
情報システム学科 他学部・他学科履修可能科目（2018～2020 年度入学生） 

＊開講学期・曜日・時限・抽選登録の有無は、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。 

 
 
 
情報学部情報社会学科 

人間愛と情報社会 他学科生は抽選登録 

社会心理学  

統計学入門  

情報社会における計量社会学入門  

国際ビジネス環境の理解  

ビジネスデータ処理演習  

情報社会における問題の発見と解決  

図書館情報資源概論  

調査集計法 A  

マーケティング  

マーケティング・リサーチ    

情報社会の分析と理解  

情報資源組織論  

コミュニケーション戦略特講 A    

調査集計法 B  

情報資源組織演習  

情報社会のリテラシ  

情報社会のビジネスモデル  

情報社会のサービス企画  

コミュニケーション戦略特講 B  

マーケティング・リサーチ演習  

現代社会の消費者行動  

ビッグデータ解析の社会への応用  

データモデリング  

ビジネス発想法  

情報と企業のイノベーション  

情報サービス産業の理解  

人工知能入門  

成功のプランニング  

人工知能の社会への応用  

オペレーションズ・リサーチ  

インターネットと情報セキュリティ  

企業活動と情報システム  

図書館情報技術論  

情報サービス論  

プロジェクトマネジメント特講 A  

プログラミングⅠ  

プログラミングⅡ  

情報サービス演習  

知的財産法  

プロジェクトマネジメント特講 B  

情報化要求の分析とソリューションの提案  

システム開発技法  

情報システムの品質と信頼性  

情報デザイン設計  

経済性の科学  

情報社会における都市計画  

経営管理システム  

ビジネス法  

不確実性とリスクのマネジメント  

ロジカルシンキング  

インタラクティブメディア概論★  

クリエイティブ演習★  

プレゼンテーション技法  

情報処理実践演習 C  

メディア・ビジネス論  

情報学部メディア表現学科 

放送論  

映像プロデュース論  

出版論  

広告概論  

アニメーション制作 B（CG アニメーション）  

記号論  

テレビコマーシャル論  

映像表現論  

新聞論  

広報・ＰＲ論  

メディア効果論  

コミュニケーションメディア論  

映画史  

言語コミュニケーション論  

ジャーナリズム史  

パーソナルデータ倫理・法制  

ユニバーサルデザイン論  

スポーツ・メディア論  

コンテンツ・プロデュース  

国際学部 

地域研究Ａ（ヨーロッパ）  

地域研究Ｂ（中南米）  

地域研究Ｃ（東アジア）  

地域研究Ｄ（アフリカ）  

地域研究Ｅ（アメリカ）  

地域研究Ｆ（南アジア）  

地域研究Ｇ（東南アジア）  

地域研究Ｈ（オセアニア）  

日本の政治経済  

国際学部国際理解学科 

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  

環境コミュニケーション論  

西洋思想と国際社会  

東洋思想と国際社会  

現代思想  

国際化・情報化時代の社会学  

国際機構論  

NPO・ボランティアの理論  

開発教育論  

外国史Ａ  

法と行政 B（外国人と行政）  

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  

環境経済学  

国際環境法  

農村社会開発論  

現代中国論  

特殊講義Ｄ  

統計調査の基礎  

交流文化論 A  

交流文化論 B  

文化政策論  



情報システム学科 他学部・他学科履修可能科目（2018～2020 年度入学生） 

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  

特殊講義Ｈ  

景観と風景のまちづくり  

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  

健康栄養学部管理栄養学科 

臨床心理学概論 他学部生は抽選科目（20 名） 

健康心理学 他学部生は抽選科目（20 名） 

発達心理学 他学部生は抽選科目（20 名） 

心理アセスメント 他学部生は抽選科目（20 名） 

サプリメントと健康 他学部生は抽選科目（20 名） 

笑顔コミュニケーション論 他学部生は抽選科目（20 名） 

アロマテラピーと健康 他学部生は抽選科目（20 名） 

アロマテラピーコーディネート 他学部生は抽選科目（20 名） 

経営学部経営学科 

経済学の基礎  

公共経営入門  

行政学  

経営管理論  

データベース作成  

公共経済入門  

マーケティング戦略  

キャリアコンサルティング  

日本経済論  

国と国の経済（マクロ経済）  

ファイナンス  

原価計算Ⅰ  

原価計算Ⅱ  

公共思想論  

公共経済学  

行政評価  

公共経営演習 A  

公共経営演習 B  

統計データの扱い方  

多変量の統計データ解析  

情報化戦略  

職業・キャリア指導  

環境と経営  

情報公共論  

公共経営演習 C  

ｅ－ビジネス  

マーケティング戦略事例研究  

公共経営演習 D  

 

