
【新旧科目読替表】

国文学特論Ⅰ 日本古典文学研究演習Ⅰ

国文学特論Ⅱ 日本古典文学研究演習Ⅱ

国文学特論Ⅲ 日本文芸形成論特論Ⅳ

国文学研究演習Ⅰ 日本文学総合演習Ⅰ

国文学研究演習Ⅱ 日本文学総合演習Ⅱ

日本文芸形成論研究演習Ⅰ 日本近代文学研究演習Ⅰ

日本文芸形成論研究演習Ⅱ 日本近代文学研究演習Ⅱ

日本文芸形成論研究演習Ⅲ 日本文芸形成論特論Ⅲ

日本文芸形成論特論Ⅰ

日本文芸形成論特論Ⅱ

日本文芸形成論研究演習Ⅴ 日本古典文学研究演習Ⅲ

日本文芸形成論研究演習Ⅵ 日本古典文学研究演習Ⅳ

日本思想史特論Ⅰ 日本思想史特論Ⅰ

日本思想史特論Ⅱ 日本思想史特論Ⅱ

日本思想史特論Ⅲ 日本比較思想史特論Ⅰ

日本思想史特論Ⅳ なし

日本思想史特論Ⅴ 日本文化思想史特論Ⅰ

日本思想史特論Ⅵ なし

日本思想史研究演習Ⅰ 日本思想史総合演習Ⅰ

日本思想史研究演習Ⅱ 日本思想史総合演習Ⅱ

日本思想史研究演習Ⅲ 日本思想史研究演習Ⅰ

日本思想史研究演習Ⅳ 日本思想史研究演習Ⅱ

日本思想史研究演習Ⅴ なし

日本思想史研究演習Ⅵ なし

中国語学中国文学特論Ⅰ 中国語学中国文学特論Ⅰ

中国語学中国文学特論Ⅱ 中国語学中国文学特論Ⅱ

中国語学中国文学特論Ⅲ 中国語学中国文学特論Ⅲ

中国語学中国文学研究演習Ⅰ

中国語学中国文学研究演習Ⅲ

中国語学中国文学史総合演習Ⅰ

中国語学中国文学研究演習Ⅱ

中国語学中国文学研究演習Ⅳ

中国語学中国文学史総合演習Ⅱ

中国語学中国文学研究演習Ⅲ 中国語学中国文学研究演習Ⅲ

中国語学中国文学研究演習Ⅳ 中国語学中国文学研究演習Ⅳ

平成30年度以前入学者向け　文学研究科授業科目読替表【改訂版】

※平成30年度以前入学学生は、下記読替表を確認のうえ、旧科目と対応した新規科目を

　履修してください。

※読替科目は、履修登録の際は新規科目名で表示されますが、成績証明書等では旧科目名で

　印字されます。

専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

※追加で読替希望科目がある場合は、5/8（水）までに文学部

教務係窓口へ申し出てください。

文化科学専攻

国文学

日本文芸形成論研究演習Ⅳ

日本思想史

中国語学中国文学

中国語学中国文学研究演習Ⅰ

中国語学中国文学研究演習Ⅱ
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

中国思想中国哲学特論Ⅰ 中国思想特論Ⅰ

中国思想中国哲学特論Ⅱ 中国思想特論Ⅱ

中国思想中国哲学特論Ⅲ 中国思想特論Ⅲ

中国思想中国哲学特論Ⅳ なし

中国思想中国哲学研究演習Ⅰ 中国思想文献研究演習Ⅰ

中国思想中国哲学研究演習Ⅱ 中国思想文献研究演習Ⅱ

中国思想中国哲学研究演習Ⅲ 中国思想史総合演習Ⅰ

中国思想中国哲学研究演習Ⅳ 中国思想史総合演習Ⅱ

インド学特論Ⅰ インド学特論Ⅰ

インド学特論Ⅱ インド学特論Ⅱ

インド学特論Ⅲ インド学仏教史特論Ⅰ

インド学研究演習Ⅰ インド学研究演習Ⅰ

インド学研究演習Ⅱ インド学研究演習Ⅱ

インド仏教史特論Ⅰ インド仏教史特論Ⅰ

インド仏教史特論Ⅱ インド仏教史特論Ⅱ

インド仏教史特論Ⅲ インド学仏教史特論Ⅰ

