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【重要】 各自の入学年度の『履修要綱』の記載内容と照らし合わせて、履修してください。 

Ⅰ. 各学部・学科の専門教育科目に関する注意事項 

 文 学 部  

【卒業論文について】 

（日本文学科・外国語文化学科） 

1. 今年度 3年生で、4年次に卒業論文を提出する予定の学生は、以下の科目を K-SMAPYの時間割外の選択欄から一般登録

し、10月に「第一次題目届出用紙」を提出してください（詳細は後日掲示します）。 

「卒業論文（1次題目）」  登録番号 7000 

2. 今年度 4年生で、卒業論文を提出する予定の学生は、K-SMAPYの時間割外に 1次題目で選択した指導教員がすでに登録

されていますので、確認のうえ、6月に「第二次題目届出用紙」を提出してください（詳細は後日掲示します）。指導教員につ

いては、「卒業論文指導教員一覧」（P44）にて確認してください。なお、今年度卒業見込みのない学生は卒業論文を提

出することができませんので、次年度以降に登録をしてください。 

 

（中国文学科） 

1. 今年度 3年生で、4年次に卒業論文を提出する予定の学生は、以下の科目を K-SMAPYから一般登録し、10月に「第一次

題目届出用紙」を提出してください（詳細は後日掲示します）。 

「卒業論文Ⅰ」（渋谷・水 6・前期・宮内克浩） 

また、後期の履修登録時に、卒業論文を提出する指導教員が K-SMAPYの時間割外に登録されますので、確認してくださ

い。 

卒業論文指導教員一覧 

教員名 登録番号 教員名 登録番号 教員名 登録番号 教員名 登録番号 

青木 洋司 7001 浅野 春二 7003 呉 鴻春 7006 宮内 克浩 7009 

赤井 益久 7002 石本 道明 7004 長谷川清貴 7007 

 

2. 今年度 4年生の学生で、卒業論文を提出する予定の学生は、3年次後期に登録した卒業論文指導教員がすでに登録され

ていますので、確認のうえ、6月に「第二次題目届出用紙」を提出してください（詳細は後日掲示します）。指導教員について

は、「卒業論文Ⅱ指導教員一覧」（P44）にて確認してください。なお、今年度卒業見込みのない学生は卒業論文を提出

することができませんので、次年度以降に登録をしてください。 

 

（史学科・哲学科） 

1. 今年度 3年生については、以下の科目がすでに登録されています。K-SMAPYで確認し、10月に「第一次題目届出用紙」

を提出してください（詳細は後日掲示します）。 

「卒業論文（1次題目）」  登録番号 7000 

2. 今年度 4年生で、卒業論文を提出する予定の学生は、K-SMAPYの時間割外に 1次題目で選択した指導教員がすでに登録

されていますので、確認のうえ、6月に「第二次題目届出用紙」を提出してください（詳細は後日掲示します）。指導教員につ

いては、「卒業論文指導教員一覧」（P44）にて確認してください。なお、今年度卒業見込みのない学生は卒業論文を提

出することができませんので、次年度以降に登録をしてください。 

学部・学科別 時間割作成時の注意事項 
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卒業論文指導教員一覧 

 

