
【2018年度春学期】帰国後登録開放科⽬⼀覧（学部⽣⽤）

■注意

学期 曜日時限
科目提供

箇所

他学部生

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

夏クォーター 月２時限/木２時限 政経 ○ 1101004448 01 政治コミュニケーション論B ０１ 2 日本語 ¥0 ¥74,600 10

夏季集中 無その他 政経 ○ 11010044W0 01 現代北朝鮮政治史 ０１ 2 日本語 ¥0 ¥74,600 4

夏クォーター ⽔３時限/⾦３時限 政経 × 11G100SA08 01 Advanced Topics in Political Science: Public Policy of the 2 英語 ¥0 ¥74,600 3

夏クォーター 月１時限/木１時限 政経 ○ 11020043A6 01 上級ミクロ経済学Ｂ ０１ 2 日本語 ¥0 ¥74,600 12

夏クォーター ⽔２時限/⾦２時限 政経 ○ 11020043C6 01 上級マクロ経済学Ｂ ０１ 2 日本語 ¥0 ¥74,600 22

夏クォーター ⽕２時限/⾦２時限 政経 × 11G200SA02 01
Advanced Topics in Economics: Advanced Experimental

Economics
2 英語 ¥0 ¥74,600 5

集中講義（春学期） 無５-６ 政経 × 11G200SA03 01 Advanced Topics in Economics: Global Economic History 2 英語 ¥0 ¥74,600 5

夏クォーター ⽔３時限/⾦３時限 政経 × 11G300SA02 01
Advanced Topics in Global Political Economy: Public Policy

of the US
2 英語 ¥0 ¥74,600 3

集中講義（春学期） 無２-４ 政経 × 11G4001050 01 Local Government ０１ 2 英語 ¥0 ¥74,600 9

夏季集中 無その他 政経 ○ 11G4001120 01 Global Communication ０１ 2 英語 ¥0 ¥74,600 13

夏クォーター 月５時限 人科 × 1930000040 01 ⼈間環境科学概論 1 日本語 ¥0 ¥49,700 135

夏クォーター ⾦５時限 人科 × 1930000050 01 健康福祉科学概論 1 日本語 ¥0 ¥49,700 117

夏季集中 無その他 人科 × 1930000250 02 多変量解析 02 2 日本語 ¥0 ¥99,400 9

夏季集中 無その他 人科 × 1930001110 01 英文学講読 2 日本語 ¥0 ¥99,400 28

夏季集中 無その他 人科 × 1930003A35 01 宗教学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 54

夏季集中 無その他 人科 × 1930003E01 01 システム論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 141

夏季集中 無その他 人科 × 1930003F01 01 デザイン論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 143

夏季集中 無その他 人科 × 1930004410 01 環境変遷史実習 2 日本語 ¥0 ¥99,400 14

夏クォーター 月３-４ 人科 × 1930004445 01 環境生命化学実習 2 日本語 ¥0 ¥99,400 3

夏季集中 無その他 人科 × 1930004490 01 調査データ分析法 01 2 日本語 ¥0 ¥99,400 8

夏クォーター ⾦３-４ 人科 × 1930005020 01 情報学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 101

夏クォーター 土４時限 人科 × 1930006993 01 地球生態学 1 日本語 ¥0 ¥49,700 若⼲名

夏季集中 無その他 人科 × 1930005160 01 熱帯林保全論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 20

夏季集中 無その他 人科 × 1930006988 01 福祉の視点から⾒た環境デザイン 2 日本語 ¥0 ¥99,400 若⼲名

夏季集中 無その他 人科 × 1930005870 01 免疫学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 43

夏季集中 無その他 人科 × 1930005900 01 栄養科学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 28

夏季集中 無その他 人科 × 1930006030 01 児童⻘年期の精神医学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 若⼲名

夏季集中 無その他 人科 × 1930006100 01 国際保健医療協⼒論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 6

夏季集中 無その他 人科 × 1930006150 01 先端医療⼯学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 26

夏季集中 無その他 人科 × 1930006290 01 公的扶助論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 9

夏季集中 無その他 人科 × 1930006440 01 司法・犯罪⼼理学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 91

