
【2021年度春学期】帰国後登録開放科目一覧（大学院生用）

■注意

学期 曜日時限
科目提供

箇所

他研究科

生の履修
科目キー

科目

ｸﾗｽｺｰﾄﾞ
科目名 単位数 使用言語

【履修者全員】

科目にかかる

実験実習料

【私費留学者のみ】

単位にかかる

聴講料

余裕定員
その他登録条件（志

望理由の有無など）
備考

夏季集中 無その他 政研 × 3101012096 01 研究方法集中セミナー（因果推論）(久米/ソン) 2 日本語 ¥0 ¥82,400 3

夏季集中 無その他 政研 ○ 3101012F35 01 Transnational Relations of Asia-Pacific Region(PS：Tomaru) 2 英語 ¥0 ¥82,400 3

夏クォーター 火２時限 政研 ○ 3101013101 01 マス・コミュニケーション理論(J：細貝亮) 1 日本語 ¥0 ¥54,000 3

夏クォーター 水４-５ 政研 × 31SGU31010 01
Advanced Topics in Political Science: The End of Japan's Empire: the

Search for Postwar Justice and the Cold War, 1945-2020(PS：
Kushner)

2 英語 ¥0 ¥82,400 3

夏クォーター 水１-２ 政研 × 31SGU31011 01
Advanced Topics in Political Science: Japan in the Era of

Globalization 1945 to Present(PS：Kapur)
2 英語 ¥0 ¥82,400 3

夏クォーター
月５-６/水５-６/

03:金５-６
政研 × 31SGU31016 01

Advanced Topics in Political Science: Survey Experiments (PS：
Crabtree)

2 英語 ¥0 ¥82,400 3

夏季集中 無その他 政研 × 31SGUPE002 01
Advanced Topics in Political Economy: Causal Inference(PS：

Yamamoto)
2 英語 ¥0 ¥82,400 3

夏クォーター 月１時限/木１時限 経研 × 3220000071 01 Microeconomics IV(Strategic Theory)(Adachi, T) 2 英語 ¥0 ¥82,400 若干名

夏クォーター 無フルOD 経研 × 3220000171 01 Macroeconomics IV(Partial Equilibrium)(Tomura, H) 2 英語 ¥0 ¥82,400 若干名

夏クォーター 水１時限/金１時限 経研 × 3220000222 01 Game Theory II(Kvasov, D) 2 英語 ¥0 ¥82,400 若干名

夏クォーター 月２時限/木２時限 経研 × 3220000311 01 Econometrics I(Kondo, Y) 2 英語 ¥0 ¥82,400 若干名

夏クォーター 月２時限/木２時限 文研 × 340100E826 01 Intensive Studies 26 (Japanese Culture and Society 1) 1 英語 ¥0 ¥41,200 4

夏クォーター 月１時限/木１時限 文研 × 340100E829 01 Intensive Studies 29 (Japanese Visual Culture and Media 1) 1 英語 ¥0 ¥41,200 3

夏季集中 無その他 教研 ○ 373S000001 01 発達障害の理解と指導実践 1 日本語 ¥0 0

夏クォーター 火２時限 教研 ○ 373S000014 01 人権教育 1 日本語 ¥0 0

夏季集中 無その他 教研 ○ 373S000022 01 持続可能な開発のための教育(ESD)の理論と実践 2 日本語 ¥0 0

夏季集中 無その他 教研 ○ 373S000024 01 教育評価の理論と実践 2 日本語 ¥0 0

・本制度は、帰国後登録を行う学期に留学中の学生を対象とします。

・他研究科が提供する科目については、「他研究科の履修」欄で履修可否を確認してください。

・私費留学者が科目を履修する場合、「【私費留学者のみ】単位にかかる聴講料」欄の金額を支払う必要があります。

・科目に関する問い合わせは、科目提供箇所に確認してください。

・各科目の授業実施形態については、科目提供箇所のホームページにてご確認ください。

帰国後登録を希望の学生は、5月17日（月）までに以下のアドレスに

必要情報をお送りください。

【アドレス】 kamoku18@list.waseda.jp

【必要情報】

・氏名

・学籍番号

・登録希望科目の科目キー

・登録希望科目の科目クラスコード

・登録希望科目の科目名
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夏クォーター 月４時限 教研 × 373SA20002 01 授業分析の実践力　Ａ 1 日本語 ¥0 0

