
ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

文学［異文化

コミュニケー

ション(ロシア

語)］

16時40〜17時40分

AW1128
16時40分　AW1128

文学［表現文

化］

18時20分〜19時00分

AW1128
18時05分　AW1128

通常ゼミ
文学［哲学・

歴史学］
松森　秀幸 AW1111 12:30〜（15分程度） 12:30〜（15分程度） 12:30〜（15分程度）

提示した日程以外でも随時対応しますので、

メール（matumori@soka.ac.jp）にてご連絡

ください。 ＊場合よっては、オンラインでの実

施します。

文学［哲学・

歴史学］
16：35〜18：05 16：35〜18：05 16：35〜18：05 16：35〜18：05

文学［国際日

本学］
Zoom Zoom Zoom Zoom

https://us02web.zoom.u

s/j/88095731367?pwd=

bWx6K3JFQ2t1VFBzUXV

rZ3BqNjR2QT09

https://us02web.zoom.u

s/j/88095731367?pwd=

bWx6K3JFQ2t1VFBzUXV

rZ3BqNjR2QT09

https://us02web.zoom.u

s/j/88095731367?pwd=

bWx6K3JFQ2t1VFBzUXV

rZ3BqNjR2QT09

https://us02web.zoom.u

s/j/88095731367?pwd=

bWx6K3JFQ2t1VFBzUXV

rZ3BqNjR2QT09

ミーティングID: 880

9573 1367

ミーティングID: 880

9573 1367

ミーティングID: 880

9573 1367

ミーティングID: 880

9573 1367

パスコード: 931322 パスコード: 931322 パスコード: 931322 パスコード: 931322

ガイダンスは録画しました

ので、都合の良い時間に視

聴してください。

https://sokauniversity.b

ox.com/s/y1p79kw2gch

osf8qtpeutz97t6spfkom
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そのうえで何か質問したい

ことがあれば、メールをい

ただければと思います。

otsuka@soka.ac.jp
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ただければと思います。
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そのうえで何か質問したい

ことがあれば、メールをい

ただければと思います。
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そのうえで何か質問したい

ことがあれば、メールをい

ただければと思います。

otsuka@soka.ac.jp

そのうえで何か質問したい

ことがあれば、メールをい

ただければと思います。

otsuka@soka.ac.jp

・Zoomで行います。以下のURLからアクセス

してください（全日程共通）。

https://us02web.zoom.us/j/88095731367?

