
１．京都大学大学院文学研究科の理念と目標に関する内規 
 

平成21年 1月15日  文学研究科・文学部教授会決定 

平成27年12月17日 文学研究科・文学部教授会改定 

 

 

１． 京都大学大学院文学研究科は、京都大学創立以来の自由の学風を継承し、他の学問分野との調和や融合をはか

りながら、哲学・歴史学・文学・行動科学の各分野の学術を発展させつつ、人文学における世界最高水準の研

究・教育を推進し、その成果を通じて人類の調和ある共存に貢献する。 
２． この目的を達成するために、以下の目標を定める。 

(1) 京都大学大学院文学研究科は、人間の諸活動の原理的な解明と、絶えず変化する環境のなかでその諸活動

が有する価値を問い直すことを通じて、哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる学術を教授・研究する。 
(2) 京都大学大学院文学研究科は、人類の文化の継承と調和ある共存に寄与し、真に意味ある知を創造しうる

卓越した学識と応用能力を有する、学術研究者および高度専門職業人を育成する。 
(3) 京都大学大学院文学研究科は、地域密着的な視点と地球規模の広角的視点の両面から、京都・日本・アジ

アに固有の知的遺産の維持・継承・発展に寄与すると同時に、人類の文化全般についての多元的・総合的

探求を推進する。 
(4) 京都大学大学院文学研究科は、地域連携と国際交流の強化を通じて、教育と研究の成果を広く社会に還元

する。 
(5) 京都大学大学院文学研究科は、人権を尊重し、環境に配慮した運営を行うとともに、社会的な説明責任に

応える。 
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２．京都大学大学院文学研究科 教育課程編成・実施の方針 
（カリキュラム・ポリシー） 

 
平成 22 年 3 月 15 日 文学研究科・文学部教授会決定 

平成 27 年 12 月 17 日 文学研究科・文学部教授会改定 

平成 31 年 3 月 7 日 文学研究科・文学部教授会決定 

 

文学研究科修士課程 

 

京都大学文学研究科修士課程では、ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成するために、次の方

針のもとに教育課程を編成・実施し、①基盤的・先端的な専門知識、②新たな知を創造しうる能力、

③高い倫理性と強い責任感、④研究成果を世界に発信できる語学能力、をそれぞれ有する研究者およ

び高度な専門性を必要とする職業を担いうる人材を育成する。 

 

1. 修士課程一年次のはじめに、幅広い思考力と判断力を持つ学生を育てるために、主たる指導教員

と、研究科を担当する本学教員のうちから指導教員若干名を定める。 

2. 学生は、修士課程一年次の定められた時期に、それぞれの関心に沿った研究計画を主体的に作成

し、指導教員に提出する。 

3. 学生は、カリキュラムマップに示したように、特殊講義および参加型の演習などを受講すること

により、関連分野を含めた高度な専門知識の習得、および原典・一次資料の分析力の向上に努め

るとともに、活発な討議を通して問題に対するアプローチの方法、思考能力、討論の能力を身に

つける。学修成果の評価は、筆記試験、レポート試験、演習への積極的な参加などの観点から、

科目の特性に応じて公正かつ的確に実施する。 

4. 課程修了年次に修士論文の作成が課される。学生は専門分野において修得した研究能力と知識を

活かし、課程修了の集大成として修士論文を完成する。その評価に際しては、「京都大学大学院

文学研究科学位論文に係る評価基準」を用いる。 

 

 

 

修士課程国際連携文化越境専攻にかかる分は、別冊子を参照のこと 
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文学研究科博士後期課程 

 

京都大学文学研究科博士後期課程では、ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成するために、次

の方針のもとに教育課程を編成・実施し、①基盤的・専門的な専門知識、②新たな知を創造する卓越

した能力、③高い倫理性と強い責任感、④研究成果を世界に発信し国際的連携のもとで研究を推進す

る能力、をそれぞれ有する研究者および高度な専門業務に携わりうる人材を育成する。 

 

1. 博士後期課程一年次のはじめに、学生が取り組む研究課題にふさわしい主たる指導教員と、研究

科を担当する本学教員のうちから指導教員若干名を定める。 

2. 学生は、博士後期課程一年次の定められた時期に、それぞれの研究目標と方法についての研究計

画書を作成し、指導教員に提出する。これに基づき、修士課程で培った能力を活かして、各自の

テーマによる高度な専門的研究を推進する。一年次の終わりに、研究報告書と研究状況と今後の

進展の見通しについての論文作成計画書を提出し、第一年次研究指導認定を受ける。 

3. 二年次にも、引き続き各自のテーマによる高度な専門的研究を推進する。年次の終わりに研究報

告書を提出し、第二年次研究指導認定を受ける。 

4. 三年次には、各自のテーマによる高度な専門的研究をさらに推進し、その成果をまとめた課程博

士論文を作成する。この年次の 7 月もしくは 12 月に、資格申請書を提出し、適切と承認されれ

ば博士論文提出資格を得る。そして三年次の 12 月もしくは課程研究指導認定退学後３年以内に、

学生は専門分野において習得した知識や能力を活かして作成した課程博士論文を提出する。その

評価に際しては、「京都大学大学院文学研究科学位論文に係る評価基準」を用いる。 

5. 学生は毎年次、指導教員からきめ細かな指導を受ける。また、海外への留学・海外における調査

研究や、研究成果を国内外の学会や学術誌に積極的に発表することを奨励される。 
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３．京都大学大学院文学研究科学位授与の方針 
（ディプロマ・ポリシー） 

 
平成 22 年 3 月 15 日 文学研究科・文学部教授会決定 

平成 27 年 12 月 17 日 文学研究科・文学部教授会改定 

平成 31 年 3 月 7 日 文学研究科・文学部教授会決定 

 

文学研究科修士課程 

 

京都大学文学研究科修士課程においては、人間の諸活動の原理的な解明とその諸活動が有する価値

を問い直すことを通じて、行動科学を含む広義の人文学に関わる学術について教授･対話することを

根幹の教育理念とする。この理念に基づき、①基盤的・先端的な専門知識、②新たな知を創造しうる

能力を有し、③高い倫理性と強い責任感、④研究成果を世界に発信できる語学能力、をそれぞれ有す

る研究者および高度な専門性を必要とする職業を担いうる人材を育成する。 

この教育目標を達成するために、次のような課程修了及び学位授与の規準を設ける。 

 

1. 修士課程にあっては、所定の年限在学し、研究指導を受け、所定の単位数を取得し、かつ、本研

究科が行う修士論文の審査及び試験に合格した者に、修士の学位を与える。 

2. また１.に掲げる要件を満たすことを通じて、修士課程修了にあっては、以下の点に到達してい

ることが求められる。 

 

(1) 人文学のそれぞれの専門分野において、高度な知識に基づく研究能力と、高度な専門性を必要と

する職業に従事するための能力を身につけている。 

(2) それぞれの専門分野において、原典や一次資料の分析に基づいてオリジナリティを有する研究を

進める能力を身につけている。 

(3) 専門家としての責任感と倫理性をもって研究を遂行する能力を身につけている。 

(4) 研究成果を世界に向けて発信するために必要なレベルの語学能力を身につけている。 

(5) 現在の社会がかかえている様々な問題に関して、人文学の立場から積極的に発言できるだけの知

識と発言力を持つとともに、将来の世界像を視野に入れて、人文学がいかなる存在意義を持つの

かを自覚的にとらえ、社会からのいかなる要請にも自らの専門分野の立場から意義ある発言がで

きるだけの能力を身につけている。 

 

 

 

修士課程国際連携文化越境専攻にかかる分は、別冊子を参照のこと 
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文学研究科博士後期課程 

 

京都大学文学研究科博士後期課程においては、人間の諸活動の原理的な解明とその諸活動が有する

価値を問い直すことを通じて、行動科学を含む広義の人文学に関わる高度な学術を築き上げることを

根幹の教育理念とする。この理念に基づき、①基盤的・専門的な専門知識、②新たな知を創造する卓

越した能力を有し、③高い倫理性と強い責任感、④研究成果を世界に発信し国際的連携のもとで研究

を推進する能力、をそれぞれ有する研究者および高度な専門業務に従事する能力を有した人材育成す

ることを教育目標とする。 

この教育目標を達成するために、次のような学位授与の規準を設ける。 

 

1. 博士後期課程にあっては、所定の年限在学し、研究指導を受け、かつ、本研究科が行う博士論文

の審査及び試験に合格した者に、博士の学位を与える。 

2. また１.に掲げる要件を満たすことを通じて、以下の点に到達していることが求められる。 

 

(1) 人文学のそれぞれの専門分野において、専門的研究者として自立できる研究能力と、指導的な高

度専門職業人としての能力を身につけている。 

(2) それぞれの専門分野において、原典や一次資料の高度な分析に基づいてオリジナリティの高い研

究を進めるとともに、研究の成果と学術的意義を適切に把握する能力を身につけている。 

(3) 専門家としての強い責任感と高い倫理性をもって研究を遂行する能力を身 につけている。 

(4) 研究成果を世界に向けて積極的に発信するとともに、国際的な連携のもとで研究を推進する能力

を身につけている。 

(5) 現在の社会、さらには将来の社会において自らの専門分野がいかに貢献しうるのかということを

常に自覚しつつ、学術的に国際的に認められる成果を挙げると同時に、よりよい社会の実現のた

めに意味のある研究を行うための能力を身につけている。 
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４．京都大学大学院文学研究科学位論文に係る評価基準 
 

平成 25 年 11 月 21 日文学研究科・文学部教授会決定 

 

 

博士論文の審査にあたっては、以下の基準に基づいて総合的に判断する。 

 

１．当該分野および関連する分野についての高度で幅広い知識に基づき、明確な問題意識をもって

顕著な学術的意義のある研究主題が設定されていること。 

２．適切な研究方法が主体的に選択され、確実に遂行されていること。また、資料や先行研究が適

切に取り扱われていること。 

３．論理的に明確な結論が導き出されており、顕著な独創性が認められ、当該研究分野の発展に寄

与する学術的価値を有していること。 

 

 

 

 

修士論文の審査にあたっては、以下の基準に基づいて総合的に判断する。 

 

１．当該分野および関連する分野についての幅広い知識に基づき、明確な問題意識をもって学術的

意義のある研究主題が設定されていること。 

２．適切な研究方法が選択され、確実に遂行されていること。また、資料や先行研究が適切に取り

扱われていること。 

３．論理的に明確な結論が導き出されており、独創性が認められ、当該研究分野における学術的価

値を有していること。 

 

 

 
修士課程国際連携文化越境専攻にかかる分は、別冊子を参照のこと 
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⽬

標

（1）哲学・歴史学・⽂学・⾏動科学のそれぞれの専⾨分野において、⾼度な知識に基づく研究能⼒
と、⾼度な専⾨性を必要とする職業に従事するための能⼒を⾝につけている。

（2）それぞれの専⾨分野において、原典や⼀次資料の分析に基づいてオリジナリティを有する研究
を進める能⼒を⾝につけている。

（3）専⾨家としての責任感と倫理性をもって研究を遂⾏する能⼒を⾝につけている。
（4）研究成果を世界に向けて発信するために必要なレベルの語学能⼒を⾝につけている。

京都⼤学 ⼤学院⽂学研究科 修⼠課程カリキュラム

（東洋⽂献⽂化学・⻄洋⽂献⽂化学・思想⽂化学・歴史⽂化学・⾏動⽂化学・現代⽂化学）

（1）志望分野に関する専⾨的知識を有しているとともに、⼈⽂学全般にわたって広い知識をもって
いる。

（2）志望分野において⾃らが主体的に問題を発⾒し、原典や⼀次資料の適切な分析に基づいてそれ
を解決する能⼒をもっている。

（3）将来国際的な場でも活動しうるだけの外国語能⼒の基礎を具えている。

⼊

学

の

要

件

専⾨分野
の授業(*1)

専⾨分野以外
の授業(*1)

教

職

・

司

書

・

学
芸
員
資
格
の
取
得

外国語実習

外国語実習語 学

語 学講 読演 習特殊講義

特殊講義 演 習 講 読

⼆

年

次

⼀

年

次

修⼠論⽂の提出

各⾃のテーマによる専⾨的研究の推進
修⼠論⽂の作成

修⼠論⽂の審査
学位授与の可否決定

指導教員による研究指導

研究計画書の提出
研究計画書の承認
指導教員の決定

研究能⼒と知識の獲得

（必修科⽬）

(*1)専修ごとに開講科⽬の種別は異なり、また必修科⽬の単位数も異なる。

修⼠課程国際連携⽂化越境専攻にかかる分は、別冊⼦を参照のこと

─ 69 ─

  

Ⅱ  

文
学
研
究
科



⽬

標

（1）哲学・歴史学・⽂学・⾏動科学のそれぞれの専⾨分野において、専⾨的研究者として⾃⽴できる
研究能⼒と、指導的な⾼度専⾨職業⼈としての能⼒を⾝につけている。

（2）それぞれの専⾨分野において、原典や⼀次資料の⾼度な分析に基づいてオリジナリティの⾼い研
究を進めるとともに、研究の成果と学術的意義を適切に把握する能⼒を⾝につけている。

（3）専⾨家としての強い責任感と⾼い倫理性をもって研究を遂⾏する能⼒を⾝につけている。
（4）研究成果を世界に向けて積極的に発信するとともに、国際的な連携のもとで研究を推進する能⼒

を⾝につけている。

京都⼤学 ⼤学院⽂学研究科 博⼠後期課程カリキュラム
（東洋⽂献⽂化学・⻄洋⽂献⽂化学・思想⽂化学・歴史⽂化学・⾏動⽂化学・現代⽂化学）

（1）志望分野に関する深い専⾨的知識を有しているとともに、⼈⽂学の研究を通じて学術の⾼度化
に寄与する能⼒をもっている。

（2）志望分野において、先駆的な研究課題を⾃ら設定することができ、原典や⼀次資料の精緻な分
析に基づいて、課題を解決する能⼒をもっている。

（3）⽇本語、外国語によって、研究成果を国内外に効果的に発信するための語学能⼒を具えている。

進
学
・
編
⼊
学

の
要
件

三

年

次

⼆

年

次

課程博⼠論⽂の提出(*1)

各⾃のテーマによる⾼度な専⾨的研究の推進
課程博⼠論⽂の作成

課程博⼠論⽂の審査
学位授与の可否決定

指導教員による
研究指導

研究計画届の提出 研究計画届の承認
指導教員の決定

(*1)在学中に学位論⽂を提出せずに研究指導認定を受ける者は、三年次研究報告書を提出して、
研究指導認定退学する。退学後3年以内であれば課程博⼠論⽂を提出することができる。

三年次研究報告書の提出

資格申請書の提出

⼆年次研究報告書の提出

各⾃のテーマによる⾼度な専⾨的研究の推進

⼀年次研究報告書の提出

各⾃のテーマによる⾼度な専⾨的研究の推進

三年次研究指導認定

資格申請書の承認

⼆年次研究指導認定

指導教員による
研究指導

⼀年次研究指導認定

指導教員による
研究指導

海
外
へ
の
留
学
・
海
外
に
お
け
る
調
査
研
究

国
内
外
学
会
で
の
発
表
・
雑
誌
論
⽂
の
公
表

授
業
へ
の
参
加
・
T
A
な
ど
と
し
て
の
指
導

⼀

年

次

論⽂作成計画書の提出
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5．授業及び論文関係 

（1）文学研究科の授業，研究指導及び学修方法に関する申合せ事項 

 

