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科目
番号

専攻 科目名

1 国文学 国語学概論Ａ
2 国文学 国語学概論Ｂ
3 国文学 日本文学史Ａ
4 国文学 日本文学史Ｂ
5 国文学 上代文学Ａ
6 国文学 上代文学Ｂ
7 国文学 中古文学Ａ
8 国文学 中古文学Ｂ
9 国文学 中世文学Ａ
10 国文学 中世文学Ｂ
11 国文学 近世文学Ａ
12 国文学 近世文学Ｂ
13 国文学 近現代文学（１）Ａ
14 国文学 近現代文学（１）Ｂ
15 国文学 近現代文学（２）Ａ
16 国文学 近現代文学（２）Ｂ
17 国文学 国語史Ａ
18 国文学 国語史Ｂ
19 国文学 漢文学Ａ
20 国文学 漢文学Ｂ
21 国文学 日本語教育Ａ
22 国文学 日本語教育Ｂ
23 国文学 国文学作家作品研究（１）Ａ
24 国文学 国文学作家作品研究（１）Ｂ
25 国文学 国文学作家作品研究（２）Ａ
26 国文学 国文学作家作品研究（２）Ｂ
27 国文学 日本漢文学Ａ
28 国文学 日本漢文学Ｂ
29 国文学 日本文学研究史Ａ
30 国文学 日本文学研究史Ｂ
31 国文学 国語学研究Ａ
32 国文学 国語学研究Ｂ
33 国文学 日本芸能史Ａ
34 国文学 日本芸能史Ｂ

35 英語文学文化 イギリスの文化（１）
36 英語文学文化 イギリスの文化（２）
37 英語文学文化 イギリス文学史（１）
38 英語文学文化 イギリス文学史（２）
39 英語文学文化 現代イギリス小説（１）
40 英語文学文化 現代イギリス小説（２）
41 英語文学文化 イギリス詩（１）
42 英語文学文化 イギリス詩（２）
43 英語文学文化 イギリス演劇（１）
44 英語文学文化 イギリス演劇（２）
45 英語文学文化 アメリカの文化（２）
46 英語文学文化 アメリカ文学史（１）
47 英語文学文化 近代アメリカ小説（１）
48 英語文学文化 近代アメリカ小説（２）
49 英語文学文化 現代アメリカ小説（１）
50 英語文学文化 現代アメリカ小説（２）
51 英語文学文化 アメリカ文学特殊研究（１）
52 英語文学文化 アメリカ文学文化研究（１）
53 英語文学文化 アメリカ文学文化研究（２）
54 英語文学文化 世界の英語文学（１）
55 英語文学文化 英語学概説（１）
56 英語文学文化 英語学概説（２）
57 英語文学文化 英語史（１）
58 英語文学文化 英語史（２）
59 英語文学文化 英語学（音声学・音韻論）（１）
60 英語文学文化 英語学（音声学・音韻論）（２）
61 英語文学文化 英語学（形態論・統語論）（１）
62 英語文学文化 英語学（形態論・統語論）（２）
63 英語文学文化 英語学（意味論・語用論）（１）
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64 英語文学文化 英語学（意味論・語用論）（２）
65 英語文学文化 英語学（心理言語学）（１）
66 英語文学文化 英語学（心理言語学）（２）
67 英語文学文化 英語学（社会言語学）（１）
68 英語文学文化 英語学（社会言語学）（２）

