
（２）人文社会系研究科授業科目表

自令和５年４月

至令和６年３月

ア．多分野交流演習

Ａ　多分野交流演習（全専攻共通選択必修科目）

職　名 氏　　名

21230001 多分野交流演習 文化史の文脈においてスピノザを読む

教授
教授
教授
教授

鈴木　泉
宮田　眞治
王寺　賢太
出口　剛司

通年 2

21230002 多分野交流演習 サステイナビリティと人文知

教授
教授
准教授（新領域）
准教授（新領域）

堀江　宗正
小島　毅
小貫　元治
清水　亮

通年 2

21230003 多分野交流演習 古代学交流
教授
教授
教授

芳賀　京子
納富　信留
日向　太郎

通年 2

Ｂ　コース共通特殊研究・コース共通演習・専門分野交流演習（全専攻共通選択必修科目）―本年度は開講せず

Ｃ　情報メディア室開講科目（全専攻共通選択科目）

職　名 氏　　名

21230099 多分野交流演習 情報メディア論Ⅰ：インターネット基礎 講師 西川　賀樹 S1+S2 2

21230100 多分野交流演習 情報メディア論Ⅱ：情報セキュリティ 講師 西川　賀樹 A1+A2 2

Ｄ　多分野応用科目（全専攻共通選択科目）

職　名 氏　　名

21230004 多分野交流演習 研究倫理入門 教授 鈴木　晃仁 A1+A2 2

21230005 多分野交流演習
メディア間翻訳・翻案研究：文学テクストの映像
化・舞台化（6）

教授
教授
教授
教授

小林　真理
楯岡　求美
塚本　昌則
佐藤　至子

A1+A2 2

21230006 多分野交流演習
“Explaining” Japanese Religion: A Critical
Approach

教授
非常勤講師

藤原　聖子
Ioannis　Gaitanidis

S1+S2 2

21230007 多分野交流演習
Image and Text: Ideas of Afterlife in Ancient
Mediterranean

非常勤講師 Iskra　Gencheva　Mikami A1+A2 2

21230008 多分野交流演習 中世文学・芸能と仏教 非常勤講師 高橋　悠介 S1+S2 2

21230009 多分野交流演習 日本語教育学概説 准教授 鎌田　美千子 S1+S2 2

21230010 多分野交流演習 日本語教育学演習 准教授 鎌田　美千子 A1+A2 2

アカデミックライティング（全専攻共通選択科目）

職　名 氏　　名

21230021 多分野交流演習 アカデミック・ライティング 3（中級） 非常勤講師 David　Taylor S1+S2 2

21230022 多分野交流演習 アカデミック・ライティング 4（中級） 非常勤講師 中邑　啓子 A1+A2 2

21230023 多分野交流演習 アカデミック・ライティング 1（上級） 非常勤講師 中邑　啓子 S1+S2 2

21230024 多分野交流演習 アカデミック・ライティング 2（上級） 非常勤講師 David　Taylor A1+A2 2

21230025 多分野交流演習
Wissenschaftliches Schreiben und
Argumentieren (1)

准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan S1+S2 2

21230026 多分野交流演習
Wissenschaftliches Schreiben und
Argumentieren (2)

准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan A1+A2 2

21230027 多分野交流演習 Rédaction de travaux universitaires (1) 非常勤講師 Groisard　Jocelyn S1+S2 2

21230028 多分野交流演習 Rédaction de travaux universitaires (2) 非常勤講師 Groisard　Jocelyn A1+A2 2

21230029 多分野交流演習 学術中国語実践（１） 講師 王　俊文 S1+S2 2

21230030 多分野交流演習 学術中国語実践（２） 講師 王　俊文 A1+A2 2

21230031 多分野交流演習 日本語アカデミック・ライティング 1 准教授 鎌田　美千子 S1+S2 2

21230032 多分野交流演習 日本語アカデミック・ライティング 2 准教授 鎌田　美千子 A1+A2 2

21230033 多分野交流演習 日本語アカデミック・ライティング 3 准教授 鎌田　美千子 S1+S2 2

21230034 多分野交流演習 日本語アカデミック・ライティング 4 准教授 鎌田　美千子 A1+A2 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

※　Ｃ～Ｄ、アカデミックライティング、死生学研究、応用倫理研究、人文情報学及び新・日本学については全専攻共通選択科目である。

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



死生学研究（全専攻共通選択科目）

職　名 氏　　名

21230051 多分野交流演習 死生学の射程 教授 堀江　宗正 A1+A2 2

21230052 多分野交流演習 臨床死生学・倫理学の諸問題V 特任教授 会田　薫子 S1+S2 2

21230053 多分野交流演習 臨床死生学・倫理学の諸問題VI 特任教授 会田　薫子 A1+A2 2

21230054 多分野交流演習 臨床死生学特論 特任教授 会田　薫子 A1+A2 2

21230055 多分野交流演習 共感とケアの哲学 特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230056 多分野交流演習
自律についての関係的なアプローチ：現代自由
論の一展開

特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230057 多分野交流演習
認識をめぐる不正義と責任：現代認識論の一展
開

特任准教授 早川　正祐 A1+A2 2

21230058 多分野交流演習 死生をめぐる偶然と確率の問題 准教授 乘立　雄輝 A1+A2 2

21230059 多分野交流演習 死生をめぐる実存哲学の諸問題 教授 古荘　真敬 S1+S2 2

21230060 多分野交流演習 スピリチュアリティ研究 教授 堀江　宗正 S1+S2 2

21230061 多分野交流演習 葬送儀礼の変容と死生観 非常勤講師 山田　慎也 A1+A2 2

21230062 多分野交流演習 病いの語りをめぐる倫理 特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230064 多分野交流演習 患者の歴史と倫理 I 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

応用倫理研究（全専攻共通選択科目）

職　名 氏　　名

21230071 多分野交流演習 応用倫理入門 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

21230072 多分野交流演習 技術時代の倫理―ハイデガー哲学の視点から 非常勤講師 轟　孝夫 A1+A2 2

21230073 多分野交流演習 都市の環境倫理 非常勤講師 吉永　明弘 S1+S2 2

21230074 多分野交流演習 食と場所の環境倫理 准教授（新領域） 福永　真弓 A1+A2 2

21230075 多分野交流演習 現象学的質的研究入門 非常勤講師 村上　靖彦 S2 2 集中

21230076 多分野交流演習 歴史実践における口承／環境／叙述 非常勤講師 北條　勝貴 S1+S2 2

21230077 多分野交流演習 医療者の歴史と倫理 教授 鈴木　晃仁 A1+A2 2

21230078 多分野交流演習
気候崩壊を生き延びるために～人新世の倫理・
経済・宗教

非常勤講師 福嶋　揚 A1+A2 2

21230079 多分野交流演習 東アジアの死生学・応用倫理へ 教授 池澤　優 A1+A2 2

21230080 多分野交流演習 質的研究法入門 特任教授 会田　薫子 S1+S2 2

21230081 多分野交流演習 応用倫理文献講読 教授 池澤　優 A1+A2 2

21230082 多分野交流演習 患者の歴史と倫理II 教授 鈴木　晃仁 A1+A2 2

21230083 多分野交流演習 環境思想研究 教授 堀江　宗正 A1+A2 2

人文情報学（全専攻共通選択科目）

職　名 氏　　名

21230090 多分野交流演習 人文情報学概論I
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

S1+S2 2

21230091 多分野交流演習 人文情報学概論II
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

A1+A2 2

21230092 多分野交流演習 人文情報学研究I
准教授
教授
非常勤講師

大向　一輝
高橋　晃一
永崎　研宣

S1+S2 2

21230093 多分野交流演習 人文情報学研究II
准教授
教授
非常勤講師

大向　一輝
高橋　晃一
永崎　研宣

A1+A2 2

21230094 多分野交流演習 人文情報学の諸相

教授
教授
教授
准教授

鉄野　昌弘
高橋　典幸
高橋　晃一
大向　一輝

A1 2

21230095 多分野交流演習 言語研究のための情報処理 教授 小林　正人 A1+A2 2

21230096 多分野交流演習 デジタル・ヒューマニティーズ入門 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21230097 多分野交流演習 人文情報学演習I 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21230098 多分野交流演習 人文情報学演習II 准教授 大向　一輝 A1+A2 2

21230099 多分野交流演習 情報メディア論 I：インターネット基礎 講師 西川　賀樹 S1+S2 2

21230100 多分野交流演習 情報メディア論 II：情報セキュリティ 講師 西川　賀樹 A1+A2 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



新・日本学（全専攻共通選択科目）

職　名 氏　　名

21230042 多分野交流演習 世界へ発信する日本の近世文学 教授 佐藤　至子 S1 1 集中

21230043 多分野交流演習 日本近代史の研究：ヨーロッパ人の視点から 教授 鈴木　淳 A2 1 集中

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



イ．各専攻授業科目表

基礎文化研究専攻（言語基礎応用） 言語学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21230101 言語学特殊研究 言語研究のための情報処理 教授 小林　正人 A1+A2 2

21230102 言語学特殊研究 言語類型論研究 (1) 准教授 長屋　尚典 S1+S2 2

21230103 言語学特殊研究 言語類型論研究 (2) 准教授 長屋　尚典 A1+A2 2

21230104 言語学特殊研究 チベット＝ビルマ諸語研究(1) 講師 白井　聡子 S1+S2 2

21230105 言語学特殊研究 チベット＝ビルマ諸語研究(2) 講師 白井　聡子 A1+A2 2

21230106 言語学特殊研究 音響音声学(1) 教授（工） 峯松　信明 S1+S2 2

21230107 言語学特殊研究 音響音声学(2) 教授（工） 峯松　信明 A1+A2 2

21230108 言語学特殊研究 エジプト語
特任准教授（附属
図書館）

永井　正勝 A1+A2 2

21230109 言語学特殊研究 バントゥ諸語研究 非常勤講師 品川　大輔 A1+A2 2

21230110 言語学特殊研究 太平洋の言語の形態音韻論 非常勤講師 山本　恭裕 A1+A2 2

21230111 言語学特殊研究 名詞句の認知意味論と認知語用論 非常勤講師 山泉　実 A2 2 集中

21230112 言語学特殊研究 音韻論入門 教授 小林　正人 S1+S2 2

21230113 言語学特殊研究 言語研究の基礎
教授
助教

西村　義樹
田中　太一

A1+A2 2

21230151 言語学演習 認知文法研究(1) 教授 西村　義樹 S1+S2 2

21230152 言語学演習 認知文法研究(2) 教授 西村　義樹 A1+A2 2

21230153 言語学演習 ドラヴィダ語比較研究：ブラーフイー語
教授
非常勤講師

小林　正人
Liaquat Ali

S1+S2 2

21230154 言語学演習 印欧語比較研究：古期イラン語 教授 小林　正人 A1+A2 2

21230155 言語学演習 野外調査法 (1) 准教授 長屋　尚典 S1+S2 2

21230156 言語学演習 野外調査法 (2) 准教授 長屋　尚典 A1+A2 2

21230157 言語学演習 記述文法論(1) 講師 白井　聡子 S1+S2 2

21230158 言語学演習 記述文法論(2) 講師 白井　聡子 A1+A2 2

21230159 言語学演習 言語学演習(1)

教授
教授
准教授
講師

西村　義樹
小林　正人
長屋　尚典
白井　聡子

S1+S2 2

21230160 言語学演習 言語学演習(2)

教授
教授
准教授
講師

西村　義樹
小林　正人
長屋　尚典
白井　聡子

A1+A2 2

21230196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230198 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



基礎文化研究専攻（言語基礎応用） 言語学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230101 基礎文化研究特殊研究 言語研究のための情報処理 教授 小林　正人 A1+A2 2

21230102 基礎文化研究特殊研究 言語類型論研究 (1) 准教授 長屋　尚典 S1+S2 2

21230103 基礎文化研究特殊研究 言語類型論研究 (2) 准教授 長屋　尚典 A1+A2 2

21230104 基礎文化研究特殊研究 チベット＝ビルマ諸語研究(1) 講師 白井　聡子 S1+S2 2

21230105 基礎文化研究特殊研究 チベット＝ビルマ諸語研究(2) 講師 白井　聡子 A1+A2 2

21230106 基礎文化研究特殊研究 音響音声学(1) 教授（工） 峯松　信明 S1+S2 2

21230107 基礎文化研究特殊研究 音響音声学(2) 教授（工） 峯松　信明 A1+A2 2

21230108 基礎文化研究特殊研究 エジプト語
特任准教授（附属
図書館）

永井　正勝 A1+A2 2

21230109 基礎文化研究特殊研究 バントゥ諸語研究 非常勤講師 品川　大輔 A1+A2 2

21230110 基礎文化研究特殊研究 太平洋の言語の形態音韻論 非常勤講師 山本　恭裕 A1+A2 2

21230111 基礎文化研究特殊研究 名詞句の認知意味論と認知語用論 非常勤講師 山泉　実 A2 2 集中

21230112 基礎文化研究特殊研究 音韻論入門 教授 小林　正人 S1+S2 2

21230113 基礎文化研究特殊研究 言語研究の基礎
教授
助教

西村　義樹
田中　太一

A1+A2 2

21230151 基礎文化研究演習 認知文法研究(1) 教授 西村　義樹 S1+S2 2

21230152 基礎文化研究演習 認知文法研究(2) 教授 西村　義樹 A1+A2 2

21230153 基礎文化研究演習 ドラヴィダ語比較研究：ブラーフイー語
教授
非常勤講師

小林　正人
Liaquat Ali

S1+S2 2

21230154 基礎文化研究演習 印欧語比較研究：古期イラン語 教授 小林　正人 A1+A2 2

21230155 基礎文化研究演習 野外調査法 (1) 准教授 長屋　尚典 S1+S2 2

21230156 基礎文化研究演習 野外調査法 (2) 准教授 長屋　尚典 A1+A2 2

21230157 基礎文化研究演習 記述文法論(1) 講師 白井　聡子 S1+S2 2

21230158 基礎文化研究演習 記述文法論(2) 講師 白井　聡子 A1+A2 2

21230159 基礎文化研究演習 言語学演習(1)

教授
教授
准教授
講師

西村　義樹
小林　正人
長屋　尚典
白井　聡子

S1+S2 2

21230160 基礎文化研究演習 言語学演習(2)

教授
教授
准教授
講師

西村　義樹
小林　正人
長屋　尚典
白井　聡子

A1+A2 2

21230196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230197 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230199 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



職　名 氏　　名

21230201 考古学特殊研究 東北アジア考古学研究I 准教授 福田　正宏 S1+S2 2

21230202 考古学特殊研究 東北アジア考古学研究II 准教授 福田　正宏 A1+A2 2

21230203 考古学特殊研究 日本先史文化概説I 准教授 根岸　洋 S1+S2 2

21230204 考古学特殊研究 日本先史文化概説II 准教授 根岸　洋 A1+A2 2

21230205 考古学特殊研究 東アジア旧石器研究I 准教授 森先　一貴 S1+S2 2

21230206 考古学特殊研究 東アジア旧石器研究II 准教授 森先　一貴 A1+A2 2

21230207 考古学特殊研究 考古学の諸問題１
准教授
准教授
准教授

福田　正宏
根岸　洋
森先　一貴

S1+S2 2

21230208 考古学特殊研究 考古学の諸問題２
准教授
准教授
准教授

福田　正宏
根岸　洋
森先　一貴

A1+A2 2

21230209 考古学特殊研究 考古資料論 教授 熊木　俊朗 A2 2 集中

21230210 考古学特殊研究 北海道の考古学 教授 熊木　俊朗 S2 2 集中

21230211 考古学特殊研究 野外考古学
教授
助教

熊木　俊朗
太田　圭

S2 2 集中

21230212 考古学特殊研究 人類進化論 教授（総博） 海部　陽介 S1+S2 2

21230213 考古学特殊研究 日本近世考古学研究 准教授（埋蔵） 堀内　秀樹 A1+A2 2

21230214 考古学特殊研究 考古科学の諸問題 教授（総博） 米田　穣 A1+A2 2

21230215 考古学特殊研究 西アジア先史文化研究I 教授（総博） 西秋　良宏 S1+S2 2

21230216 考古学特殊研究 西アジア先史文化研究II 教授（総博） 西秋　良宏 A1+A2 2

21230217 考古学特殊研究 日本古代の考古学I 教授 林部　均 S1+S2 2

21230218 考古学特殊研究 日本古代の考古学II 教授 林部　均 A1+A2 2

21230219 考古学特殊研究 民族考古学特論
准教授
助教

根岸　洋
新井　才二

A1+A2 2

21230220 考古学特殊研究 古墳時代の考古学 非常勤講師 車﨑　正彦 A1+A2 2

21230221 考古学特殊研究 東日本における古墳時代の政治と社会 非常勤講師 滝沢　誠 S1+S2 2

21230222 考古学特殊研究 朝鮮半島考古学概論 非常勤講師 高久　健二 A1+A2 2

21230251 考古学演習 ユーラシア考古学演習I 准教授 福田　正宏 S1+S2 2

21230252 考古学演習 ユーラシア考古学演習II 准教授 福田　正宏 A1+A2 2

21230253 考古学演習 東アジア先史考古学演習I 准教授 福田　正宏 S1+S2 2

21230254 考古学演習 東アジア先史考古学演習II 准教授 福田　正宏 A1+A2 2

21230255 考古学演習 縄文・弥生文化演習I 准教授 根岸　洋 S1+S2 2

21230256 考古学演習 縄文・弥生文化演習II 准教授 根岸　洋 A1+A2 2

21230257 考古学演習 日本先史文化演習I 准教授 根岸　洋 S1+S2 2

21230258 考古学演習 日本先史文化演習II 准教授 根岸　洋 A1+A2 2

21230259 考古学演習 東アジア旧石器演習I 准教授 森先　一貴 S1+S2 2

21230260 考古学演習 東アジア旧石器演習II 准教授 森先　一貴 A1+A2 2

21230296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230298 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

基礎文化研究専攻（形象文化） 考古学専門分野　　修士課程

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



基礎文化研究専攻（形象文化） 考古学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230201 基礎文化研究特殊研究 東北アジア考古学研究I 准教授 福田　正宏 S1+S2 2