夏季集中 無その他 人科 × 1930006510 01 デザイン⼼理学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 13

夏季集中 無その他 人科 × 1930006590 01 ⾊彩情報論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 74

夏季集中 無その他 人科 × 1930006700 01 遠隔学習⽀援論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 20

夏季集中 無その他 人科 × 1930006760 01 情報社会及び情報倫理 2 日本語 ¥0 ¥99,400 107

夏クォーター 月３-４ 人科 × 1930006800 01 インターネットサービス 2 日本語 ¥0 ¥99,400 32

夏季集中 無その他 人科 × 1930006820 01 教育・学校⼼理学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 22

夏季集中 無その他 人科 × 1930006850 01 ⾝体コミュニケーション概論 2 日本語 ¥0 ¥99,400 56

・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。

・他学部が提供する科目については、「他学部⽣の履修」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。
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夏季集中 無その他 人科 × 1930006880 01 コンピュータハードウェア 2 日本語 ¥0 ¥99,400 29

夏季集中 無その他 人科 × 1930006890 01 アルゴリズムとデータ構造 2 日本語 ¥0 ¥99,400 32

夏季集中 無その他 人科 × 1930006910 01 プログラミングI（Perl言語） 2 日本語 ¥0 ¥99,400 24

夏クォーター 月３-４ 人科 × 1930006915 01 プログラミングII（Java言語） 2 日本語 ¥0 ¥99,400 7

夏季集中 無その他 人科 × 1930006950 01 ウェブデザイン入門 2 日本語 ¥0 ¥99,400 24

夏季集中 無その他 人科 × 193000F240 01 就労⽀援及び更⽣保護 2 日本語 ¥0 ¥99,400 35

夏季集中 無その他 人科 × 193000F315 01 感情・⼈格⼼理学 2 日本語 ¥0 ¥99,400 75

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000002170 01 スポーツ方法実習I（キャンピング） 1 日本語 ¥0 ¥50,500 30

夏クォーター 月３-４ スポーツ × 2000003125 01 スポーツ栄養学 2 日本語 ¥0 ¥101,000 63

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000003355 01 運動処方実習 2 日本語 ¥0 ¥101,000 9

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000003360 01 高齢者動作改善指導実習 1 日本語 ¥0 ¥101,000 35

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000003435 01 アスレティックトレーナー論・実習 2 日本語 ¥0 ¥101,000 30

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000003465 01 アスレティックリハビリテーション実習（体幹・下肢） 1 日本語 ¥0 ¥50,500 35

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000004230 01 スポーツ哲学 2 日本語 ¥0 ¥101,000 135

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000004210 01 スポーツジャーナリズム論 2 日本語 ¥0 ¥101,000 67

夏クォーター 水３時限 スポーツ × 2000004270 01 アメリカ・スポーツ⽂化論 1 日本語 ¥0 ¥50,500 10

夏クォーター 水２時限 スポーツ × 2000004483 01 体育理論授業研究 1 日本語 ¥0 ¥101,000 47

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000004830 02 精神保健概論 02 2 日本語 ¥0 ¥101,000 10

