
文学研究科大分類・小分類一覧

7 修士課程設置科目

8 博士課程設置科目

20  哲学分野 哲学特殊講義

21  哲学分野 哲学特殊講義演習

22  哲学分野 哲学原典研究

23  哲学分野 プロジェクト

30  倫理学分野 倫理学特殊講義

31  倫理学分野 倫理学特殊講義演習

32  倫理学分野 倫理学原典研究

33  倫理学分野 プロジェクト

20  哲学分野 哲学特殊研究

21  哲学分野 哲学特殊研究演習

22  哲学分野 プロジェクト

30  倫理学分野 倫理学特殊研究

31  倫理学分野 倫理学特殊研究演習

32  倫理学分野 プロジェクト

20  美学美術史学分野 美学芸術学特殊講義

21  美学美術史学分野 美学芸術学特殊講義演習

22  美学美術史学分野 美学芸術学研究

23  美学美術史学分野 美術史特殊講義

24  美学美術史学分野 美術史特殊講義演習

25  美学美術史学分野 音楽学特殊講義

26  美学美術史学分野 音楽学特殊講義演習

30  アート・マネジメント分野 アート・マネジメント特殊講義

31  アート・マネジメント分野 アート・マネジメント特殊講義演習

32  アート・マネジメント分野 アート・マーケティング特殊講義

33  アート・マネジメント分野 アート・マーケティング特殊講義演習

34  アート・マネジメント分野 芸術関係法規演習

35  アート・マネジメント分野 文化資源研究演習

36  アート・マネジメント分野 アート・プロジェクト総合演習

20  美学美術史学専攻共通 美学芸術学特殊研究

21  美学美術史学専攻共通 美学芸術学特殊研究演習

22  美学美術史学専攻共通 美術史特殊研究

23  美学美術史学専攻共通 美術史特殊研究演習

24  美学美術史学専攻共通 音楽学特殊研究

25  美学美術史学専攻共通 音楽学特殊研究演習

全専攻共通 人文学研究10

小分類

8 博士課程設置科目 

文学研究科

LE

PE

AS

大分類専攻・学科学部

GLT

共通

哲学・倫理学専攻

美学美術史学専攻

7

8

修士課程設置科目 

博士課程設置科目 

7 修士課程設置科目 
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文学研究科大分類・小分類一覧
小分類大分類専攻・学科学部

20  史学専攻共通 古文書学特殊講義

21  史学専攻共通 史学特殊講義

30  日本史学分野 日本史特殊講義

31  日本史学分野 日本史特殊講義演習

40  東洋史学分野 東洋史特殊講義

41  東洋史学分野 東洋史特殊講義演習

50  西洋史学分野 西洋史特殊講義

51  西洋史学分野 西洋史特殊講義演習

60  民族学考古学分野 民族学考古学特殊講義演習

61  民族学考古学分野 民族学考古学特殊講義

20  日本史学分野 日本史特殊研究

21  日本史学分野 日本史特殊研究演習

30  東洋史学分野 東洋史特殊研究

31  東洋史学分野 東洋史特殊研究演習

40  西洋史学分野 西洋史特殊研究

41  西洋史学分野 西洋史特殊研究演習

50  民族学考古学分野 民族学考古学特殊研究

51  民族学考古学分野 民族学考古学特殊研究演習

20  国文学分野 国文学研究

21  国文学分野 日本漢文学

22  国文学分野 斯道文庫書誌学講座

23  国文学分野 藝能史

24  国文学分野 演劇史

30  日本語教育学分野 日本語学

31  日本語教育学分野 日本語教育学

32  日本語教育学分野 日本語教育学特殊講義演習

20  国文学専攻共通 国文学特殊研究

21  国文学専攻共通 国語学特殊研究

22  国文学専攻共通 中日比較文学特殊研究

20  中国文学専攻共通 中国文学

21  中国文学専攻共通 中国語学

20  中国文学専攻共通 中国文学

21  中国文学専攻共通 中国語学

20  英米文学専攻共通 特殊講義（英語学系（言語学、中世英語学を含む））

21  英米文学専攻共通 特殊講義（中世および近現代英文学系）

22  英米文学専攻共通 特殊講義（米文学系）

23  英米文学専攻共通 特殊講義演習（英語学系（英語史を含む））

24  英米文学専攻共通 特殊講義演習（中世および近現代英文学系）

25  英米文学専攻共通 特殊講義演習（米文学系）

26  英米文学専攻共通 比較文学

27  英米文学専攻共通 古典文学

28  英米文学専攻共通 文芸批評史

20  英米文学専攻共通 特殊研究（英語学）

21  英米文学専攻共通 特殊研究（中世および近現代英文学系）

22  英米文学専攻共通 特殊研究（米文学系）

23  英米文学専攻共通 特殊研究演習（英語学）

24  英米文学専攻共通 特殊研究演習（中世および近現代英文学系）

25  英米文学専攻共通 特殊研究演習（米文学系）

8

修士課程設置科目 

博士課程設置科目 

7

8

修士課程設置科目 

博士課程設置科目 

7

8

修士課程設置科目 

博士課程設置科目 

7

7 修士課程設置科目 

8 博士課程設置科目 

英米文学専攻

中国文学専攻

文学研究科

HI

JL

CL

EL

GLT
国文学専攻

史学専攻
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文学研究科大分類・小分類一覧
小分類大分類専攻・学科学部

20  独文学専攻共通 文学研究

21  独文学専攻共通 文学演習

22  独文学専攻共通 語学研究

23  独文学専攻共通 語学演習

24  独文学専攻共通 文芸批評

25  独文学専攻共通 言語学特殊

26  独文学専攻共通 古典文学

27  独文学専攻共通 比較文学

20  独文学専攻共通 文学特殊研究

21  独文学専攻共通 文学特殊研究演習

22  独文学専攻共通 語学特殊研究

23  独文学専攻共通 語学特殊演習

20  仏文学専攻共通 仏文学特殊講義

21  仏文学専攻共通 仏語仏文学特殊講義

22  仏文学専攻共通 仏文学特殊講義演習

23  仏文学専攻共通 仏語仏文学特殊講義演習

24  仏文学専攻共通 言語学特殊

25  仏文学専攻共通 古典文学

20  仏文学専攻共通 仏文学特殊研究

21  仏文学専攻共通 仏語学特殊研究

22  仏文学専攻共通 仏文学特殊研究演習

20  図書館・情報学分野 情報学

21  図書館・情報学分野 情報メディア

22  図書館・情報学分野 情報検索

23  図書館・情報学分野 情報システム

24  図書館・情報学分野 共通

30  情報資源管理分野 専門実践知識科目

31  情報資源管理分野 専門実践技能科目

32  情報資源管理分野 研究指導

33  情報資源管理分野 共通

20  図書館・情報学専攻共通 情報学

21  図書館・情報学専攻共通 情報メディア

22  図書館・情報学専攻共通 情報検索

23  図書館・情報学専攻共通 情報システム

24  図書館・情報学専攻共通 共通

8 博士課程設置科目 

7

8

修士課程設置科目 

博士課程設置科目 

7 修士課程設置科目 

8 博士課程設置科目 

7 修士課程設置科目 

図書館・情報学専攻

仏文学専攻

独文学専攻

GLT 文学研究科

GL

FL

LI
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