
管理主体 科目区分 旧科目名 備考

共通 講義 上級ギリシャ語１

共通 講義 上級ギリシャ語２

共通 講義 上級ギリシャ語３

共通 講義 上級ラテン語１

共通 講義 上級ラテン語２

共通 講義 上級ラテン語３

仏語 選択外国語 フランス文化を知る２（旅行、パリと地方）

仏語 選択外国語 フランス文化を知る７（旅行、パリと地方）

西語 選択外国語 スペイン語上級（話す・書く）１

西語 選択外国語 スペイン語上級（話す・書く）２

西語 選択外国語 スペイン語上級（応用・実践）１

西語 選択外国語 スペイン語上級（応用・実践）２

西語 選択外国語 スペイン語上級（読む）１

西語 選択外国語 スペイン語上級（読む）２

西語 選択外国語 スペイン語中級（会話） Ａ

西語 選択外国語 スペイン語中級（会話） Ｂ

西語 選択外国語 スペイン語中上級（会話） Ａ

西語 選択外国語 スペイン語中上級（会話） Ｂ

西語 選択外国語 スペイン語中級（文法・実践） Ａ

西語 選択外国語 スペイン語中級（文法・実践） Ｂ

西語 選択外国語 スペイン語中級（読む） Ａ

西語 選択外国語 スペイン語中級（読む） Ｂ

西語 選択外国語 スペイン語中上級（文法・実践） Ａ

スペイン語中級（コミュニケーション活動）２ Ｂ

スペイン語中級（文法・実践）１ Ａ

スペイン語中級（文法・実践）１ Ｂ

スペイン語中級（社会文化事情を知る）１ Ａ

スペイン語中級（社会文化事情を知る）１ Ｂ

スペイン語中級（文法・実践）２ Ａ

2019年度科目名称変更（文化構想学部）
※前年度までに旧科目名の科目を合格している場合、名称変更された新科目名の科目は履修できません。（重複履修可科目を除く）

新科目名

ギリシャ語講読１

ギリシャ語講読２

ギリシャ語講読３

ラテン語講読１

ラテン語講読２

ラテン語講読３

フランス文化を知る２（フランスを旅する）

フランス文化を知る７（フランスを旅する）

スペイン語上級（運用力アップ）１

スペイン語上級（運用力アップ）２

スペイン語中上級（作文力をつける）１

スペイン語中上級（作文力をつける）２

スペイン語上級（近現代史を知る）１

スペイン語上級（近現代史を知る）２

スペイン語中級（コミュニケーション活動）１ Ａ

スペイン語中級（コミュニケーション活動）１ Ｂ

スペイン語中級（コミュニケーション活動）２ Ａ



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

西語 選択外国語 スペイン語中上級（文法・実践） Ｂ

西語 選択外国語 スペイン語中上級（読む） Ａ

西語 選択外国語 スペイン語中上級（読む） Ｂ

西語 選択外国語 スペイン語中級（ニュースで学ぶ）

西語 選択外国語 スペイン語中上級（ニュースで学ぶ）

伊語 選択外国語 イタリア語を読む４（歴史・思想）

複合 講義 ポストヒューマン論

複合 講義 サイボーグ哲学-先端テクノロジーを哲学する

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ(アートと異文化コミュニケーション） （春学期） Ａ

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ(アートと異文化コミュニケーション） （春学期） Ｂ

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ(アートと異文化コミュニケーション） （秋学期） Ａ

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ(アートと異文化コミュニケーション） （秋学期） Ｂ

表象 専門演習 表象・メディア論系演習（メディア考古学１）

表象 専門演習 表象・メディア論系演習（メディア考古学２）

文ジャ 講義 英米文化事情１

文ジャ 講義 英米文化事情２

文ジャ 講義 英米文化事情３

文ジャ 講義 英米文化事情４

文ジャ 論系ゼミ 翻訳実践・批評ゼミ２ （春学期） Ａ

文ジャ 論系ゼミ 翻訳実践・批評ゼミ２ （春学期） Ｂ

文ジャ 論系ゼミ 翻訳実践・批評ゼミ２ （秋学期） Ａ

文ジャ 論系ゼミ 翻訳実践・批評ゼミ２ （秋学期） Ｂ

人間 講義 現代人間論系総合講座１（現代人の精神構造）

人間 講義 現代人間論系総合講座２（生命の尊厳と生活の質）

人間 専門演習 現代人間論系演習（現代人と福祉）

スペイン語中級（社会文化事情を知る）２ Ａ

スペイン語中級（社会文化事情を知る）２ Ｂ

スペイン語中上級（ニュースで学ぶ）１

スペイン語中上級（ニュースで学ぶ）２

イタリア語を読む２（歴史・思想）

人工知能とポストヒューマン思想

人工知能とサイボーグ-先端テクノロジーを哲学する

欧米文化事情１

欧米文化事情２

欧米文化事情３

欧米文化事情４

現代人間論系総合講座１

現代人間論系総合講座２

表象・メディア論系演習（メディア作品分析１）

表象・メディア論系演習（メディア作品分析２）

現代人間論系演習（生きて働くことの臨界）

異文化接触ゼミ（都市と美術） （春学期） Ａ

異文化接触ゼミ（都市と美術） （春学期） B

翻訳・批評ゼミ１ （春学期） Ａ

スペイン語中級（文法・実践）２ Ｂ

翻訳・批評ゼミ１ （秋学期） Ａ

翻訳・批評ゼミ１ （秋学期） Ｂ

翻訳・批評ゼミ１ （春学期） Ｂ

異文化接触ゼミ（都市と美術） （秋学期） Ａ

異文化接触ゼミ（都市と美術） （秋学期） B



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

心理 講義 心理統計学１

心理 講義 心理統計学２

教育 講義 教育学概論２

管理主体 科目区分 旧科目名 備考

共通 自由科目 生涯学習概論（学芸員夏季） Ａ

共通 自由科目 日本地誌

共通 自由科目 世界地誌

多元 論系演習
Japanese Science Fiction: Self, Environment and
Empire (TCS quarter seminar)

多元 論系演習
Youth Culture in Modern East Asian Literature
(TCS quarter seminar)

多元 論系演習
Ghosts and the Supernatural in Classical Japanese
Literature (TCS quarter seminar)