夏季集中 無その他 スポーツ × 2000004644 01 スポーツコーチング理論・実習II（⽔泳） 2 日本語 ¥0 ¥101,000 49

夏クォーター ⽕６時限/⾦４時限 文構 ○ 2321510021 01 ヨーロッパ・地中海・イスラーム文化研究２ 2 日本語 ¥0 ¥76,000 50

夏クォーター ⽕６時限/⾦３時限 文構 ○ 2321510043 01 英米演劇の伝統と変容 2 日本語 ¥0 ¥76,000 50

夏季集中 無その他 文構 ○ 2321520040 01 現代美学の射程 2 日本語 ¥0 ¥76,000 50

夏クォーター 月２時限/木２時限 文構 × 2331511001 01 多元⽂化論系演習（東アジアの国際秩序） 2 日本語 ¥0 ¥76,000 4

夏クォーター ⽕５時限/⾦６時限 文構 × 2331513014 01 多元⽂化論系演習（宗教の⽂化史） 2 英語 ¥0 ¥76,000 36

夏クォーター ⽕４時限/⾦４時限 文構 × 2331525003 01 複合⽂化論系演習（感性哲学） 2 日本語 ¥0 ¥76,000 6

夏クォーター 月５時限/木４時限 文 ○ 2421670001 01 中国近現代文学史１（作品で読む中国20世紀文学） 2 日本語 ¥0 ¥76,000 26

夏クォーター 月３時限/木２時限 文 ○ 2421670007 01 中国語学史１ 2 日本語 ¥0 ¥76,000 24

夏クォーター 水３時限/水４時限 文 ○ 2421670014 01 中国詩歌概論２（唐詩を読む） 2 日本語 ¥0 ¥76,000 49

夏クォーター 月３時限/木３時限 文 ○ 2422180026 01 Intensive Studies 26 (Japanese Culture and Society 1) 2 英語 ¥0 ¥76,000 28

夏クォーター ⽕３時限/⾦３時限 文 ○ 2422180027 01 Intensive Studies 27 (Japanese Culture and Society 2) 2 英語 ¥0 ¥76,000 50

夏クォーター 月５時限/木４時限 文 ○ 2422180029 01 Intensive Studies 29 (Japanese Visual Culture and Media 2 英語 ¥0 ¥76,000 25

夏クォーター 土４時限/土５時限 文 ○ 2422180030 01 Intensive Studies 30 (Japanese Visual Culture and Media 2 英語 ¥0 ¥76,000 19

夏クォーター 月５時限/水４時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0210010 01 Introduction to Probability and Statistics (1) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹 理⼯学⽣のみ 2600250006 01 地球科学実験 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 木４-５ 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0311003 03 Great Art of the West (3) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 火１時限/水５時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0111004 01 Academic English B (1) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火３時限/木２時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0111004 02 Academic English B (2) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター ⾦４-５ 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0311004 03 Great Art of the East (3) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 月３-４ 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0331005 01 History of East Asia 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター ⽉１時限/⾦２時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0111006 02 Laboratory English B (2) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター ⽉３時限/⾦２時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0111006 03 Laboratory English B (3) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 木３時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0351006 01 Religion in Japan 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火４時限/木４時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0111008 01 Academic Fundamentals B 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火５時限/木５時限 基幹 理⼯学⽣のみ 26M0111010 01 Academic Fundamentals D 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 月３-４ 基幹 理⼯学⽣のみ 26G0001014 01 History of East Asia 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹 理⼯学⽣のみ 2600002107 01 ニーズ型社会と新産業創出 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹 理⼯学⽣のみ 26GE033002 01 Information Theory 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹 理⼯学⽣のみ 26GC023005 01 Information Theory 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹 理⼯学⽣のみ 26GF023005 01 Information Theory 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹 理⼯学⽣のみ 26GF033005 01 Human-Computer Interaction 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 基幹 理⼯学⽣のみ 26GG023006 01 Information Theory 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 月５時限/水４時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0210010 01 Introduction to Probability and Statistics (1) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり
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集中講義（春学期） 無その他 創造 理⼯学⽣のみ 2700250006 01 地球科学実験 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 創造 ○ 2703024006 01 ソフトウェアマネジメント 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター ⾦７時限 創造 ○ 2703024008 01 国際知的財産経営論Ｂ 1 日本語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 木４-５ 創造 理⼯学⽣のみ 27M0311003 03 Great Art of the West (3) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 火１時限/水５時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0111004 01 Academic English B (1) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火３時限/木２時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0111004 02 Academic English B (2) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター ⾦４-５ 創造 理⼯学⽣のみ 27M0311004 03 Great Art of the East (3) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 月３-４ 創造 理⼯学⽣のみ 27M0331005 01 History of East Asia 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター ⽉１時限/⾦２時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0111006 02 Laboratory English B (2) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター ⽉３時限/⾦２時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0111006 03 Laboratory English B (3) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 木３時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0351006 01 Religion in Japan 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火４時限/木４時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0111008 01 Academic Fundamentals B 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火５時限/木５時限 創造 理⼯学⽣のみ 27M0111010 01 Academic Fundamentals D 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 月３-４ 創造 理⼯学⽣のみ 27G0001014 01 History of East Asia 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 創造 理⼯学⽣のみ 2700002107 01 ニーズ型社会と新産業創出 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 創造 理⼯学⽣のみ 27GB023003 01 Astroparticle Physics 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 創造 理⼯学⽣のみ 27GB023004 01 Lunar and Planetary Exploration and its Science 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 創造 ○ 2702023022 01 宇宙粒⼦線物理学 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 創造 ○ 2702023023 01 月惑星探査と科学 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 月５時限/水４時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0210010 01 Introduction to Probability and Statistics (1) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 先進 理⼯学⽣のみ 2800250006 01 地球科学実験 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 木４-５ 先進 理⼯学⽣のみ 28M0311003 03 Great Art of the West (3) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 火１時限/水５時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0111004 01 Academic English B (1) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火３時限/木２時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0111004 02 Academic English B (2) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター ⾦４-５ 先進 理⼯学⽣のみ 28M0311004 03 Great Art of the East (3) 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 月３-４ 先進 理⼯学⽣のみ 28M0331005 01 History of East Asia 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター ⽔６時限/⾦５時限 先進 ○ 2803011006 01 基礎化学Ｂ 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター ⽉１時限/⾦２時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0111006 02 Laboratory English B (2) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター ⽉３時限/⾦２時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0111006 03 Laboratory English B (3) 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 木３時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0351006 01 Religion in Japan 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火４時限/木４時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0111008 01 Academic Fundamentals B 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 火５時限/木５時限 先進 理⼯学⽣のみ 28M0111010 01 Academic Fundamentals D 1 英語 ¥0 ¥52,600 あり