pwd=bWx6K3JFQ2t1VFBzUXVrZ3BqNjR2Q

T09 ミーティングID: 880 9573 1367 パス

コード: 931322 ・日程が合わない方はメール

をいただければ個別に調整します。

itotakao@soka.ac.jp

以下にZoom のリンクです。全体で28分です。

https://sokauniversity.box.com/s/y1p79kw

2gchosf8qtpeutz97t6spfkom

通常ゼミ 寒河江　光徳 AW1128

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（日本

語）］

大塚　望 AW1218

ZOOMでの参加を希望される方は別途メールに

しての申請をお願いいたします。日時を指定す

るメールを送ります。

通常ゼミ 伊藤　貴雄 未定



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

12:30-12:50 16:40-17:00 12:30-12:50

AW1219 AW1219 AW1219

文学［異文化

コミュニケー

ション（英

語）］

16:40-17:10 13:05-13:35 16:40-17:10 14:50-15:20 16:45-17:15

文学［表現文

化］

Zoom開催(URLは備考欄に

あります）

Zoom開催(URLは備考欄に

あります）

Zoom開催(URLは備考欄に

あります）

Zoom開催(URLは備考欄に

あります）

Zoom開催(URLは備考欄に

あります）

文学［異文化

コミュニケー

ション(ロシア

語)］

11:00〜11:30 11:00〜11:30 11:00〜11:30

文学［表現文

化］
12:30〜13:00 12:30〜13:00 12:30〜13:00

文学［社会

学］
16:45〜17:15 16:45〜17:15 18:15〜18:45

文学［国際日

本学］
AW1028 AW1015 AW1002

ガイダンスは、ゼミ全体の説明15分とQ&A15分です。小林ゼ

ミを希望する方は、シラバスを熟読のうえ、いずれかの日の個

別ガイダンスに必ず定刻から参加してください。ガイダンスに

参加されない方は、希望者の人数に関係なく選考の対象になり

ません。公的な理由（クラブ・サークルや創大祭関連は対象

外）で日程がどうしても合わない方は、9月19日（月）18時ま

でに事前にメールでご連絡ください。理由をうかがったうえで

調整します。 小林ゼミを希望する方は、「創大生活の社会

学」という題名の小論文（横書き、1,600字以上、形式自由、

Word作成）を書いて、kkoba@soka.ac.jp まで添付でお送り

ください。提出期間は9月14（水）〜9月30日（金）21時（厳

守）です。 小論文では、これまでの創価大学の学生生活（勉

学・クラブ活動・諸行事・寮生活・人間関係・ほか自由）で印

象的な個人体験を1つ選び、それを社会学的に解釈するとどう

なるかをまとめてください。

通常ゼミ 小林　和夫
日によって異な

る

通常ゼミ

通常ゼミ 中堀　正洋 ZOOMの予定

通常ゼミ 熊田　岐子
日によって異な

る

ゼミ希望者は、事前にシラバスを読み、いずれ

かの演習ガイダンス（30分程度）に必ず参加し

てください。 選考面接は、演習ガイダンスへの

参加とミニレポートの提出を前提とします。 日

程が合わない方は、事前にメールで

nakahori@soka.ac.jpまで相談してください。

以下がガイダンス用のZOOMの URLです。

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/84691115666?

pwd=YzlsNis2L29kNVFaSThqZHRhN013Zz0

9 ミーティングID: 846 9111 5666 パスコー

ド: 068146

・ガイダンス用zoom URL

https://us02web.zoom.us/j/87875250207?

pwd=b1dVYXU2UUpPa3lCcVU2c0o4SFhUU

T09 ミーティングID: 878 7525 0207 パス

コード: 866124 ・選考用小論文の提出 このゼ

ミで学びたいことをまとめて、提出してくださ

い（800字）。 締め切り：10/5（水）18:00

ワードで作成し、メール添付してください。

メール: kumada@soka.ac.jp

江口ゼミ演習紹介動画

https://sokauniversity.box.com/s/q9siwxd0

emm776qouieh5amsprmrezpb

文学［異文化

コミュニケー

ション(ロシア

語)］

江口　満 AW1219



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

文学［社会

学］
①１２:２０〜１２:５０ ①１２:２０〜１２:５０

文学［国際日

本学］
②１６:４０〜１７:１０ ②１６:４０〜１７:１０

③１７:１０〜１７:４０ ③１７:１０〜１７:４０

④１７:４０〜１８:１０ ④１７:４０〜１８:１０

⑤１８:１０〜１８:４０ ⑤１８:１０〜１８:４０

AW1019 AW1019

15:00-15:30 12:25-12:55 16:40-17:10 10:45-11:15 15:00-15:30 16:40-17:10 12:25-12:55 16:40-17:10 10:45-11:15 15:00-15:30

18:15-18:45 18:15-18:45 16:40-17:10

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

zoom URLは右記の備考欄

をご覧ください。

文学［表現文

化］
16:25-17:05

文学［国際日

本学］
18:10-18:40

通常ゼミ 山中　正樹 AW1123 16:25-17:05 12:25-13:00

この日程で都合がつかない場合は、別途、井上

までメールでお知らせください。

dinoue@soka.ac.jp

この日程以外で、ゼミの説明を希望される方

は、メールにてお問い合わせください。日時を

設定します。 オンラインでの参加を希望される

方は、当該日の前日までにご連絡ください。

ZOOM情報をお送りします。

yamanaka@soka.ac.jp

15:00-15:40

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（英

語）］

大崎　さつき zoom

以下がガイダンス用のzoom URLです。こちら

から参加してください。 Zoomミーティングに

参加する

https://us02web.zoom.us/j/89278961953?

