
 

 

 

 

 

 

文学研究科 

A．言語・文化専攻(博士前期課程) 

1 授業科目、単位数 

  類別 授業科目(単位) 

英語圏文化研究コース 必修科目 英語圏文化学基礎研究演習(2) 英語圏文化学特殊研究演習(2) 

英語圏文化学論文指導演習(2) 英語圏文化学修士論文演習(2) 

選択科目 イギリス文化学研究 AⅠ(2) イギリス文化学研究 AⅡ(2) 

イギリス文化学研究 BⅠ(2) イギリス文化学研究 BⅡ(2) 

イギリス文化学研究 CⅠ(2) イギリス文化学研究 CⅡ(2) 

アメリカ文化学研究 AⅠ(2) アメリカ文化学研究 AⅡ(2) 

アメリカ文化学研究 BⅠ(2) アメリカ文化学研究 BⅡ(2) 

アメリカ文化学研究 CⅠ(2) アメリカ文化学研究 CⅡ(2) 

英語圏文化学研究AⅠ(2) 英語圏文化学研究AⅡ(2) 

英語圏文化学研究 BⅠ(2) 英語圏文化学研究 BⅡ(2) 

英語運用実習 A(2) 英語運用実習 B(2) 

英語運用実習 C(2) 英語運用実習 D(2) 

英語運用実習 E(2)   

自由科目 ・他の研究コースの選択科目 

・学則第 13条に定める科目 

応用言語学・英語教育研究コース 必修科目 応用言語学基礎研究演習(2) 応用言語学特殊研究演習(2) 

応用言語学論文指導演習(2) 応用言語学修士論文演習(2) 

選択科目 言語学研究 AⅠ(2) 言語学研究 AⅡ(2) 

言語学研究 BⅠ(2) 言語学研究 BⅡ(2) 

コミュニケーション学研究Ⅰ(2) コミュニケーション学研究Ⅱ(2) 

英語教育研究AⅠ(2) 英語教育研究AⅡ(2) 

英語教育研究 BⅠ(2) 英語教育研究 BⅡ(2) 

修了に必要な単位数（大学院） 

情報公表 - 教育情報の公表 



英語教育研究CⅠ(2) 英語教育研究 CⅡ(2) 

応用言語学研究 AⅠ(2) 応用言語学研究 AⅡ(2) 

応用言語学研究 BⅠ(2) 応用言語学研究 BⅡ(2) 

英語学研究 AⅠ(2) 英語学研究 AⅡ(2) 

英語学研究 BⅠ(2) 英語学研究 BⅡ(2) 

英語運用実習 A(2) 英語運用実習 B(2) 

英語運用実習 C(2) 英語運用実習 D(2) 

英語運用実習 E(2)   

自由科目 ・他の研究コースの選択科目 

・学則第 13条に定める科目 

国際文化・メディア文化研究コース 必修科目 国際文化学基礎研究演習(2) 国際文化学特殊研究演習(2) 

国際文化学論文指導演習(2) 国際文化学修士論文演習(2) 

選択科目 比較文化学研究 AⅠ(2) 比較文化学研究 AⅡ(2) 

比較文化学研究 BⅠ(2) 比較文化学研究 BⅡ(2) 

比較文化学研究CⅠ(2) 比較文化学研究 CⅡ(2) 

日本文化学研究 AⅠ(2) 日本文化学研究 AⅡ(2) 

日本文化学研究 BⅠ(2) 日本文化学研究 BⅡ(2) 

日本文化学研究CⅠ(2) 日本文化学研究 CⅡ(2) 

アジア文化学研究 AⅠ(2) アジア文化学研究 AⅡ(2) 

アジア文化学研究 BⅠ(2) アジア文化学研究 BⅡ(2) 

アジア文化学研究 BⅢ(2) アジア文化学研究 BⅣ(2) 

アジア文化学研究CⅠ(2) アジア文化学研究 CⅡ(2) 

アジア文化学研究CⅢ(2) アジア文化学研究 CⅣ(2) 