集中講義（春学期） 無その他 先進 理⼯学⽣のみ 2806021011 01 エネルギー変換 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 月３-４ 先進 理⼯学⽣のみ 28G0001014 01 History of East Asia 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 先進 理⼯学⽣のみ 2806021065 01 時間生物学 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 先進 理⼯学⽣のみ 28GE022004 01 Bioscience and Biotechnology for Life Science 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター ⾦１時限 先進 ○ 2805012016 01 応用数学Ｂ 1 日本語 ¥0 ¥52,600 あり

集中講義（春学期） 無その他 先進 理⼯学⽣のみ 2800002107 01 ニーズ型社会と新産業創出 2 日本語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 先進 理⼯学⽣のみ 28GF023002 01 Frontiers of Device Engineering 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

集中講義（春学期） 無その他 先進 理⼯学⽣のみ 2805023008 01 Bioscience and Biotechnology for Life Science 2 英語 ¥0 ¥105,200 あり

夏クォーター 月１時限 先進 ○ 2805013015 01 薬理学Ｂ 1 日本語 ¥0 ¥52,600 あり

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S02000001 01 数学基礎プラスα（⾦利編） ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2534

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S02000002 01 数学基礎プラスα（最適化編） ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2201

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S02000003 01 数学基礎プラスβ（⾦利編） ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2012

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S02000004 01 数学基礎プラスβ（最適化編） ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2672

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S02000005 01 数学基礎プラスγ（線形代数学編） ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2782

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S02000006 01 数学基礎プラスγ（解析学編） ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2804

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 ¥36,400 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 ¥36,400 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 ¥36,400 申請者全員受入

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S03010141 01 コンピュータによる統計解析（Excel） 01 2 日本語 ¥0 ¥72,800 9

夏クォーター 月５-６ グローバル ○ 9S03010141 02 コンピュータによる統計解析（Excel） 02 2 日本語 ¥0 ¥72,800 45
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夏クォーター ⾦３-４ グローバル ○ 9S03010141 05 コンピュータによる統計解析（Excel） 05 2 日本語 ¥0 ¥72,800 24

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S03010164 01 ⼤規模データ解析⼊⾨ 01 2 日本語 ¥0 ¥72,800 19

夏クォーター ⾦３-４ グローバル ○ 9S04000101 07 情報科学の基礎 07 2 日本語 ¥0 ¥72,800 5

夏クォーター ⾦１時限 グローバル ○ 9S04000221 03 ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０３ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 34

