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◎印は必修科目
卒業要件単位

◎法学入門Ａ (2) ◎プレゼミナールⅠ (2)
◎プレゼミナールⅡ (2) ◎プレゼミナールⅢ (2)

◎プレゼミナールⅣ (2)
◎コンピュータ・リテラシー
Ⅰ

(1)

◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2)
地域インターンシップ (4) まちづくり実践 (2)
課題解決プロジェクト (2) ボランティア実習 (1)
地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ａ (2) 森林文化Ｂ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域企業論 (2)
地域とスポーツ (2) 地域と社会 (2)
地域と歴史 (2) (2)
哲学Ａ (2) 哲学Ｂ (2)
倫理学Ａ (2) 倫理学Ｂ (2)
芸術学 (2) 文学Ａ (2)
文学Ｂ (2) 文化人類学Ａ (2)
文化人類学Ｂ (2) こころの科学Ａ (2)
こころの科学Ｂ (2) 北欧文化論 (2)
ドイツ語と文化 (2) フランス語と文化 (2)
中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)
日本語教育入門 (2) 健康・スポーツ実習Ⅰ (1)
健康・スポーツ実習Ⅱ (1)
法学Ａ (2) 法学Ｂ (2)
政治学 (2) 経済学Ａ (2)
経済学Ｂ (2) 社会学Ａ (2)
社会学Ｂ (2) 歴史学Ａ (2)
歴史学Ｂ (2) 観光学 (2)
現代科学Ａ (2) 現代科学Ｂ (2)
地球科学 (2) 環境生物学Ａ (2)
環境生物学Ｂ (2) 生命の科学Ａ (2)
生命の科学Ｂ (2) からだの科学Ａ (2)
からだの科学Ｂ (2) データサイエンス入門 (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教 (2)
現代と文学 (2) コミュニケーション論 (2)
インターネット文化論 (2) 映像文化論 (2)
アニメーション文化論 (2) 子ども文化論 (2)
多文化共生論 (2) 現代人と心理 (2)
世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
労働と社会 (2) ジェンダー論 (2)
老人福祉論 (2) 地域福祉論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 現代社会とメディア (2)
人工知能概論 (2) データリテラシー入門 (1)
生涯スポーツ演習Ａ (2) 生涯スポーツ演習Ｂ (2)
英語総合Ⅰ (1) 英語総合Ⅱ (1)
英語表現Ⅰ (1) 英語表現Ⅱ (1)
ドイツ語総合Ⅰ (1) ドイツ語総合Ⅱ (1)
ドイツ語表現Ⅰ (1) ドイツ語表現Ⅱ (1)
フランス語総合Ⅰ (1) フランス語総合Ⅱ (1)
フランス語表現Ⅰ (1) フランス語表現Ⅱ (1)
中国語総合Ⅰ (1) 中国語総合Ⅱ (1)
中国語表現Ⅰ (1) 中国語表現Ⅱ (1)
韓国語総合Ⅰ (1) 韓国語総合Ⅱ (1)
韓国語表現Ⅰ (1) 韓国語表現Ⅱ (1)
日本語総合Ⅰ (1) 日本語総合Ⅱ (1)
日本語表現Ⅰ (1) 日本語表現Ⅱ (1)
英語演習Ａ (2) 英語演習Ｂ (2)
ドイツ語演習Ａ (2) ドイツ語演習Ｂ (2)
フランス語演習Ａ (2) フランス語演習Ｂ (2)
中国語演習Ａ (2) 中国語演習Ｂ (2)
韓国語演習Ａ (2) 韓国語演習Ｂ (2)
日本語演習Ａ (2) 日本語演習Ｂ (2)
海外語学演習 (4)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)

演習科目群 必修８単位

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目

４単位(いずれか１か国語
選択)
(日本語は留学生のみ)

自
由
選
択
外
国

語
科
目

(日本語は留学生のみ)

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

４単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

１２単位以上

社会と生活

環境と人間

キャリア教育科目群
必修４単位を
含む６単位以上

１．法学部法律学科（令和３年度以降入学者適用）
科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１２単位



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
◎民法概論 (2) ◎憲法概論 (2)
◎刑法概論 (2)
法学入門Ｂ (2) 行政法概論 (2)
商法概論 (2) 政治学概論 (2)
法律実務演習Ａ (2) 法律実務演習Ｂ (2)
地方政治論 (2) 行政学 (2)
政治外交史Ａ (2) 政治外交史Ｂ (2)
国際関係論 (2) 国際法Ａ (2)
国際法Ｂ (2) 法史学 (2)
法哲学 (2) 法社会学 (2)
法と心理学 (2) 情報法 (2)
日本史概論Ａ (2) 日本史概論Ｂ (2)
外国史概論Ａ (2) 外国史概論Ｂ (2)
地理学概論Ａ (2) 地理学概論Ｂ (2)
地誌学概論Ａ (2) 地誌学概論Ｂ (2)
哲学概論Ａ (2) 哲学概論Ｂ (2)
倫理学概論Ａ (2) 倫理学概論Ｂ (2)
社会学概論Ａ (2) 社会学概論Ｂ (2)
人文地理学Ａ (2) 人文地理学Ｂ (2)
自然地理学Ａ (2) 自然地理学Ｂ (2)
古代・中世日本史 (2) 近現代日本史 (2)
東洋史 (2) 西洋史 (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
財政学Ⅰ (2) 財政学Ⅱ (2)
スポーツ指導者論 (2) スポーツ社会学 (2)
健康とスポーツの医学Ｂ (2) スポーツと法 (2)
トレーニングサイエンス (2) スポーツ栄養学 (2)
発育・発達とスポーツ (2) スポーツ・マネジメント (2)
スポーツ心理学 (2) スポーツコーチング論 (2)
数的処理 (2) 公務員試験対策演習Ａ (2)
公務員試験対策演習Ｂ (2) 公務員試験対策演習Ｃ (2)
宅建試験対策演習 (2) 行政書士試験対策演習 (2)
公務員論作文対策演習 (2)
民法（債権各論）Ａ (2) 民法（債権各論）Ｂ (2)
民法（物権） (2) 民法（相続） (2)
民法（債権総論）Ａ (2) 民法（債権総論）Ｂ (2)
会社法(設立・株式)Ａ (2) 会社法(設立・株式）Ｂ (2)
会社法（機関）Ａ (2) 会社法（機関）Ｂ (2)
商法総則・商行為法 (2) 手形法・小切手法 (2)
電子マネーと法 (2) 金融商品取引法 (2)
倒産法 (2) 消費者法 (2)
民事執行法 (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 (2)
税法 (2) 経営学入門Ⅰ (2)
経営学入門Ⅱ (2) 会計学総論Ⅰ (2)
会計学総論Ⅱ (2) 簿記原理Ⅰ (2)
簿記原理Ⅱ (2) 応用簿記原理Ⅰ (2)
応用簿記原理Ⅱ (2) 原価計算論Ⅰ (2)
原価計算論Ⅱ (2) ビジネス法務演習Ａ (2)
ビジネス法務演習Ｂ (2)
憲法(基本的人権)Ａ (2) 憲法（基本的人権）Ｂ (2)
憲法（統治機構）Ａ (2) 憲法（統治機構）Ｂ (2)
刑法総論Ａ (2) 刑法総論Ｂ (2)
刑法各論Ａ (2) 刑法各論Ｂ (2)
刑事訴訟法Ａ (2) 刑事訴訟法Ｂ (2)
刑事政策Ａ (2) 刑事政策Ｂ (2)
行政法総論Ａ (2) 行政法総論Ｂ (2)
消費者法 (2) 民法（親族） (2)
矯正心理学 (2) 捜査心理学 (2)
公務員への道Ａ (2) 公務員への道Ｂ (2)
公務員への道Ｃ (2) 公務員への道Ｄ (2)
救急処置法 (2) 災害と法 (2)
消防と法 (2) 警察と法 (2)

就
職
対

策
系

コ
ー

ス
専
攻
科
目

企
業
と
法
コ
ー

ス
科
目

警
察
・
消
防
コ
ー

ス
科
目

専
攻
科
目
群

コース共通
基礎科目

必修６単位

コ
ー

ス
共
通
発
展
科
目

専
門
法
学
系

５２単位以上(内２２単
位以上は、所属するコー
スの専攻科目群から履修
しなければならない。)

一
般
社
会
科
学
系

ス
ポ
ー

ツ

系



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
憲法（基本的人権）Ａ (2) 憲法（基本的人権）Ｂ (2)
憲法（統治機構）Ａ (2) 憲法（統治機構）Ｂ (2)
民法（総則）Ａ (2) 民法（総則）Ｂ (2)
民法（物権） (2) 民法（担保物権） (2)
民法（債権各論）Ａ (2) 民法（債権各論）Ｂ (2)
民法（債権総論）Ａ (2) 民法（債権総論）Ｂ (2)
民法（相続） (2) 民法（親族） (2)
刑法総論Ａ (2) 刑法総論Ｂ (2)
刑法各論Ａ (2) 刑法各論Ｂ (2)
会社法(設立・株式)Ａ (2) 会社法(設立・株式）Ｂ (2)
会社法（機関）Ａ (2) 会社法（機関）Ｂ (2)
刑事訴訟法Ａ (2) 刑事訴訟法Ｂ (2)
民事訴訟法Ａ (2) 民事訴訟法Ｂ (2)
倒産法 (2) 民事執行法 (2)
行政法総論Ａ (2) 行政法総論Ｂ (2)
行政手続と行政争訟Ａ (2) 行政手続と行政争訟Ｂ (2)
災害と法 (2) 地方自治法 (2)
労働法Ａ (2) 労働法Ｂ (2)
ミクロ経済学Ⅰ (2) ミクロ経済学Ⅱ (2)
マクロ経済学Ⅰ (2) マクロ経済学Ⅱ (2)
公務員への道Ａ (2) 公務員への道Ｂ (2)
公務員への道Ｃ (2) 公務員への道Ｄ (2)
地域行政と法 (2)

５２単位以上(内２２単
位以上は、所属するコー
スの専攻科目群から履修
しなければならない。)

合計１２４単位以上

専
攻
科
目
群

コ
ー

ス
専
攻
科
目

法
職
・
行
政
職
公
務
員
コ
ー

ス



大学学則

[別表第Ⅰ]

◎印は必修科目

卒業要件単位
◎法学入門Ⅰ (2) ◎プレゼミナールⅠ (2)

◎プレゼミナールⅡ (2) ◎プレゼミナールⅢ (2)
◎プレゼミナールⅣ (2) ◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)

◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)

◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)
まちづくり実践 (2) ボランティア実習 (1)

地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域産業論 (2)
地域企業論 (2) 地域とスポーツ (2)
地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)
地域と政治 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)

倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)

言語学 (2) 芸術学 (2)

文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)

文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)

こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)

北欧文化論 (2) ドイツ語と文化 (2)

フランス語と文化 (2) スペイン語と文化 (2)

中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)

日本語教育入門 (2) 健康・スポーツ実習Ⅰ (1)

健康・スポーツ実習Ⅱ (1)

法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)

政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)

経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)

社会学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)

歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)

現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)

地球科学 (2) 環境生物学Ⅰ (2)

環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)

生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)

からだの科学Ⅱ (2)

比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)

現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)

現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)

コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)

映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)

子ども文化論 (2) 多文化共生論 (2)

現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)

世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)

国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)

ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)

ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)

社会福祉論Ⅱ (2) ホスピタリティ論 (2)

現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)

健康・スポーツ演習Ⅰ (2) 健康・スポーツ演習Ⅱ (2)

キャリア教育科目群
必修４単位を

含む６単位以上

２．法学部法律学科（平成３０年度から令和２年度入学者適用）
科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１２単位

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

６単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

１２単位以上

社会と生活

環境と人間

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)

英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)

ドイツ語ⅠA (1) ドイツ語ⅠB (1)

ドイツ語ⅡA (1) ドイツ語ⅡB (1)

フランス語ⅠA (1) フランス語ⅠB (1)

フランス語ⅡA (1) フランス語ⅡB (1)

中国語ⅠA (1) 中国語ⅠB (1)

中国語ⅡA (1) 中国語ⅡB (1)

韓国語ⅠA (1) 韓国語ⅠB (1)

韓国語ⅡA (1) 韓国語ⅡB (1)

日本語ⅠA (1) 日本語ⅠB (1)

日本語ⅡA (1) 日本語ⅡB (1)

英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語文法A (1) 日本語文法B (1)

総合日本語A (1) 総合日本語B (1)

海外語学演習 (4)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
◎民法概論 (2) ◎憲法概論 (2)
◎刑法概論 (2)
法学入門Ⅱ (2) 行政法概論 (2)
商法概論 (2) 政治学概論 (2)
地方政治論 (2) 行政学Ⅰ (2)
行政学Ⅱ (2) 政治外交史Ⅰ (2)
政治外交史Ⅱ (2) 日本政治論 (2)
地域政策論 (2) 国際関係論 (2)
国際法Ⅰ (2) 国際法Ⅱ (2)
法史学 (2) 法哲学 (2)
法社会学 (2) 法と心理学 (2)
外国法 (2) 情報法 (2)
専門総合講義Ⅰ (2) 専門総合講義Ⅱ (2)
日本史概論Ⅰ (2) 日本史概論Ⅱ (2)
外国史概論Ⅰ (2) 外国史概論Ⅱ (2)
地理学概論Ⅰ (2) 地理学概論Ⅱ (2)
地誌学概論Ⅰ (2) 地誌学概論Ⅱ (2)
哲学概論Ⅰ (2) 哲学概論Ⅱ (2)
倫理学概論Ⅰ (2) 倫理学概論Ⅱ (2)
社会学概論Ⅰ (2) 社会学概論Ⅱ (2)
人文地理学Ⅰ (2) 人文地理学Ⅱ (2)
自然地理学Ⅰ (2) 自然地理学Ⅱ (2)
古代・中世日本史 (2) 近現代日本史 (2)
東洋史 (2) 西洋史 (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
財政学Ⅰ (2) 財政学Ⅱ (2)
スポーツ指導論 (2) スポーツ社会学 (2)
健康とスポーツの医学 (2) スポーツと法 (2)
トレーニングの科学 (2) スポーツ栄養学 (2)
発育・発達とスポーツ (2) スポーツ・マネジメント (2)
スポーツ心理学 (2)
時事入門 (2) 数的処理入門 (2)
SPI対策演習 (2) 公務員試験対策演習Ⅰ (2)
公務員試験対策演習Ⅱ (2) 公務員試験対策演習Ⅲ (2)
公務員試験対策演習Ⅳ (2) 公務員論作文対策演習 (2)
宅建試験対策演習 (2) 行政書士試験対策演習 (2)
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目

４単位
(いずれか１か国語選択)
(日本語は留学生のみ)

自
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選
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外
国
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科
目

(日本語は留学生のみ)

演習科目群 必修８単位
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大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

民法（債権総論）Ⅰ (2) 民法（債権総論）Ⅱ (2)
民法（契約）Ⅰ (2) 民法（契約）Ⅱ (2)
民法（不法行為） (2) 民法（相続） (2)
会社法Ⅰ (2) 会社法Ⅱ (2)
商法総則・商行為法Ⅰ (2) 商法総則・商行為法Ⅱ (2)
手形法・小切手法 (2) 電子マネーと法 (2)
金融商品取引法 (2) 倒産法 (2)
消費者法Ⅰ (2) 消費者法Ⅱ (2)
知的財産法Ⅰ (2) 知的財産法Ⅱ (2)
経済法 (2) 税法 (2)
労働法Ⅰ (2) 労働法Ⅱ (2)
社会保障法 (2) 経営学総論Ⅰ (2)
経営学総論Ⅱ (2) 会計学総論Ⅰ (2)
会計学総論Ⅱ (2) 簿記原理Ⅰ (2)
簿記原理Ⅱ (2) 応用簿記原理Ⅰ (2)
応用簿記原理Ⅱ (2) 原価計算論Ⅰ (2)
原価計算論Ⅱ (2) ビジネス法務演習Ⅰ (2)
ビジネス法務演習Ⅱ (2)
憲法（基本的人権）Ⅰ (2) 憲法（基本的人権）Ⅱ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 憲法（統治機構）Ⅱ (2)
刑法総論Ⅰ (2) 刑法総論Ⅱ (2)
刑法各論Ⅰ (2) 刑法各論Ⅱ (2)
刑事訴訟法Ⅰ (2) 刑事訴訟法Ⅱ (2)
少年法 (2) 刑事政策Ⅰ (2)
刑事政策Ⅱ (2) 行政法総論Ⅰ (2)
行政法総論Ⅱ (2) 消費者法Ⅰ (2)
消費者法Ⅱ (2) 民法（不法行為） (2)
被害者学 (2) 捜査心理学 (2)
犯罪心理学Ⅰ(理論) (2) 犯罪心理学Ⅱ(実際) (2)
公務員への道Ⅰ (2) 公務員への道Ⅱ (2)
公務員への道Ⅲ (2) 公務員への道Ⅳ (2)
公務員への道Ⅴ (2) 公務員への道Ⅵ (2)
救急処置法 (2) 警察と法 (2)
消防と法 (2) 災害と法 (2)
法学特別演習Ⅰ (2) 法学特別演習Ⅱ (2)
憲法（基本的人権）Ⅰ (2) 憲法（基本的人権）Ⅱ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 憲法（統治機構）Ⅱ (2)
民法（総則）Ⅰ (2) 民法（総則）Ⅱ (2)
民法（物権） (2) 民法（担保物権） (2)
民法（債権総論）Ⅰ (2) 民法（債権総論）Ⅱ (2)
民法（契約）Ⅰ (2) 民法（契約）Ⅱ (2)
民法（不法行為） (2) 民法（親族） (2)
民法（相続） (2) 刑法総論Ⅰ (2)
刑法総論Ⅱ (2) 刑法各論Ⅰ (2)
刑法各論Ⅱ (2) 会社法（設立・株式）Ⅰ (2)
会社法（設立・株式）Ⅱ (2) 会社法（機関）Ⅰ (2)
会社法（機関）Ⅱ (2) 刑事訴訟法Ⅰ (2)
刑事訴訟法Ⅱ (2) 民事訴訟法Ⅰ (2)
民事訴訟法Ⅱ (2) 民事執行法 (2)
倒産法 (2) 行政法総論Ⅰ (2)
行政法総論Ⅱ (2) 行政手続と行政争訟Ⅰ (2)
行政手続と行政争訟Ⅱ (2) 地方自治法 (2)
労働法Ⅰ (2) 労働法Ⅱ (2)
ミクロ経済学Ⅰ (2) ミクロ経済学Ⅱ (2)
マクロ経済学Ⅰ (2) マクロ経済学Ⅱ (2)
公務員への道Ⅰ (2) 公務員への道Ⅱ (2)
公務員への道Ⅲ (2) 公務員への道Ⅳ (2)
公務員への道Ⅴ (2) 公務員への道Ⅵ (2)
地域行政と法 (2) 災害と法 (2)

合計　１２４単位以上

専
攻
科
目
群

コ
ー

ス
専
攻
科
目

企
業
と
法
コ
ー

ス
科
目

５２単位以上(内２２単
位以上は、所属するコー
スの専攻科目群から履修
しなければならない。)

警
察
・
消
防
コ
ー

ス
科
目

法
職
・
行
政
職
公
務
員
コ
ー

ス
科
目



大学学則

◎印は必修科目

卒業要件単位
◎法学入門Ⅰ (2) ◎プレゼミナールⅠ (2)

◎プレゼミナールⅡ (2) ◎プレゼミナールⅢ (2)
◎プレゼミナールⅣ (2) ◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)

◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)

◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2) 外国大学科目 (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)
まちづくり実践 (2) ボランティア実習 (1)