69 ドイツ語文学文化 ドイツ文学史（１）
70 ドイツ語文学文化 ドイツ文学史（２）
71 ドイツ語文学文化 ドイツ語学Ⅰ（１）（３）：講義
72 ドイツ語文学文化 ドイツ語学Ⅱ（１）（３）：講義
73 ドイツ語文学文化 現代ドイツ事情（１）／現代ドイツ事情（１）（３）
74 ドイツ語文学文化 現代ドイツ事情（２）／現代ドイツ事情（２）（４）
75 ドイツ語文学文化 ドイツ社会誌（１）（３）
76 ドイツ語文学文化 ドイツ社会誌（２）（４）
77 ドイツ語文学文化 ドイツ文学講義（１）（３）
78 ドイツ語文学文化 ドイツ文学講義（２）（４）
79 ドイツ語文学文化 ドイツ思想（１）／ドイツ思想史（１）
80 ドイツ語文学文化 ドイツ思想（２）／ドイツ思想史（２）
81 ドイツ語文学文化 ドイツ文化講義（１）（３）／ドイツ文化講義（１）（３）（５）
82 ドイツ語文学文化 ドイツ文化講義（２）（４）／ドイツ文化講義（２）（４）（６）
83 ドイツ語文学文化 ドイツ語学Ⅰ（２）（４）：演習
84 ドイツ語文学文化 ドイツ語学Ⅱ（２）（４）：演習

85 フランス語文学文化 フランス文化史Ａ
86 フランス語文学文化 フランス文化史Ｂ
87 フランス語文学文化 フランス言語思想Ａ／フランス言語思想（１）Ａ（２）Ａ
88 フランス語文学文化 フランス言語思想Ｂ／フランス言語思想（１）Ｂ（２）Ｂ
89 フランス語文学文化 フランス小説Ａ／フランス小説（１）Ａ（２）Ａ
90 フランス語文学文化 フランス小説Ｂ／フランス小説（１）Ｂ（２）Ｂ
91 フランス語文学文化 フランス詩Ａ／フランス詩（１）Ａ（２）Ａ
92 フランス語文学文化 フランス詩Ｂ／フランス詩（１）Ｂ（２）Ｂ
93 フランス語文学文化 フランス文学研究Ａ／フランス文学研究（１）Ａ（２）Ａ
94 フランス語文学文化 フランス文学研究Ｂ／フランス文学研究（１）Ｂ（２）Ｂ
95 フランス語文学文化 フランス映画Ａ／フランス映画（１）Ａ（２）Ａ
96 フランス語文学文化 フランス映画Ｂ／フランス映画（１）Ｂ（２）Ｂ
97 フランス語文学文化 フランス文化研究Ａ／フランス文化研究（１）Ａ（２）Ａ
98 フランス語文学文化 フランス文化研究Ｂ／フランス文化研究（１）Ｂ（２）Ｂ
99 フランス語文学文化 美術史各論（３）A
100 フランス語文学文化 美術史各論（３）B
101 フランス語文学文化 美術史各論（４）

102 中国言語文化 現代中国事情Ａ
103 中国言語文化 現代中国事情Ｂ
104 中国言語文化 中国文学概論Ａ
105 中国言語文化 中国文学概論Ｂ
106 中国言語文化 中国語学概論Ａ
107 中国言語文化 中国語学概論Ｂ
108 中国言語文化 中国文化概論Ａ
109 中国言語文化 中国文化概論Ｂ
110 中国言語文化 現代中国文学Ａ
111 中国言語文化 現代中国文学Ｂ
112 中国言語文化 中国文学講義（１）Ａ
113 中国言語文化 中国文学講義（１）Ｂ
114 中国言語文化 中国文学講義（２）Ａ
115 中国言語文化 中国文学講義（２）Ｂ
116 中国言語文化 中国語学講義（１）Ａ
117 中国言語文化 中国語学講義（１）Ｂ
118 中国言語文化 中国語学講義（２）Ａ
119 中国言語文化 中国語学講義（２）Ｂ
120 中国言語文化 中国文化講義（１）Ａ
121 中国言語文化 中国文化講義（１）Ｂ
122 中国言語文化 中国文化講義（２）Ａ
123 中国言語文化 中国文化講義（２）Ｂ
124 中国言語文化 中国文化講義（３）Ａ
125 中国言語文化 中国文化講義（３）Ｂ