夏クォーター 月４時限 グローバル ○ 9S04000221 05 ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 ０５ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 34

夏クォーター 木３-４ グローバル ○ 9S04000222 01 プログラミング初級（C/C++） 01 2 日本語 ¥0 ¥72,800 2

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04000222 05 プログラミング初級（C/C++） 05 2 日本語 ¥0 ¥72,800 3

夏クォーター 月３-４ グローバル ○ 9S04000223 03 プログラミング初級（Java） 03 2 日本語 ¥0 ¥72,800 25

夏クォーター 木３-４ グローバル ○ 9S04000241 02 情報表現の実践 ０２ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 42

夏クォーター ⾦３-４ グローバル ○ 9S04000241 03 情報表現の実践 ０３ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 35

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04010122 02 ネットワーク技術初級 ０２ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 11

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04010141 02 ネットワーク技術準中級 02 2 日本語 ¥0 ¥72,800 9

夏クォーター 水３-４ グローバル ○ 9S04010223 02 プログラミング初級（Visual Basic） 02 2 日本語 ¥0 ¥72,800 13

夏クォーター 水３-４ グローバル ○ 9S04010225 03 サーバサイドWebプログラミング初級 ０３ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 22

夏クォーター 水２-３ グローバル ○ 9S04010226 02 クライアントサイドWebプログラミング初級 ０２ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 24

夏クォーター ⾦２-３ グローバル ○ 9S04010226 03 クライアントサイドWebプログラミング初級 ０３ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 15

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04010227 01 実践アプリ開発⼊⾨（Android） 01 2 日本語 ¥0 ¥72,800 13

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04010227 02 実践アプリ開発⼊⾨（Android） 02 2 日本語 ¥0 ¥72,800 30

夏クォーター 火２-３ グローバル ○ 9S04010229 01 マルチメディア⼊⾨（デジタルサウンド） 01 2 日本語 ¥0 ¥72,800 33

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04010229 02 マルチメディア⼊⾨（デジタルサウンド） 02 2 日本語 ¥0 ¥72,800 3

夏クォーター 火３-４ グローバル ○ 9S04010230 01 CGエンジニア⼊⾨ 01 2 日本語 ¥0 ¥72,800 4

夏クォーター 水３-４ グローバル ○ 9S04010237 02 Webデザイン実践 ０２ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 4

夏クォーター 火２-３ グローバル ○ 9S04010242 04 プログラミング中級（Java） 04 2 日本語 ¥0 ¥72,800 41

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S04010245 01 サーバサイドWebプログラミング中級 01 2 日本語 ¥0 ¥72,800 28

夏クォーター 火３-４ グローバル ○ 9S04010261 03 プレゼンテーションスキル実践 ０３ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 25

夏クォーター 火４-５ グローバル ○ 9S04010321 02 キャリアと情報（情報マネジメントの実際） B 2 日本語 ¥0 ¥72,800 44

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 ¥72,800 17

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000001 01 General Tutorial English （初級） ０１（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000001 02 General Tutorial English （初級） ０２（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000002 01 General Tutorial English （準中級） ０１（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000002 02 General Tutorial English （準中級） ０２（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000003 01 General Tutorial English （中級） ０１（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000003 02 General Tutorial English （中級） ０２（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000004 01 General Tutorial English （準上級） ０１（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000004 02 General Tutorial English （準上級） ０２（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000005 01 General Tutorial English （上級） ０１（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000005 02 General Tutorial English （上級） ０２（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000009 01 General Tutorial English （上級プラス） ０１（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000009 02 General Tutorial English （上級プラス） ０２（夏季集中） 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000014 01 Writing Tutorial English ０１ 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

夏季集中 無その他 グローバル ○ 9S05000014 03 Writing Tutorial English ０３ 2 英語 ¥43,000 ¥72,800 100

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 ¥1,500 ¥72,800 1

夏クォーター 月４時限/木４時限 グローバル ○ 9S05000202 15 Academic Writing and Discussion in English β １５ 2 英語 ¥1,500 ¥72,800 6