地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域産業論 (2)
地域企業論 (2) 地域とスポーツ (2)
地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)
地域と政治 (2)
外国大学科目 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)

倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)

言語学 (2) 芸術学 (2)

文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)

文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)

こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)

北欧文化論 (2) ドイツ語と文化 (2)

フランス語と文化 (2) スペイン語と文化 (2)

中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)

日本語教育入門 (2) 健康・スポーツ実習Ⅰ (1)

健康・スポーツ実習Ⅱ (1)

法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)

政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)

経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)

社会学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)

歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)

現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)

地球科学 (2) 環境生物学Ⅰ (2)

環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)

生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)

からだの科学Ⅱ (2)

外国大学科目 (2)

比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)

現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)

現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)

コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)

映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)

子ども文化論 (2) 多文化共生論 (2)

現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)

世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)

国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)

ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)

ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)

社会福祉論Ⅱ (2) ホスピタリティ論 (2)

現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)

健康・スポーツ演習Ⅰ (2) 健康・スポーツ演習Ⅱ (2)

外国大学科目 (2)

キャリア教育科目群
必修４単位を

含む６単位以上

３．法学部法律学科（平成２９年度入学者適用）
科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１２単位

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

６単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

１２単位以上

社会と生活

環境と人間

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)

英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)

ドイツ語ⅠA (1) ドイツ語ⅠB (1)

ドイツ語ⅡA (1) ドイツ語ⅡB (1)

フランス語ⅠA (1) フランス語ⅠB (1)

フランス語ⅡA (1) フランス語ⅡB (1)

中国語ⅠA (1) 中国語ⅠB (1)

中国語ⅡA (1) 中国語ⅡB (1)

韓国語ⅠA (1) 韓国語ⅠB (1)

韓国語ⅡA (1) 韓国語ⅡB (1)

日本語ⅠA (1) 日本語ⅠB (1)

日本語ⅡA (1) 日本語ⅡB (1)

英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語文法A (1) 日本語文法B (1)

総合日本語A (1) 総合日本語B (1)

海外語学演習 (4) 外国大学科目 (2)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
◎民法概論 (2) ◎憲法概論 (2)
◎刑法概論 (2)
法学入門Ⅱ (2) 行政法概論 (2)
商法概論 (2) 政治学概論 (2)
地方政治論 (2) 行政学Ⅰ (2)
行政学Ⅱ (2) 政治外交史Ⅰ (2)
政治外交史Ⅱ (2) 日本政治論 (2)
地域政策論 (2) 国際関係論 (2)
国際法Ⅰ (2) 国際法Ⅱ (2)
法史学 (2) 法哲学 (2)
法社会学 (2) 法と心理学 (2)
外国法 (2) 情報法 (2)
専門総合講義Ⅰ (2) 専門総合講義Ⅱ (2)
日本史概論Ⅰ (2) 日本史概論Ⅱ (2)
外国史概論Ⅰ (2) 外国史概論Ⅱ (2)
地理学概論Ⅰ (2) 地理学概論Ⅱ (2)
地誌学概論Ⅰ (2) 地誌学概論Ⅱ (2)
哲学概論Ⅰ (2) 哲学概論Ⅱ (2)
倫理学概論Ⅰ (2) 倫理学概論Ⅱ (2)
社会学概論Ⅰ (2) 社会学概論Ⅱ (2)
人文地理学Ⅰ (2) 人文地理学Ⅱ (2)
自然地理学Ⅰ (2) 自然地理学Ⅱ (2)
古代・中世日本史 (2) 近現代日本史 (2)
東洋史 (2) 西洋史 (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
財政学Ⅰ (2) 財政学Ⅱ (2)
スポーツ指導論 (2) スポーツ社会学 (2)
健康とスポーツの医学 (2) スポーツと法 (2)
トレーニングの科学 (2) スポーツ栄養学 (2)
発育・発達とスポーツ (2) スポーツ・マネジメント (2)
スポーツ心理学 (2)
時事入門 (2) 数的処理入門 (2)
SPI対策演習 (2) 公務員試験対策演習Ⅰ (2)
公務員試験対策演習Ⅱ (2) 公務員試験対策演習Ⅲ (2)
公務員試験対策演習Ⅳ (2) 公務員論作文対策演習 (2)
宅建試験対策演習 (2) 行政書士試験対策演習 (2)
外国大学科目 (2)

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目

４単位
(いずれか１か国語選択)
(日本語は留学生のみ)

自
由
選
択
外
国
語
科
目

(日本語は留学生のみ)

演習科目群 必修８単位

コース共通
基礎科目

必修６単位

コ
ー

ス
共
通
発
展
科
目

専
門
法
学
系

一
般
社
会
科
学
系

就
職
対
策
系

専
攻
科
目
群

５２単位以上(内２２単
位以上は、所属するコー
スの専攻科目群から履修
しなければならない。)

ス
ポ
ー

ツ
系



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

民法（債権総論）Ⅰ (2) 民法（債権総論）Ⅱ (2)
民法（契約）Ⅰ (2) 民法（契約）Ⅱ (2)
民法（不法行為） (2) 民法（相続） (2)
会社法Ⅰ (2) 会社法Ⅱ (2)
商法総則・商行為法Ⅰ (2) 商法総則・商行為法Ⅱ (2)
手形法・小切手法 (2) 電子マネーと法 (2)
金融商品取引法 (2) 倒産法 (2)
消費者法Ⅰ (2) 消費者法Ⅱ (2)
知的財産法Ⅰ (2) 知的財産法Ⅱ (2)
経済法 (2) 税法 (2)
労働法Ⅰ (2) 労働法Ⅱ (2)
社会保障法 (2) 経営学総論Ⅰ (2)
経営学総論Ⅱ (2) 会計学総論Ⅰ (2)
会計学総論Ⅱ (2) 簿記原理Ⅰ (2)
簿記原理Ⅱ (2) 応用簿記原理Ⅰ (2)
応用簿記原理Ⅱ (2) 原価計算論Ⅰ (2)
原価計算論Ⅱ (2) ビジネス法務演習Ⅰ (2)
ビジネス法務演習Ⅱ (2) 外国大学科目 (2)
憲法（基本的人権）Ⅰ (2) 憲法（基本的人権）Ⅱ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 憲法（統治機構）Ⅱ (2)
刑法総論Ⅰ (2) 刑法総論Ⅱ (2)
刑法各論Ⅰ (2) 刑法各論Ⅱ (2)
刑事訴訟法Ⅰ (2) 刑事訴訟法Ⅱ (2)
少年法 (2) 刑事政策Ⅰ (2)
刑事政策Ⅱ (2) 行政法総論Ⅰ (2)
行政法総論Ⅱ (2) 消費者法Ⅰ (2)
消費者法Ⅱ (2) 民法（不法行為） (2)
被害者学 (2) 捜査心理学 (2)
犯罪心理学Ⅰ(理論) (2) 犯罪心理学Ⅱ(実際) (2)
公務員への道Ⅰ (2) 公務員への道Ⅱ (2)
公務員への道Ⅲ (2) 公務員への道Ⅳ (2)
公務員への道Ⅴ (2) 公務員への道Ⅵ (2)
救急処置法 (2) 警察と法 (2)
消防と法 (2) 災害と法 (2)
外国大学科目 (2)
法学特別演習Ⅰ (2) 法学特別演習Ⅱ (2)
憲法（基本的人権）Ⅰ (2) 憲法（基本的人権）Ⅱ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 憲法（統治機構）Ⅱ (2)
民法（総則）Ⅰ (2) 民法（総則）Ⅱ (2)
民法（物権） (2) 民法（担保物権） (2)
民法（債権総論）Ⅰ (2) 民法（債権総論）Ⅱ (2)
民法（契約）Ⅰ (2) 民法（契約）Ⅱ (2)
民法（不法行為） (2) 民法（親族） (2)
民法（相続） (2) 刑法総論Ⅰ (2)
刑法総論Ⅱ (2) 刑法各論Ⅰ (2)
刑法各論Ⅱ (2) 会社法（設立・株式）Ⅰ (2)
会社法（設立・株式）Ⅱ (2) 会社法（機関）Ⅰ (2)
会社法（機関）Ⅱ (2) 刑事訴訟法Ⅰ (2)
刑事訴訟法Ⅱ (2) 民事訴訟法Ⅰ (2)
民事訴訟法Ⅱ (2) 民事執行法 (2)
倒産法 (2) 行政法総論Ⅰ (2)
行政法総論Ⅱ (2) 行政手続と行政争訟Ⅰ (2)
行政手続と行政争訟Ⅱ (2) 地方自治法 (2)
労働法Ⅰ (2) 労働法Ⅱ (2)
ミクロ経済学Ⅰ (2) ミクロ経済学Ⅱ (2)
マクロ経済学Ⅰ (2) マクロ経済学Ⅱ (2)
公務員への道Ⅰ (2) 公務員への道Ⅱ (2)
公務員への道Ⅲ (2) 公務員への道Ⅳ (2)
公務員への道Ⅴ (2) 公務員への道Ⅵ (2)
地域行政と法 (2) 災害と法 (2)
外国大学科目 (2)

合計　１２４単位以上

ビ
ジ
ネ
ス
資
格
コ
ー

ス
科
目

警
察
・
消
防
コ
ー

ス
科
目

法
職
・
公
務
員
コ
ー

ス
科
目

専
攻
科
目
群

５２単位以上(内２２単
位以上は、所属するコー
スの専攻科目群から履修
しなければならない。)

コ
ー

ス
専
攻
科
目



大学学則

◎印は必修科目

卒業単位
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
論理学Ⅰ (2) 論理学Ⅱ (2)
倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 文学Ⅰ (2)
文学Ⅱ (2) 芸術学 (2)
観光学 (2)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)
経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 文化人類学Ⅰ (2)
文化人類学Ⅱ (2) 情報科学Ⅰ (2)
情報科学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)
歴史学Ⅱ (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
地理学Ⅰ (2) 地理学Ⅱ (2)
環境生物学Ⅰ (2) 環境生物学Ⅱ (2)
生命の科学Ⅰ (2) 生命の科学Ⅱ (2)
からだの科学Ⅰ (2) からだの科学Ⅱ (2)
行動科学 (2) こころの科学Ⅰ (2)
こころの科学Ⅱ (2) こころの科学Ⅲ (2)
こころの科学Ⅳ (2) 地球科学 (2)
健康･スポーツ実習 (2)

外国大学科目 (2)
現代社会と法 (2) 国際社会と政治 (2)
ＮＧＯ・ＮＰＯ論 (2) 環境と社会 (2)
労働と社会 (2) アジア社会論 (2)
ジェンダー論 (2) 地域社会と経済 (2)
子ども文化論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)
社会福祉論Ⅱ (2) 地域環境論 (2)
インターネット文化論 (2) 映像文化論 (2)
アニメーション文化論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代と文学 (2) 多文化共生論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 現代社会とメディア (2)
比較文明論 (2) 現代観光論 (2)
コミュニケーション論 (2) 情報社会論 (2)
地球環境論 (2) 現代思想 (2)
現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)
森林文化論 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)
現代人と宗教Ⅱ (2) 健康・スポーツ演習 (4)
外国大学科目 (2)
◎情報リテラシー (2) 必修２単位
英語Ⅰ (2) 英語Ⅱ (2)
英語Ⅲ (2) 日本語Ⅰ (2)
日本語Ⅱ (2) 日本語Ⅲ (2)
ドイツ語Ⅰ (2) ドイツ語Ⅱ (2)
フランス語Ⅰ (2) フランス語Ⅱ (2)
スペイン語Ⅰ (2) スペイン語Ⅱ (2)
中国語Ⅰ (2) 中国語Ⅱ (2)
韓国語Ⅰ (2) 韓国語Ⅱ (2)
英語Ⅰ (2) 英語Ⅱ (2)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語･日本事情 (2) 海外語学演習 (4)
外国大学科目 (2)

４．法学部法律学科（平成２５年度から平成２８年度入学者適用）

１２単位以上

人間と社会

人間と環境

教養発展科目 １０単位以上

６単位
（日本語は留学生の

み）

必修第２
外国語

４単位
（いずれか1ヶ国語選

択）
（英語は留学生のみ）

自由選択
外国語

　　－
（日本語演習、日本
語･日本事情は留学生

のみ）

科目群 授業科目（単位数）

基
本
科
目
群

教
養
基
礎
科
目

人間と文化

情報関連科目

必修第１
外国語



大学学則

卒業単位科目群 授業科目（単位数）

キャリア基礎 (2) ◎キャリアデザインⅠ (2)

◎キャリアデザインⅡ (2) ライフプランニング (2)

◎キャリア発展Ⅰ (2) キャリア発展Ⅱ (2)

キャリア実践 (2)

インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)

まちづくり実践 (2) 森林文化実習 (2)

ボランティア実践 (2) 森林文化Ⅰ (2)

森林文化Ⅱ (2)
◎基礎演習 (4) ◎展開演習 (4)
選択演習Ⅰ (2) 選択演習Ⅱ (2)
◎発展演習Ⅰ (4) 選択演習Ⅲ (2)
選択演習Ⅳ (2) ◎発展演習Ⅱ (4)

◎法学入門 (2) ◎民法概論 (2)
◎憲法概論 (2) ◎刑法概論 (2)
法学概説 (2) 行政法概論 (2)
商法概論 (2) 政治学概説 (2)
地方政治 (2) 比較政治論 (2)
行政学Ⅰ (2) 行政学Ⅱ (2)
政治外交史Ⅰ (2) 政治外交史Ⅱ (2)
日本政治 (2) 地域政策論 (2)
地域社会論 (2) 現代社会論 (2)
国際関係の基礎 (2) 国際法Ⅰ (2)
国際法Ⅱ (2) 法哲学概論 (2)
法史学Ⅰ (2) 法史学Ⅱ (2)
法社会学 (2) 法と心理学 (2)
英米法 (2) ジェンダーと法 (2)
情報法 (2) 教育法 (2)
労働法Ⅰ (2) 労働法Ⅱ (2)
日本史概論Ⅰ (2) 日本史概論Ⅱ (2)
外国史概論Ⅰ (2) 外国史概論Ⅱ (2)
地理学概論Ⅰ (2) 地理学概論Ⅱ (2)
地誌学概論Ⅰ (2) 地誌学概論Ⅱ (2)
社会学概論Ⅰ (2) 社会学概論Ⅱ (2)
哲学概論Ⅰ (2) 哲学概論Ⅱ (2)
倫理学概論Ⅰ (2) 倫理学概論Ⅱ (2)
人文地理学Ⅰ (2) 人文地理学Ⅱ (2)
自然地理学Ⅰ (2) 自然地理学Ⅱ (2)
古代・中世日本史 (2) 近現代日本史 (2)
東洋史 (2) 西洋史 (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
経済史Ⅰ (2) 経済史Ⅱ (2)
経済原論Ⅰ (2) 経済原論Ⅱ (2)
財政学Ⅰ (2) 財政学Ⅱ (2)
就職対策演習Ⅰ (2) 就職対策演習Ⅱ (2)
就職対策演習Ⅲ (2) 就職対策演習Ⅳ (2)
就職対策演習Ⅴ (2) 就職対策演習Ⅵ (2)
就職対策演習Ⅶ (2) 就職対策演習Ⅷ (2)
就職対策演習Ⅸ (2) 就職対策演習Ⅹ (2)
就職対策演習ⅩⅠ (2) 就職対策演習ⅩⅡ (2)
外国大学科目 (2)

演習科目群

必修１６単位以上
（２年次の展開演習に
ついては、選択演習

Ⅰ・Ⅱの単位で替える
ことができる。）

コース共通
基礎科目

必修８単位

コ
ー

ス
共
通

発
展
科
目

専門法学系

一般
社会科学系

キャリア

専
攻
科
目
群

４８単位
（内１８単位は、所属
するコースの専攻科目
群から履修しなければ

ならない。）

キ
ャ

リ
ア
支
援

科
目
群

キャリア教育

必修６単位を含む
８単位以上

アウトキャンパス
スタディ



大学学則

卒業単位科目群 授業科目（単位数）

民法（債権総論）Ⅰ (2) 民法（債権総論）Ⅱ (2)
民法（契約）Ⅰ (2) 民法（契約）Ⅱ (2)
民法（不法行為） (2) 消費者法Ⅰ (2)
消費者法Ⅱ (2) 倒産法Ⅰ (2)
倒産法Ⅱ (2) 経済法概論 (2)
社会保障法 (2) 税法 (2)
知的財産法Ⅰ (2) 知的財産法Ⅱ (2)
商法総則・商行為法Ⅰ (2) 商法総則・商行為法Ⅱ (2)
金融商品取引法 (2) 手形・小切手法Ⅰ (2)
手形・小切手法Ⅱ (2) 会社法Ⅰ (2)
会社法Ⅱ (2) 会計学総論Ⅰ (2)
会計学総論Ⅱ (2) 経営学総論Ⅰ (2)
経営学総論Ⅱ (2) 応用簿記原理Ⅰ (2)
応用簿記原理Ⅱ (2) 簿記原理Ⅰ (2)
簿記原理Ⅱ (2) 民法（相続） (2)
原価計算論Ⅰ (2) 原価計算論Ⅱ (2)
実務英語 (2) 外国大学科目 (2)
憲法（基本的人権）Ⅰ (2) 憲法（基本的人権）Ⅱ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 憲法（統治機構）Ⅱ (2)
刑法総論Ⅰ (2) 刑法総論Ⅱ (2)
刑法各論Ⅰ (2) 刑法各論Ⅱ (2)
刑事訴訟法Ⅰ (2) 刑事訴訟法Ⅱ (2)
少年法 (2) 刑事政策Ⅰ (2)
刑事政策Ⅱ (2) 行政法総論Ⅰ (2)
行政法総論Ⅱ (2) 消費者法Ⅰ (2)
消費者法Ⅱ (2) 民法（不法行為） (2)
被害者学 (2) 捜査心理学 (2)
犯罪心理学 (2) 公務員への道Ⅰ (2)
公務員への道Ⅱ (2) 公務員への道Ⅲ (2)
公務員への道Ⅳ (2) 公務員への道Ⅴ (2)
消防と法 (2) 警察と法 (2)
地域行政と法 (2) 外国大学科目 (2)
法学の基礎Ⅰ (2) 法学の基礎Ⅱ (2)
法科大学院適性試験演習Ⅰ (2) 法科大学院適性試験演習Ⅱ (2)
法科大学院適性試験演習Ⅲ (2) 憲法（基本的人権）Ⅰ (2)
憲法（基本的人権）Ⅱ (2) 憲法（統治機構）Ⅰ (2)
憲法（統治機構）Ⅱ (2) 民法（総則）Ⅰ (2)
民法（総則）Ⅱ (2) 民法（物権） (2)
民法（担保物権） (2) 民法（債権総論）Ⅰ (2)
民法（債権総論）Ⅱ (2) 民法（契約）Ⅰ (2)
民法（契約）Ⅱ (2) 民法（不法行為） (2)
民法（親族） (2) 民法（相続） (2)
刑法総論Ⅰ (2) 刑法総論Ⅱ (2)
刑法各論Ⅰ (2) 刑法各論Ⅱ (2)
会社法（設立・株式）Ⅰ (2) 会社法（設立・株式）Ⅱ (2)
会社法（機関）Ⅰ (2) 会社法（機関）Ⅱ (2)
刑事訴訟法Ⅰ (2) 刑事訴訟法Ⅱ (2)
民事訴訟法Ⅰ (2) 民事訴訟法Ⅱ (2)
民事執行法概論 (2) 倒産法Ⅰ (2)
倒産法Ⅱ (2) 行政法総論Ⅰ (2)
行政法総論Ⅱ (2) 行政手続と行政争訟Ⅰ (2)
行政手続と行政争訟Ⅱ (2) 地方自治法 (2)
公務員への道Ⅰ (2) 公務員への道Ⅱ (2)
公務員への道Ⅲ (2) 公務員への道Ⅳ (2)
公務員への道Ⅴ (2) 地域行政と法 (2)
外国大学科目 (2)