夏クォーター 土２時限 教研 × 373SA20002 02 授業分析の実践力　Ｂ 1 日本語 ¥0 0

夏クォーター 火４時限 教研 × 373SA20002 03 授業分析の実践力　Ｃ 1 日本語 ¥0 0

夏クォーター 金３時限 教研 × 373SA40002 01 学級経営の実践力研究　Ａ 1 日本語 ¥0 0

夏クォーター 火３時限 教研 × 373SA40002 02 学級経営の実践力研究　Ｂ 1 日本語 ¥0 0

夏クォーター 木４時限 教研 × 373SA40002 03 学級経営の実践力研究　Ｃ 1 日本語 ¥0 0

夏クォーター 金４-５ 教研 × 373SB10003 01 授業力向上の実践演習　Ａ 2 日本語 ¥0 0

夏クォーター 金４-５ 教研 × 373SB10003 02 授業力向上の実践演習　Ｂ 2 日本語 ¥0 0

夏クォーター 金４-５ 教研 × 373SB10003 03 授業力向上の実践演習　Ｃ 2 日本語 ¥0 0

夏クォーター 金４-５ 教研 × 373SB10003 04 授業力向上の実践演習　Ｄ 2 日本語 ¥0 0

夏クォーター 金４-５ 教研 × 373SB10003 05 授業力向上の実践演習　Ｅ 2 日本語 ¥0 0

夏クォーター 木１-２ 教研 △ 373SB20001 01 問題行動の事例研究と支援演習（心理支援に関する理論と実践）　Ａ 2 日本語 ¥0 0

夏季集中 無１-５ 教研 × 373SB20003 02 キャリア教育の理論と実践　Ｂ 2 日本語 ¥0 0

夏クォーター 月１時限 教研 × 373SB20006 01 学級経営の実証的研究 1 日本語 ¥0 0

夏季集中 無１-５ 教研 △ 373SB30002 01
心理教育的アセスメントを生かした授業実践（心理的アセスメントに関す

る理論と実践）
2 日本語 ¥0 0

夏季集中 無その他 教研 × 373SB40006 01 教育行政実地研修 2 日本語 ¥0 0

夏クォーター 火３時限 人研 × 3801054225 01 社会学説特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 木４時限 人研 × 3801054365 01 災害研究法特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801054545 01 臨床心理学研究法特論 2 日本語 ¥0 ¥110,200 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801054579 01 犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 2 日本語 ¥0 ¥110,200 若干名

夏クォーター 木３時限 人研 × 3801054620 01 生体情報工学特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801054635 01 感性心理学特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 月２時限 人研 × 3801054655 01 認知心理学特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801054695 01 脳機能イメージング研究特論 2 日本語 ¥0 ¥110,200 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801054785 01 教育システム工学特論 2 日本語 ¥0 ¥110,200 若干名

夏クォーター 火４時限 人研 × 3801054845 01 メディアコミュニケーション特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名
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夏季集中 無その他 人研 × 3801054860 01 ワークショップデザイン特論 2 日本語 ¥0 ¥110,200 若干名

夏クォーター 火３時限 人研 × 3801055015 01 生態モデリング特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 月２時限 人研 × 3801055030 01 地域資源特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 月１時限 人研 × 3801055050 01 開発援助実践学特論 II 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 木３時限 人研 × 3801055215 01 技術史・技術文化研究特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801055320 01 自然人類学特論 2 日本語 ¥0 ¥110,200 若干名

夏クォーター 火２時限 人研 × 3801055562 01 認知神経科学特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 無フルOD 人研 × 3801055620 01 生命医療倫理学特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801055710 01 医療福祉質評価特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801055725 01 医療安全学特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 月５時限 人研 × 3801056255 01 劇場認知科学特論 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056440 01 Reading for Academic Purposes 中級 01 1 英語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 月２時限 人研 × 3801056440 04 Reading for Academic Purposes 中級 04 1 英語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 火２時限 人研 × 3801056455 01 Reading for Academic Purposes 上級 01 1 英語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056470 03 Writing for Academic Purposes 中級 03 1 英語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056500 01 Oral Presentation for Academic Purposes 中級 01 1 英語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056550 01 多変量解析特論 2 日本語 ¥0 ¥110,200 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056687 01 建築都市における環境デザインのフィールドワーク調査研究 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056688 01 「感動」に関する超領域的研究 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056717 01 食薬融合研究からの新しいヘルスケアサイエンス 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056785 01 東洋医学とデータ分析に基づく健康管理 1 日本語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏季集中 無その他 人研 × 3801056882 01
Contemporary Issues in Educational Communication Studies

