ILAC（市ヶ谷基礎）科目カリキュラム・ツリー （2017年4月1日版）
科目分類

選択基盤科目

基盤科目

外国語科目（必修）

リベラルアーツ科目

外国語科目（選択・選択必修）

科目分野

0群

1・2・3・5群

4群（外国語科目）

0～5群

4群（外国語科目）

科目概要

既存の学問分野にとらわれない汎用性
のある知識や技能を身に付けるため、
基礎ゼミや情報処理、就業力育成な
ど、初年次に修得するべき科目を学び
ます。法政学では法政大学の歴史や現
状について学ぶことができます。

教養（リベラルアーツ）・専門学部の学びの基盤となる、人文科学・
社会科学・自然科学のそれぞれの学問分野における基礎的な知識と基
本的な考え方、および保健体育科目をバランス良く学びます。

大学の初年次生として必要な基礎的な語学力を養うと同時に、異文化や世界の情勢への理解を深めるため、英語をはじめ諸外国語（ドイツ語・
フランス語・ロシア語・中国語・スペイン語・朝鮮語・日本語）をバランス良く学びます。

履修年次

科目名凡例一覧（履修対象学部）

基盤科目で修得した基礎的な知識の上 学生の選択に基づき、多様な語学力や幅広い異文化理解力の向上を目指し、現代のグロー
に、さらに深い教養を身につけます。各 バル社会に通用する国際感覚を養います。英語・ドイツ語・フランス語・ロシア語・中国
学問分野をより高度に、バランス良く修 語・スペイン語・朝鮮語・日本語の全てが開講されています。
得するとともに、専門科目の枠組みに縛
られない体系的・学際的な学びを可能に
します。

総合科目・教養ゼミ
0～5群
リベラルアーツ科目と連動した発展的な学びから、単独で完結する学びまで、多様な科目を配置し、真のリベラルアーツの修得を目指します。教養ゼミ
ではゼミナール形式で、学部専門科目とは異なる高度な学びを実現します。

配当科目一覧 ※[ ]内は2016年度以前入学者向け（2017年度以降入学者向けと科目名が異なる場合のみ記載）
無印・・・法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデザイン ＊・・・法・文・経営・国際文化 ▽・・・法・文・経営 ★・・・法 ☆・・・文 ◆・・・経営 ◇・・・国際文化 ■・・・人間環境 □・・・キャリアデザイン
【総合科目】
【１群】
漢字･漢文学A/B［漢字･漢文学］
文芸創作講座A/B［文芸創作講座］
日本芸能論A/B［日本芸能史論］
身体表現論A/B
［身体表現論（バレエの世界）］
美術論A/B［美術論］
芸術と人間A/B［芸術と人間］
仏教思想論A/B［仏教思想論］
行為の理論A/B［行為の理論］
中国の民族と文化A/B
［中国の民族と文化］
ギリシヤの文化と社会A/B
［ギリシヤの文化と社会］
古代日本･中国の法と社会A/B
［古代日本･中国の法と社会］
アジア・太平洋島嶼国際関係史A/B
［アジア・太平洋国際関係史］
比較民俗学A/B［比較民俗学］
キリスト教思想論A/B［キリスト教思想論］

【４群】
【ドイツ語】
第三外国語としてのドイツ語A/B［ドイツ語初級Ⅰ］
ドイツ語コミュニケーション中級A/B
［ドイツ語コミュニケーションⅢ/Ⅳ］
留学ドイツ語A/B［留学ドイツ語Ⅰ/Ⅱ］
ドイツの思想A/B［ドイツの思想Ⅰ/Ⅱ］
ドイツ語圏の文学A/B［ドイツの文学Ⅰ/Ⅱ］
ドイツ語圏の芸術A/B［ドイツの芸術Ⅰ/Ⅱ］
比較文化A/B［比較文化Ⅰ/Ⅱ］