国際・経営学部 第二外国語科目 

ドイツ語Ⅰ 

専門教育科目の「選択科目」に
充当可。 

情報学部外国語科目には充当

されません。 

ドイツ語Ⅱ 

ドイツ語Ⅲ 

スペイン語Ⅰ 

スペイン語Ⅱ 

スペイン語Ⅲ 

フランス語Ⅰ 

フランス語Ⅱ 

フランス語Ⅲ 

中国語Ⅰ 

中国語Ⅱ 

中国語Ⅲ 

コリア語Ⅰ 

コリア語Ⅱ 

コリア語Ⅲ 

 



情報社会学科 他学部・他学科履修可能科目（2018～2020 年度入学生） 

＊開講学期・曜日・時限・抽選登録の有無は、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。 

 
 

情報学部情報システム学科 

オフィスソフトウェア入門  

ビジュアル数学  

データと統計的見方  

マクロプログラミング  

線形代数学  

微分積分  

デバッグ入門  

オブジェクト指向プログラミング  

インターネット  

こどもとメディア  

情報システムとインタラクション  

情報数学序論  

数と図形の世界  

ゲームプログラミング  

組み込み機器(IoT)プログラミング  

医療情報システム  

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  

行政情報システム  

グラフと組合せ論  

確率論  

記号論理  

代数学  

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  

Web プログラミング応用  

ネットワーク運用管理  

インストラクショナルデザイン  

解析学概論  

幾何学  

IoT とセキュリティ  

機械学習  

Web ページ制作  

ディジタルクリエイション  

作曲法  

ディジタルデッサン  

ゲーム企画論  

社会情報論  

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  

デザイン史と色彩論  

ゲームクリエイション  

ディジタルコミック制作  

コンテンツの世界観構築  

コンピュータ・グラフィックス制作  

画像処理  

電子出版とクロスメディア  

空間デザイン～建築とインテリア  

ゲームエンジン  

ヒューマンインタフェース  

映像・アニメーション表現  

Web デザイン  

エディトリアルデザイン  

サウンドデザイン  

コンテンツマーケティング  

キャラクターモデリング  

アニメーション文化論  

認知科学  

サウンドエフェクトデザイン  

フィジカルコンピューティング  

社会と教育  

地理情報システム  

拡張現実  

メディアコンテンツプログラミング  

UX デザイン  

ウェアラブルコンピューティング  

アニメーション制作  

情報システム特論 C  

情報学部メディア表現学科 

放送論  

映像プロデュース論  

出版論  

広告概論  

アニメーション制作 B（CG アニメーション）  

記号論  

テレビコマーシャル論  

映像表現論  

新聞論  

広報・ＰＲ論  

メディア効果論  

コミュニケーションメディア論  

映画史  

言語コミュニケーション論  

ジャーナリズム史  

パーソナルデータ倫理・法制  

ユニバーサルデザイン論  

スポーツ・メディア論  

コンテンツ・プロデュース  

国際学部 

地域研究Ａ（ヨーロッパ）  

地域研究Ｂ（中南米）  

地域研究Ｃ（東アジア）  

地域研究Ｄ（アフリカ）  

地域研究Ｅ（アメリカ）  

地域研究Ｆ（南アジア）  

地域研究Ｇ（東南アジア）  

地域研究Ｈ（オセアニア）  

日本の政治経済  

国際学部国際理解学科 

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  

環境コミュニケーション論  

西洋思想と国際社会  

東洋思想と国際社会  

現代思想  

国際化・情報化時代の社会学  

国際機構論  

NPO・ボランティアの理論  

開発教育論  

外国史Ａ  

法と行政 B（外国人と行政）  

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  



情報社会学科 他学部・他学科履修可能科目（2018～2020 年度入学生） 

環境と国際協力  

平和学  

開発経済学  

環境経済学  

国際環境法  

農村社会開発論  

現代中国論  

特殊講義Ｄ  

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  

特殊講義Ｈ  

景観と風景のまちづくり  

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  

博物館教育論  

アート・マネジメント論  

健康栄養学部管理栄養学科 

臨床心理学概論 他学部生は抽選科目（20 名） 

健康心理学 他学部生は抽選科目（20 名） 

発達心理学 他学部生は抽選科目（20 名） 

心理アセスメント 他学部生は抽選科目（20 名） 

サプリメントと健康 他学部生は抽選科目（20 名） 

笑顔コミュニケーション論 他学部生は抽選科目（20 名） 

アロマテラピーと健康 他学部生は抽選科目（20 名） 

アロマテラピーコーディネート 他学部生は抽選科目（20 名） 

経営学部経営学科 

経済学の基礎  

公共経営入門  

行政学  

経営管理論  

データベース作成  

公共経済入門  

キャリアコンサルティング  

日本経済論  

国と国の経済（マクロ経済）  

原価計算Ⅰ  

原価計算Ⅱ  

公共思想論  

公共経済学  

行政評価  

公共経営演習 A  

公共経営演習 B  

統計データの扱い方  

多変量の統計データ解析  

情報化戦略  

職業・キャリア指導  

環境と経営  

情報公共論  

公共経営演習 C  

ｅ－ビジネス  

マーケティング戦略事例研究  

公共経営演習 D  

国際・経営学部 第二外国語科目 

ドイツ語Ⅰ 

専門教育科目の「選択科目」に

充当可。 
情報学部外国語科目には充当

されません。 

ドイツ語Ⅱ 

ドイツ語Ⅲ 

スペイン語Ⅰ 

スペイン語Ⅱ 

スペイン語Ⅲ 

フランス語Ⅰ 

フランス語Ⅱ 

フランス語Ⅲ 

中国語Ⅰ 

中国語Ⅱ 

中国語Ⅲ 

コリア語Ⅰ 

コリア語Ⅱ 

コリア語Ⅲ 

 



メディア表現学科 他学部・他学科履修可能科目（2018～2020 年度入学生） 

＊開講学期・曜日・時限・抽選登録の有無は、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。 

 
 