21230202 基礎文化研究特殊研究 東北アジア考古学研究II 准教授 福田　正宏 A1+A2 2

21230203 基礎文化研究特殊研究 日本先史文化概説I 准教授 根岸　洋 S1+S2 2

21230204 基礎文化研究特殊研究 日本先史文化概説II 准教授 根岸　洋 A1+A2 2

21230205 基礎文化研究特殊研究 東アジア旧石器研究I 准教授 森先　一貴 S1+S2 2

21230206 基礎文化研究特殊研究 東アジア旧石器研究II 准教授 森先　一貴 A1+A2 2

21230207 基礎文化研究特殊研究 考古学の諸問題１
准教授
准教授
准教授

福田　正宏
根岸　洋
森先　一貴

S1+S2 2

21230208 基礎文化研究特殊研究 考古学の諸問題２
准教授
准教授
准教授

福田　正宏
根岸　洋
森先　一貴

A1+A2 2

21230209 基礎文化研究特殊研究 考古資料論 教授 熊木　俊朗 A2 2 集中

21230210 基礎文化研究特殊研究 北海道の考古学 教授 熊木　俊朗 S2 2 集中

21230211 基礎文化研究特殊研究 野外考古学
教授
助教

熊木　俊朗
太田　圭

S2 2 集中

21230212 基礎文化研究特殊研究 人類進化論 教授（総博） 海部　陽介 S1+S2 2

21230213 基礎文化研究特殊研究 日本近世考古学研究 准教授（埋蔵） 堀内　秀樹 A1+A2 2

21230214 基礎文化研究特殊研究 考古科学の諸問題 教授（総博） 米田　穣 A1+A2 2

21230215 基礎文化研究特殊研究 西アジア先史文化研究I 教授（総博） 西秋　良宏 S1+S2 2

21230216 基礎文化研究特殊研究 西アジア先史文化研究II 教授（総博） 西秋　良宏 A1+A2 2

21230217 基礎文化研究特殊研究 日本古代の考古学I 教授 林部　均 S1+S2 2

21230218 基礎文化研究特殊研究 日本古代の考古学II 教授 林部　均 A1+A2 2

21230219 基礎文化研究特殊研究 民族考古学特論
准教授
助教

根岸　洋
新井　才二

A1+A2 2

21230220 基礎文化研究特殊研究 古墳時代の考古学 非常勤講師 車﨑　正彦 A1+A2 2

21230221 基礎文化研究特殊研究 東日本における古墳時代の政治と社会 非常勤講師 滝沢　誠 S1+S2 2

21230222 基礎文化研究特殊研究 朝鮮半島考古学概論 非常勤講師 高久　健二 A1+A2 2

21230251 基礎文化研究演習 ユーラシア考古学演習I 准教授 福田　正宏 S1+S2 2

21230252 基礎文化研究演習 ユーラシア考古学演習II 准教授 福田　正宏 A1+A2 2

21230253 基礎文化研究演習 東アジア先史考古学演習I 准教授 福田　正宏 S1+S2 2

21230254 基礎文化研究演習 東アジア先史考古学演習II 准教授 福田　正宏 A1+A2 2

21230255 基礎文化研究演習 縄文・弥生文化演習I 准教授 根岸　洋 S1+S2 2

21230256 基礎文化研究演習 縄文・弥生文化演習II 准教授 根岸　洋 A1+A2 2

21230257 基礎文化研究演習 日本先史文化演習I 准教授 根岸　洋 S1+S2 2

21230258 基礎文化研究演習 日本先史文化演習II 准教授 根岸　洋 A1+A2 2

21230259 基礎文化研究演習 東アジア旧石器演習I 准教授 森先　一貴 S1+S2 2

21230260 基礎文化研究演習 東アジア旧石器演習II 准教授 森先　一貴 A1+A2 2

21230296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230297 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230299 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



基礎文化研究専攻（形象文化） 美術史学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21230301 美術史学特殊研究 イスラム美術研究（1） 教授（東文研） 桝屋　友子 S1+S2 2

21230302 美術史学特殊研究 イスラム美術研究（2） 教授（東文研） 桝屋　友子 A1+A2 2

21230303 美術史学特殊研究 北宋時代の絵画 教授（東文研） 板倉　聖哲 S1+S2 2

21230304 美術史学特殊研究 宋元絵画と日本 教授（東文研） 板倉　聖哲 A2 2

21230305 美術史学特殊研究 東アジア画論研究（1） 教授（東文研） 塚本　麿充 S1+S2 2

21230306 美術史学特殊研究 東アジア画論研究（2） 教授（東文研） 塚本　麿充 A1+A2 2

21230307 美術史学特殊研究 日本近代美術史の諸問題 非常勤講師 河田　明久 A1+A2 2

21230308 美術史学特殊研究 西洋美術史研究の現在
教授
教授

秋山　聰
芳賀　京子

通年 4

21230331 文化交流特殊研究 ギリシア・ローマ美術作品研究（１） 教授 芳賀　京子 S1+S2 2

21230332 文化交流特殊研究 ギリシア・ローマ美術作品研究（２） 教授 芳賀　京子 A1+A2 2

21230351 美術史学演習 西洋美術史研究 教授 秋山　聰 A1+A2 2

21230352 美術史学演習 東アジア美術史演習（1）
教授
准教授

高岸　輝
増記　隆介

S1+S2 2

21230353 美術史学演習 東アジア美術史演習（2）
教授
准教授

高岸　輝
増記　隆介

A1+A2 2

21230354 美術史学演習 絵巻演習（1） 教授 高岸　輝 S2 2

21230355 美術史学演習 絵巻演習（2） 教授 高岸　輝 A1 2

21230356 美術史学演習 仏教美術史の理論と方法（1） 准教授 増記　隆介 S1+S2 2

21230357 美術史学演習 仏教美術史の理論と方法（2） 准教授 増記　隆介 A1+A2 2

21230358 美術史学演習 美術史作品研究

教授
教授
教授
准教授
教授（東文研）
教授（東文研）

秋山　聰
髙岸　輝
芳賀　京子
増記　隆介
板倉　聖哲
塚本　麿充

S1+S2 2

21230396 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230398 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



基礎文化研究専攻（形象文化） 美術史学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230301 基礎文化研究特殊研究 イスラム美術研究（1） 教授（東文研） 桝屋　友子 S1+S2 2

21230302 基礎文化研究特殊研究 イスラム美術研究（2） 教授（東文研） 桝屋　友子 A1+A2 2

21230303 基礎文化研究特殊研究 北宋時代の絵画 教授（東文研） 板倉　聖哲 S1+S2 2

21230304 基礎文化研究特殊研究 宋元絵画と日本 教授（東文研） 板倉　聖哲 A2 2

21230305 基礎文化研究特殊研究 東アジア画論研究（1） 教授（東文研） 塚本　麿充 S1+S2 2

21230306 基礎文化研究特殊研究 東アジア画論研究（2） 教授（東文研） 塚本　麿充 A1+A2 2

21230307 基礎文化研究特殊研究 日本近代美術史の諸問題 非常勤講師 河田　明久 A1+A2 2

21230308 基礎文化研究特殊研究 西洋美術史研究の現在
教授
教授

秋山　聰
芳賀　京子

通年 4

21230331 基礎文化研究特殊研究 ギリシア・ローマ美術作品研究（１） 教授 芳賀　京子 S1+S2 2

21230332 基礎文化研究特殊研究 ギリシア・ローマ美術作品研究（２） 教授 芳賀　京子 A1+A2 2

21230351 基礎文化研究演習 西洋美術史研究 教授 秋山　聰 A1+A2 2

21230352 基礎文化研究演習 東アジア美術史演習（1）
教授
准教授

高岸　輝
増記　隆介

S1+S2 2

21230353 基礎文化研究演習 東アジア美術史演習（2）
教授
准教授

高岸　輝
増記　隆介

A1+A2 2

21230354 基礎文化研究演習 絵巻演習（1） 教授 高岸　輝 S2 2

21230355 基礎文化研究演習 絵巻演習（2） 教授 高岸　輝 A1 2

21230356 基礎文化研究演習 仏教美術史の理論と方法（1） 准教授 増記　隆介 S1+S2 2

21230357 基礎文化研究演習 仏教美術史の理論と方法（2） 准教授 増記　隆介 A1+A2 2

21230358 基礎文化研究演習 美術史作品研究

教授
教授
教授
准教授
教授（東文研）
教授（東文研）

秋山　聰
髙岸　輝
芳賀　京子
増記　隆介
板倉　聖哲
塚本　麿充

S1+S2 2

21230396 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230397 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230399 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



職　名 氏　　名

21230401 哲学特殊研究 死生をめぐる実存哲学の諸問題 教授 古荘　真敬 S1+S2 2

21230402 哲学特殊研究 言語と感情の哲学 教授 古荘　真敬 A1+A2 2

21230403 哲学特殊研究 死生をめぐる偶然と確率の問題 准教授 乘立　雄輝 A1+A2 2

21230404 哲学特殊研究
道徳的思考の本性について―非主流派分析倫
理学入門

非常勤講師 大谷　弘 S1+S2 2

21230405 哲学特殊研究 「概念」をめぐる哲学的難題 非常勤講師 石川　求 A1+A2 2

21230406 哲学特殊研究 行為者であること、人であること 非常勤講師 柏端　達也 A1+A2 2

21230451 哲学演習 ライプニッツ研究 教授 鈴木　泉 通年 4

21230452 哲学演習 プラトン『ポリテイア』(1) 教授 納富　信留 S1+S2 2

21230453 哲学演習 プラトン『ポリテイア』(２) 教授 納富　信留 A1+A2 2

21230454 哲学演習 アリストテレス『メタフュシカ』 教授 納富　信留 通年 4

21230455 哲学演習 パース「理論の建築」 准教授 乘立　雄輝 S1+S2 2

21230456 哲学演習 パース「進化する愛」 准教授 乘立　雄輝 A1+A2 2

21230457 哲学演習 パースの諸論文を読む 准教授 乘立　雄輝 通年 4

21230458 哲学演習 カント『純粋理性批判』（１） 教授 古荘　真敬 S1+S2 2

21230459 哲学演習 カント『純粋理性批判』（２） 教授 古荘　真敬 A1+A2 2

21230460 哲学演習 ハイデガーを読む 教授 古荘　真敬 通年 4

21230496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230498 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

職　名 氏　　名

21230401 基礎文化研究特殊研究 死生をめぐる実存哲学の諸問題 教授 古荘　真敬 S1+S2 2

21230402 基礎文化研究特殊研究 言語と感情の哲学 教授 古荘　真敬 A1+A2 2

21230403 基礎文化研究特殊研究 死生をめぐる偶然と確率の問題 准教授 乘立　雄輝 A1+A2 2

21230404 基礎文化研究特殊研究
道徳的思考の本性について―非主流派分析倫
理学入門

非常勤講師 大谷　弘 S1+S2 2

21230405 基礎文化研究特殊研究 「概念」をめぐる哲学的難題 非常勤講師 石川　求 A1+A2 2

21230406 基礎文化研究特殊研究 行為者であること、人であること 非常勤講師 柏端　達也 A1+A2 2

21230451 基礎文化研究演習 ライプニッツ研究 教授 鈴木　泉 通年 4

21230452 基礎文化研究演習 プラトン『ポリテイア』(1) 教授 納富　信留 S1+S2 2

21230453 基礎文化研究演習 プラトン『ポリテイア』(２) 教授 納富　信留 A1+A2 2

21230454 基礎文化研究演習 アリストテレス『メタフュシカ』 教授 納富　信留 通年 4

21230455 基礎文化研究演習 パース「理論の建築」 准教授 乘立　雄輝 S1+S2 2

21230456 基礎文化研究演習 パース「進化する愛」 准教授 乘立　雄輝 A1+A2 2

21230457 基礎文化研究演習 パースの諸論文を読む 准教授 乘立　雄輝 通年 4

21230458 基礎文化研究演習 カント『純粋理性批判』（１） 教授 古荘　真敬 S1+S2 2

21230459 基礎文化研究演習 カント『純粋理性批判』（２） 教授 古荘　真敬 A1+A2 2

21230460 基礎文化研究演習 ハイデガーを読む 教授 古荘　真敬 通年 4

21230496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230497 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230499 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

基礎文化研究専攻（思想文化） 哲学専門分野　　博士後期課程

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

基礎文化研究専攻（思想文化） 哲学専門分野　　修士課程

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



基礎文化研究専攻（思想文化） 倫理学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21230501 倫理学特殊研究 西洋倫理思想史の諸問題 准教授 古田　徹也 A1+A2 2

21230502 倫理学特殊研究 日本倫理思想史方法論 教授 頼住　光子 S1+S2 2

21230503 倫理学特殊研究 日本の禅思想 非常勤講師 石井　清純 S1+S2 2

21230504 倫理学特殊研究 西洋近代哲学の諸問題 非常勤講師 三重野　清顕 A1+A2 2

21230551 倫理学演習 日本倫理思想史研究 教授 頼住　光子 通年 4

21230552 倫理学演習 日本倫理思想史の諸問題（1） 教授 頼住　光子 S1+S2 2

21230553 倫理学演習 日本倫理思想史の諸問題（2） 教授 頼住　光子 A1+A2 2

21230554 倫理学演習 ウィトゲンシュタイン『哲学探究』を読む 准教授 古田　徹也 S1+S2 2

21230555 倫理学演習 ウィトゲンシュタイン『哲学探究』を読む 准教授 古田　徹也 A1+A2 2

21230556 倫理学演習 英語圏の現代倫理学の重要文献を読む（１） 准教授 古田　徹也 S1+S2 2

21230557 倫理学演習 英語圏の現代倫理学の重要文献を読む（２） 准教授 古田　徹也 A1+A2 2

21230596 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230598 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

基礎文化研究専攻（思想文化） 倫理学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230501 基礎文化研究特殊研究 西洋倫理思想史の諸問題 准教授 古田　徹也 A1+A2 2

21230502 基礎文化研究特殊研究 日本倫理思想史方法論 教授 頼住　光子 S1+S2 2

21230503 基礎文化研究特殊研究 日本の禅思想 非常勤講師 石井　清純 S1+S2 2

21230504 基礎文化研究特殊研究 西洋近代哲学の諸問題 非常勤講師 三重野　清顕 A1+A2 2

21230551 基礎文化研究演習 日本倫理思想史研究 教授 頼住　光子 通年 4

21230552 基礎文化研究演習 日本倫理思想史の諸問題（1） 教授 頼住　光子 S1+S2 2

21230553 基礎文化研究演習 日本倫理思想史の諸問題（2） 教授 頼住　光子 A1+A2 2

21230554 基礎文化研究演習 ウィトゲンシュタイン『哲学探究』を読む 准教授 古田　徹也 S1+S2 2

21230555 基礎文化研究演習 ウィトゲンシュタイン『哲学探究』を読む 准教授 古田　徹也 A1+A2 2

21230556 基礎文化研究演習 英語圏の現代倫理学の重要文献を読む（１） 准教授 古田　徹也 S1+S2 2

21230557 基礎文化研究演習 英語圏の現代倫理学の重要文献を読む（２） 准教授 古田　徹也 A1+A2 2

21230596 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230597 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230599 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



基礎文化研究専攻（思想文化） 宗教学宗教史学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21230601 宗教学宗教史学特殊研究 西洋神秘主義思想史（１） 准教授 渡辺　優 S1+S2 2

21230602 宗教学宗教史学特殊研究 西洋神秘主義思想史（２） 准教授 渡辺　優 A1+A2 2

21230603 宗教学宗教史学特殊研究 ユダヤ教概説（１） 講師 志田　雅宏 S1+S2 2

21230604 宗教学宗教史学特殊研究 ユダヤ教概説（２） 講師 志田　雅宏 A1+A2 2

21230605 宗教学宗教史学特殊研究 事例から考える現代宗教とスピリチュアリティ 非常勤講師 弓山　達也 A1+A2 2

21230606 宗教学宗教史学特殊研究 死者をめぐる宗教哲学・宗教倫理 非常勤講師 佐藤　啓介 A1+A2 2

21230607 宗教学宗教史学特殊研究 ロシアにおける政治と宗教 非常勤講師 井上　まどか S1+S2 2

21230608 宗教学宗教史学特殊研究 アメリカと宗教の自由（１）
教授
助教

藤原　聖子
佐藤　清子

S1+S2 2

21230609 宗教学宗教史学特殊研究 アメリカと宗教の自由（２）
教授
助教

藤原　聖子
佐藤　清子

A1+A2 2

21230651 宗教学宗教史学演習 宗教学演習

教授
教授
准教授
准教授
講師

池澤　優
藤原　聖子
西村　明
渡辺　優
志田　雅宏

通年 4

21230652 宗教学宗教史学演習 中国古代宗教研究 教授 池澤　優 通年 4

21230653 宗教学宗教史学演習 無宗教の宗教学―「虚構」の力 教授 藤原　聖子 A1+A2 2

21230654 宗教学宗教史学演習 現代宗教学の諸問題（１) 教授 藤原　聖子 S1+S2 2

21230655 宗教学宗教史学演習 現代宗教学の諸問題（２) 教授 藤原　聖子 A1+A2 2

21230656 宗教学宗教史学演習 戦争と宗教 准教授 西村　明 S1+S2 2

21230657 宗教学宗教史学演習 宗教学的資料調査研究１ 准教授 西村　明 S1+S2 2

21230658 宗教学宗教史学演習 宗教学的資料調査研究２ 准教授 西村　明 A1+A2 2

21230659 宗教学宗教史学演習 宗教と世俗空間 准教授 西村　明 A1+A2 2

21230660 宗教学宗教史学演習 現代宗教思想基礎文献講読 准教授 渡辺　優 S1+S2 2

21230661 宗教学宗教史学演習 修士総合指導（１）
准教授
講師

渡辺　優
志田　雅宏

S1+S2 2

21230662 宗教学宗教史学演習 修士総合指導（２）
准教授
講師

渡辺　優
志田　雅宏

A1+A2 2

21230663 宗教学宗教史学演習 西洋宗教思想研究（１） 准教授 渡辺　優 S1+S2 2

21230664 宗教学宗教史学演習 西洋宗教思想研究（２） 准教授 渡辺　優 A1+A2 2

21230665 宗教学宗教史学演習 中世ユダヤ教思想文献講読（１） 講師 志田　雅宏 S1+S2 2

21230666 宗教学宗教史学演習 中世ユダヤ教思想文献講読（２） 講師 志田　雅宏 A1+A2 2

21230696 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230698 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