昭和 51 年 12 月 9 日教授会決定 

平成 16 年 3 月 22 日改正 

 

1. (1) 各学生について，指導教授のほかに，研究科を担当する本学の教員のうちから，指導教員若干名を

定める。 

(2) 当該専修の教授が欠員又は事故のある場合は，研究科会議の議を経て，指導教員の 1名が指導教授

の任務を代行することがある。 

2. 学生は，学修及び研究の指導を受けるために，履修及び研究の計画を定め，所定の期日までにこれを提 

出しなければならない。 

3. 修士課程の学生に必要な 30 単位のうち，各専修に属する必修科目の単位は，別表に掲げるとおりとし， 

その他の単位は，自由選択とすることができる。 

4. 博士後期課程の学生は，研究指導を受けて，毎学年，演習などを履修し，学年末に研究報告書を提出し 

なければならない。 

                             

大 学 院 修 士 課 程 単 位 表 
 

 
必 修 

自由選択 合 計 備 考 
特殊講義 演 習 

 国 語 学 国 文 学 専 修  12 18 30  

 中 国 語 学 中 国 文 学 専 修  8 8 14 30  

 中 国 哲 学 史 専 修  16 14 30  

 イ ン ド 古 典 学 専 修  16 14 30  

 仏 教 学 専 修  8 8 14 30  

 西 洋 古 典 学 専 修  12 18 30  

 ス ラ ブ 語 学 ス ラ ブ 文 学 専 修  12 18 30  

 ド イ ツ 語 学 ド イ ツ 文 学 専 修  16 14 30  

 英 語 学 英 米 文 学 専 修  8 12 10 30  

 フランス語学フランス文学専修  8 8 14 30  

 イタリア語学イタリア文学専修  8 8 14 30  
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必 修 

自由選択 合 計 備 考 
特殊講義 演 習 

 哲 学 専 修  

（平成 29 年度以前入学者用） 

30  
16 14 

（平成 30 年度以降入学者用） 

8 12 ※1 10 

 西洋哲学史（古代・中世・近世）専修  16 14 30  

 日 本 哲 学 史 専 修  16 14 30  

 倫 理 学 専 修  16 14 30  

 宗 教 学 専 修  16 14 30  

 キ リ ス ト 教 学 専 修  16 14 30  

 美 学 美 術 史 学 専 修  4 8 18 30  

 日 本 史 学 専 修  12 18 30  

 東 洋 史 学 専 修  12 18 30  

 西 南 ア ジ ア 史 学 専 修  12 18 30  

 西 洋 史 学 専 修  12 18 30  

 考 古 学 専 修  12 18 30  

 心 理 学 専 修  8 8 14 30  

 言 語 学 専 修  8 12 10 30  

 社 会 学 専 修  8 12 10 30  

 地 理 学 専 修  8 8 14 30  

 科 学 哲 学 科 学 史 専 修  8 8 14 30  

 メ デ ィ ア 文 化 学 専 修  8 8 14 30  

 情 報 ・ 史 料 学 専 修  8 8 14 30 

※2 
 二 十 世 紀 学 専 修  8 8 14 30 

 現 代 史 学 専 修  8 8 14 30  

 
京都大学・ハイデルベルク大学

国 際 連 携 文 化 越 境 専 攻  26 4 30 ※3 

※1 哲学専修の平成 30 年度以降入学者については，必修科目の「演習」は同専修の「演習 I」を指す。 
※2 情報・史料学専修および二十世紀学専修所属の者は，メディア文化学専修で開講される特殊講義およ

び演習を，必修科目に読みかえることとする。 
※3 京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻の「自由選択科目」に含められるのは、1 セメ
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スターについて 2 単位まで、修士課程在学中の上限は 4 単位までとする。（指導教員の了解を得て履

修可能な国際高等教育院が開講する全学共通科目の日本語科目 2 単位を含む。） 
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（2）履 修 登 録 に つ い て 

 
●文学研究科科目を履修する場合（KULASIS での履修登録） 
文学研究科科目を履修するには，KULASIS での履修登録が必要となる。履修登録をしていない授業科目

は，受講し試験(筆記，レポート等) を受けても単位認定がされないので，必ず期間内に KULASIS に登録

すること。 

 前 期 

（前期科目・通年科目・修士論文） 

後 期 

（後期科目） 

履修登録ページ公開日 4 月 2 日（金） 9 月 21 日（火） 

履修登録期間 4 月 17 日（土）・4月 20 日（火） 10 月 12 日（火）・10 月 13 日（水） 

履修登録確認・修正期間 4 月 23 日（金）・4月 26 日（月） 10 月 16 日（土）～10 月 19 日（火） 

履修登録確定日 4 月 28 日（水） 10 月 21 日（木） 

履修登録確認表開示期間 4 月 28 日（水）～5月 5 日（水） 10 月 21 日（木）～10 月 28 日（木） 

 

 

●文学部科目を履修する場合（KULASIS での履修登録） 

KULASIS で行う。詳細は掲示に注意すること。ただし，学部科目の単位は，修了に必要な単位として認

められない。 
 

●他研究科科目を履修する場合（他研究科聴講願等での履修登録） 

各研究科で履修登録方法が異なるため,掲示に注意すること。ただし，他研究科科目の単位は，修了に

必要な単位として認められない。 
 

●全学共通科目を履修する場合（KULASIS での履修登録） 

「全学共通科目履修登録について」の掲示に注意すること。ただし，全学共通科目の単位は，修了に必

要な単位として認められない。 
 
●大学院共通科目群、大学院横断教育科目群の科目を履修する場合（KULASIS での履修登録） 

 KULASIS で行う。ただし、修了に必要な単位として認められない科目もあるので注意すること。 

 

●平成 27 年度以前に入学した学生を対象としたカリキュラムが適用される学生が，文学研究科・文学部

が開講する専門科目の語学を履修し，単位を修得した場合には，シラバス記載単位数の 2分の 1が修了・

卒業に必要な単位として算入される。  
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(3）試験・成績について 

 

成 績 評 価 基 準 

文学研究科専門科目における成績評価は 100 点満点とし，評価基準は 60 点以上を合格，60 点未満は不

合格とする。また評語は以下のとおりとする。 

 

【平成２６年度以前入学者】 

80 点以上を「優」，70 点～79 点を「良」，60 点～69 点を「可」，59 点以下を「不可」とする。 

 

【平成２７年度～平成３１年度（２０１９年度）入学者】 

90 点以上を「Ａ＋」，80 点～89 点を「Ａ」，70 点～79 点を「Ｂ」，61 点～69 点を「Ｃ」，60 点を「Ｄ」，

59 点以下を「Ｆ」とする。 

 

【令和２年度以降入学者】 

96 点以上を「Ａ＋」，85 点～95 点を「Ａ」，75 点～84 点を「Ｂ」，65 点～74 点を「Ｃ」，60 点～64 点を

「Ｄ」，59 点以下を「Ｆ」とする。 

 

評語 適用基準 

A＋ 

合格基準に達し

ている。 

学修の高い効果が認められ、傑出した成績である。／Outstanding 

A 学修の高い効果が認められ、特に優れた成績である。／Excellent 

B 学修の高い効果が認められ、優れた成績である。／Good 

C 学修の効果が認められる。／Fair 

D 最低限の学修の効果が認められる。／Pass 

F 
合格基準に達し

ていない。 
不合格。／Fail 

 

 

試験における不正行為の取扱いについて 

受験に際し自己または他人のために不正行為をした者の当該期の科目及び当該年度の通年科目の成績

は，すべて無効とする。 

 

 

成績の異議申立について 
 

当該期の成績について，次の場合に限り異議を申し立てることができる。 

① 採点の誤記入等，明らかに担当教員の誤りであると思われるもの 

② シラバス等により周知している成績評価の方法等から，明らかに疑義があるもの 

 

（申立の方法等） 

成績開示初日から１週間以内※に，成績表を添えて教務掛窓口へ申し出ること。申立期間を過ぎたも

のは受け付けない。なお，担当教員に直接異議を申し出ることはできない。 

申し立て内容については，文学研究科・文学部において確認し，上記の①又は②に該当しないと判断

された場合，対象外とする。 

 おって，措置内容については，申し立てから原則として２週間以内に通知する。 

※詳細な日程は，KULASIS 及び掲示にて周知。 
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（4）修 士 論 文 の 提 出 に つ い て 

 
今年度の大学院修士課程修了希望者は，下記により論文題目届及び論文を提出すること。 

なお，前年度に論文題目届及び論文を提出した後，修了を延期した者も今年度改めて論文題目届・論文とも

提出すること。 

記 
  

論文題目 
 
提出期間：文学部・文学研究科行事予定表のとおり 

 下記 URL にアクセスのうえ、必要事項を入力し、当該年度の「行事予定表」の提出日

までにアップロードすること。論文題目は原則として WEB 上で入力し、指導教員の確

認を受け作成すること。操作には KULASIS に掲載のマニュアルを参考すること。なお、

研究公正チュートリアルを事前に受けること。（実施日、担当教員名の入力が必要。） 
【URL】https://kar.gakusei.kyoto-u.ac.jp/portal/login/  

論  文 
 
提出期間：文学部・文学研究科行事予定表のとおり 

 論文の表紙には必要事項を記入した表紙ラベルを貼付し，教務掛へ提出すること。   
注意事項  

 
論文題目届・論文とも締め切り後は受理しない。   

書  式 
 
論文は原則として日本語とする。 
但し， 
1．英語学英米文学，フランス語学フランス文学専修学生はそれぞれの言語で書くものとす

る。（平成 29 年度以前のドイツ語学ドイツ文学専修入学者は、ドイツ語で書くものとする。） 
 2．その他の専修の学生も専修によって認められた場合には，日本語以外の言語で書いても

よい。   
用  紙 
枚  数 

 
和文の場合 

400 字詰原稿用紙に換算して， 

文献文化学専攻          50 枚以内 

 思想文化学専攻         100 枚以内 

 歴史文化学専攻         100 枚以内 

 行動文化学専攻         100 枚以内 

 現代文化学専攻         100 枚以内 
但し，中国哲学史，インド古典学，仏教学の各専修は 100 枚以内とする。 

なお，歴史文化学専攻学生は別に 400 字詰原稿用紙 5 枚分に相当する論文要旨を本文

の前に綴じ込むこと。 
欧文の場合 

A 4 判用紙に 1ページ 25行程度で 50 ページ以内とする。 

なお，「外国語」で書いた論文には必ず和文の要旨を添付すること。   
そ の 他 

 
1. 修士論文には黒表紙をつけ仮製本して提出すること。 

論文の提出期限は厳守し，提出後の誤字・脱字の訂正，プリントアウトの欠損などがない

ように充分な点検をおこなうこと。 

パソコン使用の場合，ハードディスクやＵＳＢの異常，または機器の故障を理由とした提

出延期や不完全な形での提出は認めない。 

 2. 黒表紙を開いた一枚目に、必要事項を記入した「研究公正に関する宣誓書」を綴じ込む

こと。用紙は KULASIS に掲載する。宣誓書がない論文は受理しない。 

3. 論文題目届提出後は原則として題目の変更は認めない。止むを得ず変更する場合は，教

務掛交付の「修士論文題目変更届」 (所定用紙) に指導教員の検印を得て教務掛へ届け出

ること。提出された論文題目は，学位記データに使用される。 

4. 論文題目届を提出した者は修了予定者として扱う。その後，事情により留年することに

なった者は，必ず教務掛交付の「論文提出取止届」に指導教員の検印を受けて提出するこ

と。 

5. 修士論文は口頭試問の前に限り撤回することができる。 

6. 修士論文は返却しない。審査終了後，本研究科で製本し文学研究科図書館で保管する。

従って各自「写し」をとっておくことが望ましい。 
修士課程国際連携文化越境専攻にかかる分は、別冊子を参照のこと 
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（5）京都大学大学院文学研究科課程博士論文提出の手続 

 

【平成３１年度（２０１９年度）以前入学者】 

(全体の流れ) 
 

博士後期 1年次   4 月  「研究計画書」を提出，希望する指導教員 3名を届けでる。 

3 月    「論文作成計画書」および「研究報告書」を提出し，第 1年次研究指導 

    認定を受ける。 

博士後期 2年次  4 月   研究題目・学修および研究計画届を提出。 

   3 月    「研究報告書」を提出し，第 2年次研究指導認定を受ける。 

博士後期 3年次  4 月   研究題目・学修および研究計画届を提出。 

   7 月   「資格申請書」を提出，承認されれば「博士論文提出資格」を得る。 

12 月    「課程博士論文」を提出。 

1 月   ｢研究報告書」を提出。 
 

※提出日は、当該年度の「行事予定表」を参照すること。 

 

(説明) 

1 . 研究計画書 

博士後期課程全体を通じての研究主題・修士論文までの研究実績との関連性・研究の具体的計画を年

度をおったかたちで 400 字詰原稿用紙 5枚程度の分量にまとめて説明し，第 1年次の 4月に提出する。

また希望する指導教員 3名を選んで申請する。指導教員は「研究計画書」を通覧し，必要に応じて，指

導教員の選定を含めた補足・変更を求め，主任指導教員 1名を選ぶ。 

 

2 . 博士論文指導 

博士論文指導の時間を定期的に設けるので，必ず出席すること。 

 

3 . 論文作成計画書 

第 1年次の 3月に， 

(1) 論文の主題 

(2) 現在までの研究状況 

(3) 今後の進展の見通し 

(4) 自己の研究の国内外における位置づけ 

以上につき，400 字詰原稿用紙で 10 枚程度の分量にまとめて提出する。執筆にあたっては実際にどのよ

うな論文を書こうとしているのか，どのように研究をすすめるのか，その研究によりどのような点が明
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らかにされるのかが具体的にわかるよう，明晰に記述しなくてはならない。 

指導教員は，計画書の内容について検討し，不備と認めた場合に補足・変更を求める。 

提出後にやむを得ず主題変更・修正をおこなう必要が出てきた際は，ただちに主任指導教員に届け，

承認を得ること。 

 

4 . 各年次研究報告書 

(1) 当初の研究計画および論文作成計画に沿った，独立の研究論文としての実質をそなえたものを，

第 1・2年次末に提出する。400 字詰 50 枚程度のものを基準にする。審査を経て学会誌に掲載され

た論文の抜刷などでもかまわない。 

(2) 指導教員は，(1) の研究報告書の内容が不備と認めた場合には翌年度 6月末までに書き直しを求

め，改めて研究指導認定を行う。 

(3) 1 年次または 2年次に研究報告書未提出などの理由により研究指導認定を受けることが出来なか

ったものは，翌年度以降に所定の研究報告書を提出し，各年次の研究指導認定を受けなければなら

ない。なおその際，複数年次の研究報告書を同一年度に提出することは出来ない。 

(4) 3 年次については次のように取り扱う 

・在学中に課程博士論文を完成し，提出した者は学位論文提出の際に作成した「論文要旨」を研究

報告として提出すること。 

・在学中に学位論文を提出せずに研究指導認定を受ける者は，(1)に準じて研究報告を作成し，提

出すること。なお，研究指導認定を受けた者は当該年度末に研究指導認定退学することになるの

で，｢研究指導認定退学願｣を提出すること。 

3 年次で研究報告を提出する期間は 1，2年次とは異なるので，行事予定表を確認のうえ遺漏のな

いように提出すること。 

 