【教養ゼミ】
【１群】
教養ゼミⅠ/Ⅱ（文芸創作の実践A/B）
［文章論－文章表現の実践］
教養ゼミⅠ/Ⅱ（現代思想A/B）
［人間存在論］
教養ゼミⅠ/Ⅱ（在日朝鮮人の歴史A/B）
［在日朝鮮人の歴史］
教養ゼミⅠ/Ⅱ（アラブの言語と文化A/B）
［アラブの言語と文化］
教養ゼミⅠ/Ⅱ（アフロアジア入門）
［アフロアジア入門］

【フランス語】
第三外国語としてのフランス語A/B［フランス語初級Ⅰ/Ⅱ］

【２群】

上級フランス語A/B［フランス語中級Ⅰ/Ⅱ］
フランス語コミュニケーション［中･上級］A/B
［フランス語コミュニケーションⅢ・Ⅳ］

教養ゼミⅠ/Ⅱ（現代社会と政治A/B）
［現代政治学の基礎］
教養ゼミⅠ/Ⅱ（グローバル経済の課題と展望A/B）
［グローバル経済論］
教養ゼミⅠ/Ⅱ（心理的ウェルビーイングを考える）
［人間発達学］

検定フランス語［中･上級］A/B 注：2017年度以降入学者のみ

フランス語表現法A/B［フランス語表現法Ⅰ/Ⅱ］
フランス語講読A/B［フランス語講読Ⅰ/Ⅱ］

【３群】
【２群】
異文化コミュニケーション論A/B
［異文化コミュニケーション論］
法哲学A/B［法哲学］
福祉社会論A/B［福祉社会論］
人文地理学セミナーA/B［人文地理学セミナー］
文化人類学方法論A/B［文化人類学方法論］
政治思想A/B［政治思想］
人間行動学A/B［人間行動学］
沖縄を考えるA/B
［総合講座―沖縄を考える―］
グローバル社会の地域研究A/B
［グローバル社会の地域研究］

３００番台
（２年生以上）

【３群】
自然環境のしくみとその変貌A/B
［自然環境のしくみとその変貌］
数理論理学A/B［論理って何だ?］
計算と言語のしくみ［コンピュータの裏側］
コンピュータと数理の活用［コンピュータの裏側］
確率の世界A/B［確率･統計］
集合論A/B［集合論］
相対性理論と宇宙A/B［相対性理論と宇宙］
現代の錬金術A/B［現代の錬金術］
原子核と素粒子A/B
［原子核と素粒子-ミクロの世界-］
生命情報科学［生物哲学］
生物哲学
イオンの科学A/B［イオンの科学］
光と色の科学A/B［光と色の科学］
物質の科学A/B［物質科学］
ＩＴリテラシー
コンピュｰタ科学［ＩＴリテラシー］
現代科学の新しい目A/B［現代科学の新しい目］
エネルギーを考えるA/B［エネルギーを考える］
人間と地球環境
Human Impact on the Global Environment

【ロシア語】

教養ゼミⅠ/Ⅱ（自然史）
［自然史］
第三外国語としてのロシア語中級A/B［ロシア語中級Ⅰ/Ⅱ］
教養ゼミⅠ/Ⅱ（バイオイメージング）
実用ロシア語A/B［ロシア語コミュニケーションⅠ/Ⅱ］
［バイオイメージングの世界］
ロシア語講読A/B［ロシア語講読Ⅰ/Ⅱ］
時事ロシア語A/B［時事ロシア語Ⅰ/Ⅱ］
【４群】
第三外国語としてのロシア語A/B［ロシア語初級Ⅰ/Ⅱ］