基礎文化研究専攻（思想文化） 宗教学宗教史学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230601 基礎文化研究特殊研究 西洋神秘主義思想史（１） 准教授 渡辺　優 S1+S2 2

21230602 基礎文化研究特殊研究 西洋神秘主義思想史（２） 准教授 渡辺　優 A1+A2 2

21230603 基礎文化研究特殊研究 ユダヤ教概説（１） 講師 志田　雅宏 S1+S2 2

21230604 基礎文化研究特殊研究 ユダヤ教概説（２） 講師 志田　雅宏 A1+A2 2

21230605 基礎文化研究特殊研究 事例から考える現代宗教とスピリチュアリティ 非常勤講師 弓山　達也 A1+A2 2

21230606 基礎文化研究特殊研究 死者をめぐる宗教哲学・宗教倫理 非常勤講師 佐藤　啓介 A1+A2 2

21230607 基礎文化研究特殊研究 ロシアにおける政治と宗教 非常勤講師 井上　まどか S1+S2 2

21230608 基礎文化研究特殊研究 アメリカと宗教の自由（１）
教授
助教

藤原　聖子
佐藤　清子

S1+S2 2

21230609 基礎文化研究特殊研究 アメリカと宗教の自由（２）
教授
助教

藤原　聖子
佐藤　清子

A1+A2 2

21230651 基礎文化研究演習 宗教学演習

教授
教授
准教授
准教授
講師

池澤　優
藤原　聖子
西村　明
渡辺　優
志田　雅宏

通年 4

21230652 基礎文化研究演習 中国古代宗教研究 教授 池澤　優 通年 4

21230653 基礎文化研究演習 無宗教の宗教学―「虚構」の力 教授 藤原　聖子 A1+A2 2

21230654 基礎文化研究演習 現代宗教学の諸問題（１) 教授 藤原　聖子 S1+S2 2

21230655 基礎文化研究演習 現代宗教学の諸問題（２) 教授 藤原　聖子 A1+A2 2

21230656 基礎文化研究演習 戦争と宗教 准教授 西村　明 S1+S2 2

21230657 基礎文化研究演習 宗教学的資料調査研究１ 准教授 西村　明 S1+S2 2

21230658 基礎文化研究演習 宗教学的資料調査研究２ 准教授 西村　明 A1+A2 2

21230659 基礎文化研究演習 宗教と世俗空間 准教授 西村　明 A1+A2 2

21230660 基礎文化研究演習 現代宗教思想基礎文献講読 准教授 渡辺　優 S1+S2 2

21230661 基礎文化研究演習 修士総合指導（１）
准教授
講師

渡辺　優
志田　雅宏

S1+S2 2

21230662 基礎文化研究演習 修士総合指導（２）
准教授
講師

渡辺　優
志田　雅宏

A1+A2 2

21230663 基礎文化研究演習 西洋宗教思想研究（１） 准教授 渡辺　優 S1+S2 2

21230664 基礎文化研究演習 西洋宗教思想研究（２） 准教授 渡辺　優 A1+A2 2

21230665 基礎文化研究演習 中世ユダヤ教思想文献講読（１） 講師 志田　雅宏 S1+S2 2

21230666 基礎文化研究演習 中世ユダヤ教思想文献講読（２） 講師 志田　雅宏 A1+A2 2

21230696 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230697 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230699 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



基礎文化研究専攻（思想文化） 美学芸術学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21230701 美学芸術学特殊研究 カント『判断力批判』（１） 教授 小田部　胤久 S1+S2 2

21230702 美学芸術学特殊研究 カント『判断力批判』（２） 教授 小田部　胤久 A1+A2 2

21230703 美学芸術学特殊研究 芸術作品の存在論 教授 三浦　俊彦 S1+S2 2

21230704 美学芸術学特殊研究 芸術と美的体験 教授 三浦　俊彦 A1+A2 2

21230705 美学芸術学特殊研究 遊びとゲームの感性学 准教授 吉田　寛 S1+S2 2

21230706 美学芸術学特殊研究 メディアとデザインの感性学 准教授 吉田　寛 A1+A2 2

21230707 美学芸術学特殊研究 茶道文化の諸相 非常勤講師 田中　秀隆 S1+S2 2

21230708 美学芸術学特殊研究
ハリウッド映画におけるショット構成・演出・ストー
リーテリング

非常勤講師 木村　建哉 S1+S2 2

21230709 美学芸術学特殊研究 舞踊の近代化と芸術化 非常勤講師 武藤　大祐 S1+S2 2

21230710 美学芸術学特殊研究 ファッションを考える/ファッションで考える 非常勤講師 平芳　裕子 S2 2 集中

21230711 美学芸術学特殊研究 プロティノス『エンネアデス』第三論集第五論文 非常勤講師 堀江　聡 S1+S2 2

21230712 美学芸術学特殊研究 プロティノス『エンネアデス』第六論集第九論文 非常勤講師 堀江　聡 A1+A2 2

21230751 美学芸術学演習 Colloquium Aestheticum
教授
教授
准教授

小田部　胤久
三浦　俊彦
吉田　寛

通年 4

21230796 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230798 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

基礎文化研究専攻（思想文化） 美学芸術学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230701 基礎文化研究特殊研究 カント『判断力批判』（１） 教授 小田部　胤久 S1+S2 2

21230702 基礎文化研究特殊研究 カント『判断力批判』（２） 教授 小田部　胤久 A1+A2 2

21230703 基礎文化研究特殊研究 芸術作品の存在論 教授 三浦　俊彦 S1+S2 2

21230704 基礎文化研究特殊研究 芸術と美的体験 教授 三浦　俊彦 A1+A2 2

21230705 基礎文化研究特殊研究 遊びとゲームの感性学 准教授 吉田　寛 S1+S2 2

21230706 基礎文化研究特殊研究 メディアとデザインの感性学 准教授 吉田　寛 A1+A2 2

21230707 基礎文化研究特殊研究 茶道文化の諸相 非常勤講師 田中　秀隆 S1+S2 2

21230708 基礎文化研究特殊研究
ハリウッド映画におけるショット構成・演出・ストー
リーテリング

非常勤講師 木村　建哉 S1+S2 2

21230709 基礎文化研究特殊研究 舞踊の近代化と芸術化 非常勤講師 武藤　大祐 S1+S2 2

21230710 基礎文化研究特殊研究 ファッションを考える/ファッションで考える 非常勤講師 平芳　裕子 S2 2 集中

21230711 基礎文化研究特殊研究 プロティノス『エンネアデス』第三論集第五論文 非常勤講師 堀江　聡 S1+S2 2

21230712 基礎文化研究特殊研究 プロティノス『エンネアデス』第六論集第九論文 非常勤講師 堀江　聡 A1+A2 2

21230751 基礎文化研究演習 Colloquium Aestheticum
教授
教授
准教授

小田部　胤久
三浦　俊彦
吉田　寛

通年 4

21230796 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230797 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230799 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



基礎文化研究専攻（思想文化） 死生学応用倫理専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21230801 死生学応用倫理特殊研究 死生学の射程 教授 堀江　宗正 A1+A2 2

21230802 死生学応用倫理特殊研究 臨床死生学・倫理学の諸問題V 特任教授 会田　薫子 S1+S2 2

21230803 死生学応用倫理特殊研究 臨床死生学・倫理学の諸問題VI 特任教授 会田　薫子 A1+A2 2

21230804 死生学応用倫理特殊研究 臨床死生学特論 特任教授 会田　薫子 A1+A2 2

21230805 死生学応用倫理特殊研究 共感とケアの哲学 特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230806 死生学応用倫理特殊研究
自律についての関係的なアプローチ：現代自由
論の一展開

特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230807 死生学応用倫理特殊研究
認識をめぐる不正義と責任：現代認識論の一展
開

特任准教授 早川　正祐 A1+A2 2

21230808 死生学応用倫理特殊研究 死生をめぐる偶然と確率の問題 准教授 乘立　雄輝 A1+A2 2

21230809 死生学応用倫理特殊研究 死生をめぐる実存哲学の諸問題 教授 古荘　真敬 S1+S2 2

21230810 死生学応用倫理特殊研究 スピリチュアリティ研究 教授 堀江　宗正 S1+S2 2

21230811 死生学応用倫理特殊研究 葬送儀礼の変容と死生観 非常勤講師 山田　慎也 A1+A2 2

21230812 死生学応用倫理特殊研究 応用倫理入門 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

21230813 死生学応用倫理特殊研究 東アジアの死生学・応用倫理へ 教授 池澤　優 A1+A2 2

21230814 死生学応用倫理特殊研究 技術時代の倫理―ハイデガー哲学の視点から 非常勤講師 轟　孝夫 A1+A2 2

21230815 死生学応用倫理特殊研究 都市の環境倫理 非常勤講師 吉永　明弘 S1+S2 2

21230816 死生学応用倫理特殊研究 食と場所の環境倫理 准教授（新領域） 福永　真弓 A1+A2 2

21230817 死生学応用倫理特殊研究 現象学的質的研究入門 非常勤講師 村上　靖彦 S2 2 集中

21230818 死生学応用倫理特殊研究 歴史実践における口承／環境／叙述 非常勤講師 北條　勝貴 S1+S2 2

21230819 死生学応用倫理特殊研究 医療者の歴史と倫理 教授 鈴木　晃仁 A1+A2 2

21230820 死生学応用倫理特殊研究
気候崩壊を生き延びるために～人新世の倫理・
経済・宗教

非常勤講師 福嶋　揚 A1+A2 2

21230851 死生学応用倫理演習 死生学応用倫理演習
教授
教授
教授

池澤　優
鈴木　晃仁
堀江　宗正

A1+A2 2

21230852 死生学応用倫理演習 批判的死生学 教授 堀江　宗正 S1+S2 2

21230853 死生学応用倫理演習 疾病の歴史と倫理 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

21230854 死生学応用倫理演習 病いの語りをめぐる倫理 特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230856 死生学応用倫理演習 患者の歴史と倫理 I 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

21230857 死生学応用倫理演習 質的研究法入門 特任教授 会田　薫子 S1+S2 2

21230858 死生学応用倫理演習 応用倫理文献講読 教授 池澤　優 A1+A2 2

21230859 死生学応用倫理演習 患者の歴史と倫理II 教授 鈴木　晃仁 A1+A2 2

21230860 死生学応用倫理演習 環境思想研究 教授 堀江　宗正 A1+A2 2

21230896 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230898 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



基礎文化研究専攻（思想文化） 死生学応用倫理専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230801 基礎文化研究特殊研究 死生学の射程 教授 堀江　宗正 A1+A2 2

21230802 基礎文化研究特殊研究 臨床死生学・倫理学の諸問題V 特任教授 会田　薫子 S1+S2 2

21230803 基礎文化研究特殊研究 臨床死生学・倫理学の諸問題VI 特任教授 会田　薫子 A1+A2 2

21230804 基礎文化研究特殊研究 臨床死生学特論 特任教授 会田　薫子 A1+A2 2

21230805 基礎文化研究特殊研究 共感とケアの哲学 特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230806 基礎文化研究特殊研究
自律についての関係的なアプローチ：現代自由
論の一展開

特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230807 基礎文化研究特殊研究
認識をめぐる不正義と責任：現代認識論の一展
開

特任准教授 早川　正祐 A1+A2 2

21230808 基礎文化研究特殊研究 死生をめぐる偶然と確率の問題 准教授 乘立　雄輝 A1+A2 2

21230809 基礎文化研究特殊研究 死生をめぐる実存哲学の諸問題 教授 古荘　真敬 S1+S2 2

21230810 基礎文化研究特殊研究 スピリチュアリティ研究 教授 堀江　宗正 S1+S2 2

21230811 基礎文化研究特殊研究 葬送儀礼の変容と死生観 非常勤講師 山田　慎也 A1+A2 2

21230812 基礎文化研究特殊研究 応用倫理入門 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

21230813 基礎文化研究特殊研究 東アジアの死生学・応用倫理へ 教授 池澤　優 A1+A2 2

21230814 基礎文化研究特殊研究 技術時代の倫理―ハイデガー哲学の視点から 非常勤講師 轟　孝夫 A1+A2 2

21230815 基礎文化研究特殊研究 都市の環境倫理 非常勤講師 吉永　明弘 S1+S2 2

21230816 基礎文化研究特殊研究 食と場所の環境倫理 准教授（新領域） 福永　真弓 A1+A2 2

21230817 基礎文化研究特殊研究 現象学的質的研究入門 非常勤講師 村上　靖彦 S2 2 集中

21230818 基礎文化研究特殊研究 歴史実践における口承／環境／叙述 非常勤講師 北條　勝貴 S1+S2 2

21230819 基礎文化研究特殊研究 医療者の歴史と倫理 教授 鈴木　晃仁 A1+A2 2

21230820 基礎文化研究特殊研究
気候崩壊を生き延びるために～人新世の倫理・
経済・宗教

非常勤講師 福嶋　揚 A1+A2 2

21230851 基礎文化研究演習 死生学応用倫理演習
教授
教授
教授

池澤　優
鈴木　晃仁
堀江　宗正

A1+A2 2

21230852 基礎文化研究演習 批判的死生学 教授 堀江　宗正 S1+S2 2

21230853 基礎文化研究演習 疾病の歴史と倫理 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

21230854 基礎文化研究演習 病いの語りをめぐる倫理 特任准教授 早川　正祐 S1+S2 2

21230856 基礎文化研究演習 患者の歴史と倫理 I 教授 鈴木　晃仁 S1+S2 2

21230857 基礎文化研究演習 質的研究法入門 特任教授 会田　薫子 S1+S2 2

21230858 基礎文化研究演習 応用倫理文献講読 教授 池澤　優 A1+A2 2

21230859 基礎文化研究演習 患者の歴史と倫理II 教授 鈴木　晃仁 A1+A2 2

21230860 基礎文化研究演習 環境思想研究 教授 堀江　宗正 A1+A2 2

21230896 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230897 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230899 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



基礎文化研究専攻（心理学） 心理学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21230901 心理学特殊研究 情報メディア論Ⅰ：インターネット基礎 講師 西川　賀樹 S1+S2 2

21230902 心理学特殊研究 情報メディア論Ⅱ：情報セキュリティ 講師 西川　賀樹 A1+A2 2

21230903 心理学特殊研究 神経心理学 非常勤講師 小早川　睦貴 S1+S2 2

21230904 心理学特殊研究 視覚心理学 非常勤講師 田谷　修一郎 A1+A2 2

21230905 心理学特殊研究 精神病理学特論 非常勤講師 松本　昇 A2 2 集中

21230906 心理学特殊研究 障害者・障害児心理学 准教授（総文） 小池　進介 A1+A2 2

21230907 心理学特殊研究 バーチャルリアリティ学概論 教授（情報基盤） 雨宮　智浩 A1+A2 2

21230951 心理学演習 心理学基礎論
教授
准教授
准教授

今水　寛
鈴木　敦命
浅野　倫子

通年 4

21230952 心理学演習 脳のネットワーク論 教授 今水　寛 通年 4

21230953 心理学演習 認知・感情過程論 准教授 鈴木　敦命 通年 4

21230954 心理学演習 認知・言語の心理学演習 准教授 浅野　倫子 通年 4

21230996 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230998 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

基礎文化研究専攻（心理学） 心理学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21230901 基礎文化研究特殊研究 情報メディア論Ⅰ：インターネット基礎 講師 西川　賀樹 S1+S2 2

21230902 基礎文化研究特殊研究 情報メディア論Ⅱ：情報セキュリティ 講師 西川　賀樹 A1+A2 2

21230903 基礎文化研究特殊研究 神経心理学 非常勤講師 小早川　睦貴 S1+S2 2

21230904 基礎文化研究特殊研究 視覚心理学 非常勤講師 田谷　修一郎 A1+A2 2

21230905 基礎文化研究特殊研究 精神病理学特論 非常勤講師 松本　昇 A2 2 集中

21230906 基礎文化研究特殊研究 障害者・障害児心理学 准教授（総文） 小池　進介 A1+A2 2

21230907 基礎文化研究特殊研究 バーチャルリアリティ学概論 教授（情報基盤） 雨宮　智浩 A1+A2 2

21230951 基礎文化研究演習 心理学基礎論
教授
准教授
准教授

今水　寛
鈴木　敦命
浅野　倫子

通年 4

21230952 基礎文化研究演習 脳のネットワーク論 教授 今水　寛 通年 4

21230953 基礎文化研究演習 認知・感情過程論 准教授 鈴木　敦命 通年 4

21230954 基礎文化研究演習 認知・言語の心理学演習 准教授 浅野　倫子 通年 4

21230996 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21230997 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21230999 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



日本文化研究専攻（日本語日本文学） 日本語日本文学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21231101 日本語日本文学特殊研究 モダリティ・条件文研究（1） 教授 井島　正博 S1+S2 2

21231102 日本語日本文学特殊研究 モダリティ・条件文研究（2） 教授 井島　正博 A1+A2 2

21231103 日本語日本文学特殊研究 文法論的文体研究 非常勤講師 森山　卓郎 S1+S2 2

21231104 日本語日本文学特殊研究 洋学資料研究 非常勤講師 櫻井　豪人 S1+S2 2

21231105 日本語日本文学特殊研究 言語政策研究 非常勤講師 岩田　一成 A1+A2 2

21231106 日本語日本文学特殊研究 近代の文学 教授 安藤　宏 S1+S2 2

21231107 日本語日本文学特殊研究 総合日本文学

教授
教授
准教授
教授
准教授
教授

鉄野　昌弘
高木　和子
木下　華子
佐藤　至子
河野　龍也
安藤　宏

A2 2

21231108 日本語日本文学特殊研究 近代日本の文化と社会 非常勤講師 衣笠　正晃 A1+A2 2

21231131 日本語学演習 日本語文法研究 教授 井島　正博 通年 4

21231132 日本語学演習 日本語音韻史研究 教授 肥爪　周二 通年 4

21231133 日本語学演習 日本語方言の記述的研究 准教授 小西　いずみ 通年 4

21231151 日本文学演習 古代文学研究 教授 鉄野　昌弘 通年 4

21231152 日本文学演習 平安文学研究 教授 高木　和子 通年 4

21231153 日本文学演習 中世文学研究 准教授 木下　華子 通年 4

21231154 日本文学演習 近世文学研究 教授 佐藤　至子 A1+A2 2

21231155 日本文学演習 近代文学研究 教授 安藤　宏 通年 4

21231156 日本文学演習 近現代文学研究 准教授 河野　龍也 通年 4

21231157 日本文学演習 国語国文学研究法 教授 鉄野　昌弘 通年 2

21231196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21231198 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



