
2020年度大学院時間割表　【人文科学研究科】史学専攻 他専攻や学部と合同で行う授業があります。詳細は大学院HPまたはWeｂ掲示板（ともに4月より公開予定）の履修案内に掲載している「授業科目担当者一覧」をご覧ください。
更新日： 2020年3月16日

専攻 時限
授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

1時限
8:50～10:30

X0356 東洋古代史研究Ⅰ 齋藤勝 春期 BT・1506研 X1051
日本語論文作成基礎ＢⅠ
［外国語・他専攻科目］

高野愛子 春期 301 X0308 日本中世史特殊研究Ⅲ 仁平義孝 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0364 西洋史学特殊研究Ⅲ 篠原琢 春期 402B

X0357 東洋古代史研究Ⅱ 齋藤勝 秋期 BT・1506研 X1053
日本語論文作成基礎ＢⅢ
［外国語・他専攻科目］ 高野愛子 秋期 301 X0309 日本中世史特殊研究Ⅳ 仁平義孝 秋期

BT15F
史学科資料室・整理室

X0365 西洋史学特殊研究Ⅳ 篠原琢 秋期 402B

X1330
◆西洋史学特殊講義ＢⅠ
 ［博士用］

篠原琢 春期 402B

X1331
◆西洋史学特殊講義ＢⅡ
 ［博士用］

篠原琢 秋期 402B

X1048
日本語論文作成基礎ＡⅡ
［外国語・他専攻科目］

中島久朱 春期 203

X1050
日本語論文作成基礎ＡⅣ
［外国語・他専攻科目］

中島久朱 秋期 203

2時限
10:40～
１2:20

X0340 日本近世史料学研究Ⅰ 松本剣志郎 春期
史学科・資料室・整理
室

X0366 西洋史学特殊研究Ⅴ 宮崎亮 春期 BT1002 X0378 ヨーロッパ近現代政治史研究Ⅰ 高澤紀恵 春期 BT0805 X0348 東洋史学特殊研究Ⅲ 大島誠二 春期 401 X0360 東洋近代史研究Ⅰ 芦沢知絵 春期 Y505

X0341 日本近世史料学研究Ⅱ 松本剣志郎 秋期
史学科・資料室・整理
室

X0367 西洋史学特殊研究Ⅵ 宮崎亮 秋期 BT1002 X0379 ヨーロッパ近現代政治史研究Ⅱ 高澤紀恵 秋期 Y403 X0349 東洋史学特殊研究Ⅳ 大島誠二 秋期 401 X0361 東洋近代史研究Ⅱ 芦沢知絵 秋期 Y402