情報学部情報システム学科 

オフィスソフトウェア入門  

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  

データと統計的見方  

マクロプログラミング  

線形代数学  

微分積分  

デバッグ入門  

オブジェクト指向プログラミング  

Ｗｅｂプログラミング  

システム分析  

インターネット  

こどもとメディア  

情報システムとインタラクション  

データベース応用  

情報数学序論  

数と図形の世界  

ゲームプログラミング  

組み込み機器(IoT)プログラミング  

医療情報システム  

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  

行政情報システム  

データマイニング  

グラフと組合せ論  

確率論  

記号論理  

代数学  

システム設計  

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  

Web プログラミング応用  

テキストマイニング  

ネットワーク運用管理  

インストラクショナルデザイン  

解析学概論  

幾何学  

IoT とセキュリティ  

機械学習  

ソフトウエアの構成とテスト  

Web ページ制作  

ディジタルクリエイション  

作曲法  

ディジタルデッサン  

ゲーム企画論  

社会情報論  

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  

デザイン史と色彩論  

ゲームクリエイション  

ディジタルコミック制作  

コンテンツの世界観構築  

コンピュータ・グラフィックス制作  

画像処理  

電子出版とクロスメディア  

空間デザイン～建築とインテリア  

ゲームエンジン  

ヒューマンインタフェース  

映像・アニメーション表現  

エディトリアルデザイン  

サウンドデザイン  

コンテンツマーケティング  

キャラクターモデリング  

認知科学  

サウンドエフェクトデザイン  

フィジカルコンピューティング  

社会と教育  

地理情報システム  

拡張現実  

メディアコンテンツプログラミング  

UX デザイン  

ウェアラブルコンピューティング  

アニメーション制作  

情報システム特論 C  

情報学部情報社会学科 

人間愛と情報社会 他学科生は抽選登録 

社会心理学  

統計学入門  

情報社会における計量社会学入門  

国際ビジネス環境の理解  

ビジネスデータ処理演習  

情報社会における問題の発見と解決  

図書館情報資源概論  

調査集計法 A  

マーケティング  

マーケティング・リサーチ    

情報社会の分析と理解  

情報資源組織論  

コミュニケーション戦略特講 A    

調査集計法 B  

情報資源組織演習  

情報社会のリテラシ  

情報社会のビジネスモデル  

情報社会のサービス企画  

コミュニケーション戦略特講 B  

マーケティング・リサーチ演習  

現代社会の消費者行動  

ビッグデータ解析の社会への応用  

データモデリング  

データマイニング  

ビジネス発想法  

情報と企業のイノベーション  

情報サービス産業の理解  

人工知能入門  

成功のプランニング  

人工知能の社会への応用  

オペレーションズ・リサーチ  

インターネットと情報セキュリティ  

企業活動と情報システム  

図書館情報技術論  

情報サービス論  

システム分析★  

プロジェクトマネジメント特講 A  

プログラミングⅠ  

プログラミングⅡ  

情報サービス演習  

システム設計★  

知的財産法  

プロジェクトマネジメント特講 B  