ヨーロッパ文化学研究 AⅠ(2) ヨーロッパ文化学研究 AⅡ(2) 

ヨーロッパ文化学研究 BⅠ(2) ヨーロッパ文化学研究 BⅡ(2) 

ヨーロッパ文化学研究 CⅠ(2) ヨーロッパ文化学研究 CⅡ(2) 

メディア文化学研究AⅠ(2) メディア文化学研究AⅡ(2) 

メディア文化学研究 BⅠ(2) メディア文化学研究 BⅡ(2) 

メディア文化学研究 CⅠ(2) メディア文化学研究 CⅡ(2) 

コミュニケーション学研究Ⅰ(2) コミュニケーション学研究Ⅱ(2) 



自由科目 ・他の研究コースの選択科目 

・学則第 13条に定める科目 

日本語・日本文化研究コース 必修科目 日本語・日本文化学基礎研究演習(2) 日本語・日本文化学特殊研究演習(2) 

日本語・日本文化学論文指導演習(2) 日本語・日本文化学修士論文演習(2) 

選択科目 日本文化学研究 AⅠ(2) 日本文化学研究 AⅡ(2) 

日本文化学研究 BⅠ(2) 日本文化学研究 BⅡ(2) 

日本文化学研究CⅠ(2) 日本文化学研究 CⅡ(2) 

日本文化史研究Ⅰ(2) 日本文化史研究Ⅱ(2) 

日本史学研究Ⅰ(2) 日本史学研究Ⅱ(2) 

日本文学研究Ⅰ(2) 日本文学研究Ⅱ(2) 

日本語学研究AⅠ(2) 日本語学研究AⅡ(2) 

日本語学研究 BⅠ(2) 日本語学研究 BⅡ(2) 

日本語学研究CⅠ(2) 日本語学研究 CⅡ(2) 

日本語教育学研究AⅠ(2) 日本語教育学研究AⅡ(2) 

日本語教育学研究 BⅠ(2) 日本語教育学研究 BⅡ(2) 

日本語教育学研究CⅠ(2) 日本語教育学研究 CⅡ(2) 

比較文化学研究 AⅠ(2) 比較文化学研究 AⅡ(2) 

アジア文化学研究 AⅠ(2) アジア文化学研究 AⅡ(2) 

アジア文化学研究 BⅠ(2) アジア文化学研究 BⅡ(2) 

アジア文化学研究 BⅢ(2) アジア文化学研究 BⅣ(2) 

応用言語学研究 AⅠ(2) 応用言語学研究 AⅡ(2) 

応用言語学研究 BⅠ(2) 応用言語学研究 BⅡ(2) 

英語学研究 AⅠ(2) 英語学研究 AⅡ(2) 

英語学研究 BⅠ(2) 英語学研究 BⅡ(2) 

自由科目 ・他の研究コースの選択科目 

・学則第 13条に定める科目 

 

  



B.比較文化学専攻(博士後期課程) 

1 授業科目、単位数 

類別 授業科目(単位) 

必修科目 比較文化学研究基礎演習Ⅰ(2) 比較文化学研究基礎演習Ⅱ(2) 

比較文化学研究推進演習Ⅰ(2) 比較文化学研究推進演習Ⅱ(2) 

比較文化学研究指導演習Ⅰ(2) 比較文化学研究指導演習Ⅱ(2) 

選択科目 英語圏文化学研究講義AⅠ(2) 英語圏文化学研究講義AⅡ(2) 

英語圏文化学研究講義 BⅠ(2) 英語圏文化学研究講義 BⅡ(2) 

国際文化学研究講義 AⅠ(2) 国際文化学研究講義 AⅡ(2) 

国際文化学研究講義 BⅠ(2) 国際文化学研究講義 BⅡ(2) 

国際文化学研究講義 CⅠ(2) 国際文化学研究講義 CⅡ(2) 

国際文化学研究講義 DⅠ(2) 国際文化学研究講義 DⅡ(2) 

応用言語学研究講義 AⅠ(2) 応用言語学研究講義 AⅡ(2) 