日本文化研究専攻（日本語日本文学） 日本語日本文学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21231101 日本文化研究特殊研究 モダリティ・条件文研究（1） 教授 井島　正博 S1+S2 2

21231102 日本文化研究特殊研究 モダリティ・条件文研究（2） 教授 井島　正博 A1+A2 2

21231103 日本文化研究特殊研究 文法論的文体研究 非常勤講師 森山　卓郎 S1+S2 2

21231104 日本文化研究特殊研究 洋学資料研究 非常勤講師 櫻井　豪人 S1+S2 2

21231105 日本文化研究特殊研究 言語政策研究 非常勤講師 岩田　一成 A1+A2 2

21231106 日本文化研究特殊研究 近代の文学 教授 安藤　宏 S1+S2 2

21231107 日本文化研究特殊研究 総合日本文学

教授
教授
准教授
教授
准教授
教授

鉄野　昌弘
高木　和子
木下　華子
佐藤　至子
河野　龍也
安藤　宏

A2 2

21231108 日本文化研究特殊研究 近代日本の文化と社会 非常勤講師 衣笠　正晃 A1+A2 2

21231131 日本文化研究演習 日本語文法研究 教授 井島　正博 通年 4

21231132 日本文化研究演習 日本語音韻史研究 教授 肥爪　周二 通年 4

21231133 日本文化研究演習 日本語方言の記述的研究 准教授 小西　いずみ 通年 4

21231151 日本文化研究演習 古代文学研究 教授 鉄野　昌弘 通年 4

21231152 日本文化研究演習 平安文学研究 教授 高木　和子 通年 4

21231153 日本文化研究演習 中世文学研究 准教授 木下　華子 通年 4

21231154 日本文化研究演習 近世文学研究 教授 佐藤　至子 A1+A2 2

21231155 日本文化研究演習 近代文学研究 教授 安藤　宏 通年 4

21231156 日本文化研究演習 近現代文学研究 准教授 河野　龍也 通年 4

21231157 日本文化研究演習 国語国文学研究法 教授 鉄野　昌弘 通年 2

21231196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21231197 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21231199 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



日本文化研究専攻（日本史学） 日本史学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21231201 日本史学特殊研究 近代政治史演習 教授 野島（加藤）　陽子 通年 4

21231202 日本史学特殊研究 古代政治史演習 教授 大津　透 通年 4

21231203 日本史学特殊研究 明治期社会経済史演習 教授 鈴木　淳 通年 4

21231204 日本史学特殊研究 近世地域史研究 教授 牧原　成征 通年 4

21231205 日本史学特殊研究 中世史料研究 教授 高橋　典幸 S1+S2 2

21231206 日本史学特殊研究 中世史料演習 教授 高橋　典幸 A1+A2 2

21231207 日本史学特殊研究 中世都市研究 准教授 三枝　暁子 通年 4

21231208 日本史学特殊研究 近世政治史研究 准教授 村　和明 S1+S2 2

21231251 日本史学演習 日本法制史史料研究I 教授（法学） 新田　一郎 S1+S2 2

21231252 日本史学演習 日本法制史史料研究II 教授（法学） 新田　一郎 A1+A2 2

21231253 日本史学演習 律令時代の研究（正倉院文書演習） 教授（史料） 山口　英男 通年 4

21231254 日本史学演習 平安時代の政治・社会・文化の研究 教授（史料） 田島　公 通年 4

21231255 日本史学演習 中世史料講読 教授（史料） 本郷　惠子 通年 4

21231256 日本史学演習 中世都市の史料読解 教授（史料） 高橋　慎一朗 通年 4

21231257 日本史学演習 日本近世史料演習 准教授（史料） 小野　将 通年 4

21231258 日本史学演習 中世宗教史料の研究 教授（史料） 山家　浩樹 通年 4

21231259 日本史学演習 近世前期史料演習 教授（史料） 小宮　木代良 通年 4

21231260 日本史学演習 経済史演習 教授（社研） 中村　尚史 S1+S2 2

21231261 日本史学演習 オランダ語史料研究1 教授（史料） 松方　冬子 S1+S2 2

21231262 日本史学演習 オランダ語史料研究2 教授（史料） 松方　冬子 A1+A2 2

21231263 日本史学演習 日本史学の諸問題 各教員 通年 4

21231296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21231298 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



日本文化研究専攻（日本史学） 日本史学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21231201 日本文化研究特殊研究 近代政治史演習 教授 野島（加藤）　陽子 通年 4

21231202 日本文化研究特殊研究 古代政治史演習 教授 大津　透 通年 4

21231203 日本文化研究特殊研究 明治期社会経済史演習 教授 鈴木　淳 通年 4

21231204 日本文化研究特殊研究 近世地域史研究 教授 牧原　成征 通年 4

21231205 日本文化研究特殊研究 中世史料研究 教授 高橋　典幸 S1+S2 2

21231206 日本文化研究特殊研究 中世史料演習 教授 高橋　典幸 A1+A2 2

21231207 日本文化研究特殊研究 中世都市研究 准教授 三枝　暁子 通年 4

21231208 日本文化研究特殊研究 近世政治史研究 准教授 村　和明 S1+S2 2

21231251 日本文化研究演習 日本法制史史料研究I 教授（法学） 新田　一郎 S1+S2 2

21231252 日本文化研究演習 日本法制史史料研究II 教授（法学） 新田　一郎 A1+A2 2

21231253 日本文化研究演習 律令時代の研究（正倉院文書演習） 教授（史料） 山口　英男 通年 4

21231254 日本文化研究演習 平安時代の政治・社会・文化の研究 教授（史料） 田島　公 通年 4

21231255 日本文化研究演習 中世史料講読 教授（史料） 本郷　惠子 通年 4

21231256 日本文化研究演習 中世都市の史料読解 教授（史料） 高橋　慎一朗 通年 4

21231257 日本文化研究演習 日本近世史料演習 准教授（史料） 小野　将 通年 4

21231258 日本文化研究演習 中世宗教史料の研究 教授（史料） 山家　浩樹 通年 4

21231259 日本文化研究演習 近世前期史料演習 教授（史料） 小宮　木代良 通年 4

21231260 日本文化研究演習 経済史演習 教授（社研） 中村　尚史 S1+S2 2

21231261 日本文化研究演習 オランダ語史料研究1 教授（史料） 松方　冬子 S1+S2 2

21231262 日本文化研究演習 オランダ語史料研究2 教授（史料） 松方　冬子 A1+A2 2

21231263 日本文化研究演習 日本史学の諸問題 各教員 通年 4

21231296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21231297 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21231299 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



アジア文化研究専攻（アジア文化） 中国語中国文学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21232101 中国語中国文学特殊研究 東アジア文学史論 教授 齋藤　希史 S1+S2 2

21232102 中国語中国文学特殊研究 中国現代文学史論 教授 鈴木　将久 S1+S2 2

21232103 中国語中国文学特殊研究 近代以降日中文芸交渉史研究 講師 王　俊文 A1+A2 2

21232104 中国語中国文学特殊研究 明代文学作品選読 教授（東文研） 大木　康 S1+S2 2

21232105 中国語中国文学特殊研究 清代文学作品選読 教授（東文研） 大木　康 A1+A2 2

21232106 中国語中国文学特殊研究 楚辞『天問』講読 教授（総文） 谷口　洋 S1+S2 2

21232107 中国語中国文学特殊研究 台湾の文学と言語 教授（総文） 吉川　雅之 A1+A2 2

21232108 中国語中国文学特殊研究 釋大典『詩語解』講読 教授（総文） 田口　一郎 A1+A2 2

21232109 中国語中国文学特殊研究 明清白話小説選読（１） 准教授（東文研） 上原　究一 S1+S2 2

21232110 中国語中国文学特殊研究 明清白話小説選読（２） 准教授（東文研） 上原　究一 A1+A2 2

21232111 中国語中国文学特殊研究 甲骨文を読む 非常勤講師 戸内　俊介 A1+A2 2

21232112 中国語中国文学特殊研究 唐詩推敲 非常勤講師 静永　健 S2 2 集中

21232131 中国語学演習 楚系文字研究 教授 大西　克也 S1+S2 2

21232132 中国語学演習 『説文解字注』を読む 教授 大西　克也 S1+S2 2

21232133 中国語学演習 上古中国語文法関係論文講読 教授 大西　克也 S1+S2 2

21232151 中国文学演習 東アジア人文学の諸問題 教授 齋藤　希史 A1+A2 2

21232152 中国文学演習 古典文学芸術論選読 教授 齋藤　希史 S1+S2 2

21232153 中国文学演習 古典詩文選読 教授 齋藤　希史 S1+S2 2

21232154 中国文学演習 漢魏六朝詩文選読 教授 齋藤　希史 A1+A2 2

21232155 中国文学演習 魯迅研究（１） 教授 鈴木　将久 S1+S2 2

21232156 中国文学演習 魯迅研究（２） 教授 鈴木　将久 A1+A2 2

21232157 中国文学演習 『中国新文学大系』講読 教授 鈴木　将久 S1+S2 2

21232158 中国文学演習 中国現代文学翻訳研究 教授 鈴木　将久 A1+A2 2

21232196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232198 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



アジア文化研究専攻（アジア文化） 中国語中国文学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21232101 アジア文化研究特殊研究 東アジア文学史論 教授 齋藤　希史 S1+S2 2

21232102 アジア文化研究特殊研究 中国現代文学史論 教授 鈴木　将久 S1+S2 2

21232103 アジア文化研究特殊研究 近代以降日中文芸交渉史研究 講師 王　俊文 A1+A2 2

21232104 アジア文化研究特殊研究 明代文学作品選読 教授（東文研） 大木　康 S1+S2 2

21232105 アジア文化研究特殊研究 清代文学作品選読 教授（東文研） 大木　康 A1+A2 2

21232106 アジア文化研究特殊研究 楚辞『天問』講読 教授（総文） 谷口　洋 S1+S2 2

21232107 アジア文化研究特殊研究 台湾の文学と言語 教授（総文） 吉川　雅之 A1+A2 2

21232108 アジア文化研究特殊研究 釋大典『詩語解』講読 教授（総文） 田口　一郎 A1+A2 2

21232109 アジア文化研究特殊研究 明清白話小説選読（１） 准教授（東文研） 上原　究一 S1+S2 2

21232110 アジア文化研究特殊研究 明清白話小説選読（２） 准教授（東文研） 上原　究一 A1+A2 2

21232111 アジア文化研究特殊研究 甲骨文を読む 非常勤講師 戸内　俊介 A1+A2 2

21232112 アジア文化研究特殊研究 唐詩推敲 非常勤講師 静永　健 S2 2 集中

21232131 アジア文化研究演習 楚系文字研究 教授 大西　克也 S1+S2 2

21232132 アジア文化研究演習 『説文解字注』を読む 教授 大西　克也 S1+S2 2

21232133 アジア文化研究演習 上古中国語文法関係論文講読 教授 大西　克也 S1+S2 2

21232151 アジア文化研究演習 東アジア人文学の諸問題 教授 齋藤　希史 A1+A2 2

21232152 アジア文化研究演習 古典文学芸術論選読 教授 齋藤　希史 S1+S2 2

21232153 アジア文化研究演習 古典詩文選読 教授 齋藤　希史 S1+S2 2

21232154 アジア文化研究演習 漢魏六朝詩文選読 教授 齋藤　希史 A1+A2 2

21232155 アジア文化研究演習 魯迅研究（１） 教授 鈴木　将久 S1+S2 2

21232156 アジア文化研究演習 魯迅研究（２） 教授 鈴木　将久 A1+A2 2

21232157 アジア文化研究演習 『中国新文学大系』講読 教授 鈴木　将久 S1+S2 2

21232158 アジア文化研究演習 中国現代文学翻訳研究 教授 鈴木　将久 A1+A2 2

21232196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232197 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21232199 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



アジア文化研究専攻（アジア文化） 東アジア思想文化専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21232301 東アジア思想文化学特殊研究 詩経解釈学研究 非常勤講師 種村　和史 A1+A2 2

21232302 東アジア思想文化学特殊研究
清朝道教研究：全真教龍門派における正統性の
創造を軸に

非常勤講師 森　由利亜 A1+A2 2

21232303 東アジア思想文化学特殊研究 医学史を中心とした日本近世学術史 非常勤講師 町　泉寿郎 A1+A2 2

21232304 東アジア思想文化学特殊研究 アジア太平洋文化交流論II(1) 准教授（総文） 高山　大毅 S1+S2 2

21232305 東アジア思想文化学特殊研究 アジア太平洋文化交流論II(2) 准教授（総文） 高山　大毅 A1+A2 2

21232306 東アジア思想文化学特殊研究 中国における技術の哲学 准教授（総文） 田中　有紀 S1+S2 2

21232307 東アジア思想文化学特殊研究 中国における音楽の哲学 准教授（総文） 田中　有紀 A1+A2 2

21232308 東アジア思想文化学特殊研究 中国仏典講読(1) 准教授（東文研） 柳　幹康 S1+S2 2

21232309 東アジア思想文化学特殊研究 中国仏典講読(2) 准教授（東文研） 柳　幹康 A1+A2 2

21232310 東アジア思想文化学特殊研究 中国近代哲学基本文献講読(1) 准教授（総文） 石井　剛 S1+S2 2

21232311 東アジア思想文化学特殊研究 中国近代哲学基本文献講読(2) 准教授（総文） 石井　剛 A1+A2 2

21232312 東アジア思想文化学特殊研究 『論語』を読む 准教授（東文研） 中島　隆博 S1+S2 2

21232351 東アジア思想文化学演習 宋学研究(1) 教授 小島　毅 S1+S2 2

21232352 東アジア思想文化学演習 宋学研究(2) 教授 小島　毅 A1+A2 2

21232353 東アジア思想文化学演習 中国古典文献学概論 教授 陳　捷 S1+S2 2

21232354 東アジア思想文化学演習 中国古典文献学研究 教授 陳　捷 A1+A2 2

21232396 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232398 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

アジア文化研究専攻（アジア文化） 東アジア思想文化専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21232301 アジア文化研究特殊研究 詩経解釈学研究 非常勤講師 種村　和史 A1+A2 2

21232302 アジア文化研究特殊研究
清朝道教研究：全真教龍門派における正統性の
創造を軸に

非常勤講師 森　由利亜 A1+A2 2

21232303 アジア文化研究特殊研究 医学史を中心とした日本近世学術史 非常勤講師 町　泉寿郎 A1+A2 2

21232304 アジア文化研究特殊研究 アジア太平洋文化交流論II(1) 准教授（総文） 高山　大毅 S1+S2 2

21232305 アジア文化研究特殊研究 アジア太平洋文化交流論II(2) 准教授（総文） 高山　大毅 A1+A2 2

21232306 アジア文化研究特殊研究 中国における技術の哲学 准教授（総文） 田中　有紀 S1+S2 2

21232307 アジア文化研究特殊研究 中国における音楽の哲学 准教授（総文） 田中　有紀 A1+A2 2

21232308 アジア文化研究特殊研究 中国仏典講読(1) 准教授（東文研） 柳　幹康 S1+S2 2

21232309 アジア文化研究特殊研究 中国仏典講読(2) 准教授（東文研） 柳　幹康 A1+A2 2

21232310 アジア文化研究特殊研究 中国近代哲学基本文献講読(1) 准教授（総文） 石井　剛 S1+S2 2

21232311 アジア文化研究特殊研究 中国近代哲学基本文献講読(2) 准教授（総文） 石井　剛 A1+A2 2

21232312 アジア文化研究特殊研究 『論語』を読む 准教授（東文研） 中島　隆博 S1+S2 2

21232351 アジア文化研究演習 宋学研究(1) 教授 小島　毅 S1+S2 2

21232352 アジア文化研究演習 宋学研究(2) 教授 小島　毅 A1+A2 2

21232353 アジア文化研究演習 中国古典文献学概論 教授 陳　捷 S1+S2 2

21232354 アジア文化研究演習 中国古典文献学研究 教授 陳　捷 A1+A2 2

21232396 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232397 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21232399 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



アジア文化研究専攻（アジア文化） インド文学・インド哲学・仏教学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21232401 インド語インド文学特殊研究 叙事詩文献の研究
教授
助教

梶原　三恵子
高橋　健二

S1+S2 2

21232402 インド語インド文学特殊研究 サンスクリット美文学の研究
教授
助教

梶原　三恵子
高橋　健二

A1+A2 2

21232403 インド語インド文学特殊研究 『マヌ法典』第1章メーダ―ティティ注の研究 非常勤講師 吉水　清孝 A1+A2 2

21232411 南アジア社会文化論特殊研究 上座部仏教文献講読（１） 教授（東文研） 馬場　紀寿 S1+S2 2

21232412 南アジア社会文化論特殊研究 上座部仏教文献講読（２） 教授（東文研） 馬場　紀寿 A1+A2 2

21232421 インド哲学仏教学特殊研究 中国仏典講読（１） 准教授（東文研） 柳　幹康 S1+S2 2

21232422 インド哲学仏教学特殊研究 中国仏典講読（２） 准教授（東文研） 柳　幹康 A1+A2 2

21232423 インド哲学仏教学特殊研究 中世日本華厳教学研究 非常勤講師 前川　健一 A1+A2 2

21232424 インド哲学仏教学特殊研究 仏教認識論文献研究 非常勤講師 護山　真也 A2 2

21232425 インド哲学仏教学特殊研究 チベット仏教文献講読 非常勤講師 根本　裕史 A2 2 集中

21232451 インド語インド文学演習 サンスクリット語文献講読（１） 教授 梶原　三恵子 S1+S2 2

21232452 インド語インド文学演習 サンスクリット語文献講読（２） 教授 梶原　三恵子 A1+A2 2

21232453 インド語インド文学演習 タミル語文献研究（１） 非常勤講師 宮本　城 S1+S2 2

21232454 インド語インド文学演習 タミル語文献研究（２） 非常勤講師 宮本　城 A1+A2 2

21232455 インド語インド文学演習 サンスクリット語文献研究（１） 教授 梶原　三恵子 S1+S2 2

21232456 インド語インド文学演習 サンスクリット語文献研究（２） 教授 梶原　三恵子 A1+A2 2

21232461 インド哲学仏教学演習 インド哲学文献研究(1) 准教授 加藤　隆宏 S1+S2 2

21232462 インド哲学仏教学演習 インド哲学文献研究(2) 准教授 加藤　隆宏 A1+A2 2

21232463 インド哲学仏教学演習 部派仏教文献研究(1) 准教授 八尾　史 S1+S2 2

21232464 インド哲学仏教学演習 部派仏教文献研究(2) 准教授 八尾　史 A1+A2 2

21232465 インド哲学仏教学演習 日本仏教文献研究(1) 教授 蓑輪　顕量 S1+S2 2

21232466 インド哲学仏教学演習 日本仏教文献研究(2) 教授 蓑輪　顕量 A1+A2 2

21232467 インド哲学仏教学演習 インド仏教論書研究(1) 准教授 高橋　晃一 S1+S2 2

21232468 インド哲学仏教学演習 インド仏教論書研究(2) 准教授 高橋　晃一 A1+A2 2

21232496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232498 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