pwd=VkhJdzJSaGhJQUZ0NVRKczBwMjQyZz

09 ミーティングID: 892 7896 1953 パスコー

ド: 536230

通常ゼミ 井上　大介 AW1019



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

①13時05分〜13時35分 ⑤13時05分〜13時35分

②14時50分〜15時20分 ⑥14時50分〜15時20分

③16時35分〜17時05分 ⑦16時35分〜17時05分

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

教員に直接連絡をしてガイ

ダンスのためのミーティン

グを設定してください

（cryo@soka.ac.jp)。

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

Contact the instructor

(Chonabayashi) and

arrange a meeting for

the guidance. Email:

cryo@soka.ac.jp

①12時20分〜12時50分 オンライン ①12時20分〜12時50分 16時40分〜17時10分

AW1018研究室 17時〜17時30分 AW1018研究室 AW1018研究室

または または

②16時40分〜17時10分
Zoomミーティングに参加

する
②16時40分〜17時10分

AW1018研究室

https://us02web.zoom.u

s/j/86809865140?pwd=

RVNZb3NrMFN0S01qWD

AW1018研究室

ミーティングID: 868

0986 5140

パスコード: 817511

ガイダンスは基本対面で行います(例外26日)。

西川ゼミを志望される方は、指定のいずれかの

日のガイダンスに定刻から参加してください。

西川ゼミを希望する方はガイダンスに必ず参加

してください。 ガイダンス参加希望者は、

9/20（火）午後6時までにhanna@soka.ac.jp

に希望日をご連絡ください。日程がどうしても

合わない方は、日程調整をいたしますのでメー

ルでご連絡ください。 ガイダンスに参加し、最

終的に西川ゼミを志望される場合は、レポート

を書いていただきますがその内容についてもガ

イダンスでお伝えいたします。詳細はポータル

サイトの「演習選考内容」をご覧ください。

通常ゼミ
文学［哲学・

歴史学］
蝶名林　亮 未定

通常ゼミ
文学［社会

学］
西川　ハンナ

日によって異な

る

通常ゼミ
文学［社会

学］
岩川　幸治 未定 ④17時〜17時30分 ⑧17時〜17時30分 ⑨17時〜17時30分

個別ガイダンスは、30分を予定しています。

①〜⑨の日程の中で、ご都合の良い日程にご参

加ください。すべてご都合が悪い場合は、個別

に対応しますので、iwakawa@soka.ac.jpまで

ご連絡ください。 個別ガイダンスは、Zoomで

行います。 開始時間までには、以下のURLにア

クセスしてください。

https://us02web.zoom.us/j/84477449297?

pwd=dk0vQmU4ZTJEVVYweUFlMG53RldCQ

T09 ミーティングID: 844 7744 9297 パス

コード: 715462



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

文学［社

会学］
15:00~ 10:30

文学［国

際日本

学］

Place: AW1023 Place: A122

Please email me if

you like to attend

this introduction

session

Please email me if

you like to attend

this introduction

session

fanne@soka.ac.jp fanne@soka.ac.jp

AW1017 AW1017 AW1017 AW1017 AW1017 AW1017 AW1017 AW1017 AW1017 AW1017

9:00〜12:00 13:00〜14:00 10:45〜12:00 9:00〜12:00 11:00〜13:30 9:00〜12:00 13:00〜14:00 10:45〜12:00 9:00〜12:00 11:00〜13:30

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

事前にアポイントを

とっください。

文学［表

現文化］

文学［国

際日本

学］

演習でやりたいことを聞きます。

通常ゼ

ミ
平林　香織 AW1103 16：40〜17：10 16：40〜17：10

通常ゼ

ミ

文学［社

会学］
筒井　澄栄 AW1017

In this guidance session I will

introduce my seminar Global

Japan Studies/Anthropology・

Sociology; Please read Seminar

introduction on PLAS and bring

any questions you may have.