インド仏教史研究演習Ⅰ インド仏教史研究演習Ⅰ

インド仏教史研究演習Ⅱ インド仏教史研究演習Ⅱ

英文学特論Ⅰ

英文学特論Ⅲ

英文学特論Ⅱ

英文学特論Ⅳ

英語文化論特論Ⅰ

英語文化論特論Ⅱ

英文学研究演習Ⅰ

英文学研究演習Ⅲ

英文学研究演習Ⅱ

英文学研究演習Ⅳ

英語文化論研究演習Ⅰ

英語文化論研究演習Ⅲ

英語文化論研究演習Ⅱ

英語文化論研究演習Ⅳ

英文学・英語学論文作成法特論Ⅰ

英文学・英語学論文作成法特論Ⅲ

英文学・英語学論文作成法特論Ⅱ

英文学・英語学論文作成法特論Ⅳ

英語文化論特論Ⅲ なし

英語文化論特論Ⅳ なし

英文学特論Ⅰ

英文学特論Ⅱ

英文学特論Ⅲ

英文学研究演習Ⅰ

英文学研究演習Ⅱ

英文学研究演習Ⅲ

文化科学専攻

中国思想中国哲学

インド学仏教史

英文学

英文学研究演習Ⅳ

英語文化論特論Ⅰ

英語文化論特論Ⅱ
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

英語学基礎特論Ⅰ

英語学基礎特論Ⅱ

英語学特論Ⅱ

英語学特論Ⅳ

英語学特論Ⅰ

英語学特論Ⅲ

英語学研究演習Ⅰ

英語学研究演習Ⅲ

英語学総合演習Ⅰ

英語学総合演習Ⅲ

英語学研究演習Ⅱ

英語学研究演習Ⅳ

英語学総合演習Ⅱ

英語学総合演習Ⅳ

英語解析学特論Ⅰ なし

英語解析学特論Ⅱ なし

ドイツ文学特論Ⅰ ドイツ文学特論Ⅰ

ドイツ文学特論Ⅱ ドイツ文学特論Ⅱ

ドイツ文学特論Ⅲ なし

ドイツ文学研究演習Ⅰ ドイツ文学研究演習Ⅰ

ドイツ文学研究演習Ⅱ ドイツ文学研究演習Ⅱ

ドイツ文学研究演習Ⅲ なし

ドイツ文学研究演習Ⅳ なし

西洋文化学特論Ⅰ

ドイツ文化学特論Ⅰ

西洋文化学特論Ⅱ

ドイツ文化学特論Ⅱ

ドイツ文化学特論Ⅲ なし

ドイツ文化学特論Ⅳ なし

ドイツ文化学研究演習Ⅰ ドイツ語学研究演習Ⅰ

ドイツ文化学研究演習Ⅱ ドイツ語学研究演習Ⅱ

ドイツ文化学研究演習Ⅲ なし

ドイツ文化学研究演習Ⅳ なし

フランス文学特論Ⅰ フランス文学特論Ⅰ

フランス文学特論Ⅱ フランス文学特論Ⅱ

フランス文学特論Ⅲ

フランス文学特論Ⅳ

フランス文化学特論Ⅰ

フランス文化学特論Ⅱ

フランス文学研究演習Ⅰ フランス文学研究演習Ⅰ

フランス文学研究演習Ⅱ フランス文学研究演習Ⅱ

フランス文学研究演習Ⅲ フランス文学研究演習Ⅲ

フランス文学研究演習Ⅳ フランス文学研究演習Ⅳ

フランス文学研究演習Ⅴ なし

フランス文学研究演習Ⅵ なし

フランス語学研究演習Ⅰ フランス語学研究演習Ⅰ

フランス語学研究演習Ⅱ フランス語学研究演習Ⅱ

フランス語学研究演習Ⅲ フランス語学研究演習Ⅲ

フランス語学研究演習Ⅳ フランス語学研究演習Ⅳ

文化科学専攻

ドイツ文学
ドイツ文化学特論Ⅰ

ドイツ文化学特論Ⅱ

フランス語学フランス文学

フランス文学特論Ⅲ

英語学

英語学特論Ⅰ

英語学特論Ⅱ

英語学特論Ⅲ

英語学研究演習Ⅱ

英語学研究演習Ⅰ
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

哲学特論Ⅰ 生命環境倫理学特論Ⅰ

哲学特論Ⅰ

哲学特論Ⅱ

哲学特論Ⅲ

哲学特論Ⅳ

哲学研究演習Ⅰ