X0342 日本近代史研究Ⅰ 長井純市 春期 山・Y506 X1332
◆西洋史学特殊講義ＣⅠ
 ［博士用］ 宮崎亮 春期 BT1002 X1324

◆東洋史学特殊講義ＡⅠ
 ［博士用］ 大島誠二 春期 401 X0376 西洋中世史研究Ⅰ 小沼明生 春期 BT0610

X0343 日本近代史研究Ⅱ 長井純市 秋期 山・Y405 X1333
◆西洋史学特殊講義ＣⅡ
 ［博士用］ 宮崎亮 秋期 BT1002 X1325

◆東洋史学特殊講義ＡⅡ
 ［博士用］ 大島誠二 秋期 401 X0377 西洋中世史研究Ⅱ 小沼明生 秋期 山・Y805

X1047
日本語論文作成基礎ＡⅠ
［外国語・他専攻科目］ 幸田佳子 春期 203 X0264

Academic English (Effective Writing) Ａ
［外国語・他専攻科目］ 安部義治 春期 601 X0056

哲学フランス語研究 １
［外国語・他専攻科目］ 酒井健 春期 BT1007 X1052

日本語論文作成基礎ＢⅡ
［外国語・他専攻科目］ 中島久朱 春期 203

X1049
日本語論文作成基礎ＡⅢ
［外国語・他専攻科目］ 幸田佳子 秋期 203 X0265

Academic English (Effective Writing) Ｂ
［外国語・他専攻科目］ 安部義治 秋期 601 X0057

哲学フランス語研究 ２
［外国語・他専攻科目］ 酒井健 秋期 BT1007 X1054

日本語論文作成基礎ＢⅣ
［外国語・他専攻科目］ 中島久朱 秋期 203

3時限
13:00～14:40 X1310

◆史学特殊演習ＡⅠ
 ［博士用］

後藤篤子 春期 BT・1507研 X0317 日本近代史特殊研究Ⅳ 森田貴子 秋期 BT0801 X0388
外書講読Ⅰ
［外国語科目］

池本今日子 春期 402B X0326 日本中世史演習Ⅰ 大塚紀弘 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X1311
◆史学特殊演習ＡⅡ
 ［博士用］

後藤篤子 秋期 BT・1507研 X1323
◆日本史学特殊講義ＥⅡ
 ［博士用］

森田貴子 秋期 BT0801 X0389
外書講読Ⅱ
［外国語科目］

池本今日子 秋期 402B X0327 日本中世史演習Ⅱ 大塚紀弘 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X1340
◆史学特殊演習ＢⅠ
 ［博士用］

後藤篤子 春期 BT・1507研 X1045
日本語論文作成実習Ⅰ
［外国語・他専攻科目］

山中玲子 春期
BT23Ｆ
能研会議室

X0374 西洋古代史研究Ⅰ 後藤篤子 春期 山・Y704

X1341
◆史学特殊演習ＢⅡ
 ［博士用］

後藤篤子 秋期 BT・1507研 X1046
日本語論文作成実習Ⅱ
［外国語・他専攻科目］

山中玲子 秋期
BT23Ｆ
能研会議室

X0375 西洋古代史研究Ⅱ 後藤篤子 秋期 山・Y704

X0266
Academic English (Oral Presentation) Ａ
［外国語・他専攻科目］ 安部義治 春期 601

X0267
Academic English (Oral Presentation) Ｂ
［外国語・他専攻科目］ 安部義治 秋期 601

4時限
15:00～16:40

X0316
◆日本近代史特殊研究Ⅲ
 ［博士用］

森田貴子 春期 402B X0352 東洋史学演習Ⅲ 水上和則 春期 704 X0320 日本考古学特殊研究Ⅲ 小倉淳一 春期
BT15F
史学科共同研究室3（考古）

X0384 記録史料学研究Ⅰ 松本剣志郎 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0353 東洋史学演習Ⅳ 水上和則 秋期 704 X0321 日本考古学特殊研究Ⅳ 小倉淳一 秋期
BT15F
史学科共同研究室3（考古）

X0385 記録史料学演習Ⅰ 松本剣志郎 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X1326
東洋史学特殊講義ＢⅡ
 ［博士用］

水上和則 春期 704

X1322
◆日本史学特殊講義ＥⅠ
 ［博士用］

森田貴子 春期 402B X1327
◆東洋史学特殊講義ＢⅡ
 ［博士用］

水上和則 秋期 704

史
学

土月 火 水 木 金



専攻 時限
授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

授業

コ ー ド
科目 担当 履修期 教室

5時限
16:50～18:30

X0301 日本史学研究Ⅱ 及川亘 春期 302 X0318 日本考古学特殊研究Ⅰ 阿部朝衛 春期
BT15F
史学科共同研究室3
（考古）

X0314 日本近代史特殊研究Ⅰ 長井純市 春期 203 X0302 日本史学原典研究Ⅰ 大塚紀弘 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0338 日本古代史料研究 新井重行 春期 Y605 X0319 日本考古学特殊研究Ⅱ 阿部朝衛 秋期
BT15F
史学科共同研究室3
（考古）

X0315 日本近代史特殊研究Ⅱ 長井純市 秋期 401 X0303 日本史学原典研究Ⅱ 大塚紀弘 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0339 日本中世史研究 及川亘 秋期 Y405 X0336 日本古代史研究Ⅰ 春名宏昭 春期 Y505 X0334 日本古文書学研究Ⅰ 大塚紀弘 春期 BT15F史学科資料室・整理室

