
 

 

 

 

 

 

 

経済学部経済学科教育科目 

類別 授業科目(単位) 卒業必要単位数 

(合計 124単位以上) 

基礎教育科目 別表 6(その 1)参照 6単位以上 

教養教育科目 別表 6(その 2)参照 16単位以上 

学科教育科目 学科選択科目 入門演習(2) 基礎演習(2) コース導入講義(2) 66単位以上 

コース演習Ⅰ(2) コース演習Ⅱ(2) 経済基礎 A(2) 

経済基礎 B(2) 経済学のための数学入門(2) 世界経済事情Ⅰ(2) 

世界経済事情Ⅱ(2) 経済学史Ⅰ(2) 経済学史Ⅱ(2) 

日本経済史Ⅰ(2) 日本経済史Ⅱ(2) 西洋経済史Ⅰ(2) 

西洋経済史Ⅱ(2) 経済情報処理論Ⅰ(2) 経済情報処理論Ⅱ(2) 

法情報学(4) 統計学総論Ⅰ(2) 統計学総論Ⅱ(2) 

日本経済論Ⅰ(2) 日本経済論Ⅱ(2) 社会思想史Ⅰ(2) 

社会思想史Ⅱ(2) 日本近代史Ⅰ(2) 日本近代史Ⅱ(2) 

簿記(4) 経済学特講(1)～(4) 経済学部生のための英語Ⅰ(2) 

経済学部生のための英語Ⅱ(2) アジアで学ぶ英語とビジネスⅠ(2) アジアで学ぶ英語とビジネスⅡ(4) 

アジアで学ぶ英語とビジネスⅢ(2) English Camp(2) アジアビジネスインターンシップⅠ(2) 

コンピュータ論Ⅰ(2) コンピュータ論Ⅱ(2) 経済データサイエンス演習Ⅰa(2) 

経済データサイエンス演習Ⅰb(2) ファイナンスⅠ(2) ファイナンスⅡ(2) 

ミクロ経済学(4) マクロ経済学(4) 経済原論(4) 

経済成長論Ⅰ(2) 経済成長論Ⅱ(2) 景気循環論Ⅰ(2) 

景気循環論Ⅱ(2) 計量経済学Ⅰ(2) 計量経済学Ⅱ(2) 

行動経済学Ⅰ(2) 行動経済学Ⅱ(2) 経済政策Ⅰ(2) 

経済政策Ⅱ(2) 財政学Ⅰ(2) 財政学Ⅱ(2) 

卒業に必要な単位数（学部） 

情報公表 - 教育情報の公表 
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金融論Ⅰ(2) 金融論Ⅱ(2) 労働経済論Ⅰ(2) 

労働経済論Ⅱ(2) 経済数学Ⅰ(2) 経済数学Ⅱ(2) 

経済統計Ⅰ(2) 経済統計Ⅱ(2) IT活用 a(2) 

IT活用 b(2) 経済データサイエンス演習Ⅱa(2) 経済データサイエンス演習Ⅱb(2) 

人工市場論Ⅰ(2) 人工市場論Ⅱ(2) 経済地理学Ⅰ(2) 

経済地理学Ⅱ(2) 地方財政論Ⅰ(2) 地方財政論Ⅱ(2) 

経済開発論Ⅰ(2) 経済開発論Ⅱ(2) 公共経済論Ⅰ(2) 

公共経済論Ⅱ(2) 環境経済論Ⅰ(2) 環境経済論Ⅱ(2) 

中小企業論Ⅰ(2) 中小企業論Ⅱ(2) 地域経済論Ⅰ(2) 

地域経済論Ⅱ(2) 産業組織論Ⅰ(2) 産業組織論Ⅱ(2) 

農業経済論Ⅰ(2) 農業経済論Ⅱ(2) 産業構造論Ⅰ(2) 

産業構造論Ⅱ(2) 銀行論Ⅰ(2) 銀行論Ⅱ(2) 

現代技術論Ⅰ(2) 現代技術論Ⅱ(2) 観光経済論(2) 

