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以上
科目分類 科目名付クラス名 区分

統計リテラシーα 01 自由科目
統計リテラシーα 02 自由科目
統計リテラシーα 03 自由科目
統計リテラシーα 04 自由科目
統計リテラシーα（商学部） 01 自由科目
統計リテラシーα（商学部） 02 自由科目
統計リテラシーα（商学部） 03 自由科目
統計リテラシーα（商学部） 04 自由科目
統計リテラシーβ 01 自由科目
統計リテラシーβ 02 自由科目
統計リテラシーβ 03 自由科目
統計リテラシーβ 04 自由科目
統計リテラシーβ（商学部） 01 自由科目
統計リテラシーβ（商学部） 02 自由科目
統計リテラシーβ（商学部） 03 自由科目
統計リテラシーβ（商学部） 04 自由科目
統計リテラシーγ 01 他学術院聴講
統計リテラシーγ 02 他学術院聴講
統計リテラシーγ 03 他学術院聴講
統計リテラシーγ 04 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 01 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 02 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 03 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 04 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 05 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 06 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 07 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 08 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Excel） 09 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Mathematica） 01 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（Mathematica） 02 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（R） 01 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（R） 02 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（R） 03 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（R） 04 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（SPSS） 01 他学術院聴講
コンピュータによる統計解析（SPSS） 02 他学術院聴講
大規模データ解析入門 01 他学術院聴講

