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大学　文政学部　政治学科 大文政 政 昭２４．３～昭２７．３ 昭２７

大学　文政学部　哲学科 大政哲 哲 昭２４．３～昭２７．３ 昭２７

大学　文政学部　文学科　国文学専攻 大政国 国 昭２４．３～昭２７．３ 昭２７

大学　政経学部　政治学科 大政治 政 昭２７．４～昭３５．４ 昭２８～昭３８

大学　政経学部　政治学科　法学専攻 大法専 政 昭３５．５～昭４０．３ 昭３９～昭４０

大学　政経学部　政治学科　政治学専攻 大政専 政 昭３５．５～昭４０．３ 昭３９～昭４０

大学　政経学部　経済学科 大政経 経 昭２７．４～昭３９．３ 昭３０～昭３９

大学　法学部　法学科 大法法 法 昭３９．４～＊ 昭４１～＊

大学　法学部　政治学科 大法政 政 昭３９．４～＊ 昭４１～＊

大学　経済学部　経済学科 大経済 経 昭３９．４～＊ 昭４０～＊

大学　経済学部　経済学科 大経済 済 昭３９．４～＊ 昭５３～＊

大学　経済学部　経営学科 大経営 営 昭４９．４～＊ 昭５３～＊

大学　文学部　哲学科 大文哲 哲 昭２７．４～＊ 昭２８～＊

大学　文学部　史学科 大文史 史 昭３６．４～＊ 昭４０～＊

大学　文学部　日本語日本文学科 大文日 日 平３．４～＊ 平４～＊

大学　文学部　文学科　国文学専攻 大国専 国 昭２７．４～昭３２．３ 昭２８～昭３２

大学　文学部　国文学科 大文国 国 昭３２．４～平３．３ 昭３３～平３

大学　文学部　英米文学科 大文英 英 昭５０．４～平２０．３ 昭５１～平２０

大学　文学部　文学科　イギリス文学専攻 大英専 英 昭２７．４～昭３２．３ 昭２９～昭３２

大学　文学部　イギリス文学科 大文イ 英 昭３２．４～昭５０．３ 昭３３～昭５０

大学　文学部　英語英米文化学科 大文英 英 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学　文学部　ドイツ文学科 大文独 独 昭３２．４～平１８．３ 昭３３～平１８