アジア文化研究専攻（アジア文化） インド文学・インド哲学・仏教学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21232401 アジア文化研究特殊研究 叙事詩文献の研究
教授
助教

梶原　三恵子
高橋　健二

S1+S2 2

21232402 アジア文化研究特殊研究 サンスクリット美文学の研究
教授
助教

梶原　三恵子
高橋　健二

A1+A2 2

21232403 アジア文化研究特殊研究 『マヌ法典』第1章メーダ―ティティ注の研究 非常勤講師 吉水　清孝 A1+A2 2

21232411 アジア文化研究特殊研究 上座部仏教文献講読（１） 教授（東文研） 馬場　紀寿 S1+S2 2

21232412 アジア文化研究特殊研究 上座部仏教文献講読（２） 教授（東文研） 馬場　紀寿 A1+A2 2

21232421 アジア文化研究特殊研究 中国仏典講読（１） 准教授（東文研） 柳　幹康 S1+S2 2

21232422 アジア文化研究特殊研究 中国仏典講読（２） 准教授（東文研） 柳　幹康 A1+A2 2

21232423 アジア文化研究特殊研究 中世日本華厳教学研究 非常勤講師 前川　健一 A1+A2 2

21232424 アジア文化研究特殊研究 仏教認識論文献研究 非常勤講師 護山　真也 A2 2

21232425 アジア文化研究特殊研究 チベット仏教文献講読 非常勤講師 根本　裕史 A2 2 集中

21232451 アジア文化研究演習 サンスクリット語文献講読（１） 教授 梶原　三恵子 S1+S2 2

21232452 アジア文化研究演習 サンスクリット語文献講読（２） 教授 梶原　三恵子 A1+A2 2

21232453 アジア文化研究演習 タミル語文献研究（１） 非常勤講師 宮本　城 S1+S2 2

21232454 アジア文化研究演習 タミル語文献研究（２） 非常勤講師 宮本　城 A1+A2 2

21232455 アジア文化研究演習 サンスクリット語文献研究（１） 教授 梶原　三恵子 S1+S2 2

21232456 アジア文化研究演習 サンスクリット語文献研究（２） 教授 梶原　三恵子 A1+A2 2

21232461 アジア文化研究演習 インド哲学文献研究(1) 准教授 加藤　隆宏 S1+S2 2

21232462 アジア文化研究演習 インド哲学文献研究(2) 准教授 加藤　隆宏 A1+A2 2

21232463 アジア文化研究演習 部派仏教文献研究(1) 准教授 八尾　史 S1+S2 2

21232464 アジア文化研究演習 部派仏教文献研究(2) 准教授 八尾　史 A1+A2 2

21232465 アジア文化研究演習 日本仏教文献研究(1) 教授 蓑輪　顕量 S1+S2 2

21232466 アジア文化研究演習 日本仏教文献研究(2) 教授 蓑輪　顕量 A1+A2 2

21232467 アジア文化研究演習 インド仏教論書研究(1) 准教授 高橋　晃一 S1+S2 2

21232468 アジア文化研究演習 インド仏教論書研究(2) 准教授 高橋　晃一 A1+A2 2

21232496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232497 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21232499 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



アジア文化研究専攻（アジア文化） イスラム学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21232601 イスラム学特殊研究 近現代イスラム政治思想史 教授（先端研） 池内　恵 S1+S2 2

21232602 イスラム学特殊研究 イランにおけるスーフィズムの諸相(1) 非常勤講師 井上　貴恵 S1+S2 2

21232603 イスラム学特殊研究 イランにおけるスーフィズムの諸相(2) 非常勤講師 井上　貴恵 A1+A2 2

21232604 イスラム学特殊研究 イスラム法とジェンダー
教授
助教

菊地　達也
小野　仁美

A1+A2 2

21232605 イスラム学特殊研究 マートゥリーディー派古典入門 准教授 松山　洋平 A1+A2 2

21232651 イスラム学演習 シーア派思想文献講読(1) 教授 菊地　達也 S1+S2 2

21232652 イスラム学演習 シーア派思想文献講読(2) 教授 菊地　達也 A1+A2 2

21232653 イスラム学演習 スンナ派思想文献講読(1) 准教授 松山　洋平 S1+S2 2

21232654 イスラム学演習 スンナ派思想文献講読(2) 准教授 松山　洋平 A1+A2 2

21232696 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232698 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

アジア文化研究専攻（アジア文化） イスラム学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21232601 アジア文化研究特殊研究 近現代イスラム政治思想史 教授（先端研） 池内　恵 S1+S2 2

21232602 アジア文化研究特殊研究 イランにおけるスーフィズムの諸相(1) 非常勤講師 井上　貴恵 S1+S2 2

21232603 アジア文化研究特殊研究 イランにおけるスーフィズムの諸相(2) 非常勤講師 井上　貴恵 A1+A2 2

21232604 アジア文化研究特殊研究 イスラム法とジェンダー
教授
助教

菊地　達也
小野　仁美

A1+A2 2

21232605 アジア文化研究特殊研究 マートゥリーディー派古典入門 准教授 松山　洋平 A1+A2 2

21232651 アジア文化研究演習 シーア派思想文献講読(1) 教授 菊地　達也 S1+S2 2

21232652 アジア文化研究演習 シーア派思想文献講読(2) 教授 菊地　達也 A1+A2 2

21232653 アジア文化研究演習 スンナ派思想文献講読(1) 准教授 松山　洋平 S1+S2 2

21232654 アジア文化研究演習 スンナ派思想文献講読(2) 准教授 松山　洋平 A1+A2 2

21232696 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232697 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21232699 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



アジア文化研究専攻（アジア文化） アジア史専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21232801 アジア史学特殊研究 近代オスマン史の諸問題 非常勤講師 藤波　伸嘉 S1+S2 2

21232802 アジア史学特殊研究 雲南の民族と歴史 非常勤講師 川野　明正 A1+A2 2

21232803 アジア史学特殊研究 近現代タイ経済史研究 非常勤講師 宮田　敏之 A1+A2 2

21232811 比較アジア社会文化論特殊研究 朝鮮時代史演習(1) 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21232812 比較アジア社会文化論特殊研究 朝鮮時代史演習(2) 教授 六反田　豊 A1+A2 2

21232813 比較アジア社会文化論特殊研究 東洋史学の諸問題 教授 佐川　英治 通年 4

21232851 アジア史学演習 韓国朝鮮中世社会史演習 教授 六反田　豊 通年 4

21232852 アジア史学演習 中国古代史料研究 教授（東文研） 小寺　敦 通年 4

21232853 アジア史学演習 中世初期南アジア史の課題 教授（東文研） 古井　龍介 通年 4

21232854 アジア史学演習 イスラーム史・イラン史演習 教授（東文研） 森本　一夫 通年 4

21232855 アジア史学演習 南アジア近世・近現代史演習 准教授（東文研） 小川　道大 通年 4

21232856 アジア史学演習 中国近現代史研究 教授 吉澤　誠一郎 通年 4

21232861 比較アジア社会文化論演習 西アジア史・中央アジア史研究 准教授 守川　知子 通年 4

21232862 比較アジア社会文化論演習 東アジア世界形成期の研究 教授 佐川　英治 通年 4

21232863 比較アジア社会文化論演習 南アジア史・東南アジア史研究 准教授 島田　竜登 通年 4

21232896 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232898 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

アジア文化研究専攻（アジア文化） アジア史専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21232801 アジア文化研究特殊研究 近代オスマン史の諸問題 非常勤講師 藤波　伸嘉 S1+S2 2

21232802 アジア文化研究特殊研究 雲南の民族と歴史 非常勤講師 川野　明正 A1+A2 2

21232803 アジア文化研究特殊研究 近現代タイ経済史研究 非常勤講師 宮田　敏之 A1+A2 2

21232811 アジア文化研究特殊研究 朝鮮時代史演習(1) 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21232812 アジア文化研究特殊研究 朝鮮時代史演習(2) 教授 六反田　豊 A1+A2 2

21232813 アジア文化研究特殊研究 東洋史学の諸問題 教授 佐川　英治 通年 4

21232851 アジア文化研究演習 韓国朝鮮中世社会史演習 教授 六反田　豊 通年 4

21232852 アジア文化研究演習 中国古代史料研究 教授（東文研） 小寺　敦 通年 4

21232853 アジア文化研究演習 中世初期南アジア史の課題 教授（東文研） 古井　龍介 通年 4

21232854 アジア文化研究演習 イスラーム史・イラン史演習 教授（東文研） 森本　一夫 通年 4

21232855 アジア文化研究演習 南アジア近世・近現代史演習 准教授（東文研） 小川　道大 通年 4

21232856 アジア文化研究演習 中国近現代史研究 教授 吉澤　誠一郎 通年 4

21232861 アジア文化研究演習 西アジア史・中央アジア史研究 准教授 守川　知子 通年 4

21232862 アジア文化研究演習 東アジア世界形成期の研究 教授 佐川　英治 通年 4

21232863 アジア文化研究演習 南アジア史・東南アジア史研究 准教授 島田　竜登 通年 4

21232896 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21232897 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21232899 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



欧米系文化研究専攻（古典古代言語文化） 西洋古典学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21233101 古典古代言語文化特殊研究 ギリシア語散文講読
教授
助教

日向　太郎
松浦　高志

S1+S2 2

21233102 古典古代言語文化特殊研究 ギリシア語散文講読
教授
助教

日向　太郎
松浦　高志

A1+A2 2

21233103 古典古代言語文化特殊研究 ギリシア語韻文講読 非常勤講師 佐野　好則 A1+A2 2

21233151 古典古代言語文化演習 ギリシア語韻文講読 非常勤講師 野津　寛 S1+S2 2

21233152 古典古代言語文化演習 ギリシア語韻文講読 非常勤講師 野津　寛 A1+A2 2

21233153 古典古代言語文化演習 ラテン語韻文講読 教授 日向　太郎 S1+S2 2

21233154 古典古代言語文化演習 ラテン語韻文講読 教授 日向　太郎 A1+A2 2

21233155 古典古代言語文化演習 ラテン語散文講読 教授 日向　太郎 S1+S2 2

21233156 古典古代言語文化演習 ラテン語散文講読 教授 日向　太郎 A1+A2 2

21233157 古典古代言語文化演習 ギリシア碑文演習 教授 橋場　弦 通年 4

21233158 古典古代言語文化演習 プラトン『ポリテイア』（１） 教授 納富　信留 S1+S2 2

21233159 古典古代言語文化演習 プラトン『ポリテイア』（２） 教授 納富　信留 A1+A2 2

21233160 古典古代言語文化演習 アリストテレス『メタフュシカ』 教授 納富　信留 通年 4

21233196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233198 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

欧米系文化研究専攻（古典古代言語文化） 西洋古典学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21233101 欧米系文化研究特殊研究 ギリシア語散文講読
教授
助教

日向　太郎
松浦　高志

S1+S2 2

21233102 欧米系文化研究特殊研究 ギリシア語散文講読
教授
助教

日向　太郎
松浦　高志

A1+A2 2

21233103 欧米系文化研究特殊研究 ギリシア語韻文講読 非常勤講師 佐野　好則 A1+A2 2

21233151 欧米系文化研究演習 ギリシア語韻文講読 非常勤講師 野津　寛 S1+S2 2

21233152 欧米系文化研究演習 ギリシア語韻文講読 非常勤講師 野津　寛 A1+A2 2

21233153 欧米系文化研究演習 ラテン語韻文講読 教授 日向　太郎 S1+S2 2

21233154 欧米系文化研究演習 ラテン語韻文講読 教授 日向　太郎 A1+A2 2

21233155 欧米系文化研究演習 ラテン語散文講読 教授 日向　太郎 S1+S2 2

21233156 欧米系文化研究演習 ラテン語散文講読 教授 日向　太郎 A1+A2 2

21233157 欧米系文化研究演習 ギリシア碑文演習 教授 橋場　弦 通年 4

21233158 欧米系文化研究演習 プラトン『ポリテイア』（１） 教授 納富　信留 S1+S2 2

21233159 欧米系文化研究演習 プラトン『ポリテイア』（２） 教授 納富　信留 A1+A2 2

21233160 欧米系文化研究演習 アリストテレス『メタフュシカ』 教授 納富　信留 通年 4

21233196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233197 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233199 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



職　名 氏　　名

21233201 ロマンス語圏言語文化特殊研究 フランス語統辞論研究（１） 非常勤講師 杉山　利恵子 S1+S2 2

21233202 ロマンス語圏言語文化特殊研究 フランス語統辞論研究（２） 非常勤講師 杉山　利恵子 A1+A2 2

21233203 ロマンス語圏言語文化特殊研究 フランス近代芸術・文学研究 非常勤講師 鈴木　雅雄 S1+S2 2

21233204 ロマンス語圏言語文化特殊研究 フランス詩研究 非常勤講師 鈴木　和彦 S1+S2 2

21233205 ロマンス語圏言語文化特殊研究 象徴主義研究 非常勤講師 原　大地 A1+A2 2

21233206 ロマンス語圏言語文化特殊研究 フィクション論研究 非常勤講師 久保　昭博 S2 2 集中

21233251 ロマンス語圏言語文化演習 フランス近代文学研究（１） 教授 塚本　昌則 S1+S2 2

21233252 ロマンス語圏言語文化演習 フランス近代文学研究（２） 教授 塚本　昌則 A1+A2 2

21233253 ロマンス語圏言語文化演習 フランス近世思想研究（１） 教授 王寺　賢太 S1+S2 2

21233254 ロマンス語圏言語文化演習 フランス近世思想研究（２） 教授 王寺　賢太 A1+A2 2

21233255 ロマンス語圏言語文化演習 フランス現代文学研究 教授 塩塚　秀一郎 A1+A2 2

21233256 ロマンス語圏言語文化演習 Etude de texte (1) 非常勤講師 de　Lencquesaing　Marion S1+S2 2

21233257 ロマンス語圏言語文化演習 Etude de texte (2) 非常勤講師 de　Lencquesaing　Marion A1+A2 2

21233258 ロマンス語圏言語文化演習 Dissertation française (1) 非常勤講師 Groisard　Jocelyn S1+S2 2

21233259 ロマンス語圏言語文化演習 Dissertation française (2) 非常勤講師 Groisard　Jocelyn A1+A2 2

21233296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233298 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

職　名 氏　　名

21233201 欧米系文化研究特殊研究 フランス語統辞論研究（１） 非常勤講師 杉山　利恵子 S1+S2 2

21233202 欧米系文化研究特殊研究 フランス語統辞論研究（２） 非常勤講師 杉山　利恵子 A1+A2 2

21233203 欧米系文化研究特殊研究 フランス近代芸術・文学研究 非常勤講師 鈴木　雅雄 S1+S2 2

21233204 欧米系文化研究特殊研究 フランス詩研究 非常勤講師 鈴木　和彦 S1+S2 2

21233205 欧米系文化研究特殊研究 象徴主義研究 非常勤講師 原　大地 A1+A2 2

21233206 欧米系文化研究特殊研究 フィクション論研究 非常勤講師 久保　昭博 S2 2 集中

21233251 欧米系文化研究演習 フランス近代文学研究（１） 教授 塚本　昌則 S1+S2 2

21233252 欧米系文化研究演習 フランス近代文学研究（２） 教授 塚本　昌則 A1+A2 2

21233253 欧米系文化研究演習 フランス近世思想研究（１） 教授 王寺　賢太 S1+S2 2

21233254 欧米系文化研究演習 フランス近世思想研究（２） 教授 王寺　賢太 A1+A2 2

21233255 欧米系文化研究演習 フランス現代文学研究 教授 塩塚　秀一郎 A1+A2 2

21233256 欧米系文化研究演習 Etude de texte (1) 非常勤講師 de　Lencquesaing　Marion S1+S2 2

21233257 欧米系文化研究演習 Etude de texte (2) 非常勤講師 de　Lencquesaing　Marion A1+A2 2

21233258 欧米系文化研究演習 Dissertation française (1) 非常勤講師 Groisard　Jocelyn S1+S2 2

21233259 欧米系文化研究演習 Dissertation française (2) 非常勤講師 Groisard　Jocelyn A1+A2 2

21233296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233297 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233299 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

欧米系文化研究専攻（ロマンス語圏言語文化） フランス語フランス文学専門分野　　博士後期課程

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

欧米系文化研究専攻（ロマンス語圏言語文化） フランス語フランス文学専門分野　　修士課程

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



欧米系文化研究専攻（ロマンス語圏言語文化） 南欧語南欧文学専門分野専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21233301 ロマンス語圏言語文化特殊研究 トルバドゥールの言語 教授 浦　一章 S1+S2 2