X1306
◆史学特殊演習ＡⅠ
 ［博士用］

松本剣志郎 春期 BT1006 X0337 日本古代史研究Ⅱ 春名宏昭 秋期 Y505 X0335 日本古文書学研究Ⅱ 大塚紀弘 秋期 BT15F史学科資料室・整理室

X1307
◆史学特殊演習ＡⅡ
 ［博士用］

松本剣志郎 秋期 BT1006 X0344 沖縄学入門Ⅰ 大里知子 春期 BT1001

X1344
◆史学特殊演習ＢⅠ
 ［博士用］

松本剣志郎 春期 BT1006 X0345 沖縄学入門Ⅱ 大里知子 秋期 BT1001

X1345
◆史学特殊演習ＢⅡ
 ［博士用］

松本剣志郎 秋期 BT1006 X0354 東洋史学演習Ⅴ 久野美樹 春期 704

X0054
哲学ドイツ語研究 １
［外国語・他専攻科目］

笠原賢介 春期 701 X0355 東洋史学演習Ⅵ 久野美樹 秋期 704

X0055
哲学ドイツ語研究 ２
［外国語・他専攻科目］

笠原賢介 秋期 701 X0362 西洋史学特殊研究Ⅰ 松原俊文 春期 BT1101

X0363 西洋史学特殊研究Ⅱ 松原俊文 秋期 BT1101

X0380 アーカイブズ学Ⅰ 宮間純一 春期 203

X0381 アーカイブズ学Ⅱ 宮間純一 秋期 203

X1314
◆日本史学特殊講義ＡⅠ［博士
用］

阿部朝衛 春期
BT15F
史学科共同研究室3
（考古）

X1315
◆日本史学特殊講義ＡⅡ［博士
用］

阿部朝衛 秋期
BT15F
史学科共同研究室3
（考古）

X1328
◆西洋史学特殊講義ＡⅠ［博士
用］

松原俊文 春期 BT1101

X1329
◆西洋史学特殊講義ＡⅡ［博士
用］

松原俊文 秋期 BT1101

6時限
18:35～20:15

X0332 日本考古学演習Ⅰ 小倉淳一 春期
BT15F
史学科共同研究
室3（考古）

X0304 日本古代史特殊研究Ⅰ 山口英男 春期 BT1005 X0322 日本古代史演習Ⅰ 小倉慈司 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0310 日本近世史特殊研究Ⅰ 落合功 春期 603 X0312 日本近世史特殊研究Ⅲ 西沢淳男 春期 203

X0333 日本考古学演習Ⅱ 小倉淳一 秋期
BT15F
史学科共同研究
室3（考古）

X0305 日本古代史特殊研究Ⅱ 山口英男 秋期 BT1005 X0323 日本古代史演習Ⅱ 小倉慈司 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0311 日本近世史特殊研究Ⅱ 落合功 秋期 603 X0313 日本近世史特殊研究Ⅳ 西沢淳男 秋期 203

X0350 東洋史学演習Ⅰ 齋藤勝 春期 BT・1506研 X0306 日本中世史特殊研究Ⅰ 末柄豊 春期 704 X0382 文書館管理研究Ⅰ
〇斎藤勝・青木直己・葦名
ふみ・新井浩史・岩壁義光・
冨塚一彦

春期 203 X1304
◆史学特殊演習ＡⅠ
 ［博士用］

大塚紀弘 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X1302
◆史学特殊演習ＡⅠ
 ［博士用］

小口雅史 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0351 東洋史学演習Ⅱ 齋藤勝 秋期 BT・1506研 X0307 日本中世史特殊研究Ⅱ 末柄豊 秋期 704 X0383 文書館管理研究Ⅱ
〇長井純市・青木睦美・赤
松道子・石橋崇雄・草野佳
矢子・山田太造・渡辺浩一