126 日本史学 日本史概説Ａ（日本史学専攻）
127 日本史学 日本史概説Ｂ（日本史学専攻）
128 日本史学 日本古代史Ａ
129 日本史学 日本古代史Ｂ
130 日本史学 日本中世史Ａ
131 日本史学 日本中世史Ｂ
132 日本史学 考古学Ａ
133 日本史学 考古学Ｂ
134 日本史学 日本近世史Ａ
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135 日本史学 日本近世史Ｂ
136 日本史学 日本近現代史Ａ
137 日本史学 日本近現代史Ｂ
138 日本史学 古文書学（１）
139 日本史学 古文書学（２）
140 日本史学 古文書学（３）
141 日本史学 日本文化史Ａ
142 日本史学 日本文化史Ｂ
143 日本史学 日本思想史Ａ
144 日本史学 日本思想史Ｂ
145 日本史学 日本政治・法制史Ａ
146 日本史学 日本政治・法制史Ｂ
147 日本史学 日本社会経済史Ａ
148 日本史学 日本社会経済史Ｂ
149 日本史学 日本家族史Ａ
150 日本史学 日本家族史Ｂ
151 日本史学 対外関係史Ａ
152 日本史学 対外関係史Ｂ
153 日本史学 明治維新史Ａ
154 日本史学 明治維新史Ｂ
155 日本史学 記録史料学Ａ
156 日本史学 記録史料学Ｂ
157 日本史学 日本宗教史A
158 日本史学 日本宗教史B
159 日本史学 考古学特講Ａ
160 日本史学 考古学特講Ｂ

161 東洋史学 東洋史概説（１）A（東洋史学）／東洋史概説Ａ（東洋史学）
162 東洋史学 東洋史概説（１）A（他専攻）／東洋史概説Ａ（他専攻）
163 東洋史学 東洋史概説（１）B（東洋史学）／東洋史概説Ｂ（東洋史学）
164 東洋史学 東洋史概説（１）B（他専攻）／東洋史概説Ｂ（他専攻）
165 東洋史学 東洋史概説（２）A／アジア地域史（１）Ａ
166 東洋史学 東洋史概説（２）B／アジア地域史（１）Ｂ
167 東洋史学 史学概論
168 東洋史学 東アジア古代史／東洋古代史Ｂ
169 東洋史学 東アジア近世史／東洋近世史Ｂ
170 東洋史学 東アジア近現代史／東洋近代史Ａ
171 東洋史学 東南アジア史／アジア地域史（４）Ａ
172 東洋史学 南アジア史／アジア地域史（４）Ｂ
173 東洋史学 イスラーム前近代史／アジア地域史（３）Ａ
174 東洋史学 イスラーム前近代史／アジア地域史（３）Ａ
175 東洋史学 イスラーム近現代史／アジア地域史（３）Ｂ
176 東洋史学 朝鮮史／東洋近世史Ａ
177 東洋史学 中央アジア史／東洋近代史Ｂ
178 東洋史学 歴史地理学の方法／アジア地域史（２）Ａ
179 東洋史学 環境史の方法／アジア地域史（２）Ｂ
180 東洋史学 生活史・心性史の方法／東洋古代史Ａ
181 東洋史学 東洋美術史Ｂ／東洋史特論（２）Ｂ
182 東洋史学 東洋考古学Ａ／東洋史特論（３）Ａ
183 東洋史学 史料研究／東洋史特論（４）
184 東洋史学 アラビア語（１）Ａ／アジア諸言語（１）（初級）Ａ
185 東洋史学 アラビア語（１）Ｂ／アジア諸言語（１）（初級）Ｂ
186 東洋史学 アラビア語（２）Ａ／アジア諸言語（１）（上級）Ａ
187 東洋史学 アラビア語（２）Ｂ／アジア諸言語（１）（上級）Ｂ
188 東洋史学 アジア諸言語（１）Ａ／アジア諸言語（２）（初級）Ａ
189 東洋史学 アジア諸言語（１）Ｂ／アジア諸言語（２）（初級）Ｂ
190 東洋史学 アジア諸言語（２）Ａ
191 東洋史学 アジア諸言語（２）Ｂ