(Language, Media and Experiences)
1 英語 ¥0 ¥55,100 若干名

夏クォーター 土４-５ スポーツ研 × 5001013840 02 Health and exercise science 1 (Seminar 1) B 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 土６-７ スポーツ研 × 5001013842 02 Health and exercise science 2 (Seminar 1) B 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 木４-５ スポーツ研 × 5001013844 02 Sport Management (Seminar 1) B 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名
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夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015032 01 アジアの身体文化論 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015116 01 スポーツクラブビジネス研究法 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 水６-７ スポーツ研 △ 5001015126 01 スポーツビジネスマーケティング特論 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 無その他 スポーツ研 × 5001015130 01 スポーツビジネスと国際政治 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 水６-７ スポーツ研 × 5001015242 01 健康行動科学特論 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 月１-２ スポーツ研 × 5001015254 01 運動代謝学特論 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 月６-７ スポーツ研 × 5001015505 01 スポーツの法と契約 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015522 01 トップスポーツマネジメント研究法 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015620 01 スポーツクラブマネジメント研究法 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

集中講義（春学期） 土１-４ スポーツ研 × 5001015720 01 健康スポーツ指導法演習 1 日本語 ¥0 ¥56,300 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015725 01 レクリエーション指導法演習 1 日本語 ¥0 ¥56,300 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015726 01 健康指導コミュニケーション 1 日本語 ¥0 ¥56,300 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015730 01 健康スポーツマネジメント研究法 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 火６-７ スポーツ研 × 5001015805 01 老年リハビリテーション演習 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015820 01 老年学特論 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏季集中 無その他 スポーツ研 × 5001015825 01 介護予防マネジメント研究法 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

集中講義（春学期） 土１-４ スポーツ研 × 5001017020 01 リスクマネジメント 1 日本語 ¥0 ¥56,300 若干名

夏クォーター 水６-７ スポーツ研 × 5001017050 01 データ分析（SPSS） 2 日本語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 無その他 スポーツ研 × 5001019105 01 Preventive Medicine and Applied Immunology 1 英語 ¥0 ¥56,300 若干名

夏クォーター 木３-４ スポーツ研 × 5001019118 01 Human Anatomy 2 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 木１-２ スポーツ研 × 5001019119 01 Injury Prevention 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 水１-２ スポーツ研 × 5001019122 01 Environmental Health 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 月２-３ スポーツ研 × 5001019217 01 Sports and New Media 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名

夏クォーター 火１-２ スポーツ研 × 5001019219 01 Sport Consumer Psychology 2 英語 ¥0 ¥112,600 若干名

集中講義（春学期） 無その他 基幹研 ○ 5101011075 01 符号理論特論 2 日本語 ¥0 ¥116,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹研 ○ 5102011002 01 確率偏微分方程式特別講義 2 英語 ¥0 ¥116,200 定員あり
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夏クォーター 火１-２ 創造研 ○ 5201011054 01
明豊ファシリティワークス株式会社 寄附講座　コンストラクション・マネジ

メント特論
2 日本語 ¥0 ¥116,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 創造研 ○ 5201021036 01 構造材料生産技術 2 日本語 ¥0 ¥116,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 創造研 ○ 5201021085 01 宇宙粒子線物理学 2 日・英併用 ¥0 ¥116,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 創造研 ○ 5201021086 01 月惑星探査と科学 2 英語 ¥0 ¥116,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 創造研 ○ 5201031001 01 ソフトウェアマネジメント 2 日本語 ¥0 ¥116,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 創造研 ○ 5201031029 01 要求工学 2 日本語 ¥0 ¥116,200 定員あり

夏クォーター 土２時限 創造研 ○ 5201031065 01 プロフィットデザイン特論Ｂ 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 金７時限 創造研 ○ 5201031079 01 国際知的財産経営論Ｂ 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 月４-５ 創造研 ○ 5201031083 01 社会システムモデリングＢ 2 日本語 ¥0 ¥116,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 創造研 ○ 5201051075 01 環境研究の実践と国際協力 2 日本語 ¥0 ¥116,200 定員あり