表象 講義 ジェンダーとイメージ１

表象 講義 ジェンダーとイメージ２

人間 講義 子どもの発達心理学

人間 講義 大人の発達心理学

人間 論系演習 現代人間論系演習（現代社会とセラピー文化）

人間 論系演習 現代人間論系演習（ジェンダーと福祉）

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(心身論） （春期）

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(心身論） （秋期）

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(生命と人格） （春期）

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(生命と人格） （秋期）

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(社会の変化と人間関係） （春期） Ａ

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(社会の変化と人間関係） （春期） Ｂ

心理統計学１（心理学統計法）

心理統計学２（心理学統計法）

教育制度論

「心身を生きる人間」論ゼミ(心身論） （春学期）

「心身を生きる人間」論ゼミ(心身論） （秋学期）

「心身を生きる人間」論ゼミ(生命と人格） （春学期）

「心身を生きる人間」論ゼミ(生命と人格） （秋学期）

「関係を生きる人間」論ゼミA（社会の変化と人間関係） （春学期） Ａ

「関係を生きる人間」論ゼミA（社会の変化と人間関係） （春学期） Ｂ

2018年度科目名称変更（文化構想学部）
新科目名

Ghosts and the Supernatural in Japanese Culture
(TCS quarter seminar)

現代人間論系演習（現代社会と心の機能）

現代人間論系演習（障害とクィア）

生涯学習概論（学芸員夏季）

地誌１

地誌２

Global Science Fiction (TCS quarter seminar)

Youth Culture in Modern East Asia (TCS quarter
seminar)

イメージのリテラシー１

イメージのリテラシー２

子どものこころ（発達心理学）

大人のこころ（発達心理学）



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(社会の変化と人間関係） （秋期） Ａ

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(社会の変化と人間関係） （秋期） Ｂ

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(プラクティカル・エシックス) （春期）

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(プラクティカル・エシックス) （秋期）

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(現代人のライフストーリー) （春期） Ａ

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(現代人のライフストーリー) （春期） Ｂ

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(現代人のライフストーリー) （秋期） Ａ

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(現代人のライフストーリー) （秋期） Ｂ

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(子どもの関係発達論) （春期）

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(子どもの関係発達論) （秋期）

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(現代人の心理) （春期）

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ(現代人の心理) （秋期）

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （春期） Ａ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （春期） Ｂ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （秋期） Ａ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （秋期） Ｂ

人間 論系ゼミ 福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) （春期） Ａ

人間 論系ゼミ 福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) （春期） Ｂ

人間 論系ゼミ 福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) （秋期） Ａ

人間 論系ゼミ 福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) （秋期） Ｂ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(クィア・スタディーズ) （春期） Ａ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(クィア・スタディーズ) （春期） Ｂ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(クィア・スタディーズ) （秋期） Ａ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(クィア・スタディーズ) （秋期） Ｂ