【英語】
【中国語】
第三外国語としての中国語A/B［中国語初級Ⅰ/Ⅱ］
第三外国語としての中国語中級A/B［中国語中級Ⅰ/Ⅱ］

中国語視聴覚中級A/B［新規科目］
中国語コミュニケーション中級A/B
［中国語コミュニケーションⅢ/Ⅳ］
中国語講読A/B［中国語講読Ⅰ/Ⅱ］
中国語講読中級A/B［時事中国語Ⅰ/Ⅱ］
中国語作文中級A/B［中国語表現法Ⅲ/Ⅳ］
資格中国語中級A/B［検定中国語Ⅲ/Ⅳ］
資格中国語上級A/B［検定中国語Ⅲ/Ⅳ］

【ドイツ語】
ドイツ語3Ⅰ/Ⅱ

【フランス語】

フランス語3Ⅰ/Ⅱ▽
［ドイツ語3：理解－テクストの把握Ⅰ/Ⅱ］▽ フランス語(3)Ⅰ/Ⅱ★
ドイツ語(3)Ⅰ/Ⅱ★
フランス語7◇
ドイツ語7◇
フランス語8◇
ドイツ語8◇
ドイツ語3-Ⅰ/Ⅱ■

【ロシア語】

【０群】

【英語】

【ロシア語】

ロシア語3Ⅰ/Ⅱ▽
ロシア語(3)Ⅰ/Ⅱ★
ロシア語7◇
ロシア語8◇

法政学の探究LA［法政学の探究A］
法政学の探究LB［法政学の探究B］
情報処理演習Ⅱ＊

English3Ⅰ/Ⅱ▽
注：2017年度以降入学生のみ
英語オーラル・コミュニケーションⅠ/Ⅱ

ロシア語4Ⅰ/Ⅱ▽
ロシア語5Ⅰ/Ⅱ▽

【中国語】

【スペイン語】

【朝鮮語】

【日本語】

中国語3Ⅰ/Ⅱ▽
中国語(3)Ⅰ/Ⅱ★
中国語7◇
中国語8◇

スペイン語3Ⅰ/Ⅱ▽
スペイン語(3)Ⅰ/Ⅱ★
スペイン語7◇
スペイン語8◇

朝鮮語3AⅠ/Ⅱ
［朝鮮語3Ⅰ/Ⅱ］▽
朝鮮語3BⅠ/Ⅱ
［朝鮮語3Ⅰ/Ⅱ］▽

日本語3Ⅰ/Ⅱ＊■
日本語4Ⅰ/Ⅱ＊■

朝鮮語(3)Ⅰ/Ⅱ★
朝鮮語3CⅠ/Ⅱ
［朝鮮語コミュニケーションＩ/Ⅱ］＊

［基礎から固める英語Ⅰ/Ⅱ 注：2016年度以前入学者のみ］＊

中国語4Ⅰ/Ⅱ▽
［中国語5Ⅰ/Ⅱ ▽ 注：2016年度以前入学者のみ］

ビジネス・イングリッシュⅠ/Ⅱ
［英語ビジネス・コミュニケーションⅠ/Ⅱ］＊
外国文学と文化LA・LC・LE/LB・LD・LＦ［文学Ⅰ/Ⅱ］ English Reading and VocabularyⅠ/Ⅱ
文学と社会LA・LC・LE/LB・LD・LＦ［文学Ⅰ/Ⅱ］
［英文ライティングⅠ/Ⅱ］＊
音声学L［言語学Ⅱ＊］
English Academic WritingⅠ /Ⅱ
哲学LⅠ/LⅡ［哲学Ⅰ/Ⅱ］
［英語アカデミック・ライティングⅠ/Ⅱ］＊
倫理学LⅠ/LⅡ［倫理学Ⅰ/Ⅱ］
英語で学ぶ社会と文化Ⅰ/Ⅱ
論理学LⅠ/LⅡ［論理学Ⅰ/Ⅱ］
［マスメディアの英語Ⅰ/Ⅱ］＊
東洋史LⅠ/LⅡ［東洋史Ⅰ/Ⅱ］
English PresentationⅠ/Ⅱ
西洋史LA/LB［西洋史Ⅰ/Ⅱ］
［映画で学ぶ英語Ⅰ/Ⅱ］＊
日本史LⅠ/LⅡ［日本史Ⅰ/Ⅱ］
英語アカデミック・リーディングⅠ/Ⅱ