5 . 資格申請書 

上記でいう第 1年次および第 2年次に相当する 2回の研究指導認定を受けたものは，第 2年次研究指

導認定を受けた翌年度 (第 3 年次) の 7 月に，以下の内容を含む「資格申請書」を提出する (分量・体

裁・内容については専修ごとの基準により，課程博士論文を実際に完成できるか否か判断できるだけの

内容をそなえたものとする)。その際，以下の各項目は必ず含んでいなければならない。 

(1) 論文の進行状況と今後の作業の見通し 

(2) 論文全体の章・節および見出しを含む詳細な目次 

(3) 各章・節の内容についての要旨 

本申請書提出後，指導委員会 (指導教員 3名に，必要があれば他の教員を加える) による審査をおこ

ない，承認されれば「博士論文提出資格」を与える。「博士論文提出資格」の有効期限は博士後期課程

在学中および研究指導認定退学後 3年間である。 
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「資格申請書」が審査の結果不承認となったとき，あるいは一旦提出し承認を受けた後で論文構想に変

更 が生じたときには，次回の提出時期に再度承認を求めるものとする。 

「資格申請書」の最終提出期限は博士後期課程退学以前の定められた時期 (行事予定表に明示) とす

る。提出されないまま退学した場合，以後の課程博士論文の提出資格は認めない。 

6 . 論文 

第 3年次の 12 月に，「博士学位論文出願手続について」等(文学研究科ホームページに掲載)を参照

し，誤りのないよう提出すること。 

第 3年次の課程博士論文の提出期限は，「博士論文提出資格」を有する最終年度 12 月上旬 (行事予定

表および掲示で周知) の定められた時期とする。 

なお，｢博士論文提出資格｣を有した後，研究指導認定退学した者は，退学後 3年以内に提出すれば課

程博士となる。 

 

7 . 博士後期課程第 3年次において論文を完成できない場合 

(a) 第 3 年次 7月に「資格申請書」を完成・提出できなかった場合。 

(b) 同年次 12 月に論文を提出できなかった場合。 

いずれの場合も，その旨をただちに主任指導教員に届け出るものとする。 

上記 (a)の場合，「資格申請書」提出の機会は，同年 12 月(行事予定表に明示)に与えられる。 

 

8 . 留学計画 

博士後期課程の中途で留学するときには，どの大学院の博士課程 (ないしそれに相当する水準の教育

研究機関)においてどの教員の指導を受けるか，また研究進捗状況と留学の関連につき指導教員と協議

し，助言・承認を得るものとする。 

留学を終了し帰国する際には，留学期間における研究状況について，留学先の指導教員による説明書 

(ないしそれに代るもの) をたずさえることが望ましい。 

 

9 . 審査手続き等 

研究報告書提出時，資格申請時及び論文提出時には在学していること(休学期間中は研究報告書提

出，資格申請,論文提出を認めない。) 
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【令和２年度以降入学者】 

(全体の流れ) 
 

博士後期 1年次   4 月  「研究題目」「研究計画届」を提出，希望する指導教員 3名を届けでる。 

10 月  「論文作成計画書」を提出する。 

3 月    「第１回研究報告書」を提出し，第 1年次研究指導認定を受ける。 

博士後期 2年次  4 月   研究題目・学修および研究計画届を提出する。 

   3 月    「第２回研究報告書」を提出し，第 2年次研究指導認定を受ける。 

博士後期 3年次  4 月   研究題目・学修および研究計画届を提出する。 

   7 月   「資格申請書」を提出，承認されれば「博士論文提出資格」を得る。 

12 月    「課程博士論文」を提出する。 

1 月   ｢第３回研究報告書」を提出する。 
 

※提出日は、当該年度の「行事予定表」を参照すること。 

 

(説明) 

1 . 研究計画届 

第 1年次 4月の研究計画届は、博士後期課程全体を通じての研究主題と構想を A4 用紙 1枚程度の分

量にまとめて説明する。また希望する指導教員 3名を選んで申請する。指導教員は「研究計画届」を通

覧し，必要に応じて，指導教員の選定を含めた補足・変更を求め，主任指導教員 1名を選び、主任指導

教員は指導計画を作成する。 

第 2年次以降の研究計画届は、専修の指導に基づき作成する。 

 

2 . 博士論文指導 

博士論文指導の時間を定期的に設けるので，必ず出席すること。 

 

3 . 論文作成計画書 

第 1年次の 10 月に， 

(1) 論文の主題 

(2) 現在までの研究状況 

(3)研究の具体的年次計画及びその見通し 

(4) 自己の研究の国内外における位置づけ 

以上につき，4000～6000 字程度の分量にまとめて提出する。執筆にあたっては実際にどのような論文を

書こうとしているのか，どのように研究をすすめるのか，その研究によりどのような点が明らかにされ
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るのかが具体的にわかるよう，明晰に記述しなくてはならない。 

指導教員は，計画書の内容について検討し，不備と認めた場合に補足・変更を求める。 

提出後にやむを得ず主題変更・修正をおこなう必要が出てきた際は，ただちに主任指導教員に届け，

承認を得ること。 

 

4 . 各年次研究報告書 

(1) 当初の研究計画および論文作成計画に沿った，独立の研究論文としての実質をそなえたものを，

第 1・2年次末に提出する。20000 字程度のものを基準にする。審査を経て学会誌に掲載された論文

の抜刷などでもかまわない。 

(2) 指導教員は，(1) の研究報告書の内容が不備と認めた場合には翌年度 6月末までに書き直しを求

め，改めて研究指導認定を行う。 

(3) 1 年次または 2年次に研究報告書未提出などの理由により研究指導認定を受けることが出来なか

ったものは，翌年度以降に所定の研究報告書を提出し，各年次の研究指導認定を受けなければなら

ない。なおその際，複数年次の研究報告書を同一年度に提出することは出来ない。 

(4) 3 年次については次のように取り扱う 

・在学中に課程博士論文を完成し，提出した者は学位論文提出の際に作成した「論文要旨」を研究

報告として提出すること。 

・在学中に学位論文を提出せずに研究指導認定を受ける者は，(1)に準じて研究報告を作成し，提

出すること。なお，研究指導認定を受けた者は当該年度末に研究指導認定退学することになるの

で，｢研究指導認定退学願｣を提出すること。 

3 年次で研究報告を提出する期間は 1，2年次とは異なるので，行事予定表を確認のうえ遺漏のな

いように提出すること。 

 

5 . 資格申請書 

上記でいう第 1年次および第 2年次に相当する 2回の研究指導認定を受けたものは，第 2年次研究指

導認定を受けた翌年度 (第 3 年次) の 7 月に，以下の内容を含む「資格申請書」を提出する (分量・体

裁・内容については専修ごとの基準により，課程博士論文を実際に完成できるか否か判断できるだけの

内容をそなえたものとする)。その際，以下の各項目は必ず含んでいなければならない。 

(1) 論文の進行状況と今後の作業の見通し 

(2) 論文全体の章・節および見出しを含む詳細な目次 

(3) 各章・節の内容についての要旨 

本申請書提出後，指導委員会 (指導教員 3名に，必要があれば他の教員を加える) による審査をおこ

ない，承認されれば「博士論文提出資格」を与える。「博士論文提出資格」の有効期限は博士後期課程

在学中および研究指導認定退学後 3年間である。 
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「資格申請書」が審査の結果不承認となったとき，あるいは一旦提出し承認を受けた後で論文構想に

変更 が生じたときには，次回の提出時期に再度承認を求めるものとする。 

「資格申請書」の最終提出期限は博士後期課程退学以前の定められた時期 (行事予定表に明示) とす

る。提出されないまま退学した場合，以後の課程博士論文の提出資格は認めない。 

 

6 . 論文 

第 3年次の 12 月に，「博士学位論文出願手続について」等(文学研究科ホームページに掲載)を参照

し，誤りのないよう提出すること。 

第 3年次の課程博士論文の提出期限は，「博士論文提出資格」を有する最終年度 12 月上旬 (行事予定

表および掲示で周知) の定められた時期とする。 

なお，｢博士論文提出資格｣を有した後，研究指導認定退学した者は，退学後 3年以内に提出すれば課

程博士となる。 

 

7 . 博士後期課程第 3年次において論文を完成できない場合 

(a) 第 3 年次 7月に「資格申請書」を完成・提出できなかった場合。 

(b) 同年次 12 月に論文を提出できなかった場合。 

いずれの場合も，その旨をただちに主任指導教員に届け出るものとする。 

上記 (a)の場合，「資格申請書」提出の機会は，同年 12 月(行事予定表に明示)に与えられる。 

 

8 . 留学計画 

博士後期課程の中途で留学するときには，どの大学院の博士課程 (ないしそれに相当する水準の教育

研究機関)においてどの教員の指導を受けるか，また研究進捗状況と留学の関連につき指導教員と協議

し，助言・承認を得るものとする。 

留学を終了し帰国する際には，留学期間における研究状況について，留学先の指導教員による説明書 

(ないしそれに代るもの) をたずさえることが望ましい。 

 

9 . 審査手続き等 

研究報告書提出時，資格申請時及び論文提出時には在学していること(休学期間中は研究報告書提

出，資格申請,論文提出を認めない。) 
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（6）京都大学大学院文学研究科課程博士論文執筆要綱 

（文学研究科共通ガイドライン） 

 

1 . 使用言語 

論文には原則として日本語を用いる。但し，専修によって認められた場合にはその他の言語で書いて

もよい。なお，主論文要旨は日本語で書くこと。 

 

2 . 体裁 

縦 (横) 書きとし，正本 1部・副本 2部ともに製本のうえ提出する。製本仕上がりの大きさは A4 判も

しくは B5 判とする。なお，審査用以外に手続用（図書館納品分）としてさらに 1部必要である。 

論文は，京都大学附属図書館において保存するので，堅牢な製本とするよう注意すること。 

表紙には論文題目・氏名のみを省略せずに記載する（年号の記載は自由）。複数冊に分けるときは，そ

れぞれの表紙に記入のうえ，全体の通し番号をつける。（背表紙も同様） 

 

3 . 用紙・論文書式 

正本・副本ともにコピー機による複写を提出してもかまわない。 

(1)和文手書きの場合は，縦書き B4 判 400 字詰原稿用紙二つ折（または B5 判 200 字詰原稿用紙),ペン

またはボールペン書きとする。横書きの場合は，A4 判原稿用紙でもよい。 

(2)パソコン使用の場合は,A4 判または B5 判の上質紙に印刷する｡印字内容の長期保存に適さない紙を

用いてはならない。 

a. 和文書式については，横書き・縦書きとも，製本仕上がり状態に留意の上，読みやすい仕上がり

になるよう定めるものとする。 

b.その他の文字の場合，上記に準じて定める。 

(3) 参考論文・主論文要旨は，上記に準ずる。付図・付表については，必要があれば見やすさを損な

わない範囲で用紙・書式の変更を行っても差し支えない。 

 

4 . 論文の構成 

(1) 目次・本文・注の構成とする。注の位置や，より具体的な章立てなどを統一する必要があれば，

各専修もしくは専攻で定める。参考論文は本項規程の扱いに準じる (ただし，学術誌などに既公刊

の論文を参考として提出する場合，強いて体裁を合わせる必要はない)。 

(2) 引用文献は，各分野が求める適切な方法によって書誌情報を掲出すること。 

 

5 . 論文の提出期限は厳守し，提出後の誤字・脱字の訂正，プリントアウトの欠損などがないように充

分な点検をおこなうこと。 
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パソコン使用の場合，ハードディスクやメモリの異常，または機器の故障を理由とした提出延期や

不完全な形での提出は認めない。 

乱丁・落丁などがないか充分に確認した上で提出すること。 
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

01 M631 001 東洋文献文化学系英語論文実習 実習 1 前期 木1 Klebanov, Andrey 大学院系共通科目

02 M631 002 東洋文献文化学系英語論文実習 実習 1 後期 木1 未定 大学院系共通科目

01 1330 001 国語学国文学 特殊講義 4 通年 月2 河村　瑛子

02 1330 002 国語学国文学 特殊講義 4 通年 火2 池田　恭哉

03 1331 001 国語学国文学 特殊講義 2 前期 水4 須田　千里 メディア文化学10
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

04 1331 002 国語学国文学 特殊講義 2 後期 水4 須田　千里 メディア文化学11
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

05 1331 003 国語学国文学 特殊講義 2 前期 木2 佐野　宏
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

06 1331 004 国語学国文学 特殊講義 2 後期 木2 佐野　宏
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

07 1331 005 国語学国文学 特殊講義 2 前期 水3 長谷川　千尋
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

08 1331 006 国語学国文学 特殊講義 2 後期 水3 長谷川　千尋
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

09 1331 009 国語学国文学 特殊講義 2 前期 集中 橋本　行洋
人間・環境学研究科
総合人間学部

10 1331 010 国語学国文学 特殊講義 2 後期 金2 橋本　行洋
人間・環境学研究科
総合人間学部

11 1331 011 国語学国文学 特殊講義 2 前期 火4 奥野　久美子 メディア文化学12
人間・環境学研究科
総合人間学部

12 1331 012 国語学国文学 特殊講義 2 後期 火4 奥野　久美子 メディア文化学13
人間・環境学研究科
総合人間学部

13 1331 013 国語学国文学 特殊講義 2 前期 集中 豊島　正之

14 1340 003 国語学国文学 演習 4 通年 月4 河村　瑛子

15 1340 004 国語学国文学 演習 4 通年 金3 田中　草大

16 1341 001 国語学国文学 演習 2 前期 火4 緑川　英樹

17 1341 002 国語学国文学 演習 2 後期 火4 緑川　英樹

18 1341 003 国語学国文学 演習 2 前期 水2 本井　牧子
人間・環境学研究科
総合人間学部

19 1341 004 国語学国文学 演習 2 後期 水2 本井　牧子
人間・環境学研究科
総合人間学部

20 M112 001 国語学国文学 演習 4 通年 木5 田中 草大

21 M112 002 国語学国文学 演習 4 通年 火5 金光　桂子

22 M114 001 国語学国文学 修論演習 4 通年 水1 金光　桂子,河村　瑛子,田中　草大

23 M990 001 修士論文(国語学国文学) 通年 集中 金光　桂子,河村　瑛子,田中　草大

01 1431 001 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 火1 永田　知之 中国哲学史03

02 1431 002 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 火1 永田　知之 中国哲学史04

03 1431 003 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 火2 道坂　昭廣 ◎人間・環境学研究科

04 1431 004 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 火2 道坂　昭廣 ◎人間・環境学研究科

05 1431 005 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 月4 大竹　昌巳 ◎言語学03

06 1431 006 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 月4 大竹　昌巳 ◎言語学07

07 1431 007 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 金4 緑川　英樹

08 1431 008 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 金2 野原　将揮 言語学04

09 1431 009 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 水1 赤松　紀彦

10 1431 010 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 水1 赤松　紀彦
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