構築 講義 モダニティとポスト・モダニティの社会論

「発達を生きる人間」論ゼミ（現代人の心理） （秋学期）

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （春学期） Ａ

「関係を生きる人間」論ゼミA（社会の変化と人間関係） （秋学期） Ａ

「関係を生きる人間」論ゼミA（社会の変化と人間関係） （秋学期） Ｂ

「関係を生きる人間」論ゼミA（プラクティカル・エシックス） （春学期）

「関係を生きる人間」論ゼミA（プラクティカル・エシックス） （秋学期）

「発達を生きる人間」論ゼミ（現代人のライフストーリー） （春学期） Ａ

「発達を生きる人間」論ゼミ（現代人のライフストーリー） （春学期） Ｂ

「発達を生きる人間」論ゼミ（現代人のライフストーリー） （秋学期） Ａ

「発達を生きる人間」論ゼミ（現代人のライフストーリー） （秋学期） Ｂ

「発達を生きる人間」論ゼミ（子どもの関係発達論） （春学期）

「発達を生きる人間」論ゼミ（子どもの関係発達論） （秋学期）

「発達を生きる人間」論ゼミ（現代人の心理） （春学期）

グローバル化の社会分析

「多様性を生きる人間」論ゼミ（クィア・スタディーズ）（秋学期） Ａ

「多様性を生きる人間」論ゼミ（クィア・スタディーズ）（秋学期） Ｂ

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （春学期） Ｂ

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （秋学期） Ａ

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （秋学期） Ｂ

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ディスアビリティと現代) （春学期） Ａ

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ディスアビリティと現代) （春学期） Ｂ

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ディスアビリティと現代) （秋学期） Ａ

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ディスアビリティと現代) （秋学期） Ｂ

「多様性を生きる人間」論ゼミ（クィア・スタディーズ）（春学期） Ａ

「多様性を生きる人間」論ゼミ（クィア・スタディーズ）（春学期） Ｂ



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

心理 講義 言語心理学

心理 講義 人格心理学

心理 講義 神経心理学

心理 講義 精神医学

心理 講義 認知科学

心理 講義 犯罪心理学

心理 講義 臨床心理学

心理 講義 健康心理学

心理 講義 生理学

教育 講義 教育心理学

西史 講義 西洋史研究１（西洋古代史）

管理主体 科目区分 旧科目名 備考

共通 講義 サンスクリット語上級講読

共通 自由科目 博物館資料保存論（学芸員夏季） A

仏語 選択外国語 フランス語で表現する５（会話・作文上級）

仏語 選択外国語 フランス語で表現する10（会話・作文上級）

仏語 選択外国語 フランス語を読む１（文学）

仏語 選択外国語 フランス語を読む６（文学）

仏語 選択外国語 フランス語を読む１１（上級講読）

仏語 選択外国語 フランス語を読む１２（上級講読）

朝語 選択外国語 朝鮮語中級 A

朝語 選択外国語 朝鮮語中上級 Ａ

複合 講義 美の制度

サンスクリット語講読

知覚・認知心理学

司法・犯罪心理学

臨床心理学概論

2017年度科目名称変更（文化構想学部）
新科目名

健康・医療心理学

人体の構造と機能及び疾病

教育・学校心理学

西洋史研究１（西洋近現代史）

神経・生理心理学

精神疾患とその治療

フランス語を読む１（文学１）

フランス語を読む６（文学１）

フランス語を読む１１（文学２）

フランス語を読む１２（文学２）

朝鮮語中級

博物館資料保存論（学芸員夏季）

フランス語で表現する５（会話・作文総合）

言語心理学（学習・言語心理学）

感情・人格心理学

朝鮮語中上級

美の諸相

フランス語で表現する１０（会話・作文総合）



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

複合 講義 死の制度

複合 講義 愛の制度

複合 論系演習 複合文化論系演習（生活環境感性論１（衣食住の感性研究））

複合 論系ゼミ 感性文化ゼミ（芸術／性愛／死）

表象 講義 パフォーミング・アーツ論

表象 講義 アニメ・マンガ論

文ジャ 講義 装丁と文学１

文ジャ 講義 出版文化論１

文ジャ 講義 中欧の文学

文ジャ 論系演習 文芸・ジャーナリズム論系演習（編集実践１） Ａ

西史 講義 西洋古代史２

西史 講義 西洋中世史

管理主体 科目区分 旧科目名 備考

西語 選択外国語 スペイン語上級（文法・実践）１

西語 選択外国語 スペイン語上級（文法・実践）２

複合 講義 感性論

複合 論系演習 複合文化論系演習（感性文化基礎論１）

複合 論系演習 複合文化論系演習（音楽の思想）

複合 論系演習 複合文化論系演習（前近代複合社会とエスニシティ）

表象 論系演習 表象・メディア論系演習（音声身体論１）

表象 論系演習 表象・メディア論系演習（都市空間論１）

人間 論系演習 現代人間論系演習（クイア・スタディーズ）

文芸・ジャーナリズム論系演習（編集実践１）

西洋古代史

西洋中世史２

2016年度科目名称変更（文化構想学部）
新科目名

スペイン語上級（応用・実践）１

パフォーマンス・スタディーズ

アニメーション文化論

装丁と文学

出版文化論

中南欧の文学

死の諸相

愛の諸相

複合文化論系演習（生活環境感性論）

感性文化ゼミ（現代の文化哲学）

表象・メディア論系演習（都市空間論）

現代人間論系演習（クィア・スタディーズ）

スペイン語上級（応用・実践）２

感性の哲学

複合文化論系演習（感性文化基礎論）

複合文化論系演習（聴覚文化論）

複合文化論系演習（コミュニティとナショナリズム）

表象・メディア論系演習（音声身体論）



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

心理 講義 ストレス心理学

管理主体 科目区分 旧科目名 備考

共通 講義 上級ギリシャ語１（新約聖書のギリシャ語を読む）

共通 講義 上級ギリシャ語２（哲学・歴史のギリシャ語を読む）

共通 講義 上級ギリシャ語３（古典文学のギリシャ語を読む）

共通 講義 上級ラテン語１（キリスト教のラテン語を読む）

共通 講義 上級ラテン語２（中世・ルネサンスのラテン語を読む）

共通 講義 上級ラテン語３（古典文学のラテン語を読む）

共通 自由科目 文化財保存修復（学芸員夏季）Ａ

西語 選択外国語 スペイン語会話上級（応用）１

西語 選択外国語 スペイン語会話上級（応用）２

西語 選択外国語 スペイン語作文１

西語 選択外国語 スペイン語作文２

西語 選択外国語 スペイン語を読む２（歴史・思想）

西語 選択外国語 スペイン語を読む３（文学）

西語 選択外国語 スペイン語会話中級 Ａ

西語 選択外国語 スペイン語会話中級 B

西語 選択外国語 スペイン語会話中級 C

西語 選択外国語 スペイン語会話上級 Ａ

西語 選択外国語 スペイン語会話上級 B

西語 選択外国語 スペイン語会話上級 C

伊語 選択外国語 美術でイタリア語を学ぶ１

伊語 選択外国語 美術でイタリア語を学ぶ２

2015年度科目名称変更（文化構想学部）

健康心理学

上級ラテン語３

文化財保存修復（木造彫刻）（学芸員夏季）

スペイン語上級（話す・書く）１

スペイン語上級（話す・書く）２

スペイン語上級（文法・実践）１

スペイン語上級（文法・実践）２

新科目名

上級ギリシャ語１

上級ギリシャ語２

上級ギリシャ語３

上級ラテン語１

上級ラテン語２

スペイン語中上級（会話） Ｂ

スペイン語中上級（会話） Ｃ

イタリア文化を知る１（美術）

イタリア文化を知る２（美術）

スペイン語上級（読む）１

スペイン語上級（読む）２

スペイン語中級（会話） Ａ

スペイン語中級（会話） Ｂ

スペイン語中級（会話） Ｃ

スペイン語中上級（会話） Ａ



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

伊語 選択外国語 ビデオで学ぶイタリア語１

伊語 選択外国語 ビデオで学ぶイタリア語２

多元 論系ゼミ 英語教育論ゼミ （春期）

多元 論系ゼミ 英語教育論ゼミ （秋期）

複合 論系演習 複合文化論系演習（感性哲学１（美と芸術の感性研究））

複合 論系演習 複合文化論系演習（パフォーミング・カルチャー論２（磨かれた技・表現行為の根源と感性））

人間 講義 児童福祉論

人間 論系演習 現代人間論系演習（人物と言説）

人間 論系演習 現代人間論系演習（子どもの行動観察法）

人間 論系演習 現代人間論系演習（虐待と社会病理）

人間 論系演習 相談援助実習 Ａ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(生と精神の言説) （春期）

