
学修計画書 専門科目リスト 

文学部 英文学科 

文化・文学コース 

イギリス文学概論 

Introduction to Fiction Writing 

演劇概論 

専門演習Ⅰ（イギリス文学） 

専門演習Ⅰ（Fiction Writing） 

専門演習Ⅰ（演劇） 

言語・コミュニケーションコース 

Introduction to English Linguistics 

応用言語学概論 

社会言語学概論 

英語教育概論 

専門演習Ⅰ（Psycholinguistics） 

専門演習Ⅰ（応用言語学） 

専門演習Ⅰ（社会言語学） 

グローバル・スタディーズコース 

Introduction to Digital Media 

異文化コミュニケーション概論Ⅰ 

異文化コミュニケーション概論Ⅱ 

グローバル・スタディーズ概論 

専門演習Ⅰ（異文化コミュニケーション） 

専門演習Ⅰ（International Media） 

専門演習Ⅰ（グローバルスタディーズ） 

英語教師養成科目 

英語科教育概説Ⅰ 

英語科教育法Ⅰ 

英語教育学演習 A 

英語教育学演習 B 

日本語教師養成科目 

日本語教授法 I 

日本語教授法Ⅱ 

日本語教授法Ⅲ 

※アルファベット表記の科目名を検索する際に、単語間のスペースは「全角」にしてください。 

  



学修計画書 専門科目リスト 

文学部 心理・応用コミュニケーション学科 

学科共通科目 
現代社会学（コ） ※担当教員「阪井 宏」 

English as a global language 

人間科学コース科目 

音楽心理学 

産業心理学（コ） 

学習心理学（コ） 

教育心理学（コ） 

生涯発達心理学 

感情心理学 

スポーツ心理学 

地域・国際コース科目 

国際社会論 ※担当教員「大島 寿美子」 

現代教育論 

国際教育論 

地域コミュニティ論 

マスコミュニケーション論 

インタビュー・ルポルタージュ技法（A,B） 

英語メディア研究 A ※担当教員「大島 寿美子」 

※アルファベット表記の科目名を検索する際に、単語間のスペースは「全角」にしてください。 

  



学修計画書 専門科目リスト 

経済学部 経営情報学科 

経 営 

経営学入門Ⅰ 経営戦略論Ⅰ 

経営学入門Ⅱ 経営戦略論Ⅱ 

経営組織論Ⅰ ビジネスケース（A） 

経営組織論Ⅱ ビジネスケース（B） 

情 報 

経営情報学Ⅰ プログラミングⅡ（A） 

経営情報学Ⅱ プログラミングⅡ（B） 

情報処理（A～D） 意思決定論 

情報科学 経営科学 

マルチメディア論（A） 情報と社会 

マルチメディア論（B） 情報ネットワーク論（A） 

プログラミングⅠ（A） 情報ネットワーク論（B） 

プログラミングⅠ（B）  

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

マーケティングⅠ 消費者行動論 

マーケティングⅡ 広告コミュニケーション論 

流通サービス経営論Ⅰ ブランドマネジメント論 

流通サービス経営論Ⅱ   

会 計 

会計入門（A） 簿記原理Ⅲ 

会計入門（B） 財務会計Ⅰ 

簿記原理Ⅰ（A） 財務会計Ⅱ 

簿記原理Ⅰ（B） 原価計算Ⅰ 

簿記原理Ⅱ 原価計算Ⅱ 

横断領域 

ビジネスと社会 基礎演習（A） 

ビジネス英語 基礎演習（B） 

（担当教員「黄 雅雯」） 基礎演習（C）／基礎演習Ⅰ（C） 

海外実習 基礎演習（D）／基礎演習Ⅰ（D） 

※Ａ、Ｂなどクラス分けを行っている授業科目について、下記の科目は同一の授業内容となります。 

経営科目：「ビジネスケース」 

情報科目：「情報処理」「マルチメディア論」「プログラミングⅠ」「プログラミングⅡ」 

「情報ネットワーク論」 

会計科目：「会計入門」「簿記原理Ⅰ」 

  



学修計画書 専門科目リスト 

 

