経営論 Ⅱ 2 6月27日(月)～7月15日(金)
（集中講義）
          期間中：6講時

人文・社会科学総合教育研究棟 W１０２

アジア農業協同組合論 総合農協の可能性を探る Ⅰ-Ⅱ 2 未定 月曜：4講時 農学部S32

　　小分類　3：経営学

組織運営論 Ⅱ 2

7月26日(火)（14:45-18:00）
7月27日(水)～7月28日(木)（8:45-
18:00）
7月29日(金)（10:30-16:15）
ガイダンス 7月26日(火)（14:45～）

集中講義 人文・社会科学総合教育研究棟　W102

創薬科学特別講義Ⅱ （バイオキャンプ） Ⅱ 1 7月19日(火)～7月20日(水)
（集中講義）
        　期間中：1-6講時

薬学研究院・多目的講義室II

　　小分類　4：社会学

科学技術政策特論 Ⅰ-Ⅱ 2

4月8日(金)～7月29日(金)
※5月24日(火)、7月20日(水)は金
曜日授業実施日
※6月3日(金)、6月24日(金)は授業
なし

金曜：5講時 工学院　オープンホール

　　小分類　5：心理学

科学技術社会構成論Ⅰ 科学・技術と社会の境界線 Ⅰ 1 4月7日(木)～6月9日(木) 木曜：2講時 情報教育館４階　共用多目的演習室（１）

　　小分類　6：教育学

大学教員養成講座（PFF） Ⅰ-Ⅱ 2 4月6日(水)～8月3日(水) 水曜：6講時 情報教育館4F 共用多目的教室（2）

多文化共生論概説
（オープニングおよび講義１～３を含む）

Ⅱ 1 7月21日(木)～7月26日(火)
（集中講義）
　　7月21日：3-4講時
　　7月22～26日：1-2講時

クラーク会館講堂，遠友学舎
(人文・社会科学総合教育研究棟を使用する可
能性あり：4月末までに実施場所確定予定)

多文化共生論演習
（演習１～３及び総括を含む）

Ⅱ 1 7月22日(金)～7月27日(水)
（集中講義）
   　期間中：3-4講時

遠友学舎

学校フィールドワーク実践研究 Ⅲ-Ⅳ 2 10月5日(水)～ 水曜：5講時
人文・社会科学総合教育研究棟（Ｗ棟）
５１８

【授業時間】　

第１講時　 8:45～10:15

          第４講時　14:45～16:15  第６講時　18:15～19:45           第５講時　16:30～18:00 

第３講時　13:00～14:30   第２講時　10:30～12:00   