論文の審査・評価にあたる教員は、以下のとおりです。 

（日本文学科） 

日本文学科、または中国文学科の専任教員 

（外国語文化学科） 

文学部の専任教員、他の学部の専任教員より指導を受けることを希望する場合には、外国語文化学科の教務委員の了承

を得ること。 

（史学科） 

史学科の専任教員 

（哲学科） 

文学部の専任教員。哲学科の専任教員以外の専任教員に指導を受けることを希望する場合には、哲学科の教務委員の了

承を得ること。 

教員名 登録番号 教員名 登録番号 教員名 登録番号 教員名 登録番号 

青木 敬 7010 木原 志乃 7032 田嶋 一 7054 藤澤 紫 7076 

青木 豊 7011 久野 マリ子 7033 谷口 雅博 7055 藤野 敬介 7077 

青木 洋司 7012 黒澤 直道 7034 谷口 康浩 7056 藤野 寛 7078 

赤井 益久 7013 小池 寿子 7035 千々和 到 7057 古山 正人 7079 

秋澤 亙 7014 呉 鴻春 7036 手塚 雄太 7058 宮内 克浩 7080 

秋吉 良人 7015 小手川 正二郎 7037 土佐 秀里 7059 宮元 啓一 7081 

淺井 理恵子 7016 斉藤 こずゑ 7038 豊島 秀範 7060 諸星 美智直 7082 

浅野 春二 7017 齋藤 智哉 7039 中村 正明 7061 矢部 健太郎 7083 

飯倉 義之 7018 佐藤 長門 7040 新倉 真矢子 7062 山岡 敬和 7084 

石川 則夫 7019 佐野 光一 7041 西村 清和 7063 山西 治男 7085 

石本 道明 7020 宍戸 節太郎 7042 根岸 茂夫 7064 吉岡 孝 7086 

井上 明芳 7021 柴田 紳一 7043 野中 哲照 7065 吉田 敏弘 7087 

岩瀬 由佳 7022 出世 直衛 7044 野呂 健 7066 吉田 永弘 7088 

大久保 桂子 7023 白井 重範 7045 橋本 貴朗 7067  

大和 博幸 7024 新谷 尚紀 7046 長谷川 清貴 7068 

岡田 哲 7025 須永 和之 7047 花部 英雄 7069 
 

小川 直之 7026 スピアーズ, スコット 7048 服部 比呂美 7070 
  

小田 勝 7027 高橋 昌一郎 7049 林 和生 7071    

笠間 直穂子 7028 高橋 大助 7050 針谷 壮一 7072    

金杉 武司 7029 高橋 誠 7051 針本 正行 7073   

金子 修一 7030 髙屋 景一 7052 樋口 秀実 7074 
 

上石田 麗子 7031 高山 実佐 7053 福井 崇史 7075  

 

卒業論文Ⅱ指導教員一覧 

論文の審査・評価にあたる教員は、以下のとおりです。 

（中国文学科） 

中国文学科の専任教員 

教員名 登録番号 教員名 登録番号 教員名 登録番号 教員名 登録番号 

青木 洋司 7400 浅野 春二 7402 呉 鴻春 7404 宮内 克浩 7406 

赤井 益久 7401 石本 道明 7403 長谷川清貴 7405 
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【日本文学科】 

1. クラス・出席番号・事前教育指定科目（1年生） 

以下の科目はクラス指定のため、すでに登録されています。『指定科目一覧』（P41参照）で曜日・時限・担当教員を

確認し、受講してください。 

「日本文学概説Ⅰ・Ⅱ」／「日本語学概説Ⅰ・Ⅱ」／「伝承文学概説Ⅰ・Ⅱ」／「漢文学概説」 

2. 事前登録科目（1～4年生）  

履修者調整のため事前登録を行う科目があります。詳細については、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→