2016年度GEC設置の統計科目・情報科目の科目区分について

グローバルエデュケーションセンター設置の統計科目および情報科目については、下記の通り、科目ごとに区
分が異なっております。

他学術院聴講：学科の定める上限まで卒業必要単位への算入可
自由科目:卒業必要単位への算入不可（GPAの計算にも算入されない）
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情報科学の基礎 01 自由科目
情報科学の基礎 02 自由科目
情報科学の基礎 03 自由科目
情報科学の基礎 04 自由科目
情報科学の基礎 05 自由科目
情報科学の基礎 06 自由科目
情報科学の基礎 07 自由科目
情報科学の基礎 08 自由科目
情報表現の基礎α ０１ 自由科目
情報表現の基礎α ０２ 自由科目
情報表現の基礎β ０１ 自由科目
情報表現の基礎β ０２ 自由科目
ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０１ 自由科目
ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０２ 自由科目
ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０３ 自由科目
ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０４ 自由科目
ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０５ 自由科目
ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０６ 自由科目
情報表現の実践 ０１ 自由科目
情報表現の実践 ０２ 自由科目
情報表現の実践 ０３ 自由科目
情報表現の実践 ０４ 自由科目
情報表現の実践 ０５ 自由科目
情報表現の実践 ０６ 自由科目
情報表現の実践 ０７ 自由科目
情報表現の実践 ０８ 自由科目
情報表現の実践 ０９ 自由科目
プレゼンテーションスキル実践 ０１ 他学術院聴講
プレゼンテーションスキル実践 ０２ 他学術院聴講
プレゼンテーションスキル実践 ０３ 他学術院聴講
プレゼンテーションスキル実践 ０４ 他学術院聴講
プレゼンテーションスキル実践 ０５ 他学術院聴講
Webコンテンツ作成技術と実践 ０１ 他学術院聴講
Webコンテンツ作成技術と実践 ０２ 他学術院聴講
Webコンテンツ作成技術と実践 ０３ 他学術院聴講
Webコンテンツ作成技術と実践 ０４ 他学術院聴講
Webコンテンツ作成技術と実践 ０５ 他学術院聴講
UNIX入門 01 自由科目
UNIX入門 02 自由科目
UNIX入門 03 自由科目
ネットワーク技術初級 ０１ 自由科目
ネットワーク技術初級 ０２ 自由科目
ネットワーク技術初級 ０３ 自由科目
情報ネットワークセキュリティ 01 自由科目
情報ネットワークセキュリティ 02 自由科目
情報ネットワークセキュリティ 03 自由科目
ネットワーク技術準中級 01 他学術院聴講
ネットワーク技術準中級 02 他学術院聴講
情報セキュリティ技術 01 他学術院聴講
インターネットサーバ管理α ０１ 他学術院聴講
インターネットサーバ管理α ０２ 他学術院聴講
インターネットサーバ管理β ０１ 他学術院聴講
インターネットサーバ管理β ０２ 他学術院聴講
プログラミング初級（C/C++） 01 自由科目
プログラミング初級（C/C++） 02 自由科目
プログラミング初級（C/C++） 03 自由科目
プログラミング初級（C/C++） 04 自由科目
プログラミング初級（C/C++） 05 自由科目
プログラミング初級（C/C++） 06 自由科目
プログラミング初級（C/C++） 07 自由科目
プログラミング初級（Java） 01 自由科目
プログラミング初級（Java） 02 自由科目
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プログラミング初級（Java） 03 自由科目
プログラミング初級（Java） 04 自由科目
プログラミング初級（Java） 05 自由科目
プログラミング初級（Java） 06 自由科目
プログラミング初級（Java） 07 自由科目
プログラミング初級（Java） 08 自由科目
プログラミング初級（Visual Basic） 01 自由科目
プログラミング初級（Visual Basic） 02 自由科目
プログラミング初級（Visual Basic） 03 自由科目
プログラミング初級（Ruby） 01 自由科目
プログラミング初級（Ruby） 02 自由科目
プログラミング初級（Ruby） 03 自由科目
サーバサイドWebプログラミング入門 01 自由科目
サーバサイドWebプログラミング入門 02 自由科目
サーバサイドWebプログラミング入門 03 自由科目
サーバサイドWebプログラミング入門 04 自由科目
サーバサイドWebプログラミング入門 ０５ 自由科目
クライアントサイドWebプログラミング入門 01 自由科目
クライアントサイドWebプログラミング入門 02 自由科目
クライアントサイドWebプログラミング入門 03 自由科目
クライアントサイドWebプログラミング入門 04 自由科目
クライアントサイドWebプログラミング入門 05 自由科目
実践アプリ開発入門（Android） 01 自由科目
実践アプリ開発入門（Android） 02 自由科目
データベースα 01 自由科目
マルチメディア入門（デジタルサウンド） 01 自由科目
マルチメディア入門（デジタルサウンド） 02 自由科目
マルチメディア入門（デジタルサウンド） 03 自由科目
CGエンジニア入門 01 自由科目
マルチメディア入門（画像処理とアニメーション）α ０１ 自由科目
マルチメディア入門（画像処理とアニメーション）β ０１ 自由科目
マルチメディア入門（映像）α ０１ 自由科目
マルチメディア入門（映像）β ０１ 自由科目
プログラミング中級（C/C++） 01 自由科目
プログラミング中級（C/C++） 02 自由科目
プログラミング中級（Java） 01 自由科目
プログラミング中級（Java） 02 自由科目
プログラミング中級（Java） 03 自由科目
プログラミング中級（Visual Basic） 01 他学術院聴講
サーバサイドWebプログラミング中級 01 他学術院聴講
クライアントサイドWebプログラミング中級 01 他学術院聴講
データベースβ 01 他学術院聴講
データベースγ 01 他学術院聴講
ミュージック・プログラミング 01 他学術院聴講
ミュージック・プログラミング 02 他学術院聴講
アルゴリズムとデータ構造α ０１ 他学術院聴講
アルゴリズムとデータ構造β ０１ 他学術院聴講
マルチメディア中級（画像処理とアニメーション）α ０１ 他学術院聴講
マルチメディア中級（画像処理とアニメーション）β ０１ 他学術院聴講
マルチメディア中級（映像）α ０１ 他学術院聴講
マルチメディア中級（映像）β ０１ 他学術院聴講
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キャリアと情報（情報マネジメントの実際） A 他学術院聴講
キャリアと情報（情報マネジメントの実際） B 他学術院聴講
キャリアと情報（情報マネジメントの実際） C 他学術院聴講
キャリアと情報（情報マネジメントの実際） D 他学術院聴講
キャリアと情報（情報マネジメントの実際） E 他学術院聴講
オープン・ソース・ソフトウェア概論 01 他学術院聴講
オープン・ソース・ソフトウェア概論 02 他学術院聴講
ソフトウェアと法務 01 他学術院聴講
人工知能入門-探索による人工知能- 01 他学術院聴講
囲碁で学ぶ数理科学入門 01 他学術院聴講
コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門 01 他学術院聴講
コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門 02 他学術院聴講
シンガポールのITと経済開発 01 他学術院聴講
シンガポールのITと未来構想 01 他学術院聴講
アジアのITと経済発展 01 他学術院聴講
アジアのITと社会革新 01 他学術院聴講
ソフトウェア開発技術α ０１ 他学術院聴講
ソフトウェア開発技術α ０２ 他学術院聴講
ソフトウェア開発技術β ０１ 他学術院聴講
ソフトウェア開発技術β ０２ 他学術院聴講
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