コ
ー

ス
専
攻
科
目

合計　１２４単位以上

ビ
ジ
ネ
ス
資
格
コ
ー

ス
科
目

警
察
・
消
防
コ
ー

ス
科
目

法
職
・
公
務
員
コ
ー

ス
科
目

コ
ー

ス
専
攻
科
目

専
攻
科
目
群

４８単位
（内１８単位は、所属
するコースの専攻科目
群から履修しなければ

ならない。）



◎印は必修科目◯印は選択必修
卒業要件単位

◎経済・経営と社会 (2) ◎プレゼミナールⅠ (2)
◎プレゼミナールⅡ (2) ◎プレゼミナールⅢ (2)
◎プレゼミナールⅣ (2) ◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)
◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2)
地域インターンシップ (4) まちづくり実践 (2)
課題解決プロジェクト (2) ボランティア実習 (1)
地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ａ (2) 森林文化Ｂ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域企業論 (2)
地域とスポーツ (2) 地域と社会 (2)
地域と歴史 (2)
哲学Ａ (2) 哲学Ｂ (2)
倫理学Ａ (2) 倫理学Ｂ (2)
芸術学 (2) 文学Ａ (2)
文学Ｂ (2) 文化人類学Ａ (2)
文化人類学Ｂ (2) こころの科学Ａ (2)
こころの科学Ｂ (2) 北欧文化論 (2)
ドイツ語と文化 (2) フランス語と文化 (2)
中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)
日本語教育入門 (2) 健康・スポーツ実習Ⅰ (1)
健康・スポーツ実習Ⅱ (1)
法学Ａ (2) 法学Ｂ (2)
政治学 (2) 経済学Ａ (2)
経済学Ｂ (2) 社会学Ａ (2)
社会学Ｂ (2) 歴史学Ａ (2)
歴史学Ｂ (2) 観光学 (2)
現代科学Ａ (2) 現代科学Ｂ (2)
地球科学 (2) 環境生物学Ａ (2)
環境生物学Ｂ (2) 生命の科学Ａ (2)
生命の科学Ｂ (2) からだの科学Ａ (2)
からだの科学Ｂ (2) データサイエンス入門 (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教 (2)
現代と文学 (2) コミュニケーション論 (2)
インターネット文化論 (2) 映像文化論 (2)
アニメーション文化論 (2) 子ども文化論 (2)
多文化共生論 (2) 現代人と心理 (2)
世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
労働と社会 (2) ジェンダー論 (2)
老人福祉論 (2) 地域福祉論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 現代社会とメディア (2)
人工知能概論 (2) データリテラシー入門 (1)
生涯スポーツ演習Ａ (2) 生涯スポーツ演習Ｂ (2)
英語表現Ⅰ (1) 英語表現Ⅱ (1)
日本語総合Ⅰ (1) 日本語総合Ⅱ (1)
日本語表現Ⅰ (1) 日本語表現Ⅱ (1)
日本語発展Ⅰ (1) 日本語発展Ⅱ (1)
ドイツ語表現Ⅰ (1) ドイツ語表現Ⅱ (1)
フランス語表現Ⅰ (1) フランス語表現Ⅱ (1)
中国語表現Ⅰ (1) 中国語表現Ⅱ (1)
韓国語表現Ⅰ (1) 韓国語表現Ⅱ (1)
英語発展Ⅰ (1) 英語発展Ⅱ (1)
ドイツ語発展Ⅰ (1) ドイツ語発展Ⅱ (1)
フランス語発展Ⅰ (1) フランス語発展Ⅱ (1)
中国語発展Ⅰ (1) 中国語発展Ⅱ (1)
韓国語発展Ⅰ (1) 韓国語発展Ⅱ (1)
英語演習Ａ (2) 英語演習Ｂ (2)
ドイツ語演習Ａ (2) ドイツ語演習Ｂ (2)
フランス語演習Ａ (2) フランス語演習Ｂ (2)
中国語演習Ａ (2) 中国語演習Ｂ (2)
韓国語演習Ａ (2) 韓国語演習Ｂ (2)
日本語演習Ａ (2) 日本語演習Ｂ (2)

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語

第
１
外
国
語

2単位
（留学生は６単位）
（日本語は留学生のみ）

第
２
外
国
語

2単位（いずれか1か国語
を選択）
（留学生は配当なし）

選
択
必
修
外
国
語

2単位
（いずれか1言語を選
択）
（留学生は配当なし）

自
由
選
択
外
国

－
(日本語は留学生のみ)

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

４単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

１２単位以上

社会と生活

環境と人間

キャリア教育科目群
必修４単位を
含む６単位以上

５．経済経営学部経済経営学科（令和３年度以降入学者適用）
科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１２単位



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
海外語学演習 (4)語



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)

◎基礎数学 (2) ◎経済学の基礎（マクロ編） (2)

◎経済学の基礎（ミクロ編） (2) ◎国際経済の基礎 (2)

経済史Ⅰ (2) 経済史Ⅱ (2)
◎経営学入門Ⅰ (2) 経営学入門Ⅱ (2)
会計学総論Ⅰ (2) 会計学総論Ⅱ (2)
簿記原理Ⅰ (2) 簿記原理Ⅱ (2)
情報処理概論Ⅰ (2) 情報処理概論Ⅱ (2)
統計学基礎 (2) 統計学応用 (2)
ホテル・ビジネス入門Ⅰ (2) ホテル・ビジネス入門Ⅱ (2)
国際ビジネス入門 (2)
〇マクロ経済学Ⅰ (2) 〇マクロ経済学Ⅱ (2)
〇ミクロ経済学Ⅰ (2) 〇ミクロ経済学Ⅱ (2)
〇経済政策論Ⅰ (2) 〇経済政策論Ⅱ (2)
〇財政学Ⅰ (2) 〇財政学Ⅱ (2)
日本経済論 (2) ゲームと情報の経済学 (2)
公共経済学Ⅰ (2) 公共経済学Ⅱ (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
環境経済学Ⅰ (2) 環境経済学Ⅱ (2)
現代金融論 (2)
〇経営管理論 (2) 〇経営戦略論 (2)
〇マーケティング論Ⅰ (2) 〇経営情報論Ⅰ (2)
〇マネジメントサイエンス (2) 〇管理会計概論 (2)
〇財務会計概論 (2) 〇企業と税 (2)
意思決定概論 (2) マーケティング論Ⅱ (2)
簿記演習 (2) 経営情報論Ⅱ (2)

コンピュータ・リテラシーⅢ (1) コンピュータ・リテラシーⅣ (1)

応用簿記原理Ⅰ (2) 応用簿記原理Ⅱ (2)
原価計算論Ⅰ (2) 原価計算論Ⅱ (2)
財務諸表演習 (2) コンピュータ会計論 (2)
スポーツ社会学 (2) スポーツ・マネジメント (2)
トレーニングサイエンス (2) スポーツ心理学 (2)
〇国際ビジネスケーススタ
ディ

(2) 〇地域観光概論 (2)

〇異文化間コミュニケーション論Ⅰ (2) 〇異文化間コミュニケーション論Ⅱ (2)
〇観光サービス論 (2) 日本文化論 (2)
欧米の暮らしと文化 (2) 国際社会と日本 (2)

ホテルビジネスケーススタディⅠ (2) ホテルビジネスケーススタディⅡ (2)

観光ビジネスケーススタディⅠ (2) 観光ビジネスケーススタディⅡ (2)
現代文化と観光 (2) エコツーリズム論 (2)
観光基礎論 (2) レクリエーション論 (2)
国際文化論 (2)
法学入門Ａ (2) 法学入門Ｂ (2)
憲法概論 (2) 憲法（基本的人権）Ａ (2)
憲法（統治機構）Ａ (2) 民法（総則）Ａ (2)
民法（総則）Ｂ (2) 民法（物権） (2)
民法（担保物権） (2) 民法（債権総論）Ａ (2)
民法（債権総論）Ｂ (2) 民法（債権各論）Ａ (2)
民法（債権各論）Ｂ (2) 会社法（機関）A (2)
会社法（機関）B (2) 国際法Ａ (2)
国際法Ｂ (2) 金融商品取引法 (2)
税法 (2) 環境問題の基礎Ⅰ (2)
環境問題の基礎Ⅱ (2) 哲学概論Ａ (2)
哲学概論Ｂ (2) 倫理学概論Ａ (2)
倫理学概論Ｂ (2) 日本史概論Ａ (2)
日本史概論Ｂ (2) 外国史概論Ａ (2)
外国史概論Ｂ (2) 社会学概論Ａ (2)
社会学概論Ｂ (2) 地理学概論Ａ (2)
地理学概論Ｂ (2) 地誌学概論Ａ (2)
地誌学概論Ｂ (2) 西洋文化論 (2)

演習科目群 必修８単位

専攻基礎科目群
必修１０単位を含む
２２単位以上

専
攻
基
幹
科
目
群

経済
コア分野

２２単位以上
　
【経済と社会コース】
「経済コア分野」の選択
必修科目［〇印］より4
単位
「社会・法コア分野」よ
り6単位
残りの12単位以上を「専
攻基幹科目群」内で自由
選択する

【経営と会計コース】
「経営・会計コア分野」
の選択必修科目［〇印］
より4単位
残りの18単位以上を「専
攻基幹科目群」内で自由
選択する

【観光＆国際ビジネス
コース】
「観光・国際ビジネスコ
ア分野」の選択必修科目
［〇印］より4単位
残りの18単位以上を「専
攻基幹科目群」内で自由
選択する

経営・会計
コア分野

観光・国際ビ
ジネス

コア分野

社会・法コア
分野



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
計量経済学 (2) 市場と企業の理論 (2)
地方財政論Ⅰ (2) 地方財政論Ⅱ (2)
社会保障総論 (2) 欧米経済史 (2)
企業金融論 (2) 社会福祉政策 (2)
労働経済学総論 (2) ポートフォリオ投資論 (2)
数理経済学 (2) 国際金融論 (2)
現代経営組織論 (2) 現代人的資源管理論 (2)
マーケティング・リサーチⅠ (2) マーケティング・リサーチⅡ (2)
経営データ分析Ⅰ (2) 経営データ分析Ⅱ (2)
経営資源科学 (2) 経営システム論 (2)
会計監査論 (2) コーポレートファイナンス (2)
上級簿記演習 (2) 財務分析 (2)

ビジネス・ケーススタディⅠ (2) ビジネス・ケーススタディⅡ (2)

スポーツ指導者論 (2) スポーツと法 (2)
スポーツ栄養学 (2) 発育・発達とスポーツ (2)
スポーツコーチング論 (2) 健康とスポーツの医学Ｂ (2)
国際経営論 (2) 国際会計論 (2)
アジア経済論 (2) 宗教とツーリズム (2)
観光マーケティング (2) 旅行業法・約款 (2)
旅行経営論 (2) 産業観光論 (2)
テーマパーク実践 (2) 外国地誌 (2)
国内旅行運賃 (2) 観光交通論 (2)
日本地誌 (2)

合計１２４単位以上

専
攻
発
展
科
目
群

経済と社会
コース

登録するコースより
１２単位以上

経営と会計
コース

観光＆
国際ビジネス

コース



大学学則

６．経済経営学部経済経営学科（平成２９年度から令和２年度入学者適用） ◎印は必修科目◯印は選択必修

卒業要件単位
◎経済・経営と社会 (2) ◎プレゼミナールⅠ (2)

◎プレゼミナールⅡ (2) ◎プレゼミナールⅢ (2)
◎プレゼミナールⅣ (2) ◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)

◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)

◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)
まちづくり実践 (2) ボランティア実習 (1)

地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域産業論 (2)
地域企業論 (2) 地域とスポーツ (2)
地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)
地域と政治 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)

倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)

言語学 (2) 芸術学 (2)

文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)

文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)

こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)

北欧文化論 (2) ドイツ語と文化 (2)

フランス語と文化 (2) スペイン語と文化 (2)

中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)

日本語教育入門 (2) 健康・スポーツ実習Ⅰ (1)

健康・スポーツ実習Ⅱ (1)

法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)

政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)

経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)

社会学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)

歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)

現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)

地球科学 (2) 環境生物学Ⅰ (2)

環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)

生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)

からだの科学Ⅱ (2)

比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)

現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)

現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)

コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)

映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)

子ども文化論 (2) 多文化共生論 (2)

現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)

世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)

国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)

ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)

ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)

社会福祉論Ⅱ (2) ホスピタリティ論 (2)

現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)

健康・スポーツ演習Ⅰ (2) 健康・スポーツ演習Ⅱ (2)

キャリア教育科目群
必修４単位を
含む６単位以上

科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１２単位

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

６単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

１２単位以上

社会と生活

環境と人間

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)

英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)

日本語ⅠA (1) 日本語ⅠB (1)

日本語ⅡA (1) 日本語ⅡB (1)

日本語文法A (1) 日本語文法B (1)

ドイツ語ⅠA (1) ドイツ語ⅠB (1)

ドイツ語ⅡA (1) ドイツ語ⅡB (1)

フランス語ⅠA (1) フランス語ⅠB (1)

フランス語ⅡA (1) フランス語ⅡB (1)

中国語ⅠA (1) 中国語ⅠB (1)

中国語ⅡA (1) 中国語ⅡB (1)

韓国語ⅠA (1) 韓国語ⅠB (1)

韓国語ⅡA (1) 韓国語ⅡB (1)

英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)

英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)

英語ⅢA (1) 英語ⅢB (1)

日本語ⅢA (1) 日本語ⅢB (1)

ドイツ語ⅢA (1) ドイツ語ⅢB (1)

フランス語ⅢA (1) フランス語ⅢB (1)

中国語ⅢA (1) 中国語ⅢB (1)

韓国語ⅢA (1) 韓国語ⅢB (1)

英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
総合日本語A (1) 総合日本語B (1)
海外語学演習 (4)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
◎基礎数学 (2) ◎経済学の基礎（マクロ編） (2)
◎経済学の基礎（ミクロ編） (2) ◎国際経済の基礎 (2)
経済史Ⅰ (2) 経済史Ⅱ (2)
◎経営学総論Ⅰ (2) 経営学総論Ⅱ (2)
会計学総論Ⅰ (2) 会計学総論Ⅱ (2)
簿記原理Ⅰ (2) 簿記原理Ⅱ (2)
情報処理概論Ⅰ (2) 情報処理概論Ⅱ (2)
統計学基礎 (2) 統計学応用 (2)
ホテル・ビジネス入門Ⅰ (2) ホテル・ビジネス入門Ⅱ (2)
国際ビジネス入門 (2)
〇マクロ経済学Ⅰ (2) 〇マクロ経済学Ⅱ (2)
〇ミクロ経済学Ⅰ (2) 〇ミクロ経済学Ⅱ (2)
〇経済政策論Ⅰ (2) 〇経済政策論Ⅱ (2)
〇財政学Ⅰ (2) 〇財政学Ⅱ (2)
経済数学 (2) ゲームと情報の経済学 (2)
日本経済論Ⅰ (2) 日本経済論Ⅱ (2)
公共経済学Ⅰ (2) 公共経済学Ⅱ (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
環境経済学Ⅰ (2) 環境経済学Ⅱ (2)
経済学史 (2) 労働経済学 (2)
現代金融論 (2) 国際金融論S (2)
〇経営管理論 (2) 〇経営戦略論Ⅰ (2)
〇マーケティング論Ⅰ (2) 〇経営情報論Ⅰ (2)
〇マネジメントサイエンス (2) 〇管理会計概論 (2)
〇財務会計概論 (2) 〇企業と税 (2)
経営戦略論Ⅱ (2) マーケティング論Ⅱ (2)
マーケティング・リサーチ入門Ⅰ (2) マーケティング・リサーチ入門Ⅱ (2)
ビジネスエコノミクス (2) 経営情報論Ⅱ (2)
意思決定概論 (2) コンピュータ・リテラシーⅢ (1)
コンピュータ・リテラシーⅣ (1) 応用簿記原理Ⅰ (2)
応用簿記原理Ⅱ (2) コンピュータ会計論 (2)
原価計算論Ⅰ (2) 原価計算論Ⅱ (2)
簿記演習 (2) 高等簿記演習 (2)
財務諸表演習 (2) スポーツ指導論 (2)
スポーツ社会学 (2) 健康とスポーツの医学 (2)
スポーツと法 (2)

演習科目群 必修８単位

専攻基礎科目群

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目

第
１
外
国
語

４単位
(ただし留学生は６単

位）
(日本語は留学生のみ)

第
２
外
国
語

４単位
（いずれか1か国語選

択）
 (英語は留学生のみ)

選
択
必
修
外
国
語

２単位
（いずれか1か国語選

択）
 (日本語は留学生のみ)

自
由
選
択
外
国
語
科
目

(日本語は留学生のみ)

必修１０単位を含む
２０単位以上

経済
コア分野

経営・会計
コア分野

専
攻
基
幹
科
目
群

２０単位以上
　

（「経済と社会コース」
は専攻基幹科目の「経済
コア分野」より選択必修
4単位、および「社会・
法コア分野」より6単位
を含む20単位以上）

　
（「経営と会計コース」
は専攻基幹科目の「経
営・会計コア分野」より
選択必修4単位を含む20

単位以上）

（「観光＆国際ビジネス
コース」は専攻基幹科目
の「観光・国際ビジネス
コア分野」より選択必修
4単位を含む20単位以

上）



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

〇国際ビジネスケーススタディ (2) 〇ビジネス英語Ⅰ (2)
〇異文化間コミュニケーション論Ⅰ (2) 〇異文化間コミュニケーション論Ⅱ (2)
ビジネス英語Ⅱ (2) グローバル・イングリッシュ (2)
欧米の暮らしと文化 (2) 日本文化論Ⅰ (2)
国際文化論 (2) 国際社会と日本 (2)
ホテルビジネスケーススタディⅠ (2) ホテルビジネスケーススタディⅡ (2)
観光ビジネスケーススタディⅠ (2) 観光ビジネスケーススタディⅡ (2)
〇観光サービス論 (2) 〇基礎観光英語 (2)
〇観光調査法 (2) 〇地域観光概論 (2)
現代文化と観光 (2) エコツーリズム論 (2)
観光基礎論 (2) レクリエーション論 (2)
法学入門Ⅰ (2) 法学入門Ⅱ (2)
憲法概論 (2) 憲法（基本的人権）Ⅰ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 民法（総則）Ⅰ (2)
民法（総則）Ⅱ (2) 民法（物権） (2)
民法（契約）Ⅰ (2) 民法（契約）Ⅱ (2)
民法（不法行為） (2) 会社法Ⅰ (2)
会社法Ⅱ (2) 国際法Ⅰ (2)
国際法Ⅱ (2) 西洋文化論 (2)
哲学概論Ⅰ (2) 哲学概論Ⅱ (2)
倫理学概論Ⅰ (2) 倫理学概論Ⅱ (2)
日本史概論Ⅰ (2) 日本史概論Ⅱ (2)
外国史概論Ⅰ (2) 外国史概論Ⅱ (2)
社会学概論Ⅰ (2) 社会学概論Ⅱ (2)
地理学概論Ⅰ (2) 地理学概論Ⅱ (2)
地誌学概論Ⅰ (2) 地誌学概論Ⅱ (2)
環境問題の基礎Ⅰ (2) 環境問題の基礎Ⅱ (2)
民法（担保物権） (2) 民法（債権総論）Ⅰ (2)
民法（債権総論）Ⅱ (2) 経済法 (2)
税法 (2)
計量経済学Ⅰ (2) 計量経済学Ⅱ (2)
経済変動の理論 (2) 市場と企業の理論 (2)
日本経済史Ⅰ (2) 日本経済史Ⅱ (2)
国際貿易論 (2) 欧米経済史 (2)
地方財政論Ⅰ (2) 地方財政論Ⅱ (2)
社会保障総論 (2) 社会福祉政策 (2)
企業金融論 (2) ポートフォリオ投資論 (2)
現代経営組織論 (2) 現代人的資源管理論 (2)
マーケティング・リサーチ演習Ⅰ (2) マーケティング・リサーチ演習Ⅱ (2)
経営データ分析Ⅰ (2) 経営データ分析Ⅱ (2)
経営資源科学 (2) 経営システム論 (2)
会計監査論 (2) コーポレートファイナンス (2)
財務分析 (2) 応用会計情報システム論 (2)
上級簿記演習 (2) ビジネス・ケーススタディⅠ (2)
ビジネス・ケーススタディⅡ (2) スポーツ・マネジメント (2)
発育・発達とスポーツ (2) スポーツ栄養学 (2)
スポーツ心理学 (2) トレーニングの科学 (2)
国際経営論Ｓ (2) 国際会計論 (2)
アジアビジネス事情Ⅰ (2) アジアビジネス事情Ⅱ (2)
ビジネス英語Ⅲ (2) 英語で日本案内 (2)
アカデミック・ライティング (2) ビジネス英語Ⅳ (2)
テーマパークと文学 (2) 異文化と文学 (2)
観光マーケティング (2) 応用観光マーケティング (2)
旅行経営論 (2) 観光ビジネス英語 (2)
テーマパーク実践 (2) 宗教とツーリズム (2)
国内旅行運賃 (2) 旅行業法・約款 (2)
テーマパーク論 (2) 産業観光論 (2)
観光ホスピタリティ論 (2) 外国地誌 (2)
日本地誌 (2) 観光交通論 (2)