授業・履修→履修登録・時間割）の「事前登録科目一覧」にて確認してください。 

3. 必修科目の再履修（1～4年生） 

（平成 23年度以降入学者） 

時間割表の「授業科目」欄において、科目名の後に（再）とついている以下の科目は再履修者用科目です。K-SMAPY

から一般登録してください。 

「日本文学概説Ⅰ（再）」（渋谷・火 6・後期・野中哲照）／ 「日本文学概説Ⅱ（再）」（渋谷・火 6・前期・野中哲照） 

「日本語学概説Ⅰ（再）」（渋谷・金 6・後期・紙尾康彦）／ 「日本語学概説Ⅱ（再）」（渋谷・金 6・前期・紙尾康彦） 

「伝承文学概説Ⅰ（再）」（渋谷・月 6・後期・飯倉義之）／ 「伝承文学概説Ⅱ（再）」（渋谷・月 6・前期・飯倉義之） 

「漢 文 学 概説 (再 ）」（渋谷・火 5・後期・長谷川清貴） 

4. 演習 

（平成 23年度以降入学者） 

以下の科目は昨年度に事前登録が完了しています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

「日本文学演習Ⅰ～Ⅲ」／「日本語学演習Ⅰ～Ⅲ」／「伝承文学演習Ⅰ～Ⅳ」／「日本語教育学演習Ⅰ・Ⅱ」

「言語学演習」／「表現文化演習Ⅰ～Ⅲ」 

※平成23～25年度入学者は、履修規定により4年次に各自が選択した専攻の演習を1科目以上履修する必要があります。 

 平成26年度以降入学者は、履修規定により4年次に各自が選択した専攻の演習を1科目以上修得する必要があります。

上記のいずれの年度についても、専攻外演習のいずれかの科目で代替することも可能です。条件に満たない学生は、

希望優先方式による事前登録を行ってください。 

（平成 21・22年度入学者） 

以下の科目は昨年度に事前登録が完了しています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

「日本文学演習Ⅱ・Ⅲ」／「日本語学演習Ⅱ～Ⅳ」／「伝承文学演習Ⅱ～Ⅳ」／「書道演習」 

※平成22年度以前入学者で、卒業論文非履修の場合、4年次に各専攻コース演習を１科目以上履修することが必要です。 

（2・3・4年生の 4月演習登録について） 

演習科目が登録上限に満たない学生は、希望優先方式による事前登録を行います。募集対象科目は、大学ホームペー

ジ内（在学生・保護者の方へ→授業・履修→演習）にて確認してください。なお、各学年の演習登録上限数は下記のと

おりです。 

（2年生）…修得済み科目数＋登録科目数＝1科目 

（3年生）…修得済み科目数＋登録科目数＝2科目 

（4年生）…修得済み科目数＋登録科目数＝3科目 

5. 書道 

（1年生） 

「書道」は選択科目ですが、以下のクラス指定がされています。ただし、登録はされていませんので、履修を希望する

場合は、指定された曜日・時限・担当教員の科目を K-SMAPYから事前登録してください。 

「書道」 （1、2組・金 3・通年・野村ひかり）（3組・土 1・通年・橋本貴朗）（4組・土 2・通年・中野遵） 

（5、6組・木 1・通年・金子馨）（7、8組・火 4・通年・杉浦妙子） 

（2～4年生） 

履修を希望する場合は、以下の曜日・時限・担当教員の科目を K-SMAPYから登録してください。なお、事前登録の科

目もあるので注意してください。 

「書道」 （渋谷・月 5・通年・尾川明穂）／（渋谷・火 2・通年・杉浦妙子） 

 （渋谷・土 2・通年・中野遵） 

（1～4年生） 

「書道」（渋谷・木 4・通年・石井清和）は中国文学科学生用、「書道」（たま・金 2・通年・田村南海子）は人間開発学部学

生用の科目です。日本文学科の学生（再履修者も含む）は履修することができません。 
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6. 日本文学科生履修不可科目 