哲学総合演習Ⅰ

哲学研究演習Ⅱ

哲学総合演習Ⅱ

古代中世哲学研究演習Ⅰ 古代中世哲学研究演習Ⅰ

古代中世哲学研究演習Ⅱ 古代中世哲学研究演習Ⅱ

古代中世哲学研究演習Ⅲ なし

古代中世哲学研究演習Ⅳ なし

近現代哲学研究演習Ⅰ 近代哲学研究演習Ⅰ

近現代哲学研究演習Ⅱ 近代哲学研究演習Ⅱ

近現代哲学研究演習Ⅲ 現代哲学研究演習Ⅰ

近現代哲学研究演習Ⅳ 現代哲学研究演習Ⅱ

科学哲学研究演習Ⅰ 科学哲学研究演習Ⅰ

科学哲学研究演習Ⅱ 科学哲学研究演習Ⅱ

生命環境倫理学研究演習 生命環境倫理学研究演習Ⅰ

倫理学特論Ⅰ 倫理学特論Ⅰ

倫理学特論Ⅱ 倫理学特論Ⅱ

倫理学特論Ⅲ 倫理学特論Ⅲ

倫理学総合演習Ⅰ

倫理学研究演習Ⅰ

倫理学総合演習Ⅱ

倫理学研究演習Ⅱ

倫理学研究演習Ⅲ 倫理学研究演習Ⅲ

倫理学研究演習Ⅳ 倫理学研究演習Ⅳ

倫理学研究演習Ⅴ 倫理学研究演習Ⅴ

倫理学研究演習Ⅵ 倫理学研究演習Ⅵ

修士論文研究

言語学特論Ⅰ 言語学特論Ⅰ

言語学特論Ⅱ なし

言語学特論Ⅲ 言語学特論Ⅱ

言語学特論Ⅳ 学習・言語心理学特論Ⅰ

言語学特論Ⅴ なし

言語学研究演習Ⅰ 言語学総合演習Ⅰ

言語学研究演習Ⅱ 言語学総合演習Ⅱ

言語解析学特論Ⅰ 言語学特論Ⅲ

言語解析学特論Ⅱ 言語学特論Ⅳ

言語解析学研究演習Ⅰ 言語学研究演習Ⅰ

言語解析学研究演習Ⅱ なし

言語解析学研究演習Ⅲ 言語学研究演習Ⅱ

言語解析学研究演習Ⅳ なし

言語解析学研究演習Ⅴ 言語学研究演習Ⅲ

言語解析学研究演習Ⅵ なし

文化科学専攻

哲学

哲学特論Ⅱ

哲学特論Ⅲ

倫理学

倫理学研究演習Ⅰ

倫理学研究演習Ⅱ

課題研究

言語科学専攻

言語学

哲学研究演習Ⅰ

哲学研究演習Ⅱ
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

日本語構造論特論Ⅰ 日本語構造論特論Ⅱ

日本語構造論特論Ⅱ 日本語構造論特論Ⅰ

日本語構造論講読 日本語構造論研究演習Ⅰ

日本語構造論研究演習Ⅰ 日本語変異論研究演習Ⅲ

日本語構造論研究演習Ⅱ 日本語構造論研究演習Ⅱ

日本語変異論特論Ⅰ 日本語変異論特論Ⅱ

日本語変異論特論Ⅱ 日本語変異論特論Ⅰ

日本語変異論特論Ⅲ 日本語学特論Ⅰ

日本語変異論講読 日本語変異論研究演習Ⅱ

日本語変異論研究演習Ⅰ 日本語学総合演習Ⅰ

日本語変異論研究演習Ⅱ 日本語学総合演習Ⅱ

日本語変異論研究演習Ⅲ 日本語学総合演習Ⅲ

日本語変異論研究演習Ⅳ 日本語学総合演習Ⅳ

日本語変異論研究演習Ⅴ 日本語変異論研究演習Ⅰ

日本語教育論特論Ⅰ 日本語教育学特論Ⅰ

日本語教育論特論Ⅱ 日本語教育学特論Ⅱ

日本語教育論特論Ⅲ 日本語教育学特論Ⅲ

日本語教育論特論Ⅳ なし

日本語教育論講読 日本語教育方法論研究演習Ⅰ

日本語教育論研究演習Ⅰ 日本語教育学研究演習Ⅰ

日本語教育論研究演習Ⅱ 日本語教育学研究演習Ⅱ

日本語教育論実習Ⅰ 日本語教育学研究実習Ⅰ

日本語教育論実習Ⅱ 日本語教育学研究実習Ⅱ

比較現代日本論特論Ⅰ 現代日本学社会分析特論Ⅰ

比較現代日本論特論Ⅱ なし

比較現代日本論講読Ⅰ なし

比較現代日本論講読Ⅱ なし

比較現代日本論研究演習Ⅰ 現代日本学社会分析研究演習Ⅰ