192 西洋史学 西洋史概説Ａ
193 西洋史学 西洋史概説Ｂ
194 西洋史学 西洋古代史／西洋古代史Ａ
195 西洋史学 西洋中世史／西洋中世史Ａ
196 西洋史学 西洋近世史／西洋近世史Ａ
197 西洋史学 西洋近代史／西洋各国史（４）Ａ
198 西洋史学 西洋現代史／西洋近現代史Ａ
199 西洋史学 西欧史／西洋近世史Ｂ
200 西洋史学 中欧史／西洋各国史（５）
201 西洋史学 南欧史／西洋各国史（３）Ｂ
202 西洋史学 東欧・北欧史／西洋各国史（２）Ｂ
203 西洋史学 南北アメリカ史／西洋近現代史Ｂ
204 西洋史学 西洋テーマ史(１)／西洋各国史（３）Ａ
205 西洋史学 西洋テーマ史(２)／西洋各国史（２）Ａ
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206 西洋史学 西洋テーマ史(３)／西洋各国史（４）Ｂ
207 西洋史学 西洋テーマ史(４)／西洋古代史Ｂ
208 西洋史学 西洋テーマ史(５)／西洋各国史（１）Ｂ

209 哲学 古代中世西洋哲学史（１）／西洋哲学史（１）
210 哲学 古代中世西洋哲学史（２）／西洋哲学史（２）
211 哲学 倫理学概論
212 哲学 倫理学概論（他専攻）
213 哲学 科学哲学研究
214 哲学 哲学講義（１）（１１）
215 哲学 哲学講義（１）（１１）
216 哲学 哲学講義（２）（１２）
217 哲学 哲学講義（２）（１２）
218 哲学 哲学講義（３）（１３）
219 哲学 哲学講義（３）（１３）
220 哲学 哲学講義（４）（１４）
221 哲学 哲学講義（４）（１４）
222 哲学 哲学講義（７）（１７）
223 哲学 哲学講義（８）（１８）

224 社会学 社会調査の基礎／社会調査法（１）（基礎）
225 社会学 社会統計学の基礎
226 社会学 地域社会学／地域社会
227 社会学 都市社会学／国際フィールドワーク論／現代社会研究（２）
228 社会学 社会学史（古典）／社会学史Ａ
229 社会学 社会学史（現代）／社会学史Ｂ
230 社会学 宗教社会学／宗教
231 社会学 文化社会学／文化
232 社会学 家族社会学／家族
233 社会学 歴史社会学／社会政策／現代社会研究（７）
234 社会学 社会階層論／社会階層
235 社会学 産業・労働の社会学／産業・労働／現代社会研究（４）
236 社会学 社会問題／現代社会研究（９）
237 社会学 応用社会調査法（量的）／社会調査法（２）（量的調査）
238 社会学 応用社会調査法（質的）／社会調査法（３）（質的調査）
239 社会学 現代社会研究／現代社会研究（１）
240 社会学 Global Sociology／グローバリゼーション／グローバル化
241 社会学 Visionary Sociology／理論社会学
242 社会学 Clinical Sociology／臨床社会学／現代社会研究（６）
243 社会学 Social Issues
244 社会学 Debate

245 社会情報学 社会情報学概論（１）
246 社会情報学 社会情報学概論（２）
247 社会情報学 メディア・コミュニケーション学（１）／メディア・コミュニケーション概論（１）
248 社会情報学 メディア・コミュニケーション学（２）／メディア・コミュニケーション概論（２）
249 社会情報学 社会心理学（１）（社会・集団・家族心理学Ⅰ）／社会心理学（１）
250 社会情報学 社会心理学（２）
251 社会情報学 メディア文化の社会学（１）／メディアと文化（１）
252 社会情報学 メディア文化の社会学（２）／メディアと文化（２）
253 社会情報学 デジタルメディア論
254 社会情報学 図書館情報学概論
255 社会情報学 図書館情報技術論／マルチメディア技術
256 社会情報学 情報サービス論
257 社会情報学 図書館サービス概論
258 社会情報学 図書館情報資源概論