都市政策論Ⅰ(2) 都市政策論Ⅱ(2) 比較経済体制論Ⅰ(2) 

比較経済体制論Ⅱ(2) 国際金融論(2) 国際経済論Ⅰ(2) 

国際経済論Ⅱ(2) アジア産業論Ⅰ(2) アジア産業論Ⅱ(2) 

アジア経済論Ⅰ(2) アジア経済論Ⅱ(2) アジア共同体論(2) 

ヨーロッパ経済論Ⅰ(2) ヨーロッパ経済論Ⅱ(2) アメリカ経済論Ⅰ(2) 

アメリカ経済論Ⅱ(2) 中国経済論Ⅰ(2) 中国経済論Ⅱ(2) 

日中ビジネス論(2) 中国企業論(2) 中国貿易投資事情(2) 

アジアビジネスインターンシップ(2)～(8) 外国書講読(4) コース特講(2)～(4) 

演習Ⅲ・Ⅳ(8) 経営学史 A(2) 経営学史 B(2) 

経営管理論(2) 経営組織論(2) 生産管理論 A(2) 

生産管理論 B(2) 保険論(2) 国際経営論 A(2) 

国際経営論 B(2) ネットビジネス(2) データ経営(2) 

情報管理(2) 税務会計論(2) 税務戦略論(2) 

産業社会学(2) 労働社会学(2) 産業心理学(4) 

社会政策総論(4) 環境社会学(2) 地域資源論(2) 

会社法 A(2) 会社法 B(2) 手形法小切手法(2) 
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支払決済法(2) 商取引法Ⅰ(2) 商取引法Ⅱ(2) 

経済法 A(2) 経済法 B(2) 行政法総論 A(2) 

行政法総論 B(2) 行政法各論 A(2) 行政法各論 B(2) 

情報システム論Ⅰ(2) 情報システム論Ⅱ(2) データベース実習(2) 

ネットワーク論(2) ネットワーク実習(2) マルチメディア論(2) 

マルチメディア実習(2) 情報と職業Ⅰ(2) 情報と職業Ⅱ(2) 

情報サービス応用(2) 経済学特別講義(2)～(4)   

 

  



社会学部社会学科教育科目 

類別 授業科目(単位) 卒業必要単位数(合計 124単位以上) 

基礎教育科目 別表 6(その 1)参照 10単位以上 

教養教育科目 別表 6(その 2)参照 16単位以上 

学科教育科目 学科必修科目 社会学基礎講義(4) 社会調査入門(2)   6単位 

学科選択科目 社会学科基礎演習(2) 社会学科ワークショップ(2) 演習 2(2) 56単位以上 

演習(8) 量的調査入門(2) データ解析実習(4) 

社会調査実習(4) 社会調査演習(8) 社会調査特講(2) 

学生リーダー育成プロジェクト特殊演習 A(2) 学生リーダー育成プロジェクト特殊演習 B(2) ピア・インテグレーター特殊演習 A(2) 

ピア・インテグレーター特殊演習 B(2) フィールドワーク演習(2) 社会学原論(4) 

社会学史(4) 現代社会論(4) 社会心理学(2) 

メディア・コミュニケーション論(2) 生活文化論(2) ライフスタイルの社会学(2) 

家族社会学(2) 現代家族論(2) ジェンダー論(2) 

働き方とジェンダー(2) 公的扶助論 B(2) 保険論(2) 

地域社会学(2) 地域再生論(2) 都市社会学(2) 

現代都市論(2) 都市政策論Ⅰ(2) 都市政策論Ⅱ(2) 

地域福祉論 B(2) 文化社会学(2) モダニティの社会学(2) 

スポーツ社会学(2) 身体文化論(2) 文化人類学 A(2) 

文化人類学 B(2) 宗教社会学(2) 宗教学概論(2) 

教育社会学 A(2) 教育社会学 B(2) 心理学 A(2) 

心理学 B(2) 社会病理学(4) 比較社会論(4) 

産業社会学(2) 労働社会学(2) 産業心理学(4) 

労働経済論(4) 労使関係論(2) 社会階層論(2) 