比較現代日本論研究演習Ⅱ なし

比較現代日本論研究演習Ⅲ なし

修士論文研究

日本古代・中世史特論Ⅰ 日本古代・中世史特論Ⅰ

日本古代・中世史特論Ⅱ なし

日本古代・中世史特論Ⅲ 日本古代・中世史特論Ⅱ

日本古代・中世史特論Ⅳ なし

日本古代・中世史研究演習Ⅰ 日本古代・中世史研究演習Ⅰ

日本古代・中世史研究演習Ⅱ 日本古代・中世史研究演習Ⅱ

日本古代・中世史研究演習Ⅲ なし

日本古代・中世史研究演習Ⅳ なし

日本古代・中世史研究演習Ⅴ なし

日本古代・中世史研究演習Ⅵ なし

日本古代・中世史研究演習Ⅶ 日本古代・中世史研究演習Ⅲ

日本古代・中世史研究演習Ⅷ 日本古代・中世史研究演習Ⅳ

言語科学専攻

国語学

日本語教育学

課題研究

歴史科学専攻

日本史

5



専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

日本近世・近代史特論Ⅰ 日本近世・近代史特論Ⅰ

日本近世・近代史特論Ⅱ なし

日本近世・近代史特論Ⅱ

日本史特論Ⅰ

日本史特論Ⅱ

日本近世・近代史研究演習Ⅰ なし

日本近世・近代史研究演習Ⅱ なし

日本近世・近代史研究演習Ⅲ 日本近世・近代史研究演習Ⅰ

日本近世・近代史研究演習Ⅳ 日本近世・近代史研究演習Ⅱ

日本近世・近代史研究演習Ⅴ なし

日本近世・近代史研究演習Ⅵ なし

日本近世・近代史研究演習Ⅶ 日本近世・近代史研究演習Ⅲ

日本近世・近代史研究演習Ⅷ 日本近世・近代史研究演習Ⅳ

史料学Ⅰ 史料学Ⅰ

史料学Ⅱ 史料学Ⅱ

史料管理学Ⅰ 日本史研究実習Ⅰ

史料管理学Ⅱ 日本史研究実習Ⅱ

考古学特論Ⅰ 考古学特論Ⅰ

考古学特論Ⅱ 考古学特論Ⅱ

考古学特論Ⅲ 考古学特論Ⅲ

資料基礎論特論 考古学特論Ⅳ

考古学研究演習Ⅰ 考古学研究演習Ⅰ

考古学研究演習Ⅱ 考古学研究演習Ⅱ

考古学研究実習Ⅰ 考古学研究実習Ⅰ

考古学研究実習Ⅱ 考古学研究実習Ⅱ

文化財科学特論 文化財科学特論Ⅰ

博物館資料論特論 文化財科学特論Ⅱ

文化財科学研究演習Ⅰ

文化財科学研究演習Ⅲ

文化財科学研究演習Ⅱ

文化財科学研究演習Ⅳ

文化財科学研究実習Ⅰ 文化財科学研究実習Ⅰ

文化財科学研究実習Ⅱ 文化財科学研究実習Ⅱ

東洋古代中世史特論Ⅰ 東洋古代中世史特論Ⅰ

東洋古代中世史特論Ⅱ 東洋古代中世史特論Ⅱ

東洋古代中世史特論Ⅲ 東洋古代中世史特論Ⅲ

東洋古代中世史研究演習Ⅰ 東洋史学研究演習Ⅰ

東洋古代中世史研究演習Ⅱ 東洋史学研究演習Ⅱ

東洋近世史特論Ⅰ 東洋近世史特論Ⅰ

東洋近世史特論Ⅱ 東洋近世史特論Ⅱ

東洋近世史特論Ⅲ 東洋近世史特論Ⅲ

東洋近世史特論Ⅳ 東洋近世史特論Ⅳ

東洋近世史研究演習Ⅰ 東洋史学研究演習Ⅲ

東洋近世史研究演習Ⅱ 東洋史学研究演習Ⅳ

歴史科学専攻

日本史

考古学

文化財科学

文化財科学研究演習Ⅰ

文化財科学研究演習Ⅱ

東洋史

日本近世・近代史特論Ⅲ
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

古代地中海世界史特論 西洋史特論Ⅲ

古代地中海世界史研究演習Ⅰ 西洋古代・中世史研究演習Ⅰ

古代地中海世界史研究演習Ⅱ 西洋古代・中世史研究演習Ⅱ