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 ¥1,500 ¥72,800 4

夏クォーター ⽕４時限/⾦４時限 グローバル ○ 9S05000202 35 Academic Writing and Discussion in English β ３５ 2 英語 ¥1,500 ¥72,800 4

夏クォーター ⽕３時限/⾦３時限 グローバル ○ 9S06050108 01 ドイツ語文法(初級） 1 日本語 ¥0 ¥36,400 31

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 ¥36,400 29

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 ¥36,400 14

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 ¥36,400 34

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 ¥36,400 31

夏クォーター 月５時限/木５時限 グローバル ○ 9S06050888 01 ルーマニア語（初級） 1 日・英併用 ¥0 ¥36,400 36

夏クォーター ⾦１-２ グローバル ○ 9S09010002 01 『源氏物語』入門 2 日本語 ¥0 ¥72,800 170
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夏クォーター ⾦１-２ グローバル ○ 9S09010047 01 キリスト教の世界 2 日本語 ¥0 ¥72,800 110

夏クォーター 無フルOD グローバル ○ 9S09010051 01 研究倫理概論 ０１ （学部⽣⽤） 2 日・英併用 ¥0 ¥72,800 49

夏クォーター 水２時限/無フルOD グローバル ○ 9S09010059 01 言語学（言語類型論） 2 日本語 ¥0 ¥72,800 17

夏クォーター ⾦５-６ グローバル ○ 9S09010064 01 現代都市・地域論 2 日本語 ¥0 ¥72,800 123

夏クォーター 土３-４ グローバル ○ 9S09010084 01 障がいの理解と⽀援 2 日本語 ¥0 ¥72,800 31

夏クォーター 土３-４ グローバル ○ 9S09010104 01 中国総合講座（入門） 2 日本語 ¥0 ¥72,800 7

夏クォーター ⽕４時限/⾦４時限 グローバル ○ 9S09010108 01 中⼩企業診断⼠実務概論 （早稲⽥⼤学校友会⽀援講座） 2 日本語 ¥0 ¥72,800 92

夏クォーター 水４-５ グローバル ○ 9S09010140 01 ロジカルシンキング⼊⾨ ０１ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 29

夏クォーター ⾦２-３ グローバル ○ 9S09010147 01 トルコの言語と文化（初級） 2
日本語/トル

コ語
¥0 ¥72,800 25

夏クォーター ⾦６-７ グローバル ○ 9S09010159 01 ドキュメンタリー論 （テレビ） 2 日本語 ¥0 ¥72,800 24

夏クォーター ⽕４時限 グローバル ○ 9S09010166 01 バレエ・リュスの「春の祭典」 ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 13

前提科目「バレエ・

リュスの「春の祭

典」 １」の単位を

修得済みであること

夏クォーター 木１時限 グローバル ○ 9S09010191 01 英語と数学の読み方 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 95

前提科目「英語と数

学の読み方 １」の

単位を修得済みであ

ること
夏クォーター 水１時限 グローバル ○ 9S09010193 01 数理と社会 β 1 日本語 ¥0 ¥36,400 180

夏クォーター ⾦５時限 グローバル ○ 9S09010195 01
ダイバーシティ・男⼥共同参画を学ぶ（ライフコースを考え

る）（WSCメンバーズ基⾦講座）
1 日本語 ¥0 ¥36,400 90

夏クォーター 木４時限 グローバル ○ 9S09010201 01 話芸と文芸（基礎） 1 日本語 ¥0 ¥36,400 33

夏クォーター ⾦３時限 グローバル ○ 9S09010208 01 経済と倫理 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 32

前提科⽬「経済と倫

理 １」の単位を修

得済みであること

夏クォーター 水１-２ グローバル ○ 9S09010211 01 言語学（形式意味論⼊⾨） 2 日本語 ¥0 ¥72,800 27

夏クォーター ⾦５時限 グローバル ○ 9S09010215 01 日本のことばと⽂学（基礎） ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 142

前提科目「日本のこ

とばと文学（基礎）

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター ⾦２時限 グローバル ○ 9S09010219 01
スポーツジャーナリズム論 ２（⼤久保建男スポーツジャーナ