夏クォーター 水７時限 創造研 ○ 5201061004 01 企業経営論 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 金６時限 創造研 ○ 5201061013 01 技術アライアンスマネジメント 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 水６時限 創造研 ○ 5201061018 01 製品開発マネジメント概論 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 月６時限 創造研 ○ 5201061020 01 利用品質設計 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 金７時限 創造研 ○ 5201061031 01 グローバル経営と知財マネジメント 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 木６時限 創造研 ○ 5201061046 01 経営計画分析技法 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 土２時限 創造研 ○ 5201061053 01 価値・コストエンジニアリング 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

夏クォーター 火６時限 創造研 ○ 5201061054 01 サプライチェーン・トータルサービスシステム設計 1 日本語 ¥0 ¥58,100 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 先進研 ○ 5301011011 01 素粒子物理学特論Ｄ 2 日本語 ¥0 ¥127,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 先進研 ○ 5301011065 01 画像情報処理工学特論 2 日本語 ¥0 ¥127,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 先進研 ○ 5301011074 01 ゆらぎと階層 2 日本語 ¥0 ¥127,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 先進研 ○ 5301011080 01 現代物理学特論 2 日本語 ¥0 ¥127,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 先進研 ○ 5301031031 01 プロセスダイナミックス 2 日本語 ¥0 ¥127,200 定員あり

夏クォーター 水１時限 先進研 ○ 5301031035 01 有機合成化学特論 1 日本語 ¥0 ¥63,600 定員あり
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集中講義（春学期） 無その他 先進研 ○ 5301051026 01 新エネルギー工学・太陽光発電 2 日本語 ¥0 ¥127,200 定員あり

集中講義（春学期） 無その他 先進研 ○ 5301051034 01 時間生物学 2 日本語 ¥0 ¥127,200 定員あり

夏クォーター 金５-６ 先進研 ○ 5301071039 01 バイオ分析学 2 日・英併用 ¥0 ¥127,200 定員あり

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000101 02 統計リテラシーα　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000103 02 データ科学入門α　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000121 02 統計リテラシーβ　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000123 02 データ科学入門β　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000141 02 統計リテラシーγ　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000142 02 データ科学入門γ　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000161 02 統計リテラシーδ　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000162 02 Rによる統計解析　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000163 02 データ科学入門δ　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000300 02 データ科学のための数学　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000301 02 回帰と分類のデータ科学　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000303 02 データ科学入門１（統計学既習者用）　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S03000304 01 データ科学入門２（統計学既習者用）　０１ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S04000202 06 プログラミング入門　０６ 1 日本語 ¥0 ¥41,200
申請者全
員受入

夏クォーター 木３-４ グローバル ○ 9S04010141 01 ネットワーク技術準中級　０１ 2 日本語 ¥0 ¥82,400 9

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04010326 01 人工知能入門－探索による人工知能－　０１ 2 日本語 ¥0 ¥82,400 6
日程：

2021/08/30～
2021/09/03

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000014 01 Writing Tutorial English　０１ 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/27～
2021/09/07

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000014 03 Writing Tutorial English　０３ 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/27～
2021/09/07

夏クォーター 月２時限/木２時限 グローバル ○ 9S05000202 05 Academic Writing and Discussion in English　β　０５ 2 英語 ¥500 ¥82,400 8

夏クォーター 月３時限/木３時限 グローバル ○ 9S05000202 08 Academic Writing and Discussion in English　β　０８ 2 英語 ¥500 ¥82,400 7
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夏クォーター 月３時限/木３時限 グローバル ○ 9S05000202 09 Academic Writing and Discussion in English　β　０９ 2 英語 ¥500 ¥82,400 1

夏クォーター 月４時限/木４時限 グローバル ○ 9S05000202 13 Academic Writing and Discussion in English　β　１３ 2 英語 ¥500 ¥82,400 3

夏クォーター 月５時限/木５時限 グローバル ○ 9S05000202 18 Academic Writing and Discussion in English　β　１８ 2 英語 ¥500 ¥82,400 12

夏クォーター 月５時限/木５時限 グローバル ○ 9S05000202 20 Academic Writing and Discussion in English　β　２０ 2 英語 ¥500 ¥82,400 7

夏クォーター 火２時限/金２時限 グローバル ○ 9S05000202 23 Academic Writing and Discussion in English　β　２３ 2 英語 ¥500 ¥82,400 5

夏クォーター 火４時限/金４時限 グローバル ○ 9S05000205 02 Advanced Academic Writing and Discussion in English 02 2 英語 ¥0 ¥82,400 11