格差社会論(2) 社会問題論(2) モラルの社会学(2) 

経済社会学(2) 社会政策総論(4) 社会保障論 B(2) 

社会運動論(2) 市民社会とメディア(2) ボランティア論(2) 

国際社会福祉論(2) コミュニケーション論(2) メディア史(2) 

マス・コミュニケーション論(2) 広報の社会学(2) デザイン文化論(2) 

視覚メディア論(2) マス・コミュニケーション特講(2)～(4) 音楽社会学(2) 
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映像メディア論 A(2) 映像メディア論 B(2) マルチメディア文化論 A(2) 

マルチメディア文化論 B(2) メディアリテラシー論 A(2) メディアリテラシー論 B(2) 

世界のメディア A(2) 世界のメディア B(2) マルチメディア文化実習(4) 

映像制作実習(4) メディア制作実習(2)～(4) メディア文化特論(2)～(4) 

情報社会論(2) デジタル・メディア論(2) 日本文化論(2) 

日本文化へのアプローチ(2) キリスト教学 A(2) キリスト教学 B(2) 

環境問題概論(2) サステイナビリティ論(2) 環境社会学(2) 

地域資源論(2) 環境経済論Ⅰ(2) 環境経済論Ⅱ(2) 

科学思想史(4) 社会学特講(2)～(4) 現代生活論特講(2)～(4) 

国際社会特講(2)～(4) 現代文化特講(2)～(4) 外国書講読(4) 

 

  



社会学部ソーシャルデザイン学科教育科目 

類別 授業科目(単位) 卒業必要単位数 

(合計 124単位以上) 

基礎教育科目 別表 6(その 1)参照 6単位以上 

教養教育科目 別表 6(その 2)参照 16単位以上 

学科教育科目 学科必修科目 社会福祉原論 A(2) 4単位 

社会福祉原論 B(2) 

学科選択科目 ソーシャルデザイン基礎演習 A(1) ソーシャルデザイン基礎演習 B(1) 実習準備講座 A(1) 58単位以上 

実習準備講座 B(1) ソーシャルワーク論ⅠA(2) ソーシャルワーク論ⅠB(2) 

ソーシャルワーク論ⅡA(2) ソーシャルワーク論ⅡB(2) ソーシャルワーク論ⅢA(2) 

ソーシャルワーク論ⅢB(2) ソーシャルワーク演習ⅠA(1) ソーシャルワーク演習ⅠB(1) 

ソーシャルワーク演習ⅡA(1) ソーシャルワーク演習ⅡB(1) ソーシャルワーク演習Ⅲ(1) 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ(1) ソーシャルワーク実習指導Ⅱ(2) 地域福祉論 A(2) 

地域福祉論 B(2) 医学入門(2) 高齢者福祉論(2) 

障害者福祉論 A(2) 障害者福祉論 B(2) 子ども家庭福祉論(2) 

社会保障論 A(2) 社会保障論 B(2) 公的扶助論 A(2) 

公的扶助論 B(2) スピリチュアルケア A(2) スピリチュアルケア B(2) 

精神医学と精神医療 A(2) 精神医学と精神医療 B(2) 精神保健 A(2) 

精神保健 B(2) 精神保健福祉の原理 A(2) 精神保健福祉の原理 B(2) 

ソーシャルワークの理論と方法(専門)A(2) ソーシャルワークの理論と方法(専門)B(2) 精神障害リハビリテーション論(2) 

精神保健福祉制度論(2) 精神保健福祉援助演習Ⅰ(1) 精神保健福祉援助演習ⅡA(1) 

精神保健福祉援助演習ⅡB(1) 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ(2) 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ(2) 

人間関係とコミュニケーション(4) 生活支援論(2) 介護の基本Ⅰ(2) 

介護の基本ⅡA(2) 介護の基本ⅡB(2) 介護の基本ⅢA(2) 

介護の基本ⅢB(2) コミュニケーション技術 A(1) コミュニケーション技術 B(1) 

生活支援技術Ⅰ(2) 生活支援技術Ⅱ(2) 生活支援技術Ⅲ(2) 