（平成 23年度以降入学者） 

以下の科目は初等教育学科学生用に開講されている科目です。日本文学科の学生は履修することができません。 

「日本文学概説Ⅰ」（たま・月 2・前期・橋本利光）／ 「日本文学概説Ⅱ」（たま・月 2・後期・橋本利光） 

「日本語学概説Ⅰ」（たま・月 3・前期・本間美奈子）／ 「日本語学概説Ⅱ」（たま・月 3・後期・本間美奈子） 

「伝承文学概説Ⅰ」（たま・木 2・前期・内藤浩誉）／ 「伝承文学概説Ⅱ」（たま・木 2・後期・内藤浩誉）  

「漢文学概説」（たま・金 4・後期・鈴木崇義） 

（平成 22年度以前入学者） 

以下の科目は初等教育学科学生用に開講されている科目です。日本文学科の学生は履修することができません。 

「日本文学概説」（たま・月 2・通年・橋本利光）／「日本語学概説」（たま・月 3・通年・本間美奈子） 

「伝承文学概説」（たま・木 2・通年・内藤浩誉） 

7. 日本文学科生対象外科目 

以下の科目は、日本文学科の学生は履修することができません。 

「日本文学概論Ⅰ」（渋谷・木 1・前期・大塚千紗子）／「日本文学概論Ⅱ」（渋谷・木 1・後期・大塚千紗子） 

「日本語学概論Ⅰ」（渋谷・金 5・前期・林謙太郎）／「日本語学概論Ⅱ」（渋谷・金 5・後期・林謙太郎） 

【中国文学科】 

1. クラス・出席番号指定科目 

（1年生） 

以下の科目はクラス指定のため、すでに登録されています。『指定科目一覧』（P41参照）で曜日・時限・担当教員を確

認し、受講してください。 

「中国学入門」／「中国文学概説」／「中国語基礎演習」／「中国語演習Ⅰ」／「中国古典読法Ⅰ」／「中国古典読法Ⅱ」 

「唐宋詩文演習」 

（2年生）  

以下の科目は出席番号指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講してく

ださい。 

「中国語演習Ⅱ」／「中国古典読法Ⅲ」／「漢字情報処理Ⅰ」／「中国文学通史」／「論語演習」／「詩経演習」 

（3年生） 

以下の科目は出席番号指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講してく

ださい。 

「漢字情報処理Ⅱ」／「詩経演習（再）」／「文選演習」／「楚辞演習」 

2. 必修科目の再履修 

（平成 23年度以降入学者） 

時間割表の「授業科目」欄において、科目名の後に（再）とついている以下の科目は再履修者用科目です。K-SMAPYか

ら一般登録してください。 

「中国語基礎演習（再）」（渋谷・木 7・前期・青木洋司）／「詩経演習（再）」（渋谷・金 6・前期・石本道明） 

「楚辞演習（再）」（渋谷・火 6・後期・宮内克浩） 

（平成 22年度以前入学者） 

時間割表の「授業科目」欄において、科目名の後に（再）とついている以下の科目は再履修者用科目です。K-SMAPYか

ら一般登録してください。 

「中国語基礎演習（再）」（渋谷・木 7・前期・青木洋司）／「中国文学演習Ⅰ（再）」（渋谷・金 6・前期・石本道明） 

「中国文学演習Ⅳ（再）」（渋谷・火 6・後期・宮内克浩） 

なお、上記以外の必修科目は再履修者用科目を開講していないので、再履修者は正規の授業（クラス指定されているが、

いずれの科目も履修登録可能）を K-SMAPYから一般登録してください。 

3. 中国文学科学生用科目 

以下の科目の履修を希望する場合は、指定された曜日・時限・担当教員の科目を K-SMAPYから登録してください。なお、

事前登録の科目もあるので注意してください。 

（1年生） 

「書道」（渋谷・木 4・通年・石井清和） 
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（2年生以上） 

