
経営学部 他学部履修可能科目（2014～2018 年度入学生） 

＊開講学期・曜日・時限・予備登録の有無は、自身の入学年度

に応じた各学部学科のページで確認してください。 

 
2014～2017 年度入学生  

情報学部 

情報処理概論 教職「情報」登録者のみ 

情報学部情報システム学科 

基礎プログラミング 教職「情報」登録者のみ 

データベース   

情報技術史   

アルゴリズムとデータ構造 教職「情報」登録者のみ 

情報システムの企画と発想   

デバッグ入門 教職「情報」登録者のみ 

ゲームプログラミング 教職「情報」登録者のみ 

システム分析 教職「情報」登録者のみ 

医療情報システム 教職「情報」登録者のみ 

オープンソースソフトウェア   

オペレーティングシステム 教職「情報」登録者のみ 

行政情報システム 教職「情報」登録者のみ 

データベース応用 教職「情報」登録者のみ 

データマイニング 教職「数学」登録者のみ 

クラウドサービス開発演習   

スマートフォン・アプリケーション制作   

Web マイニング   

システム開発事例研究   

ソーシャル・アプリケーション制作   

テキストマイニング 教職「数学」登録者のみ 

ネットワーク運用管理 教職「情報」登録者のみ 

システム設計 教職「情報」登録者のみ 

ソフトウエアの構成とテスト   

ディジタルデッサン 教職「数学」登録者のみ 

ゲーム企画論   

コンテンツプランニング   

コンピュータ・グラフィックス概論 教職「情報」登録者のみ 

デザイン史と色彩論   

ゲームクリエイション 教職「情報」登録者のみ 

コンピュータ・グラフィックス制作 教職「情報」登録者のみ 

空間デザイン～建築とインテリア 教職「数学」登録者のみ 

ヒューマンインタフェース   

Web デザイン 教職「情報」登録者のみ 

サウンドデザイン 教職「情報」登録者のみ 

こどものためのコンテンツデザイン   

ファッションデザイン A   

インタフェース設計   

経験デザイン   

ディジタルコミック制作   

ファッションデザイン B   

アニメーション制作   

Web ページ制作   

オフィスソフトウェア入門 教職「数学」登録者のみ 

ディジタルクリエイション 教職「数学」登録者のみ 

ビジュアル数学   

作曲法   

社会情報論   

情報社会と法 教職「情報」登録者のみ 

情報セキュリティ 教職「情報」登録者のみ 

データと統計的見方   

マクロプログラミング 教職「数学」登録者のみ 

線形代数学   

微分積分   

海外研修 A   

海外研修Ｂ   

こどもとメディア 教職「数学」登録者のみ 

インターネット 教職「情報」登録者のみ 

画像処理 教職「情報」登録者のみ 

電子出版とクロスメディア   

ベトナムの言語・文化・産業   

情報数学序論   

数と図形の世界   

秘書学概論   

グラフと組合せ論   

モンゴルの言語・文化・産業   

確率論   

記号論理 教職「数学」登録者のみ 

社会と教育 教職「情報」登録者のみ 

情報システム特論 C   

代数学   

認知科学   

秘書実務   

インストラクショナルデザイン 教職「数学」登録者のみ 

解析学概論 教職「数学」登録者のみ 

幾何学 教職「数学」登録者のみ 

情報学部情報社会学科 

インタラクティブメディア概論 他学部生は予備登録（20 名） 

広告コミュニケーション論 他学部生は予備登録（20 名） 

情報サービス産業の理解 他学部生は予備登録（20 名） 

モノづくりの科学 他学部生は予備登録（20 名） 

国際ビジネス環境の理解 他学部生は予備登録（20 名） 

意思決定の科学 他学部生は予備登録（20 名） 

知的財産法 他学部生は予備登録（20 名） 

情報学部メディア表現学科 

放送論   

新聞論   

メディア効果論   

国際学部 

日本の政治経済   

日本の企業と社会   

国際学研究 A   

国際学研究 B   

国際学研究 C   

EIC B 教職「英語」登録者のみ 

EIC C 教職「英語」登録者のみ 

国際学部国際理解学科 

国際理解とコミュニケーション 教職「英語」登録者のみ 

国際理解と政治 教職「社会・公民」登録者のみ 

国際理解と法 教職「社会・公民」登録者のみ 

国際理解と経済 教職「社会・公民」登録者のみ 

ジェンダーと国際社会 教職「英語」登録者のみ 

英語コミュニケーション論 教職「英語」登録者のみ 

イスラーム入門   

キリスト教入門   

キリスト教文化と社会   

仏教・ヒンドゥ教入門   

英語表現Ａ 教職「英語」登録者のみ 

英語表現Ｂ 教職「英語」登録者のみ 

英語学概論 教職「英語」登録者のみ 

英語とメディア 教職「英語」登録者のみ 

環境コミュニケーション論   

通訳入門 教職「英語」登録者のみ 

翻訳入門 教職「英語」登録者のみ 

英語音声学 教職「英語」登録者のみ 