生活支援技術Ⅳ(2) 生活支援技術Ⅴ(2) 介護過程Ⅰ(2) 

介護過程ⅡA(2) 介護過程ⅡB(2) 介護過程Ⅲ(2) 
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介護総合演習ⅠA(1) 介護総合演習ⅠB(1) 介護総合演習ⅡA(1) 

介護総合演習ⅡB(1) 発達と老化の理解 A(2) 発達と老化の理解 B(2) 

認知症の理解 A(2) 認知症の理解 B(2) 障害の理解 A(2) 

障害の理解 B(2) 医療的ケア A(1) 医療的ケア B(1) 

ソーシャルデザイン専門演習(4) ソーシャルデザイン卒論演習(4) 国際社会福祉論(2) 

ボランティア論(2) ボランティアコーディネート論(2) 保健医療論(2) 

社会福祉サービス論(2) 人間発達論 A(2) 人間発達論 B(2) 

介護演習(1) 臨床心理学 A(2) 臨床心理学 B(2) 

レクリエーションワーク A(2) レクリエーションワーク B(2) 野外レクリエーション実習(1) 

障害者スポーツ論 A(2) 障害者スポーツ論 B(2) 社会福祉フィールドワーク(2) 

福祉レクリエーション論(2) 福祉レクリエーション支援論(2) 福祉レクリエーション演習 A(1) 

福祉レクリエーション演習 B(1) 福祉レクリエーション実習指導(2) 福祉レクリエーション実習(2) 

スクールソーシャルワーク論(2) スクールソーシャルワーク演習(1) スクールソーシャルワーク実習指導(2) 

スクールソーシャルワーク実習(2) 司法福祉論(2) こころとからだ(2) 

キリスト教史 A(2) キリスト教史 B(2) ソーシャルデザイン特講(2)～(4) 

社会調査入門(2) 社会運動論(2) 市民社会とメディア(2) 

現代社会論(4) 社会心理学(2) メディア・コミュニケーション論(2) 

生活文化論(2) ライフスタイルの社会学(2) 家族社会学(2) 

現代家族論(2) ジェンダー論(2) 働き方とジェンダー(2) 

都市社会学(2) 現代都市論(2) 文化社会学(2) 

モダニティの社会学(2) スポーツ社会学(2) 身体文化論(2) 

教育社会学 A(2) 教育社会学 B(2) 音楽社会学(2) 

コミュニケーション論(2) メディア史(2) 地方財政論Ⅰ(2) 

地方財政論Ⅱ(2) 地域経済論Ⅰ(2) 地域経済論Ⅱ(2) 

経営管理論(2) 経営組織論(2) 
 

 

  



経営学部経営学科教育科目 

類別 授業科目(単位) 卒業必要単位数(合計 124単位以上) 

基礎教育科目 別表 6(その 1)参照 6単位以上 

教養教育科目 別表 6(その 2)参照 16単位以上 

学科教育科目 学科必修科目 大学生活入門セミナー(2) 2単位 

学科選択科目 経営学基礎(2) デジタル技術基礎(2) 会計学基礎(2) 72単位以上 

マーケティング基礎(2) グローバル＆ローカル基礎(2) 簿記(2) 

基礎演習(2) 実践演習(1)～(4) 専門演習(8) 

エルダー演習 A(1) エルダー演習 B(1) エルダー演習 C(1) 

エルダー演習 D(1) 中級簿記(4) ビジネスコミュニケーション(2) 

経営学総論(4) 経営管理論(2) 経営組織論(2) 

経営戦略論(2) 経営学のための数学(2) 経営学のための統計(2) 

アントレプレナー論(2) 経営学史 A(2) 経営学史 B(2) 

経営倫理論(2) 経営史 A(2) 経営史 B(2) 

コーポレート・ガバナンス論 A(2) コーポレート・ガバナンス論 B(2) コーポレート・ファイナンス(基礎)(2) 

コーポレート・ファイナンス(応用)(2) 人的資源管理論 A(2) 人的資源管理論 B(2) 