21233302 ロマンス語圏言語文化特殊研究 モンターレを中心とした20世紀イタリア詩 非常勤講師 Ida　Duretto S2 2 集中

21233303 ロマンス語圏言語文化特殊研究 Crestomazia (prosa)を読む I 教授 浦　一章 S1+S2 2

21233304 ロマンス語圏言語文化特殊研究 Crestomazia (prosa)を読む II 教授 浦　一章 A1+A2 2

21233305 ロマンス語圏言語文化特殊研究 前衛講読I 准教授 土肥　秀行 S1+S2 2

21233306 ロマンス語圏言語文化特殊研究 前衛講読II 准教授 土肥　秀行 A1+A2 2

21233307 ロマンス語圏言語文化特殊研究 近現代文学（詩・批評）I 准教授 Lorenzo　Amato S1+S2 2

21233308 ロマンス語圏言語文化特殊研究 近現代文学（詩・批評）II 准教授 Lorenzo　Amato A1+A2 2

21233351 ロマンス語圏言語文化演習 マリニズモ研究I 准教授 土肥　秀行 S1+S2 2

21233352 ロマンス語圏言語文化演習 マリニズモ研究II 准教授 土肥　秀行 A1+A2 2

21233353 ロマンス語圏言語文化演習 ルネサンス・バロック文学研究I 准教授 Lorenzo　Amato S1+S2 2

21233354 ロマンス語圏言語文化演習 ルネサンス・バロック文学研究II 准教授 Lorenzo　Amato A1+A2 2

21233355 ロマンス語圏言語文化演習 トルバドゥールの詩を読む 教授 浦　一章 A1+A2 2

21233356 ロマンス語圏言語文化演習 DoviziとCrestomazia (versi)を読む I 教授 浦　一章 S1+S2 2

21233357 ロマンス語圏言語文化演習 DoviziとCrestomazia (versi)を読む II 教授 浦　一章 A1+A2 2

21233396 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233398 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

欧米系文化研究専攻（ロマンス語圏言語文化） 南欧語南欧文学専門分野専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21233301 欧米系文化研究特殊研究 トルバドゥールの言語 教授 浦　一章 S1+S2 2

21233302 欧米系文化研究特殊研究 モンターレを中心とした20世紀イタリア詩 非常勤講師 Ida　Duretto S2 2 集中

21233303 欧米系文化研究特殊研究 Crestomazia (prosa)を読む I 教授 浦　一章 S1+S2 2

21233304 欧米系文化研究特殊研究 Crestomazia (prosa)を読む II 教授 浦　一章 A1+A2 2

21233305 欧米系文化研究特殊研究 前衛講読I 准教授 土肥　秀行 S1+S2 2

21233306 欧米系文化研究特殊研究 前衛講読II 准教授 土肥　秀行 A1+A2 2

21233307 欧米系文化研究特殊研究 近現代文学（詩・批評）I 准教授 Lorenzo　Amato S1+S2 2

21233308 欧米系文化研究特殊研究 近現代文学（詩・批評）II 准教授 Lorenzo　Amato A1+A2 2

21233351 欧米系文化研究演習 マリニズモ研究I 准教授 土肥　秀行 S1+S2 2

21233352 欧米系文化研究演習 マリニズモ研究II 准教授 土肥　秀行 A1+A2 2

21233353 欧米系文化研究演習 ルネサンス・バロック文学研究I 准教授 Lorenzo　Amato S1+S2 2

21233354 欧米系文化研究演習 ルネサンス・バロック文学研究II 准教授 Lorenzo　Amato A1+A2 2

21233355 欧米系文化研究演習 トルバドゥールの詩を読む 教授 浦　一章 A1+A2 2

21233356 欧米系文化研究演習 DoviziとCrestomazia (versi)を読む I 教授 浦　一章 S1+S2 2

21233357 欧米系文化研究演習 DoviziとCrestomazia (versi)を読む II 教授 浦　一章 A1+A2 2

21233396 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233397 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233399 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



欧米系文化研究専攻（広域英語圏言語文化） 英語英米文学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21233401 広域英語圏言語文化特殊研究 比較統語論研究 25 教授 渡邉　明 通年 4

21233402 広域英語圏言語文化特殊研究 生成文法理論：形態論 II 教授 渡邉　明 S1+S2 2

21233403 広域英語圏言語文化特殊研究 生成文法理論：音韻論 非常勤講師 平山　真奈美 A1+A2 2

21233404 広域英語圏言語文化特殊研究 イギリス・アイルランドの詩と詩劇2
教授
助教

阿部　公彦
井上　和樹

S1+S2 2

21233405 広域英語圏言語文化特殊研究 イギリス演劇入門 5 非常勤講師 岩田　美喜 A1+A2 2

21233406 広域英語圏言語文化特殊研究 南北戦争前のアメリカ文学 5 非常勤講師 古屋　耕平 A1+A2 2

21233407 広域英語圏言語文化特殊研究 British Literature 1 非常勤講師 Barnaby　Ralph S1+S2 2

21233408 広域英語圏言語文化特殊研究 British Literature 2 非常勤講師 Barnaby　Ralph A1+A2 2

21233410 広域英語圏言語文化特殊研究 20世紀アメリカ文学 27 准教授 諏訪部　浩一 A1+A2 2

21233411 広域英語圏言語文化特殊研究 批評理論入門１ 准教授（総文） 秦　邦生 S1+S2 2

21233451 広域英語圏言語文化演習 生成文法理論：統語論 2 准教授 中尾　千鶴 S1+S2 2

21233452 広域英語圏言語文化演習 生成文法理論：統語論 3 准教授 中尾　千鶴 A1+A2 2

21233453 広域英語圏言語文化演習 文学と批評 6 教授 阿部　公彦 S1+S2 2

21233454 広域英語圏言語文化演習 文学と批評 7 教授 阿部　公彦 A1+A2 2

21233455 広域英語圏言語文化演習 イギリス小説研究 9 教授 新井　潤美 S1+S2 2

21233456 広域英語圏言語文化演習 イギリス小説研究 10 教授 新井　潤美 A1+A2 2

21233457 広域英語圏言語文化演習 アメリカ南部文学研究 13 教授 後藤　和彦 S1+S2 2

21233458 広域英語圏言語文化演習 アメリカ南部文学研究 14 教授 後藤　和彦 A1+A2 2

21233459 広域英語圏言語文化演習 生成文法理論研究 4 准教授 中尾　千鶴 通年 4

21233460 広域英語圏言語文化演習 英文学研究の諸問題
教授
教授

新井　潤美
阿部　公彦

通年 2

21233461 広域英語圏言語文化演習 米文学研究の諸問題 教授 後藤　和彦 通年 2

21233462 広域英語圏言語文化演習 英語学研究の諸問題
教授
准教授

渡邉　明
中尾　千鶴

通年 2

21233463 広域英語圏言語文化演習 批評の方法１ 教授 阿部　公彦 通年 2

21233496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233498 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



欧米系文化研究専攻（広域英語圏言語文化） 英語英米文学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21233401 欧米系文化研究特殊研究 比較統語論研究 25 教授 渡邉　明 通年 4

21233402 欧米系文化研究特殊研究 生成文法理論：形態論 II 教授 渡邉　明 S1+S2 2

21233403 欧米系文化研究特殊研究 生成文法理論：音韻論 非常勤講師 平山　真奈美 A1+A2 2

21233404 欧米系文化研究特殊研究 イギリス・アイルランドの詩と詩劇2
教授
助教

阿部　公彦
井上　和樹

S1+S2 2

21233405 欧米系文化研究特殊研究 イギリス演劇入門 5 非常勤講師 岩田　美喜 A1+A2 2

21233406 欧米系文化研究特殊研究 南北戦争前のアメリカ文学 5 非常勤講師 古屋　耕平 A1+A2 2

21233407 欧米系文化研究特殊研究 British Literature 1 非常勤講師 Barnaby　Ralph S1+S2 2

21233408 欧米系文化研究特殊研究 British Literature 2 非常勤講師 Barnaby　Ralph A1+A2 2

21233410 欧米系文化研究特殊研究 20世紀アメリカ文学 27 准教授 諏訪部　浩一 A1+A2 2

21233411 欧米系文化研究特殊研究 批評理論入門１ 准教授（総文） 秦　邦生 S1+S2 2

21233451 欧米系文化研究演習 生成文法理論：統語論 2 准教授 中尾　千鶴 S1+S2 2

21233452 欧米系文化研究演習 生成文法理論：統語論 3 准教授 中尾　千鶴 A1+A2 2

21233453 欧米系文化研究演習 文学と批評 6 教授 阿部　公彦 S1+S2 2

21233454 欧米系文化研究演習 文学と批評 7 教授 阿部　公彦 A1+A2 2

21233455 欧米系文化研究演習 イギリス小説研究 9 教授 新井　潤美 S1+S2 2

21233456 欧米系文化研究演習 イギリス小説研究 10 教授 新井　潤美 A1+A2 2

21233457 欧米系文化研究演習 アメリカ南部文学研究 13 教授 後藤　和彦 S1+S2 2

21233458 欧米系文化研究演習 アメリカ南部文学研究 14 教授 後藤　和彦 A1+A2 2

21233459 欧米系文化研究演習 生成文法理論研究 4 准教授 中尾　千鶴 通年 4

21233460 欧米系文化研究演習 英文学研究の諸問題
教授
教授

新井　潤美
阿部　公彦

通年 2

21233461 欧米系文化研究演習 米文学研究の諸問題 教授 後藤　和彦 通年 2

21233462 欧米系文化研究演習 英語学研究の諸問題
教授
准教授

渡邉　明
中尾　千鶴

通年 2

21233463 欧米系文化研究演習 批評の方法１ 教授 阿部　公彦 通年 2

21233496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233497 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233499 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



欧米系文化研究専攻（ゲルマン語圏言語文化） ドイツ語ドイツ文学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21233501 ゲルマン語圏言語文化特殊研究 言語学の諸問題（１） 非常勤講師 高橋　亮介 S1+S2 2

21233502 ゲルマン語圏言語文化特殊研究 言語学の諸問題（２） 非常勤講師 高橋　亮介 A1+A2 2

21233503 ゲルマン語圏言語文化特殊研究
Goethes Romane ("Werther", "Wilhelm Meister",
"Wahlverwandtschaften")

准教授 Keppker-Tasaki,　Stefan S1+S2 2

21233504 ゲルマン語圏言語文化特殊研究
Goethes Romane ("Werther", "Wilhelm Meister",
"Wahlverwandtschaften")

准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan A1+A2 2

21233505 ゲルマン語圏言語文化特殊研究 近代ドイツ文学のさまざまなトピック 教授 大宮　勘一郎 A1+A2 2

21233506 ゲルマン語圏言語文化特殊研究 ドイツ語圏モデルネにおける舞踊と文学・諸芸術 非常勤講師 山口　庸子 A2 2 集中

21233551 ゲルマン語圏言語文化演習 ホーフマンスタールの戯曲テクスト（１） 教授 大宮　勘一郎 S1+S2 2

21233552 ゲルマン語圏言語文化演習 ホーフマンスタールの戯曲テクスト（２） 教授 大宮　勘一郎 A1+A2 2

21233553 ゲルマン語圏言語文化演習 Hölderlin: Der Tod des Empedokles (3) 教授 宮田　眞治 S1+S2 2

21233554 ゲルマン語圏言語文化演習 Hölderlin: Der Tod des Empedokles (4) 教授 宮田　眞治 A1+A2 2

21233555 ゲルマン語圏言語文化演習 中世ドイツ語ドイツ文学演習（1） 准教授 山本　潤 S1+S2 2

21233556 ゲルマン語圏言語文化演習 中世ドイツ語ドイツ文学演習（2） 准教授 山本　潤 A1+A2 2

21233557 ゲルマン語圏言語文化演習 Introduction to Literary Theory （１） 准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan S1+S2 2

21233558 ゲルマン語圏言語文化演習 Introduction to Literary Theory （２） 准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan A1+A2 2

21233596 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233598 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

欧米系文化研究専攻（ゲルマン語圏言語文化） ドイツ語ドイツ文学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21233501 欧米系文化研究特殊研究 言語学の諸問題（１） 非常勤講師 高橋　亮介 S1+S2 2

21233502 欧米系文化研究特殊研究 言語学の諸問題（２） 非常勤講師 高橋　亮介 A1+A2 2

21233503 欧米系文化研究特殊研究
Goethes Romane ("Werther", "Wilhelm Meister",
"Wahlverwandtschaften")

准教授 Keppker-Tasaki,　Stefan S1+S2 2

21233504 欧米系文化研究特殊研究
Goethes Romane ("Werther", "Wilhelm Meister",
"Wahlverwandtschaften")

准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan A1+A2 2

21233505 欧米系文化研究特殊研究 近代ドイツ文学のさまざまなトピック 教授 大宮　勘一郎 A1+A2 2

21233506 欧米系文化研究特殊研究 ドイツ語圏モデルネにおける舞踊と文学・諸芸術 非常勤講師 山口　庸子 A2 2 集中

21233551 欧米系文化研究演習 ホーフマンスタールの戯曲テクスト（１） 教授 大宮　勘一郎 S1+S2 2

21233552 欧米系文化研究演習 ホーフマンスタールの戯曲テクスト（２） 教授 大宮　勘一郎 A1+A2 2

21233553 欧米系文化研究演習 Hölderlin: Der Tod des Empedokles (3) 教授 宮田　眞治 S1+S2 2

21233554 欧米系文化研究演習 Hölderlin: Der Tod des Empedokles (4) 教授 宮田　眞治 A1+A2 2

21233555 欧米系文化研究演習 中世ドイツ語ドイツ文学演習（1） 准教授 山本　潤 S1+S2 2

21233556 欧米系文化研究演習 中世ドイツ語ドイツ文学演習（2） 准教授 山本　潤 A1+A2 2

21233557 欧米系文化研究演習 Introduction to Literary Theory （１） 准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan S1+S2 2

21233558 欧米系文化研究演習 Introduction to Literary Theory （２） 准教授 Keppler-Tasaki,　Stefan A1+A2 2

21233596 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233597 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233599 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



欧米系文化研究専攻（スラヴ語圏言語文化） スラヴ語スラヴ文学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21233601 スラヴ語圏言語文化特殊研究 スラヴ語史入門 非常勤講師 丸山　由紀子 S1+S2 2

21233602 スラヴ語圏言語文化特殊研究 ロシア語史 非常勤講師 丸山　由紀子 A1+A2 2

21233603 スラヴ語圏言語文化特殊研究 ロシア・ソ連小説評論読解（１）
教授
助教

楯岡　求美
古宮　路子

S1+S2 2

21233604 スラヴ語圏言語文化特殊研究 ロシア・ソ連小説評論読解（2）
教授
助教

楯岡　求美
古宮　路子

A1+A2 2

21233605 スラヴ語圏言語文化特殊研究 スラヴ語学研究 非常勤講師 Martchev　Milen A1+A2 2

21233606 スラヴ語圏言語文化特殊研究 チェコ語入門 准教授 阿部　賢一 S1+S2 2

21233607 スラヴ語圏言語文化特殊研究 ポーランドの言語と文化 非常勤講師 福嶋　千穂 A1+A2 2

21233608 スラヴ語圏言語文化特殊研究 ウクライナ語入門
教授
非常勤講師

楯岡　求美
Petrychenko　Iryna

S1+S2 2

21233651 スラヴ語圏言語文化演習 ロシア・ソ連文学批評研究 教授 楯岡　求美 S1+S2 2

21233652 スラヴ語圏言語文化演習 ソ連文学読解 未定 A1+A2 2

21233653 スラヴ語圏言語文化演習 ロシア・ソ連文学研究（1） 教授 楯岡　求美 S1+S2 2

21233654 スラヴ語圏言語文化演習 ロシア・ソ連文学研究（2） 教授 楯岡　求美 A1+A2 2

21233655 スラヴ語圏言語文化演習 ウクライナの多様な文化を学ぶ（1） 教授 楯岡　求美 S1+S2 2

21233656 スラヴ語圏言語文化演習 ウクライナの多様な文化を学ぶ（2） 教授 楯岡　求美 A1+A2 2

21233657 スラヴ語圏言語文化演習 ロシア・東欧の言語文化研究の諸相 教授 楯岡　求美 S2 2 集中

21233658 スラヴ語圏言語文化演習 新経済批評から読むドストエフスキー 未定 A1+A2 2

21233696 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233698 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

欧米系文化研究専攻（スラヴ語圏言語文化） スラヴ語スラヴ文学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21233601 欧米系文化研究特殊研究 スラヴ語史入門 非常勤講師 丸山　由紀子 S1+S2 2

21233602 欧米系文化研究特殊研究 ロシア語史 非常勤講師 丸山　由紀子 A1+A2 2

21233603 欧米系文化研究特殊研究 ロシア・ソ連小説評論読解（１）
教授
助教

楯岡　求美
古宮　路子

S1+S2 2

21233604 欧米系文化研究特殊研究 ロシア・ソ連小説評論読解（2）
教授
助教

楯岡　求美
古宮　路子

A1+A2 2

21233605 欧米系文化研究特殊研究 スラヴ語学研究 非常勤講師 Martchev　Milen A1+A2 2

21233606 欧米系文化研究特殊研究 チェコ語入門 准教授 阿部　賢一 S1+S2 2

21233607 欧米系文化研究特殊研究 ポーランドの言語と文化 非常勤講師 福嶋　千穂 A1+A2 2

21233608 欧米系文化研究特殊研究 ウクライナ語入門
教授
非常勤講師

楯岡　求美
Petrychenko　Iryna

S1+S2 2

21233651 欧米系文化研究演習 ロシア・ソ連文学批評研究 教授 楯岡　求美 S1+S2 2

21233652 欧米系文化研究演習 ソ連文学読解 未定 A1+A2 2

21233653 欧米系文化研究演習 ロシア・ソ連文学研究（1） 教授 楯岡　求美 S1+S2 2

21233654 欧米系文化研究演習 ロシア・ソ連文学研究（2） 教授 楯岡　求美 A1+A2 2

21233655 欧米系文化研究演習 ウクライナの多様な文化を学ぶ（1） 教授 楯岡　求美 S1+S2 2

21233656 欧米系文化研究演習 ウクライナの多様な文化を学ぶ（2） 教授 楯岡　求美 A1+A2 2

21233657 欧米系文化研究演習 ロシア・東欧の言語文化研究の諸相 教授 楯岡　求美 S2 2 集中

21233658 スラヴ語圏言語文化演習 新経済批評から読むドストエフスキー 未定 A1+A2 2

21233696 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233697 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233699 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