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000301 01 Tutorial English (Basic) A & B Intensive 01 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/14～
2021/08/26

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000301 02 Tutorial English (Basic) A & B Intensive 02 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/27～
2021/09/07

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000303 01 Tutorial English (Intermediate) A & B Intensive 01 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/14～
2021/08/26

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000303 02 Tutorial English (Intermediate) A & B Intensive 02 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/27～
2021/09/07

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000305 01 Tutorial English (Upper Intermediate) A & B Intensive 01 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/14～
2021/08/26

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000305 02 Tutorial English (Upper Intermediate) A & B Intensive 02 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/27～
2021/09/07

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000307 01 Tutorial English (Advanced) A & B Intensive 01 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/14～
2021/08/26

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000307 02 Tutorial English (Advanced) A & B Intensive 02 2 英語 ¥43,000 ¥82,400 100
日程：

2021/08/27～
2021/09/07

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S05050022 01 Listening, Reading & Writing through the Internet （初級）　β　０１ 1 英語 ¥14,450 ¥41,200 1

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S05050024 01 Listening, Reading & Writing through the Internet （中級）　β　０１ 1 英語 ¥14,450 ¥41,200 3

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S05050026 01 Listening, Reading & Writing through the Internet （上級）　β　０１ 1 英語 ¥14,450 ¥41,200 1

夏クォーター 木２-３ グローバル ○ 9S06050108 01 ドイツ語文法(初級） 1 日本語 ¥0 ¥41,200 2

夏クォーター 水１-２ グローバル ○ 9S06050336 01 中国語コミュニケーション　中級　β　０１ 1 中国語 ¥0 ¥41,200 8
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夏クォーター 木１-２ グローバル ○ 9S06050336 02 中国語コミュニケーション　中級　β　０２ 1 中国語 ¥0 ¥41,200 6

夏クォーター 火１-２ グローバル ○ 9S06050340 01 中国語コミュニケーション　準上級　β 1 中国語 ¥0 ¥41,200 3

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S06050807 01 アイヌ語＜口承文芸＞（入門） 1 日本語 ¥0 ¥41,200 11
日程：

2021/08/23～
2021/08/27

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S06050808 01 アイヌ語＜口承文芸＞（初級） 1 日本語 ¥0 ¥41,200 30
日程：

2021/08/30～
2021/09/03

夏クォーター 木３-４ グローバル ○ 9S06050824 02 インドネシア語（初級）　０２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 9

夏クォーター 木３-４ グローバル ○ 9S06050826 01 インドネシア語（中級） 1 日・英併用 ¥0 ¥41,200 22

夏クォーター 月２時限/木２時限 グローバル ○ 9S06050828 01 スワヒリ語（初級） 1 日本語 ¥0 ¥41,200 15

夏クォーター 水４時限/木４時限 グローバル ○ 9S06050892 01 マレー語（初級） 1 日本語 ¥0 ¥41,200 24

夏クォーター 金３時限 グローバル ○ 9S11010055 01 日本語を知る　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 32

夏クォーター 木２時限 グローバル ○ 9S11010059 01 日本語を教える　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 92

夏クォーター 水４時限 グローバル ○ 9S11010063 01 複言語社会を知る　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 138

夏クォーター 金２時限 グローバル ○ 9S11010069 01 日本語を見る　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 10

夏クォーター 火５時限 グローバル ○ 9S11010071 01 日本語学習者を支援する　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 16

夏クォーター 月２時限 グローバル ○ 9S11010075 01 複言語社会を考える　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 5

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S91010002 01 研究倫理概論　０１ 2 日・英併用 ¥0 ¥82,400 270

夏クォーター 水３時限 グローバル ○ 9S91020028 01 日本語文章と文体の研究　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 7

夏クォーター 金５時限 グローバル ○ 9S91020034 01 地域研究としての台湾　２ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 15

集中講義（春学期） 土３-６ グローバル ○ 9S91020038 01 イノベーション創出思考法　２　０１ 1 日本語 ¥0 ¥41,200 3
日程：

2021/06/12～
2021/06/26

集中講義（春学期） 無その他 グローバル ○ 9S91030002 01 ビジネスモデル仮説検証（エッセンシャル）　０１ 2 日本語 ¥0 ¥82,400 2
日程：

2021/06/05～
2021/07/03
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