11 1431 012 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 集中 大木　康

12 1464 001 中国語学中国文学 外国語実習 1 前期 木4 王　宜瑗

13 1464 002 中国語学中国文学 外国語実習 1 後期 木4 王　宜瑗

14 M123 001 中国語学中国文学 演習 2 前期 月2 成田　健太郎

15 M123 002 中国語学中国文学 演習 2 後期 月2 成田　健太郎

16 M123 003 中国語学中国文学 演習 2 前期 金3 木津　祐子

17 M123 004 中国語学中国文学 演習 2 後期 金3 木津　祐子

18 M123 005 中国語学中国文学 演習 2 前期 水4 緑川　英樹

19 M123 006 中国語学中国文学 演習 2 後期 水4 緑川　英樹

20 M123 007 中国語学中国文学 演習 2 通年 水2 木津　祐子,緑川　英樹,成田　健太郎

21 M990 002 修士論文(中国語学中国文学） 通年 集中 木津　祐子,緑川　英樹,成田　健太郎

　　　 　(7)令和３年度 文学研究科開講科目一覧　　
【文献文化学】

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】

01 1530 002 中国哲学史 特殊講義 4 通年 水1 池田　恭哉

02 1531 001 中国哲学史 特殊講義 2 前期 集中 工藤卓司

03 1531 002 中国哲学史 特殊講義 2 前期 火1 永田　知之 ◎中国語学中国文学01

04 1531 003 中国哲学史 特殊講義 2 後期 火1 永田　知之 ◎中国語学中国文学02

05 1531 004 中国哲学史 特殊講義 2 前期 木2 倉本　尚徳 ◎仏教学09

06 1531 005 中国哲学史 特殊講義 2 後期 木2 倉本　尚徳 ◎仏教学10

07 1531 006 中国哲学史 特殊講義 2 前期 火4 船山　徹 ◎仏教学03

08 1531 007 中国哲学史 特殊講義 2 後期 火4 船山　徹 ◎仏教学04

09 1540 001 中国哲学史 演習 4 通年 金5 宇佐美　文理

10 1540 002 中国哲学史 演習 4 通年 月2 池田　恭哉

11 1541 001 中国哲学史 演習 2 前期 金3 吉本　道雅 ◎東洋史学23

12 1541 002 中国哲学史 演習 2 後期 金3 吉本　道雅 ◎東洋史学24

13 1541 003 中国哲学史 演習 2 前期 月3 古勝　隆一

14 1541 004 中国哲学史 演習 2 後期 月3 古勝　隆一

15 1541 005 中国哲学史 演習 2 前期 金2 中　純夫

16 1541 006 中国哲学史 演習 2 後期 金2 中　純夫

17 M990 003 修士論文(中国哲学史） 通年 集中 宇佐美　文理,池田　恭哉

01 1633 001 インド古典学 特殊講義 2 前期 金3 横地　優子

02 1633 002 インド古典学 特殊講義 2 後期 水5 VASUDEVA，Somdev

03 1633 003 インド古典学 特殊講義 2 前期 月2 Klevanov Andrey

04 1633 005 インド古典学 特殊講義 2 前期 水2 天野　恭子

05 1633 006 インド古典学 特殊講義 2 前期 火3 福山泰子

06 1633 007 インド古典学 特殊講義 2 後期 水3 CATT， Adam Alvah ◎言語学12

07 1633 008 インド古典学 特殊講義 2 前期 水3 CATT， Adam Alvah ◎言語学02

08 1633 010 インド古典学 特殊講義 2 前期 集中 山畑倫志

09 1643 001 インド古典学 演習 4 前期 火5 Klevanov Andrey

10 1644 001 インド古典学 演習 2 後期 月2 未定

11 1644 003 インド古典学 演習 2 後期 金3 横地　優子

12 1644 004 インド古典学 演習 2 前期 水5 VASUDEVA，Somdev

13 1644 005 インド古典学 演習 2 前期 木4 山口　周子 仏教学18

14 1644 006 インド古典学 演習 2 後期 木4 芳原　綾子 仏教学19

15 1644 007 インド古典学 演習 2 後期 水2 天野　恭子

16 1644 009 インド古典学 演習 2 前期 火1 横地　優子,VASUDEVA,Klevanov

17 1644 010 インド古典学 演習 2 後期 火1 横地　優子,VASUDEVA，Somdev,未定

18 M143 001 インド古典学 演習 2 前期 火2 VASUDEVA，Somdev ◎文化越境03

19 M143 002 インド古典学 演習 2 後期 火2 VASUDEVA，Somdev ◎文化越境24

20 1653 001 インド古典学 講読 2 前期 月4 横地　優子

21 1653 002 インド古典学 講読 2 後期 月4 天野　恭子

22 1653 003 インド古典学 講読 2 前期 木3 Klevanov Andrey 仏教学20

23 1653 004 インド古典学 講読 2 後期 木3 未定 仏教学21

24 1653 006 インド古典学 講読 2 後期 火2 DEROCHE，Marc-Henri Jean ◎仏教学22

25 9616 001 インド古典学 語学 4 通年 月4 山口　周子 大学院共通科目
仏教学27
西南アジア史学16

サンスクリット
（２時間コース）03

26 9617 001 インド古典学 語学 8 通年 月5,木5 Klevanov Andrey 大学院共通科目 仏教学28
サンスクリット
（４時間コース）04

27 9633 001 インド古典学 語学 4 通年 金5 小松　久恵 大学院共通科目
西南アジア史学18
ヒンディー語（初級）05

 アジア・アフリカ地域研究研究科

28 9659 001 インド古典学 語学 2 前期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 ヒンディー語（中級）06 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

29 9660 001 インド古典学 語学 2 後期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 ヒンディー語（中級）07 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

30 M990 004 修士論文(インド古典学） 通年 集中 横地　優子,VASUDEVA，Somdev

01 1831 001 仏教学 特殊講義 2 前期 水3 宮崎　泉

02 1831 002 仏教学 特殊講義 2 後期 水3 宮崎　泉

03 1831 003 仏教学 特殊講義 2 前期 火4 船山　徹 中国哲学史07
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04 1831 004 仏教学 特殊講義 2 後期 火4 船山　徹 中国哲学史08

05 1831 005 仏教学 特殊講義 2 前期 木5 室寺　義仁

06 1831 006 仏教学 特殊講義 2 後期 木5 室寺　義仁

07 1831 010 仏教学 特殊講義 2 前期 金2 DEROCHE，Marc-Henri Jean

08 1831 007 仏教学 特殊講義 2 後期 金2 DEROCHE，Marc-Henri Jean

09 1831 008 仏教学 特殊講義 2 前期 木2 倉本　尚徳 中国哲学史05

10 1831 009 仏教学 特殊講義 2 後期 木2 倉本　尚徳 中国哲学史06

11 1841 001 仏教学 演習 2 前期 月4 宮崎　泉

12 1841 002 仏教学 演習 2 後期 火3 宮崎　泉

13 1841 003 仏教学 演習 2 前期 集中 加納　和雄

14 1841 004 仏教学 演習 2 前期 水4 熊谷　誠慈

15 1841 005 仏教学 演習 2 後期 水4 熊谷　誠慈

16 1841 006 仏教学 演習 2 前期 火2 佐藤　直実

17 1841 007 仏教学 演習 2 後期 月5 志賀　浄邦

18 1841 008 仏教学 演習 2 前期 木4 山口　周子 ◎インド古典学13

19 1841 009 仏教学 演習 2 後期 木4 芳原　綾子 ◎インド古典学14

20 1851 001 仏教学 講読Ｉ 2 前期 木3 Klevanov Andrey ◎インド古典学22

21 1851 002 仏教学 講読Ｉ 2 後期 木3 未定 ◎インド古典学23

22 1853 002 仏教学 講読II 2 後期 火2 DEROCHE，Marc-Henri Jean インド古典学24

23 9628 001 仏教学 語学 2 前期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 チベット語（初級）08

24 9629 001 仏教学 語学 2 後期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 チベット語（初級）09

25 9630 001 仏教学 語学 2 前期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 チベット語（中級）10

26 9630 002 仏教学 語学 2 後期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 チベット語（中級）11

27 9616 001 仏教学 語学 4 通年 月4 山口　周子 大学院共通科目
◎インド古典学25
西南アジア史学16

サンスクリット
（２時間コース）03

28 9617 001 仏教学 語学 8 通年 月5,木5 Klevanov Andrey 大学院共通科目 ◎インド古典学26
サンスクリット
（４時間コース）04

29 M990 005 修士論文(仏教学） 通年 集中 宮崎　泉

01 3130 002 西洋古典学 特殊講義 4 前期 金3,金4 髙橋　宏幸

02 3131 001 西洋古典学 特殊講義 2 前期 木2 河島　思朗

03 3131 002 西洋古典学 特殊講義 2 後期 木2 河島　思朗

04 3141 001 西洋古典学 演習 2 前期 水3 髙橋　宏幸

05 3141 002 西洋古典学 演習 2 後期 金3 平山　晃司

06 3141 003 西洋古典学 演習 2 後期 水3 髙橋　宏幸

07 3141 004 西洋古典学 演習 2 前期 水5 髙橋　宏幸

08 3141 005 西洋古典学 演習 2 後期 水5 髙橋　宏幸

09 3141 006 西洋古典学 演習 2 前期 月5 河島　思朗

10 3141 007 西洋古典学 演習 2 後期 月5 河島　思朗

11 3141 008 西洋古典学 演習 2 前期 火3 早瀬　篤 ◎西洋哲学史13

12 3141 009 西洋古典学 演習 2 後期 火3 早瀬　篤 ◎西洋哲学史14

13 3151 001 西洋古典学 講読 2 前期 月3 河島　思朗 西洋史学02

14 3151 002 西洋古典学 講読 2 後期 月3 河島　思朗 西洋史学03

15 3151 003 西洋古典学 講読 2 前期 火2 山下　修一

16 3151 004 西洋古典学 講読 2 後期 火2 山下　修一

17 M990 006 修士論文(西洋古典学） 通年 集中 髙橋　宏幸,河島　思朗

01 3231 001 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 前期 火4 堀口　大樹 ◎人間・環境学研究科

02 3231 002 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 後期 火4 堀口　大樹 ◎人間・環境学研究科

03 3231 003 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 後期 月3 中村　唯史

04 3231 005 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 前期 月3 中村　唯史

05 3231 006 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 後期 月4 有宗　昌子

06 3241 001 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 月4 中野　悠希

07 3241 002 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 火2 中村　唯史
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08 3241 003 スラブ語学スラブ文学 演習 2 後期 火2 中村　唯史

09 3241 004 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 木2 中村　唯史

10 3241 005 スラブ語学スラブ文学 演習 2 後期 木2 中村　唯史

11 3241 006 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 金3 堀口　大樹 ◎総合人間学部

12 3241 007 スラブ語学スラブ文学 演習 2 後期 金3 堀口　大樹 ◎総合人間学部

13 3241 011 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 金3,金4 Fedorova Anastasia 前期後半8週 ◎文化越境18

14 3251 003 スラブ語学スラブ文学 講読 2 前期 水3 中村　唯史

15 3251 004 スラブ語学スラブ文学 講読 2 後期 水3 中村　唯史

16 3251 005 スラブ語学スラブ文学 講読 2 後期 金4 帯谷　知可

17 9661 001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 前期 木4 Bogna Sasaki 大学院共通科目 ポーランド語（初級I）12

18 9662 001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 後期 木4 Bogna Sasaki 大学院共通科目 ポーランド語（初級I）13

19 9642 001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 前期 木5 Bogna Sasaki 大学院共通科目 ポーランド語（中級I）14

20 9642 002 スラブ語学スラブ文学 語学 2 後期 木5 Bogna Sasaki 大学院共通科目 ポーランド語（中級II）15

21 9646 001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 後期 水2 中村　唯史 大学院共通科目 ロシア語（初級）16

22 9647 001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 前期 水2 中村　唯史 大学院共通科目 ロシア語（中級）17

23 M990 007 修士論文(スラブ語学スラブ文学） 通年 集中 中村　唯史

01 3331 001 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 金4 川島　隆

02 3331 002 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 後期 金4 松村　朋彦

03 3331 005 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 金3 河﨑　靖
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

04 3331 006 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 木3 TRAUDEN，Dieter

05 3331 007 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 後期 木3 TRAUDEN，Dieter

06 3331 008 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 火3 岡田　暁生 美学美術史学09

07 3331 009 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 後期 火3 岡田　暁生 美学美術史学10

08 M181 001 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 火5 細見　和之 ◎人間・環境学研究科

09 3345 001 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 前期 金5 松村　朋彦,川島　隆

10 3345 002 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 後期 金5 松村　朋彦,川島　隆

11 M183 001 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 前期 水2 松村　朋彦

12 M183 002 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 後期 水2 松村　朋彦

13 M183 003 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 前期 水3 川島　隆

14 M183 004 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 後期 水3 川島　隆

15 M183 005 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 後期 火5 細見　和之 ◎人間・環境学研究科

16 M990 008 修士論文(ドイツ語学ドイツ文学） 通年 集中 松村　朋彦

01 M191 002 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 木1 廣田　篤彦

02 M191 003 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 火3 佐々木　徹

03 M191 004 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 月4 小林　久美子

04 M191 005 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 月4 森　慎一郎

05 M191 006 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 水4 谷口　一美 言語学05 ◎人間・環境学研究科

06 M191 007 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 水4 谷口　一美 言語学06 ◎人間・環境学研究科

07 M191 010 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 木5 西村　秀夫

08 M191 011 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 木5 西村　秀夫

09 M191 012 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 月3 出口　菜摘

10 M191 013 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 水5 里内　克巳

11 M191 014 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 月1 メドロック　麻弥

12 M191 015 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 月5 吉田　恭子

13 M191 016 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 木3 木島　菜菜子

14 M191 017 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 木3 木島　菜菜子

15 M191 018 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 金1 Karin L. Swanson

16 M191 019 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 金1 Karin L. Swanson

17 M191 020 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 集中 南谷　奉良

18 M191 021 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 集中 越智　博美
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19 M191 022 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 集中 家入　葉子

20 M193 001 英語学英米文学 演習 2 前期 金2 佐々木　徹

21 M193 002 英語学英米文学 演習 2 後期 金2 佐々木　徹

22 M193 003 英語学英米文学 演習 2 前期 火5 家入　葉子

23 M193 004 英語学英米文学 演習 2 後期 火5 家入　葉子

24 M193 005 英語学英米文学 演習 2 前期 木2 廣田　篤彦

25 M193 006 英語学英米文学 演習 2 後期 木2 廣田　篤彦

26 M193 007 英語学英米文学 演習 2 前期 水3 小林　久美子

27 M193 008 英語学英米文学 演習 2 後期 水3 小林　久美子

28 M193 009 英語学英米文学 演習 2 前期 月5 森　慎一郎

29 M193 010 英語学英米文学 演習 2 後期 月3 森　慎一郎

30 M990 009 修士論文(英語学英米文学) 通年 集中 廣田,家入,佐々木,森,小林

01 3631 001 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 木2 永盛　克也

02 3631 003 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 前期 木3 Raphaelle BRIN