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(生と精神の言説) （秋期）

人間 論系ゼミ 福祉社会論ゼミ(少子高齢社会論) （春期）

人間 論系ゼミ 福祉社会論ゼミ(少子高齢社会論) （秋期）

哲学 講義 哲学専門講義３（中世哲学／美学）

中文 講義 中国白話文学史１（英雄豪傑の物語）

中文 講義 中国白話文学史２（世態人情の物語）

中文 講義 中国演劇史１

中文 講義 中国演劇史２

西史 講義 西洋古代史１（ローマ・ヒューマニズム）

西史 講義 西洋古代史２（古代ローマ史）

西史 講義 西洋史研究１（西洋古代・中世史）

西史 講義 西洋史研究３（西洋古代・中世史）

西史 講義 西洋史特別研究１（アメリカ史）

イタリア文化を知る３（映画）

イタリア文化を知る４（映画）

現代人間論系演習（心をみる）

現代人間論系演習（いじめ・虐待と社会病理）

相談援助実習

精神文化論ゼミ(ナラティブ研究) （春期）

精神文化論ゼミ(ナラティブ研究) （秋期）

福祉社会論ゼミ(教育福祉・福祉文化論) （春期）

言語・文化・英語教育ゼミ （春期）

言語・文化・英語教育ゼミ （秋期）

複合文化論系演習（感性哲学）

複合文化論系演習（パフォーミング・カルチャー論）

児童家庭福祉論

現代人間論系演習（ナラティブ分析の実際）

西洋古代史１

西洋古代史２

西洋史研究１（西洋古代史）

西洋史研究３（西洋中世史）

西洋史特別研究１

福祉社会論ゼミ(教育福祉・福祉文化論) （秋期）

哲学専門講義３（中世哲学）

中国幻想怪異小説史

中国歴史世情小説史

中国伝統演劇概論

中国演劇文化史



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

西史 講義 西洋史特別研究２（ドイツ史）

西史 講義 西洋史特別研究３（東欧史）

西史 講義 西洋史特別研究４（南欧史）

2014年度科目名称変更（文化構想学部）
管理主体 科目区分 旧科目名 備考

共通 講義 入門ギリシャ語１

共通 講義 入門ギリシャ語２

共通 講義 詳しく学ぶギリシャ語

共通 講義 ギリシャ語中級文法

共通 講義 ギリシャ語講読初歩

共通 講義 新約聖書のギリシャ語講読

共通 講義 哲学・歴史のギリシャ語講読

共通 講義 古典ギリシャ語講読

共通 講義 入門ラテン語１

共通 講義 入門ラテン語２

共通 講義 詳しく学ぶラテン語

共通 講義 ラテン語中級文法

共通 講義 ラテン語講読初歩

共通 講義 思想・歴史・キリスト教のラテン語

共通 講義 中世・ルネサンスのラテン語

共通 講義 古典ラテン語講読

独語 選択外国語 ドイツ語会話・作文１

独語 選択外国語 ドイツ語会話・作文２

伊語 選択外国語 イタリア語中級２

西洋史特別研究２

中級ギリシャ語１

中級ギリシャ語２

上級ギリシャ語１（新約聖書のギリシャ語を読む）

上級ギリシャ語２（哲学・歴史のギリシャ語を読む）

上級ギリシャ語３（古典文学のギリシャ語を読む）

初級ラテン語1

西洋史特別研究３

西洋史特別研究４

新科目名

初級ギリシャ語1

初級ギリシャ語２

初級ギリシャ語（速修）

上級ラテン語３（古典文学のラテン語を読む）

ドイツ語で表現する１１（上級の会話・作文）

ドイツ語で表現する１２（上級の会話・作文）

イタリア語中級２（会話）

初級ラテン語２

初級ラテン語（速修）

中級ラテン語１

中級ラテン語２

上級ラテン語１（キリスト教のラテン語を読む）

上級ラテン語２（中世・ルネサンスのラテン語を読む）



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

伊語 選択外国語 イタリア語中級４

複合 講義 文学と言語

表象 論系演習 表象・メディア論系演習（芸能身体論１）

表象 論系演習 表象・メディア論系演習（芸能身体論２）

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(変容と再生の思想) （春期）

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(変容と再生の思想) （秋期）

2013年度科目名称変更（文化構想学部）
管理主体 科目区分 旧科目名 備考

共通 講義 サンスクリット語基礎講読

共通 講義 サンスクリット語応用講読

独語 選択外国語 ドイツ語ブラッシュアップ・クラス１

独語 選択外国語 ドイツ語ブラッシュアップ・クラス２

独語 選択外国語 ドイツ語ブラッシュアップ・クラス３

独語 選択外国語 ドイツ語ブラッシュアップ・クラス４

独語 選択外国語 ドイツ語圏留学準備コース１

独語 選択外国語 ドイツ語圏留学準備コース２

伊語 講義 総合イタリア語中級１

伊語 講義 総合イタリア語中級２

伊語 講義 総合イタリア語中級３

伊語 講義 総合イタリア語中級４

伊語 講義 総合イタリア語上級１

伊語 講義 総合イタリア語上級２

多元 論系ゼミ 日米文化交流ゼミ（春期）

多元 論系ゼミ 日米文化交流ゼミ（秋期）

イタリア語中級４（会話）

異文化受容と文学の変容

サンスクリット語基礎講読２

ドイツ語スキルアップ・クラス１

ドイツ語スキルアップ・クラス２

ドイツ語スキルアップ・クラス３

ドイツ語スキルアップ・クラス４

ドイツ語圏留学準備コース

表象・メディア論系演習（身体文化論１）

表象・メディア論系演習（身体文化論２）

精神文化論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （春期）

精神文化論ゼミ(ジェンダーとセクシュアリティの視座) （秋期）

新科目名

サンスクリット語基礎講読１

イタリア語上級

日米文化論ゼミ（春期）

日米文化論ゼミ（秋期）

ドイツ語圏を旅する

イタリア語中級１

イタリア語中級２

イタリア語中級３

イタリア語中級４

イタリア語中上級



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

多元 論系演習 多元文化論系演習（日本漢文資料読解）

多元 講義 中欧世界とその歴史

複合 論系ゼミ 異文化接触・比較文学ゼミ（創造と変容） （春期）

複合 論系ゼミ 異文化接触・比較文学ゼミ（創造と変容） （秋期）

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ(アートのコンテクスト) （春期）

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ(アートのコンテクスト) （秋期）

複合 講義 世界遺産とユネスコの活動２

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(バイオメディカル・エシックス) （春期）

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ(バイオメディカル・エシックス) （秋期）

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(現代と宗教思想) （春期）

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ(現代と宗教思想) （秋期）

人間 講義 保健医療制度

構築 論系ゼミ 地域・都市論ゼミ１（地域・都市社会史―地域・都市社会の歴史的形成過程を考える） （春期）

構築 論系ゼミ 地域・都市論ゼミ１（地域・都市社会史―地域・都市社会の歴史的形成過程を考える） （秋期）

構築 論系ゼミ 地域・都市論ゼミ２（コミュニティ―現代の地域・都市とローカル・ガバナンス） （春期）

構築 論系ゼミ 地域・都市論ゼミ２（コミュニティ―現代の地域・都市とローカル・ガバナンス） （秋期）

構築 論系演習 社会構築論系総合演習（近現代社会の諸問題を考える）

構築 論系演習 社会構築論系総合演習（前近代社会と近代社会の異同を考える）

構築 論系演習 社会構築論系共通演習（社会現象をデータで見る）

構築 論系演習 社会構築論系演習（日本社会の構造―天皇制・王権論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（日本社会の構造―公権力論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（前近代の戦争と社会）