生産管理論 A(2) 生産管理論 B(2) 上級簿記 A(2) 

上級簿記 B(2) 英文簿記会計(2) 財務会計論(基礎)(2) 

財務会計論(応用)(2) 税務会計論(2) 税務戦略論(2) 

監査論(2) 国際会計論(2) 会計史(2) 

管理会計 A(2) 管理会計 B(2) 原価計算システム(2) 

コスト・マネジメント(2) 経営分析(2) ビジネス情報利用 A(2) 

ビジネス情報利用 B(2) プログラミング(2) マルチメディア実習(2) 

データサイエンス入門(2) デジタルマーケティング(2) データサイエンス演習Ⅰ(2) 

データサイエンス演習Ⅱ(2) マーケティングリサーチ(2) 消費者行動論(2) 

グローバル・マーケティング(2) ブランド論(2) 流通論(2) 

ネットビジネス(2) データ経営(2) 経営情報とサプライチェーンマネジメント(2) 

デジタル技術とビジネス変革(2) 戦略的ビジネスコミュニケーション(2) ロジカル英語コミュニケーション(2) 

ビジネス英語プレゼンテーション(2) グローバルビジネス英語 A(2) グローバルビジネス英語 B(2) 
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ドイツの文化 A(2) ドイツの文化 B(2) 国際経営論 A(2) 

国際経営論 B(2) 異文化間コミュニケーション論 A(2) 異文化間コミュニケーション論 B(2) 

地域ビジネス入門(2) 地域ビジネス論(2) 食農ビジネスの理論と実践Ⅰ(2) 

食農ビジネスの理論と実践Ⅱ(2) 社会ビジネスの理論と実践Ⅰ(2) 社会ビジネスの理論と実践Ⅱ(2) 

観光ビジネスの理論と実践Ⅰ(2) 観光ビジネスの理論と実践Ⅱ(2) 教育経営学(2) 

図書館経営論(2) 博物館経営論(2) 証券論(4) 

保険論(2) 銀行論Ⅰ(2) 銀行論Ⅱ(2) 

金融論Ⅰ(2) 金融論Ⅱ(2) 国際金融論(2) 

中小企業論Ⅰ(2) 中小企業論Ⅱ(2) 国際経済論Ⅰ(2) 

国際経済論Ⅱ(2) アジア産業論Ⅰ(2) アジア産業論Ⅱ(2) 

中国経済論Ⅰ(2) 中国経済論Ⅱ(2) 地域経済論Ⅰ(2) 

地域経済論Ⅱ(2) 税法 A(2) 税法 B(2) 

会社法 A(2) 会社法 B(2) 手形法小切手法(2) 

支払決済法(2) 商取引法Ⅰ(2) 商取引法Ⅱ(2) 

外国書講読(4) 経営学特講(1)～(4) 環太平洋圏経営研究 A(2) 

環太平洋圏経営研究 B(2) 経営学特別講義(2)～(4)   
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ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科教育科目 

類別 授業科目(単位) 卒業必要単位数 

(合計 124単位以上) 

ビジネスデザイン

演習 

ビジネスデザイン演習Ⅰ(4) ビジネスデザイン演習Ⅱ(4)   8単位 

ビジネスデザイン

実践 

PBL入門Ⅰ(4) PBL入門Ⅱ(4) PBL応用Ⅰ(4) 16単位 

PBL応用Ⅱ(4)     

ビジネスデザイン

思考 

ビジネス基礎(2) ビジネスリーダーシップ(2) ビジネスモデル(2) 12単位(ビジネス基礎、ビジネスリーダーシップ、ビジネス

モデル、ビジネスモデル演習、問題解決法、ロジカルシン

キングを 12単位修得しなければならない) 

ビジネスモデル演習(2) 問題解決法(2) ロジカルシンキング(2) 

デザインシンキング(2) ビジネスモデル実践(2)   

ビジネス

理論・知識 

必修 IT基礎(2) プレゼンテーション(2) ビジネス英語基礎(2) 36単位 

フィールドワーク(2) マーケティング(2) テクノロジーとイノベーション(2) 