03 3631 004 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 木3 Raphaelle BRIN

04 3631 005 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 金3 未定

05 3631 008 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 前期 水3 村上　祐二

06 3631 010 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 金2 森本　淳生

07 3631 012 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 月3 伊藤　玄吾

08 3645 003 フランス語学フランス文学 演習 2 前期 木4 Raphaelle BRIN

09 3645 004 フランス語学フランス文学 演習 2 後期 木4 Raphaelle BRIN

10 M202 001 フランス語学フランス文学 演習 4 通年 火4 永盛　克也,増田　眞,村上　祐二

11 M203 001 フランス語学フランス文学 演習 2 前期 火3 Raphaelle BRIN

12 M203 002 フランス語学フランス文学 演習 2 後期 火3 Raphaelle BRIN

13 M990 010 修士論文(ﾌﾗﾝｽ語学ﾌﾗﾝｽ文学） 通年 集中 永盛,増田,村上,BRIN

01 3731 001 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 前期 金2 菊池　正和

02 3731 002 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 前期 月2 村瀬　有司

03 3731 003 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 後期 月2 村瀬　有司

04 3731 004 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 前期 水3  Ida Duretto

05 3731 005 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 後期 水3  Ida Duretto

06 3731 006 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 前期 水5  Ida Duretto

07 3731 007 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 後期 水5  Ida Duretto

08 3731 008 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 後期 金2 菊池　正和

09 3740 001 イタリア語学イタリア文学 演習 4 通年 木1,木2 村瀬　有司,Ida Duretto

10 3741 001 イタリア語学イタリア文学 演習 2 前期 金3 村瀬　有司

11 3741 002 イタリア語学イタリア文学 演習 2 後期 金3 村瀬　有司

12 3741 003 イタリア語学イタリア文学 演習 2 前期 火4 河合　成雄

13 3741 004 イタリア語学イタリア文学 演習 2 後期 火4 河合　成雄

14 3764 001 イタリア語学イタリア文学 外国語実習 1 前期 火3  Ida Duretto

15 3764 002 イタリア語学イタリア文学 外国語実習 1 後期 火3  Ida Duretto

16 M990 011 修士論文(ｲﾀﾘｱ語学ｲﾀﾘｱ文学） 通年 集中 村瀬　有司
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

01 5131 001 哲学 特殊講義 2 前期 集中 榊原　哲也

02 5131 002 哲学 特殊講義 2 前期 集中 山田　圭一

03 5131 003 哲学 特殊講義 2 後期 火3 佐金　武

04 5131 004 哲学 特殊講義 2 前期 月2 大塚　淳

05 5131 005 哲学 特殊講義 2 後期 月2 大塚　淳

06 5131 006 哲学 特殊講義 2 前期 集中 田中　泉吏 ◎科学哲学科学史06

07 5141 001 哲学 演習 2 前期 火5 矢田部　俊介 ◎科学哲学科学史11

08 5141 002 哲学 演習 2 後期 火5 矢田部　俊介 ◎科学哲学科学史12

09 5141 003 哲学 演習 2 前期 木2 安部　浩 宗教学15
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

10 5141 004 哲学 演習 2 後期 木2 安部　浩 宗教学09
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

11 5141 005 哲学 演習 2 前期 火4 戸田　剛文
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

12 5143 001 哲学 演習Ｉ 2 前期 月4 出口　康夫

13 5143 002 哲学 演習Ｉ 2 後期 水3 出口　康夫

14 5143 003 哲学 演習I 2 前期 火2 八木沢　敬

15 5143 004 哲学 演習I 2 前期 火4 大塚　淳 大学院横断教育科目

16 5143 005 哲学 演習I 2 後期 火4 大塚　淳

17 5143 006 哲学 演習I 2 後期 火2 八木沢　敬

18 5143 007 哲学 演習Ｉ 2 前期 月5 大西　琢朗

19 5143 008 哲学 演習Ｉ 2 後期 月5 大西　琢朗

20 5143 009 哲学 演習I 2 前期 月3 犬飼　由美子

21 M228 001 哲学 演習I 2 前期 金4,金5 出口　康夫,大塚　淳

22 M228 002 哲学 演習I 2 後期 金4,金5 出口　康夫,大塚　淳

23 M450 001 哲学 語学 2 前期 金3 西村　洋平 大学院共通科目 ギリシア語（初級Ⅰ）25

24 M451 001 哲学 語学 2 後期 金3 西村　洋平 大学院共通科目 ギリシア語（初級Ⅱ）26

25 M452 001 哲学 語学 2 前期 水1 勝又　泰洋 大学院共通科目 ラテン語（初級Ⅰ）27

26 M453 001 哲学 語学 2 後期 水1 勝又　泰洋 大学院共通科目 ラテン語（初級Ⅱ）28

27 M990 012 修士論文(哲学） 通年 集中 出口　康夫,大塚　淳

01 5231 001 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 金4 西村　洋平 古代

02 5231 002 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 集中 岩田　直也 古代

03 5231 003 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 金4 西村　洋平 古代

04 5231 004 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 月5 中畑　正志 古代

05 5231 005 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 月5 早瀬　篤 古代

06 5234 001 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 集中 永嶋　哲也 中世

07 5234 002 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 木2 周藤　多紀 中世

08 5236 001 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 木2 大河内　泰樹 近世

09 5236 002 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 木2 大河内　泰樹 近世

10 5236 004 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 集中 池田真治 近世

11 5240 001 西洋哲学史 演習 4 通年 金2 中畑　正志 古代

12 5240 002 西洋哲学史 演習 4 通年 木4,木5 中畑　正志,早瀬　篤 古代

13 5241 001 西洋哲学史 演習 2 前期 火3 早瀬　篤 古代 西洋古典学11

14 5241 002 西洋哲学史 演習 2 後期 火3 早瀬　篤 古代 西洋古典学12

15 5242 001 西洋哲学史 演習 4 通年 木4,木5 周藤　多紀 中世

16 5243 001 西洋哲学史 演習 2 前期 金4 井澤　清 中世

17 5243 002 西洋哲学史 演習 2 後期 金4 井澤　清 中世

18 5243 003 西洋哲学史 演習 2 前期 月4 周藤　多紀 中世

19 5243 004 西洋哲学史 演習 2 後期 月4 周藤　多紀 中世

20 5244 001 西洋哲学史 演習 4 通年 金4,金5 大河内　泰樹 近世

【思想文化学】

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】
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21 5245 001 西洋哲学史 演習 2 後期 水5 大河内　泰樹 近世

22 5245 003 西洋哲学史 演習 2 前期 水5 大河内　泰樹 近世

23 5245 004 西洋哲学史 演習 2 後期 木5 中川　明才 近世

24 5245 005 西洋哲学史 演習 2 前期 木5 中川　明才 近世

25 M990 013 修士論文(西洋古代哲学史） 通年 集中 中畑　正志,早瀬　篤 古代

26 M990 014 修士論文(西洋中世哲学史） 通年 集中 周藤　多紀 中世

27 M990 015 修士論文(西洋近世哲学史） 通年 集中 大河内　泰樹 近世

01 5331 001 日本哲学史 特殊講義 2 前期 水5 上原　麻有子

02 5331 002 日本哲学史 特殊講義 2 後期 水5 上原　麻有子

03 5331 003 日本哲学史 特殊講義 2 後期 水4 杉村　靖彦 ◎宗教学04

04 5331 004 日本哲学史 特殊講義 2 後期 火3,火4 Ｊａｍｅｓ　W. Heisig 隔週開講 宗教学01

05 5331 005 日本哲学史 特殊講義 2 前期 集中 竹花　洋佑

06 5331 006 日本哲学史 特殊講義 2 後期 木3 廖钦彬

07 5331 007 日本哲学史 特殊講義 2 前期 木2 大河内泰樹

08 M241 001 日本哲学史 特殊講義 2 後期 金3 安部　浩 (自己存在論１)　 ◎人間・環境学研究科

09 M244 001 日本哲学史 演習II 4 通年 不定 上原　麻有子
金(前期)3-４ ,
金(後期)4-5

10 M990 016 修士論文(日本哲学史） 修士論文 通年 集中 上原　麻有子

01 5430 001 倫理学 特殊講義 4 通年 火3 水谷　雅彦

02 5431 001 倫理学 特殊講義 2 前期 集中 神崎　宣次

03 5431 002 倫理学 特殊講義 2 前期 金2 児玉 聡

04 5431 003 倫理学 特殊講義 2 後期 金2 児玉 聡

05 5431 004 倫理学 特殊講義 2 前期 月2 児玉　聡 文化越境15

06 5440 001 倫理学 演習 4 通年 火4 水谷　雅彦

07 5440 002 倫理学 演習 4 通年 金4 水谷　雅彦

08 5443 003 倫理学 演習 2 前期 金5 永守 伸年

09 5443 004 倫理学 演習 2 後期 金5 永守 伸年

10 5443 005 倫理学 演習 2 前期 水4 佐藤　義之
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

11 5443 006 倫理学 演習 2 後期 水4 佐藤　義之
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

12 M990 017 修士論文(倫理学） 通年 集中 水谷　雅彦,児玉　聡

01 5531 001 宗教学 特殊講義 2 後期 火3,火4 Ｊａｍｅｓ　W. Heisig 隔週開講 ◎日本哲学史04

02 5531 002 宗教学 特殊講義 2 後期 月5 鬼頭　葉子 ◎キリスト教学05

03 5531 003 宗教学 特殊講義 2 前期 水4 杉村　靖彦 キリスト教学03

04 5531 004 宗教学 特殊講義 2 後期 水4 杉村　靖彦 日本哲学史03 キリスト教学04

05 5531 005 宗教学 特殊講義 2 前期 火4 伊原木　大祐

06 5531 006 宗教学 特殊講義 2 後期 火5 伊原木　大祐

07 5541 001 宗教学 演習 2 前期 水5 杉村　靖彦

08 5541 002 宗教学 演習 2 後期 水5 杉村　靖彦

09 5541 003 宗教学 演習 2 後期 木2 安部　浩 哲学10
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

10 5541 004 宗教学 演習 2 前期 火3 伊原木　大祐

11 5541 005 宗教学 演習 2 後期 火4 伊原木　大祐

12 5541 006 宗教学 演習 2 前期 火2 竹内　綱史

13 5541 007 宗教学 演習 2 前期 月4 津田　謙治 ◎キリスト教学09

14 5541 008 宗教学 演習 2 後期 月4 津田　謙治 ◎キリスト教学10

15 5541 009 宗教学 演習 2 前期 木2 安部　浩 哲学09
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

16 M264 001 宗教学 演習II 4 通年 金4,金5 杉村　靖彦,伊原木　大祐

17 5551 001 宗教学 講読 2 前期 月3 根無　一行

18 5551 002 宗教学 講読 2 後期 月3 根無　一行

19 M990 018 修士論文(宗教学) 通年 集中 杉村　靖彦,伊原木　大祐
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01 5631 001 キリスト教学 特殊講義 2 前期 水3 津田　謙治

02 5631 002 キリスト教学 特殊講義 2 後期 水3 津田　謙治

03 5631 003 キリスト教学 特殊講義 2 前期 水4 杉村　靖彦 ◎宗教学03

04 5631 004 キリスト教学 特殊講義 2 後期 水4 杉村　靖彦 ◎宗教学04

05 5631 005 キリスト教学 特殊講義 2 後期 月2 鬼頭　葉子 宗教学02

06 5631 006 キリスト教学 特殊講義 2 前期 集中 洪　伊杓

07 5641 004 キリスト教学 演習 2 前期 木2 平出　貴大，渡邉　蘭子

08 5641 005 キリスト教学 演習 2 後期 金4 河﨑　靖

09 5641 006 キリスト教学 演習 2 前期 月4 津田　謙治 宗教学13

10 5641 007 キリスト教学 演習 2 後期 月4 津田　謙治 宗教学14

11 M272 001 キリスト教学 演習 4 通年 火4 津田　謙治

12 9639 001 キリスト教学 語学 2 前期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 西南アジア史学19 ヘブライ語（初級）01

13 9640 001 キリスト教学 語学 2 後期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 西南アジア史学20 ヘブライ語（中級）02

14 M990 019 修士論文(キリスト教学) 通年 集中 津田　謙治

01 5731 003 美学美術史学 特殊講義 2 前期 水3 根立　研介

02 5731 004 美学美術史学 特殊講義 2 後期 水3 根立　研介

03 5731 005 美学美術史学 特殊講義 2 前期 金3 平川　佳世

04 5731 006 美学美術史学 特殊講義 2 後期 金3 平川　佳世

05 5731 007 美学美術史学 特殊講義 2 前期 水2 杉山　卓史

06 5731 008 美学美術史学 特殊講義 2 後期 水2 杉山　卓史

07 5731 009 美学美術史学 特殊講義 2 前期 金2 稲本　泰生

08 5731 010 美学美術史学 特殊講義 2 後期 金2 稲本　泰生

09 5731 011 美学美術史学 特殊講義 2 前期 火3 岡田　暁生 ◎ドイツ語学ドイツ文学06

10 5731 012 美学美術史学 特殊講義 2 後期 火3 岡田　暁生 ◎ドイツ語学ドイツ文学07

11 5731 013 美学美術史学 特殊講義 2 後期 火2 加須屋　明子

12 5731 014 美学美術史学 特殊講義 2 前期 集中 樋口　一貴

13 5731 015 美学美術史学 特殊講義 2 前期 月3 武田　宙也 ◎人間・環境学研究科

14 5731 016 美学美術史学 特殊講義 2 後期 月3 武田　宙也 ◎人間・環境学研究科

15 5731 017 美学美術史学 特殊講義 2 後期 木2 永井　隆則

16 5731 018 美学美術史学 特殊講義 2 前期 水5 筒井　忠仁

17 5731 019 美学美術史学 特殊講義 2 後期 水5 筒井　忠仁

18 5731 020 美学美術史学 特殊講義 2 後期 月4 松永　伸司 ◎メディア文化学09

19 5741 001 美学美術史学 演習Ｉ 2 前期 火3 根立　研介,平川　佳世,筒井　忠仁

20 5741 002 美学美術史学 演習Ｉ 2 後期 火3 根立　研介,平川　佳世,筒井　忠仁

21 5745 003 美学美術史学 演習II 2 後期 木1 平川　佳世

22 5745 004 美学美術史学 演習II 2 前期 木2 杉山　卓史

23 5745 005 美学美術史学 演習II 2 前期 月2 永井　隆則

24 5745 006 美学美術史学 演習II 2 後期 木3 倉持　充希

25 5745 007 美学美術史学 演習II 2 前期 木4 江尻　育世

26 M286 001 美学美術史学 演習III 2 前期 金5 根立,平川,杉山,筒井

27 M286 002 美学美術史学 演習III 2 後期 金5 根立,平川,杉山,筒井

28 M990 020 修士論文(美学美術史学） 通年 集中 根立,平川,杉山,筒井
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

01 M630 001 歴史学英語論文実習 実習 1 後期 火3 ERICSON, Kjell David 大学院系共通科目 文化越境47

01 6631 003 日本史学 特殊講義 2 前期 月5 吉川　真司

02 6631 009 日本史学 特殊講義 2 後期 火2 上島 享

03 6631 002 日本史学 特殊講義 2 後期 火4 三宅　正浩

04 6631 001 日本史学 特殊講義 2 前期 火2 谷川　穣

05 6631 016 日本史学 特殊講義 2 前期 木2 吉江　崇
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