構築 論系演習 社会構築論系演習（日本社会の構造―近現代国家の成立の諸相）

構築 論系演習 社会構築論系演習（アジア社会の構造１）

構築 論系演習 社会構築論系演習（アジア社会の構造２）

多元文化論系演習（漢詩文研究入門）

現代中欧世界とその歴史

異文化接触ゼミ（文化変容論） （春期）

精神文化論ゼミ(聖性文化論) （春期）

精神文化論ゼミ(聖性文化論) （秋期）

保健福祉制度

地域・都市論ゼミ１（地域・都市社会史） （春期）

地域・都市論ゼミ１（地域・都市社会史） （秋期）

地域・都市論ゼミ２（コミュニティ論） （春期）

異文化接触ゼミ（文化変容論） （秋期）

異文化接触ゼミ(アートと異文化コミュニケーション) （春期）

異文化接触ゼミ(アートと異文化コミュニケーション) （秋期）

世界遺産とユネスコの活動

関係構成論ゼミ(生命と人格) （春期）

関係構成論ゼミ(生命と人格) （秋期）

社会構築論系演習（社会構造論３）

社会構築論系演習（社会構造論４）

社会構築論系演習（社会構造論５）

社会構築論系演習（社会構造論６）

地域・都市論ゼミ２（コミュニティ論） （秋期）

社会構築論系総合演習１

社会構築論系総合演習２

社会構築論系共通演習

社会構築論系演習（社会構造論１）

社会構築論系演習（社会構造論２）



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

構築 論系演習 社会構築論系演習（古代社会の構造―オリエント）

構築 論系演習 社会構築論系演習（西洋社会の構造―ドイツ）

構築 論系演習 社会構築論系演習（西洋社会の構造―西欧）

構築 論系演習 社会構築論系演習（西洋社会の構造―東欧）

構築 論系演習 社会構築論系演習（西洋社会の構造―ロシア）

構築 論系演習 社会構築論系演習（社会構造論の諸相）

構築 論系演習 社会構築論系演習（近・現代社会の制度構造と社会思想の諸相）

構築 論系演習 社会構築論系演習（社会構造と社会意識）

構築 論系演習 社会構築論系演習（近代日本経済史）

構築 論系演習 社会構築論系演習（グローバリゼーションと現代社会）

構築 論系演習 社会構築論系演習（都市と地域の社会史１－日本）

構築 論系演習 社会構築論系演習（都市と地域の社会史２―西洋）

構築 論系演習 社会構築論系演習（都市地域自治史１―西洋）

構築 論系演習 社会構築論系演習（都市地域自治史２―日本）

構築 論系演習 社会構築論系演習（コミュニティ/地域課題の発見・探求）

構築 論系演習 社会構築論系演習（都市・地域社会の解読）

構築 論系演習 社会構築論系演習（ガバナンス論－自治体と住民自治）

構築 論系演習 社会構築論系演習（文化資源論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（歴史環境論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（世界遺産論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（文化財経営論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（子ども支援とまちづくり１―子ども権利論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（子ども支援とまちづくり２―子ども支援実践論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（子ども支援とまちづくり３―子どもの参加・救済・居場所論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（子ども支援とまちづくり４―子どもＮＰＯ研究・市民協働論）

社会構築論系演習（社会構造論７）

社会構築論系演習（社会構造論８）

社会構築論系演習（社会構造論１５）

社会構築論系演習（社会構造論１６）

社会構築論系演習（地域・都市論１）

社会構築論系演習（地域・都市論２）

社会構築論系演習（地域・都市論３）

社会構築論系演習（地域・都市論４）

社会構築論系演習（社会構造論９）

社会構築論系演習（社会構造論１０）

社会構築論系演習（社会構造論１１）

社会構築論系演習（社会構造論１２）

社会構築論系演習（社会構造論１３）

社会構築論系演習（社会構造論１４）

社会構築論系演習（地域・都市論１１）

社会構築論系演習（地域・都市論１２）

社会構築論系演習（地域・都市論１３）

社会構築論系演習（地域・都市論１４）

社会構築論系演習（地域・都市論１５）

社会構築論系演習（地域・都市論５）

社会構築論系演習（地域・都市論６）

社会構築論系演習（地域・都市論７）

社会構築論系演習（地域・都市論８）

社会構築論系演習（地域・都市論９）

社会構築論系演習（地域・都市論１０）



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

構築 論系演習 社会構築論系演習（子ども支援とまちづくり５―自治体子ども施策・総合計画論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（ジェンダー論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（差別と対立の歴史１）

構築 論系演習 社会構築論系演習（差別と対立の歴史２）

構築 論系演習 社会構築論系演習（パースペクティヴとカテゴリー）

構築 論系演習 社会構築論系演習（現代社会と社会理論）

構築 論系演習 社会構築論系演習（共生社会論－多文化共生に向けて）

構築 論系演習 社会構築論系演習（共生社会論－持続可能な開発に向けて）

構築 論系演習 社会構築論系演習（共生社会実践研究－共生社会と市民参加）

構築 論系演習 社会構築論系演習（共生社会実践研究－共生社会とことば）

構築 論系演習 社会構築論系演習（社会の統合と集団間の葛藤）

構築 論系演習 社会構築論系演習（開発行政とガバナンス論―民主的な枠組みづくりに向けて―）

構築 論系演習 社会構築論系演習（グローバル化時代における都市計画・政策論）

構築 講義 西洋社会構造論１－西欧

構築 講義 西洋社会構造論２－第一次大戦後ドイツの政治と社会

構築 講義 西洋社会構造論３－ロシア・東欧

美史 講義 美術史入門１

美史 講義 美術史入門２

2012年度科目名称変更（文化構想学部）
管理主体 科目区分 旧科目名 備考

多元 論系ゼミ 地中海・イスラーム文化論ゼミ

仏語 選択外国語 第三外国語としてのフランス語１

仏語 選択外国語 第三外国語としてのフランス語２

仏語 選択外国語 速習フランス語

社会構築論系演習（地域・都市論１６）

社会構築論系演習（共生社会論７）

社会構築論系演習（共生社会論８）

社会構築論系演習（共生社会論９）

社会構築論系演習（共生社会論１０）

社会構築論系演習（共生社会論１１）

社会構築論系演習（共生社会論１２）

社会構築論系演習（共生社会論１）

社会構築論系演習（共生社会論２）

社会構築論系演習（共生社会論３）

社会構築論系演習（共生社会論４）

社会構築論系演習（共生社会論５）

社会構築論系演習（共生社会論６）

イスラーム文化論ゼミ

第三外国語としてのフランス語１ Ａ

第三外国語としてのフランス語２ Ａ

速習フランス語 Ａ

西洋社会構造論１

西洋社会構造論２

西洋社会構造論３

美術史への招待１

美術史への招待２

新科目名



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

中語 選択外国語 中国語プレゼンテーション（中級）１ Ｂ

中語 選択外国語 中国語プレゼンテーション（中級）２ Ｂ

中語 選択外国語 中国語ヒアリング（中級）１ Ｂ

中語 選択外国語 中国語ヒアリング（中級）２ Ｂ

中語 選択外国語 中国現代文学に親しむ１ Ａ

中語 選択外国語 中国現代文学に親しむ２ Ａ

中語 選択外国語 オンデマンド中国語（中級）１ Ａ

中語 選択外国語 オンデマンド中国語（中級）１ Ｂ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）１ Ａ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）１ Ｂ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）１ Ｃ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）１ Ｄ

中語 選択外国語 中国語作文（中級）１ Ａ

中語 選択外国語 中国語作文（中級）１ Ｂ

中語 選択外国語 時事中国語１ Ａ

中語 選択外国語 時事中国語１ Ｂ

中語 選択外国語 映画で学ぶ中国語１ Ａ

中語 選択外国語 映画で学ぶ中国語１ Ｂ

中語 選択外国語 オンデマンド中国語（中級）２ Ａ

中語 選択外国語 オンデマンド中国語（中級）２ Ｂ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）２ Ａ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）２ Ｂ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）２ Ｃ