合計　１２４単位以上

社会・法コア
分野

専
攻
発
展
科
目
群

経済と社会
コース

登録するコースより
１２単位以上

経営と会計
コース

観光・国際ビ
ジネスコア分

野

観光＆国際ビ
ジネスコース

専
攻
基
幹
科
目
群



大学学則

７．経済経営学部経済経営学科（平成２５年度から平成２８年度入学者適用） ◎印は必修科目◯印は選択必修

卒業要件単位
◎経済・経営と社会 (2) 必修２単位
英語Ⅰ (2) 英語Ⅱ (2)
英語Ⅲ (2) 日本語Ⅰ (2)
日本語Ⅱ (2) 日本語Ⅲ (2)
日本語・日本事情 (2)

ドイツ語Ⅰ (2) ドイツ語Ⅱ (2)
ドイツ語Ⅲ (2) フランス語Ⅰ (2)
フランス語Ⅱ (2) フランス語Ⅲ (2)
中国語Ⅰ (2) 中国語Ⅱ (2)
中国語Ⅲ (2) 韓国語Ⅰ (2)
韓国語Ⅱ (2) 韓国語Ⅲ (2)
英語Ⅰ (2) 英語Ⅱ (2)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
海外語学演習 (4) 外国大学科目 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
論理学Ⅰ (2) 論理学Ⅱ (2)
倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 文学Ⅰ (2)
文学Ⅱ (2) 観光学 (2)
芸術学 (2)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 文化人類学Ⅰ (2)
文化人類学Ⅱ (2) 情報科学Ⅰ (2)
情報科学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)
歴史学Ⅱ (2)
地理学Ⅰ (2) 地理学Ⅱ (2)
環境生物学Ⅰ (2) 環境生物学Ⅱ (2)
地球科学 (2) 行動科学 (2)
こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)
こころの科学Ⅲ (2) こころの科学Ⅳ (2)
からだの科学Ⅰ (2) からだの科学Ⅱ (2)
生命の科学Ⅰ (2) 生命の科学Ⅱ (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
健康・スポーツ実習 (2)
現代思想 (2) 比較文明論 (2)
現代人と宗教Ⅰ (2) 現代人と宗教Ⅱ (2)
コミュニケーション論 (2) 現代と文学 (2)
現代観光論 (2) アニメーション文化論 (2)
映像文化論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代社会と法 (2) 国際社会と政治 (2)
地域社会と経済 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)
社会福祉論Ⅱ (2) 多文化共生論 (2)
情報社会論 (2) 現代社会とメディア (2)
インターネット文化論 (2) ホスピタリティ論 (2)
労働と社会 (2) NGO・NPO論 (2)
アジア社会論 (2) ジェンダー論 (2)
子ども文化論 (2)
環境と社会 (2) 地域環境論 (2)
地球環境論 (2) 現代人と心理Ⅰ (2)
現代人と心理Ⅱ (2) 森林文化論 (2)
健康・スポーツ演習 (4)

キャリア基礎 (2) ◎キャリアデザインⅠ (2)
◎キャリアデザインⅡ (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア発展Ⅰ (2) キャリア発展Ⅱ (2)
キャリア実践 (2) インターンシップⅠ (4)
インターンシップⅡ (2) まちづくり実践 (2)
森林文化実習 (2) ボランティア実践 (2)
森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)
◎コンピュータリテラシーⅠ（実習） (1) ◎コンピュータリテラシーⅡ（実習） (1) 必修２単位
◎プロゼミナール (4) ◎入門演習 (4)
◎演習Ⅰ (4) ◎演習Ⅱ (4)

科 目 群 授業科目（単位数）
学部科目

外
国
語
科
目

必
修
外
国
語

第１
必修６単位

（但し、外国人留学生は
８単位）

第２

必修６単位
（いずれか１ヶ国語選

択）
（但し、外国人留学生は

４単位）

選
択
外
国
語

教
養
基
礎
科
目

人間と文化
分野

１２単位以上
（分野はガイドラインで
あり、自由に選択でき

る）

人間と社会
分野

人間と環境
分野

教
養
発
展
科
目

人間と文化
分野

１０単位以上
（分野はガイドラインで
あり、自由に選択でき

る）

人間と社会
分野

人間と環境
分野

情報教育

演習科目 必修１６単位

必修６単位を含む
１０単位以上

キャリア支援科目



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

◎基礎数学 (2) ◎経済学の基礎（マクロ編） (2)
◎経済学の基礎（ミクロ編） (2) ◎国際経済の基礎 (2)
経済史Ⅰ (2) 経済史Ⅱ (2)

◎経営学総論Ⅰ (2) 経営学総論Ⅱ (2)

会計学総論Ⅰ (2) 会計学総論Ⅱ (2)
簿記原理Ⅰ (2) 簿記原理Ⅱ (2)
情報処理概論Ⅰ (2) 情報処理概論Ⅱ (2)
統計学基礎 (2) 統計学応用 (2)
〇マクロ経済学Ⅰ (2) 〇マクロ経済学Ⅱ (2)
〇ミクロ経済学Ⅰ (2) 〇ミクロ経済学Ⅱ (2)
〇経済政策論Ⅰ (2) 〇経済政策論Ⅱ (2)
〇財政学Ⅰ (2) 〇財政学Ⅱ (2)
経済数学 (2) 経済データ分析 (2)
ゲームと情報の経済学 (2) 日本経済論Ⅰ (2)
日本経済論Ⅱ (2) 経済学史 (2)
公共経済学Ⅰ (2) 公共経済学Ⅱ (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
アジアビジネス事情Ⅰ (2) アジアビジネス事情Ⅱ (2)
労働経済学Ⅰ (2) 労働経済学Ⅱ (2)
環境経済学Ⅰ (2) 環境経済学Ⅱ (2)

外国大学科目 (2)
〇現代金融論 (2) 〇国際金融論Ｓ (2)
応用簿記原理Ⅰ (2) 応用簿記原理Ⅱ (2)
コンピュータ会計論 (2) 〇管理会計概論 (2)
原価計算論Ⅰ (2) 原価計算論Ⅱ (2)
〇財務会計概論 (2) 簿記演習 (2)
金融Today (2) スポーツと心の会計学 (2)
スポーツと財務諸表分析 (2) 外国大学科目 (2)
〇経営管理論 (2) 〇経営戦略論Ⅰ (2)
経営戦略論Ⅱ (2) 〇マーケティング論Ⅰ (2)
マーケティング論Ⅱ (2) 経営リーダーシップ論 (2)
企業家論 (2) 〇経営史Ｓ (2)
意思決定概論 (2) 〇経営情報論Ⅰ (2)
経営情報論Ⅱ (2) 経営科学 (2)
コンピュータリテラシーⅢ（実習） (1) コンピュータリテラシーⅣ（実習） (1)
ビジネスエコノミクス (2) 地域企業論 (2)
地域産業論 (2) ビジネス・ケーススタディⅠ (2)
ビジネス・ケーススタディⅡ (2) スポーツ指導論 (2)
スポーツToday (2) 外国大学科目 (2)
憲法概論 (2) 憲法（基本的人権）Ⅰ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 民法（総則）Ⅰ (2)
民法（総則）Ⅱ (2) 民法（物権） (2)
担保法 (2) 民法（債権総論）Ⅰ (2)
民法（債権総論）Ⅱ (2) 民法（契約）Ⅰ (2)
民法（契約）Ⅱ (2) 民法（不法行為） (2)
会社法Ⅰ (2) 会社法Ⅱ (2)
経済法概論 (2) 税法 (2)
国際法Ⅰ (2) 国際法Ⅱ (2)
哲学概論Ⅰ (2) 哲学概論Ⅱ (2)
倫理学概論Ⅰ (2) 倫理学概論Ⅱ (2)
日本史概論Ⅰ (2) 日本史概論Ⅱ (2)
外国史概論Ⅰ (2) 外国史概論Ⅱ (2)
地理学概論Ⅰ (2) 地理学概論Ⅱ (2)
地誌学概論Ⅰ (2) 地誌学概論Ⅱ (2)
社会学概論Ⅰ (2) 社会学概論Ⅱ (2)
経済地理Ⅰ (2) 経済地理Ⅱ (2)
環境問題の基礎Ⅰ (2) 環境問題の基礎Ⅱ (2)
環境アセスメント (2) 西洋文化論 (2)
スポーツ社会学 (2) 健康とスポーツの医学 (2)

スポーツと法 (2) 外国大学科目 (2)

専攻基礎科目
必修１０単位を含む

２０単位以上

専
攻
基
幹
科
目

経済コア
分野

２２単位以上

（「経済と社会コース」
は専攻基幹科目の「経済
コア分野」より選択必修
４単位、および「社会・
法コア分野」より６単位
を含む２２単位以上）

（「ビジネスとマネー
コース」は専攻基幹科目
の「金融・会計コア分
野」より選択必修４単位
を含む２２単位以上）

（「マーケティングと戦
略コース」は専攻基幹科
目の「経営コア分野」よ
り選択必修４単位を含む

２２単位以上）

金融・会計
コア分野

経営コア
分野

社会・法コア
分野



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

計量経済学Ⅰ (2) 計量経済学Ⅱ (2)
経済変動の理論 (2) 市場と企業の理論 (2)
日本経済史Ⅰ (2) 日本経済史Ⅱ (2)
国際貿易論 (2) 開発経済論Ⅰ (2)
開発経済論Ⅱ (2) アメリカ経済の歴史と現状 (2)
ヨーロッパ経済の歴史と現状 (2) 地方財政論Ⅰ (2)
地方財政論Ⅱ (2) 社会保障総論 (2)
社会福祉行財政 (2) 社会福祉政策 (2)

外国大学科目 (2)
企業金融論 (2) ポートフォリオ投資論 (2)
会計監査論 (2) コーポレートファイナンス (2)
財務分析 (2) 応用会計情報システム論 (2)
上級簿記演習 (2) 中小企業論 (2)
国際経営論Ｓ (2) 流通ネットワーク論 (2)
経営システム論 (2) ソーシャル・マーケティング論 (2)
経営データ分析Ⅰ (2) 経営データ分析Ⅱ (2)
経営資源科学 (2) マーケティング・リサーチⅠ (2)
マーケティング・リサーチⅡ (2) 現代情報資源管理論 (2)
マーケティング・データベース (2) トレーニングの科学 (2)
スポーツ栄養学 (2) 発育・発達とスポーツ (2)
スポーツ・マネジメント (2) スポーツ心理学 (2)
外国大学科目 (2)
流通ネットワーク論 (2) ソーシャル・マーケティング論 (2)
マーケティング・リサーチⅠ (2) マーケティング・リサーチⅡ (2)
マーケティング・データベース (2) 現代経営組織論 (2)
現代人的資源管理論 (2) 人的資源戦略論 (2)
中小企業論 (2) 国際経営論Ｓ (2)
経営データ分析Ⅰ (2) 経営データ分析Ⅱ (2)
経営資源科学 (2) 現代情報資源管理論 (2)
応用情報処理Ⅰ (2) 応用情報処理Ⅱ (2)
経営システム論 (2) 市場と企業の理論 (2)
財務分析 (2) 応用会計情報システム論 (2)
上級簿記演習 (2) トレーニングの科学 (2)
スポーツ栄養学 (2) 発育・発達とスポーツ (2)
スポーツ・マネジメント (2) スポーツ心理学 (2)
外国大学科目 (2)

合計　１２４単位以上

専
攻
発
展
科
目

経済と社会
コース

登録するコースより、
１２単位以上

ビジネスと
マネーコース

マーケティン
グと戦略
コース



◎印は必修科目
卒業要件単位

◎メディアと情報資源 (2) ◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)
◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2)
地域インターンシップ (4) まちづくり実践 (2)
課題解決プロジェクト (2) ボランティア実習 (1)
地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ａ (2) 森林文化Ｂ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域企業論 (2)
地域とスポーツ (2) 地域と社会 (2)
地域と歴史 (2)
哲学Ａ (2) 哲学Ｂ (2)
倫理学Ａ (2) 倫理学Ｂ (2)
芸術学 (2) 文学Ａ (2)
文学Ｂ (2) 文化人類学Ａ (2)
文化人類学Ｂ (2) こころの科学Ａ (2)
こころの科学Ｂ (2) 北欧文化論 (2)
ドイツ語と文化 (2) フランス語と文化 (2)
中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)
日本語教育入門 (2) 健康・スポーツ実習Ⅰ (1)
健康・スポーツ実習Ⅱ (1)
法学Ａ (2) 法学Ｂ (2)
政治学 (2) 経済学Ａ (2)
経済学Ｂ (2) 社会学Ａ (2)
社会学Ｂ (2) 歴史学Ａ (2)
歴史学Ｂ (2) 観光学 (2)
現代科学Ａ (2) 現代科学Ｂ (2)
地球科学 (2) 環境生物学Ａ (2)
環境生物学Ｂ (2) 生命の科学Ａ (2)
生命の科学Ｂ (2) からだの科学Ａ (2)
からだの科学Ｂ (2) データサイエンス入門 (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教 (2)
現代と文学 (2) コミュニケーション論 (2)
インターネット文化論 (2) 映像文化論 (2)
アニメーション文化論 (2) 子ども文化論 (2)
多文化共生論 (2) 現代人と心理 (2)
世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
労働と社会 (2) ジェンダー論 (2)
老人福祉論 (2) 地域福祉論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 現代社会とメディア (2)
人工知能概論 (2) データリテラシー入門 (1)
生涯スポーツ演習Ａ (2) 生涯スポーツ演習Ｂ (2)
◎英語表現Ⅰ (1) ◎英語表現Ⅱ (1)
◎日本語総合Ⅰ (1) ◎日本語総合Ⅱ (1)
◎日本語表現Ⅰ (1) ◎日本語表現Ⅱ (1)
◎日本語発展Ⅰ (1) ◎日本語発展Ⅱ (1)
◎ドイツ語表現Ⅰ (1) ◎ドイツ語表現Ⅱ (1)
◎フランス語表現Ⅰ (1) ◎フランス語表現Ⅱ (1)
◎中国語表現Ⅰ (1) ◎中国語表現Ⅱ (1)
◎韓国語表現Ⅰ (1) ◎韓国語表現Ⅱ (1)
英語発展Ⅰ (1) 英語発展Ⅱ (1)
ドイツ語発展Ⅰ (1) ドイツ語発展Ⅱ (1)
フランス語発展Ⅰ (1) フランス語発展Ⅱ (1)
中国語発展Ⅰ (1) 中国語発展Ⅱ (1)
韓国語発展Ⅰ (1) 韓国語発展Ⅱ (1)
英語演習Ａ (2) 英語演習Ｂ (2)
ドイツ語演習Ａ (2) ドイツ語演習Ｂ (2)
フランス語演習Ａ (2) フランス語演習Ｂ (2)
中国語演習Ａ (2) 中国語演習Ｂ (2)
韓国語演習Ａ (2) 韓国語演習Ｂ (2)
日本語演習Ａ (2) 日本語演習Ｂ (2)
海外語学演習 (4)

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語

第
１
外
国
語

必修２単位(留学生は６
単位)
(日本語は留学生のみ)

第
２
外
国
語

必修２単位
（いずれか1言語を選
択）
(留学生は配当なし)

選
択
必
修
外
国
語

２単位
（いずれか1言語を選
択）
(留学生は配当なし)

自
由
選
択
外
国
語

－
(日本語は留学生
のみ)

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

４単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

１２単位以上

社会と生活

環境と人間

キャリア教育
科目群

必修４単位を
含む６単位以上

８．メディア情報学部メディア情報学科（令和３年度以降入学者適用）
科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修４単位



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
◎プレゼミナールⅠ (2) ◎プレゼミナールⅡ (2)
◎プレゼミナールⅢ (2) ◎プレゼミナールⅣ (2)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
◎マルチメディア論 (2) 情報処理概論 (2)
メディアリテラシー (2) マスメディア概論 (2)
情報と経済 (2) 情報と分析 (2)
図書館情報資源概論 (2) 記録情報概論 (2)
ﾃｸﾆｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 (2)
デジタルフォト実習 (1) 映像制作実習 (1)
サウンドデザイン実習 (1) プログラミング入門演習 (2)
デザイン基礎 (2) 図書館情報学 (2)
図書館サービス概論 (2) 博物館概論 (2)
◎ソーシャルメディア論 (2) ◎メディア情報とキャリア (2)
情報検索論 (2) デジタル著作権論 (2)
色彩概論 (2) メタデータ概論 (2)
ライティング演習 (2) 情報マネジメント (2)
情報フルエンシー (2)
映像ジャーナリズム論 (2) コンテンツアナライズ論 (2)
ウェブ映像論 (2) ＣＭ制作論 (2)
映像ストーリー論 (2) 映像編集技術論 (2)
音響メディア論 (2) 音楽音響学 (2)
音響制作実習 (1)
アニメーション作画基礎 (1) アニメーション制作論 (2)
マネジメントサイエンス (2) 知覚・認知心理学 (2)
ウェブデザイン実習 (1) ウェブデザイン論 (2)
グラフィックデザイン論 (2) ウェブ制作実習 (1)
グラフィックデザイン実習 (1) ネットワークサービス論 (2)
プログラミング演習 (2) システムプログラミング実習 (1)
情報セキュリティ論 (2)
生涯学習論 (2) 歴史と史料 (2)
記録管理論 (2) 記録情報実習 (1)
博物館経営論 (2) 博物館資料論 (2)
博物館展示論 (2) 博物館教育論 (2)
情報サービス論 (2) 情報資源組織論 (2)
児童サービス論 (2) 図書館情報技術論 (2)
ＡＩとデータサイエンス (2) ネットコンテンツ論 (2)
論文執筆法 (2) デジタル・アーカイブズ論 (2)
創作過程論 (2) 電子文書と記録管理 (2)
映像作品研究 (2)
＜映像モジュール＞
映像演出論 (2) ＣＭ制作研究 (2)
デジタル撮影応用実習 (1) デジタルコンテンツ制作演習 (2)
プリプロダクション演習 (2) ポストプロダクション演習 (2)
＜音響モジュール＞
サウンドデザイン論 (2) 制作技術論 (2)
サウンドデザイン演習 (2) 音楽情報処理演習 (2)
＜アニメーションモジュール＞

