
開講学部 科目名

政経 法学Ｂ

政経 法学Ｂ（憲法を含む）

政経 国際関係史II

政経 政治行動論

政経 東洋政治思想史

政経 メディア論

政経 地方自治制度

政経 国際公共政策

政経 地域統合論

政経 国際文化関係論

政経 現代北朝鮮政治史

政経 比較公共政策

政経 計量分析（政治）

政経 平和研究

政経 社会思想史

政経 商法（会社法）

政経 労働法Ｂ

政経 民法（物権法）

政経 ジャーナリズム研究（パブリック・リレーションズの現在）

政経 政治学研究（現代アフリカの政治と国際関係）

政経 ジャーナリズム研究（ウェブ・ジャーナリズムの現在）

政経 ジャーナリズムの法と倫理

政経 政治学研究（現代中国政治経済）

政経 経済メディアの世界

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II

政経 統計学II

政経 経済学史II

政経 経済統計

政経 金融論II

政経 産業エコロジー

政経 社会主義経済学

政経 日本経済思想史

政経 国際金融論

政経 外国書講読（英）Ｂ

政経 流通経済論

政経 地方財政論

政経 中国経済論

政経 資源・食料経済学

政経 国際経済学

　「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　秋学期
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 行動経済学

政経 人的資源管理論

政経 西洋経済史の諸問題Ａ

政経 西洋経済史の諸問題Ｄ

政経 アジア経済史の諸問題Ａ

政経 地域文化研究（中南米）

政経 地域文化研究（中欧）

政経 地域文化研究（フランス）

政経 比較民主化論

政経 東アジア論

政経 政治制度論

政経 比較経済制度分析

開講学部 科目名

法学 刑法 I（刑法総論）

法学 民法 I（総則II）

法学 民法 II（物権法）

法学 民法 III（債権総論II）

法学 商法 I（会社法）

法学 刑法 II（刑法各論）

法学 行政学 II

法学 法政策論 II

法学 国際法 II

法学 国際関係論 II

法学 法哲学（法概念論）

法学 外国法総論（ドイツ法I）

法学 外国法総論（フランス法II）

法学 法社会学 II

法学 日本法史 II（近代）

法学 西洋法史 II

法学 ヨーロッパ法学の歴史

法学 外国法総論（英米法I）

法学 外国法総論（英米法II）

法学 外国法総論（中国法II）

法学 外国法総論（ロシア・東中欧法II）

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 II

法学 国際取引法 II

法学 比較憲法 II

法学 民法 VI（家族法）II

法学 民法 V（担保法）

法学 刑事政策　II

法学 犯罪者処遇法

法学 商法（総則・商行為法）

法学 商法（保険法）

◆法学部



法学 商法（海商法）II

法学 民事訴訟法 II

法学 民事執行・保全法

法学 倒産法 II

法学 労働市場法

法学 地方自治法 II

法学 独占禁止法 II

法学 独占禁止法特論 II

法学 租税法総論 II

法学 国際法特論（国際立法論）

法学 国際経済法 II

法学 国際私法 II

法学 国際取引法特論（国際ビジネス法）II

法学 国際租税法 II

法学 国際法特論（国際紛争解決法）

法学 国際法特論（国際環境法）

法学 日本の国際法戦略 II

法学 日本法史特論

法学 ローマ私法

法学 土地法

法学 環境法 II

法学 情報化社会と法 II（コンピュータと法）

法学 不動産登記法

法学 信託法 II

法学 知的財産権法 II

法学 国際知的財産法

法学 現代家族と法 II

法学 消費者法

法学 外国法特論（英米法）II

法学 外国法特論（ドイツ法）II

法学 外国法特論（中国法）II

法学 外国法特論（ロシア法）II

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 専門フランス語講読

商学 専門中国語講読

商学 中国社会与文化

商学 経営組織論

商学 組織行動論

商学 経営戦略

商学 経営情報システム

商学 イノベーション論

商学 Working on Empirical Data for Management Researchers

商学 会計監査論

商学 財務諸表分析論

◆商学部



商学 企業価値評価論

商学 会計情報システム論

商学 業績管理会計論

商学 税務会計論II

商学 連結会計論

商学 広告論

商学 国際商務論

商学 マーケティング戦略論

商学 製品戦略論

商学 消費者行動論

商学 貿易慣習論

商学 ビジネス・コミュニケーション論

商学 損害保険論

商学 国際ビジネス特論（グローバル戦略論）

商学 数理ファイナンス

商学 国際貿易理論

商学 ダイバシティマネジメント

商学 金融イノベーション

商学 資産価格論

商学 マーケティング特論（ブランド戦略）

商学 経済政策

商学 ゲーム理論と戦略

商学 産業組織論

商学 日本経済史

商学 日本経済論

商学 労働経済論

商学 回帰分析初級Ｂ

商学 回帰分析中級

商学 税法Ｂ

商学 現代社会科学論

商学 金融商品取引法

商学 企業法II

商学 企業法III

商学 国際法II

商学 基礎コンピュータ

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 数理統計学

商学 機械学習と数理

商学 民法II

商学 民法III

商学 International Economic Institutions（A Historical Perspective）

商学 Marketing Management

商学 Accounting: Financial Literacy for All

商学 Environmental Management and Strategy

商学 Green Marketing

商学 Tourism in Japan

商学 The Airline Business in Japan

商学 Financial Management
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