中語 選択外国語 中国語会話（中級）２ Ｄ

中語 選択外国語 中国語作文（中級）２ Ａ

中国語プレゼンテーション（中級）

中国語プレゼンテーション（中上級）

中国語会話（中級） Ａ

中国語会話（中級） Ｂ

中国語会話（中級） Ｃ

中国語会話（中級） Ｄ

中国語作文（中級） Ａ

中国語作文（中級） Ｂ

中国語ヒアリング（中級）

中国語ヒアリング（中上級）

中国現代文学に親しむ（中級）

中国現代文学に親しむ（中上級）

オンデマンド中国語（中級） Ａ

オンデマンド中国語（中級） Ｂ

中国語会話（中上級） Ａ

中国語会話（中上級） Ｂ

中国語会話（中上級） Ｃ

中国語会話（中上級） Ｄ

中国語作文（中上級） Ａ

時事中国語（中級） Ａ

時事中国語（中級） Ｂ

映画で学ぶ中国語（中級） Ａ

映画で学ぶ中国語（中級） Ｂ

オンデマンド中国語（中上級） Ａ

オンデマンド中国語（中上級） Ｂ



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

中語 選択外国語 中国語作文（中級）２ Ｂ

中語 選択外国語 時事中国語２ Ａ

中語 選択外国語 時事中国語２ Ｂ

中語 選択外国語 映画で学ぶ中国語２ Ａ

中語 選択外国語 映画で学ぶ中国語２ Ｂ

西語 選択外国語 スペイン語を読む１（芸術）

西語 選択外国語 スペイン語会話初級 １

西語 選択外国語 スペイン語会話初級 ２

西語 選択外国語 スペイン語会話中級 １

西語 選択外国語 スペイン語会話中級 ２

西語 選択外国語 スペイン語会話上級１

西語 選択外国語 スペイン語会話上級２

伊語 選択外国語 映画・演劇のイタリア語

伊語 選択外国語 美術・音楽のイタリア語

伊語 選択外国語 イタリア語を読む６（文学・社会）

朝語 選択外国語 朝鮮語中級１ Ａ

朝語 選択外国語 朝鮮語中級１ Ｂ

朝語 選択外国語 朝鮮語中級２ Ａ

朝語 選択外国語 朝鮮語中級２ Ｂ

朝語 選択外国語 朝鮮語会話初級１

朝語 選択外国語 朝鮮語会話初級２

朝語 選択外国語 朝鮮語会話中級１

朝語 選択外国語 朝鮮語会話中級２

朝語 選択外国語 朝鮮語作文１

朝語 選択外国語 朝鮮語作文２

中国語作文（中上級） Ｂ

スペイン語会話中級 ２

スペイン語会話上級 １

スペイン語会話上級 ２

スペイン語会話上級（応用）１

スペイン語会話上級（応用）２

ビデオで学ぶイタリア語１

時事中国語（中上級） Ａ

時事中国語（中上級） Ｂ

映画で学ぶ中国語（中上級） Ａ

映画で学ぶ中国語（中上級） Ｂ

スペイン語を読む１（美術）

スペイン語会話中級 １

朝鮮語会話中級

朝鮮語会話中上級１

朝鮮語会話中上級２

朝鮮語会話中上級３

朝鮮語作文中級

朝鮮語作文中上級

ビデオで学ぶイタリア語２

イタリア語を読む１（文学・社会）

朝鮮語中級 Ａ

朝鮮語中級 Ｂ

朝鮮語中上級 Ａ

朝鮮語中上級 Ｂ



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

朝語 選択外国語 朝鮮語を読む１（社会）

朝語 選択外国語 朝鮮語を読む２（文学）

朝語 選択外国語 朝鮮語を読む３（歴史・思想）

朝語 選択外国語 映画・演劇の朝鮮語

多元 論系演習 多元文化論系演習（古代オリエント研究）

多元 論系演習 多元文化論系演習（東アジア宗教文化論）

多元 論系演習 多元文化論系演習（英語圏フィクション）

多元 論系演習 多元文化論系演習（アジアの文明史）

多元 論系演習 多元文化論系演習（東アジア広域秩序）

多元 講義 英語圏文化研究2（文化としてのアメリカ南部）

多元 講義 英語圏文化研究3（英語圏の文化批評）

多元 講義 英語圏文化研究5（英語圏の社会と文学）

多元 講義 英語圏文化概論1（英語と社会）

多元 講義 英語圏文化概論2（「アメリカ」とは何か）

多元 講義 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究2（中欧世界とその歴史）

多元 講義 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究3（北欧世界とその歴史）

多元 講義 イスラームの知の伝統と革新

多元 講義 ヨーロッパ・地中海の地誌(風土論)

多元 講義 ヨーロッパ文化概論1（ヨーロッパの暮らしと文化）

多元 講義 ヨーロッパ文化概論2（ヨーロッパの戦争と文化）

多元 講義 英語圏文化概論4（演劇文化の変容と人間の変容）

多元 講義 アジア・日本文化研究2（宗教の伝統）

多元 講義 アジアの伝統文化

多元 講義 英語圏文化研究1（日本の英語教育）

多元 講義 英語圏文化研究4（英米演劇と近代）

多元文化論系演習（現代英語圏フィクション）

多元文化論系演習（中国の文明史）

多元文化論系演習（東アジアの国際秩序）

文化としてのアメリカ南部

英語圏文化研究１

英語圏文化研究２

朝鮮語で読む（社会）

朝鮮語で読む（文学）

朝鮮語で読む（歴史と思想）

朝鮮語で鑑賞する映画演劇

多元文化論系演習（西洋古典研究）

多元文化論系演習（東アジアの伝統と宗教文化）

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化概論１

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化概論２

英米演劇の伝統と変容

伝統文化概論１

伝統文化概論２

日本の英語教育

英語圏文化概論１

英語圏文化概論２

中欧世界とその歴史

北欧世界とその歴史

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究１

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究2

英米演劇と近代



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

多元 講義 アジア・日本文化研究3（日本の対外交渉史）

多元 講義 アジア・日本文化研究5（歴史と文学）

多元 講義 日本文化概論1（古代から中世へ）

複合 論系ゼミ 比較文学ゼミ１(アートのコンテクスト)