アニメーション作画応用 (2) アニメーション作品・作家研究Ⅰ (2)
アニメーション作品・作家研究Ⅱ (2) プレ・ビジュアライゼーション研究 (2)
ポスト・ビジュアライゼーション研究 (2) アニメーション制作演習 (2)
＜情報処理モジュール＞
プロジェクトマネジメント (2) データベース設計論 (2)
ネットワーク構築論 (2) 情報システム開発論 (2)
ネットワークプログラミング実習 (1) コンピュータグラフィックス実習 (1)
＜デザインモジュール＞
オンラインメディア管理論 (2) メディアデザイン論 (2)
ウェブ制作論 (2) ウェブ制作演習 (2)
グラフィックデザイン演習 (2)
＜図書館モジュール＞
情報サービス基礎演習 (2) 情報サービス発展演習 (2)
情報資源組織基礎演習 (2) 情報資源組織発展演習 (2)
図書館総合演習 (2) 図書館制度・経営論 (2)

アーカイブズ学 (2) 歴史資料論 (2)
博物館情報・メディア論 (2) 博物館資料保存論 (2)
博物館実習Ⅰ (2) 博物館実習Ⅱ (2)
記録情報演習 (2) 公文書管理論 (2)

合計１２４単位以上

共通
基幹
科目

必修４単位を含む
２６単位以上

分野
別モ
ジュ
ール
基幹
科目

専
門
発
展
科
目

共通
発展
科目

選択したモジュールの発
展科目４単位を含む
２６単位以上

映
像・
音響
分野
モ

ジュ
ール
発展

デジ
タル
デザ
イン
分野
モ

ジュ
ール
発展
科目

図書
館・
アー
カイ
ブズ
分野
モ

ジュ
ール
発展

＜博物館・アーカイブズモジュール＞

専
門
科
目
群

演習科目 必修１６単位

専
門
基
礎
科
目

共通
基礎
科目

必修２単位を含む
１２単位以上

分野
基礎
科目

専
門
基
幹
科
目



大学学則

９．メディア情報学部メディア情報学科（平成２９年度から令和２年度入学者適用） ◎印は必修科目

卒業要件単位
◎メディアと情報資源 (2) ◎プレゼミナールⅠ (2)
◎プレゼミナールⅡ (2) ◎プレゼミナールⅢ (2)
◎プレゼミナールⅣ (2) ◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)
◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)
まちづくり実践 (2) ボランティア実習 (1)
地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域産業論 (2)
地域企業論 (2) 地域とスポーツ (2)
地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)
地域と政治 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 芸術学 (2)
文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)
文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)
こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)
北欧文化論 (2) ドイツ語と文化 (2)
フランス語と文化 (2) スペイン語と文化 (2)
中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)
日本語教育入門 (2) ◎健康・スポーツ実習Ⅰ (1)
◎健康・スポーツ実習Ⅱ (1)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)
経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)
歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
地球科学 (2) 環境生物学Ⅰ (2)
環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)
生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)
からだの科学Ⅱ (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)
現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)
コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)
映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)
子ども文化論 (2) 多文化共生論 (2)
現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)
世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)
ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)
社会福祉論Ⅱ (2) ホスピタリティ論 (2)
現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)
健康・スポーツ演習Ⅰ (2) 健康・スポーツ演習Ⅱ (2)
英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)
英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)
日本語ⅠA (1) 日本語ⅠB (1)
日本語ⅡA (1) 日本語ⅡB (1)
ドイツ語ⅠA (1) ドイツ語ⅠB (1)
ドイツ語ⅡA (1) ドイツ語ⅡB (1)
フランス語ⅠA (1) フランス語ⅠB (1)
フランス語ⅡA (1) フランス語ⅡB (1)
中国語ⅠA (1) 中国語ⅠB (1)
中国語ⅡA (1) 中国語ⅡB (1)
韓国語ⅠA (1) 韓国語ⅠB (1)
韓国語ⅡA (1) 韓国語ⅡB (1)
英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)
英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)

第
一
外
国
語

４単位
(日本語は留学生のみ)

８単位以上

科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１２単位

第
二
外
国
語

キャリア教育
科目群

必修４単位を
含む６単位以上

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

６単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

必修２単位を含む
１２単位以上

社会と生活

環境と人間

教
養
発
展
科
目
群

４単位
（いずれか1か国語選択）

 (英語は留学生のみ)

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

英語ⅢA (1) 英語ⅢB (1)
日本語ⅢA (1) 日本語ⅢB (1)
ドイツ語ⅢA (1) ドイツ語ⅢB (1)
フランス語ⅢA (1) フランス語ⅢB (1)
中国語ⅢA (1) 中国語ⅢB (1)
韓国語ⅢA (1) 韓国語ⅢB (1)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)

ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)

フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)

スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)

中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)

韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)

日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語文法A (1) 日本語文法B (1)
総合日本語A (1) 総合日本語B (1)
海外語学演習 (4)
マスメディア概論 (2) 情報処理概論 (2)
図書館情報資源概論 (2) メディアリテラシー (2)
記録情報概論 (2) 情報と経済 (2)
情報と分析 (2)
＜映像・音響メディア分野＞
映像制作実習 (1) デジタルフォト実習 (1)
音響制作実習 (1)
＜デジタルデザイン分野＞
デザイン基礎 (2) プログラミング入門演習 (2)
＜図書館・アーカイブズ分野＞
博物館概論 (2) 図書館情報学 (2)
図書館サービス概論 (2)
創作過程論 (2) デジタル著作権論 (2)
情報検索論 (2) ◎メディア情報とキャリア (2)
オンキャンパス・ワークショップ (2) グラフィックデザイン実習 (1)
ウェブデザイン実習 (1)
＜映像・音響メディア分野＞
音響メディア論 (2) メディア・アート論 (2)
情報メディア倫理 (2) コンテンツアナライズ論 (2)
映像編集技術論 (2) 制作技術論 (2)
＜デジタルデザイン分野＞

ウェブデザイン論 (2) 情報セキュリティ論 (2)

マルチメディア論 (2) グラフィックデザイン論(DTP) (2)

ウェブ制作実習 (1) 音楽情報処理演習 (2)
＜図書館・アーカイブズ分野＞

マルチメディア論 (2) 都市と文化施設 (2)
グラフィックデザイン論(DTP) (2) 音響メディア論 (2)
歴史と史料 (2) 生涯学習論 (2)
＜マスコミ＞
取材論 (2) テレビ放送論 (2)
＜クリエーター＞
サウンドデザイン論 (2) ＣＭ制作論 (2)
音楽情報処理演習 (2)
＜アニメーション＞
アニメーション制作論 (2) アニメーション作画基礎 (1)
認知心理学Ⅰ(知覚・認知心理学) (2) マネジメントサイエンス (2)
＜デザイナー・ディレクター＞
取材論 (2) メディア・アート論 (2)
情報メディア倫理 (2) 音響メディア論 (2)
＜情報処理・資格＞
ネットワークサービス論 (2) 記録管理論 (2)
システムプログラミング実習 (1) 記録情報実習 (1)
プログラミング演習 (2)
＜博物館・アーカイブズ＞
博物館資料論 (2) 博物館経営論 (2)
博物館展示論 (2) 博物館教育論 (2)
＜図書館・司書＞
児童サービス論 (2) 情報資源組織論 (2)
情報サービス論 (2) 図書館情報技術論 (2)

分
野
科
目

モ
ジ
ュ
ー

ル
科
目

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目

専
攻
科
目
群

２単位
（いずれか１か国語選

択）
 (日本語は留学生のみ)

選
択
必
修
外
国
語

自
由
選
択
外
国
語
科
目

(日本語は留学生のみ)

専
攻
基
礎
科
目

学
部
科
目

学部科目６単位を含む
８単位以上分

野
科
目

専
攻
基
幹
科
目

学
部
科
目

必修１０単位を含む
専攻基幹科目・専攻発展

科目５４単位以上

専攻した分野科目・モ
ジュール科目から２８単

位以上

ただし、
専攻発展科目から３０単

位以上



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

デジタル・アーカイブズ論 (2) 論文執筆法 (2)
オンキャンパス・インターンシップ (2) 発展研究 (2)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
＜映像・音響メディア分野＞
映像メディア論 (2) 製作マネジメント (2)
メタデータ概論 (2) オンラインメディア管理論 (2)
ポストプロダクション演習 (2)
＜デジタルデザイン分野＞

メディアデザイン論 (2) データベース設計論 (2)

ウェブ制作論 (2) コンピュータグラフィックス実習 (1)

プロジェクトマネジメント (2)
＜図書館・アーカイブズ分野＞
データベース設計論 (2) 映像メディア論 (2)
ネットワーク構築論 (2) 情報サービス演習Ⅰ(基礎) (2)
情報サービス演習Ⅱ(発展) (2)
＜マスコミ＞
ソーシャルメディア論 (2) マスメディア制度論 (2)
ジャーナリズム論 (2) 映像メディア論 (2)
クロスメディア論 (2) 映像作品研究 (2)
＜クリエーター＞
映像演出論 (2) 映像ストーリー論 (2)
ＣＭ制作研究 (2) サウンドデザイン演習 (2)
デジタルコンテンツ制作演習 (2) プリプロダクション演習 (2)
＜アニメーション＞
アニメーション作画応用 (2) プレ・ビジュアライゼーション研究 (2)
ポスト・ビジュアライゼーション研究 (2) アニメーション作品・作家研究Ⅰ (2)
アニメーション作品・作家研究Ⅱ (2) アニメーション制作演習 (2)
＜デザイナー・ディレクター＞
メタデータ概論 (2) 映像メディア論 (2)
クロスメディア論 (2) グラフィックデザイン演習 (2)
ウェブ制作演習 (2) アニメーション制作演習 (2)

ネットワーク構築論 (2) アーカイブズ学 (2)
電子文書と記録管理 (2) 公文書管理論 (2)
ネットワークプログラミング実習 (1) 記録情報演習 (2)
＜博物館・アーカイブズ＞
アーカイブズ学 (2) 博物館情報・メディア論 (2)
歴史資料論 (2) 博物館資料保存論 (2)
博物館実習Ⅰ (2) 博物館実習Ⅱ (2)
＜図書館・司書＞
図書館制度・経営論 (2) 情報資源組織演習Ⅰ (2)
情報資源組織演習Ⅱ (2) 図書館総合演習 (2)

合計　１２４単位以上

専
攻
発
展
科
目

学
部
科
目

分
野
科
目

モ
ジ
ュ
ー

ル
科
目 ＜情報処理・資格＞

専
攻
科
目
群



大学学則

１０．メディア情報学部メディア情報学科（平成２５年度から平成２８年度入学者適用） ◎印は必修科目

卒業単位
◎オリエンテーションゼミナールⅠ (2) ◎オリエンテーションゼミナールⅡ (2)
◎メディアと情報資源 (2)
◎情報処理実習Ⅰ (1) ◎情報処理実習Ⅱ (1) 必修２単位
情報科学Ⅰ (2) 情報科学Ⅱ (2)
芸術学 (2) 現代社会とメディア (2)
情報社会論 (2) コミュニケーション論 (2)
インターネット文化論 (2) 映像文化論 (2)
アニメーション文化論 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
論理学Ⅰ (2) 論理学Ⅱ (2)
倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 文学Ⅰ (2)
文学Ⅱ (2) 観光学 (2)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)
経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 文化人類学Ⅰ (2)
文化人類学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)
歴史学Ⅱ (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
地理学Ⅰ (2) 地理学Ⅱ (2)
環境生物学Ⅰ (2) 環境生物学Ⅱ (2)
生命の科学Ⅰ (2) 生命の科学Ⅱ (2)
からだの科学Ⅰ (2) からだの科学Ⅱ (2)
行動科学 (2) こころの科学Ⅰ (2)
こころの科学Ⅱ (2) こころの科学Ⅲ (2)
こころの科学Ⅳ (2) 地球科学 (2)
◎健康･スポーツ実習 (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)
現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)
子ども文化論 (2) 現代観光論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
多文化共生論 (2) 地域社会と経済 (2)
労働と社会 (2) ジェンダー論 (2)
社会福祉論Ⅰ (2) 社会福祉論Ⅱ (2)
ＮＧＯ・ＮＰＯ論 (2) 地球環境論 (2)
地域環境論 (2) 環境と社会 (2)
森林文化論 (2) 現代人と心理Ⅰ (2)
現代人と心理Ⅱ (2) 健康･スポーツ演習 (4)

「文化と情報」から
４単位を含む
２２単位以上

区分 授業科目（単位数）

基礎
科目
群

教
養
科
目
群

必修６単位

情報基礎科目

基礎教育科目

人
間
と
文
化

人
間
と
社
会

教
養
基
礎
科
目

文
化
と
情
報

人
間
と
環
境

教
養
発
展
科
目



大学学則

卒業単位区分 授業科目（単位数）

【一般学生のみ】
◎英語Ⅰ (2) ◎英語Ⅱ (2)
英語Ⅲ (2)
【留学生のみ】
◎日本語Ⅰ (2) ◎日本語Ⅱ (2)
日本語Ⅲ (2)
◎ドイツ語Ⅰ (2) ◎ドイツ語Ⅱ (2)
ドイツ語Ⅲ (2)
◎フランス語Ⅰ (2) ◎フランス語Ⅱ (2)
フランス語Ⅲ (2)
◎中国語Ⅰ (2) ◎中国語Ⅱ (2)
中国語Ⅲ (2)
◎韓国語Ⅰ (2) ◎韓国語Ⅱ (2)
韓国語Ⅲ (2)
◎スペイン語Ⅰ (2) ◎スペイン語Ⅱ (2)
スペイン語Ⅲ (2)
【留学生のみ】
◎英語Ⅰ (2) ◎英語Ⅱ (2)
英語Ⅲ (2)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
海外語学演習 (4)
【留学生のみ】
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語・日本事情 (2)
キャリア基礎 (2) ◎キャリアデザインⅠ (2)
◎キャリアデザインⅡ (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア発展Ⅰ (2) キャリア発展Ⅱ (2)
キャリア実践 (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)
まちづくり実践 (2) 森林文化実習 (2)
ボランティア実践 (2) 森林文化Ⅰ (2)
森林文化Ⅱ (2)

第
二
外
国
語

教
養
科
目
群

自
由
選
択
外
国
語

外
国
語
科
目

必修６単位を含む
１０単位以上

必修8単位を含む
10単位以上

(※第二外国語はいずれか
1ヶ国語を選択

第
一
外
国
語

キャリア
支援

科目群
アウトキャンパス

スタディ

キャリア教育



大学学則

卒業単位区分 授業科目（単位数）

◎情報処理概論 (2) マスメディア概論 (2)
情報管理概論 (2) 記録情報概論 (2)
生涯学習概論 (2) デザイン基礎 (2)
基本情報技術入門演習 (2) プログラミング入門演習 (2)
情報と経済 (2) 情報と数学 (2)
情報と統計 (2) 憲法概論 (2)
ＣＭ制作論 (2) 制作技術論 (2)
グラフィックデザイン論 (2) ウェブデザイン論 (2)
情報資料論 (2) 情報組織化論 (2)
情報検索論 (2) 記録管理論 (2)
グラフィックデザイン実習 (1) ウェブデザイン実習 (1)
情報検索実習 (1) 記録情報実習 (1)
創作過程論 (2) 取材論 (2)
マルチメディア論 (2) メディアリテラシー (2)
情報メディア倫理 (2) デジタル著作権論 (2)
映像・音響情報論 (2) メディア・アート論 (2)
映像制作実習 (1) 音響制作実習 (1)
デジタルフォト実習 (1)
◎プレゼミナールⅠ (2) ◎プレゼミナールⅡ (2)
◎メディア情報とキャリア (2) ネットワークサービス論 (2)
アルゴリズム論 (2) 情報システム論 (2)
図書館情報学 (2) 博物館概論 (2)
情報サービス論 (2) 都市と文化施設 (2)
社会と経済の歴史 (2) 基本情報技術演習 (2)
プログラミング演習 (2) オンキャンパス・ワークショップ (2)
映像編集技術論 (2) 映像制作演習 (2)
音楽情報処理演習 (2) 映像メディア論 (2)
映像ストーリー論 (2) 映像作品研究 (2)
音響メディア論 (2) サウンドデザイン論 (2)
ジャーナリズム論 (2) マスメディア制度論 (2)
プリプロダクション演習 (2) ポストプロダクション演習 (2)
サウンドデザイン演習 (2)
プロジェクトマネジメント (2) 情報セキュリティ論 (2)
ウェブ制作実習 (1) ネットワークプログラミング実習 (1)
システムプログラミング実習 (1) ネットワーク構築論 (2)
ネットワーク運用論 (2) 情報システム設計論 (2)
メディアデザイン論 (2) ウェブ制作論 (2)
マルチメディア実習 (1) ウェブ制作演習 (2)
グラフィックデザイン演習 (2) メディアデザイン演習 (2)
博物館展示論 (2) 情報サービス演習Ⅰ（基礎） (2)
図書館･情報センター経営論 (2) 図書館情報システム演習 (2)
図書館サービス論 (2) 博物館情報学 (2)
博物館資料論 (2) アーカイブズ学 (2)
歴史資料論 (2) 電子文書と記録管理 (2)
公文書管理論 (2) 記録情報演習 (2)
情報サービス演習Ⅱ（発展） (2) 学校図書館メディアの構成 (2)
情報メディアの活用 (2)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
論文執筆法 (2) 発展研究 (2)
クロスメディア論 (2) 映像演出論 (2)
ＣＭ制作研究 (2) 製作マネジメント (2)

情報関連専門職 (2) ソーシャルメディア論 (2)
データベース設計論 (2) オンキャンパス・インターンシップ (2)
デジタルコンテンツ制作演習 (2) 主題別レファレンス演習 (2)

メディア情報と社
会

合計　１２４単位以上

コース共通科目

図書館・
アーカイブズ

コース

専
攻
科
目
群

必修２単位を含む
６単位以上

専
攻
基
幹
科
目

デジタル
デザイン
コース

映像・音響
メディア
コース

専
攻
発
展
科
目

専攻基礎科目

必修６単位及び
実習１単位以上を含む

２２単位以上

必修８単位及び
選択したコースから

14単位を含む
42単位以上

コミュニケーショ
ン・

デザイン

クリエイティブ・
デザイン



大学学則

１１．現代文化学部現代文化学科（平成２９年度から平成３１年度入学者適用） ◎印は必修科目◯印は選択必修

◎現代文化基礎講座Ⅰ (2) ◎現代文化基礎講座Ⅱ (2)

◎プレゼミナールⅠ (2) ◎プレゼミナールⅡ (2)

◎プレゼミナールⅢ (2) ◎プレゼミナールⅣ (2)

◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1) ◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)

◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)

キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)

◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)

キャリア実践Ⅲ (2)

インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)

まちづくり実践 (2) ボランティア実習 (1)

地域と文学 (2) 飯能学 (2)

地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)

森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)

地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)

地域と金融 (2) 地域産業論 (2)

地域企業論 (2) 地域とスポーツ (2)

地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)

地域と政治 (2)

哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)

倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)

言語学 (2) 芸術学 (2)

文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)

文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)

こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)

北欧文化論 (2) ドイツ語と文化 (2)

フランス語と文化 (2) スペイン語と文化 (2)

中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)

日本語教育入門 (2) ◎健康・スポーツ実習Ⅰ (1)

◎健康・スポーツ実習Ⅱ (1)