リズム基⾦講座）
1 日本語 ¥0 ¥36,400 234

前提科目「スポーツ

ジャーナリズム論

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター 土２時限 グローバル ○ 9S09010225 01 21世紀世界における戦争と平和 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 233

前提科目「21世紀世

界における戦争と平

和 １」の単位を修

得済みであること

夏クォーター 木３時限 グローバル ○ 9S09010229 01 現代北朝鮮研究概論 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 42

前提科⽬「現代北朝

鮮研究概論 １」の

単位を修得済みであ

ること
夏クォーター 月４時限 グローバル ○ 9S09010235 01 「早稲⽥学」の基礎 β（創設者⼤隈重信と建学者たち） 1 日本語 ¥0 ¥36,400 161

夏クォーター ⽕３時限 グローバル ○ 9S09010239 01 ⼈材育成学－個⼈の視点から－ ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 9

前提科目「人材育成

学－個人の視点から

－ １」の単位を修

得済みであること

夏クォーター ⾦４時限 グローバル ○ 9S09010243 01 ボランティア論 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 133

前提科目「ボラン

ティア論 １」の単

位を修得済みである

こと
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夏クォーター ⽉３時限 グローバル ○ 9S09010257 01 食と経済 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 98

前提科目「食と経済

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター 水４時限 グローバル ○ 9S09010268 01 中国の⽂化 β 1 中国語 ¥0 ¥36,400 80

夏クォーター 木３時限 グローバル ○ 9S09010272 01 早稲⽥を知る ２（早稲⽥⼤学校友会⽀援講座） 1 日本語 ¥0 ¥36,400 388

前提科目「早稲田を

知る １」の単位を

修得済みであること

夏クォーター 水６時限 グローバル ○ 9S09010283 01
イノベーションとテクノロジー基礎 β：⼈⼯知能・先端ロボッ

トテクノロジーの基礎とスタートアップを学ぶ （学部生用）
1 日本語 ¥0 ¥36,400 17

夏クォーター ⾦５時限 グローバル ○ 9S09010287 01 こころとからだの健康 ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 87

前提科目「こころと

からだの健康 １」

の単位を修得済みで

あること
夏クォーター ⾦４時限 グローバル ○ 9S09010293 01 ビジネス・プロフェッション（企業） β （学部⽣⽤） 1 日本語 ¥0 ¥36,400 18

夏クォーター ⾦５時限 グローバル ○ 9S09010297 01 社会問題とボランティア β 1 日本語 ¥0 ¥36,400 73

集中講義（春学期） 土その他 グローバル ○ 9S09010301 01
Machine Learning for Advanced Integrated Intelligence γ

（学部生用）
2 英語 ¥0 ¥72,800 21

集中講義（春学期） 土１-２ グローバル ○ 9S09010304 01
The Application of Artificial Intelligence β： Natural

Language Processing（学部生用）
1 英語 ¥0 ¥36,400 32

夏クォーター 火６時限 グローバル ○ 9S09010306 01 起業特論Ｂ：企業内新規事業開発（学部⽣⽤） 1 日本語 ¥0 ¥36,400 4

夏クォーター 木３時限 グローバル ○ 9S09010315 01 アクチュアリー確率演習 1 日本語 ¥0 ¥36,400 33

夏クォーター 火２時限 グローバル ○ 9S09020010 02 Irish Historical Novel ０２ 1 英語 ¥0 ¥36,400 20

夏クォーター 水３-４ グローバル ○ 9S09020065 01 オーストラリアの多文化共生社会 2 日本語 ¥0 ¥72,800 1

夏クォーター 木５時限 グローバル ○ 9S09020356 01 英語教育の理論と実践（応⽤） ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 22

夏クォーター 月２時限 グローバル ○ 9S09020358 01 地中海世界に⽣きた⼈々（⺠族編） 1 日本語 ¥0 ¥36,400 1

夏クォーター ⽉４時限 グローバル ○ 9S09020364 01 スロヴァキア地域研究⼊⾨－言語・歴史・⽂化 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 20