2023年度から、現在の 5コースを以下のように 3コースに統合いたします。以下に掲げている科

目は、統合後はそれぞれのコースの科目となるものですが、現在の 5コースの下でも存在する科目

です。2022年度のシラバスで以下の科目の内容を調べて学修計画書を作成してください。 

経済学部 経済法学科 

法学＆法務コース 

憲法Ⅰ〔人権〕 行政法Ⅰ〔行政法総論〕 

憲法Ⅱ〔統治機構〕 商法Ⅰ〔商法総則・商行為法〕 

民法Ⅰ〔民法総則・物権〕 商法Ⅱ〔社会法〕 

民法Ⅱ〔債権各論〕 民事訴訟法 

民法Ⅲ〔不法行為〕 金融取引法 

民法Ⅳ〔債権総論〕 民事執行法 

民法Ⅴ〔担保物権〕 倒産処理法 

民法Ⅵ〔家族法〕 経済法 

刑事法Ⅰ〔刑法総論〕 知的財産法 

公共法政策コース 

憲法Ⅰ〔人権〕 ミクロ経済学Ⅰ（情法） 

憲法Ⅱ〔統治機構〕 ミクロ経済学Ⅱ（情法） 

民法Ⅰ〔民法総則・物権〕 マクロ経済学（情法） 

民法Ⅱ〔債権各論〕 財政学 

行政法Ⅰ〔行政法総論〕 地方自治法 

行政法Ⅱ〔行政救済法〕  

金融・財政コース 

金融論 経済政策論 ※開講期「通年」 

証券概論 財政学 

証券経済論 金融財政事情 

国際金融論 企業金融論 

ミクロ経済学Ⅰ（情法） 規制と競争の経済学 

ミクロ経済学Ⅱ（情法） 公共政策データ論 

マクロ経済学（情法） 法と経済 

計量経済学（法）  

 

  



学修計画書 専門科目リスト 

社会福祉学部 社会福祉学科 

社会福祉学科目 
社会福祉概説Ⅰ 

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 

社会福祉学関連科目 

ジェンダー論（計） 

社会保障論Ⅰ 

児童・家庭福祉論 

障害者福祉論 

高齢者福祉論 

ソーシャルワーク科目 
地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 

公的扶助論 

地域デザイン専門科目 
医療経済学（計） 

労働法（計） 

教育科目 
倫理学 

知的障害教育方法論Ⅱ 

 

  



学修計画書 専門科目リスト 

社会福祉学部 心理学科 

基幹科目 

心理学概論 

心理学研究法（福心） 

心理学統計法 

心理学実験（福心） 

心理調査法 

多変量解析法 

心理学実験特殊実習 

基礎心理科目 
知覚・認知心理学 

感情・人格心理学 

臨床心理学関連科目 

心理学的支援法 

臨床心理学概論 

知的障害者の心理（Ａ） 

公認心理師の職責 

社会的・臨床的スキル科目 

心理的アセスメント 

心理演習（Ａ～Ｄ） 

ソーシャルスキル実習 

対人・社会科目 
グループダイナミックス 

社会・集団・家族心理学 

発達・教育臨床科目 
発達心理学（社部） 

特別支援教育総論 

福祉・医療科目 

福祉心理学 

健康・医療心理学 

知的障害者の臨床心理 

精神疾患とその治療 ※Ⅰ、Ⅱは除く 

知的障害者の心理検査実習 

 

  



学修計画書 専門科目リスト 

短期大学部 英文学科 

必修科目 

発音法Ⅰ 

リスニング・スキルⅠ 

オーラル・イングリッシュⅠ 

英作文Ⅰ 

リーディング・スキルⅠ 

ボキャブラリー・ビルディングⅠ 

英文法Ⅰ 

アセンブリⅠ（短英） 

選択科目 

英語学Ⅰ 

英語教育入門Ⅰ 

通訳法Ⅰ（１，２） 

Tour Guiding and Interpreting 

ホスピタリティと観光 

総合講義ホスピタリティ 

選択必修科目 

エクステンシブ・リーディングⅠ 

Geography〔地理〕Ⅰ 

History〔歴史〕Ⅰ 

Intercultural Communication（異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）Ⅰ 

Life Science〔ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ〕Ⅰ 

Introduction to Sports Theory 〔スポーツ概論〕 

Ainu and Maori Studies 〔アイヌとマオリ研究〕 

Perspectives in Literature 〔文学概論〕Ⅰ 

International Business [国際ビジネス] 

※アルファベット表記の科目名を検索する際に、単語間のスペースは「全角」にしてください。 

  



学修計画書 専門科目リスト 

短期大学部 生活創造学科 

学科専門科目 

生活文化創造論 

生活経済創造論 

現代子ども論 

カウンセリング論（生） 

生活とサービス産業 

アジア地域論 

生活情報論 

インテリアデザイン演習 

グラフィックデザイン論 

 