This seminar focuses on

contemporary Japanese society

and culture, and you will be

trained in the discipline of

anthropology and social studies,

primarily focusing on Japanese

society, young people, gender,

contemporary politics, religion,

and media.

通常ゼ

ミ

A.フィス

カーネルセ

ン

日によって

異なる



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

文学［社会

学］
10:45〜 9:00〜 13:05〜 10:45〜 9:00〜 13:05〜

文学［国際日

本学］
AW1022研究室 AW1022研究室 AW1022研究室 AW1022研究室 AW1022研究室 AW1022研究室

文学［表現文

化］

（オンライン参加の場合

は、

https://zoom.us/j/96133

311194?pwd=VURmMH

N1ZDQ3clR6MXBJcXAzM

HY3UT09

（オンライン参加の場合

は、

https://zoom.us/j/96133

311194?pwd=VURmMH

N1ZDQ3clR6MXBJcXAzM

HY3UT09

（オンライン参加の場合

は、

https://zoom.us/j/96133

311194?pwd=VURmMH

N1ZDQ3clR6MXBJcXAzM

HY3UT09

（オンライン参加の場合

は、

https://zoom.us/j/96133

311194?pwd=VURmMH

N1ZDQ3clR6MXBJcXAzM

HY3UT09

（オンライン参加の場合

は、

https://zoom.us/j/96133

311194?pwd=VURmMH

N1ZDQ3clR6MXBJcXAzM

HY3UT09

（オンライン参加の場合

は、

https://zoom.us/j/96133

311194?pwd=VURmMH

N1ZDQ3clR6MXBJcXAzM

HY3UT09

ミーティングID: 961

3331 1194

ミーティングID: 961

3331 1194

ミーティングID: 961

3331 1194

ミーティングID: 961

3331 1194

ミーティングID: 961

3331 1194

ミーティングID: 961

3331 1194

パスワード: 166661） パスワード: 166661） パスワード: 166661） パスワード: 166661） パスワード: 166661） パスワード: 166661）