起業とファイナンス(2) 組織デザインと人事管理(2) アカウンティング(2) 

ビジネス英語応用(2) グローバルビジネス(2) ビジネスと法(2) 

商品企画(2) ビジネスコミュニケーション(2) ビジネスの社会性(2) 

プロジェクトマネジメント(2) ビジネスライティング(2) 経営戦略(2) 

選択 仕事で使う数学(2) プログラム開発(2) 統計・データ分析(2) 4単位(仕事で使う数学、プログラム開発、統計・データ分

析、バイオ・農林水産、環境・エネルギーより 4単位修得し

なければならない) 

バイオ・農林水産(2) 環境・エネルギー(2) マーケティング実践(2) 

アカウンティング実践(2)     

ドメイン 必修 食ビジネス A(2) 食ビジネス B(2) 農ビジネス(2) 16単位 

福祉・医療・教育ビジネス(2) 健康・スポーツビジネス(2) アパレル・住居ビジネス(2) 

まちづくり・観光ビジネス(2) ITビジネス(2)   

選択

必修 

ファミリー企業経営(2) ベンチャー企業経営(2) 社会的企業経営(2) 2単位 

選択 フードシステム論(2) 店舗マネジメント(2) 高齢者と介護(2) 10単位 

食文化論(2) 農産物市場論(2) 子どもの暮らしと社会(2) 

食品産業論(2) 健康とスポーツ(2) 地域とボランティア(2) 

教養・文化 小説・詩・俳句(2) イラスト・絵画(2) 将棋・囲碁(2) 16単位 

華道・茶道の心(2) 日本を知る(2) 映像・メディア(2) 

演劇・朗読(2) 政治・経済のニュース(2) モチベーションとストレスケア(2) 



データサイエンス入門(2) 世界の宗教・人権(2) 海外研修(1)～(4) 

国内研修(1)～(4)     

インターンシップ インターンシップⅠ(2) インターンシップⅡ(2)   4単位 

 

  



国際教養学部英語・国際文化学科教育科目 

類別 授業科目(単位) 卒業必要単位数 

(合計 124単位以上) 

基礎教育科目 別表 6(その 1)参照 10単位 

教養教育科目 別表 6(その 2)参照 16単位 

学科教育科目 学科必修科目 ドイツ語Ⅰ(2) ドイツ語Ⅱ(2) ドイツ語Ⅲ(2) 8単位 

(いずれか 1カ国語を選択) 

但し、日本語Ⅰ・日本語Ⅱ・日本語Ⅲ・日本語Ⅳの履修

は、外国人留学生および帰国生に限る。 

ドイツ語Ⅳ(2) フランス語Ⅰ(2) フランス語Ⅱ(2) 

フランス語Ⅲ(2) フランス語Ⅳ(2) スペイン語Ⅰ(2) 

スペイン語Ⅱ(2) スペイン語Ⅲ(2) スペイン語Ⅳ(2) 

イタリア語Ⅰ(2) イタリア語Ⅱ(2) イタリア語Ⅲ(2) 

イタリア語Ⅳ(2) 中国語Ⅰ(2) 中国語Ⅱ(2) 

中国語Ⅲ(2) 中国語Ⅳ(2) 韓国語Ⅰ(2) 

韓国語Ⅱ(2) 韓国語Ⅲ(2) 韓国語Ⅳ(2) 

日本語Ⅰ(2) 日本語Ⅱ(2) 日本語Ⅲ(2) 

日本語Ⅳ(2) 
  

中級英語 Ra(1) 中級英語 Rb(1) 中級英語 OCa(1) 8単位 

中級英語 OCb(1) 中級英語 La(1) 中級英語 Lb(1) 

中級英語 Wa(1) 中級英語 Wb(1)   

学科選択科目 (全コース共通) 32単位 

大学入門セミナーⅠ(2) 大学入門セミナーⅡ(2) 学部入門講義(2) 

コミュニカティブ英文法 A(2) コミュニカティブ英文法 B(2) 世界体験入門(2) 