複合 論系ゼミ 比較文学ゼミ２（創造と変容）

複合 論系ゼミ 言語文化ゼミ１（ことばの歴史・ことばの地理）

複合 論系ゼミ 言語文化ゼミ２（ことばの比較・ことばの対照）

複合 論系ゼミ 文化人類学ゼミ１（＜伝統＞文化とその変動） Ａ

複合 論系ゼミ 文化人類学ゼミ１（＜伝統＞文化とその変動） Ｂ

複合 論系ゼミ 文化人類学ゼミ２（ジェンダーと文化人類学）

複合 論系ゼミ 文化人類学ゼミ３（文化ツーリズム論） Ａ

複合 論系ゼミ 文化人類学ゼミ３（文化ツーリズム論） Ｂ

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ１（文化変容論）

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ２（現代の異文化コミュニケーション） Ａ

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ２（現代の異文化コミュニケーション） Ｂ

複合 論系ゼミ 感性文化ゼミ１（芸術／性／愛そして死） Ａ

複合 論系ゼミ 感性文化ゼミ１（芸術／性／愛そして死） Ｂ

複合 論系ゼミ 感性文化ゼミ２（仮面／欲望／アイデンティティそして美） Ａ

複合 論系ゼミ 感性文化ゼミ２（仮面／欲望／アイデンティティそして美） Ｂ

複合 論系ゼミ 異文化接触ゼミ（異文化コミュニケーション論）

複合 論系演習 複合文化論系演習（文学・芸術の革新運動）

複合 論系演習 複合文化論系演習（感性文化基礎論１（芸術とパフォーミングカルチャーへの導入））

複合 論系演習 複合文化論系演習（感性文化基礎論２（感性の制度に関する導入））

表象 論系ゼミ メディア哲学ゼミ

文ジャ 論系演習 文芸・ジャーナリズム論系演習（編集実践１）

言語文化ゼミ（ことばの歴史・ことばの地理）

言語文化ゼミ（ことばの比較・ことばの対照）

文化人類学ゼミ（＜伝統＞文化とその変動） Ａ

文化人類学ゼミ（＜伝統＞文化とその変動） Ｂ

文化人類学ゼミ（ジェンダーと文化人類学）

文化人類学ゼミ（文化ツーリズム論） Ａ

アジア・日本文化研究１

歴史と文学

アジア・日本文化概論２

異文化接触ゼミ(アートのコンテクスト)

異文化接触・比較文学ゼミ(創造と変容)

感性文化ゼミ（仮面／欲望／アイデンティティそして美） Ａ

感性文化ゼミ（仮面／欲望／アイデンティティそして美） Ｂ

異文化接触ゼミ（メディア・コミュニケーション論）

複合文化論系演習（芸術の革新運動）

複合文化論系演習（感性文化基礎論１）

複合文化論系演習（感性文化基礎論２）

文化人類学ゼミ（文化ツーリズム論） Ｂ

異文化接触ゼミ（文化変容論）

異文化接触ゼミ（現代の異文化コミュニケーション） Ａ

異文化接触ゼミ（現代の異文化コミュニケーション） Ｂ

感性文化ゼミ（芸術／性愛／死） Ａ

感性文化ゼミ（芸術／性愛／死） Ｂ

現代思想ゼミ

文芸・ジャーナリズム論系演習（編集実践１） Ａ



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

文ジャ 論系演習 文芸・ジャーナリズム論系演習（文化・テクスト・メディア）

文ジャ 論系演習 文芸・ジャーナリズム論系演習（編集とメディア・リテラシー）

文ジャ 論系演習 文芸・ジャーナリズム論系演習（雑誌論１（日本））

文ジャ 論系演習 文芸・ジャーナリズム論系演習（雑誌論２（海外））

文ジャ 講義 横断文学論１

文ジャ 講義 20世紀アメリカ文化事情１

文ジャ 講義 20世紀アメリカ文化事情２

文ジャ 講義 19世紀イギリス文化事情１

文ジャ 講義 19世紀イギリス文化事情２

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ１(現代と宗教思想) Ａ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ１(現代と宗教思想) Ｂ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ２(生と精神の言説)

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ４(変容と再生の思想) Ａ

人間 論系ゼミ 精神文化論ゼミ４(変容と再生の思想) Ｂ

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ１(プラクティカル・エシックス)

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ２(対人コミュニケーション研究)

人間 論系ゼミ 関係構成論ゼミ３(バイオメディカル・エシックス)

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ１(現代人のライフストーリー) Ａ

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ１(現代人のライフストーリー) Ｂ

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ２(子どもの関係発達論)

人間 論系ゼミ 人間発達論ゼミ４(クリエイティヴ現代社会論)

人間 論系ゼミ 社会福祉士ゼミ１(少子・高齢社会論) Ａ

人間 論系ゼミ 社会福祉士ゼミ１(少子・高齢社会論) Ｂ

人間 論系ゼミ 社会福祉士ゼミ２(ソーシャルワーク論) Ａ

人間 論系ゼミ 社会福祉士ゼミ２(ソーシャルワーク論) Ｂ

横断文学論

英米文化事情１

英米文化事情２

英米文化事情３

英米文化事情４

精神文化論ゼミ(現代と宗教思想) Ａ

文芸・ジャーナリズム論系演習（メディアと文芸１）

文芸・ジャーナリズム論系演習（メディアと文芸２）

文芸・ジャーナリズム論系演習（メディアと文芸３）

文芸・ジャーナリズム論系演習（メディアと文芸４）

関係構成論ゼミ(バイオメディカル・エシックス)

人間発達論ゼミ(現代人のライフストーリー) Ａ

人間発達論ゼミ(現代人のライフストーリー) Ｂ

人間発達論ゼミ(子どもの関係発達論)

人間発達論ゼミ(クリエイティヴ現代社会論)

福祉社会論ゼミ(少子高齢社会論) Ａ

精神文化論ゼミ(現代と宗教思想) Ｂ

精神文化論ゼミ(生と精神の言説)

精神文化論ゼミ(変容と再生の思想) Ａ

精神文化論ゼミ(変容と再生の思想) Ｂ

関係構成論ゼミ(プラクティカル・エシックス)

関係構成論ゼミ(対人コミュニケーション研究)