古代地中海世界史研究演習Ⅲ なし

古代地中海世界史研究演習Ⅳ なし

西洋史特論Ⅰ

西洋史特論Ⅱ

西洋中近世史研究演習Ⅰ なし

西洋中近世史研究演習Ⅱ なし

西洋中近世史研究演習Ⅲ 西洋古代・中世史研究演習Ⅲ

西洋中近世史研究演習Ⅳ 西洋古代・中世史研究演習Ⅳ

西洋中近世史研究演習Ⅴ なし

西洋中近世史研究演習Ⅵ なし

西洋中近世史研究演習Ⅶ なし

西洋中近世史研究演習Ⅷ なし

欧米近現代史特論Ⅰ 西洋史特論Ⅳ

欧米近現代史特論Ⅱ なし

欧米近現代史特論Ⅲ なし

欧米近現代史特論Ⅳ なし

欧米近現代史研究演習Ⅰ なし

欧米近現代史研究演習Ⅱ なし

欧米近現代史研究演習Ⅲ 西洋近現代史研究演習Ⅰ

欧米近現代史研究演習Ⅳ 西洋近現代史研究演習Ⅱ

東洋・日本美術史特論Ⅰ

東洋・日本美術史特論Ⅲ

東洋・日本美術史特論Ⅱ 東洋・日本美術史特論Ⅳ

東洋・日本美術史特論Ⅲ 東洋・日本美術史特論Ⅱ

東洋・日本美術史特論Ⅳ 東洋・日本美術史特論Ⅴ

東洋・日本美術史研究演習Ⅰ 東洋・日本美術史研究演習Ⅰ

東洋・日本美術史研究演習Ⅱ 東洋・日本美術史研究演習Ⅱ

美学・西洋美術史特論Ⅰ

美学・西洋美術史特論Ⅱ

美学・西洋美術史特論Ⅱ なし

美学・西洋美術史研究演習Ⅰ 美学・西洋美術史研究演習Ⅰ

美学・西洋美術史研究演習Ⅱ 美学・西洋美術史研究演習Ⅱ

美学・西洋美術史研究実習Ⅰ なし

美学・西洋美術史研究実習Ⅱ なし

西洋美術史特論Ⅰ なし

西洋美術史特論Ⅱ なし

西洋美術史特論Ⅲ なし

西洋美術史研究演習Ⅰ 美学研究演習Ⅰ

西洋美術史研究演習Ⅱ なし

芸術学特論 芸術学特論Ⅰ

東洋・日本美術史特論Ⅰ

美学・西洋美術史

美学・西洋美術史特論Ⅰ

歴史科学専攻

ヨーロッパ史

西洋中近世史特論

東洋・日本美術史
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

ユーラシア文化史特論Ⅰ 比較文化史学特論Ⅰ

ユーラシア文化史特論Ⅱ なし

ユーラシア文化史特論Ⅲ なし

ユーラシア文化史特論Ⅳ なし

ユーラシア文化史研究演習Ⅰ 比較文化史学研究演習Ⅰ

ユーラシア文化史研究演習Ⅱ 比較文化史学研究演習Ⅱ

ユーラシア文化史研究演習Ⅲ なし

ユーラシア文化史研究演習Ⅳ なし

修士論文研究

理論社会学特論Ⅰ

理論社会学特論Ⅱ

理論社会学研究演習Ⅰ 理論社会学研究演習Ⅰ

理論社会学研究演習Ⅱ 理論社会学研究演習Ⅱ

理論社会学研究演習Ⅲ 理論社会学研究演習Ⅲ

理論社会学研究演習Ⅳ 理論社会学研究演習Ⅳ

社会変動学特論Ⅰ

社会変動学特論Ⅱ

社会変動学研究演習Ⅰ 社会変動学研究演習Ⅰ

社会変動学研究演習Ⅱ 社会変動学研究演習Ⅱ

社会変動学研究演習Ⅲ なし

社会変動学研究演習Ⅳ なし

地域社会学特論 なし

地域社会学研究演習Ⅰ 社会学研究演習Ⅰ

地域社会学研究演習Ⅱ なし

地域社会学研究演習Ⅲ なし

地域社会学研究演習Ⅳ なし

社会的コミュニケーション論特論 なし

社会的コミュニケーション論研究演習Ⅰ なし

社会的コミュニケーション論研究演習Ⅱ なし

社会的コミュニケーション論研究演習Ⅲ なし

社会的コミュニケーション論研究演習Ⅳ なし

社会学特論Ⅰ 社会学特論Ⅰ