秋期 203 X1305
◆史学特殊演習ＡⅡ
 ［博士用］

大塚紀弘 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X1303
◆史学特殊演習ＡⅡ
 ［博士用］

小口雅史 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0368 西洋史学演習Ⅰ 後藤篤子 春期 BT・1507研 X0328 日本近世史演習Ⅰ 松本剣志郎 春期 BT1006 X1312
◆史学特殊演習ＡⅠ
 ［博士用］

小倉淳一 春期 BT15階史学科共同研究室3（考古） X1336
◆史学特殊演習ＢⅠ
 ［博士用］

小口雅史 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0369 西洋史学演習Ⅱ 後藤篤子 秋期 BT・1507研 X0329 日本近世史演習Ⅱ 松本剣志郎 秋期 BT1006 X1313
◆史学特殊演習ＡⅡ
 ［博士用］

小倉淳一 秋期 BT15階史学科共同研究室3（考古） X1337
◆史学特殊演習ＢⅡ
 ［博士用］

小口雅史 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0370 西洋史学演習Ⅲ 高澤紀恵 春期 BT0906 X0346 東洋史学特殊研究Ⅰ 塩沢裕仁 春期 BT・1314研 X1320
◆日本史学特殊講義ＤⅠ
 ［博士用］

落合功 春期 603

X0371 西洋史学演習Ⅳ 高澤紀恵 秋期 BT0906 X0347 東洋史学特殊研究Ⅱ 塩沢裕仁 秋期 BT・1314研 X1321
◆日本史学特殊講義ＤⅡ
 ［博士用］

落合功 秋期 603

X0386 記録史料学研究Ⅱ 岩壁義光 春期 BT1004 X1334
◆史学特殊演習ＢⅠ
 ［博士用］

大塚紀弘 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0387 記録史料学演習Ⅱ 岩壁義光 秋期 富F311 X1335
◆史学特殊演習ＢⅡ
 ［博士用］

大塚紀弘 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X1316 ◆日本史学特殊講義ＢⅠ［博士用］ 山口英男 春期 BT1005 X1338 史学特殊演習ＢⅠ 小倉淳一 春期 BT15階史学科共同研究室3（考古）

X1317 ◆日本史学特殊講義ＢⅡ［博士用］ 山口英男 秋期 BT1005 X1339 史学特殊演習ＢⅡ 小倉淳一 秋期 BT15階史学科共同研究室3（考古）

X1318 ◆日本史学特殊講義ＣⅠ［博士用］ 末柄豊 春期 704

X1319 ◆日本史学特殊講義ＣⅡ［博士用］ 末柄豊 秋期 704

7時限
20:20～22:00

X1308
◆史学特殊演習ＡⅠ
 ［博士用］

長井純市 春期 401 X0324 日本古代史演習Ⅲ 小倉慈司 春期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0330 日本近代史演習Ⅰ 長井純市 春期 203

X1309
◆史学特殊演習ＡⅡ
 ［博士用］

長井純市 秋期 401 X0325 日本古代史演習Ⅳ 小倉慈司 秋期
BT15F
史学科資料室・整理室

X0331 日本近代史演習Ⅱ 長井純市 秋期 401

X1342
◆史学特殊演習ＢⅠ
 ［博士用］

長井純市 春期 401

X1343
◆史学特殊演習ＢⅡ
 ［博士用］

長井純市 秋期 401

授業コード 科目 担当 履修期 教室 授業コード 科目 担当 履修期 教室 授業コード 科目 担当 履修期 教室

X0399 修士論文 専攻教員 年間 -

X1399 博士論文 専攻教員 年間 - X0006 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0025 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0007 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0026 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0022 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0027 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0023 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0036 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0024 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0037 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

土

史
学

月 火 水 木 金

日程・注意事項など

修士課程２年生は全員登録してください。
他大学院で履修する単位互換科目（２科目履修する場合）
※３科目以上履修する場合は大学院課にご相談ください。

他大学院で履修する単位互換科目

集中・その他

（一部、通常科目も記載）

日程・注意事項など 日程・注意事項など

博士後期課程３年生は全員登録してください。


