
関  東  学  院  大  学  大  学  院

２０２２年度 学年暦

委託聴講登録期間 　4月1日（木）~4月9日（金）

[春学期]

4月1日 (金) 春学期開始 〒236-8502  神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3-22-1

4月1日 (金) ～ 4月7日 (木) 春学期ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ［新入生］ ＴＥＬ      045-786-7169  教務課（金沢文庫キャンパス）

4月2日 (土) 入学式 FAX       045-786-7170 

4月8日 (金) 春学期授業開始

4月30日（土）、5月2日（月）、6日（金）、7日（土） 休講（授業日数調整） ◎交　　通      京浜急行「金沢文庫」駅下車

6月5日 (日) 創造祭              　　　 西口より京浜急行バス（関東学院大学金沢文庫キャンパス行

6月6日 (月) ～ 18日 (土) 公開授業期間              　　　 または野村住宅センター行）で１２分

7月26日 (火) ～ 1日 (月) 期末試験週間              　　　 ともに終点下車、徒歩約２分

7月31日 (日) 、 8月2日 (火) 期末試験予備日

8月2日 (火) 夏期休業開始 ◎取扱課室　  教務課大学院係

8月15日 (月) ～ 8月17日 (水) 追試験

9月20日 (火) 春学期卒業式・学位授与式 ◎取扱時間　  平   日    午前  8:30～11:10  午後 12:10～17:00

9月20日 (火) 夏期休業終了・春学期終了                  　 土曜日    午前  8:30～12:30

[秋学期] ◎聴講生証    教務課にて発行します。

9月21日 (水) 秋学期開始                     写真１枚（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）が必要です。

9月24日 (土) 休講（授業日数調整）

9月26日 (月) 秋学期授業開始 ◎教　　　室　　教室棟の各教室・研究室

10月6日 (木) 学院創立記念日（授業日）

10月10日 (月) スポーツの日（授業日） ◎そ　の　他    聴講生証により図書館の利用が可能です。

10月28日 (金) 大学祭準備（休講）

10月29日 (土) 大学祭（休講）

10月30日 (日) 大学祭

10月31日 (月) 大学祭後整理（休講）

11月1日 (火) 休講（授業日数調整）

12月26日 (月) 冬期休業開始

12月26日 (月) ～ 12月28日 (水) 冬期集中講義期間

2023年

1月5日 (木) 冬期休業終了

1月6日 (金) 秋学期授業再開

1月10日 (火) 休講（成人式出席への配慮）

1月13日 (金) 大学入学共通テスト前日準備（休講）

1月14日 (土) 大学入学共通テスト（休講）

1月15日 (日) 大学入学共通テスト

1月25日 (水) ～ 1月31日 (火) 期末試験週間

1月29日 (日) 、 2月1日 (水) 期末試験予備日

2月1日 (水) 春期休業開始

2月1日 (水) ～ 2月7日 (火) 冬期集中講義期間

2月13日 (月) ～ 2月15日 (水) 追試験

3月24日 (金) 卒業式・学位授与式

3月31日 (金) 春期休業終了、秋学期終了



１講時
（8:50～10:30）

２講時
（10:45～12:25）

３講時
（13:15～14:55）

４講時
（15:10～16:50）

５講時
（17:00～18:40）

６講時
（18:45～20:25）

312219 社会福祉学演習Ⅳ－１ 312115 社会福祉学研究Ⅱ－１

（児童家庭福祉） （障害学）

<澁谷>研究室 <麦倉>研究室

312313

図書館情報メディア論

<千>研究室

312116 社会福祉学研究Ⅱ－２ 312220 社会福祉学演習Ⅳ－２ 312302 社会学特講Ⅱ

（障害学） （児童家庭福祉） （原典講読）

<麦倉>研究室 <澁谷>研究室 <小山>研究室

312310 学校図書館論

<千>研究室

312111 社会学研究Ⅴ－１ 312301 社会学特講Ⅰ

（環境社会学） （外書講読）

<湯浅>研究室 <上野>研究室

312311 教育学特講

<久保田>研究室

312312 教育実践学特講

<久保田>研究室

312112 社会学研究Ⅴ－２

（環境社会学）

<湯浅>研究室

312308 図書館情報学特講

<中村>K-302B

312306 社会福祉学特講Ⅳ 312309 公共図書館論

（ＮＰＯ論） <中村>研究室

<山田>K-301B

312101 社会学研究Ⅰ－１ 312117 社会福祉学研究Ⅲ－１

（社会学史） （地域福祉）

<大澤>研究室 <山口>研究室

312102 社会学研究Ⅰ－２ 312118 社会福祉学研究Ⅲ－２

（社会学史） （地域福祉）

<大澤>研究室 <山口>研究室

312304 社会福祉学特講Ⅱ

（外書講読）

<西村>研究室

312303 社会福祉学特講Ⅰ 312207 社会学演習Ⅳ－１

（ソーシャルワーク） （社会心理）

<石川>研究室 <新井>研究室

312208 社会学演習Ⅳ－２

（社会心理）

<新井>研究室

◎６桁の数字は、時間割コードを表す。

2022年度　文学研究科　社会学専攻　博士前期課程　授業時間割
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◎授業科目のうち、Ａ群およびＢ群の科目については隔年で昼夜交互の開講となるので注意すること。
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