社会学特論Ⅱ 社会学特論Ⅱ

社会学特論Ⅲ 社会学特論Ⅲ

社会学特論Ⅳ なし

社会学調査実習Ⅰ 社会学研究実習Ⅰ

社会学調査実習Ⅱ 社会学研究実習Ⅱ

比較文化史学

課題研究

人間科学専攻

社会学

歴史科学専攻

理論社会学特論

社会変動学特論
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

数理行動科学特論Ⅰ なし

数理行動科学特論Ⅱ なし

数理行動科学研究演習Ⅰ 数理行動科学研究演習Ⅰ

数理行動科学研究演習Ⅱ 数理行動科学研究演習Ⅱ

数理行動科学研究演習Ⅲ 数理行動科学研究演習Ⅲ

数理行動科学研究演習Ⅳ 数理行動科学研究演習Ⅳ

計量行動科学特論Ⅰ なし

計量行動科学特論Ⅱ なし

計量行動科学研究演習Ⅰ 計量行動科学研究演習Ⅰ

計量行動科学研究演習Ⅱ 計量行動科学研究演習Ⅱ

計量行動科学研究演習Ⅲ 計量行動科学研究演習Ⅲ

計量行動科学研究演習Ⅳ 計量行動科学研究演習Ⅳ

計量行動科学研究演習Ⅴ なし

社会行動科学特論Ⅰ 社会行動科学特論Ⅰ

社会行動科学特論Ⅱ 社会行動科学特論Ⅱ

心理学特論Ⅰ 実験心理学特論Ⅳ

心理学特論Ⅱ 心理学特論Ⅰ

心理学研究演習Ⅰ 実験心理学研究演習Ⅰ

心理学研究演習Ⅱ 実験心理学研究演習Ⅱ

心理学研究演習Ⅲ 実験心理学研究演習Ⅲ

心理学研究演習Ⅳ 社会心理学研究演習Ⅰ

心理学研究演習Ⅴ 社会心理学研究演習Ⅱ

心理学研究演習Ⅵ 実験心理学研究演習Ⅳ

心理学総合演習Ⅰ 心理学総合演習Ⅰ

心理学総合演習Ⅱ 心理学総合演習Ⅱ

心理学研究実習Ⅰ 心理学研究実習Ⅰ

心理学研究実習Ⅱ 心理学研究実習Ⅱ

実験心理学特論Ⅰ

実験心理学特論Ⅱ

社会心理学特論Ⅰ

社会心理学特論Ⅱ

応用心理学特論 実験心理学特論Ⅲ

文化人類学特論Ⅰ 文化人類学特論Ⅰ

文化人類学特論Ⅱ 文化人類学特論Ⅱ

文化人類学特論Ⅲ 文化人類学特論Ⅲ

文化人類学研究演習Ⅰ 文化人類学研究演習Ⅰ

文化人類学研究演習Ⅱ 文化人類学研究演習Ⅱ

文化人類学研究演習Ⅲ 文化人類学研究演習Ⅲ

文化人類学調査実習Ⅰ 文化人類学研究実習Ⅰ

文化人類学調査実習Ⅱ 文化人類学研究実習Ⅱ

人間科学専攻

行動科学

心理学

文化人類学

実験心理学特論

社会心理学特論
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

宗教人類学特論 なし

宗教学特論Ⅰ 宗教学特論Ⅰ

宗教学特論Ⅱ 宗教学特論Ⅱ

宗教学特論Ⅲ なし

宗教学特論Ⅳ 宗教学特論Ⅲ

宗教学研究演習Ⅰ 宗教学死生学総合演習Ⅰ

宗教学研究演習Ⅱ 宗教学死生学総合演習Ⅱ

宗教学研究演習Ⅲ 宗教学死生学研究演習Ⅰ

宗教学研究演習Ⅳ 宗教学死生学研究演習Ⅱ

宗教学実習Ⅰ 宗教学研究実習Ⅰ

宗教学実習Ⅱ 宗教学研究実習Ⅱ

宗教学実習Ⅲ なし

科学技術社会論特論Ⅰ なし

科学技術社会論特論Ⅱ なし

科学技術社会論特論Ⅲ なし

科学技術社会論研究演習Ⅰ なし

科学技術社会論研究演習Ⅱ なし

修士論文研究

研究倫理特論

人文社会科学研究Ⅰ

人文社会科学研究Ⅱ

英語研究論文作成法Ⅰ

英語研究論文作成法Ⅱ

日本語研究論文作成法Ⅰ

日本語研究論文作成法Ⅱ

なし