欧米系文化研究専攻（現代文芸論） 現代文芸論専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21233701 現代文芸論特殊研究 オートフィクションの諸相 教授 柳原　孝敦 S1+S2 2

21233702 現代文芸論特殊研究 現代英語圏文学とその主題（２） 准教授 藤井　光 S1+S2 2

21233703 現代文芸論特殊研究 文化批評（４） 准教授 阿部　賢一 S1+S2 2

21233704 現代文芸論特殊研究 英語圏小説の翻訳（５） 准教授 藤井　光 S1+S2 2

21233705 現代文芸論特殊研究 西ロマニア周縁言語文化論 非常勤講師 寺尾　智史 A1+A2 2

21233706 現代文芸論特殊研究 スペイン語現代文学を読む（７） 教授 柳原　孝敦 A1+A2 2

21233707 現代文芸論特殊研究 英語圏小説の翻訳（６） 准教授 藤井　光 A1+A2 2

21233708 現代文芸論特殊研究 アフリカ文学概論 非常勤講師 粟飯原　文子 A1+A2 2

21233709 現代文芸論特殊研究 チェコ文学を読む（５） 准教授 阿部　賢一 A1+A2 2

21233710 現代文芸論特殊研究 ケアと文学（２） 非常勤講師 小川　公代 A1+A2 2

21233711 現代文芸論特殊研究 現代文芸研究の方法と実践（９）
教授
准教授
准教授

柳原　孝敦
阿部　賢一
藤井　光

S1+S2 2

21233712 現代文芸論特殊研究 現代文芸研究の実践（２）
教授
准教授
准教授

柳原　孝敦
阿部　賢一
藤井　光

A1+A2 2

21233751 現代文芸論演習 スペイン語女性作家の短篇小説を読む 教授 柳原　孝敦 S1+S2 2

21233752 現代文芸論演習 現代文学論（６） 准教授 阿部　賢一 A1+A2 2

21233753 現代文芸論演習 英語圏の戦争文学（１） 准教授 藤井　光 A1+A2 2

21233754 現代文芸論演習 詩と批評 教授 阿部　公彦 A1+A2 2

21233755 現代文芸論演習 批評研究（５） 教授 阿部　公彦 通年 2

21233757 現代文芸論演習 21世紀の文学と批評 （１） 准教授 藤井　光 S1+S2 2

21233758 現代文芸論演習 旅行記の研究（２） 教授 柳原　孝敦 A1+A2 2

21233759 現代文芸論演習 中欧文学論（８） 准教授 阿部　賢一 S1+S2 2

21233796 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233798 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



欧米系文化研究専攻（現代文芸論） 現代文芸論専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21233701 欧米系文化研究特殊研究 オートフィクションの諸相 教授 柳原　孝敦 S1+S2 2

21233702 欧米系文化研究特殊研究 現代英語圏文学とその主題（２） 准教授 藤井　光 S1+S2 2

21233703 欧米系文化研究特殊研究 文化批評（４） 准教授 阿部　賢一 S1+S2 2

21233704 欧米系文化研究特殊研究 英語圏小説の翻訳（５） 准教授 藤井　光 S1+S2 2

21233705 欧米系文化研究特殊研究 西ロマニア周縁言語文化論 非常勤講師 寺尾　智史 A1+A2 2

21233706 欧米系文化研究特殊研究 スペイン語現代文学を読む（７） 教授 柳原　孝敦 A1+A2 2

21233707 欧米系文化研究特殊研究 英語圏小説の翻訳（６） 准教授 藤井　光 A1+A2 2

21233708 欧米系文化研究特殊研究 アフリカ文学概論 非常勤講師 粟飯原　文子 A1+A2 2

21233709 欧米系文化研究特殊研究 チェコ文学を読む（５） 准教授 阿部　賢一 A1+A2 2

21233710 欧米系文化研究特殊研究 ケアと文学（２） 非常勤講師 小川　公代 A1+A2 2

21233711 欧米系文化研究特殊研究 現代文芸研究の方法と実践（９）
教授
准教授
准教授

柳原　孝敦
阿部　賢一
藤井　光

S1+S2 2

21233712 欧米系文化研究特殊研究 現代文芸研究の実践（２）
教授
准教授
准教授

柳原　孝敦
阿部　賢一
藤井　光

A1+A2 2

21233751 欧米系文化研究演習 スペイン語女性作家の短篇小説を読む 教授 柳原　孝敦 S1+S2 2

21233752 欧米系文化研究演習 現代文学論（６） 准教授 阿部　賢一 A1+A2 2

21233753 欧米系文化研究演習 英語圏の戦争文学（１） 准教授 藤井　光 A1+A2 2

21233754 欧米系文化研究演習 詩と批評 教授 阿部　公彦 A1+A2 2

21233755 欧米系文化研究演習 批評研究（５） 教授 阿部　公彦 通年 2

21233757 欧米系文化研究演習 21世紀の文学と批評 （１） 准教授 藤井　光 S1+S2 2

21233758 欧米系文化研究演習 旅行記の研究（２） 教授 柳原　孝敦 A1+A2 2

21233759 欧米系文化研究演習 中欧文学論（８） 准教授 阿部　賢一 S1+S2 2

21233796 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233797 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233799 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



欧米系文化研究専攻（欧米歴史地理文化） 西洋史学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21233801 欧米歴史地理文化特殊研究 ラテン語史料講読演習（１） 准教授（総文） 田中　創 S1+S2 2

21233802 欧米歴史地理文化特殊研究 ラテン語史料講読演習（２） 准教授（総文） 田中　創 A1+A2 2

21233803 欧米歴史地理文化特殊研究 西洋中世史料研究 准教授（総文） 藤崎　衛 通年 4

21233804 欧米歴史地理文化特殊研究 西洋古代美術研究（１） 教授 芳賀　京子 S1+S2 2

21233805 欧米歴史地理文化特殊研究 西洋古代美術研究（２） 教授 芳賀　京子 A1+A2 2

21233851 欧米歴史地理文化演習 ギリシア碑文演習 教授 橋場　弦 通年 4

21233852 欧米歴史地理文化演習 近代ブリテン諸島史の研究 教授 勝田　俊輔 通年 4

21233853 欧米歴史地理文化演習 フランス近現代史演習 教授 長井　伸仁 通年 4

21233854 欧米歴史地理文化演習 西洋中世史演習 准教授 菊地　重仁 通年 4

21233855 欧米歴史地理文化演習 ドイツ近現代史演習 講師 芦部　彰 通年 4

21233896 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233898 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

欧米系文化研究専攻（欧米歴史地理文化） 西洋史学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21233801 欧米系文化研究特殊研究 ラテン語史料講読演習（１） 准教授（総文） 田中　創 S1+S2 2

21233802 欧米系文化研究特殊研究 ラテン語史料講読演習（２） 准教授（総文） 田中　創 A1+A2 2

21233803 欧米系文化研究特殊研究 西洋中世史料研究 准教授（総文） 藤崎　衛 通年 4

21233804 欧米系文化研究特殊研究 西洋古代美術研究（１） 教授 芳賀　京子 S1+S2 2

21233805 欧米系文化研究特殊研究 西洋古代美術研究（２） 教授 芳賀　京子 A1+A2 2

21233851 欧米系文化研究演習 ギリシア碑文演習 教授 橋場　弦 通年 4

21233852 欧米系文化研究演習 近代ブリテン諸島史の研究 教授 勝田　俊輔 通年 4

21233853 欧米系文化研究演習 フランス近現代史演習 教授 長井　伸仁 通年 4

21233854 欧米系文化研究演習 西洋中世史演習 准教授 菊地　重仁 通年 4

21233855 欧米系文化研究演習 ドイツ近現代史演習 講師 芦部　彰 通年 4

21233896 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21233897 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21233899 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



社会文化研究専攻（社会学） 社会学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21234101 社会学特殊研究 韓国の社会人類学 教授 本田　洋 S1+S2 2

21234102 社会学特殊研究 Japanese Society
教授
非常勤講師

白波瀬　佐和子
John Lie

S2 2 集中

21234103 社会学特殊研究 グローバリゼーションの社会学：問題と調査(1) 教授（東文研） 園田　茂人 S1+S2 2

21234104 社会学特殊研究 グローバリゼーションの社会学：問題と調査(2) 教授（東文研） 園田　茂人 A1+A2 2

21234105 社会学特殊研究 理論社会学文献講読 准教授（情報学環） 三谷　武司 S1+S2 2

21234106 社会学特殊研究 科学技術の社会学 特任准教授（総文） 定松　淳 S1+S2 2

21234107 社会学特殊研究 量的調査 准教授（社研） 藤原　翔 A1+A2 2

21234151 社会学演習 社会階層に関する実証研究 教授 白波瀬　佐和子 通年 4

21234152 社会学演習 批判的社会理論の諸問題 教授 出口　剛司 通年 4

21234153 社会学演習 住居と都市の社会学 准教授 祐成　保志 通年 4

21234154 社会学演習 医療と障害の社会学 准教授 井口　高志 通年 4

21234155 社会学演習 移民の社会学 准教授 高谷　幸 通年 4

21234156 社会学演習 計算社会学の理論と方法 准教授 瀧川　裕貴 通年 4

21234157 社会学演習 社会学基礎演習（方法） 准教授 井口　高志 S1+S2 2

21234158 社会学演習 社会学基礎演習（理論） 教授 赤川　学 A1+A2 2

21234159 社会学演習 日韓比較社会研究 教授（社研） 有田　伸 S1+S2 2

21234160 社会学演習 社会階層論 准教授（社研） 藤原　翔 S1+S2 2

21234181 社会学実験及び実習 社会学のためのデータ分析法（１） 准教授 高谷　幸 S1+S2 2

21234182 社会学実験及び実習 社会学のためのデータ分析法（２） 准教授 高谷　幸 A1+A2 2

21234183 社会学実験及び実習 社会調査実習（１）
准教授
准教授
助教

高谷　幸
祐成　保志
税所　真也

S1+S2 2

21234184 社会学実験及び実習 社会調査実習（２）
准教授
准教授
助教

高谷　幸
祐成　保志
税所　真也

A1+A2 2

21234185 社会学実験及び実習 質的調査 准教授 高谷　幸 S1+S2 2

21234186 社会学実験及び実習 調査企画 准教授 高谷　幸 A1+A2 2

21234196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21234198 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



社会文化研究専攻（社会学） 社会学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21234101 社会文化研究特殊研究 韓国の社会人類学 教授 本田　洋 S1+S2 2

21234102 社会文化研究特殊研究 Japanese Society
教授
非常勤講師

白波瀬　佐和子
John Lie

S2 2 集中

21234103 社会文化研究特殊研究 グローバリゼーションの社会学：問題と調査(1) 教授（東文研） 園田　茂人 S1+S2 2

21234104 社会文化研究特殊研究 グローバリゼーションの社会学：問題と調査(2) 教授（東文研） 園田　茂人 A1+A2 2

21234105 社会文化研究特殊研究 理論社会学文献講読 准教授（情報学環） 三谷　武司 S1+S2 2

21234106 社会文化研究特殊研究 科学技術の社会学 特任准教授（総文） 定松　淳 S1+S2 2

21234107 社会文化研究特殊研究 量的調査 准教授（社研） 藤原　翔 A1+A2 2

21234151 社会文化研究演習 社会階層に関する実証研究 教授 白波瀬　佐和子 通年 4

21234152 社会文化研究演習 批判的社会理論の諸問題 教授 出口　剛司 通年 4

21234153 社会文化研究演習 住居と都市の社会学 准教授 祐成　保志 通年 4

21234154 社会文化研究演習 医療と障害の社会学 准教授 井口　高志 通年 4

21234155 社会文化研究演習 移民の社会学 准教授 高谷　幸 通年 4

21234156 社会文化研究演習 計算社会学の理論と方法 准教授 瀧川　裕貴 通年 4

21234157 社会文化研究演習 社会学基礎演習（方法） 准教授 井口　高志 S1+S2 2

21234158 社会文化研究演習 社会学基礎演習（理論） 教授 赤川　学 A1+A2 2

21234159 社会文化研究演習 日韓比較社会研究 教授（社研） 有田　伸 S1+S2 2

21234160 社会文化研究演習 社会階層論 准教授（社研） 藤原　翔 S1+S2 2

21234181 社会文化研究演習 社会学のためのデータ分析法（１） 准教授 高谷　幸 S1+S2 2

21234182 社会文化研究演習 社会学のためのデータ分析法（２） 准教授 高谷　幸 A1+A2 2

21234183 社会文化研究演習 社会調査実習（１）
准教授
准教授
助教

高谷　幸
祐成　保志
税所　真也

S1+S2 2

21234184 社会文化研究演習 社会調査実習（２）
准教授
准教授
助教

高谷　幸
祐成　保志
税所　真也

A1+A2 2

21234185 社会文化研究演習 質的調査 准教授 高谷　幸 S1+S2 2

21234186 社会文化研究演習 調査企画 准教授 高谷　幸 A1+A2 2

21234196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21234197 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21234199 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員

開講
ターム

単
位
数

備考



社会文化研究専攻（社会心理学） 社会心理学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21234201 社会心理学特殊研究 応用多変量解析 准教授（教育） 宇佐美　慧 A1+A2 2

21234202 社会心理学特殊研究 グループ・ダイナミックス 非常勤講師 矢守　克也 S2 2 集中

21234203 社会心理学特殊研究 計算社会科学 非常勤講師 笹原　和俊 A1+A2 2

21234204 社会心理学特殊研究 社会神経科学 非常勤講師 出馬　圭世 A2 2 集中

21234251 社会心理学演習 社会的認知の研究 教授 唐沢　かおり S1+S2 2

21234252 社会心理学演習 社会的意思決定の行動・認知的基盤 教授 亀田　達也 S1+S2 2

21234253 社会心理学演習 グループ・ダイナミクス 教授 村本　由紀子 S1+S2 2

21234254 社会心理学演習 進化と人間行動 教授 大坪　庸介 S1+S2 2

21234281 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 亀田　達也 S1+S2 4

21234282 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 亀田　達也 A1+A2 4

21234283 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 唐沢　かおり S1+S2 4

21234284 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 唐沢　かおり A1+A2 4

21234285 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 村本　由紀子 S1+S2 4

21234286 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 村本　由紀子 A1+A2 4

21234287 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 大坪　庸介 S1+S2 4

21234288 社会心理学実験及び実習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 大坪　庸介 A1+A2 4

21234296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21234298 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

社会文化研究専攻（社会心理学） 社会心理学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21234201 社会文化研究特殊研究 応用多変量解析 准教授（教育） 宇佐美　慧 A1+A2 2

21234202 社会文化研究特殊研究 グループ・ダイナミックス 非常勤講師 矢守　克也 S2 2 集中

21234203 社会文化研究特殊研究 計算社会科学 非常勤講師 笹原　和俊 A1+A2 2

21234204 社会文化研究特殊研究 社会神経科学 非常勤講師 出馬　圭世 A2 2 集中

21234251 社会文化研究演習 社会的認知の研究 教授 唐沢　かおり S1+S2 2

21234252 社会文化研究演習 社会的意思決定の行動・認知的基盤 教授 亀田　達也 S1+S2 2

21234253 社会文化研究演習 グループ・ダイナミクス 教授 村本　由紀子 S1+S2 2

21234254 社会文化研究演習 進化と人間行動 教授 大坪　庸介 S1+S2 2

21234281 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 亀田　達也 S1+S2 4

21234282 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 亀田　達也 A1+A2 4

21234283 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 唐沢　かおり S1+S2 4

21234284 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 唐沢　かおり A1+A2 4

21234285 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 村本　由紀子 S1+S2 4

21234286 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 村本　由紀子 A1+A2 4

21234287 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(1) 教授 大坪　庸介 S1+S2 4

21234288 社会文化研究演習 社会心理学実験及び調査(2) 教授 大坪　庸介 A1+A2 4

21234296 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21234297 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21234299 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



文化資源学研究専攻（文化資源学） 文化資源学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21235001 文化資源学研究特殊研究 企画展示論 非常勤講師 村上　敬 A1+A2 2

21235002 文化資源学研究特殊研究 文化資源学フォーラムの企画と実践

教授
教授
准教授
准教授

小林　真理
中村　雄祐
松田　陽
野村　悠里

通年 4

21235003 文化資源学研究特殊研究
保存修復の技法と思想 ：破壊、改造、再生、維持
のあいだ

非常勤講師
准教授

田口　かおり
野村　悠里

A2 2 集中

21235004 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 S1+S2 2

21235005 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 A1+A2 2

21235006 文化資源学研究特殊研究 東京大学の埋蔵文化財と文化資源
准教授
准教授（埋蔵）
助教（埋蔵）

松田　陽
堀内　秀樹
成瀬　晃司

A1+A2 2

21235007 文化資源学研究特殊研究 文書文化論 教授 中村　雄祐 A1+A2 2

21235008 文化資源学研究特殊研究 文化資源としての景観 非常勤講師 菊地　淑人 A2 2 集中

21235009 文化資源学研究特殊研究 美術館の未来を考える

教授
准教授
准教授
准教授

小林　真理
松田　陽
筧　奈雅子
邊牟木　尚美

A1 2

21235010 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論I
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

S1+S2 2

21235011 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論II
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

A1+A2 2

21235012 文化資源学研究特殊研究 デジタル・ヒューマニティーズ入門 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235031 文化資源学特殊研究 近世の古文書について 教授（史料） 鶴田　啓 S1+S2 2

21235032 文化資源学特殊研究
史料から歴史を叙述する―賀茂別雷神社の史料
から

教授（史料） 金子　拓 A1+A2 2

21235033 文化資源学特殊研究 漢籍入門
教授（東文研）
准教授（東文研）

大木　康
上原　究一

S2 2 集中

21235051 文化資源学研究演習 文化資源学の原点 各教員 通年 4

21235052 文化資源学研究演習 メディア感性学 准教授 吉田　寛 S1+S2 2

21235053 文化資源学研究演習 デジタルゲームの感性学 准教授 吉田　寛 A1+A2 2

21235054 文化資源学研究演習 文化資源の読み書き 教授 中村　雄祐 S1+S2 2

21235055 文化資源学研究演習 戦争と宗教 准教授 西村　明 S1+S2 2

21235056 文化資源学研究演習 宗教と世俗空間 准教授 西村　明 A1+A2 2

21235057 文化資源学研究演習 アーカイブズ学 教授 渡辺　浩一 S2 2 集中

21235058 文化資源学研究演習 文化遺産の創出と消失 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235059 文化資源学研究演習 人文情報学演習I 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235060 文化資源学研究演習 人文情報学演習II 准教授 大向　一輝 A1+A2 2