大学　文学部　文学科　ドイツ文学専攻 大独専 独 昭２７．４～昭３２．３ 昭２９～昭３２

大学　文学部　ドイツ語圏文化学科 大文独 独 平１８．４～＊ 平１９～

大学　文学部　フランス文学科 大文仏 仏 昭３２．４～平１８．３ 昭３３～＊

大学　文学部　文学科　フランス文学専攻 大仏専 仏 昭２４．４～昭３２．３ 昭２９～昭３２

大学　文学部　フランス語圏文化学科 大文仏 仏 平１８．４～＊

大学　文学部　心理学科 大文心 心 昭５０．４～＊ 昭５４～＊

大学　文学部　教育学科 大文教 教 平２５．４～＊ 平２９～＊

大学　理学部　物理学科 大理物 物 昭２４．３～＊ 昭２８～＊

大学　理学部　化学科 大理化 化 昭２４．３～＊ 昭２８～＊

大学　理学部　数学科 大理数 数 昭３８．４～＊ 昭４２～＊

大学　理学部　生命科学科 大理生 生 平２１．４～＊ 平２５～＊

大学　国際社会科学部　国際社会科学科 大国社 社 平２８．４～＊ ２０２０～＊

大学院　法学研究科　法律学専攻（修士・博士前期課程） 修法律 修法 昭４４．４～＊ 昭４４～＊

大学院　政治学研究科　政治学専攻（修士・博士前期課程） 修政治 修政 昭５４．４～＊ 昭５４～＊

大学院　経済学研究科　経済学専攻（修士・博士前期課程） 修経済 修済 昭５４．４～＊ 昭５４～＊

大学院　経営学研究科　経営学専攻（修士・博士前期課程） 修経営 修営 昭５３．４～＊ 昭５３～＊

大学院　人文科学研究科　哲学専攻（修士・博士前期課程） 修哲学 修哲 昭２８．４～＊ 昭２８～＊

大学院　人文科学研究科　史学専攻（修士・博士前期課程） 修史学 修史 昭４０．４～＊ 昭４０～＊

大学院　人文科学研科　日本語日本文学専攻（修士・博士前期課程） 修日文 修日 平３．４～＊ 平４～＊

大学院　人文科学研究科　国文学専攻（修士・博士前期課程） 修国文 修国 昭２８．４～平３．３ 昭２８～平３

大学院　人文科学研究科　イギリス文学専攻（修士・博士前期課程） 修英文 修英 昭３２．４～平２１．３ 昭３２～平２１

大学院　人文科学研究科　英語英米文学専攻（修士・博士前期課程） 修英文 修英 平２１．４～＊ 平２２～＊

大学院　人文科学研究科　ドイツ文学専攻（修士・博士前期課程） 修独文 修独 昭３２．４～＊ 昭３２～＊

大学院　人文科学研究科　フランス文学専攻（修士・博士前期課程） 修仏文 修仏 昭３２．４～＊ 昭３２～＊

大学院　人文科学研究科　心理学専攻（修士・博士前期課程） 修心理 修心 昭５５．４～＊ 昭５５～＊

大学院　人文科学研究科　教育学専攻(博士前期課程) 修教育 修教 平２７．４～＊ 平２７～＊

大学院　人文科学研究科　美術史学専攻（博士前期課程） 修美術 修美 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学院　人文科学研究科　アーカイブズ学専攻（博士前期課程） 修アカ 修ア 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学院　人文科学研究科　身体表象文化学専攻（博士前期課程） 修身体 修身 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学院　人文科学研究科　臨床心理学専攻（博士前期課程） 修臨床 修臨 平２１．４～＊ 平２２～＊

大学院　自然科学専攻　物理学専攻（修士・博士前期課程） 修物理 修物 昭３６．４～＊ 昭３６～＊

大学院　自然科学研究科　化学専攻（修士・博士前期課程） 修化学 修化 昭３６．４～＊ 昭３６～＊

大学院　自然科学研究科　数学専攻（修士・博士前期課程） 修数学 修数 昭４２．４～＊ 昭４２～＊

大学院　自然科学研究科　物理学・化学専攻（修士）） 修物化 修物 昭２８．４～昭３６．３ 昭２８～昭３５

大学院　自然科学研究科　生命科学専攻（博士前期課程） 修生命 修生 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学院　自然科学研究科　物理学・化学専攻（修士） 修物化 修物 昭２８．４～昭３５．３ 昭２８～昭３５

大学院　法学研究科　法律学専攻（博士後期課程） 博法律 博法 昭６１．４～＊ 昭６１～＊
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大学院　政治学研究科　政治学専攻（博士後期課程） 博政治 博政 昭５６．４～＊ 昭５６～＊

大学院　経済学研究科　経済学専攻（博士後期課程） 博経済 博済 平２．４～＊ 平２～＊

大学院　経営学研究科　経営学専攻（博士後期課程） 博経営 博営 昭６１．４～＊ 昭６１～＊

大学院　人文科学研究科　哲学専攻（博士後期課程） 博哲学 博哲 昭４０．４～＊ 昭４０～＊

大学院　人文科学研究科　史学専攻（博士後期課程） 博史学 博史 昭４２．４～＊ 史４２～＊

大学院　人文科学研究科　日本語日本文学専攻（博士後期課程） 博日文 博日 平３．４～＊ 平４～＊

大学院　人文科学研究科　国文学専攻（博士後期課程） 博国文 博国 昭４０．４～＊ 昭４０～平３

大学院　人文科学研究科　イギリス文学専攻（博士後期課程） 博英文 博英 昭４０．４～平２１．３ 昭４０～平２１

大学院　人文科学研究科　英語英米文学専攻（博士後期課程） 博英文 博英 平２１．４～＊ 平２２～＊

大学院　人文科学研究科　ドイツ文学専攻（博士後期課程） 博独文 博独 昭４０．４～＊ 昭４０～＊

大学院　人文科学研究科　フランス文学専攻（博士後期課程） 博仏文 博仏 昭４０．４～＊ 昭４０～＊

大学院　人文科学研究科　心理学専攻（博士後期課程） 博心理 博心 昭５７．４～＊ 昭５７～＊

大学院　人文科学研究科　教育学専攻(博士後期課程) 博教育 博教 平２７．４～＊ 平２７～＊

大学院　人文科学研究科　美術史学専攻（博士後期課程） 博美術 博美 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学院　人文科学研究科　アーカイブズ学専攻（博士後期課程） 博アカ 博ア 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学院　人文科学研究科　身体表象文化学専攻（博士後期課程） 博身体 博身 平２０．４～＊ 平２１～＊