ゼミでの活動内容について説明します。

Explanation of the Seminor ※これ以外の時

間でのガイダンスを希望する者は、事前に

morishita@soka.ac.jpにメールし、相談するこ

と。

通常ゼミ 森下　達 AW1022



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

17：00-18：00 17：00-18：00 17：00-18：00 17：00-18：00 17：00-18：00

C棟305（対面のみ） C棟305（対面のみ） ズームのみ C棟305（対面のみ） ズームのみ

※研究室（C棟305）で実

施します。中央教育棟では

ないのでご注意ください。

※研究室（C棟305）で実

施します。中央教育棟では

ないのでご注意ください。

Zoomミーティングに参加

する

※研究室（C棟305）で実

施します。中央教育棟では

ないのでご注意ください。

Zoomミーティングに参加

する

※2日前までに連絡をくだ

さい。

※2日前までに連絡をくだ

さい。

https://us02web.zoom.u

s/j/82174940613?pwd=

NHhLN1lUSGpZY2ZVb0U

rME9UWXlPUT09

※2日前までに連絡をくだ

さい。

https://us02web.zoom.u

s/j/82174940613?pwd=

NHhLN1lUSGpZY2ZVb0U

rME9UWXlPUT09

ミーティングID: 821

7494 0613

ミーティングID: 821

7494 0613

パスコード: 416531 パスコード: 416531

※2日前までに連絡をくだ

さい。

※2日前までに連絡をくだ

さい。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

ガイダンス動画を配信しま

す。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

視聴方法は備考を確認して

ください。

・ガイダンスは懇談的な質問会とします。質問

内容など考えてきてください。 ・場所は大西研

究室です（C棟305）※中央教育棟ではないの

でご注意ください。 ・ガイダンスの希望日を事

前にメールでお知らせください（2日前ま

で）。※研究室に入り切らない場合は個別に調

整します。 ・日程がどうしても合わない方は、

個別に連絡をください。 連絡先

katsuaki@soka.ac.jp

通常ゼミ
文学［哲学・

歴史学］
帆北　智子 動画配信

ガイダンス動画の視聴を希望する方は、

【hokita@soka.ac.jp】までご連絡ください

（期間：9月19日〜9月30日午後5時）。返信に

て、動画のURLをお知らせします。ご質問があ

れば、メイルにて気軽にお寄せ下さい。

通常ゼミ
文学［社会

学］
大西　克明 C棟305



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

12:20からZoomでガイダ

ンスを行います。

時間になったら、以下にア

クセスしてください。

トピック: ゼミガイダンス

時間: 2022年9月22日

12:00 PM 大阪、札幌、東

京

Zoomミーティングに参加

する

https://us02web.zoom.u

s/j/88032176120?pwd=

M1Z2Q2ZDTHhFenlxYXN

oSVRvSmV3QT09

ミーティングID: 880

3217 6120

パスコード: 499202

通常ゼミ
文学［哲学・

歴史学］
成田　和信 未定



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

10:45-11:15 13:05-13:35 10:45-11:15 13:05-13:35

https://us02web.zoom.u

s/j/86767973558?pwd=

R2tjVWNPRlg0bnVvSjBo

TmNEN1k3dz09

https://us02web.zoom.u

s/j/86767973558?pwd=

R2tjVWNPRlg0bnVvSjBo

TmNEN1k3dz09

https://us02web.zoom.u

s/j/86767973558?pwd=

R2tjVWNPRlg0bnVvSjBo

TmNEN1k3dz09

https://us02web.zoom.u

s/j/86767973558?pwd=

R2tjVWNPRlg0bnVvSjBo

TmNEN1k3dz09

https://us02web.zoom.u

s/j/92827862313?pwd=

dHFrczhKVnlFMWxENnN

QVkhOMXRZUT09

https://us02web.zoom.u

s/j/92827862313?pwd=

dHFrczhKVnlFMWxENnN

QVkhOMXRZUT09

https://us02web.zoom.u

s/j/92827862313?pwd=

dHFrczhKVnlFMWxENnN

QVkhOMXRZUT09

https://us02web.zoom.u

s/j/92827862313?pwd=

dHFrczhKVnlFMWxENnN

QVkhOMXRZUT09

ミーティングID: 928

2786 2313

ミーティングID: 928

2786 2313
パスコード: 558909

ミーティングID: 928

2786 2313

ミーティングID: 928

2786 2313

パスコード: 558909 パスコード: 558909 パスコード: 558909

10：30~11：30

17：00~18：00 17：00~18：00 17：00~18：00

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（中国

語）］

高橋　強
日によって異な

る

通常ゼミ
文学［社会

学］
倉橋　耕平 未定

以上で指定した時間には参加が難しく、期間内

の別日にガイダンスを希望する場合には、遠慮

なくご相談ください。アポイントメントは、

kurahashi@soka.ac.jpにご連絡ください。な

お、使用するZoomのURLは全て同じで下記の

ものです。

https://us02web.zoom.us/j/86767973558?

pwd=R2tjVWNPRlg0bnVvSjBoTmNEN1k3dz

09



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

文学［異文化

コミュニケー

ション（英

語）］

①　12:25-12:55 ①　12:25-12:55 ③　16:40-17:15 ①　12:25-12:55 ①　12:25-12:55 ①　16:40-17:15 ①　12:25-12:55

文学［国際日

本学］
②　14:50-15:25 ②　16:35-17:10 ③　17:30-18:05 ②　14:50-15:25 ②　13:05-13:40 ②　17:30-18:05 ②　14:50-15:25