259 教育学 教育哲学
260 教育学 教育史
261 教育学 教育行政学
262 教育学 教育社会学
263 教育学 教育方法学
264 教育学 生涯教育論
265 教育学 発達教育学
266 教育学 比較教育社会史
267 教育学 教育制度学
268 教育学 学校社会学
269 教育学 多文化教育学
270 教育学 キャリア教育論
271 教育学 社会教育概論（１）
272 教育学 社会教育概論（２）
273 教育学 教育思想史
274 教育学 教育課程論
275 教育学 特別支援教育論
276 教育学 教育法
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277 教育学 国際比較教育学
278 教育学 教育学特講（１）
279 教育学 教育学特講（２）
280 教育学 教育学特講（３）
281 教育学 教育学特講（４）

282 心理学 児童・青年心理学
283 心理学 心理学概論／心理学概論（１）
284 心理学 心理学概論／心理学概論（１）
285 心理学 臨床心理学概論／心理学概論（２）
286 心理学 臨床心理学概論／心理学概論（２）
287 心理学 教育心理学（教育・学校心理学Ⅰ）／教育心理学
288 心理学 発達心理学
289 心理学 生涯発達心理学
290 心理学 認知心理学（知覚・認知心理学Ⅱ）／認知心理学
291 心理学 神経心理学（神経・生理心理学Ⅱ）／神経心理学
292 心理学 大脳生理学（神経・生理心理学Ⅰ）／大脳生理学
293 心理学 家族心理学（社会・集団・家族心理学Ⅱ）
294 心理学 学校臨床心理学（教育・学校心理学Ⅱ）／学校臨床心理学

295 総合教育 哲学／哲学Ｂ
296 総合教育 倫理学
297 総合教育 倫理学
298 総合教育 社会思想／社会思想Ａ
299 総合教育 イスラーム概説
300 総合教育 日本の思想の歴史／日本倫理思想史Ａ
301 総合教育 日本の美学／日本倫理思想史Ｂ
302 総合教育 日本国憲法と立憲主義／公法概論Ａ
303 総合教育 日本国憲法と立憲主義／公法概論Ａ
304 総合教育 日本国憲法と人権／公法概論Ｂ
305 総合教育 日本国憲法と人権／公法概論Ｂ
306 総合教育 私法概論／私法概論Ａ
307 総合教育 主権国家の国際法／国際法Ａ
308 総合教育 グローバル社会と国際法／国際法Ｂ
309 総合教育 経済学
310 総合教育 経済学
311 総合教育 国際経済学／国際経済学Ａ
312 総合教育 政治学
313 総合教育 政治学
314 総合教育 国際政治学／国際政治学Ａ
315 総合教育 映画史／映画論Ａ
316 総合教育 映画論・映画批評／映画論Ｂ
317 総合教育 日本美術史（近世以前）／日本美術史A／美術史Ａ
318 総合教育 日本美術史（近現代）／日本美術史B／美術史Ｂ
319 総合教育 音楽／音楽Ａ／比較音楽Ａ
320 総合教育 科学史／科学史Ａ・Ｂ
321 総合教育 言語学／言語学Ａ
322 総合教育 社会言語学概論／社会言語学Ａ
323 総合教育 文化人類学／文化人類学Ａ
324 総合教育 ジェンダー論
325 総合教育 近・現代史と民主主義
326 総合教育 健康教育学
327 総合教育 人文地理学概説／人文地理学（１）
328 総合教育 地図と地域／人文地理学（２）
329 総合教育 日本地誌学
330 総合教育 世界地誌学
331 総合教育 自然災害／自然地理学（２）
332 総合教育 自然地理学／自然地理学（１）
333 総合教育 アーカイブズ概論
334 総合教育 日本史
335 総合教育 日本史
336 総合教育 外国史
337 総合教育 外国史
338 総合教育 運動の生理と医科学／トレーニングの科学
339 総合教育 スポーツと安全
340 総合教育 人体の構造と機能及び疾病
341 総合教育 健康・医療心理学
342 総合教育 精神疾患とその治療／精神保健学

343 入門・特別教養 社会言語学特論

344 アカデミック・スキルアップ外国語 Introduction to Social Sciences（１）
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