
人間文化学研究科

■博士前期課程

地域文化学専攻 生活文化学専攻
区　分 授業科目の名称 地域 国際 区　分 授業科目の名称 デザイン 栄養 人間関係

専攻共通 地域文化学特別演習 571REG601 部門共通 現代生活論Ⅱ 572NUT502 572HRS501
専攻共通 地域文化学特別研究 571REG602 専攻共通 生活文化学特別演習 577LVD601 572NUT601 572HRS620

日本・歴史文化部門 日本考古学Ａ 571JHS501 専攻共通 生活文化学特別研究 577LVD602 572NUT602 572HRS621
日本・歴史文化部門 日本考古学Ｂ 571JHS502 生活デザイン部門 生活デザインプロジェクト演習 577LVD501
日本・歴史文化部門 環琵琶湖地域論Ａ 571JHS503 生活デザイン部門 道具デザイン特論A 577TLD501
日本・歴史文化部門 環琵琶湖地域論Ｂ 571JHS504 生活デザイン部門 道具デザイン特論B 577TLD502
日本・歴史文化部門 女性史・ジェンダー論Ａ 571JHS505 生活デザイン部門 道具デザイン特論C 577TLD503
日本・歴史文化部門 女性史・ジェンダー論Ｂ 571JHS506 生活デザイン部門 服飾デザイン特論A 577FSD501
日本・歴史文化部門 美術史特論Ａ 571JHS507 生活デザイン部門 服飾デザイン特論B 577FSD502
日本・歴史文化部門 美術史特論Ｂ 571JHS508 生活デザイン部門 マーケティング特論 577MKD501
日本・歴史文化部門 対外文化交流特論A       571JHS509 生活デザイン部門 住環境デザイン特論A 577RED501
日本・歴史文化部門 対外文化交流特論B       571JHS510 生活デザイン部門 住環境デザイン特論B 577RED502
日本・歴史文化部門 アジア考古学Ａ 571JHS511 生活デザイン部門 住環境デザイン特論C 577RED503
日本・歴史文化部門 アジア考古学Ｂ 571JHS512 健康栄養部門 運動処方学特論 572NUT522
日本・歴史文化部門 中国文化史特論 571JHS513 健康栄養部門 栄養応答論 572NUT513

国際文化論部門 応用言語学特論A 571LAC501 健康栄養部門 栄養機能科学特論 572NUT525
国際文化論部門 応用言語学特論B 571LAC502 健康栄養部門 栄養教育特論 572NUT516
国際文化論部門 英語詩学特論 571LAC503 健康栄養部門 栄養制御論 572NUT510
国際文化論部門 日英対照言語学特論 571LAC504 健康栄養部門 学校栄養教育実践特論 572NUT518
国際文化論部門 英文学特論 571LAC505 健康栄養部門 健康運動学特論 572NUT511
国際文化論部門 国際文化論特講A 571WOC501 健康栄養部門 行動学特論 572NUT523
国際文化論部門 国際文化論特講B 571WOC502 健康栄養部門 児童健康問題特論 572NUT521
国際文化論部門 国際文化論特講C 571WOC503 健康栄養部門 小児医学特論 572NUT527
国際文化論部門 国際文化論特講D 571WOC504 健康栄養部門 栄養疫学特論 572NUT512
国際文化論部門 国際文化論特講E 571WOC505 健康栄養部門 食品栄養特論 572NUT520
国際文化論部門 国際文化論特講F 571WOC506 健康栄養部門 食品機能論 572NUT517
国際文化論部門 国際文化論特講G 571WOC507 健康栄養部門 食文化特論 572NUT526
国際文化論部門 国際文化論特講H 571WOC508 健康栄養部門 地域食育実践学特論 572NUT524

日本・現代地域論部門 日本生活文化論 571JPR501 健康栄養部門 調理科学特論 572NUT519
日本・現代地域論部門 社会学特論Ａ 571JPR502 健康栄養部門 病態栄養学特論 572NUT514
日本・現代地域論部門 社会学特論Ｂ 571JPR503 健康栄養部門 臨床栄養管理特論 572NUT515
日本・現代地域論部門 地域産業論Ａ 571JPR504 人間関係部門 学校教育論特講 572EDU601
日本・現代地域論部門 地域産業論Ｂ 571JPR505 人間関係部門 教育制度論特講 572EDU602
日本・現代地域論部門 環琵琶湖保存修景計画論Ａ 571JPR506 人間関係部門 行動発達論特講 572PSY601

日本・現代地域論部門 環琵琶湖保存修景計画論Ｂ 571JPR507 人間関係部門 社会学特講Ａ 572SOC601

日本・現代地域論部門 地域文化遺産調査・情報論 571JPR508 人間関係部門 社会学特講Ｂ 572SOC602

日本・現代地域論部門 現代中国特論Ａ 571JPR509 人間関係部門 比較行動論特講 572PSY603

日本・現代地域論部門 現代中国特論Ｂ 571JPR510 人間関係部門 フィールド心理学特講 572PSY602



■博士後期課程
地域文化学専攻 生活文化学専攻

区　分 授業科目の名称 地域 区　分 授業科目の名称 デザイン 栄養 人間関係
研究科共通 研究方法特論 ○ 研究科共通 研究方法特論 777HCL701

研究科共通 リサーチ・ワークショップ ○ 研究科共通 リサーチ・ワークショップ 777HCL702

アジア・地域文化論部門 アジア・地域文化論特別演習 776ARE701 生活デザイン部門 生活デザイン論特別演習 777LVD701

アジア・地域文化論部門 アジア・地域文化論特別研究 776ARE702 生活デザイン部門 生活デザイン論特別研究 777LVD702

考現学・保存修景論部門 考現学・保存修景論特別演習 776MAC701 健康栄養部門 健康栄養論特別演習 777NUT701

考現学・保存修景論部門 考現学・保存修景論特別研究 776MAC702 健康栄養部門 健康栄養論特別研究 777NUT702

日本・地域文化論部門 日本・地域文化論特別演習 776JRE701 人間関係部門 人間関係論特別演習 777HRS720

日本・地域文化論部門 日本・地域文化論特別研究 776JRE702 人間関係部門 人間関係論特別研究 777HRS721