応用言語学研究講義 BⅠ(2) 応用言語学研究講義 BⅡ(2) 

応用言語学研究講義 CⅠ(2) 応用言語学研究講義CⅡ(2) 

日本語・日本文化学研究講義 AⅠ(2) 日本語・日本文化学研究講義 AⅡ(2) 

日本語・日本文化学研究講義 BⅠ(2) 日本語・日本文化学研究講義 BⅡ(2) 

 

  



経営学研究科 

A．経営学専攻(博士前期課程) 

1 授業科目、単位数 

類別 授業科目(単位) 

必修科目 演習 A(2) 演習 B(2) 演習 C(2) 

演習 D(2) 

選択必修科目 外国文献研究(英米)A(2) 外国文献研究(英米)B(2) 

外国文献研究(韓国)A(2) 外国文献研究(韓国)B(2) 

外国文献研究(中国)A(2) 外国文献研究(中国)B(2) 

外国文献研究(日本)A(2) 外国文献研究(日本)B(2) 

日本語リーディング A(1) 日本語リーディング B(1) 

アカデミックライティング A(1) アカデミックライティング B(1) 

英語コミュニケーション(2) 簿記(2) 

経営情報処理(2)   

選択科目 経営学研究(2) 経営倫理学研究(2) 

国際経営論研究 A(2) 国際経営論研究 B(2) 

経営学史研究(2) 経営史研究(2) 

企業論研究(2)   

中小企業論研究Ⅰ(2) 中小企業論研究Ⅱ(2) 

経営管理論研究 A(2) 経営管理論研究 B(2) 

経営財務論研究(2)   

経営労務論研究 A(2) 経営労務論研究 B(2) 

生産管理論研究(2) プログラム評価論研究(2) 

マーケティング論研究 A(2) マーケティング論研究 B(2) 

国際マーケティング論研究(2) 流通論研究(2) 

エンタティンメント・ビジネス研究(2) 地域経営論研究(2) 

フードシステム論研究(2)   

証券論研究Ⅰ(2) 証券論研究Ⅱ(2) 

経営情報イノベーション研究 A(2) 経営情報イノベーション研究 B(2) 

ネットビジネス研究(2) 社会ビジネス研究(2) 

経営統計学研究(2)   



オペレーションズマネジメント研究 A(2) オペレーションズマネジメント研究 B(2) 

財務会計論研究Ⅰ(2) 財務会計論研究Ⅱ(2) 

経営分析研究 A(2) 経営分析研究 B(2) 

管理会計論研究 A(2) 管理会計論研究 B(2) 

コスト・マネジメント研究(2)   

税務会計研究(2)   

監査論研究(2) 教育経営学研究(2) 

博物館経営論研究(2) 図書館情報経営研究(2) 

知的財産制度研究(2)   

異文化コミュニケーション研究 A(2) 異文化コミュニケーション研究 B(2) 

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)   

経営学特別講義 A(2) 経営学特別講義 B(2) 

経営学特別講義Ⅰ(2) 経営学特別講義Ⅱ(2) 

 

  



B.経営学専攻(博士後期課程) 

1 授業科目、単位数 

類別 授業科目(単位) 

必修科目 演習科目 特殊演習 A(2) 特殊演習 B(2) 

特殊演習 C(2) 特殊演習 D(2) 

特殊演習 E(2) 特殊演習 F(2) 

選択科目 講義科目 経営学特殊研究 A(2) 経営学特殊研究 B(2) 

経営管理論特殊研究 A(2) 経営管理論特殊研究 B(2) 

経営情報論特殊研究 A(2) 経営情報論特殊研究 B(2) 

会計学特殊研究 A(2) 会計学特殊研究 B(2) 

商学特殊研究 A(2) 商学特殊研究 B(2) 

経営学特別講義(2)～(4)   

 

  



経済学研究科 

A．応用経済学専攻(博士前期課程) 

1 授業科目、単位数 

類別 授業科目(単位) 

必修科目 演習 A(2) 演習 B(2) 演習 C(2) 演習 D(2) 