06 6631 017 日本史学 特殊講義 2 後期 木2 吉江　崇
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

07 6631 014 日本史学 特殊講義 2 前期 木3 熊谷 隆之
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

08 6631 015 日本史学 特殊講義 2 後期 木3 熊谷 隆之
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

09 6631 004 日本史学 特殊講義 2 前期 月2 岩城　卓二

10 6631 005 日本史学 特殊講義 2 後期 月2 岩城　卓二

11 6631 008 日本史学 特殊講義 2 後期 月3 岩崎　奈緒子

12 6631 012 日本史学 特殊講義 2 前期 水2 髙木　博志 ◎現代史学06 メディア文化学05

13 6631 013 日本史学 特殊講義 2 後期 水2 髙木　博志 ◎現代史学07 メディア文化学07

14 6631 006 日本史学 特殊講義 2 前期 月3 福家　崇洋 現代史学19

15 6631 007 日本史学 特殊講義 2 後期 月5 告井 幸男

16 6631 019 日本史学 特殊講義 2 前期 火1 小原　嘉記

17 6631 018 日本史学 特殊講義 2 後期 金4 鍛治  宏介

18 6631 010 日本史学 特殊講義 2 前期 集中 小林 准士

19 6631 011 日本史学 特殊講義 2 後期 金1 Breen John

20 M292 002 日本史学 演習 4 通年 水3 吉川　真司

21 M292 003 日本史学 演習 4 通年 火5 上島　享

22 M292 001 日本史学 演習 4 通年 水5 三宅　正浩

23 M292 004 日本史学 演習 4 通年 金5 谷川　穣

24 M990 021 修士論文(日本史学) 通年 集中 吉川,谷川,上島,三宅

01 6731 001 東洋史学 特殊講義 2 前期 火4 吉本　道雅

02 6731 002 東洋史学 特殊講義 2 後期 火4 吉本　道雅

03 6731 003 東洋史学 特殊講義 2 前期 月4 中砂　明徳

04 6731 004 東洋史学 特殊講義 2 後期 月4 中砂　明徳

05 6731 005 東洋史学 特殊講義 2 前期 木1 髙嶋　航

06 6731 006 東洋史学 特殊講義 2 後期 木1 髙嶋　航

07 6731 009 東洋史学 特殊講義 2 前期 木5 箱田　恵子 ◎現代史学02

08 6731 010 東洋史学 特殊講義 2 前期 集中 城山　智子 ◎現代史学10

09 6731 011 東洋史学 特殊講義 2 前期 水2 辻　正博
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

10 6731 012 東洋史学 特殊講義 2 後期 水2 辻　正博
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

11 6731 013 東洋史学 特殊講義 2 前期 火1 矢木　毅

12 6731 014 東洋史学 特殊講義 2 後期 火1 矢木　毅

13 6731 018 東洋史学 特殊講義 2 前期 水4 承　志

14 6731 019 東洋史学 特殊講義 2 後期 水4 承　志

15 6731 021 東洋史学 特殊講義 2 前期 水3 太田　出
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

16 6731 022 東洋史学 特殊講義 2 後期 水3 太田　出
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

17 6731 023 東洋史学 特殊講義 2 前期 月2 宮宅　潔

18 6731 024 東洋史学 特殊講義 2 後期 月2 宮宅　潔

19 6731 025 東洋史学 特殊講義 2 前期 月2 石川　禎浩 ◎現代史学08 メディア文化学14

20 6731 026 東洋史学 特殊講義 2 後期 月2 石川　禎浩 ◎現代史学09 メディア文化学15

21 6731 027 東洋史学 特殊講義 2 前期 水1 古松　崇志

22 6731 028 東洋史学 特殊講義 2 後期 水1 古松　崇志

【歴史文化学】

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】

23 6741 001 東洋史学 演習I 2 前期 金3 吉本　道雅 中国哲学史11

24 6741 002 東洋史学 演習I 2 後期 金3 吉本　道雅 中国哲学史12

25 6743 001 東洋史学 演習II 2 前期 火5 中砂　明徳

26 6743 002 東洋史学 演習II 2 後期 火5 中砂　明徳

27 6745 001 東洋史学 演習III 2 前期 金1 髙嶋　航

28 6745 002 東洋史学 演習III 2 後期 金1 髙嶋　航

29 6749 001 東洋史学 演習 2 前期 月4 村上　衛 ◎現代史学20 メディア文化学20

30 6749 002 東洋史学 演習 2 後期 月4 村上　衛 ◎現代史学21 メディア文化学21

31 M303 001 東洋史学 演習 2 前期 金5 吉本　道雅

32 M303 002 東洋史学 演習 2 後期 金5 吉本　道雅

33 M303 003 東洋史学 演習 2 前期 月5 中砂　明徳

34 M303 004 東洋史学 演習 2 後期 月5 中砂　明徳

35 M990 022 修士論文(東洋史学) 通年 集中 吉本　道雅,中砂　明徳,髙嶋　航

01 6831 004 西南アジア史学 特殊講義 2 前期 木3 仁子　寿晴

02 6831 005 西南アジア史学 特殊講義 2 前期 火5 中西　竜也

03 6831 006 西南アジア史学 特殊講義 2 前期 火3 磯貝　健一

04 6831 007 西南アジア史学 特殊講義 2 後期 水2 帯谷　知可 現代史学12

05 6831 009 西南アジア史学 特殊講義 2 前期 集中 秋葉　淳

06 6831 011 西南アジア史学 特殊講義 2 後期 月4 磯貝　健一

07 6842 001 西南アジア史学 演習II 4 通年 月3 磯貝　健一

08 6844 001 西南アジア史学 演習II 2 前期 金3 伊藤　隆郎

09 6844 002 西南アジア史学 演習II 2 後期 金3 伊藤　隆郎

10 6850 001 西南アジア史学 講読 4 通年 金1 今松　泰

11 6851 001 西南アジア史学 講読 2 前期 月5 東長　靖 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

12 6851 002 西南アジア史学 講読 2 前期 金2 磯貝　健一

13 6851 003 西南アジア史学 講読 2 後期 金2 稲葉　穣

14 9604 001 西南アジア史学 語学 4 通年 木2 西尾　哲夫 大学院共通科目 アラブ語（初級）18

15 9608 001 西南アジア史学 語学 4 通年 火2 杉山　雅樹 大学院共通科目 イラン語（初級）19

16 9616 001 西南アジア史学 語学 4 通年 月4 山口　周子 大学院共通科目
◎インド古典学25
仏教学27

サンスクリット
（２時間コース）03

17 9620 001 西南アジア史学 語学 4 通年 金1 森　若葉 大学院共通科目 ◎言語学24 シュメール語（初級）20

18 9633 001 西南アジア史学 語学 4 通年 金5 小松　久恵 大学院共通科目
◎インド古典学27
ヒンディー語（初級）05

 アジア・アフリカ地域研究研究科

19 9639 001 西南アジア史学 語学 2 前期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 ◎キリスト教学12 ヘブライ語（初級）01

20 9640 001 西南アジア史学 語学 2 後期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 ◎キリスト教学13 ヘブライ語（中級）02

21 M990 023 修士論文(西南アジア史学） 通年 集中 磯貝　健一

01 6931 004 西洋史学 特殊講義 2 後期 月5 石井　香江 ◎現代史学03 メディア文化学16

02 6931 005 西洋史学 特殊講義 2 前期 月3 河島　思朗 ◎西洋古典学13

03 6931 006 西洋史学 特殊講義 2 後期 月3 河島　思朗 ◎西洋古典学14

04 6931 007 西洋史学 特殊講義 2 前期 月2 伊藤　順二 現代史学15

05 6931 008 西洋史学 特殊講義 2 後期 月2 伊藤　順二 現代史学16

06 6931 009 西洋史学 特殊講義 2 後期 月2 大清水　裕

07 6931 010 西洋史学 特殊講義 2 後期 木3 嶋中　博章

08 6931 011 西洋史学 特殊講義 2 前期 水4 小関　隆 現代史学13

09 6931 012 西洋史学 特殊講義 2 後期 水4 小関　隆 現代史学14

10 6931 014 西洋史学 特殊講義 2 前期 水3 藤原　辰史 ◎現代史学04 メディア文化学02

11 6931 015 西洋史学 特殊講義 2 後期 水3 藤原　辰史 ◎現代史学05 メディア文化学03

12 6931 016 西洋史学 特殊講義 2 前期 火4 藤井　崇

13 6931 017 西洋史学 特殊講義 2 後期 火4 藤井　崇

14 6931 018 西洋史学 特殊講義 2 前期 火5 金澤　周作

─ 94 ─



科目コード 連番 専修・科目 講義形態

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】

15 6931 019 西洋史学 特殊講義 2 後期 火5 金澤　周作

16 6940 001 西洋史学 演習Ｉ 4 通年 金5 藤井　崇

17 6942 001 西洋史学 演習Ⅱ 4 通年 金5 佐藤　公美

18 6944 001 西洋史学 演習III 4 通年 金5 小山　哲

19 6946 001 西洋史学 演習IV 4 通年 金5 金澤　周作

20 M322 001 西洋史学 演習 4 通年 金3 小山　哲,金澤　周作, 藤井　崇

21 M990 024 修士論文(西洋史学) 通年 集中 小山　哲,金澤　周作, 藤井　崇

01 7031 001 考古学 特殊講義 2 前期 月3 吉井　秀夫

02 7031 002 考古学 特殊講義 2 後期 金2 吉井　秀夫

03 7031 003 考古学 特殊講義 2 後期 火3 小方　登
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

04 7031 004 考古学 特殊講義 2 前期 月2 岡村　秀典

05 7031 005 考古学 特殊講義 2 後期 月2 岡村　秀典

06 7031 006 考古学 特殊講義 2 前期 月4 杉山　淳司

07 7031 009 考古学 特殊講義 2 前期 水3 下垣　仁志

08 7031 010 考古学 特殊講義 2 後期 水3 下垣　仁志

09 7031 011 考古学 特殊講義 2 前期 金2 諫早　直人

10 7031 012 考古学 特殊講義 2 後期 月4 吉井,冨井,下垣,内記 ◎文化越境41

11 7031 013 考古学 特殊講義 2 前期 金3 若林　邦彦

12 7031 014 考古学 特殊講義 2 前期 集中 中村　大介

13 7031 015 考古学 特殊講義 2 後期 水4 村上　由美子

14 7031 016 考古学 特殊講義 2 後期 月3 千葉　豊

15 7031 018 考古学 特殊講義 2 前期 火2 向井　佑介

16 7031 019 考古学 特殊講義 2 後期 火2 向井　佑介

17 7042 001 考古学 演習II 4 通年 金4 下垣　仁志

18 M334 001 考古学 演習IV 4 通年 木1 千葉　豊,吉井　秀夫,下垣　仁志

19 M990 025 修士論文(考古学) 通年 集中 吉井　秀夫,下垣　仁志
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

01 7131 001 心理学 特殊講義 2 前期 集中 白井　述
教育学研究科
教育学部

02 7131 005 心理学 特殊講義 2 前期 水4 阿部　修士

03 M341 001 心理学 特殊講義 2 後期 水3 森口　佑介 教育学研究科

04 M341 002 心理学 特殊講義 2 前期 水3 蘆田　宏 教育学研究科

05 M341 003 心理学 特殊講義 2 後期 火4 齋木　潤 ◎人間・環境学研究科

06 M341 004 心理学 特殊講義 2 前期 月2 水原　啓暁,熊田　孝恒 ◎情報学研究科

07 M341 005 心理学 特殊講義 2 前期 木1 野村,楠見,マナロ,齊藤,髙橋 ◎教育学研究科

08 M341 006 心理学 特殊講義 2 前期 水2 黒島　妃香 教育学研究科

09 M342 001 心理学 演習 4 通年 火3 蘆田,阿部,森口,黒島,Wilson

10 M990 026 修士論文(心理学) 通年 集中 蘆田,森口,黒島,Wilson

01 7231 001 言語学 特殊講義 2 前期 月4 千田 俊太郎

02 7231 003 言語学 特殊講義 2 前期 水3 CATT， Adam Alvah ◎インド古典学07

03 7231 004 言語学 特殊講義 2 前期 月4 大竹　昌巳 中国語学中国文学05

04 7231 005 言語学 特殊講義 2 後期 金2 野原　将揮 ◎中国語学中国文学08

05 7231 006 言語学 特殊講義 2 前期 水4 谷口　一美 英語学英米文学05 ◎人間・環境学研究科

06 7231 007 言語学 特殊講義 2 後期 水4 谷口　一美 英語学英米文学06 ◎人間・環境学研究科

07 7231 008 言語学 特殊講義 2 後期 月4 大竹　昌巳 中国語学中国文学06

08 7231 009 言語学 特殊講義 2 前期 水3 山本　武史

09 7231 010 言語学 特殊講義 2 前期 金1 宮本　陽一

10 7231 011 言語学 特殊講義 2 前期 集中 松岡　和美，前川和美

11 7231 016 言語学 特殊講義 2 後期 月4 千田 俊太郎

12 7231 017 言語学 特殊講義 2 後期 水3 CATT， Adam Alvah ◎インド古典学06

13 7231 018 言語学 特殊講義 2 前期 水5 松本　亮

14 7231 019 言語学 特殊講義 2 後期 火4 萩原　裕敏

15 7241 001 言語学 演習 2 後期 木3 笹間　史子

16 7241 002 言語学 演習 2 前期 木2 パリハワダナ　ルチラ 日本語教育セミナー

17 7241 003 言語学 演習 2 前期 金3 千田,CATT,定延,大竹

18 7241 004 言語学 演習 2 後期 金3 千田,CATT,定延,大竹

19 7241 011 言語学 演習 2 前期 金3 堀口　大樹

20 7241 012 言語学 演習 2 後期 金3 堀口　大樹

21 M352 001 言語学 演習 4 通年 金4,金5 千田,CATT,定延,大竹

22 9612 001 言語学 語学 2 前期 火3 河﨑　靖 大学院共通科目 オランダ語（初級）21

23 9613 001 言語学 語学 2 後期 火3 河﨑　靖 大学院共通科目 オランダ語（中級）22

24 9620 001 言語学 語学 4 通年 金1 森　若葉 大学院共通科目 西南アジア史学17 シュメール語（初級）20

25 9624 001 言語学 語学 2 前期 火3 井戸根　綾子 大学院共通科目 スワヒリ語（初級）23 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

