
 令和２（2020）年度
【文学部史学科】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U320100101 基礎演習Ａ 日本史の基礎 2 通年 家永　遵嗣

U320100102 基礎演習Ａ 日本史の基礎 2 通年 千葉　功

U320100103 基礎演習Ａ 日本史研究の入口 2 通年 佐藤　雄介

U320101101 基礎演習Ｂ 外国史研究法 2 通年 工藤　晶人

U320101102 基礎演習Ｂ 外国史研究の基礎 2 通年 島田　誠

武内　房司 第１学期

鶴間　和幸 第２学期

U320102101 史学概論 現代歴史学の課題 2 第１学期 工藤　晶人

U320103101 史資料入門 歴史研究のための史資料 2 第２学期 島田　誠

遠山　美都男 第１学期

佐藤　雄介 第２学期

鶴間　和幸 第１学期

武内　房司 第２学期

U320106101 西洋史概説 西洋史研究の諸問題 4 通年 亀長　洋子

U320108101 ４年生演習 日本古代・中世史の研究 4 通年 家永　遵嗣

佐藤　雄介 第１学期

千葉　功 第２学期

鶴間　和幸 第１学期

武内　房司 第２学期

工藤　晶人 第１学期

島田　誠 第２学期

U320109101 卒業論文（史学科） 12 集中（通年） 千葉　功

U320110101 アーカイブズ学概説 アーカイブズ学の基礎 2 第２学期 保坂　裕興

U3202001Z1 ◇日本史特殊講義
近現代日本の公文書管理制度
成立史Ⅰ

2 第１学期 千葉　功

U320201101 日本史特殊講義 正倉院文書研究入門 4 通年 市川　理恵

U320201102 日本史特殊講義
１４－１５世紀の室町幕府と鎌
倉府

4 通年 家永　遵嗣

U320201103 日本史特殊講義 日本近現代史講義Ⅱ 4 通年 千葉　功

U320201104 日本史特殊講義 近世の天皇・朝廷と都市京都 4 通年 佐藤　雄介

U320201105 日本史特殊講義
天皇・皇室制度からみる日本近
現代史

4 通年 加藤　祐介

U320201106 日本史特殊講義 中世の東国と武士団の研究 4 通年 田中　大喜

U3202011Z1 ◇日本史特殊講義 中世前期古記録購読 4 通年 本郷　恵子

U3202011Z2 ◇日本史特殊講義 4 通年 佐藤　全敏

U3202011Z3 ◇日本史特殊講義 4 通年 西村　慎太郎

U3202011Z4 ◇日本史特殊講義 日本近世史研究の方法 4 通年 岩淵　令治

U3202011Z5 ◇日本史特殊講義 4 通年 末柄　豊

U3202021Z1 ◇東洋史特殊講義
東アジアにおける記録の歴史と
現在

2 第１学期 武内　房司

U320203101 東洋史特殊講義
歴史の中の近代華南・東南ア
ジア世界―

4 通年 武内　房司

U320203102 東洋史特殊講義 中国古代史上の諸問題 4 通年 鶴間　和幸

U320203103 東洋史特殊講義 東南アジア史概説 4 通年 北川　香子

橋爪　烈 第１学期

佐々木　紳 第２学期

通年4飛鳥・奈良時代の王権史日本史概説U320104101

通年2老子を読む基礎演習ＢU320101103

通年4近世・近代史の研究４年生演習U320108102

通年4中国文明から中華帝国へ東洋史概説U320105101

通年4４年生演習U320108104

通年4４年生演習U320108103

通年4
イスラーム初期史の諸問題 /
オスマン帝国と歴史世界

東洋史特殊講義U320203104
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U320203105 東洋史特殊講義 朝鮮時代海事史研究 4 通年 六反田　豊