選択科目 地域経済論研究Ⅰ(2) 地域経済論研究Ⅱ(2) 

地域政策研究Ⅰ(2) 地域政策研究Ⅱ(2) 

中小企業論研究Ⅰ(2) 中小企業論研究Ⅱ(2) 

都市史研究Ⅰ(2) 都市史研究Ⅱ(2) 

日本経済論研究Ⅰ(2) 日本経済論研究Ⅱ(2) 

産業組織論研究Ⅰ(2) 産業組織論研究Ⅱ(2) 

経済政策研究Ⅰ(2) 経済政策研究Ⅱ(2) 

経済統計研究Ⅰ(2) 経済統計研究Ⅱ(2) 

地域産業論研究Ⅰ(2) 地域産業論研究Ⅱ(2) 

環境経済論研究Ⅰ(2) 環境経済論研究Ⅱ(2) 

産業技術論研究Ⅰ(2) 産業技術論研究Ⅱ(2) 

地域エネルギー論研究Ⅰ(2) 地域エネルギー論研究Ⅱ(2) 

経済地理学研究Ⅰ(2) 経済地理学研究Ⅱ(2) 

労働経済学研究Ⅰ(2) 労働経済学研究Ⅱ(2) 

公共経済論研究Ⅰ(2) 公共経済論研究Ⅱ(2) 

財政学研究Ⅰ(2) 財政学研究Ⅱ(2) 

租税論研究Ⅰ(2) 租税論研究Ⅱ(2) 

税法研究Ⅰ(2) 税法研究Ⅱ(2) 

日本財政論研究Ⅰ(2) 日本財政論研究Ⅱ(2) 

金融論研究Ⅰ(2) 金融論研究Ⅱ(2) 

銀行論研究Ⅰ(2) 銀行論研究Ⅱ(2) 

金融政策研究Ⅰ(2) 金融政策研究Ⅱ(2) 

ファイナンス研究Ⅰ(2) ファイナンス研究Ⅱ(2) 

国際経済学研究Ⅰ(2) 国際経済学研究Ⅱ(2) 

国際金融論研究Ⅰ(2) 国際金融論研究Ⅱ(2) 

国際投資論研究Ⅰ(2) 国際投資論研究Ⅱ(2) 



中国経済論研究Ⅰ(2) 中国経済論研究Ⅱ(2) 

アジア経済基礎研究Ⅰ(2) アジア経済基礎研究Ⅱ(2) 

アジア産業論研究Ⅰ(2) アジア産業論研究Ⅱ(2) 

アジア経済研究Ⅰ(2) アジア経済研究Ⅱ(2) 

ASEAN経済研究Ⅰ(2) ASEAN経済研究Ⅱ(2) 

アメリカ経済研究Ⅰ(2) アメリカ経済研究Ⅱ(2) 

ヨーロッパ経済研究Ⅰ(2) ヨーロッパ経済研究Ⅱ(2) 

ロシア・東欧経済研究Ⅰ(2) ロシア・東欧経済研究Ⅱ(2) 

マクロ経済学研究Ⅰ(2) マクロ経済学研究Ⅱ(2) 

ミクロ経済学研究Ⅰ(2) ミクロ経済学研究Ⅱ(2) 

経済原論研究Ⅰ(2) 経済原論研究Ⅱ(2) 

計量経済学研究Ⅰ(2) 計量経済学研究Ⅱ(2) 

経済学史研究Ⅰ(2) 経済学史研究Ⅱ(2) 

日本経済史研究Ⅰ(2) 日本経済史研究Ⅱ(2) 

西洋経済史研究Ⅰ(2) 西洋経済史研究Ⅱ(2) 

経済数学研究Ⅰ(2) 経済数学研究Ⅱ(2) 

社会思想史研究Ⅰ(2) 社会思想史研究Ⅱ(2) 

外国文献研究(英米)Ⅰ(2) 外国文献研究(英米)Ⅱ(2) 

外国文献研究(中国)Ⅰ(2) 外国文献研究(中国)Ⅱ(2) 