③　16:35-17:10 ③　17:30-18:05 ③　16:35-17:10 ③　16:35-17:10

④　17:30-18:05

12:20~12:50PM 12:20~12:50PM 12:20~12:50PM 18:00~19:30 18:15~19:30 18:15~19:30 16:35~18:00 12:20~12:50

ゼミの内容の説明と質疑応

答

ゼミの内容の説明と質疑応

答

ゼミの内容の説明と質疑応

答

ゼミの内容の説明と質疑応

答

ゼミの内容の説明と質疑応

答

ゼミの内容の説明と質疑応

答

ゼミの内容の説明と質疑応

答

ゼミの内容の説明と質疑応

答

Seminar explanation and

Q&A

Seminar explanation and

Q&A

Seminar explanation and

Q&A

Seminar explanation and

Q&A

Seminar explanation and

Q&A

Seminar explanation and

Q&A

Seminar explanation and

Q&A

Seminar explanation and

Q&A

通常ゼミ
文学［社会

学］
森　幸雄 AW1016 　　16:40 〜 19:00 　　16:40 〜 19:00 　　16:40 〜 19:00

通常ゼミ
文学［社会

学］
杉山　由紀男 AW1021

通常ゼミ 髙橋　正 AW1120 ①　12:25-12:55 ①　14:50-15:25 ①　12:25-12:55

左記ガイダンスの日時に授業等の関係で参加で

きない場合には　24日（土）と25日（日）に

オンラインでガイダンスを行います。　希望す

る方はメールで日時をお知らせください。こち

らと都合のいい時間を折り返し返事します。

ZoomのＵＲＬとＰＷは次の通りです。 Zoom

ミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/83001401711?