宗教論LⅠ/LⅡ［宗教論Ⅰ/Ⅱ＊］
［英語リーディング・ワークショップⅠ/Ⅱ］＊
英語検定試験対策Ⅰ/Ⅱ＊
Oral CommunicationⅠ/Ⅱ■
【２群】
経済学LA/LB［経済学Ⅰ/Ⅱ］
English through Movies and DramaⅠ/Ⅱ■
心理学LA/LB［心理学Ⅰ/Ⅱ］
TOEIC(R)Ⅰ/Ⅱ■
地理学LA・LC／LB・LD［地理学Ⅰ/Ⅱ］
英検準備Ⅰ/Ⅱ■
政治学LA/LB［政治学Ⅰ/Ⅱ］
Business CommuniationⅠ/Ⅱ■
社会学LA・LC／LB・LD［社会学Ⅰ/Ⅱ］
Computer Assisted English LearningⅠ/Ⅱ■
Practical English（オーラル・コミュニケーション）A-Ⅰ/Ⅱ□
文化人類学L［文化人類学Ⅱ］
Practical English（オーラル・コミュニケーション）B-Ⅰ/Ⅱ□
社会思想LA/LB［社会思想Ⅰ/Ⅱ］

中国語視聴覚初級Ⅰ/Ⅱ［中国語視聴覚Ⅰ/Ⅱ］
中国語作文初級Ⅰ/Ⅱ［中国語表現法Ⅰ/Ⅱ］
中国語コミュニケーション基礎Ⅰ/Ⅱ
［中国語コミュニケーションⅠ/Ⅱ］
中国語コミュニケーション初級Ⅰ/Ⅱ
［中国語コミュニケーションⅠ/Ⅱ］
資格中国語初級Ⅰ/Ⅱ［検定中国語Ⅰ/Ⅱ］

【スペイン語】
スペイン語4Ⅰ/Ⅱ▽
［スペイン語5Ⅰ/Ⅱ ▽ 注：2016年度以前入学者のみ］
［スペイン語講読Ｉ/Ⅱ 注：2016年度以前入学者のみ］

時事スペイン語Ⅰ/Ⅱ
スペイン語コミュニケーションⅠ/Ⅱ

【朝鮮語】

朝鮮語3-Ⅰ/Ⅱ■
朝鮮語3C-Ⅰ/Ⅱ
［朝鮮語コミュニケーションⅠ/Ⅱ］■□
Practical English（ビジネス・コミュニケーション）A-Ⅰ/Ⅱ□
朝鮮語4AⅠ/Ⅱ［朝鮮語4Ⅰ/Ⅱ］▽
Practical English（ビジネス・コミュニケーション）B-Ⅰ/Ⅱ□
朝鮮語4BⅠ/Ⅱ［朝鮮語視聴覚Ⅰ/Ⅱ］▽
【３群】
Practical English（英語検定試験対策）A-Ⅰ/Ⅱ□ 朝鮮語4B-Ⅰ/Ⅱ［朝鮮語視聴覚Ⅰ/Ⅱ］■□
数学特講LA/LB［教養数学A/B］
Practical English（英語検定試験対策）B-Ⅰ/Ⅱ□ ［朝鮮語5Ⅰ/Ⅱ▽ 注：2016年度以前入学者のみ］
発展数学LⅠ/LⅡ［発展数学Ⅰ/Ⅱ］
教養物理学LA/LB［原子から宇宙までⅠ/Ⅱ］ English for Study AbroadⅠ/Ⅱ□
朝鮮語5AⅠ/Ⅱ［朝鮮語講読Ⅰ/Ⅱ］▽
教養生物学LA・LC・LE/LB・LD・LF［生命科学Ⅰ/Ⅱ］
朝鮮語5A-Ⅰ/Ⅱ［朝鮮語講読Ⅰ/Ⅱ］■□
教養化学LA/LB［物質と環境Ⅰ/Ⅱ］
朝鮮語5BⅠ/Ⅱ［朝鮮語表現法Ⅰ/Ⅱ］▽
【ドイツ語】
ドイツ語4Ⅰ/Ⅱ▽
朝鮮語5B-Ⅰ/Ⅱ［朝鮮語表現法Ⅰ/Ⅱ］■□