外国文献研究(日本)Ⅰ(2) 外国文献研究(日本)Ⅱ(2) 

経済学特別講義(2)～(4)   

 

  



B．応用経済学専攻(博士後期課程) 

1 授業科目、単位数 

類別 授業科目(単位) 

必修科目 演習科目 特殊演習 A(2) 特殊演習 B(2) 

特殊演習 C(2) 特殊演習 D(2) 

特殊演習 E(2) 特殊演習 F(2) 

選択科目 講義科目 地域エネルギー論特殊研究Ⅰ(2) 地域エネルギー論特殊研究Ⅱ(2) 

地域政策特殊研究Ⅰ(2) 地域政策特殊研究Ⅱ(2) 

地域経済論特殊研究Ⅰ(2) 地域経済論特殊研究Ⅱ(2) 

都市史特殊研究Ⅰ(2) 都市史特殊研究Ⅱ(2) 

経済地理学特殊研究Ⅰ(2) 経済地理学特殊研究Ⅱ(2) 

産業技術論特殊研究Ⅰ(2) 産業技術論特殊研究Ⅱ(2) 

日本経済論特殊研究Ⅰ(2) 日本経済論特殊研究Ⅱ(2) 

産業組織論特殊研究Ⅰ(2) 産業組織論特殊研究Ⅱ(2) 

財政学特殊研究Ⅰ(2) 財政学特殊研究Ⅱ(2) 

租税論特殊研究Ⅰ(2) 租税論特殊研究Ⅱ(2) 

金融論特殊研究Ⅰ(2) 金融論特殊研究Ⅱ(2) 

銀行論特殊研究Ⅰ(2) 銀行論特殊研究Ⅱ(2) 

金融政策特殊研究Ⅰ(2) 金融政策特殊研究Ⅱ(2) 

経済政策特殊研究Ⅰ(2) 経済政策特殊研究Ⅱ(2) 

国際経済学特殊研究Ⅰ(2) 国際経済学特殊研究Ⅱ(2) 

アジア経済特殊研究Ⅰ(2) アジア経済特殊研究Ⅱ(2) 

ミクロ経済学特殊研究Ⅰ(2) ミクロ経済学特殊研究Ⅱ(2) 

マクロ経済学特殊研究Ⅰ(2) マクロ経済学特殊研究Ⅱ(2) 

経済原論特殊研究Ⅰ(2) 経済原論特殊研究Ⅱ(2) 

計量経済学特殊研究Ⅰ(2) 計量経済学特殊研究Ⅱ(2) 

経済統計特殊研究Ⅰ(2) 経済統計特殊研究Ⅱ(2) 

経済学史特殊研究Ⅰ(2) 経済学史特殊研究Ⅱ(2) 

経済数学特殊研究Ⅰ(2) 経済数学特殊研究Ⅱ(2) 

 

  



社会学研究科 

A．応用社会学専攻(博士前期課程) 

1 授業科目、単位数 

類別 授業科目(単位) 

必修科目 演習 A(2) 演習 B(2) 

演習 C(2) 演習 D(2) 

選択科目 産業問題論研究ⅠA(労使関係)(2) 産業問題論研究ⅠB(労使関係)(2) 

産業問題論研究ⅡA(社会政策)(2) 産業問題論研究ⅡB(社会政策)(2) 

産業問題論研究ⅢA(産業心理)(2) 産業問題論研究ⅢB(産業心理)(2) 

地域社会論研究 A(2) 地域社会論研究 B(2) 

家族社会学研究 A(2) 家族社会学研究 B(2) 

現代社会論研究 A(2) 現代社会論研究 B(2) 

環境社会学研究 A(2) 環境社会学研究 B(2) 

生態学研究 A(2) 生態学研究 B(2) 

心理学研究 A(2) 心理学研究 B(2) 

社会運動論研究 A(2) 社会運動論研究 B(2) 

フィールドワーク研究 A(2) フィールドワーク研究 B(2) 