なし

なし

人間科学専攻

宗教学

科学技術社会論

課題研究

専攻共通

人文社会科学研究

英語研究論文作成法

日本語研究論文作成法

日本文化研究演習

専攻共通

（自由聴講科目）

大学院研究・教育実践活動演習

日本学メソドロジー基盤A
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専攻

(平成30年度以前)

専攻分野

(平成30年度以前)

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新規科目）

【新規開講科目】

対応科目なし 現代日本学学芸分析特論Ⅰ

対応科目なし 現代日本学学芸分析特論Ⅱ

対応科目なし 現代日本学歴史分析特論Ⅰ

対応科目なし 現代日本学日本哲学特論Ⅰ

対応科目なし 現代日本学研究特論Ⅰ

対応科目なし 現代日本学総合演習Ⅰ

対応科目なし 現代日本学総合演習Ⅱ

対応科目なし 現代日本学学芸分析研究演習Ⅰ

対応科目なし 現代日本学歴史分析研究演習Ⅰ

対応科目なし 日本語教育学総合演習Ⅰ

対応科目なし 日本語教育学総合演習Ⅱ

対応科目なし 考古学研究演習Ⅲ

対応科目なし 考古学研究演習Ⅳ

文化人類学 対応科目なし 文化人類学特論Ⅳ

対応科目なし 死生学特論Ⅰ

対応科目なし 死生学特論Ⅱ

対応科目なし 死生学特論Ⅲ

対応科目なし 実践宗教学特論Ⅰ

対応科目なし 実践宗教学特論Ⅱ

対応科目なし 実践宗教学特論Ⅲ

対応科目なし 実践宗教学特論Ⅳ

対応科目なし 応用死生学研究実習Ⅰ

対応科目なし 応用死生学研究実習Ⅱ

対応科目なし 応用死生学研究実習Ⅲ

対応科目なし 応用死生学研究実習Ⅳ

美学・西洋美術史 対応科目なし 美学特論Ⅰ

対応科目なし 計算人文社会学特論Ⅰ

対応科目なし 計算人文社会学研究演習Ⅰ

対応科目なし 計算人文社会学研究演習Ⅱ

対応科目なし 東洋文化学特論Ⅰ

対応科目なし 東洋文化学特論Ⅱ

対応科目なし 日本学総合科目Ⅰ

対応科目なし 日本学総合科目Ⅱ

対応科目なし 広域文化学総合科目Ⅰ

対応科目なし 広域文化学総合科目Ⅱ

対応科目なし 総合人間学総合科目Ⅰ

対応科目なし 総合人間学総合科目Ⅱ

対応科目なし 西洋古典文化特論

対応科目なし 英語発表技能演習

対応科目なし 日本語・日本文化論特論Ⅰ

対応科目なし 日本語・日本文化論特論Ⅱ

対応科目なし 人文統計基礎演習

対応科目なし 学術発表実習Ⅰ

対応科目なし 学術発表実習Ⅱ

対応科目なし 国際活動実習Ⅰ

対応科目なし 国際活動実習Ⅱ

対応科目なし 研究・教育実践活動実習Ⅰ

対応科目なし 研究・教育実践活動実習Ⅱ

平成30年度以前

授業科目名（旧科目）

平成31年度以降

授業科目名（新科目）

総合人間学

専攻共通

計算人文社会学

講座共通

日本学

現代日本学

日本語教育学

考古学

広域文化学
死生学・実践宗教学

※下記科目は、平成30年度以前入学学生であっても履修可能ですが、修了要件とはなりません。

専攻

(平成31年度以降)

専攻分野

(平成31年度以降)
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