大学院　人文科学研究科　臨床心理学専攻(博士後期課程) 博臨床 博臨 平２７．４～＊ 平２７～＊

大学院　自然科学研究科　物理学専攻（博士後期課程） 博物理 博物 昭３６．４～＊ 昭３６～＊

大学院　自然科学研究科　化学専攻（博士後期課程） 博化学 博化 昭３６．４～＊ 昭３６～＊

大学院　自然科学研究科　数学専攻（博士後期課程） 博数学 博数 昭４４．４～＊ 昭４４～＊

大学院　自然科学研究科　生命科学専攻（博士後期課程） 博生命 博生 平２０．４～＊ 平２１～＊

短期大学部　文学科　国文学専攻 短国 短国 昭２５．４～昭２８．６ 昭２７～昭２８

短期大学部　文学科　英語学専攻 短英 短英 昭２５．４～昭２８．６ 昭２７～昭２８

女子短期大学　文科　国文学専攻 短文国 短国 昭２８．６～昭４４．３ 昭２９～昭４５

女子短期大学　文科　英語専攻 短文英 短英 昭２８．６～昭４３．３ 昭２９～昭４３

女子短期大学　文科　英語専攻Ⅰ類 短英１ 短英 昭４３．４～昭４４．３ 昭４５

女子短期大学　文科　英語専攻Ⅱ類 短英２ 短英 昭４３．４～昭４４．３ 昭４５

女子短期大学　人文学科　国文学専攻　 短人国 短国 昭４４．４～＊ 昭４５～＊

女子短期大学　人文学科　英語専攻Ⅰ類 短英Ⅰ 短英 昭４４．４～＊ 昭４５～＊

女子短期大学　人文学科　英語専攻Ⅱ類 短英Ⅱ 短英 昭４４．４～＊ 昭４５～＊

女子短期大学　人文学科　文化史専攻 短人文 短文 昭４４．４～＊ 昭４６～＊

短期大学部　家庭生活科　食物・Ⅰ類、被服・Ⅱ類 短食・服 短家 昭２６．４～昭２８．６ 昭２７～昭２８

女子短期大学　家庭生活科　Ⅰ類 短家Ⅰ 短家 昭４３．４～＊ 昭４４～＊

女子短期大学　家庭生活科　Ⅱ類 短家Ⅱ 短家 昭４３．４～＊ 昭４４～＊

女子短期大学　家庭生活科　食物コース 短家食 短家 昭４２．４～昭４３．３ 昭４４

女子短期大学　家庭生活科　被服コース 短家被 短家 昭４２．４～昭４３．３ 昭４４

女子短期大学　家庭生活科　食品 短家食 短家 昭２８．６～昭４２．３ 昭２９～昭４２

女子短期大学　家庭生活科　被服 短家服 短家 昭２８．６～昭４２．３ 昭２９～昭４２

女子大学  日本文化学科 女日文 女日 平１０．４～＊ 平１４～＊

女子大学  国際コミニケーション学科 女国際 女国 平１０．４～＊ 平１４～＊

女子大学　英語コミュニケーション学科 女英語 女英 平１８．４～＊ 平２２～＊

女子大学　その他協定留学生 女留学 女留 平２３．４～＊ 平２３～＊

高等科 高男新 高 昭２４．４～＊ 昭２５～＊

旧制高等科 高男旧 旧高 明１４～昭２５．３ 明２４～昭２５

女子高等科 高女新 女高 昭２４．４～＊ 昭２３～＊

女子学習院（高） 高女旧 旧女 明２２～昭２２．３ 明２３～昭２２

女子学習院（高） 高女旧 旧女 明２２～昭２２．３ 明２３～昭２２

女子大学大学院　国際文化交流研究科　国際文化交流専攻 女大院 修女 平１６．４～

女子大学大学院　その他協定留学生（大学院） 女留院 留院 平２７．４～＊ 平２７～＊

中等科 中男新 中 昭２４．４～＊ 昭２３～＊

中等科（旧制） 中男旧 旧中 明１０．１０～昭２２．３ 明１１～昭２２

女子中等科 中女新 女中 昭２２．４～＊ 昭２３～＊

女子学習院（中） 中女旧 旧女中 明１３～昭２２．３ 明１４～昭２２

初等科 初新 初 昭２２．４～＊ 昭２３～＊

初等科（旧制） 初男旧 旧初 明１０．１０～昭２２．３ 明１１～昭２２

女子学習院（初） 初女旧 旧女初 明１０．１０～昭２２．３ 明１１～昭２２

幼稚園 幼新 幼 昭３８．４～＊ 昭４０～＊

女子学習院（幼） 幼旧 旧幼 明２８～昭１８ 明２９～昭１８

教養学園 教養 教養 昭２２．４～昭２７．３ 昭２３～昭２７

専門職大学院　法務研究科(法科大学院）　法務専攻 法大院 専法 平１６．４～

その他 他 他
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