２００番台
（1・２年生以
上）

【４群】

［ドイツ語5Ⅰ/Ⅱ▽ 注：2016年度以前入学者のみ］

ドイツの文化と社会LA/LB［ドイツの文化と社会Ⅰ/Ⅱ］

検定ドイツ語Ⅰ/Ⅱ

ドイツ語の世界LA/LB［ドイツ語の世界Ⅰ/Ⅱ］ ドイツ語コミュニケーションⅠ/Ⅱ

ドイツ語視聴覚Ⅰ/Ⅱ
フランス語の世界LA/LB［フランス語の世界Ⅰ/Ⅱ］ 時事ドイツ語Ⅰ/Ⅱ
フランスの文化と社会LA/LB［フランスの文化と社会Ⅰ/Ⅱ］

フランス生活文化論LA/LB ※2017年度以降入学者のみ

ロシアの文化と社会LA/LB［ロシアの文化と社会Ⅰ/Ⅱ］

【フランス語】

フランス語4Ⅰ/Ⅱ▽
フランス語5Ⅰ/Ⅱ▽
中国語の世界LA/LB［中国語の世界Ⅰ/Ⅱ］ フランス語視聴覚(入門)Ⅰ/Ⅱ ［フランス語視聴覚Ⅰ/Ⅱ］

ロシア語の世界LA/LB［ロシア語の世界Ⅰ/Ⅱ］

中国の文化と社会LA・LC/LB・LD［中国の文化と社会Ⅰ/Ⅱ］

スペイン語の世界LA/LB［スペイン語の世界Ⅰ/Ⅱ］
朝鮮の文化と社会LA/LB［朝鮮の文化と社会Ⅰ/Ⅱ］
日本の文化と社会LA/LB［日本の文化と社会Ⅰ/Ⅱ］

フランス語視聴覚(初･中級)Ⅰ/Ⅱ ［フランス語視聴覚Ⅲ/Ⅳ］

フランス語コミュニケーション(初級)Ⅰ/Ⅱ
［フランス語コミュニケーションⅠ/Ⅱ］
日本語の世界LA/LB［日本語の世界Ⅰ/Ⅱ］ ［観光フランス語Ⅰ/Ⅱ 注：2016年度以前入学者のみ］
時事フランス語Ⅰ/Ⅱ
検定フランス語(初級)Ⅰ/Ⅱ［検定フランス語Ⅰ/Ⅱ］
【５群】
健康の科学LA/LB［健康の科学Ⅰ/Ⅱ］
情報フランス語Ⅰ/Ⅱ

基礎ゼミⅠ/Ⅱ＊
基礎ゼミ□ 注：必修
情報処理演習Ⅰ＊
情報処理演習□
情報リテラシーⅠ/Ⅱ◇ 注：必修
キャリアデザイン入門
キャリアデザイン演習
就業基礎力養成Ⅰ/Ⅱ
法政学への招待