法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)

政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)

経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)

社会学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)

歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)

現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)

地球科学 (2) 環境生物学Ⅰ (2)

環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)

生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)

からだの科学Ⅱ (2)

比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)

現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)

現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)

コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)

映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)

子ども文化論 (2) 多文化共生論 (2)

現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)

世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)

国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)

ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)

ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)

社会福祉論Ⅱ (2) ホスピタリティ論 (2)

現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)

健康・スポーツ演習Ⅰ (2) 健康・スポーツ演習Ⅱ (2)

科 目 群 授業科目（単位数） 卒業要件単位

基礎教育科目群 必修１４単位

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上

キャリア教育
科目群

必修４単位を
含む６単位以上

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

６単位以上

地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

必修２単位を含む１２単位
以上

社会と生活

環境と人間



大学学則

科 目 群 授業科目（単位数） 卒業要件単位

英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)

英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)

日本語ⅠA (1) 日本語ⅠB (1)

日本語ⅡA (1) 日本語ⅡB (1)

ドイツ語ⅠA (1) ドイツ語ⅠB (1)

ドイツ語ⅡA (1) ドイツ語ⅡB (1)

フランス語ⅠA (1) フランス語ⅠB (1)

フランス語ⅡA (1) フランス語ⅡB (1)

スペイン語ⅠA (1) スペイン語ⅠB (1)

スペイン語ⅡA (1) スペイン語ⅡB (1)

中国語ⅠA (1) 中国語ⅠB (1)

中国語ⅡA (1) 中国語ⅡB (1)

韓国語ⅠA (1) 韓国語ⅠB (1)

韓国語ⅡA (1) 韓国語ⅡB (1)

英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)

英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)

英語ⅢA (1) 英語ⅢB (1)

日本語ⅢA (1) 日本語ⅢB (1)

ドイツ語ⅢA (1) ドイツ語ⅢB (1)

フランス語ⅢA (1) フランス語ⅢB (1)

スペイン語ⅢA (1) スペイン語ⅢB (1)

中国語ⅢA (1) 中国語ⅢB (1)

韓国語ⅢA (1) 韓国語ⅢB (1)

英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)

日本語文法A (1) 日本語文法B (1)

総合日本語A (1) 総合日本語B (1)

国際コミュニケーション概説 (2) 国際文化概説 (2)

日本文化論入門 (2) 現代文化と観光 (2)

フィールドトリップⅠ (2) エコツーリズム論 (2)

スポーツ文化概説 (2) 現代スポーツ文化論 (2)

スポーツ史 (2) トレーニングサイエンス (2)

ヘルスサイエンス (2) チームビルディング (1)

憲法概論 (2) 日本語と日本文化 (2)

観光コミュニケーション論 (2)

日本文化論Ⅰ (2) 日本文化論Ⅱ (2)

言語コミュニケーション論 (2) 異文化間コミュニケーション論Ⅰ (2)

多民族文化論 (2) レクリエーション論 (2)

観光と外国語Ⅰ（多言語） (2) 観光と外国語Ⅱ（英語） (2)

生涯学習論 (2) 救急処置法 (2)

身体文化論 (2) 環境倫理学 (2)

教育法 (2) 国際理解 (2)

日本観光事情 (2)

都市探訪 (2) 歴史探訪 (2)

フィールドトリップⅡ (2) テーマパーク実践 (2)

観光イベント実践 (2) スポーツボランティア研修 (2)

ソーシャルファーム研修 (2) アクア・マリンスポーツ研修 (2)

キャンプ・野外活動研修 (2) スキー・スノーボード研修 (2)

海外スポーツ文化研修 (2) 海外語学演習 (4)

専
攻
科
目
群

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目

第
１
外
国
語

４単位
(日本語は留学生のみ)

第
２
外
国
語

４単位
（いずれか１か国語選択）

(英語は留学生のみ)

選
択
必
修
外
国
語

２単位
（いずれか１か国語選択）

(日本語は留学生のみ)

自
由
選
択
外
国
語
科
目

(日本語は留学生のみ)

専攻基礎
科目群

６単位以上

コ
ー

ス
共
通
科
目
群

オ
ン
・

キ
ャ

ン
パ
ス

６単位以上

１０単位
以上

フ
ィ
ー

ル
ド
・

ス
タ
デ
ィ

２単位以上



大学学則

科 目 群 授業科目（単位数） 卒業要件単位

◎日本語表現法 (2) ◎国際文化論 (2)
◎英語コミュニケーション演習Ⅰ (2) 英語コミュニケーション演習Ⅱ (2)
◎異文化間コミュニケーション論Ⅱ (2) 国際コミュニケーション論 (2)

イギリス文学Ⅰ (2) イギリス文学Ⅱ (2)

アメリカ文学Ⅰ (2) アメリカ文学Ⅱ (2)

比較文学Ⅰ (2) 比較文学Ⅱ (2)

外国文学 (2) 西洋文化論 (2)

アメリカ文化論 (2) アジア文化論 (2)

英語文化論Ⅰ (2) 英語文化論Ⅱ (2)

日本古典文学 (2) 日本近現代文学 (2)

日本語文化論 (2) 認知言語学 (2)

国内英語研修 (2)

◎観光ホスピタリティ論 (2) ◎観光調査法 (2)

◎地域観光概論 (2) ◎観光基礎論 (2)

観光マーケティング (2) 観光サービス論 (2)

旅行経営論 (2) テーマパーク論 (2)

産業観光論 (2) 観光交通論 (2)

観光と文化Ⅰ (2) 観光と文化Ⅱ (2)

旅行業法・約款 (2) 国内旅行運賃 (2)

国内観光地理 (2) ホスピタリティと外国語 (2)

レクリエーション実践 (2) エコツーリズム実践 (2)

観光研修 (4) 添乗研修 (4)

◎スポーツ哲学 (2) ◎スポーツ社会学 (2)

◎運動生理学 (2) ◎スポーツ心理学 (2)

スポーツ測定法演習Ⅰ (2) スポーツ測定法演習Ⅱ (2)
スポーツ実技Ⅰ（体つくり運動） (1) スポーツ実技Ⅱ（器械運動） (1)

スポーツ実技Ⅲ（陸上競技） (1) スポーツ実技Ⅳ（水泳） (1)

運動学 (2) 健康教育論 (2)

スポーツ人類学 (2) アートスポーツ論 (2)

スポーツ実技Ⅴ（武道） (1) スポーツ実技Ⅵ（ダンス） (1)
スポーツ実技Ⅶ（バレー・バスケット） (1) スポーツ実技Ⅷ（サッカー） (1)

保健体育教職への道Ⅰ (2) 保健体育教職への道Ⅱ (2)

学校保健 (2) 衛生学・公衆衛生学 (2)

現代社会と運動処方 (2) スポーツ栄養学 (2)

トレーニングの科学 (2) 発育・発達とスポーツ (2)

◎スポーツ社会学 (2) ◎運動生理学 (2)

◎労働衛生Ⅰ (2) ◎労働安全衛生法Ⅰ (2)

競技スポーツ実践演習Ⅰ (2) 競技スポーツ実践演習Ⅱ (2)

スポーツ・バイオメカニクス (2) アスレティックトレーナー論 (2)

体力トレーニング演習 (2) 健康とスポーツの医学 (2)

スポーツ指導論 (2) スポーツと法 (2)

生涯スポーツ論 (2) 解剖生理学 (2)

労働衛生Ⅱ (2) 労働安全衛生法Ⅱ (2)

スポーツと社会貢献 (2) スポーツと政治 (2)

スポーツ政策論 (2) スポーツ心理学 (2)

メンタルトレーニング演習 (2) 競技スポーツ実践演習Ⅲ (2)

競技スポーツ実践演習Ⅳ (2) 労働基準法 (2)

スポーツ・マネジメント (2) フィットネスエクササイズⅠ (1)

フィットネスエクササイズⅡ (1)

◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)

◎卒業研究 (2)

専
攻
科
目
群

合計　１２４単位以上

国
際
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
コ
ー

ス

選択したコースの１６単位
（うち必修８単位）を含む

３４単位以上

観
光
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ

コ
ー

ス

ス
ポ
ー

ツ
文
化
コ
ー

ス

ス
ポ
ー

ツ
キ
ャ

リ
ア
コ
ー

ス

演習と
卒業研究

必修１０単位

専
攻
発
展
科
目
群



大学学則

１２．現代文化学部現代文化学科（平成２５年度から平成２８年度入学者適用） ◎印は必修科目

◎現代文化基礎講座Ⅰ (2) ◎現代文化基礎講座Ⅱ (2)
◎スタディ・スキルズ (4)
◎コンピュータ・スキルズⅠ (1) ◎コンピュータ・スキルズⅡ (1)
コンピュータ・スキルズⅢ (1) コンピュータ・スキルズⅣ (1)
キャリア基礎 (2) ◎キャリアデザインⅠ (2)
◎キャリアデザインⅡ (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア発展Ⅰ (2) キャリア発展Ⅱ (2)
キャリア実践 (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)
まちづくり実践 (2) 森林文化実習 (2)
ボランティア実践 (2) 森林文化Ⅰ (2)
森林文化Ⅱ (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
論理学Ⅰ (2) 論理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 倫理学Ⅰ (2)
倫理学Ⅱ (2) 芸術学 (2)
文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)
観光学 (2)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)
経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 文化人類学Ⅰ (2)
文化人類学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)
歴史学Ⅱ (2)
情報科学Ⅰ (2) 情報科学Ⅱ (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
地球科学 (2) 地理学Ⅰ (2)
地理学Ⅱ (2) 環境生物学Ⅰ (2)
環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)
生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)
からだの科学Ⅱ (2) 行動科学 (2)
こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)
こころの科学Ⅲ (2) こころの科学Ⅳ (2)
◎健康･スポーツ実習 (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)
現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)
コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)
映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)
子ども文化論 (2) 現代観光論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
多文化共生論 (2) 地域社会と経済 (2)
労働と社会 (2) ジェンダー論 (2)
社会福祉論Ⅰ (2) 社会福祉論Ⅱ (2)
NGO・NPO論 (2) 情報社会論 (2)
現代社会とメディア (2) 地球環境論 (2)
地域環境論 (2) 環境と社会 (2)
森林文化論 (2) 現代人と心理Ⅰ (2)
現代人と心理Ⅱ (2) 健康・スポーツ演習 (4)
外国大学科目 (2)

教
養
科
目
群

キ
ャ

リ
ア
支
援
科
目
群

科目群 授業科目（配当年次／単位数） 卒業要件単位
基
礎
科
目
群

オリエンテー
ション科目

必修８単位

情報教育
必修２単位を含む２単位以上

科目群

キャリア教育

アウトキャンパ
ス

スタディ

必修６単位を含む８単位以上

教養発展群 １０単位以上

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文
化

必修２単位を含む１４単位以上

人間と社
会

人間と環
境



大学学則

科目群 授業科目（配当年次／単位数） 卒業要件単位

◎英語Ⅰ (2) ◎英語Ⅱ (2)
◎英語Ⅲ (2) ◎日本語Ⅰ (2)
◎日本語Ⅱ (2) ◎日本語Ⅲ (2)
○ドイツ語Ⅰ (2) ○ドイツ語Ⅱ (2)
○ドイツ語Ⅲ (2) ○フランス語Ⅰ (2)
○フランス語Ⅱ (2) ○フランス語Ⅲ (2)
○スペイン語Ⅰ (2) ○スペイン語Ⅱ (2)
○スペイン語Ⅲ (2) ○中国語Ⅰ (2)
○中国語Ⅱ (2) ○中国語Ⅲ (2)
○韓国語Ⅰ (2) ○韓国語Ⅱ (2)
○韓国語Ⅲ (2) ○英語Ⅰ (2)
○英語Ⅱ (2) ○英語Ⅲ (2)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語・日本事情 (2)
比較文化概説Ⅰ (2) 比較文化概説Ⅱ (2)
日本文化論入門 (2) 現代文化と観光 (2)
フィールドトリップⅠ (2) スポーツ史 (2)
スポーツ文化概説 (2) 現代スポーツ文化論 (2)
飯能学 (2) Ｓ．Ｉ．Ｔ． (2)
日本文化論Ⅰ (2) 日本文化論Ⅱ (2)

多民族文化論 (2)
異文化間コミュニケーション
論Ⅰ

(2)

言語コミュニケーション論 (2) レクリエーション論 (2)
身体文化論 (2) 救急処置法 (2)
生涯学習論 (2) 観光と外国語Ⅰ（多言語） (2)
観光と外国語Ⅱ（英語） (2) 環境倫理学 (2)
現代文化特講 (2) エコツーリズム論 (2)
憲法概論 (2) 外国大学科目 (2)
都市探訪 (2) 歴史探訪 (2)
エコツーリズム実践Ⅰ（初
級）

(2) アクア・マリンスポーツ研修 (2)

キャンプ・野外活動研修 (2) スキー・スノーボード研修 (2)
海外スポーツ文化研修 (2) フィールドトリップⅡ (2)
ソーシャルファーム研修 (2) 海外語学演習 (4)

教
養
科
目
群

専
攻
科
目
群

外
国
語
科
目
群

必修６単位
いずれか
１カ国語

選択必修
外国語科

目

いずれか
必修６単位

必修外国
語科目

１カ国語

自由選択
外国語科

目
―

２単位以上

１０単位
以上

フ
ィ
ー

ル
ド
・

ス
タ
デ
ィ

専攻基礎科目群 ６単位以上

コ
ー

ス
共
通
科
目
群

オ
ン
・
キ
ャ

ン
パ
ス

６単位以上



大学学則

科目群 授業科目（配当年次／単位数） 卒業要件単位

◎比較文化研究法 (2) ◎比較文化論Ⅰ (2)
◎比較文化論Ⅱ (2) 比較思想 (2)
比較文学Ⅰ (2) 比較文学Ⅱ (2)
◎異文化間コミュニケーショ
ン論Ⅱ

(2) ヨーロッパ文化論Ⅰ (2)

ヨーロッパ文化論Ⅱ (2) イギリス文学Ⅰ (2)
イギリス文学Ⅱ (2) アメリカ文学Ⅰ (2)
アメリカ文学Ⅱ (2) ドイツ文学 (2)
フランス文学 (2) アメリカ文化論 (2)
英語文化論Ⅰ (2) 英語文化論Ⅱ (2)
英語コミュニケーション演習
Ⅰ

(2)
英語コミュニケーション演習
Ⅱ

(2)

認知言語学 (2) 中国文学 (2)
アジア言語文化論 (2) アジア文化論 (2)
日本語文化論 (2) 日本古典文学Ⅰ (2)
日本古典文学Ⅱ (2) 日本近現代文学Ⅰ (2)
日本近現代文学Ⅱ (2) 比較宗教学 (2)
宗教人類学 (2) 外国大学科目 (2)
◎観光ホスピタリティ論 (2) ◎観光調査法 (2)
◎地域と観光 (2) ◎観光基礎論 (2)
観光マーケティング (2) 観光サービス論 (2)
ホテル経営論 (2) テーマパーク論 (2)
旅行経営論 (2) 観光交通論 (2)

観光と情報 (2) 観光と文化Ⅰ（ヨーロッパ） (2)

観光と文化Ⅱ（アメリカ） (2) 観光と文化Ⅲ（アジア） (2)
観光と文化Ⅳ（日本） (2) 産業観光論 (2)
エコツーリズム実践Ⅱ（上
級）

(2) ホスピタリティと外国語 (2)

地域調査実践 (2) 添乗研修 (4)
観光研修 (4) 外国大学科目 (2)
◎スポーツ哲学 (2) ◎スポーツ社会学 (2)
◎運動生理学 (2) ◎スポーツ心理学 (2)
運動学 (2) スポーツ測定法演習 (4)
スポーツイベント実践 (2) スポーツ人類学 (2)
アートスポーツ論 (2) 生涯スポーツ論 (2)

スポーツ・バイオメカニクス (2) 解剖生理学 (2)

アスレティックトレーナー論 (2) 体力トレーニング演習 (2)

健康とスポーツの医学 (2) スポーツ指導論 (2)
スポーツと法 (2) 学校保健 (2)
衛生学・公衆衛生学 (2) スポーツ心理学演習 (2)
スポーツ・マネジメント (2) 現代社会と運動処方 (2)
スポーツ栄養学 (2) トレーニングの科学 (2)

発育・発達とスポーツ (2)
スポーツ実技Ⅰ（体つくり運
動）

(1)

スポーツ実技Ⅱ（器械運動） (1) スポーツ実技Ⅲ（陸上競技） (1)

スポーツ実技Ⅳ（水泳） (1) スポーツ実技Ⅴ（武道） (1)

スポーツ実技Ⅵ（ダンス） (1)
スポーツ実技Ⅶ（バレー・バ
スケット）

(1)

スポーツ実技Ⅷ（サッカー） (1) エアロビックダンスⅠ (1)

エアロビックダンスⅡ (1) 保健体育教職への道Ⅰ (2)
保健体育教職への道Ⅱ (2) 外国大学科目 (2)
◎プレゼミナール (4) ◎演習Ⅰ (4)
◎演習Ⅱ (4) ◎卒業研究 (2)

専
攻
科
目
群

専
攻
発
展
科
目
群

合計　１２４単位以上

比
較
文
化
コ
ー

ス

選択したコースの１６単位（うち
必修８単位）を含む３２単位以上

観
光
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ

コ
ー

ス

ス
ポ
ー

ツ
文
化
コ
ー

ス

演習と
必修１４単位

卒業研究



大学学則

１３．スポーツ科学部スポーツ科学科 ◎印は必修科目　〇△◇印は選択必修

◎教養基礎講座 (2) ◎プレゼミナールⅠ (2)

◎プレゼミナールⅡ (2) ◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)

◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1) 倫理学Ⅰ (2)

倫理学Ⅱ (2) 文学Ⅰ (2)

文学Ⅱ (2) こころの科学Ⅰ (2)

こころの科学Ⅱ (2) 日本の文化と倫理 (2)

国際社会と日本 (2) 北欧文化論 (2)

◎健康・スポーツ実習Ⅰ (1) ◎健康・スポーツ実習Ⅱ (1)

憲法概論 (2) 経済学Ⅰ (2)

経済学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)

歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)

現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)

環境生物学Ⅰ (2) 環境生物学Ⅱ (2)

生命の科学Ⅰ (2) 生命の科学Ⅱ (2)

からだの科学Ⅰ (2) からだの科学Ⅱ (2)

データサイエンス入門 (2)

◎プレゼミナールⅢ (2) ◎プレゼミナールⅣ (2)

日本の暮らしと文化 (2) 欧米の暮らしと文化 (2)

異文化と文学 (2) 日本伝統文化論 (2)

コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)

子ども文化論 (2) 現代人と心理Ⅰ (2)

現代人と心理Ⅱ (2) 現代社会と法 (2)

ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)

ジェンダー論 (2) ホスピタリティ論 (2)

現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)

データリテラシー入門 (1) 労働衛生Ⅰ (2)

労働衛生Ⅱ (2) 労働基準法 (2)

労働安全衛生法Ⅰ (2) 労働安全衛生法Ⅱ (2)

歴史探訪 (2) フィールドトリップ (2)

地域と文学 (2) 飯能学 (2)

地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)

森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)

地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)

地域と金融 (2) 地域企業論 (2)

地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)

インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)

まちづくり実践 (2)

英語ⅠＡ (1) ◎英語ⅠＢ (1)

英語ⅡＡ (1) ◎英語ⅡＢ (1)

日本語ⅠＡ (1) ◎日本語ⅠＢ* (1)

日本語ⅡＡ (1) ◎日本語ⅡＢ* (1)

ドイツ語ⅠＡ (1) ドイツ語ⅠＢ (1)

