
開講学部 科目名

政経 法学Ａ

政経 法学Ａ（憲法を含む）

政経 行政法総論

政経 行政救済法

政経 国際政治思想

政経 政治メディア史

政経 計量分析（政治）

政経 社会心理学

政経 社会調査

政経 刑法

政経 労働法Ａ

政経 民法（総則）Ａ

政経 民法（物権法）

政経 民法（債権総論）Ａ

政経 政治テキスト分析

政経 ジャーナリズム研究（国際ジャーナリズムの現在）

政経 ミクロ経済学Ｂ

政経 マクロ経済学Ｂ

政経 実験経済学I

政経 統計学II

政経 金融論I

政経 経済数学

政経 労働経済学I

政経 社会保障論

政経 国際貿易論

政経 外国書講読（英）Ａ

政経 ファイナンス

政経 手形・小切手法

政経 人事経済学

政経 開発と環境の経済学

政経 上級計量経済学（横断面・パネルデータ分析）

政経 上級計量経済学（時系列分析）

政経 公共選択論

政経 上級日本経済論

政経 日本経済史の諸問題Ｂ

政経 西洋経済史の諸問題Ｂ

政経 西洋経済史の諸問題Ｃ

政経 開発経済学I

政経 開発経済学II

政経 経済学研究（貿易、環境、経済効果）

政経 人口経済学

政経 政治分析方法の基礎

「他学部聴講科目」（自箇所学生の登録後、定員に余裕があれば他学部生に解放される科目）は基本的には自由
科目となりますが、政治経済学部・法学部・商学部の以下の科目は「基盤専門科目」として、卒業単位に算入すること
ができます。なお、他学部聴講科目は各学期の3次登録から登録が可能となります。

◆政治経済学部

2021年度 春学期
他学部聴講科目のうち卒業算入として扱われる科目一覧



政経 Area and Cultural Studies (Europe)

政経 比較政治理論

政経 ＮＰＯ／ＮＧＯ論

政経 地域研究（東アジア史）

政経 地域研究（東アジア政治経済）

政経 中国政治

政経 国際政治経済研究（貿易、環境、経済効果）

開講学部 科目名

法学 賠償医学・法医学

法学 民法 I（総則I）

法学 刑法 I（刑法総論）

法学 民法 II（物権法）

法学 民法 III（債権総論I）

法学 商法 I（会社法）

法学 刑法 II（刑法各論）

法学 行政学 I

法学 法政策論 I

法学 国際法 I

法学 グローバル法哲学

法学 法哲学（正義論）

法学 外国法総論（フランス法I）

法学 法社会学 I

法学 日本法史 I（前近代）

法学 西洋法史 I

法学 ローマ法の歴史

法学 外国法総論（英米法I）

法学 外国法総論（中国法I）

法学 外国法総論（ロシア・東中欧法I）

法学 外国法総論（韓国法）

法学 民事訴訟法 I

法学 刑事訴訟法

法学 民法IV（債権各論I）

法学 民法IV（債権各論II）

法学 行政法 I

法学 国際取引法 I

法学 比較憲法 I

法学 民法 VI（家族法）I

法学 民法 V（担保法）

法学 刑事政策 I

法学 少年法

法学 犯罪学 I

法学 犯罪学 II

法学 会社法 II

法学 商法（手形法・小切手法）

法学 商法（海商法）I

法学 資本市場法 I

法学 資本市場法 II

◆法学部



法学 倒産法 I

法学 労使関係法

法学 雇用差別と法

法学 地方自治法 I

法学 独占禁止法 I

法学 独占禁止法特論 I

法学 租税法総論 I

法学 行政争訟法 I

法学 国際経済法 I

法学 国際私法 I

法学 国際取引法特論（国際ビジネス法）I

法学 国際租税法 I

法学 国際機構法（国際連合）

法学 国際政治学 I

法学 国際法特論（国際海洋法）

法学 開発経済論

法学 国際法特論（安全保障）

法学 日本の国際法戦略 I

法学 中国法史

法学 環境法 I

法学 情報化社会と法 I（コンピュータと法）

法学 農業法

法学 信託法 I

法学 知的財産権法 I

法学 現代家族と法 I

法学 経済刑法

法学 外国法特論（英米法）I

法学 外国法特論（ドイツ法）II

法学 外国法特論（中国法）I

法学 外国法特論（ロシア法）I

開講学部 科目名

商学 Business English

商学 専門英語講読Ａ

商学 専門英語講読Ｂ

商学 専門中国語講読

商学 経営史

商学 経営組織論

商学 組織行動論

商学 経営戦略

商学 企業と社会

商学 ビジネス・リサーチ

商学 人的資源管理

商学 組織の原理

商学 簿記II

商学 会計監査論

商学 企業価値評価論

商学 税務会計論I

◆商学部



商学 国際財務報告会計

商学 流通論

商学 広告論

商学 国際商務論

商学 証券論

商学 マーケティング・コミュニケーション論

商学 マーケティング・サイエンス

商学 ビジネス・コミュニケーション論

商学 海上保険論

商学 リスクマネジメント論

商学 企業金融論

商学 環境マーケティング

商学 経済史

商学 社会経済学

商学 産業組織論

商学 経済地理

商学 財政学

商学 経済学史

商学 西洋経済史

商学 労働経済論

商学 経済統計I

商学 経済統計II

商学 回帰分析初級Ａ

商学 イノベーションとアントレプレナーシップ

商学 中国ビジネス論

商学 税法Ａ

商学 企業法I

商学 企業法II

商学 国際法I

商学 基礎コンピュータ

商学 コンピュータ・サイエンス

商学 コンピュータによるビジネス統計入門

商学 ビジネス・プログラミング入門

商学 民法I

商学 Corporate Finance

商学 Environment and Economics

商学 Advanced Topics in Financial Accounting

商学 Strategy, Policy, and Planning

商学 Leading Diverse Teams

商学 Ethical Consumption

商学 Computational Approaches to Complex Systems and Networks with Python

商学 International Research Practices: Accounting, Economics and Politics

商学 International Consumer Behavior

商学 Management and Complexity

商学 Tourism in Japan

商学 The Airline Business in Japan

商学 Introduction to Business Analytics and Applications

商学 Academic Writing for Graduation Thesis

商学 International Marketing