海外研修セミナー(4) コース基礎演習Ⅰ(2) コース基礎演習Ⅱ(2) 

演習(8) 演習 S(4) 海外研修(1)～(4) 

英語留学準備講座(1) アジアの英語 A(2) アジアの英語 B(2) 

日本語学概論(4) 異文化間コミュニケーション論 A(2) 異文化間コミュニケーション論 B(2) 

言語表現論 A(2) 言語表現論 B(2) 学科特殊講義(2)～(4) 

(英語コミュニケーションコース) 

上級英語 R(2) 上級英語 OC(2) 上級英語 L(2) 

上級英語 W(2) メディア英語 A(2) メディア英語 B(2) 
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ビジネス英語 A(2) ビジネス英語 B(2) 観光英語 A(2) 

観光英語 B(2) 児童英語 A(2) 児童英語 B(2) 

資格英語(1) TOEIC英語研究(2) 英語ワークショップ A(2) 

英語ワークショップ B(2) 英語ワークショップ C(2) 英語ワークショップ D(2) 

英語学概論 A(2) 英語学概論 B(2) 英語の音声 A(2) 

英語の音声 B(2) 英語の文法 A(2) 英語の文法 B(2) 

英語の意味 A(2) 英語の意味 B(2) 英語の歴史 A(2) 

英語の歴史 B(2) グローバルビジネス英語 A(2) グローバルビジネス英語 B(2) 

言語学概論 A(2) 言語学概論 B(2) 応用言語学概論 A(2) 

応用言語学概論 B(2) 応用言語学研究 A(2) 応用言語学研究 B(2) 

言語と社会 A(2) 言語と社会 B(2) 言語と心理 A(2) 

言語と心理 B(2)     

(国際文化コース) 

現代アジア論(2) 現代ヨーロッパ論(2) ヨーロッパ文化研究(2)～(4) 

イギリス文化研究(2)～(4) アメリカ文化研究(2)～(4) ドイツの文化 A(2) 

ドイツの文化 B(2) 英語文学概論 A(2) 英語文学概論 B(2) 

現代英語圏文化の諸問題(2)～(4) 比較文化研究(2)～(4) 比較文学 A(2) 

比較文学 B(2) 西洋文化史 A(2) 西洋文化史 B(2) 

キリスト教史 A(2) キリスト教史 B(2) キリスト教音楽Ⅰ(2) 

キリスト教音楽Ⅱ(2) 西洋思想史 A(2) 西洋思想史 B(2) 

比較文明論(4) 文化人類学 A(2) 文化人類学 B(2) 

科学技術史(4) アジア文化研究(2)～(4) アジア文化史 A(2) 

アジア文化史 B(2) 総合人間学 A(2) 総合人間学 B(2) 

中国経済論Ⅰ(2) 中国経済論Ⅱ(2) Japanese Studies(2)～(4) 

Japanese Literature(2)～(4) 日本文化研究(2)～(4) 日本文化論(2) 

日本文化へのアプローチ(2) 日本文化史 A(2) 日本文化史 B(2) 

日本近代史Ⅰ(2) 日本近代史Ⅱ(2) 民俗学 A(2) 

民俗学 B(2) 考古学概論 A(2) 考古学概論 B(2) 

日本語文法論(4) 日本語教授法の基礎(4) 日本語教材・教具論 A(2) 



日本語教材・教具論 B(2) 日本語教授法演習(4) 海外日本語教育実習(4) 

語彙・意味論(2) 文字・表記論(2) 日本語の音声(2) 

社会言語学(方言・敬意表現)(2) 日本語教育事情(2) 博物館資料論(2) 

博物館資料保存論(2) メディアリテラシー論 A(2) メディアリテラシー論 B(2) 

マルチメディア文化論 A(2) マルチメディア文化論 B(2) マルチメディア文化実習(4) 

世界のメディア A(2) 世界のメディア B(2) メディア文化特論(2)～(4) 

映像メディア論 A(2) 映像メディア論 B(2) 映像制作実習(4) 

音楽社会学(2) 情報社会論(2) デジタル・メディア論(2) 