１００番台
（１年生以上）

【中国語】

【１群】

日本文学と文化LA・LC・LE・LG/LB・LD・LＦ・LH［文学Ⅰ/Ⅱ］

【１群】

【２群】

【英語】

【ドイツ語】

日本古典文学A/B［文学Ⅰ/Ⅱ］
日本近・現代文学A/B［文学Ⅰ/Ⅱ］
日本文学A/B［文学Ⅰ/Ⅱ］
外国文学A/B［文学Ⅰ/Ⅱ］
文章論［文章論Ⅰ］
言語学A/B［言語学Ⅰ/Ⅱ＊］
哲学Ⅰ/Ⅱ
倫理学Ⅰ/Ⅱ
論理学Ⅰ/Ⅱ
東洋史Ⅰ/Ⅱ
西洋史Ⅰ/Ⅱ
日本史Ⅰ/Ⅱ
宗教論Ⅰ/Ⅱ
注：2016年度以前入学生■□
芸術A/B［芸術Ⅰ/Ⅱ■□］

法学Ⅰ/Ⅱ
法学(日本国憲法)
経済学Ⅰ/Ⅱ★☆◇■□
マクロ経済学Ⅰ/Ⅱ◆
心理学Ⅰ/Ⅱ
地理学Ⅰ/Ⅱ
政治学Ⅰ/Ⅱ
社会学Ⅰ/Ⅱ
文化人類学［文化人類学Ⅰ］
社会思想Ⅰ/Ⅱ

English1Ⅰ/Ⅱ★☆◆
English2Ⅰ/Ⅱ★☆◆
AcademicEnglishⅠ/Ⅱ★
英語2◇
英語3◇
英語4◇
英語5◇
英語6◇
English1－Ⅰ/Ⅱ■
English2－Ⅰ/Ⅱ■
英語1-Ⅰ/Ⅱ□
英語2-Ⅰ/Ⅱ□

ドイツ語1Ⅰ/Ⅱ

【フランス語】

【中国語】

【スペイン語】

【朝鮮語】

【日本語】

【３群】

【５群】

教養数学A/B
基礎数学Ⅰ/Ⅱ
入門物理学A/B
［原子から宇宙までＩ/Ⅱ］
入門生物学A/B［生命科学Ｉ/Ⅱ］
入門化学A/B［物質と環境Ｉ/Ⅱ］
サイエンス・ラボA/B
天文学A/B［天文学Ⅰ/Ⅱ■□］
科学史A/B［科学史Ⅰ/Ⅱ■□］

スポーツ総合演習
スポーツ総合演習S
［スポーツ総合演習］

中国語1Ⅰ/Ⅱ▽
中国語2Ⅰ/Ⅱ▽
中国語(1)Ⅰ/Ⅱ★
中国語(2)Ⅰ/Ⅱ★
中国語1◇
中国語2◇
中国語3◇
中国語4◇
中国語5◇
中国語6◇
中国語1-Ⅰ/Ⅱ■□
中国語2-Ⅰ/Ⅱ■□

スペイン語1Ⅰ/Ⅱ▽
スペイン語2Ⅰ/Ⅱ▽
スペイン語(1)Ⅰ/Ⅱ★
スペイン語(2)Ⅰ/Ⅱ★
スペイン語1◇
スペイン語2◇
スペイン語3◇
スペイン語4◇
スペイン語5◇
スペイン語6◇
スペイン語1-Ⅰ/Ⅱ■□
スペイン語2-Ⅰ/Ⅱ■□

朝鮮語1Ⅰ/Ⅱ▽
朝鮮語2Ⅰ/Ⅱ▽
朝鮮語(1)Ⅰ/Ⅱ★
朝鮮語(2)Ⅰ/Ⅱ★
朝鮮語1◇
朝鮮語2◇
朝鮮語3◇
朝鮮語4◇
朝鮮語5◇
朝鮮語6◇
朝鮮語1-Ⅰ/Ⅱ■□
朝鮮語2-Ⅰ/Ⅱ■□