「書道」（渋谷・月 5・通年・尾川明穂）／（渋谷・火 2・通年・杉浦妙子）／（渋谷・木 4・通年・石井清和） 

（渋谷・土 1・通年・橋本貴朗） 

他の曜日・時限で開講されている同一科目を履修することはできませんので、注意してください。 

4. 中国文学科学生対象外科目 

（平成 23年度以降入学者） 

以下の科目は、中国文学科の学生は履修することができません。 

「中国思想史 A」（渋谷・火 6・前期・渋谷由紀）／「中国思想史 B」（渋谷・火 6・後期・渋谷由紀） 

「中国思想史 A」（渋谷・金 5・前期・黄華珍）／「中国思想史 B」（渋谷・金 5・後期・黄華珍） 

（平成 22年度以前入学者） 

以下の科目は、中国文学科の学生は履修することができません。 

「中国思想史Ⅰ」（渋谷・火 6・前期・渋谷由紀）／「中国思想史Ⅱ」（渋谷・火 6・後期・渋谷由紀） 

「中国思想史Ⅰ」（渋谷・金 5・前期・黄華珍）／「中国思想史Ⅱ」（渋谷・金 5・後期・黄華珍） 

5. 平成 29年度セメスター留学参加予定の 2年生へ 

1） セメスター留学により本学の単位として認定される単位数は最大 14単位となります（科目の詳細に関しては P95～参

照のこと）。セメスター留学に参加する予定の学生が前期に履修登録できる単位数は、各自における年次別履修単位制

限の単位数より 14単位を差し引いた単位数までとなりますので、注意してください。 

2） セメスター留学に参加する学生は、通年科目・サマーセッション科目・後期科目を登録できません。 

3） セメスター留学に参加する学生は、「詩経演習」を平成 29年度に履修することはできません。「詩経演習」は平成 30年度

以降に履修することになりますので、ご注意ください。 

【外国語文化学科】 

1. クラス・出席番号指定科目（1～4年生） 

（1年生） 

以下の科目はクラス指定のため、すでに登録されています。『指定科目一覧』（P41参照）で曜日・時限・担当教

員を確認し、受講してください。 

「外国語文化導入演習」／「英語演習ⅠA・ⅠB」／「英語文献演習ⅠA・ⅠB」 

以下の科目は出席番号指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講

してください。 

「ドイツ語演習ⅠA・ⅠB」（独語選択者）／「フランス語演習ⅠA・ⅠB」（仏語選択者） 

「中国語演習ⅠA・ⅠB」（中国語選択者） 

（2年生） 

以下の科目はクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講し

てください。 

「英語演習Ⅱ」／「英語文献演習Ⅱ」 

以下の科目は出席番号指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講

してください。 

「ドイツ語演習Ⅱ」（独語選択者）／「フランス語演習Ⅱ」（仏語選択者）／「中国語演習Ⅱ」（中国語選択者） 

2. 事前登録科目（2～4年生） 

履修者調整のため事前登録を行う科目があります。該当科目については、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ

→授業・履修→履修登録・時間割）の「事前登録科目一覧」にて確認してください。 

3. 「英文法 A・B（平成 29年度入学者）」、「英文法（平成 28年度以前入学者）」 

（平成 29年度入学者） 

「英文法 A・B」は選択必修科目ですが、選択外国語による科目の指定がされています。ただし、自動登録はされていませ

んので、履修を希望する場合は、指定された曜日・時限・担当教員の科目を K-SMAPYから一般登録してください。 

独語選択者：「英文法 A」（渋谷・火 2・前期・福井崇史）／「英文法 B」（渋谷・火 2・後期・福井崇史） 

仏語選択者：「英文法 A」（渋谷・金 2・前期・出世直衛）／「英文法 B」（渋谷・金 2・後期・出世直衛） 

中国語選択者：「英文法 A」（渋谷・金 4・前期・岩瀬由佳）／「英文法 B」（渋谷・金 4・後期・岩瀬由佳） 
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（平成 28年度以前入学者） 

「英文法」は選択必修科目ですが、選択外国語による科目の指定がされています。ただし、自動登録はされていませんの

で、履修を希望する場合は、指定された曜日・時限・担当教員の科目を K-SMAPYから一般登録してください。 

独語選択者：「英文法」（渋谷・火 2・通年・福井崇史） 

仏語選択者：「英文法」（渋谷・金 2・通年・出世直衛） 

中国語選択者：「英文法」（渋谷・金 4・通年・岩瀬由佳） 

4. 「Select EnglishⅠ・Ⅱ」（平成 24年度以降入学者） 

以下の科目の履修希望者は、K-SMAPYにて一般登録したうえで、必ず第 1回目の授業時に実施する選抜試験を受けてく

ださい。選抜試験の合格者のみ正式に履修登録されます。なお、選抜試験が事前登録の 1次・2次募集期間終了後に実施

されるため、履修希望者は事前登録の 1次・2次募集期間において金曜 4限開講の他科目を応募することはできませんの

で注意してください。 

「Select EnglishⅠ」（渋谷・金 4・前期・スピアーズ，スコット）  試験日： 4月 7日 （金）4限 

「Select EnglishⅡ」（渋谷・金 4・後期・スピアーズ，スコット）  試験日： 9月 22日（金）4限 

5. 必修科目の再履修（2～4年生） 

以下の科目を再履修する学生は、すでに科目が登録されています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講し