福祉社会論ゼミ(少子高齢社会論) Ｂ

福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) Ａ

福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) Ｂ



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

人間 講義 障害者福祉論

人間 講義 青少年とメディア

哲学 講義 哲学専門講義６（古代ギリシア哲学/認識論）

哲学 演習（哲学） 哲学演習６（古代ギリシア哲学/認識論）

哲学 演習（哲学） 哲学演習１３（古代ギリシア哲学/認識論）

社会 演習（社会） 社会学演習１ A～C（調査演習）

社会 演習（社会） 社会学演習２ A～C（調査演習）

社会 演習（社会） 社会学演習３ A～G（専門演習１）

社会 演習（社会） 社会学演習４ A～G（専門演習２）

社会 演習（社会） 社会学演習５ A

露文 講義 ロシア芸術の現在

演映 講義 古典演劇、西と東

演映 演習（演映） 演劇映像演習１６（演劇映像共通）

日史 講義 古文書学（１）

日史 講義 古文書学（２）

西史 講義 史学概論１

西史 講義 西洋史学発達史２

2011年度科目名称変更（文化構想学部）
管理主体 科目区分 旧科目名 備考

共通 基礎外国語 １年春期フランス語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 13クラス

共通 基礎外国語 １年秋期フランス語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 13クラス

共通 基礎外国語 １年春期ドイツ語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 8クラス

共通 基礎外国語 １年秋期ドイツ語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 8クラス

共通 基礎外国語 １年春期ロシア語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 3クラス

哲学演習６（古代ギリシア哲学）

哲学演習１３（古代ギリシア哲学）

社会学演習１ A～C（専門演習１）

社会学演習２ A～C（専門演習２）

社会学演習３ A～G（専門演習３）

社会学演習４ A～G（専門演習４）

障害学

現代人とメディア

哲学専門講義６（古代ギリシア哲学）

史学概論

西洋史学発達史

新科目名

１年フランス語（Step 1）イ・ロ・ハ・ニ １

１年フランス語（Step 2）イ・ロ・ハ・ニ １

１年ドイツ語（Step 1）イ・ロ・ハ・ニ １

社会学演習５

ロシア芸術の現在１

演劇研究入門

演劇映像演習１６（映画系個別研究）

古文書学１

古文書学２

１年ドイツ語（Step 2）イ・ロ・ハ・ニ １

１年ロシア語（Step 1）イ・ロ・ハ・ニ １



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

共通 基礎外国語 １年秋期ロシア語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 3クラス

共通 基礎外国語 １年春期中国語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 10クラス

共通 基礎外国語 １年秋期中国語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 10クラス

共通 基礎外国語 １年春期スペイン語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 5クラス

共通 基礎外国語 １年秋期スペイン語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 5クラス

共通 基礎外国語 １年春期イタリア語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 5クラス

共通 基礎外国語 １年秋期イタリア語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 5クラス

共通 基礎外国語 １年春期朝鮮語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 3クラス

共通 基礎外国語 １年秋期朝鮮語イ・ロ・ハ・ニ １ 2011年度 3クラス

露語 選択外国語 ロシア語を読む１

露語 選択外国語 ロシア語を読む２

露語 選択外国語 ロシア語力を磨く３（論文作成のためのロシア語）

多元 論系演習 多元文化論系演習（東欧近現代文化）

多元 講義 アジア文化概論１

多元 講義 アジア文化概論２

多元 講義 日本文化概論1

多元 講義 日本文化概論2

多元 講義 アジア･日本文化研究1

多元 講義 アジア･日本文化研究2

多元 講義 アジア･日本文化研究3

多元 講義 アジア･日本文化研究4

多元 講義 アジア･日本文化研究5

多元 講義 ヨーロッパ文化概論1

多元 講義 ヨーロッパ文化概論2

多元 講義 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究1

１年スペイン語（Step 2）イ・ロ・ハ・ニ １

１年イタリア語（Step 1）イ・ロ・ハ・ニ １

１年イタリア語（Step 2）イ・ロ・ハ・ニ １

１年朝鮮語（Step 1）イ・ロ・ハ・ニ １

１年朝鮮語（Step 2）イ・ロ・ハ・ニ １

ロシア語を読む１（読解のコツ）

１年ロシア語（Step 2）イ・ロ・ハ・ニ １

１年中国語（Step 1）イ・ロ・ハ・ニ １

１年中国語（Step 2）イ・ロ・ハ・ニ １

１年スペイン語（Step 1）イ・ロ・ハ・ニ １

日本文化概論2(近世から近現代へ)

アジア･日本文化研究1(日本文化の源流)

アジア･日本文化研究2(宗教の伝統)

アジア･日本文化研究3(日本の対外交渉史）

アジア･日本文化研究4(アジアの諸民族)

アジア･日本文化研究5(歴史と文学)

ロシア語を読む２（文学作品に挑戦）

ロシア語力を磨く３（さまざまな文体を身につける）

多元文化論系演習（東欧の歴史から）

アジア文化概論１（内陸アジア）

アジア文化概論２（東アジア）

日本文化概論1(古代から中世へ)

ヨーロッパ文化概論1(ヨーロッパの暮らしと文化)

ヨーロッパ文化概論2(ヨーロッパの戦争と文化)

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究1(ローマと世界)



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

多元 講義 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究2

多元 講義 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究3

多元 講義 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究4

多元 講義 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究5

多元 講義 英語圏文化概論1

多元 講義 英語圏文化概論2

多元 講義 英語圏文化概論3

多元 講義 英語圏文化概論4

多元 講義 英語圏文化研究1

多元 講義 英語圏文化研究2

多元 講義 英語圏文化研究3

多元 講義 英語圏文化研究4

多元 講義 英語圏文化研究5

複合 講義 文学と社会

複合 論系演習 複合文化論系演習（ジャンルの成立と伝播）

複合 論系演習 複合文化論系演習（国民文学から比較文学へ）

複合 論系演習 複合文化論系演習（一般文学と世界文学）

複合 論系演習 複合文化論系演習（ヘレニズムの複合性とダイナミズム）

複合 論系演習 複合文化論系演習（ルネサンスの異文化受容と文化創成）

文ジャ 論系演習 文芸・ジャーナリズム論系演習（知的所有権管理）

構築 講義 アメリカの公民権運動

構築 講義 子ども支援のまちづくり計画・政策論

構築 論系演習 社会構築論系演習（「社会構造論」の諸相）

構築 論系演習 社会構築論系演習（共生社会実践研究－地域・文化と人間形成）

構築 論系演習 社会構築論系演習（共生社会実践研究－開発・ＮＧＯと人間形成）

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究5(東欧世界とその歴史)

英語圏文化概論1(英語と社会)

英語圏文化概論2(「アメリカ」とは何か)

英語圏文化概論3(Contemporary Africa)

英語圏文化概論4(演劇文化の変容と人間の変容)

英語圏文化研究1(日本の英語教育)

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究2(中欧世界とその歴史)

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究3(北欧世界とその歴史)

ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究4(中央ユーラシアの諸民族と文化)

複合文化論系演習（国民文学から世界文学へ）

複合文化論系演習（《世界》の体験、《世界》の表現）

複合文化論系演習（正義と民主主義と市場）

複合文化論系演習（美と愛と秩序）

文芸・ジャーナリズム論系演習（編集とメディア・リテラシー）

歴史のなかの人権

英語圏文化研究2(文化としてのアメリカ南部)

英語圏文化研究3(英語圏の文化批評)

英語圏文化研究4(英米演劇と近代)

英語圏文化研究5(英語圏の社会と文学)

芸術と社会

複合文化論系演習（（フォルム）のちから）

子ども支援特論

社会構築論系演習（社会構造論の諸相）

社会構築論系演習（共生社会実践研究－共生社会と市民参加）

社会構築論系演習（共生社会実践研究－共生社会とことば）



管理主体 科目区分 旧科目名 備考新科目名

社会 講義 社会学研究15（職業の社会学１）

社会 講義 社会学研究16（職業の社会学２）

独文 講義 ドイツ比較文化論１

独文 講義 ドイツ比較文化論２

美史 講義 日本の中世絵画

以上

ウィーン文化論

ドイツ比較文化論

幕末・明治の日本絵画

社会学研究15（比較社会学１）

社会学研究16（比較社会学２）