26 9625 001 言語学 語学 2 後期 火3 井戸根　綾子 大学院共通科目 スワヒリ語（中級）24  アジア・アフリカ地域研究研究科

27 M990 027 修士論文(言語学) 通年 集中 千田,CATT,定延,大竹

01 7331 001 社会学 特殊講義 2 前期 月2 太郎丸　博,丸山　里美 教育学部

02 7331 003 社会学 特殊講義 2 前期 火2 Stephane Heim 大学院共通科目

03 7331 004 社会学 特殊講義 2 後期 火3 田中　紀行 独書講読

04 7331 005 社会学 特殊講義 2 前期 金2 奥村　隆

05 7331 006 社会学 特殊講義 2 後期 金2 奥村　隆

06 7331 008 社会学 特殊講義 2 後期 水3 金澤　悠介

07 7331 009 社会学 特殊講義 2 後期 火2 牟田　和恵

08 7331 012 社会学 特殊講義 2 前期 月1 伊達　平和 ◎教育学部

09 7331 013 社会学 特殊講義 2 後期 金3 岡邊　健 ◎教育学部

10 7331 014 社会学 特殊講義 2 前期 月3 佐藤　卓己
メディア文化学04
現代史学11

◎教育学部

11 7331 015 社会学 特殊講義 2 前期 金5 吉田　純
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

12 7331 017 社会学 特殊講義 2 後期 金4 佐藤　哲彦

【行動文化学】

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】
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講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】

13 7331 018 社会学 特殊講義 2 前期 木2 溝口　佑爾
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

14 7331 024 社会学 特殊講義 2 前期 木2 柴田　悠
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

15 7331 025 社会学 特殊講義 2 後期 月4 落合　恵美子 ◎文化越境26

16 7331 026 社会学 特殊講義 2 前期 水3 安里　和晃 ◎文化越境04

17 7331 027 社会学 特殊講義 2 後期 金2 安里　和晃 ◎文化越境25

18 7331 030 社会学 特殊講義 2 前期 金2 安里　和晃

19 7331 031 社会学 特殊講義 2 前期 火3 田中　紀行 独書講読

20 7331 032 社会学 特殊講義 2 後期 木2 直野　章子

21 7331 033 社会学 特殊講義 2 前期 水5 竹沢　泰子

22 7331 034 社会学 特殊講義 2 前期 集中 上野　加代子

23 7334 001 社会学 特殊講義 3 前期 月4 落合　恵美子,Stephane Heim

24 M361 001 社会学 特殊講義 2 前期 金2 丸山　里美

25 M361 002 社会学 特殊講義 2 通年 集中 落合　恵美子,安里　和晃,Stephane Heim アジア研究05

26 M361 003 社会学 特殊講義 2 通年 月3 丸山　里美

27 M361 004 社会学 特殊講義 2 通年 水4 太郎丸　博

28 M361 005 社会学 特殊講義 2 前期 水3 秋津　元輝 ◎農学研究科

29 M361 006 社会学 特殊講義 2 後期 水3 秋津　元輝 ◎農学研究科

30 M361 007 社会学 特殊講義 2 前期 水2 竹内　里欧 ◎教育学研究科

31 M361 008 社会学 特殊講義 2 前期 金1 速水　洋子 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

32 M361 009 社会学 特殊講義 2 前期 火4 吉田　純

33 M361 010 社会学 特殊講義 2 後期 木2 柴田　悠 ◎人間・環境学研究科

34 M362 001 社会学 演習 4 通年 月5 丸山　里美

35 M362 002 社会学 演習 4 通年 金5 落合　恵美子

36 M362 003 社会学 演習 4 通年 金4 太郎丸　博

37 M362 005 社会学　 演習 4 通年 火2 田中　紀行

38 M990 028 修士論文(社会学) 通年 集中 田中,落合,太郎丸,Heim,丸山

01 7431 001 地理学 特殊講義 2 前期 水2 水野　一晴

02 7431 002 地理学 特殊講義 2 後期 水2 水野　一晴

03 7431 003 地理学 特殊講義 2 前期 火2 米家　泰作

04 7431 004 地理学 特殊講義 2 後期 火2 米家　泰作

05 7431 005 地理学 特殊講義 2 前期 火3 小方　登
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

06 7431 006 地理学 特殊講義 2 前期 月2 小島　泰雄
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

07 7431 007 地理学 特殊講義 2 前期 金3 山村　亜希
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

08 7431 008 地理学 特殊講義 2 前期 集中 松四　雄騎  教職科目「自然地理学」

09 7431 009 地理学 特殊講義 2 前期 集中 中澤　高志

10 7431 010 地理学 特殊講義 2 前期 木4 西村　雄一郎

11 7431 011 地理学 特殊講義 2 後期 月2 西村　雄一郎

12 7431 012 地理学 特殊講義 2 前期 集中 藤岡　悠一郎

13 7431 013 地理学 特殊講義 2 前期 火1 神田　孝治

14 7431 014 地理学 特殊講義 2 後期 火1 神田　孝治

15 7431 015 地理学 特殊講義 2 前期 金1 小坂　康之 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

16 7431 016 地理学 特殊講義 2 前期 金2 大山　修一

17 7431 017 地理学 特殊講義 2 後期 月5 杉浦　和子

18 7441 001 地理学 演習 2 後期 金3 山村　亜希  地理学演習（歴史地理学)
◎総合人間学部
   人間・環境学研究科

19 M372 001 地理学 演習 4 通年 水5 杉浦　和子,水野　一晴,米家　泰作

20 M373 001 地理学 演習 2 後期 月2 小島　泰雄  地理学演習（中国農村） ◎人間・環境学研究科

21 M990 029 修士論文(地理学) 通年 集中 杉浦　和子,水野　一晴,米家　泰作
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

01 8231 001 科学哲学科学史 特殊講義 2 前期 木2 平岡隆二

02 8231 003 科学哲学科学史 特殊講義 2 前期 金2 伊勢田　哲治 文化越境14

03 8231 004 科学哲学科学史 特殊講義 2 後期 金2 伊勢田　哲治

04 8231 005 科学哲学科学史 特殊講義 2 後期 木3 杉本　舞 ◎メディア文化学06

05 8231 006 科学哲学科学史 特殊講義 2 後期 水4 喜多　千草 ◎メディア文化学07

06 8231 007 科学哲学学科学史 特殊講義 2 前期 集中 田中　泉吏 哲学06

07 8241 001 科学哲学科学史 演習 2 前期 火2 斎藤　光

08 8241 002 科学哲学科学史 演習 2 後期 火2 斎藤　光

09 8241 003 科学哲学科学史 演習 2 前期 金3 伊勢田　哲治

10 8241 004 科学哲学科学史 演習 2 後期 金3 伊勢田　哲治

11 8241 005 科学哲学科学史 演習 2 前期 火5 矢田部　俊介 哲学07

12 8241 006 科学哲学科学史 演習 2 後期 火5 矢田部　俊介 哲学08

13 8241 008 科学哲学科学史 演習 2 後期 火2 標葉　隆馬，喜多千草 ◎メディア文化学27

14 M383 001 科学哲学科学史 演習 2 前期 水4 伊藤　和行,伊勢田　哲治

15 M383 002 科学哲学科学史 演習 2 後期 水4 伊藤　和行,伊勢田　哲治

16 M990 030 修士論文(科学哲学科学史） 通年 集中 伊藤　和行,伊勢田　哲治

01 8931 001 メディア文化学 特殊講義 2 後期 火3 小野沢　透 ◎現代史学01

02 8931 002 メディア文化学 特殊講義 2 前期 水3 藤原　辰史 ◎現代史学04 西洋史学10

03 8931 003 メディア文化学 特殊講義 2 後期 水3 藤原　辰史 ◎現代史学05 西洋史学11

04 8931 004 メディア文化学 特殊講義 2 前期 月3 佐藤　卓己
社会学10
現代史学11

◎教育学部

05 8931 005 メディア文化学 特殊講義 2 前期 水2 髙木　博志 ◎現代史学06 日本史学12

06 8931 006 メディア文化学 特殊講義 2 後期 木3 杉本　舞 科学哲学科学史04

07 8931 007 メディア文化学 特殊講義 2 後期 水2 髙木　博志 ◎現代史学07 日本史学13

08 8931 008 メディア文化学 特殊講義 2 前期 集中 森下　達 現代史学08

09 8931 009 メディア文化学 特殊講義 2 後期 月4 松永　伸司 美学美術史学18

10 8931 010 メディア文化学 特殊講義 2 前期 水4 須田　千里 国語学国文学03
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

11 8931 011 メディア文化学 特殊講義 2 後期 水4 須田　千里 国語学国文学04
◎人間・環境学研究科
    総合人間学部

12 8931 012 メディア文化学 特殊講義 2 前期 火4 奥野　久美子 ◎国語学国文学11

13 8931 013 メディア文化学 特殊講義 2 後期 火4 奥野　久美子 ◎国語学国文学12

14 8931 014 メディア文化学 特殊講義 2 前期 月2 石川　禎浩 ◎現代史学08 東洋史学19

15 8931 015 メディア文化学 特殊講義 2 後期 月2 石川　禎浩 ◎現代史学09 東洋史学20

16 8931 016 メディア文化学 特殊講義 2 後期 月5 石井　香江 ◎現代史学03 西洋史学01

17 8931 017 メディア文化学 特殊講義 2 後期 水4 喜多　千草 科学哲学科学史05

18 8941 001 メディア文化学 演習Ｉ 2 前期 水3 喜多　千草

19 8941 002 メディア文化学 演習Ｉ 2 後期 水3 松永　伸司

20 8944 001 メディア文化学 演習II 2 前期 月4 村上　衛 ◎現代史学20 東洋史学29

21 8944 002 メディア文化学 演習II 2 後期 月4 村上　衛 ◎現代史学21 東洋史学30

22 8944 003 メディア文化学 演習II 2 後期 木2 河瀬　彰宏

23 8944 004 メディア文化学 演習II 2 後期 水2 喜多　千草

24 8944 005 メディア文化学 演習II 2 前期 火2 山本　昭宏 現代史学25

25 8944 006 メディア文化学 演習II 2 後期 火2 山本　昭宏 現代史学26

26 8944 007 メディア文化学 演習II 2 前期 月3 伊藤　遊

27 8944 008 メディア文化学 演習II 2 後期 火2 標葉　隆馬，喜多千草 科学哲学科学史13

28 8944 010 メディア文化学 演習II 2 前期 水2 小泉　俊，喜多千草

29 8944 011 メディア文化学 演習II 2 前期 月3 松田　利彦 ◎現代史学24

30 8944 014 メディア文化学 演習II 2 前期 火3 小野沢　透 ◎現代史学22

31 8944 015 メディア文化学 演習II 2 前期 火4 塩出　浩之 ◎現代史学23

【現代文化学】

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】
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講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】

32 8944 017 メディア文化学 演習II 2 前期 月4 井上　明人

33 8946 001 メディア文化学 演習IIIA 2 前期 金3,金4 喜多　千草,松永　伸司

34 8947 001 メディア文化学 演習IIIB 2 後期 金3,金4 喜多　千草,松永　伸司

35 M432 001 メディア文化学 演習 4 通年 火5 小野沢,喜多,塩出, 松永 現代史学31

36 M433 001 メディア文化学 演習 2 通年 金2 喜多　千草,松永　伸司

37 M990 034 修士論文（メディア文化学） 通年 集中 喜多　千草,松永　伸司

01 8433 001 現代史学 特殊講義 2 後期 火3 小野沢　透 メディア文化学01

02 8433 002 現代史学 特殊講義 2 前期 木5 箱田　恵子 東洋史学07

03 8433 003 現代史学 特殊講義 2 後期 月5 石井　香江 西洋史学01 メディア文化学

04 8433 004 現代史学 特殊講義 2 前期 水3 藤原　辰史 西洋史学10 メディア文化学

05 8433 005 現代史学 特殊講義 2 後期 水3 藤原　辰史 西洋史学11 メディア文化学

06 8433 006 現代史学 特殊講義 2 前期 水2 髙木　博志 日本史学12 メディア文化学

07 8433 007 現代史学 特殊講義 2 後期 水2 髙木　博志 日本史学13 メディア文化学

08 8433 008 現代史学 特殊講義 2 前期 月2 石川　禎浩 東洋史学19 メディア文化学

09 8433 009 現代史学 特殊講義 2 後期 月2 石川　禎浩 東洋史学20 メディア文化学

10 8433 010 現代史学 特殊講義 2 前期 集中 城山　智子 東洋史学08

11 8433 011 現代史学 特殊講義 2 前期 月3 佐藤　卓己
社会学10
メディア文化学04

◎教育学部

12 8433 012 現代史学 特殊講義 2 後期 水2 帯谷　知可 ◎西南アジア史学04

13 8433 013 現代史学 特殊講義 2 前期 水4 小関　隆 ◎西洋史学08

14 8433 014 現代史学 特殊講義 2 後期 水4 小関　隆 ◎西洋史学09

15 8433 015 現代史学 特殊講義 2 前期 月2 伊藤　順二 ◎西洋史学04

16 8433 016 現代史学 特殊講義 2 後期 月2 伊藤　順二 ◎西洋史学05

17 8433 017 現代史学 特殊講義 2 前期 集中 森下　達 メディア文化学08

18 8433 018 現代史学 特殊講義 2 後期 木4 水谷　智

19 8433 019 現代史学 特殊講義 2 前期 月3 福家　崇洋 ◎日本史学14

20 8448 001 現代史学 演習II 2 前期 月4 村上　衛 東洋史学29 メディア文化学20

21 8448 002 現代史学 演習II 2 後期 月4 村上　衛 東洋史学30 メディア文化学21

22 8448 003 現代史学 演習II 2 前期 火3 小野沢　透 メディア文化学30

23 8448 004 現代史学 演習II 2 前期 火4 塩出　浩之 メディア文化学31

24 8448 007 現代史学 演習II 2 前期 月3 松田　利彦 メディア文化学29

25 8448 008 現代史学 演習II 2 前期 火2 山本　昭宏 ◎メディア文化学24

26 8448 009 現代史学 演習II 2 後期 火2 山本　昭宏 ◎メディア文化学25

27 M415 001 現代史学 演習II 2 前期 金5 駒込　武 ◎教育学研究科

28 M415 002 現代史学 演習II 2 後期 金5 駒込　武 ◎教育学研究科

29 8452 001 現代史学 演習IIIA 2 前期 金5 小野沢　透,塩出　浩之

30 8452 002 現代史学 演習IIIB 2 後期 金5 小野沢　透,塩出　浩之

31 M412 001 現代史学 演習 4 通年 火5 小野沢,塩出,喜多,松永 メディア文化学35

32 M990 033 修士論文(現代史学) 通年 集中 小野沢　透,塩出　浩之
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

01 9639 001 ヘブライ語（初級） 語学 2 前期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 キリスト教学12 西南アジア史学19

02 9640 001 ヘブライ語（中級） 語学 2 後期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 キリスト教学13 西南アジア史学20

03 9616 001 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（２時間コース） 語学 4 通年 月4 山口　周子 大学院共通科目 インド古典学25
仏教学27
西南アジア史学16

04 9617 001 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（４時間コース） 語学 8 通年 月5,木5 Klevanov Andrey 大学院共通科目 インド古典学26 仏教学28

05 9633 001 ヒンディー語（初級） 語学 4 通年 金5 小松　久恵 大学院共通科目
インド古典学27
西南アジア史学18

 アジア・アフリカ地域研究研究科

06 9659 001 ヒンディー語（中級）I 語学 2 前期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 インド古典学28 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

07 9660 001 ヒンディー語（中級）II 語学 2 後期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 インド古典学29 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

08 9628 001 チベット語（初級） 語学 2 前期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 仏教学23