情報化要求の分析とソリューションの提  

システム開発技法  

情報システムの品質と信頼性  

情報デザイン設計  

経済性の科学  
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情報社会における都市計画  

ソフトウエアの構成とテスト★  

経営管理システム  

ビジネス法  

不確実性とリスクのマネジメント  

ロジカルシンキング  

プレゼンテーション技法  

情報処理実践演習 C  

メディア・ビジネス論  

国際学部 

地域研究Ａ（ヨーロッパ）  

地域研究Ｂ（中南米）  

地域研究Ｃ（東アジア）  

地域研究Ｄ（アフリカ）  

地域研究Ｅ（アメリカ）  

地域研究Ｆ（南アジア）  

地域研究Ｇ（東南アジア）  

地域研究Ｈ（オセアニア）  

日本の政治経済  

国際学部国際理解学科 

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  

環境コミュニケーション論  

西洋思想と国際社会  

東洋思想と国際社会  

現代思想  

国際化・情報化時代の社会学  

国際機構論  

NPO・ボランティアの理論  

開発教育論  

外国史Ａ  

法と行政 B（外国人と行政）  

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  

環境経済学  

国際環境法  

農村社会開発論  

現代中国論  

特殊講義Ｄ  

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  

特殊講義Ｈ  

景観と風景のまちづくり  

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  

健康栄養学部管理栄養学科 

臨床心理学概論 他学部生は抽選科目（20 名） 

健康心理学 他学部生は抽選科目（20 名） 

発達心理学 他学部生は抽選科目（20 名） 

心理アセスメント 他学部生は抽選科目（20 名） 

サプリメントと健康 他学部生は抽選科目（20 名） 

笑顔コミュニケーション論 他学部生は抽選科目（20 名） 

アロマテラピーと健康 他学部生は抽選科目（20 名） 

アロマテラピーコーディネート 他学部生は抽選科目（20 名） 

経営学部経営学科 

経済学の基礎  

公共経営入門  

行政学  

経営管理論  

データベース作成  

公共経済入門  

マーケティング戦略  

キャリアコンサルティング  

日本経済論  

国と国の経済（マクロ経済）  

ファイナンス  

原価計算Ⅰ  

原価計算Ⅱ  

公共思想論  

公共経済学  

行政評価  

公共経営演習 A  

公共経営演習 B  

統計データの扱い方  

多変量の統計データ解析  

情報化戦略  

職業・キャリア指導  

環境と経営  

情報公共論  

公共経営演習 C  

ｅ－ビジネス  

マーケティング戦略事例研究  

公共経営演習 D  

国際・経営学部 第二外国語科目 

ドイツ語Ⅰ 

専門教育科目の「選択科目」に充
当可。 

情報学部外国語科目には充当さ

れません。 

ドイツ語Ⅱ 

ドイツ語Ⅲ 

スペイン語Ⅰ 

スペイン語Ⅱ 

スペイン語Ⅲ 

フランス語Ⅰ 

フランス語Ⅱ 
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フランス語Ⅲ 

専門教育科目の「選択科目」に充

当可。 
情報学部外国語科目には充当さ

れません。 

中国語Ⅰ 

中国語Ⅱ 

中国語Ⅲ 

コリア語Ⅰ 

コリア語Ⅱ 

コリア語Ⅲ 
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