pwd=MGpKc3NCZW5CZEpBY0lmTEtFK3hR

QT09 ミーティングID: 830 0140 1711 パス

コード: 638703



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

文学［異文化

コミュニケー

ション（中国

語）］

15:00~15:30 16:40~17:10 16:40~17:10 15:00~15:30 16:40~17:10

文学［哲学・

歴史学］
研究室（AW1011） 研究室（AW1011） ZOOMのみ 研究室（AW1011） ZOOMのみ

https://us02web.zoom.u

s/j/84798858898

https://us02web.zoom.u

s/j/81286018807

ZOOMも可 ZOOMも可
ミーティングID: 847

9885 8898
ZOOMも可

ミーティングID: 812

8601 8807

https://us02web.zoom.u

s/j/88915993195

https://us02web.zoom.u

s/j/84202738230

https://us02web.zoom.u

s/j/88544942144

ミーティングID: 889

1599 3195

ミーティングID: 842

0273 8230

ミーティングID: 885

4494 2144

ゼミ説明会 ゼミ説明会 ゼミ説明会

16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30

その他、授業等とかぶって時間が合わない方

は、別途メール（higuchi@soka.ac.jp）に連絡

ください。時間調整したいと思います。

通常ゼミ
文学［社会

学］
林　亮 AW1024

通常ゼミ 樋口　勝 未定



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

12:30-13:00 12:30-13:00

オンライン開催 オンライン開催

https://us02web.zoom.u

s/j/85647872719?pwd=

VCs5aFV4R3BnbEpNWF

RwUW52a090QT09

https://us02web.zoom.u

s/j/89672042552?pwd=

bjZxZFNGQ1NqRGwwW

mt3Uk9DcklEQT09

ミーティングID: 856

4787 2719

ミーティングID: 896

7204 2552

パスコード: 850482 パスコード: 678901

文学［異文化

コミュニケー

ション（日本

語）］

16:45~17:15

文学［国際日

本学］
18:15~18:45

16：40〜17：30 16：40〜17：30

メール等で連絡していただいて、個別に尋ねて

いただいてもかまいません。また、Zoomでも

対応します。

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（中国

語）］

佐藤　素子
日によって異な

る

12:25~12:55通常ゼミ 金子　弘 AW1106 12:25~12:55 12:20~12:50

通常ゼミ
文学［哲学・

歴史学］
季武　嘉也 未定



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

AW1204 AW1204

17：00〜17：30 17：00〜17：30 17：00〜17：30

C408研究室 C408研究室 Zoomオンライン

通常ゼミ
文学［社会

学］
玉井　秀樹 AW1013 18:20-19:20 16:30-17:30 18:20-19:20 16:30-17:30

文学［哲学・

歴史学］
オンライン個別ガイダンス オンライン個別ガイダンス オンライン個別ガイダンス

文学［国際日

本学］
12:30〜13:05 12:30〜13:05 14:30〜15:00

ZoomのURLは次の通り ZoomのURLは次の通り ZoomのURLは次の通り

https://us02web.zoom.u

s/j/81819884145?pwd=

U0VNN1B4V2czWklua28

wVWF1b215Zz09

https://us02web.zoom.u

s/j/87287652214?pwd=

MUt4UWMyWnFYMkNLV

3dPQVUyaUI3dz09

https://us02web.zoom.u

s/j/87332071384?pwd=

RHBDRGxnb3N6L3E4RSt

iM2JyZENpQT09

ミーティングID: 818

1988 4145

ミーティングID: 872

8765 2214

ミーティングID: 873

3207 1384

パスコード: 766266 パスコード: 212145 パスコード: 136755

未定

ZoomのURLは以下の通りです。

https://us02web.zoom.us/j/2146869324?p

wd=aElyTStuZjJOZTFYdXcyL25QcnprUT09

ミーティングID: 214 686 9324 パスコード:

1118 参加者の皆さんと対話しながら行いた

く、なるべく顔出しでお願いします。

通常ゼミ 坂井　孝一

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（日本

語）］

山岡　政紀 未定

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（中国

語）］

佐藤　素子
日によって異な

る



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

18:10-18:40 12:30-13:00 18:10-18:40

AW1213 AW1213 AW1213

以下の時間帯にZoomで行

います。

以下の時間帯にZoomで行

います。

以下の時間帯にZoomで行

います。

以下の時間帯にZoomで行

います。

以下の時間帯にZoomで行

います。

以下の時間帯にZoomで行

います。

①12:30 ~13:00 ①12:30~13:00 ①　12:30~13:00 ①12:30~13:00

②16:30 ~18:00 12:30~13:00 ②16:30~18:00 12:30~13:00 ②　16:30~18:00 ②16:30~18:00

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

https://us02web.zoom.u

s/j/81816183340?pwd=

L2VwdEVGdENVb1dtSW

dWMkpNZHJmUT09

Zoomミーティングに参加

する

https://us02web.zoom.u

s/j/81816183340?pwd=

L2VwdEVGdENVb1dtSW

dWMkpNZHJmUT09

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

https://us02web.zoom.u

s/j/81816183340?pwd=

L2VwdEVGdENVb1dtSW

dWMkpNZHJmUT09

https://us02web.zoom.u

s/j/81816183340?pwd=

L2VwdEVGdENVb1dtSW

dWMkpNZHJmUT09

https://us02web.zoom.u

s/j/81816183340?pwd=

L2VwdEVGdENVb1dtSW

dWMkpNZHJmUT09

https://us02web.zoom.u

s/j/81816183340?pwd=

L2VwdEVGdENVb1dtSW

dWMkpNZHJmUT09

ミーティングID: 818

1618 3340

ミーティングID: 818

1618 3340

ミーティングID: 818

1618 3340

パスコード: 747220
ミーティングID: 818

1618 3340
パスコード: 747220

ミーティングID: 818

1618 3340

ミーティングID: 818

1618 3340
パスコード: 747220

パスコード: 747220 パスコード: 747220 パスコード: 747220

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（中国

語）］

川﨑　高志

トピック: 2022ゼミガイダンス 時間: こちらは

定期的ミーティングです いつでも Zoomミー

ティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/81816183340?