てください。 

「英語演習Ⅱ」／「英語文献演習Ⅱ」／「基礎英語」 

その他の科目は再履修者のクラス指定はありませんので、再履修者は通常履修者用の授業（クラス指定されている科目

も、再履修者は履修登録可能）を K-SMAPYから一般登録してください。 

【史学科】 

1. クラス指定科目（1年生） 

以下の科目はクラス指定のため、すでに登録されています。『指定科目一覧』（P41参照）で曜日・時限・担当教員を確

認し、受講してください。 

「史学入門Ⅰ」／「史学入門Ⅱ」 

2. 事前登録科目 

（1年生） 

以下の科目は入学時学力診断（英語・国語）の結果により、履修が指定されます。科目が自動登録されますので、K-SMAPY

で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

「史学導入演習」 

以下の科目は、前期中に事前登録が行われ、履修するクラスが決まります。事前登録の日時・方法など詳しいことは、

前期中に大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・履修→演習）を通じてお知らせします。 

「史学基礎演習Ａ」 

（平成 25年度以降入学の 2年生） 

以下の科目は昨年度中に事前登録が完了しています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

「史学基礎演習Ｂ」／「史学基礎演習Ｃ」 

なお、未登録者を対象に所定用紙による事前登録を行います。詳細は、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ

→授業・履修→演習）にて確認してください。 

（平成 25年度以降入学の 3年生） 

以下の科目は昨年度中に事前登録が完了しています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

「史学展開演習Ⅰ」／「史学展開演習Ⅱ」 

なお、未登録者を対象に所定用紙による事前登録を行います。詳細は、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ

→授業・履修→演習）にて確認してください。 

（1～4年生） 

履修者調整のため事前登録を行う科目があります。詳細は、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・履

修→演習）の「事前登録科目一覧」にて確認してください。 

3. 必修科目の再履修（2～4年生） 

（平成 25年度以降入学者） 

以下の科目を再履修する学生は、すでに科目が登録されています。K-SMAPYで曜日・時限・担当教員を確認し、受講

してください。 

「史学導入演習」 
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以下の科目は、前期中に所定用紙による事前登録を行います。詳細は、6月下旬に大学ホームページ内（在学生・保

護者の方へ→授業・履修→演習）にて確認してください。 

「史学基礎演習 A」 

以下の科目は、前期履修登録期間に所定用紙による事前登録を行います。事前登録の日時・方法など詳細は、前期中

に大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・履修→演習）を通じてお知らせします。 

「史学基礎演習Ｂ」／「史学基礎演習Ｃ」／「史学展開演習Ⅰ」／「史学展開演習Ⅱ」 

以下の科目は K-SMAPYから一般登録してください（クラス指定されていても履修登録可能）。 

「史学入門Ⅰ」／「史学入門Ⅱ」／「史学応用演習」 

（平成 24年度以前入学者） 

以下の科目は、前期履修登録期間に所定用紙による事前登録を行います。事前登録の日時・方法など詳細は、前期中

に大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・履修→演習）を通じてお知らせします。 

「史学基礎演習Ａ」／「史学基礎演習Ｂ」／「史学展開演習」 

以下の科目は K-SMAPYから一般登録してください（クラス指定されていても履修登録可能）。 

「史学入門Ⅰ（平成 21年度以降）」／「史学入門Ⅱ（平成 21年度以降）」／「史学入門（平成 20年度以前）」 

「史学応用演習」 

【哲学科】 

1. クラス・出席番号指定科目（1年生） 

以下の科目はクラス指定のため、すでに登録されています。『指定科目一覧』（P41 参照）で曜日・時限・担当教員を確

認し、受講してください。 

「西洋哲学史ⅠA」／「西洋哲学史ⅠB」 

2. 必修科目の再履修（2～4年生） 

再履修者用科目を開講していないので、再履修者は正規の授業を K-SMAPYから一般登録してください。 

3. 事前登録（1～4年生） 

履修者調整のため事前登録を行う科目があります。詳細については、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授

業・履修→履修登録・時間割）の「事前登録科目一覧」にて確認してください。 

4. 文学部生対象外科目 

以下の科目に関して、文学部の学生は履修することができません。 

「論理学 A」（渋谷・月 6・前期・森永豊）／「論理学 A」（たま・木 5・前期・上田知夫） 

「日本美術史 A（平成 23年度以降）」（渋谷・水 3・前期・岩切信一郎） 

「日本美術史Ⅰ（平成 22年度以前）」（渋谷・水 3・前期・岩切信一郎） 

「西洋美術史ⅠA（平成 23年度以降）」（渋谷・水 3・後期・松下哲也） 

「西洋美術史Ⅰ（平成 22年度以前）」（渋谷・水 3・後期・松下哲也） 

 