21235061 文化資源学研究演習 文化遺産・博物館をめぐる諸問題 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235071 文化資源学演習 文化資源としての書物 (1) 准教授 野村　悠里 S1+S2 2

21235072 文化資源学演習 文化資源としての書物 (2) 准教授 野村　悠里 A1+A2 2

21235096 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21235098 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



文化資源学研究専攻（文化資源学） 文化資源学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21235001 文化資源学研究特殊研究 企画展示論 非常勤講師 村上　敬 A1+A2 2

21235002 文化資源学研究特殊研究 文化資源学フォーラムの企画と実践

教授
教授
准教授
准教授

小林　真理
中村　雄祐
松田　陽
野村　悠里

通年 4

21235003 文化資源学研究特殊研究
保存修復の技法と思想 ：破壊、改造、再生、維持
のあいだ

非常勤講師
准教授

田口　かおり
野村　悠里

A2 2 集中

21235004 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 S1+S2 2

21235005 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 A1+A2 2

21235006 文化資源学研究特殊研究 東京大学の埋蔵文化財と文化資源
准教授
准教授（埋蔵）
助教（埋蔵）

松田　陽
堀内　秀樹
成瀬　晃司

A1+A2 2

21235007 文化資源学研究特殊研究 文書文化論 教授 中村　雄祐 A1+A2 2

21235008 文化資源学研究特殊研究 文化資源としての景観 非常勤講師 菊地　淑人 A2 2 集中

21235009 文化資源学研究特殊研究 美術館の未来を考える

教授
准教授
准教授
准教授

小林　真理
松田　陽
筧　奈雅子
邊牟木　尚美

A1 2

21235010 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論I
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

S1+S2 2

21235011 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論II
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

A1+A2 2

21235012 文化資源学研究特殊研究 デジタル・ヒューマニティーズ入門 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235031 文化資源学研究特殊研究 近世の古文書について 教授（史料） 鶴田　啓 S1+S2 2

21235032 文化資源学研究特殊研究
史料から歴史を叙述する―賀茂別雷神社の史料
から

教授（史料） 金子　拓 A1+A2 2

21235033 文化資源学研究特殊研究 漢籍入門
教授（東文研）
准教授（東文研）

大木　康
上原　究一

S2 2 集中

21235051 文化資源学研究演習 文化資源学の原点 各教員 通年 4

21235052 文化資源学研究演習 メディア感性学 准教授 吉田　寛 S1+S2 2

21235053 文化資源学研究演習 デジタルゲームの感性学 准教授 吉田　寛 A1+A2 2

21235054 文化資源学研究演習 文化資源の読み書き 教授 中村　雄祐 S1+S2 2

21235055 文化資源学研究演習 戦争と宗教 准教授 西村　明 S1+S2 2

21235056 文化資源学研究演習 宗教と世俗空間 准教授 西村　明 A1+A2 2

21235057 文化資源学研究演習 アーカイブズ学 教授 渡辺　浩一 S2 2 集中

21235058 文化資源学研究演習 文化遺産の創出と消失 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235059 文化資源学研究演習 人文情報学演習I 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235060 文化資源学研究演習 人文情報学演習II 准教授 大向　一輝 A1+A2 2

21235061 文化資源学研究演習 文化遺産・博物館をめぐる諸問題 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235071 文化資源学研究演習 文化資源としての書物 (1) 准教授 野村　悠里 S1+S2 2

21235072 文化資源学研究演習 文化資源としての書物 (2) 准教授 野村　悠里 A1+A2 2

21235096 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21235097 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21235099 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



文化資源学研究専攻（文化経営学） 文化経営学専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21235001 文化資源学研究特殊研究 企画展示論 非常勤講師 村上　敬 A1+A2 2

21235002 文化資源学研究特殊研究 文化資源学フォーラムの企画と実践

教授
教授
准教授
准教授

小林　真理
中村　雄祐
松田　陽
野村　悠里

通年 4

21235003 文化資源学研究特殊研究
保存修復の技法と思想 ：破壊、改造、再生、維持
のあいだ

非常勤講師
准教授

田口　かおり
野村　悠里

A2 2 集中

21235004 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 S1+S2 2

21235005 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 A1+A2 2

21235006 文化資源学研究特殊研究 東京大学の埋蔵文化財と文化資源
准教授
准教授（埋蔵）
助教（埋蔵）

松田　陽
堀内　秀樹
成瀬　晃司

A1+A2 2

21235007 文化資源学研究特殊研究 文書文化論 教授 中村　雄祐 A1+A2 2

21235008 文化資源学研究特殊研究 文化資源としての景観 非常勤講師 菊地　淑人 A2 2 集中

21235009 文化資源学研究特殊研究 美術館の未来を考える

教授
准教授
准教授
准教授

小林　真理
松田　陽
筧　奈雅子
邊牟木　尚美

A1 2

21235010 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論I
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

S1+S2 2

21235011 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論II
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

A1+A2 2

21235012 文化資源学研究特殊研究 デジタル・ヒューマニティーズ入門 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235101 文化経営学特殊研究 アートマネジメントの今 非常勤講師 若林　朋子 S1+S2 2

21235051 文化資源学研究演習 文化資源学の原点 各教員 通年 4

21235052 文化資源学研究演習 メディア感性学 准教授 吉田　寛 S1+S2 2

21235053 文化資源学研究演習 デジタルゲームの感性学 准教授 吉田　寛 A1+A2 2

21235054 文化資源学研究演習 文化資源の読み書き 教授 中村　雄祐 S1+S2 2

21235055 文化資源学研究演習 戦争と宗教 准教授 西村　明 S1+S2 2

21235056 文化資源学研究演習 宗教と世俗空間 准教授 西村　明 A1+A2 2

21235057 文化資源学研究演習 アーカイブズ学 教授 渡辺　浩一 S2 2 集中

21235058 文化資源学研究演習 文化遺産の創出と消失 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235059 文化資源学研究演習 人文情報学演習I 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235060 文化資源学研究演習 人文情報学演習II 准教授 大向　一輝 A1+A2 2

21235061 文化資源学研究演習 文化遺産・博物館をめぐる諸問題 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235151 文化経営学演習 日本の文化政策を検証する 教授 小林　真理 通年 4

21235196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21235198 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



文化資源学研究専攻（文化経営学） 文化経営学専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21235001 文化資源学研究特殊研究 企画展示論 非常勤講師 村上　敬 A1+A2 2

21235002 文化資源学研究特殊研究 文化資源学フォーラムの企画と実践

教授
教授
准教授
准教授

小林　真理
中村　雄祐
松田　陽
野村　悠里

通年 4

21235003 文化資源学研究特殊研究
保存修復の技法と思想 ：破壊、改造、再生、維持
のあいだ

非常勤講師
准教授

田口　かおり
野村　悠里

A2 2 集中

21235004 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 S1+S2 2

21235005 文化資源学研究特殊研究 日本中世美術史の諸問題 教授 高岸　輝 A1+A2 2

21235006 文化資源学研究特殊研究 東京大学の埋蔵文化財と文化資源
准教授
准教授（埋蔵）
助教（埋蔵）

松田　陽
堀内　秀樹
成瀬　晃司

A1+A2 2

21235007 文化資源学研究特殊研究 文書文化論 教授 中村　雄祐 A1+A2 2

21235008 文化資源学研究特殊研究 文化資源としての景観 非常勤講師 菊地　淑人 A2 2 集中

21235009 文化資源学研究特殊研究 美術館の未来を考える

教授
准教授
准教授
准教授

小林　真理
松田　陽
筧　奈雅子
邊牟木　尚美

A1 2

21235010 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論I
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

S1+S2 2

21235011 文化資源学研究特殊研究 人文情報学概論II
准教授
非常勤講師
助教

大向　一輝
永崎　研宣
塚越　柚季

A1+A2 2

21235012 文化資源学研究特殊研究 デジタル・ヒューマニティーズ入門 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235101 文化資源学研究特殊研究 アートマネジメントの今 非常勤講師 若林　朋子 S1+S2 2

21235051 文化資源学研究演習 文化資源学の原点 各教員 通年 4

21235052 文化資源学研究演習 メディア感性学 准教授 吉田　寛 S1+S2 2

21235053 文化資源学研究演習 デジタルゲームの感性学 准教授 吉田　寛 A1+A2 2

21235054 文化資源学研究演習 文化資源の読み書き 教授 中村　雄祐 S1+S2 2

21235055 文化資源学研究演習 戦争と宗教 准教授 西村　明 S1+S2 2

21235056 文化資源学研究演習 宗教と世俗空間 准教授 西村　明 A1+A2 2

21235057 文化資源学研究演習 アーカイブズ学 教授 渡辺　浩一 S2 2 集中

21235058 文化資源学研究演習 文化遺産の創出と消失 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235059 文化資源学研究演習 人文情報学演習I 准教授 大向　一輝 S1+S2 2

21235060 文化資源学研究演習 人文情報学演習II 准教授 大向　一輝 A1+A2 2

21235061 文化資源学研究演習 文化遺産・博物館をめぐる諸問題 准教授 松田　陽 S1+S2 2

21235151 文化資源学研究演習 日本の文化政策を検証する 教授 小林　真理 通年 4

21235196 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21235197 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21235199 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考



韓国朝鮮文化研究専攻（韓国朝鮮歴史文化） 韓国朝鮮歴史文化専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21236401 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮文化研究総論

教授
教授
准教授
准教授
特任准教授

六反田　豊
本田　洋
金　成垣
伊藤　智ゆき
李　義鍾

通年 4

21236402 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法１ 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236403 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法２ 特任准教授 李　義鍾 A1+A2 2

21236404 韓国朝鮮文化研究特殊研究 漢文読解法 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21236431 韓国朝鮮歴史文化特殊研究 朝鮮時代史論 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21236432 韓国朝鮮歴史文化特殊研究 朝鮮前期漕運研究 教授 六反田　豊 A1+A2 2

21236433 韓国朝鮮歴史文化特殊研究
近代朝鮮の政治外交と社会－「韓国併合」を考え
る－

非常勤講師 森　万佑子 A1+A2 2

21236451 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮文化交流演習 特任准教授 李　義鍾 通年 4

21236471 韓国朝鮮歴史文化演習 朝鮮時代史演習 教授 六反田　豊 A1+A2 2

21236472 韓国朝鮮歴史文化演習 韓国朝鮮歴史文化の諸問題 教授 六反田　豊 通年 4

21236473 韓国朝鮮歴史文化演習 韓国朝鮮中世社会史演習 教授 六反田　豊 通年 4

21236474 韓国朝鮮歴史文化演習 韓国朝鮮近代思想論 教授（総文） 月脚　達彦 A1+A2 2

21236475 韓国朝鮮歴史文化演習 近代朝鮮社会文化論 教授（総文） 三ツ井　崇 A1+A2 2

21236496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21236498 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

韓国朝鮮文化研究専攻（韓国朝鮮歴史文化） 韓国朝鮮歴史文化専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21236401 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮文化研究総論

教授
教授
准教授
准教授
特任准教授

六反田　豊
本田　洋
金　成垣
伊藤　智ゆき
李　義鍾

通年 4

21236402 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法１ 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236403 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法２ 特任准教授 李　義鍾 A1+A2 2

21236404 韓国朝鮮文化研究特殊研究 漢文読解法 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21236431 韓国朝鮮文化研究特殊研究 朝鮮時代史論 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21236432 韓国朝鮮文化研究特殊研究 朝鮮前期漕運研究 教授 六反田　豊 A1+A2 2

21236433 韓国朝鮮文化研究特殊研究
近代朝鮮の政治外交と社会－「韓国併合」を考え
る－

非常勤講師 森　万佑子 A1+A2 2

21236451 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮文化交流演習 特任准教授 李　義鍾 通年 4

21236471 韓国朝鮮文化研究演習 朝鮮時代史演習 教授 六反田　豊 A1+A2 2

21236472 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮歴史文化の諸問題 教授 六反田　豊 通年 4

21236473 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮中世社会史演習 教授 六反田　豊 通年 4

21236474 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮近代思想論 教授（総文） 月脚　達彦 A1+A2 2

21236475 韓国朝鮮文化研究演習 近代朝鮮社会文化論 教授（総文） 三ツ井　崇 A1+A2 2

21236496 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21236497 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21236499 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数

備考

科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



韓国朝鮮文化研究専攻（韓国朝鮮言語社会） 韓国朝鮮言語社会専門分野　　修士課程

職　名 氏　　名

21236401 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮文化研究総論

教授
教授
准教授
准教授
特任准教授

六反田　豊
本田　洋
金　成垣
伊藤　智ゆき
李　義鍾

通年 4

21236402 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法１ 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236403 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法２ 特任准教授 李　義鍾 A1+A2 2

21236404 韓国朝鮮文化研究特殊研究 漢文読解法 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21236501 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国の社会人類学 教授 本田　洋 S1+S2 2

21236502 韓国朝鮮言語社会特殊研究 社会・文化人類学と民族誌 教授 本田　洋 A1+A2 2

21236503 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国の社会問題と社会政策１ 准教授 金　成垣 S1+S2 2

21236504 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国の社会問題と社会政策２ 准教授 金　成垣 A1+A2 2

21236505 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国の市民社会と社会運動 非常勤講師 金　美珍 S1+S2 2

21236506 韓国朝鮮言語社会特殊研究 東アジア社会文化論 非常勤講師 権　香淑 A1+A2 2

21236507 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国朝鮮語音声学・音韻論研究 1 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236508 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国朝鮮語音声学・音韻論研究 2 准教授 伊藤　智ゆき A1+A2 2

21236509 韓国朝鮮言語社会特殊研究 社会比較論 教授 本田　洋 S1+S2 2

21236510 韓国朝鮮言語社会特殊研究 文化比較論 教授 本田　洋 A1+A2 2

21236511 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国朝鮮語歴史研究3 准教授（総文） 河﨑　啓剛 S1+S2 2

21236512 韓国朝鮮言語社会特殊研究 韓国朝鮮語文法研究論 特任准教授 李　義鍾 通年 4

21236451 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮文化交流演習 特任准教授 李　義鍾 通年 4

21236551 韓国朝鮮言語社会演習 韓国朝鮮語歴史研究１ 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236552 韓国朝鮮言語社会演習 韓国朝鮮語歴史研究2 准教授 伊藤　智ゆき A1+A2 2

21236553 韓国朝鮮言語社会演習 福祉社会学１ 教授 金　成垣 S1+S2 2

21236554 韓国朝鮮言語社会演習 福祉社会学２ 准教授 金　成垣 A1+A2 2

21236555 韓国朝鮮言語社会演習 韓国朝鮮言語社会の諸問題
教授
准教授
准教授

本田　洋
金　成垣
伊藤智ゆき

通年 4

21236556 韓国朝鮮言語社会演習 日韓比較社会論 教授（社研） 有田　伸 A1+A2 2

21236596 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21236598 修士論文指導 修士論文指導 各教員 通年 2

備考科目番号 授　　　業　　　科　　　目 授　　　業　　　題　　　目
担　当　教　員 開講

ターム

単
位
数



韓国朝鮮文化研究専攻（韓国朝鮮言語社会） 韓国朝鮮言語社会専門分野　　博士後期課程

職　名 氏　　名

21236401 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮文化研究総論

教授
教授
准教授
准教授
特任准教授

六反田　豊
本田　洋
金　成垣
伊藤　智ゆき
李　義鍾

通年 4

21236402 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法１ 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236403 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語運用法２ 特任准教授 李　義鍾 A1+A2 2

21236404 韓国朝鮮文化研究特殊研究 漢文読解法 教授 六反田　豊 S1+S2 2

21236501 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国の社会人類学 教授 本田　洋 S1+S2 2

21236502 韓国朝鮮文化研究特殊研究 社会・文化人類学と民族誌 教授 本田　洋 A1+A2 2

21236503 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国の社会問題と社会政策１ 准教授 金　成垣 S1+S2 2

21236504 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国の社会問題と社会政策２ 准教授 金　成垣 A1+A2 2

21236505 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国の市民社会と社会運動 非常勤講師 金　美珍 S1+S2 2

21236506 韓国朝鮮文化研究特殊研究 東アジア社会文化論 非常勤講師 権　香淑 A1+A2 2

21236507 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語音声学・音韻論研究 1 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236508 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語音声学・音韻論研究 2 准教授 伊藤　智ゆき A1+A2 2

21236509 韓国朝鮮文化研究特殊研究 社会比較論 教授 本田　洋 S1+S2 2

21236510 韓国朝鮮文化研究特殊研究 文化比較論 教授 本田　洋 A1+A2 2

21236511 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語歴史研究3 准教授（総文） 河﨑　啓剛 S1+S2 2

21236512 韓国朝鮮文化研究特殊研究 韓国朝鮮語文法研究論 特任准教授 李　義鍾 通年 4

21236451 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮文化交流演習 特任准教授 李　義鍾 通年 4

21236551 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮語歴史研究１ 准教授 伊藤　智ゆき S1+S2 2

21236552 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮語歴史研究2 准教授 伊藤　智ゆき A1+A2 2

21236553 韓国朝鮮文化研究演習 福祉社会学１ 教授 金　成垣 S1+S2 2

21236554 韓国朝鮮文化研究演習 福祉社会学２ 准教授 金　成垣 A1+A2 2

21236555 韓国朝鮮文化研究演習 韓国朝鮮言語社会の諸問題
教授
准教授
准教授

本田　洋
金　成垣
伊藤智ゆき

通年 4

21236556 韓国朝鮮文化研究演習 日韓比較社会論 教授（社研） 有田　伸 A1+A2 2

21236596 学術活動課題演習 学術活動課題演習 各教員 通年 1 集中

21236597 異分野共同研究演習 異分野共同研究演習 各教員 A2 1 集中

21236599 博士論文指導 博士論文指導 各教員 通年 2
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