
学部等 文学研究科 ①
学科等 史学専攻

免許状の種類 中学校専修免許状（社会）

必修 選択
1 日本史特殊講義１ 倉本　一宏 非常勤教員
2 日本史特殊講義２ 倉本　一宏 非常勤教員
3 日本史特殊講義３ 村井　章介 非常勤教員
4 日本史特殊講義４ 近藤　成一 非常勤教員
5 日本史特殊講義５ 楠家　重敏 非常勤教員
6 日本史特殊講義６ 楠家　重敏 非常勤教員
7 日本史特殊講義７ 上保　國良 非常勤教員
8 日本史特殊講義８ 上保　國良 非常勤教員
9 東洋史特殊講義１ 松重　充浩 専任教員
10 東洋史特殊講義２ 松重　充浩 専任教員
11 東洋史特殊講義３ 須江　隆 非常勤教員
12 東洋史特殊講義４ 須江　隆 非常勤教員
13 東洋史特殊講義５
14 東洋史特殊講義６
15 東洋史特殊講義７
16 東洋史特殊講義８
17 西洋史特殊講義１
18 西洋史特殊講義２
19 西洋史特殊講義３ 伊藤　雅之 専任教員
20 西洋史特殊講義４ 伊藤　雅之 専任教員
21 西洋史特殊講義５
22 西洋史特殊講義６
23 西洋史特殊講義７
24 西洋史特殊講義８
25 考古学特殊講義１
26 考古学特殊講義２
27 考古学特殊講義３ 濱田　晋介 専任教員
28 考古学特殊講義４ 濱田　晋介 専任教員
29 考古学特殊講義５
30 考古学特殊講義６
31 考古学特殊講義７
32 考古学特殊講義８
33 日本史特殊研究１ 小川　雄 専任教員
34 日本史特殊研究２ 小川　雄 専任教員
35 日本史特殊研究３ 黒田　基樹 非常勤教員
36 日本史特殊研究４ 宮崎　康充 非常勤教員
37 日本史特殊研究５ 古川　隆久 専任教員
38 日本史特殊研究６ 山口　輝臣 非常勤教員
39 日本史特殊研究７ 武廣　亮平 非常勤教員
40 日本史特殊研究８ 武廣　亮平 非常勤教員
41 東洋史特殊研究１ 加藤　直人 専任教員
42 東洋史特殊研究２ 加藤　直人 専任教員
43 東洋史特殊研究３ 粕谷　元 専任教員
44 東洋史特殊研究４ 粕谷　元 専任教員
45 東洋史特殊研究５
46 東洋史特殊研究６
47 東洋史特殊研究７
48 東洋史特殊研究８
49 西洋史特殊研究１
50 西洋史特殊研究２
51 西洋史特殊研究３ 森　ありさ 専任教員
52 西洋史特殊研究４ 森　ありさ 専任教員
53 西洋史特殊研究５
54 西洋史特殊研究６
55 西洋史特殊研究７
56 西洋史特殊研究８
57 考古学特殊研究１ 山本　孝文 専任教員
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58 考古学特殊研究２ 山本　孝文 専任教員
59 考古学特殊研究３ 鈴木　保彦 非常勤教員
60 考古学特殊研究４ 鈴木　保彦 非常勤教員
61 考古学特殊研究５
62 考古学特殊研究６
63 考古学特殊研究７
64 考古学特殊研究８
65 日本史演習１ 関　幸彦 専任教員
66 日本史演習２ 関　幸彦 専任教員
67 日本史演習３ 古川　隆久 専任教員
68 日本史演習４ 古川　隆久 専任教員
69 日本史演習５ 福留　真紀 非常勤教員
70 日本史演習６ 福留　真紀 非常勤教員
71 日本史演習７ 平野　卓治 専任教員
72 日本史演習８ 平野　卓治 専任教員
73 東洋史演習１
74 東洋史演習２
75 東洋史演習３ 松重　充浩 専任教員
76 東洋史演習４ 松重　充浩 専任教員
77 東洋史演習５
78 東洋史演習６
79 東洋史演習７
80 東洋史演習８
81 西洋史演習１
82 西洋史演習２
83 西洋史演習３ 土屋　好古 専任教員
84 西洋史演習４ 土屋　好古 専任教員
85 西洋史演習５
86 西洋史演習６
87 西洋史演習７
88 西洋史演習８
89 考古学演習１ 堀内　秀樹 非常勤教員
90 考古学演習２ 堀内　秀樹 非常勤教員
91 考古学演習３ 山本　孝文 専任教員
92 考古学演習４ 山本　孝文 専任教員
93 考古学演習５
94 考古学演習６
95 考古学演習７
96 考古学演習８


	史（中専　社会）