pwd=L2VwdEVGdENVb1dtSWdWMkpNZHJ

mUT09 ミーティングID: 818 1618 3340 パ

スコード: 747220 ワンタップモバイル機器

+12532158782,,81816183340# 米国

(Tacoma) +13017158592,,81816183340#

米国 (Washington DC) 所在地でダイアル +1

253 215 8782 米国 (Tacoma) +1 301 715

8592 米国 (Washington DC) +1 312 626

6799 米国 (Chicago) +1 346 248 7799 米国

(Houston) +1 386 347 5053 米国 +1 564

217 2000 米国 +1 646 931 3860 米国 +1

669 444 9171 米国 +1 669 900 6833 米国

(San Jose) +1 929 436 2866 米国 (New

York) ミーティングID: 818 1618 3340 市内

番号を検索:

https://us02web.zoom.us/u/kkDWptiBy

通常ゼミ
文学［表現文

化］
大野　久美 Zoom

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（英

語）］

尾崎　秀夫
日によって異な

る



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

12:30-13:00 17:00-17:30 17:00-17:30 16:40-17:10 12:30-13:00 17:00-17:30 17:00-17:30

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

Zoomミーティングに参加

する

https://us02web.zoom.u

s/j/84545003474?pwd=

dGNrN2FuVHYwY2E1QU

9VbGdDQUxQdz09

https://us02web.zoom.u

s/j/84545003474?pwd=

dGNrN2FuVHYwY2E1QU

9VbGdDQUxQdz09

https://us02web.zoom.u

s/j/84545003474?pwd=

dGNrN2FuVHYwY2E1QU

9VbGdDQUxQdz09

https://us02web.zoom.u

s/j/84545003474?pwd=

dGNrN2FuVHYwY2E1QU

9VbGdDQUxQdz09

https://us02web.zoom.u

s/j/84545003474?pwd=

dGNrN2FuVHYwY2E1QU

9VbGdDQUxQdz09

https://us02web.zoom.u

s/j/84545003474?pwd=

dGNrN2FuVHYwY2E1QU

9VbGdDQUxQdz09

https://us02web.zoom.u

s/j/84545003474?pwd=

dGNrN2FuVHYwY2E1QU

9VbGdDQUxQdz09

ミーティングID: 845

4500 3474

ミーティングID: 845

4500 3474

ミーティングID: 845

4500 3474

ミーティングID: 845

4500 3474

ミーティングID: 845

4500 3474

ミーティングID: 845

4500 3474

ミーティングID: 845

4500 3474

パスコード: 697368 パスコード: 697368 パスコード: 697368 パスコード: 697368 パスコード: 697368 パスコード: 697368 パスコード: 697368

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（英

語）］

藤本　和子 Zoomにて

演習用シラバスを読んでガイダンスに参加して

ください。 ゼミの説明をしながら、懇談的に進

めていきます。ゼミについて聞いてみたいこと

を準備しておくとよいでしょう。



ゼミ

区分
メジャー 教員名 場所 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土) 9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金) 備考

18：20 - 50（担当：山

岡）

Zoom Online

https://us02web.zoom.u

s/j/2146869324?pwd=a

ElyTStuZjJOZTFYdXcyL2

5QcnprUT09

ミーティングID: 214 686

9324

パスコード: 1118

ガイダンスは文学部教員・山岡政紀が代行しま

す。 ガイダンス資料は以下からアクセスできま

す。 https://drive.google.com/file/d/19-

GuYijZmPaO50DSx6jxneeq-

MOj22cP/view?usp=sharing シラバスは以下

からアクセスできます。

https://drive.google.com/file/d/1IOIGO7mE

pDNkp34CiBsG_vylbdNIeccm/view?usp=sh

aring ↑ 大学のアカウント（@soka-u.jp）に

ログインのうえ、アクセスしてください（ＰＣ

での閲覧推奨）。

通常ゼミ

文学［異文化

コミュニケー

ション（日本

語）］

教員C
日によって異な

る