ドイツ語ⅡＡ (1) ドイツ語ⅡＢ (1)

フランス語ⅠＡ (1) フランス語ⅠＢ (1)

フランス語ⅡＡ (1) フランス語ⅡＢ (1)

中国語ⅠＡ (1) 中国語ⅠＢ (1)

中国語ⅡＡ (1) 中国語ⅡＢ (1)

韓国語ⅠＡ (1) 韓国語ⅠＢ (1)

韓国語ⅡＡ (1) 韓国語ⅡＢ (1)

英語ⅢＡ (1) 英語ⅢＢ (1)

日本語ⅢＡ* (1) 日本語ⅢＢ* (1)

ドイツ語ⅢＡ (1) ドイツ語ⅢＢ (1)

フランス語ⅢＡ (1) フランス語ⅢＢ (1)

中国語ⅢＡ (1) 中国語ⅢＢ (1)

韓国語ⅢＡ (1) 韓国語ⅢＢ (1)

英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ* (2) 日本語演習Ⅱ* (2)
海外語学演習 (2)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)

キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)

◎キャリア実践論Ⅰ (2) キャリア実践論Ⅱ (2)

キャリア実践論Ⅲ (2)

教
養
基
礎
科
目

教
養
発
展
科
目

地域科目 ４単位以上

必
修
外
国
語

選
択
必
修

外
国
語

２単位
（いずれか１言語選択）
（日本語は留学生のみ）

（日本語は留学生のみ）

必修４単位を
含む１０単位以上

共
通
教
養
科
目
群

自
由
選
択
外
国
語

外
国
語
科
目

必修４単位を含む
６単位以上

キャリア
教育科目

科 目 群 授業科目（単位数） 卒業要件単位

必修１０単位を
含む１８単位以上

第１外国語として「英語Ⅰ
Ａ」「英語ⅠＢ」「英語Ⅱ
Ａ」「英語ⅡＢ」の４単位を
必修。
日本語以外を母語とする学生
は、英語に替えて「日本語Ⅰ
Ａ」「日本語ⅠＢ」「日本語
ⅡＡ」「日本語ⅡＢ」の４単
位を必修。
また、第２外国語として、母
語及び第１外国語以外の１言
語４単位を必修。



大学学則

科 目 群 授業科目（単位数） 卒業要件単位

◎スポーツ科学入門Ａ (2) ◎スポーツ科学入門B (2)

◎救急処置法 (2) ◎トレーニングサイエンス (2)

◎ヘルスサイエンス (2) ◎スポーツ文化論 (2)

◎チームビルディング (1)

◎運動生理学 (2) ◎スポーツの測定評価 (2)

◎スポーツ哲学 (2) ◎スポーツ社会学 (2)

◎スポーツ・バイオメカニクス (2) ◎スポーツ教育学 (2)

◎スポーツ史 (2) ◎スポーツ・マネジメント (2)

専門実技（ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ･ｳｫｰｷﾝｸﾞ） (1) 専門実技（体つくり運動） (1)

専門実技（水泳） (1) 専門実技（体力トレーニング） (1)

専門実技（陸上競技） (1) 専門実技（器械運動） (1)

専門実技（フィットネスＡ） (1) 専門実技（フィットネスＢ） (1)

専門実技（柔道） (1) 専門実技（ダンス） (1)

専門実技（サッカー） (1) 専門実技（バレーボール） (1)

専門実技（バスケットボール） (1) 専門実技（テニス） (1)

専門実技（ホッケー） (1) 専門実技（ラグビー） (1)

専門実技（自然活動Ａ） (1) 専門実技（自然活動Ｂ） (1)

専門実技（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ） (1) 専門実技（ｱｸｱ･ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ） (1)

専門実技（パドルスポーツ） (1) 専門実技（自然活動Ｃ） (1)

専門実技（ｽｷｰ･ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ） (1)
○スポーツ測定法 (2) ○スポ―ツ心理学 (2)

○健康とスポーツの医学Ａ (2) ○運動学 (2)
○スポーツ生理学 (2) ○健康と文化 (2)

○スポーツ政策論 (2) ○生涯スポーツ論 (2)

○スポーツ人類学 (2) スポーツ栄養学 (2)

解剖生理学 (2) スポーツ測定法実習 (1)

健康とスポーツの医学B (2) 運動処方論 (2)

衛生学・公衆衛生学 (2) 生涯学習論 (2)

教育と文化 (2) スポーツ心理学実習 (1)

△アスレティックトレーナー論 (2) 身体文化論 (2)

異文化とスポーツ (2) スポーツと法 (2)

文化資源とスポーツ (2) レクリエーション論 (2)

アダプテッドスポーツ論 (2) 加齢とスポーツ (2)

健康運動プログラムの作成 (2) スポーツインストラクター指導論 (2)

メンタルトレーニング論 (2) コンディショニング論 (2)

△スポーツコーチング論 (2) △スポーツ指導者論 (2)

健康・体力づくり指導法 (2) 発育・発達とスポーツ (2)

学校保健 (2) 教育と法 (2)

エコツーリズム論 (2) スポーツ・ツーリズム論 (2)

スポーツと政治 (2) 国際交流とスポーツ (2)

海外スポーツ文化研修 (2) ◇スポーツ健康実習 (1)

◇スポーツ教育実習 (1) ◇地域スポーツ実習 (1)

◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)

◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
演習科目群

実
技
科
目

１単位以上

１単位以上

２単位以上

１単位以上

専
攻
発
展
科
目

選択必修科目○から１０単
位以上、
選択必修科目△から２単位
以上、
選択必修科目◇から１単位
を含む
３０単位以上

専
攻
科
目
群

専攻導入
科目

合計　１２４単位以上

必修８単位

専
攻
基
幹
科
目

講
義
科
目

必修１６単位

必修１３単位



◎印は必修科目
卒業要件単位

◎人間研究の視点Ａ（人間の
多面的理解）

(2)
◎人間研究の視点Ｂ（心理学
研究法）

(2)

◎プレゼミナールⅠ (2) ◎プレゼミナールⅡ (2)
◎プレゼミナールⅢ (2) ◎プレゼミナールⅣ (2)
◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1) ◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)
キャリア実践Ⅲ (2)
地域インターンシップ (4) まちづくり実践 (2)
課題解決プロジェクト (2) ボランティア実習 (1)
地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ａ (2) 森林文化Ｂ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域企業論 (2)
地域とスポーツ (2) 地域と社会 (2)
地域と歴史 (2)
哲学Ａ (2) 哲学Ｂ (2)
倫理学Ａ (2) 倫理学Ｂ (2)
芸術学 (2) 文学Ａ (2)
文学Ｂ (2) 文化人類学Ａ (2)
文化人類学Ｂ (2) こころの科学Ａ (2)
こころの科学Ｂ (2) 北欧文化論 (2)
ドイツ語と文化 (2) フランス語と文化 (2)
中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)
日本語教育入門 (2) 健康・スポーツ実習Ⅰ (1)
健康・スポーツ実習Ⅱ (1)
法学Ａ (2) 法学Ｂ (2)
政治学 (2) 経済学Ａ (2)
経済学Ｂ (2) 社会学Ａ (2)
社会学Ｂ (2) 歴史学Ａ (2)
歴史学Ｂ (2) 観光学 (2)
現代科学Ａ (2) 現代科学Ｂ (2)
地球科学 (2) 環境生物学Ａ (2)
環境生物学Ｂ (2) 生命の科学Ａ (2)
生命の科学Ｂ (2) からだの科学Ａ (2)
からだの科学Ｂ (2) データサイエンス入門 (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教 (2)
現代と文学 (2) コミュニケーション論 (2)
インターネット文化論 (2) 映像文化論 (2)
アニメーション文化論 (2) 子ども文化論 (2)
多文化共生論 (2) 現代人と心理 (2)
世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
労働と社会 (2) ジェンダー論 (2)
老人福祉論 (2) 地域福祉論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 現代社会とメディア (2)
人工知能概論 (2) データリテラシー入門 (1)
生涯スポーツ演習Ａ (2) 生涯スポーツ演習Ｂ (2)
◎英語総合Ⅰ (1) ◎英語総合Ⅱ (1)
◎英語表現Ⅰ (1) ◎英語表現Ⅱ (1)
◎英語発展Ⅰ (1) ◎英語発展Ⅱ (1)
◎日本語総合Ⅰ (1) ◎日本語総合Ⅱ (1)
◎日本語表現Ⅰ (1) ◎日本語表現Ⅱ (1)
◎日本語発展Ⅰ (1) ◎日本語発展Ⅱ (1)
英語演習Ａ (2) 英語演習Ｂ (2)
ドイツ語演習Ａ (2) ドイツ語演習Ｂ (2)
フランス語演習Ａ (2) フランス語演習Ｂ (2)
中国語演習Ａ (2) 中国語演習Ｂ (2)
韓国語演習Ａ (2) 韓国語演習Ｂ (2)
日本語演習Ａ (2) 日本語演習Ｂ (2)
海外語学演習 (4)

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語

科
目

６単位
（日本語は留学生のみ）

自
由
選
択
外
国

語
科
目

－
(日本語は留学生のみ)

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

４単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

１２単位以上

社会と生活

環境と人間

キャリア教育
科目群

必修４単位を
含む６単位以上

１４．心理学部心理学科（令和３年度以降入学者適用）
科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１４単位



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
◎心理学概論A（基礎） (2) ◎心理学概論B（応用） (2)
臨床心理学概論 (2) 法と犯罪の心理学 (2)
発達心理学 (2) 知覚・認知心理学 (2)
感情・人格心理学 (2) 社会・集団・家族心理学 (2)
学習・言語心理学 (2) 対人認知の心理学 (2)
公認心理師の職責 (2) 神経・生理心理学 (2)
家族社会学 (2) 社会人類学 (2)
比較宗教学 (2) 死生学 (2)
西洋文化史 (2) 認知言語学 (2)
精神疾患とその治療 (2) 人体の構造と機能及び疾病 (2)
社会福祉の制度と実践 (2)
◎データ分析Ⅰ（心理学統計
法）

(2) データ分析Ⅱ（発展統計） (2)

心理学実験 (2) 質問紙調査法実習 (2)
観察法･調査面接法 (2) 文献研究法 (2)
心理学文献講読 (2)
認知心理学A（思考と言語） (2) 認知心理学B（社会と認知） (2)
社会心理学A（ジェンダー心理
学）

(2) 社会心理学B（文化と社会） (2)

パーソナリティ心理学A（理論
の発展）

(2)
パーソナリティ心理学B（自己
と他者）

(2)

デザイン心理学 (2) 産業・組織心理学 (2)
キャリア心理学 (2) スポーツ心理学 (2)
関係行政論 (2) 心理演習 (2)
心理実習Ⅰ (2) 心理実習Ⅱ (2)
心理学的支援法 (2) カウンセリング論 (2)
健康・医療心理学 (2) 障害者・障害児心理学 (2)
家族療法 (2) 交流分析 (2)
遊戯療法 (2) 面接演習 (2)
心理的アセスメント (2) (2)
法と心理学 (2) 捜査心理学 (2)
矯正心理学 (2) 非行の心理学 (2)
犯罪社会学 (2) 攻撃と暴力の心理学 (2)
犯罪被害者の心理 (2) 司法・犯罪心理学 (2)
乳幼児期の発達と臨床 (2) 児童・青年期の発達と臨床 (2)
成人・老年期の発達と臨床 (2) 教育・学校心理学 (2)
子育ての心理学 (2) 福祉心理学 (2)
キッズビジネス (2) 子どもと音楽 (2)
子どもの心の理解と実際 (2) レクリエーション論 (2)
発育・発達とスポーツ (2)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)
◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)

合計１２４単位以上

専
攻
科
目
群

専
攻
基
礎
科
目

心
理
学
基
礎
科
目

必修４単位を
含む２２単位以上

心
理
学
研

究
法
科
目

必修２単位を
含む６単位以上

専
攻
発
展
科
目

心
理
学
発
展
科
目

１０単位以上

臨
床
の
心
理
コ
ー

ス
科
目

選択したコースの
８単位を含む
１８単位以上

犯
罪
の
心
理

コ
ー

ス
科
目

子
ど
も
の
心
理
コ
ー

ス
科
目

演習
科目

必修８単位



大学学則

◎印は必修科目

卒業要件単位
◎人間研究の視点Ⅰ (2) ◎人間研究の視点Ⅱ (2)
◎プレゼミナールⅠ (2) ◎プレゼミナールⅡ (2)
◎プレゼミナールⅢ (2) ◎プレゼミナールⅣ (2)
◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1) ◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)

キャリア実践Ⅲ (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)

まちづくり実践 (2) ボランティア実習 (1)
地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域産業論 (2)
地域企業論 (2) 地域とスポーツ (2)
地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)

地域と政治 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 芸術学 (2)
文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)
文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)
こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)
北欧文化論 (2) ドイツ語と文化 (2)
フランス語と文化 (2) スペイン語と文化 (2)
中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)
日本語教育入門 (2) ◎健康・スポーツ実習Ⅰ (1)
◎健康・スポーツ実習Ⅱ (1)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)
経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)

歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
地球科学 (2) 環境生物学Ⅰ (2)
環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)
生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)

からだの科学Ⅱ (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)
現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)
コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)
映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)
子ども文化論 (2) 多文化共生論 (2)
現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)
世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)
ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)
社会福祉論Ⅱ (2) ホスピタリティ論 (2)
現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)

健康・スポーツ演習Ⅰ (2) 健康・スポーツ演習Ⅱ (2)
英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)
英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)
英語ⅢA (1) 英語ⅢB (1)
日本語ⅠA (1) 日本語ⅠB (1)
日本語ⅡA (1) 日本語ⅡB (1)

日本語ⅢA (1) 日本語ⅢB (1)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語文法A (1) 日本語文法B (1)
総合日本語A (1) 総合日本語B (1)

海外語学演習 (4)

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目

６単位
（日本語は留学生のみ）

自
由
選
択
外
国
語
科
目

(日本語は留学生のみ)

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

６単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

必修２単位を
含む１２単位以上

社会と生活

環境と人間

キャリア教育
科目群

必修４単位を
含む６単位以上

１５．心理学部心理学科（平成３０年度から令和２年度入学者適用）

科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１４単位



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

◎心理学概論Ⅰ (2) ◎心理学概論Ⅱ (2)
神経・生理心理学 (2) 学習・言語心理学 (2)
発達心理学Ⅰ（発達心理学） (2) 発達心理学Ⅱ（乳幼児期） (2)
子育ての心理学 (2) 法と犯罪の心理学 (2)
臨床心理学Ⅰ（臨床心理学概論） (2) 臨床心理学Ⅱ（公認心理師の職責） (2)
認知心理学Ⅰ（知覚・認知心理学） (2) 認知心理学Ⅱ（記憶） (2)
社会心理学Ⅰ（対人認知） (2) 社会心理学Ⅱ（社会・集団・家族心理学） (2)
パーソナリティ心理学Ⅰ（感情・人格心理学） (2) パーソナリティ心理学Ⅱ（基礎理論） (2)
◎心理学研究法 (2) 心理学統計法 (2)
多変量解析法 (2) 心理学実験 (2)
心理学発展実験 (2) 調査の理論と方法 (2)
観察法・調査面接法 (2) 心理学文献講読 (2)
家族社会学 (2) 社会人類学 (2)
比較宗教学 (2) 宗教と文化 (2)
西洋文化史 (2) 死生学 (2)
精神疾患とその治療 (2) 認知言語学 (2)
社会福祉論 (2) 人体の構造と機能及び疾病 (2)
関係行政論 (2) 日本史概論Ⅰ (2)
日本史概論Ⅱ (2) 外国史概論Ⅰ (2)
外国史概論Ⅱ (2) 地理学概論Ⅰ (2)
地理学概論Ⅱ (2) 地誌学概論Ⅰ (2)
地誌学概論Ⅱ (2) 社会学概論Ⅰ (2)
社会学概論Ⅱ (2) 哲学概論Ⅰ (2)
哲学概論Ⅱ (2) 倫理学概論Ⅰ (2)
倫理学概論Ⅱ (2) 憲法概論 (2)
認知心理学Ⅲ（思考と言語） (2) 認知心理学Ⅳ（社会と認知） (2)
社会心理学Ⅲ（社会とジェンダー） (2) 社会心理学Ⅳ（メディアとコミュニケーション） (2)
パーソナリティ心理学Ⅲ（自己・自我） (2) パーソナリティ心理学Ⅳ（他者の理解） (2)
比較文化心理学 (2) スポーツ心理学 (2)
心理学史 (2) 産業・組織心理学 (2)
面接演習 (2) 心理演習 (2)
心理実習Ⅰ (2) 心理実習Ⅱ (2)
乳幼児期の臨床 (2) 児童・青年期の臨床 (2)
成人・老年期の臨床 (2) カウンセリングⅠ（心理学的支援法） (2)
カウンセリングⅡ（来談者中心療法の実際） (2) カウンセリングⅢ（力動的療法の実際） (2)
カウンセリングⅣ（認知行動療法の実際） (2) 心理的アセスメント (2)
健康・医療心理学 (2) 障害者・障害児心理学 (2)
犯罪心理学Ⅰ（司法・犯罪心理学） (2) 犯罪心理学Ⅱ（実際） (2)
法と心理学 (2) 捜査心理学 (2)
矯正心理学 (2) 発達心理学Ⅲ（児童期・青年期） (2)
発達心理学Ⅳ（生涯発達） (2) 少年法 (2)
被害者学 (2) 福祉心理学 (2)
教育・学校心理学 (2)
発達心理学Ⅲ（児童期・青年期） (2) 発達心理学Ⅳ（生涯発達） (2)
乳幼児期の臨床 (2) 児童・青年期の臨床 (2)
福祉心理学 (2) 矯正心理学 (2)
発育・発達とスポーツ (2) レクリエーション論 (2)
心理的アセスメント (2) 教育・学校心理学 (2)
障害者・障害児心理学 (2)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)

◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)
合計　１２４単位以上

選択したコースの
１０単位を含む
２４単位以上

臨
床
の
心
理

コ
ー

ス
科
目

犯
罪
の
心
理

コ
ー

ス
科
目

子
ど
も
の
心
理

コ
ー

ス
科
目

演習
科目

必修８単位

専
攻
科
目
群

専
攻
基
礎
科
目

心
理
学
基
礎
科
目

必修４単位を
含む１４単位以上

心
理
学
研

究
法
科
目

必修２単位を
含む８単位以上

心
理
学
関
連
科
目

８単位以上

専
攻
発
展
科
目

コ
ー

ス
共
通
科
目



大学学則

◎印は必修科目

卒業要件単位
◎人間研究の視点Ⅰ (2) ◎人間研究の視点Ⅱ (2)
◎プレゼミナールⅠ (2) ◎プレゼミナールⅡ (2)
◎プレゼミナールⅢ (2) ◎プレゼミナールⅣ (2)
◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1) ◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
◎キャリア基礎Ⅰ (2) キャリア基礎Ⅱ (2)
キャリア発展 (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア実践Ⅰ (2) キャリア実践Ⅱ (2)

キャリア実践Ⅲ (2) 外国大学科目 (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)

まちづくり実践 (2) ボランティア実習 (1)
地域と文学 (2) 飯能学 (2)
地域社会と観光 (2) 地域環境論 (2)
森林文化Ⅰ (2) 森林文化Ⅱ (2)
地域社会と経済 (2) 地域社会と環境 (2)
地域と金融 (2) 地域産業論 (2)
地域企業論 (2) 地域とスポーツ (2)
地域と社会 (2) 地域と歴史 (2)

地域と政治 (2)