博物館展示論(2) 博物館情報・メディア論(2) 文化社会学(2) 

モダニティの社会学(2) 社会心理学(2) メディア・コミュニケーション論(2) 

社会運動論(2) 市民社会とメディア(2) メディア制作実習(2)～(4) 

学科自由科目 ・必修として修得した以外の初修外国語 

・所定の単位を超えて修得した基礎教育科目、教養教育科目および学科選択科目 

・他のコースの学科選択科目 

・他学部の学科教育科目のうち教授会において定められた科目 

50単位 

 

  



法学部法律学科教育科目 

類別 授業科目(単位) 卒業必要単位数 

(合計 124単位以上) 

基礎教育科目 別表 6(その 1)参照 6単位以上 

教養教育科目 別表 6(その 2)参照 16単位以上 

学科教育科目 学科選択科目 憲法入門(2) 民法入門(2) 刑法入門(2) 70単位以上 

法職オリエンテーション(2) 働くことと法知識(2) 基礎演習(4) 

演習 2A(2) 演習 2B(2) 法職ブラッシュアップ講座(2) 

公務員英語Ⅰ(2) 公務員英語Ⅱ(2) 企業コース英語Ⅰ(2) 

企業コース英語Ⅱ(2) 専門演習 A(4) 専門演習 B(4) 

専門演習 C(4) 演習(8) 憲法・基本的人権(4) 

憲法・統治機構 A(2) 憲法・統治機構 B(2) 民法Ⅰ(総則)(4) 

民法Ⅱ(物権)(2) 民法Ⅱ(担保物権)(2) 民法Ⅲ(債権総論 A)(2) 

民法Ⅲ(債権総論 B)(2) 民法Ⅳ(契約)(2) 民法Ⅳ(不法行為)(2) 

民法Ⅴ(親族)(2) 民法Ⅴ(相続)(2) 刑法総論(4) 

刑法各論 A(2) 刑法各論 B(2) 企業法入門 A(2) 

企業法入門 B(2) 会社法 A(2) 会社法 B(2) 

手形法小切手法(2) 支払決済法(2) 商取引法Ⅰ(2) 

商取引法Ⅱ(2) 民事訴訟法 A(2) 民事訴訟法 B(2) 

刑事訴訟法 A(2) 刑事訴訟法 B(2) 行政法総論 A(2) 

行政法総論 B(2) 行政法各論 A(2) 行政法各論 B(2) 

国際法 A(2) 国際法 B(2) 経済法 A(2) 

経済法 B(2) 知的財産法 A(2) 知的財産法 B(2) 

労働法 A(2) 労働法 B(2) 社会保障法 A(2) 

社会保障法 B(2) ジェンダー法学 A(2) ジェンダー法学 B(2) 

民事執行法(2) 破産法(2) 民事再生法会社更生法(2) 

法哲学 A(2) 法哲学 B(2) 論理学 A(2) 

論理学 B(2) 日本法制史 A(2) 日本法制史 B(2) 
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西洋法制史 A(2) 西洋法制史 B(2) 外国法 A(2) 

外国法 B(2) 行政学 A(2) 行政学 B(2) 

政治学概論(2) 国際関係論 A(2) 国際関係論 B(2) 

国際政治史 A(2) 国際政治史 B(2) 国際機構論 A(2) 

国際機構論 B(2) 国際政治事情研究 A(2) 国際政治事情研究 B(2) 

地域研究ⅠA(2) 地域研究ⅠB(2) 地域研究ⅡA(2) 

地域研究ⅡB(2) 法情報学(4) 税法 A(2) 

税法 B(2) 法学特講(1)～(4) 法職インターンシップ(2) 

外国書講読 A(1)～(4) 外国書講読 B(1)～(4) ミクロ経済学(4) 

マクロ経済学(4) 財政学Ⅰ(2) 財政学Ⅱ(2) 

地方財政論Ⅰ(2) 地方財政論Ⅱ(2) 公共経済論Ⅰ(2) 

公共経済論Ⅱ(2)     

 