09 9629 001 チベット語（初級) 語学 2 後期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 仏教学24

10 9630 001 チベット語（中級） 語学 2 前期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 仏教学25

11 9630 002 チベット語（中級） 語学 2 後期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 仏教学26

12 9661 001 ポーランド語（初級I） 語学 2 前期 木4 Bogna Sasaki 大学院共通科目  スラブ語学スラブ文学17

13 9662 001 ポーランド語（初級I） 語学 2 後期 木4 Bogna Sasaki 大学院共通科目  スラブ語学スラブ文学18

14 9642 001 ポーランド語（中級II） 語学 2 前期 木5 Bogna Sasaki 大学院共通科目  スラブ語学スラブ文学19

15 9642 002 ポーランド語（中級II） 語学 2 後期 木5 Bogna Sasaki 大学院共通科目  スラブ語学スラブ文学20

16 9646 001 ロシア語（初級） 語学 2 後期 水2 中村　唯史 大学院共通科目  スラブ語学スラブ文学21

17 9647 001 ロシア語（中級） 語学 2 前期 水2 中村　唯史 大学院共通科目  スラブ語学スラブ文学22

18 9604 001 アラブ語（初級） 語学 4 通年 木2 西尾　哲夫 大学院共通科目 西南アジア史学14

19 9608 001 イラン語（初級） 語学 4 通年 火2 杉山　雅樹 大学院共通科目 西南アジア史学15

20 9620 001 シュメール語（初級） 語学 4 通年 金1 森　若葉 大学院共通科目 言語学24 西南アジア史学17

21 9612 001 オランダ語（初級） 語学 2 前期 火3 河﨑　靖 大学院共通科目 言語学22

22 9613 001 オランダ語（中級） 語学 2 後期 火3 河﨑　靖 大学院共通科目 言語学23

23 9624 001 スワヒリ語（初級） 語学 2 前期 火3 井戸根　綾子 大学院共通科目 言語学25 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

24 9625 001 スワヒリ語（中級） 語学 2 後期 火3 井戸根　綾子 大学院共通科目 言語学26  アジア・アフリカ地域研究研究科

25 M450 001 ギリシア語（初級I） 語学 2 前期 金3 西村　洋平 大学院共通科目 哲学23

26 M451 001 ギリシア語（初級II） 語学 2 後期 金3 西村　洋平 大学院共通科目 哲学24

27 M452 001 ラテン語（初級I） 語学 2 前期 水1 勝又　泰洋 大学院共通科目 哲学25

28 M453 001 ラテン語（初級II） 語学 2 後期 水1 勝又　泰洋 大学院共通科目 哲学26

01 9610 001 インドネシア語I（初級） 語学 2 前期 木5 柏村　彰夫 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

02 9611 001 インドネシア語II（初級） 語学 2 後期 木5 柏村　彰夫 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

03 9626 001 タイ語I(初級） 語学 2 前期 木5 弓庭　育子 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

04 9627 001 タイ語II(初級） 語学 2 後期 木5 弓庭　育子 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

05 9631 001 ビルマ（ミャンマー）語I（初級） 語学 2 前期 木3 本行　沙織 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

06 9637 001 ベトナム語I(初級） 語学 2 前期 火2 吉本　康子 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

07 9638 001 ベトナム語II(初級） 語学 2 後期 水2 吉本　康子 ◎アジア・アフリカ地域研究研究科

01 9822 001 タイ研修 特殊講義 2 前期 集中 西島　薫

02 9822 002 ベトナム研修 特殊講義 2 前期 集中 西島　薫

03 9822 005 インドネシア研修 特殊講義 2 後期 集中 西島　薫

04 9822 003 戦争と植民地の歴史認識 特殊講義 2 後期 木2 小山　哲,髙嶋　航

05 9822 015 次世代グローバルワークショップ 特殊講義 2 通年 集中 落合　恵美子,安里　和晃,Stephane Heim 社会学25

01 M603 001 科学技術と社会に関わるｸﾘﾃｨｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ 特殊講義 2 後期 木2 伊勢田　哲治 大学院横断教育科目

01 JK01 001 Introduction-Transcultural Studies (Lecture) 特殊講義 2 前期 月3 安里,VASUDEVA,Wada-Marciano,Kamm

02 JK02 001 Introduction-Transcultural Studies (Tutorium) 演習 2 前期 月4 Bjorn-Ole　Kamm

03 JK03 001 Introduction-Introductory seminar (KBR) 演習 2 前期 火2 VASUDEVA，Somdev インド古典学18

04 JK04 001 Introduction-Introductory seminar (SEG) 演習 2 前期 水3 安里　和晃 社会学16

05 JK05 001 Introduction-Introductory seminar (VMC) 演習 2 前期 火3 Bjorn-Ole　Kamm

06 JK06 001 Introduction-Research Skills 演習 2 前期 水4 Bjorn-Ole　Kamm

【大学院共通科目】

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】
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科目コード 連番 専修・科目 講義形態

講義コード 科　目　名
No

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
【専修右の数字はNoを表す】

07 JK07 001 Skills for Transcultural Studies I-English 演習 2 前期 水2 ERICSON, Kjell David

08 JK08 001 Skills for Transcultural Studies I -Advanced Japanese 演習 2 前期 金5 田中　草大

09 JK09 001 Foundations I-Seminar (KBR) 特殊講義 2 前期 木4 PASCA, Roman 

10 JK10 001 Foundations I-Seminar (SEG) 特殊講義 2 前期 木3 ERICSON, Kjell David

11 JK11 001 Foundations I-Seminar (VMC) 演習 2 前期 火4,火5 Mitsuyo Wada-Marciano

12 JK11 002 Foundations I-Seminar (VMC) 特殊講義 2 前期 集中 印南　芙沙子

13 JK11 003 Foundations I-Seminar (VMC) 特殊講義 2 前期 月2 KITSNIK, Lauri

14 JK12 001 Foundations I-Seminar (KBR/SEG) 特殊講義 2 前期 金2 伊勢田　哲治 ◎科学哲学科学史02

15 JK12 002 Foundations I-Seminar (KBR/SEG) 演習 2 前期 月2 児玉　聡 ◎倫理学05

16 JK13 001 Foundations I-Seminar (KBR/VMC) 特殊講義 2 前期 木5 張本　研吾

17 JK14 001 Foundations I-Seminar (SEG/VMC) 演習 2 前期 金3,金4 菅野　優香 前期前半

18 JK14 002 Foundations I-Seminar (SEG/VMC) 演習 2 前期 金3,金4 Fedorova Anastasia 前期後半 スラブ語学スラブ文学13

19 JK14 003 Foundations I-Seminar (SEG/VMC) 特殊講義 2 前期 木2 Mitsuyo Wada-Marciano

20 JK15 001 Research 1~3-Seminar (KBR)(Lecture) 特殊講義 2 後期 月5 海田　大輔

21 JK15 002 Research 1~3-Seminar (KBR)(Lecture) 特殊講義 2 後期 金4 川島　隆

22 JK15 003 Research 1~3-Seminar (KBR)(Lecture) 特殊講義 2 後期 月3 湯川　志貴子

23 JK15 004 Research 1~3-Seminar (KBR)(Lecture) 特殊講義 2 後期 水2 Breen John

24 JK16 001 Research 1~3-Seminar (KBR)(Colloquium) 演習 2 後期 火2 VASUDEVA，Somdev インド古典学19

25 JK17 001 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 金2 安里　和晃 社会学18

26 JK17 002 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 月4 落合　恵美子 社会学15

27 JK17 003 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 火4 久野　秀二,久野　愛 ◎経済学研究科

28 JK17 004 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 金3 矢野,中野,大西,田添 ◎経済学研究科

29 JK17 005 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 木2 佐野　真由子
◎教育学研究科
　 教育学部

30 JK17 006 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 水2 河合　淳子

31 JK17 007 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 集中 久野　秀二 ◎経済学研究科

32 JK17 008 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 不定 RALANDISON,TSILAVO ◎経済学研究科

33 JK17 009 Research 1~3-Seminar (SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 水3 IVINGS，Steven ◎経済学研究科

34 JK19 001 Research 1~3-Seminar (VMC)(Lecture) 特殊講義 2 後期 水4,水5 Mitsuyo Wada-Marciano

35 JK19 002 Research 1~3-Seminar (VMC)(Lecture) 特殊講義 2 後期 火4,火5 Mitsuyo Wada-Marciano

36 JK21 001 Research 1~3-Seminar (KBR/SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 火2 髙嶋　航,村上　衛,ERICSON, Kjell David

37 JK21 002 Research 1~3-Seminar (KBR/SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 火3 Bjorn-Ole　Kamm

38 JK21 003 Research 1~3-Seminar (KBR/SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 木3 ERICSON, Kjell David

39 JK21 004 Research 1~3-Seminar (KBR/SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 木2 TAJAN, Nicolas Pierre

40 JK21 005 Research 1~3-Seminar (KBR/SEG)(Lecture) 特殊講義 2 後期 不定 ERICSON, Kjell David

41 JK23 001 Research 1~3-Seminar (KBR/VMC)(Lecture) 特殊講義 2 後期 月4 吉井,冨井,下垣,内記 考古学10

42 JK24 002 Research 1~3-Seminar (KBR/VMC)(Colloquium) 演習 2 後期 水5 早瀬　篤

43 JK26 001 Research 1~3-Seminar (SEG/VMC)(Colloquium) 演習 2 後期 月3 Bjorn-Ole　Kamm

44 JK27 001 Research 2-Advanced Japanese 演習 2 後期 金5 田中　草大

45 JK29 001 Research 3&MA Thesis-Research Colloquium 演習 2 後期 不定 安里,VASUDEVA,Wada-Marciano,Kamm,田中 後期修論提出者向け

46 JK29 002 Research 3&MA Thesis-Research Colloquium 演習 2 前期 不定 安里,VASUDEVA,Wada-Marciano,Kamm,田中 前期修論提出者向け

47 JK30 001 Research 2-Advanced English 実習 1 後期 火3 ERICSON, Kjell David ◎歴史文化学01

48 9829 001 Heidelberg-Strasbourg Student Workshop 演習 1 後期 不定 Bjorn-Ole　Kamm,Sandra Schaal

49 J980 001 Oral Master Examination - Oral Examination 前期 不定 安里,VASUDEVA,Wada-Marciano,Kamm,田中

50 J980 002 Oral Master Examination - Oral Examination 後期 不定 安里,VASUDEVA,Wada-Marciano,Kamm,田中

51 J990 001 Master's Thesis 前期 集中 安里,VASUDEVA,Wada-Marciano,Kamm,田中

52 J990 002 Master's Thesis 後期 集中 安里,VASUDEVA,Wada-Marciano,Kamm,田中
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（8）文学研究科講義題目（シラバス）について 

 
平成 24 年度より，本学研究科では講義題目（シラバス）については，KULASIS および本学部・研究科

ホームページ等で掲載しますので，下記 URL より講義題目（シラバス）を確認してください。  

 

■KULASIS（京都大学教務情報システム） 

https://student.iimc.kyoto-u.ac.jp 
 

■本学部・研究科ホームページ（シラバス掲載） 

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/for_students/student_index/ 
 
 

科目ナンバリングについて 

 

平成３１年度（２０１９年度）より、シラバスに科目ナンバリングを附しております。（講義コードとは

別のものです。）科目ナンバリングは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序等

を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。 授業科目を分類し、対象とするレベル（学年等）や学

問の分野を示すことで、学生が適切な授業科目を選択する助けとなるものですので、シラバスを活用し、

履修計画を立てる上で、参考にしてください。 
 
（例）国語学国文学(演習)の場合 
      G – LET 10  7  M112  S  J  36 

↑   ↑  ↑   ↑      ↑     ↑    ↑    ↑ 
課程   開講部局 専修 対象レベル 科目コード 講義別 授業言語 学問分野 

なお、コード分類は文学部ホームページに掲載しています。 
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（9）国際高等教育院が開講する大学院共通科目について 

 
 
 平成 30 年度入学者より，国際高等教育院が開講する大学院共通科目のうち，以下の表に

掲げる科目の単位を，自由選択科目として修了に必要な単位として認定します。ただし，分

野ごとに認定する単位数には上限があります。また，全分野の合計で３単位を上限として認

定します。 

 

 

分野 科目 単位 上限単位数 備考 

社会適合 

研究倫理・研究公正（人社系） 0.5 
社会適合分野からは

合計0.5単位を上限と

する 

国際連携

文化越境

専攻を除

く 

研究倫理・研究公正（生命系） 0.5 

情 報 テ ク

ノ サ イ エ

ンス 

学術研究のための情報リテラシー

基礎 
0.5 情報テクノサイエン

ス分野からは合計 2.5

単位を上限とする 

国際連携

文化越境

専攻を除

く 

情報科学基礎論 2.0 

データ科学：理論から実用へⅠ 1.0 

 

 

大学院共通科目の詳細は下記 URL をご確認ください。 

http://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/for-internal/daigakuin 
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（10）奈良女子大学との学生交流について 

 
平成 11 年 11 月に，本研究科と奈良女子大学人間文化研究科との間において学生交流協定が締結され，  

平成 12 年 4 月より実施されています。 

本研究科修士課程の学生が，奈良女子大学人間文化研究科博士前期課程において，授業の履修および単

位の取得を希望する場合，5科目 10 単位以内に限りその聴講が許可されます。履修した科目について修得

した単位は，本研究科の各専修の自由選択科目として，認定されます。 

詳細については，掲示によりお知らせします。 

 

 

 

 

（11）東京大学との学生交流について 

 

令和３年２月に，本研究科と東京大学大学院人文社会系研究科との間において学生交流に関する覚書が

取り交わされ，令和３年度より運用が開始されます。本制度により研究指導または科目履修（単位互換），

またはその両方を希望する場合は，指導教員に相談してください。 

 

 

 

 

（12）フランス社会科学高等研究院とのダブルディグリー（単一論文型）について 

 
令和２年度より，本研究科（博士後期課程）とフランス社会科学高等研究院との間においてコチュテー

ル（ダブルディグリー）が実施されています。 

詳細については，ホームページを参照してください。 

 

（9）国際高等教育院が開講する大学院共通科目について 

 
 
 平成 30 年度入学者より，国際高等教育院が開講する大学院共通科目のうち，以下の表に

掲げる科目の単位を，自由選択科目として修了に必要な単位として認定します。ただし，分

野ごとに認定する単位数には上限があります。また，全分野の合計で３単位を上限として認

定します。 

 

 

分野 科目 単位 上限単位数 備考 

社会適合 

研究倫理・研究公正（人社系） 0.5 
社会適合分野からは

合計0.5単位を上限と

する 

国際連携

文化越境

専攻を除

く 

研究倫理・研究公正（生命系） 0.5 

情 報 テ ク

ノ サ イ エ

ンス 

学術研究のための情報リテラシー

基礎 
0.5 情報テクノサイエン

ス分野からは合計 2.5

単位を上限とする 

国際連携

文化越境

専攻を除

く 

情報科学基礎論 2.0 

データ科学：理論から実用へⅠ 1.0 

 

 

大学院共通科目の詳細は下記 URL をご確認ください。 

http://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/for-internal/daigakuin 
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Ⅱ  

文
学
研
究
科
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