外国大学科目 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 芸術学 (2)
文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)
文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)
こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)
北欧文化論 (2) ドイツ語と文化 (2)
フランス語と文化 (2) スペイン語と文化 (2)
中国語と文化 (2) 韓国語と文化 (2)
日本語教育入門 (2) ◎健康・スポーツ実習Ⅰ (1)
◎健康・スポーツ実習Ⅱ (1)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 経済学Ⅰ (2)
経済学Ⅱ (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)

歴史学Ⅱ (2) 観光学 (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
地球科学 (2) 環境生物学Ⅰ (2)
環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)
生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)

からだの科学Ⅱ (2)

外国大学科目 (2)
比較文明論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)
現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)
コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)
映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)
子ども文化論 (2) 多文化共生論 (2)
現代人と心理Ⅰ (2) 現代人と心理Ⅱ (2)
世界遺産論 (2) 現代社会と法 (2)
国際社会と政治 (2) アジア社会論 (2)
ライフサイクルと社会保障 (2) 労働と社会 (2)
ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)
社会福祉論Ⅱ (2) ホスピタリティ論 (2)
現代社会とメディア (2) 人工知能概論 (2)
健康・スポーツ演習Ⅰ (2) 健康・スポーツ演習Ⅱ (2)

外国大学科目 (2)
英語ⅠA (1) 英語ⅠB (1)
英語ⅡA (1) 英語ⅡB (1)
英語ⅢA (1) 英語ⅢB (1)
日本語ⅠA (1) 日本語ⅠB (1)
日本語ⅡA (1) 日本語ⅡB (1)

日本語ⅢA (1) 日本語ⅢB (1)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
スペイン語演習Ⅰ (2) スペイン語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語文法A (1) 日本語文法B (1)
総合日本語A (1) 総合日本語B (1)

海外語学演習 (4) 外国大学科目 (2)

キャリア教育
科目群

必修４単位を
含む６単位以上

１６．心理学部心理学科（平成２９年度入学者適用）

科 目 群 授業科目（単位数）

基礎教育科目群 必修１４単位

地
域
科
目
群

アウトキャンパ
ス・スタディ

６単位以上
地域

教
養
基
礎
科
目
群

人間と文化

必修２単位を
含む１２単位以上

社会と生活

環境と人間

教
養
発
展
科
目
群

８単位以上

外
国
語
科
目
群

必
修
外
国
語
科
目

６単位
（日本語は留学生のみ）

自
由
選
択
外
国
語
科
目

(日本語は留学生のみ)



大学学則

卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）

◎心理学概論Ⅰ (2) ◎心理学概論Ⅱ (2)
神経・生理心理学 (2) 学習・言語心理学 (2)
発達心理学Ⅰ（発達心理学） (2) 発達心理学Ⅱ（乳幼児期） (2)
子育ての心理学 (2) 法と犯罪の心理学 (2)
臨床心理学Ⅰ（臨床心理学概論） (2) 臨床心理学Ⅱ（公認心理師の職責） (2)
認知心理学Ⅰ（知覚・認知心理学） (2) 認知心理学Ⅱ（記憶） (2)
社会心理学Ⅰ（対人認知） (2) 社会心理学Ⅱ（社会・集団・家族心理学） (2)
パーソナリティ心理学Ⅰ（感情・人格心理学） (2) パーソナリティ心理学Ⅱ（基礎理論） (2)
外国大学科目 (2)
◎心理学研究法 (2) 心理学統計法 (2)
多変量解析法 (2) 心理学実験 (2)
心理学発展実験 (2) 調査の理論と方法 (2)
観察法・調査面接法 (2) 心理学文献講読 (2)
外国大学科目 (2)
家族社会学 (2) 社会人類学 (2)
比較宗教学 (2) 宗教と文化 (2)
西洋文化史 (2) 死生学 (2)
精神疾患とその治療 (2) 認知言語学 (2)
社会福祉論 (2) 人体の構造と機能及び疾病 (2)
関係行政論 (2) 日本史概論Ⅰ (2)
日本史概論Ⅱ (2) 外国史概論Ⅰ (2)
外国史概論Ⅱ (2) 地理学概論Ⅰ (2)
地理学概論Ⅱ (2) 地誌学概論Ⅰ (2)
地誌学概論Ⅱ (2) 社会学概論Ⅰ (2)
社会学概論Ⅱ (2) 哲学概論Ⅰ (2)
哲学概論Ⅱ (2) 倫理学概論Ⅰ (2)
倫理学概論Ⅱ (2) 憲法概論 (2)
外国大学科目 (2)
認知心理学Ⅲ（思考と言語） (2) 認知心理学Ⅳ（社会と認知） (2)
社会心理学Ⅲ（社会とジェンダー） (2) 社会心理学Ⅳ（メディアとコミュニケーション） (2)
パーソナリティ心理学Ⅲ（自己・自我） (2) パーソナリティ心理学Ⅳ（他者の理解） (2)
比較文化心理学 (2) スポーツ心理学 (2)
心理学史 (2) 産業・組織心理学 (2)
面接演習 (2) 心理演習 (2)
心理実習Ⅰ (2) 心理実習Ⅱ (2)
乳幼児期の臨床 (2) 児童・青年期の臨床 (2)
成人・老年期の臨床 (2) カウンセリングⅠ（心理学的支援法） (2)
カウンセリングⅡ（来談者中心療法の実際） (2) カウンセリングⅢ（力動的療法の実際） (2)
カウンセリングⅣ（認知行動療法の実際） (2) 心理的アセスメント (2)
健康・医療心理学 (2) 障害者・障害児心理学 (2)
外国大学科目 (2)
犯罪心理学Ⅰ（司法・犯罪心理学） (2) 犯罪心理学Ⅱ（実際） (2)
法と心理学 (2) 捜査心理学 (2)
矯正心理学 (2) 発達心理学Ⅲ（児童期・青年期） (2)
発達心理学Ⅳ（生涯発達） (2) 少年法 (2)
被害者学 (2) 福祉心理学 (2)
教育・学校心理学 (2) 外国大学科目 (2)
発達心理学Ⅲ（児童期・青年期） (2) 発達心理学Ⅳ（生涯発達） (2)
乳幼児期の臨床 (2) 児童・青年期の臨床 (2)
福祉心理学 (2) 矯正心理学 (2)
発育・発達とスポーツ (2) レクリエーション論 (2)
心理的アセスメント (2) 教育・学校心理学 (2)
障害者・障害児心理学 (2) 外国大学科目 (2)
◎ゼミナールⅠ (2) ◎ゼミナールⅡ (2)

◎ゼミナールⅢ (2) ◎ゼミナールⅣ (2)

コ
ー

ス
共
通
科
目

合計　１２４単位以上

選択したコースの
１０単位を含む
２４単位以上

臨
床
の
心
理

コ
ー

ス
科
目

犯
罪
の
心
理

コ
ー

ス
科
目

子
ど
も
の
心
理

コ
ー

ス
科
目

演習
科目

必修８単位

専
攻
科
目
群

専
攻
基
礎
科
目

心
理
学
基
礎
科
目

必修４単位を
含む１４単位以上

心
理
学
研
究

法
科
目

必修２単位を
含む８単位以上

心
理
学
関
連
科
目

８単位以上

専
攻
発
展
科
目



大学学則

１７．心理学部心理学科（平成２５年度から平成２８年度入学者適用）
卒業単位

◎人間研究の方法 (4) ◎スタディ・スキルズⅠ (2)
◎スタディ・スキルズⅡ (2) ◎スタディ・スキルズⅢ (4)
◎コンピュータ・スキルズⅠ (1) ◎コンピュータ・スキルズⅡ (1)
コンピュータ・スキルズⅢ (1) コンピュータ・スキルズⅣ (1)
キャリア基礎 (2) ◎キャリアデザインⅠ (2)
◎キャリアデザインⅡ (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア発展Ⅰ (2) キャリア発展Ⅱ (2)
キャリア実践 (2)
インターンシップⅠ (4) インターンシップⅡ (2)
まちづくり実践 (2) 森林文化実習 (2)
ボランティア実践 (2) 森林文化Ⅰ (2)
森林文化Ⅱ (2) 外国大学科目 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
論理学Ⅰ (2) 論理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 倫理学Ⅰ (2)
倫理学Ⅱ (2) 芸術学 (2)
文学Ⅰ (2) 文学Ⅱ (2)
観光学 (2) 法学Ⅰ (2)
法学Ⅱ (2) 政治学 (2)
経済学Ⅰ (2) 経済学Ⅱ (2)
社会学Ⅰ (2) 社会学Ⅱ (2)
文化人類学Ⅰ (2) 文化人類学Ⅱ (2)
歴史学Ⅰ (2) 歴史学Ⅱ (2)
情報科学Ⅰ (2) 情報科学Ⅱ (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
地球科学 (2) 地理学Ⅰ (2)
地理学Ⅱ (2) 環境生物学Ⅰ (2)
環境生物学Ⅱ (2) 生命の科学Ⅰ (2)
生命の科学Ⅱ (2) からだの科学Ⅰ (2)
からだの科学Ⅱ (2) 行動科学 (2)
こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)
こころの科学Ⅲ (2) こころの科学Ⅳ (2)
◎健康･スポーツ実習 (2) 外国大学科目 (2)
比較文明論 (2) 日本伝承文化論 (2)
現代思想 (2) 現代人と宗教Ⅰ (2)
現代人と宗教Ⅱ (2) 現代と文学 (2)
コミュニケーション論 (2) インターネット文化論 (2)
映像文化論 (2) アニメーション文化論 (2)
子ども文化論 (2) 現代観光論 (2)
現代社会と法 (2) 国際社会と政治 (2)
アジア社会論 (2) 多文化共生論 (2)
地域社会と経済 (2) 労働と社会 (2)
ジェンダー論 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)
社会福祉論Ⅱ (2) ＮＧＯ・ＮＰＯ論 (2)
ホスピタリティ論 (2) 情報社会論 (2)
現代社会とメディア (2) 地球環境論 (2)
地域環境論 (2) 環境と社会 (2)
森林文化論 (2) 現代人と心理Ⅰ (2)
現代人と心理Ⅱ (2) 健康･スポーツ演習 (4)
外国大学科目 (2)

必修外国
語科目

◎英語Ⅰ (2) ◎英語Ⅱ (2) 必修４単位

選択英語Ⅰ (2) 選択英語Ⅱ (2)
選択英語Ⅲ (2) ドイツ語Ⅰ (2)
ドイツ語Ⅱ (2) ドイツ語Ⅲ (2)
フランス語Ⅰ (2) フランス語Ⅱ (2)
フランス語Ⅲ (2) 中国語Ⅰ (2)
中国語Ⅱ (2) 中国語Ⅲ (2)
日本語Ⅰ (2) 日本語Ⅱ (2)
日本語Ⅲ (2)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
日本語演習Ⅰ (2) 日本語演習Ⅱ (2)
日本語・日本事情 (2) 海外語学演習 (4)
外国大学科目 (2)

教
養
基
礎
科
目

外
国
語
科
目

選択必修
外国語
科目

必修６単位
（いずれか１ヶ国語）

自由選択
外国語
科目

必修６単位を含む
１０単位以上

教
養
科
目
群

必修２単位を含む
１４単位以上

教
養
発
展
科
目

１０単位以上

キ
ャ

リ
ア
支
援
科
目
群

キャリア教育

アウトキャンパ
ス

スタディ

◎印は必修科目

区分 授業科目（単位数）

基礎
科目群

基礎教育科目 必修１２単位

情報教育科目
必修２単位を含む

２単位以上



大学学則

卒業単位区分 授業科目（単位数）
◎心理学概説Ⅰ (2) ◎心理学概説Ⅱ (2)
発達心理学Ⅰ（概論） (2) 発達心理学Ⅱ（ﾗｲﾌｻｲｸﾙと発達課題） (2)
生理心理学 (2) 学習心理学 (2)
心理学史 (2) 認知心理学Ⅰ(感覚と知覚） (2)
認知心理学Ⅱ（記憶） (2) 発達心理学Ⅲ（認知･社会性の発達） (2)
パーソナリティ心理学Ⅰ (2) パーソナリティ心理学Ⅱ (2)
社会心理学Ⅰ(対人認知） (2) 社会心理学Ⅱ（社会と人間） (2)
臨床心理学Ⅰ (2) 臨床心理学Ⅱ (2)
外国大学科目 (2)
◎心理学統計法Ⅰ（基礎） (2) 心理学統計法Ⅱ（発展） (2)
心理学統計法Ⅲ（多変量解析） (2) 心理学研究法Ⅰ（基礎実験Ⅰ） (2)
心理学研究法Ⅱ（基礎実験Ⅱ） (2) 心理学研究法Ⅲ（調査の理論と方法） (2)
心理学研究法Ⅳ（観察法・面接法） (2) 心理学研究法Ⅴ（フィールド） (2)
外国大学科目 (2)
現代科学論 (2) 精神病論 (2)
治療文化論 (2) 比較宗教学 (2)
東洋宗教論 (2) 社会人類学Ⅰ (2)
社会人類学Ⅱ (2) 宗教社会学 (2)
知識社会学 (2) 家族社会学 (2)
西洋文化史 (2) メディア社会学 (2)
社会調査論 (2) 行為論 (2)
認知言語学 (2) 伝承文化論Ⅰ（昔話と深層心理） (2)
伝承文化論Ⅱ（神話と深層心理） (2) 被害者学 (2)
少年法 (2) 憲法概論 (2)
日本史概論Ⅰ (2) 日本史概論Ⅱ (2)
外国史概論Ⅰ (2) 外国史概論Ⅱ (2)
地理学概論Ⅰ (2) 地理学概論Ⅱ (2)
地誌学概論Ⅰ (2) 地誌学概論Ⅱ (2)
社会学概論Ⅰ (2) 社会学概論Ⅱ (2)
哲学概論Ⅰ (2) 哲学概論Ⅱ (2)
倫理学概論Ⅰ (2) 倫理学概論Ⅱ (2)
外国大学科目 (2)
乳幼児期の臨床 (2) 児童・青年期の臨床 (2)
成人・老年期の臨床 (2) 発達障害論 (2)
カウンセリングⅠ(理論と技法の概説） (2) カウンセリングⅡ(来談者中心療法の実際） (2)
カウンセリングⅢ(力動的療法の実際） (2) カウンセリングⅣ(認知行動療法の実際） (2)
精神医学 (2) 面接演習 (2)
遊戯療法演習 (2) 知能検査演習 (2)
投影法演習 (2) 社会福祉政策 (2)
外国大学科目 (2)
法と心理学 (2) 犯罪心理学 (2)
比較文化心理学 (2) 捜査心理学 (2)
産業組織心理学 (2) 認知心理学Ⅲ（思考と言語） (2)
認知心理学Ⅳ（社会と認知） (2) 社会心理学Ⅲ(社会とジェンダー） (2)
社会心理学Ⅳ(ﾒﾃﾞｨｱとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） (2) パーソナリティ心理学Ⅲ（自己・自我） (2)
パーソナリティ心理学Ⅳ(他者の理解） (2) 外国大学科目 (2)

演習科目 ◎演習Ⅰ (4) ◎演習Ⅱ (4) 必修８単位
合計１２４単位以上

専
攻
科
目
群

専
攻
基
礎
科
目

専
攻
発
展
科
目

人間学
科目

１０単位以上

発達と臨
床の心理
コース科

目
選択したコースの１０単
位を含む１８単位以上

現代社会
と心理
コース科

目

心理学
基礎科目

必修４単位を含む１６単
位以上

心理学
研究法
科目

必修２単位を含む
８単位以上



大学学則

１８．教職課程科目（令和４年度以降入学者適用） ○は必修科目

〇教育学概論 (2) 〇教職論 (2)

〇教育制度論 (2) 〇教育心理学 (2)

〇特別支援教育Ⅰ (1) 〇特別支援教育Ⅱ (1)

〇道徳教育の理論と方法 (2) 〇総合的な学習の時間の指導 (2)

〇特別活動の指導 (2) 〇教育の方法と技術（情報通信技術の活用含
む）

(2)

〇生徒指導 (2) 〇教育相談 (2)

〇進路指導 (2) 〇教育実習Ⅰ(事前事後の指導を含む。) (3)

教育実習Ⅱ (2) 学校体験活動 (2)

〇教職実践演習 (2)

社会科教育法 (2) 社会科・地歴科教育法Ⅰ (2)

社会科・地歴科教育法Ⅱ (2) 社会科・公民科教育法Ⅰ (2)

社会科・公民科教育法Ⅱ (2) 保健体育科教育法Ⅰ (2)

保健体育科教育法Ⅱ (2) 保健体育科教育法Ⅲ (2)

保健体育科教育法Ⅳ (2)

教育と法 (2) 生涯学習論 (2)

教育と文化 (2) 教育学演習Ⅰ (2)

教育学演習Ⅱ (2) 道徳教育の理論と方法 (2)

各教科の指導法（情報通
信技術の活用を含む。）

大学が独自に設定する科
目

区  分 授業科目（単位数）

教育の基礎的理解に
関する科目等



大学学則

１９．司書資格課程（平成２８年度以前入学者適用）

区  分

情報組織演習Ⅰ (2) 情報組織演習Ⅱ (2)

児童サービス論 (2) デジタル・アーカイブズ論 (2)

２０．学芸員資格課程（平成２８年度以前入学者適用）

区  分

博物館資料保存論 (2) 博物館実習 (4)

博物館教育論 (2) 博物館経営論 (2)

デジタル・アーカイブズ論 (2)

授業科目（単位数）

司書資格

授業科目（単位数）

学芸員資格



大学学則

［別表第Ⅱ］

１．学費納付金

（１）スポーツ科学部

金額

200,000円

春学期 367,500円

秋学期 367,500円

年　額 735,000円

春学期 150,000円

秋学期 150,000円

年　額 300,000円

春学期 62,500円

秋学期 62,500円

年　額 125,000円

入学金は、入学時のみ納付するものとする。

（２）平成３１年度以降入学者

　（平成３１年度及び平成３２年度の第３年次編入学者、平成３１年度の第２年次編入学者を除く）

法

経済経営

200,000円 200,000円 200,000円 200,000円

春学期 367,500円 367,500円 367,500円 367,500円

秋学期 367,500円 367,500円 367,500円 367,500円

年　額 735,000円 735,000円 735,000円 735,000円

春学期 150,000円 150,000円 150,000円 150,000円

秋学期 150,000円 150,000円 150,000円 150,000円

年　額 300,000円 300,000円 300,000円 300,000円

春学期 － 35,000円 15,000円 7,500円

秋学期 － 35,000円 15,000円 7,500円

年　額 － 70,000円 30,000円 15,000円

　　入学金は、入学時のみ納付するものとする。

（３）平成３０年度以前入学者

　（平成３１年度及び平成３２年度の第３年次編入学者、平成３１年度の第２年次編入学者を含む）

法

経済経営

250,000円 250,000円 250,000円 250,000円

春学期 342,500円 342,500円 342,500円 342,500円

秋学期 342,500円 342,500円 342,500円 342,500円

年　額 685,000円 685,000円 685,000円 685,000円

春学期 135,000円 135,000円 135,000円 135,000円

秋学期 135,000円 135,000円 135,000円 135,000円

年　額 270,000円 270,000円 270,000円 270,000円

春学期 － 20,000円 15,000円 7,500円

秋学期 － 20,000円 15,000円 7,500円

年　額 － 40,000円 30,000円 15,000円

　　入学金は、入学時のみ納付するものとする。

２．学費納付金の額

　　学費納付金の額は、物価上昇率等を参考にして毎年定められた額とする。

施 設 費

設備等充実費

入 学 金

施 設 費

設備等充実費

授 業 料

心理
　　　　　　　　　学　部

　　区　分

　　　　　　　　　学　部
メディア情報 現代文化 心理

　　区　分

メディア情報 現代文化

入 学 金

授 業 料

授 業 料

施 設 費

設備等充実費

区　分

入 学 金


