
【日本文学専攻科目】
博士前期課程

科目名 ナンバリング

文献読解Ｉ（古典） L・J・M・1・1
文献読解ＩＩ（近代） L・J・M・1・2
文献読解ＩＩＩ（漢文） L・J・M・1・3
文献読解ＩＶ（日本語学） L・J・M・1・4
日本文学研究Ｉ（上代） L・J・M・2・1
日本文学研究ＩＩ（中古） L・J・M・2・2
日本文学研究ＩＩＩ（中世） L・J・M・2・3
日本文学研究ＩＶ（近世） L・J・M・2・4
日本文学研究Ｖ（近代） L・J・M・2・5
日本語学研究 L・J・M・2・6
中国文学研究 L・J・M・2・7
日本書誌研究 L・J・M・2・8
人文情報管理研究 L・J・M・2・9/L・E・M04/L・CM-C-4
人文情報検索研究 L・J・M・2・10/L・E・M05
日本文学演習Ｉ L・J・M・3・1
日本文学演習ＩＩ L・J・M・3・2
日本文学演習ＩＩＩ L・J・M・3・3
日本文学演習ＩＶ L・J・M・3・4
日本文学演習Ｖ L・J・M・3・5
日本語学演習 L・J・M・3・6/L・J・Ｄ・2・6
日本史史料演習 L・J・M・3・7
日本書誌演習Ｉ（古典） L・J・M・3・8
日本書誌演習ＩＩ（近代） L・J・M・3・9

博士後期課程
科目名 ナンバリング
上代文学特殊研究 L・J・Ｄ・1・1
中古文学特殊研究 L・J・Ｄ・1・2
中世文学特殊研究 L・J・Ｄ・1・3
近世文学特殊研究 L・J・Ｄ・1・4
近代文学特殊研究 L・J・Ｄ・1・5
日本語学特殊研究 L・J・Ｄ・1・6
中国文学特殊研究 L・J・Ｄ・1・7
上代文学演習 L・J・Ｄ・2・1
中古文学演習 L・J・Ｄ・2・2
中世文学演習 L・J・Ｄ・2・3
近世文学演習 L・J・Ｄ・2・4
近代文学演習 L・J・Ｄ・2・5
日本語学演習 L・J・Ｄ・2・6
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【英米文学専攻科目】
博士前期課程
科目名 ナンバリング
イギリス文学演習 L・E・M61
アメリカ文学演習 L・E・M62
英語学演習 L・E・M91/L・E・DD92
英米文化演習 L・E・M71
イギリス文学研究 L・E・M63
アメリカ文学研究 L・E・M64
英語学研究 L・E・M92
英米文化研究 L・E・M72
ヨーロッパ文学・文化研究 L・E・M65
比較文学・文化研究 L・E・M66
言語学研究 L・E・M93
表象文化研究 L・E・M73
異文化間コミュニケーション研究 L・E・M94
アカデミック・ライティング L・E・M51
アカデミック・プレゼンテーション L・E・M52
人文情報管理演習 L・E・M03
人文情報管理研究 L・J・M・2・9/L・E・M04/L・CM-C-4
人文情報検索研究 L・J・M・2・10/L・E・M05
人文情報演習Ｉ L・E・M01
人文情報演習ＩＩ L・E・M02
英語教育研究 L・E・M81
英語教育演習 L・E・M82
国際文化研究 L・E・M74

博士後期課程
科目名 ナンバリング
英文学特殊研究Ｉ L・E・D61
英文学特殊研究ＩＩ L・E・D62
米文学特殊研究Ｉ L・E・D63
米文学特殊研究ＩＩ L・E・D64
英語学特殊研究 L・E・D91
英文学演習 L・E・DD65
米文学演習 L・E・DD66
英語学演習 L・E・M91/L・E・DD92
英米文化特殊研究 L・E・D71
比較文学・文化特殊研究 L・E・D67
英語教育特殊研究 L・E・D81
国際文化特殊研究 L・E・D72
異文化間コミュニケーション特殊研究 L・E・D93



【文化財学専攻科目】

博士前期課程

科目名 ナンバリング

文化財学特殊講義Ｉ（文献資料学） L・CM-A1
文化財学特殊講義ＩＩ（文献資料学） L・CM-A2
文化財学特殊講義ＩＩＩ（考古資料学） L・CM-A3
文化財学特殊講義ＩＶ（考古資料学） L・CM-A4
文化財学特殊講義Ｖ（美術・工芸資料学） L・CM-A5
文化財学特殊講義ＶＩ（美術・工芸資料学） L・CM-A6
文化財学特殊講義ＶＩＩ（分析・保存科学） L・CM-A7
文化財学特殊講義ＶＩＩＩ（人文情報検索研究） L・CM-A8
文化財学演習Ｉ（文献資料学） L・CM-B1-1 /L・CM-B1-2
文化財学演習ＩＩ（考古資料学） L・CM-B2-1 /L・CM-B2-2
文化財学演習ＩＩＩ（美術・工芸資料学） L・CM-B3-1 /L・CM-B3-2
文化財学演習ＩＶ（分析・保存科学） L・CM-B-4
文化財学演習Ｖ（情報検索学） L・CM-B-5
建築文化財特殊講義 L・CM-C-1
日本仏教史特殊講義 L・CM-C-2
文献資料演習（文字・訓点） L・CM-C-3
人文情報管理研究 L・J・M・2・9/L・E・M04/L・CM-C-4

博士後期課程

科目名 ナンバリング

文化財学特殊研究Ｉ（文献資料学） L・CD-1
文化財学特殊研究ＩＩ（考古資料学） L・CD-2
文化財学特殊研究ＩＩＩ（美術・工芸資料学） L・CD-3
文化財学特殊研究ＩＶ（分析・保存科学） L・CD-4
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【ドキュメンテーション専攻科目】
博士前期課程

科目名 ナンバリング

ドキュメンテーション基礎

研究論文演習Ⅰ

研究論文演習Ⅱ

課題研究Ⅰ
課題研究Ⅱ
実地研究Ⅰ
実地研究Ⅱ
図書館情報学研究Ⅰa
図書館情報学研究Ⅰb
図書館情報学研究Ⅰc
図書館情報学研究Ⅰd
図書館情報学研究Ⅱa
図書館情報学研究Ⅱb
図書館情報学研究Ⅱc
図書館情報学研究Ⅱd
人文情報学研究Ｉa
人文情報学研究Ｉb
人文情報学研究Ｉc
人文情報学研究Ｉd
人文情報学研究Ⅱa
人文情報学研究Ⅱb
人文情報学研究Ⅱc
人文情報学研究Ⅱd
人文情報学研究Ⅲa
人文情報学研究Ⅲb
人文情報学研究Ⅲc
人文情報学研究Ⅲd
書誌学研究Ⅰa
書誌学研究Ⅰb
書誌学研究Ⅰc
書誌学研究Ⅰd
書誌学研究Ⅱa
書誌学研究Ⅱb
書誌学研究Ⅱc
書誌学研究Ⅱd
ドキュメンテーション研究Ⅰ
ドキュメンテーション研究Ⅱ

博士後期課程
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ドキュメンテーション特殊研究Ⅲ

科目名

研究指導Ⅰ
研究指導Ⅱ
研究指導Ⅲ
ドキュメンテーション特殊研究Ⅰ
ドキュメンテーション特殊研究Ⅱ