英文学 A 教職「英語」登録者のみ 

英文学 B 教職「英語」登録者のみ 

西洋思想と国際社会   

東洋思想と国際社会   

社会言語学 教職「英語」登録者のみ 

現代思想   

国際化・情報化時代の社会学   

英語オーラル・コミュニケーション論 教職「英語」登録者のみ 

英語教育研究 教職「英語」登録者のみ 

日本経済論 教職「社会・公民」登録者のみ 

国際機構論   



経営学部 他学部履修可能科目（2014～2018 年度入学生） 

法と行政 A（法治国家と理念と仕組み） 教職「社会・公民」登録者のみ 

開発教育論   

外国史Ａ  

地理学 教職「社会・公民」登録者のみ 

日本史 教職「社会・公民」登録者のみ 

法と行政 B   

金融論   

国際人権法   

比較政治学   

外国史Ｂ   

アジア太平洋経済論   

国際金融論   

市民の環境貢献   

安全保障論   

国際協力論   

開発と国際協力   

紛争と国際協力   

憲法   

資源と国際社会   

環境と国際協力   

平和学   

開発経済学   

国際環境法   

農村社会開発論   

統計調査の基礎   

交流文化論 A   

交流文化論 B   

文化政策論   

国際学部国際観光学科 

金融論   

観光ビジネス論   

観光サービス   

観光マーケティング論   

観光心理学   

トラベルビジネス論   

旅行法規   

トラベル実務   

ホスピタリティ人材開発   

エアライン・ビジネス論   

エアライン・サービス論   

ホテル事業論   

ホテル・サービス論   

ホテル・レストラン会計   

スポーツビジネス論   

レジャー・スポーツ演習   

特殊講義Ｇ   

景観と風景のまちづくり   

地域開発とミュージアム   

観光と食文化   

観光資源論   

エコツーリズム論   

観光社会学   

地域のサスティナブル・デザイン   

飲食店企画論   

生涯学習論   

博物館教育論   

アート・マネジメント論   

特殊講義Ｋ   

健康栄養学部管理栄養学科 

臨床心理学概論 他学部生は予備登録（20 名） 

健康心理学 他学部生は予備登録（20 名） 

発達心理学 他学部生は予備登録（20 名） 

心理アセスメント 他学部生は予備登録（20 名） 

代替医療論 他学部生は予備登録（20 名） 

サプリメントと健康 他学部生は予備登録（20 名） 

笑顔コミュニケーション論 他学部生は予備登録（20 名） 

アロマテラピーと健康 他学部生は予備登録（20 名） 

アロマテラピーコーディネート 他学部生は予備登録（20 名） 

  

2018 年度入学生  

情報学部 

情報処理概論 教職「情報」登録者のみ 

情報学部情報システム学科 

基礎プログラミング 教職「情報」登録者のみ 

オフィスソフトウェア入門 教職「数学」登録者のみ 

ビジュアル数学   

データベース   

アルゴリズムとデータ構造 教職「情報」登録者のみ 

データと統計的見方   

マクロプログラミング 教職「数学」登録者のみ 

線形代数学   

微分積分   

デバッグ入門 教職「情報」登録者のみ 

Web ページ制作   

ディジタルクリエイション 教職「数学」登録者のみ 

作曲法   

ディジタルデッサン 教職「数学」登録者のみ 

ゲーム企画論   

社会情報論   

情報社会と法 教職「情報」登録者のみ 

情報セキュリティ 教職「情報」登録者のみ 

コンテンツプランニング   

コンピュータ・グラフィックス概論 教職「情報」登録者のみ 

デザイン史と色彩論   

ゲームクリエイション 教職「情報」登録者のみ 

海外研修 A   

情報学部情報社会学科 

国際ビジネス環境の理解 他学部生は予備登録（20 名） 

情報サービス産業の理解 他学部生は予備登録（20 名） 

インターネットと情報セキュリティ 他学部生は予備登録（30 名） 

インタラクティブメディア概論 他学部生は予備登録（20 名） 

国際学部 

日本の政治経済   

EIC B 教職「英語」登録者のみ 

EIC C 教職「英語」登録者のみ 

国際学部国際理解学科 

国際理解とコミュニケーション 教職「英語」登録者のみ 

英語コミュニケーション論 教職「英語」登録者のみ 

交流文化論 A   

健康栄養学部管理栄養学科 

臨床心理学概論 他学部生は予備登録（20 名） 

健康心理学 他学部生は予備登録（20 名） 

発達心理学 他学部生は予備登録（20 名） 

心理アセスメント 他学部生は予備登録（20 名） 

代替医療論 他学部生は予備登録（20 名） 

サプリメントと健康 他学部生は予備登録（20 名） 

笑顔コミュニケーション論 他学部生は予備登録（20 名） 

アロマテラピーと健康 他学部生は予備登録（20 名） 

アロマテラピーコーディネート 他学部生は予備登録（20 名） 

 