日本語1Ⅰ/Ⅱ
日本語2Ⅰ/Ⅱ

フランス語1Ⅰ/Ⅱ▽
フランス語2Ⅰ/Ⅱ▽
ドイツ語2Ⅰ/Ⅱ
フランス語(1)Ⅰ/Ⅱ★
［ドイツ語2：読解－文法の練習Ⅰ/Ⅱ］▽ フランス語(2)Ⅰ/Ⅱ★
ドイツ語(1)Ⅰ/Ⅱ★
フランス語1◇
ドイツ語(2)Ⅰ/Ⅱ★
フランス語2◇
ドイツ語1◇
フランス語3◇
ドイツ語2◇
フランス語4◇
ドイツ語3◇
フランス語5◇
ドイツ語4◇
フランス語6◇
ドイツ語5◇
フランス語1-Ⅰ/Ⅱ■□
ドイツ語6◇
フランス語2-Ⅰ/Ⅱ■□
ドイツ語1-Ⅰ/Ⅱ■□
ドイツ語2-Ⅰ/Ⅱ■□
［ドイツ語1：表現－文法の基礎Ⅰ/Ⅱ］▽

【ロシア語】

【英語】

ロシア語1Ⅰ/Ⅱ▽
ロシア語2Ⅰ/Ⅱ▽
ロシア語(1)Ⅰ/Ⅱ★
ロシア語(2)Ⅰ/Ⅱ★
ロシア語1◇
ロシア語2◇
ロシア語3◇
ロシア語4◇
ロシア語5◇
ロシア語6◇
ロシア語1-Ⅰ/Ⅱ■□
ロシア語2-Ⅰ/Ⅱ■□

入門英語(SSI)Ⅰ/Ⅱ

【ドイツ語】
ドイツ語表現法Ⅰ/Ⅱ
入門ドイツ語(SSI)Ⅰ/Ⅱ［スポーツ・ドイツ語Ⅰ/Ⅱ］

【フランス語】
［スポーツ・フランス語Ⅰ/Ⅱ 注：2016年度以前入学者のみ］

【日本語】
［日本語コミュニケーションⅠ/Ⅱ ※2016年度以前入学者のみ］

【ドイツ語】
教養ゼミⅠ/Ⅱ（ドイツ語購読）
［ドイツ語講読Ⅰ/Ⅱ］

【フランス語】
教養ゼミⅠ/Ⅱ（フランス語圏文化への招待①/②）
注：2017年度以降入学者のみ

中国語翻訳･通訳A/B［中国語コミュニケーションⅢ/Ⅳ］

中国語翻訳･通訳C/D［中国語表現法Ⅲ/Ⅳ］

【中国語】

【スペイン語】

教養ゼミⅠ/Ⅱ（中国の生活文化）
注：2017年度以降入学者のみ

第三外国語としてのスペイン語A/B［スペイン語初級Ⅰ/Ⅱ］
第三外国語としてのスペイン語中級A/B［スペイン語中級Ⅰ/Ⅱ］

【スペイン語】

スペイン語上級A/B［スペイン語上級Ⅰ/Ⅱ］
スペイン語コミュニケーション中級A/B
［スペイン語コミュニケーションⅢ/Ⅳ］
スペイン語講読A/B 注：2017年度以降入学者のみ

教養ゼミⅠ/Ⅱ（スペイン語圏の文化と社会を読み解く）
注：2017年度以降入学者のみ

【５群】
教養ゼミⅠ/Ⅱ

【朝鮮語】
第三外国語としての朝鮮語A/B［朝鮮語初級Ⅰ/Ⅱ］
第三外国語としての朝鮮語中級［朝鮮語中級Ⅰ］

【日本語】
日本語コミュニケーションA/B 注：2017年度以降入学者のみ

【５群】
スポーツ科学A/B［スポーツ科学Ⅰ/Ⅱ］

【英語】
英語7◇
英語8◇

教養ゼミⅠ/Ⅱ
（Issues in Modern Japanese SocietyⅠ/Ⅱ）
注：2017年度以降入学者のみ

（身体づくり（Bodymake）のための理論と実践を学ぶ）

［スポーツ科学Ⅰ/Ⅱ］