広報社会学研究 A(2) 広報社会学研究 B(2) 

現代生活文化論研究ⅠA(2) 現代生活文化論研究ⅠB(2) 

現代生活文化論研究ⅡA(2) 現代生活文化論研究ⅡB(2) 

現代思想論研究 A(2) 現代思想論研究 B(2) 

文化社会学研究ⅠA(2) 文化社会学研究ⅠB(2) 

文化社会学研究ⅡA(2) 文化社会学研究ⅡB(2) 

コミュニケーション論研究ⅠA(2) コミュニケーション論研究ⅠB(2) 

コミュニケーション論研究ⅡA(2) コミュニケーション論研究ⅡB(2) 

都市文化論研究 A(2) 都市文化論研究 B(2) 

科学思想史研究 A(2) 科学思想史研究 B(2) 

日本文化論研究 A(2) 日本文化論研究 B(2) 

子ども家庭福祉論研究 A(2) 子ども家庭福祉論研究 B(2) 

障害者福祉論研究 A(2) 障害者福祉論研究 B(2) 



高齢者福祉論研究 A(2) 高齢者福祉論研究 B(2) 

介護福祉論研究 A(2) 介護福祉論研究 B(2) 

地域福祉論研究 A(2) 地域福祉論研究 B(2) 

精神保健福祉論研究ⅠA(2) 精神保健福祉論研究ⅠB(2) 

精神保健福祉論研究ⅡA(2) 精神保健福祉論研究ⅡB(2) 

ソーシャルワーク論研究 A(2) ソーシャルワーク論研究 B(2) 

グループワーク論研究 A(2) グループワーク論研究 B(2) 

国際社会福祉論研究 A(2) 国際社会福祉研究 B(2) 

社会保障論研究 A(2) 社会保障論研究 B(2) 

福祉レクリエーション論研究 A(2) 福祉レクリエーション論研究 B(2) 

発達支援論研究 A(2) 発達支援論研究 B(2) 

社会学理論研究 A(2) 社会学理論研究 B(2) 

社会学史研究 A(2) 社会学史研究 B(2) 

社会調査論研究 A(2) 社会調査論研究 B(2) 

社会調査論研究 C(2)   

 

  



 

B．応用社会学専攻(博士後期課程) 

1 授業科目、単位数 

類別 授業科目(単位) 

必修科目 演習科目 特殊演習 A(2) 特殊演習 B(2) 特殊演習 C(2) 

特殊演習 D(2) 特殊演習 E(2) 特殊演習 F(2) 

選択科目 講義科目 産業問題論Ⅰ(労使関係)特殊研究 A(2) 産業問題論Ⅰ(労使関係)特殊研究 B(2) 

産業問題論Ⅱ(社会政策)特殊研究 A(2) 産業問題論Ⅱ(社会政策)特殊研究 B(2) 

産業問題論Ⅲ(産業心理)特殊研究 A(2) 産業問題論Ⅲ(産業心理)特殊研究 B(2) 

家族社会学特殊研究 A(2) 家族社会学特殊研究 B(2) 

現代社会論特殊研究 A(2) 現代社会論特殊研究 B(2) 

広報社会学特殊研究 A(2) 広報社会学特殊研究 B(2) 

都市文化論特殊研究 A(2) 都市文化論特殊研究 B(2) 

文化社会学特殊研究 A(2) 文化社会学特殊研究 B(2) 

教育心理学特殊研究 A(2) 教育心理学特殊研究 B(2) 

高齢者福祉論特殊研究 A(2) 高齢者福祉論特殊研究 B(2) 

地域福祉論特殊研究 A(2) 地域福祉論特殊研究 B(2) 

精神保健福祉論特殊研究 A(2) 精神保健福祉論特殊研究 B(2) 

スピリチュアルケア特殊研究 A(2) スピリチュアルケア特殊研究 B(2) 

ソーシャルワーク論特殊研究 A(2) ソーシャルワーク論特殊研究 B(2) 

社会調査論特殊研究 A(2) 社会調査論特殊研究 B(2) 

 