U320203106 東洋史特殊講義 中国民衆宗教の史料を読む 4 通年 小武海　櫻子

鶴間　和幸 第１学期

武内　房司 第２学期

U3202031Z2 ◇東洋史特殊講義
清代諸領域の構造分析と史料
研究

4 通年 石橋　崇雄

U320204101 西洋史特殊講義 中世教皇権をめぐる諸問題 2 第１学期 藤崎　衛

U320204102 西洋史特殊講義
古代・中世スペインの異文化交
渉史

2 第２学期 黒田　祐我

U320205101 西洋史特殊講義 海に生きるジェノヴァ人 4 通年 亀長　洋子

U320205102 西洋史特殊講義 世界史のなかのフランス 4 通年 工藤　晶人

U320205103 西洋史特殊講義 4 通年 中嶋　毅

U320205104 西洋史特殊講義 ローマ帝国の行政と属州統治 4 通年 島田　誠

U3202051Z1 ◇西洋史特殊講義
「長い19世紀」ドイツの社会文
化史――市民層の生活世界

4 通年 辻　英史

U320300101 日本史演習 『吾妻鏡』講読 4 通年 家永　遵嗣

U320300102 日本史演習 『類聚三代格』講読 4 通年 有富　純也

U320300103 日本史演習 日本近現代史研究に向けて 4 通年 千葉　功

U320300104 日本史演習 日本近世史を学び、研究する 4 通年 佐藤　雄介

U320301101 東洋史演習 『史記』講読 4 通年 鶴間　和幸

U320301102 東洋史演習 近代東アジア史研究 4 通年 武内　房司

U320302101 西洋史演習 西洋中世世界に関する考察 4 通年 亀長　洋子

U320302102 西洋史演習 比較史とグローバルヒストリー 4 通年 工藤　晶人

U320302103 西洋史演習 西洋古代史研究入門 4 通年 島田　誠

U320402101 歴史文献講読入門 英語文献で親しむ西洋史 4 通年 亀長　洋子

U320403101 考古学概説
考古学で探る原始・古代の日
本

4 通年 白井　久美子

U320404101 古文書学概説
古文書の命名と活用の基本知
識

4 通年 近藤　祐介

U320405101 古文書学演習 日本近世史料の読解と解釈 4 通年 萱場　真仁

U320407101 アーカイブズ学特殊講義 記録・アーカイブズシステム論 2 第２学期 下重　直樹

U320407201 アーカイブズ学特殊講義 自治体文書館の業務と史料 4 通年 太田　富康

外国語講読（英語）（英：現代研究コー
ス演習Ｄ）

4

注１）現代研
究コース演習
Dのシラバス
を参照するこ

外国語講読（英語）（英：英語文化コー
ス演習Ｅ）

4

注２）英語文
化コース演習
Eのシラバス
を参照するこ

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コー
ス　専門演習（１））

2

注３）言語・情
報コース　専
門演習（１）の
シラバスを参
照すること

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コー
ス　専門演習（２））

2

注３）言語・情
報コース　専
門演習（２）の
シラバスを参
照すること

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コー
ス　専門演習（３））

2

注３）言語・情
報コース　専
門演習（3）の
シラバスを参
照すること

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コー
ス　専門演習（４））

2

注３）言語・情
報コース　専
門演習（4）の
シラバスを参
照すること

通年4
【第1学期】漢代豪族史料集成
の研究

◇東洋史特殊講義U3202031Z1
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外国語講読（仏語）（フ：フランス語圏文
化演習（言語・翻訳）Ａ）

4

注４）フランス
語圏文化演
習（言語・翻
訳）Ａのシラ
バスを参照す

外国語講読（仏語）（フ：フランス語圏文
化演習（言語・翻訳）B）

4

注４）フランス
語圏文化演
習（言語・翻
訳）Ｂのシラ
バスを参照す

◇印は大学院授業科目であるが、学部の授業科目として履修することができる。

注1）英語英米文化学科授業科目「現代研究コース演習D」をもって読み替える。

注2）英語英米文化学科授業科目「英語文化コース演習E」をもって読み替える。

注3）ドイツ語圏文化学科授業科目「言語・情報コース　専門演習（1）～（4）」をもって読み替える。

注4）フランス語圏文化学科授業科目「フランス語圏文化演習（言語・翻訳）Ａ・Ｂ」をもって読み替える。
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