前提科目「スロヴァ

キア地域研究入門－

言語・歴史・文化

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター 月２時限 グローバル ○ 9S09020399 01
Common Agricultural Policy and Enlargement of the

European Union ２
1 英語 ¥0 ¥36,400 19

前提科目「Common

Agricultural Policy

and Enlargement

of the European

Union １」の単位

を修得済みであるこ

夏クォーター 月４時限 グローバル ○ 9S09020409 01 イスラーム地域の歴史と社会⼊⾨（多⺠族共存） ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2

前提科目「イスラー

ム地域の歴史と社会

⼊⾨（多⺠族共存）

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター ⽕３時限 グローバル ○ 9S09020417 01 朝鮮古代の社会と⽂化（⼊⾨） ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 21

前提科目「朝鮮古代

の社会と文化（入

⾨） １」の単位を

修得済みであること

夏クォーター ⾦５時限 グローバル ○ 9S09020423 01 フランスの新聞で読むEUの現在 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 24

前提科目「フランス

の新聞で読むEUの現

在 １」の単位を修

得済みであること
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夏クォーター ⽉３時限 グローバル ○ 9S09020427 01 メディア⽂化研究 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 2

前提科目「メディア

⽂化研究 １」の単

位を修得済みである

こと

夏クォーター ⽕３時限 グローバル ○ 9S09020445 01 学習者言語の分析（基礎） ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 7

前提科目「学習者言

語の分析（基礎）

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター ⽔４時限 グローバル ○ 9S09020449 01 教育データ分析⼊⾨ ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 11

前提科目「教育デー

タ分析⼊⾨ １」の

単位を修得済みであ

ること

夏クォーター ⽔２時限 グローバル ○ 9S09020460 01 台湾政治研究 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 13

前提科目「台湾政治

研究 １」の単位を

修得済みであること

夏クォーター ⾦３時限 グローバル ○ 9S09020462 01 台湾近現代史の中の⼈物と雑誌 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 12

前提科目「台湾近現

代史の中の人物と雑

誌 １」の単位を修

得済みであること

夏クォーター 木２時限 グローバル ○ 9S09020466 01 英米⽂学とジェンダー ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 1

前提科目「英米文学

とジェンダー １」

の単位を修得済みで

あること
夏クォーター ⾦２時限 グローバル ○ 9S09020470 01 日本社会論 1 日本語 ¥0 ¥36,400 3

夏クォーター ⾦２時限 グローバル ○ 9S09020472 01 古代日本の国際交流（研究）－古墳・⾶⿃時代－ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 21

夏クォーター 水２時限 グローバル ○ 9S09030031 03 体験の言語化―世界と自分 ０３ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 3

夏クォーター 水４時限 グローバル ○ 9S09030031 11 体験の言語化―世界と自分 １１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 6

夏クォーター 木４時限 グローバル ○ 9S09030057 01 実践 能に親しむ ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 5

前提科⽬「実践 能

に親しむ １」の単

位を修得済みである

こと
夏クォーター 火５-６ グローバル ○ 9S09030062 01 オリンピック・レガシー 2 日本語 ¥0 ¥72,800 14

夏クォーター ⽔５-６ グローバル ○ 9S09030504 01 リーダーシップ開発 ４(LD４) ０１ 2 日本語 ¥0 ¥72,800 11

前提科目「リーダー

シップ開発 １（LD

１）」の単位を修得

済みであること

夏クォーター ⽕５-６ グローバル ○ 9S09030508 01 他者のリーダーシップ開発 ４(OD４) 2 日本語 ¥0 ¥72,800 16

前提科目「他社の

リーダーシップ開発

１（OD１）」および

「他社のリーダー

シップ開発 ２（OD

２）」の単位を修得

済みであること
夏クォーター ⽕３時限/⾦１時限 グローバル ○ 9S11010003 01 言語政策と日本語教育（身近な外国人問題を考える） 2 日本語 ¥0 ¥72,800 140

夏クォーター ⽕３時限 グローバル ○ 9S11010029 01 複言語で育つ⼦どものことばの学び ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 26

前提科目「複言語で

育つ子どものことば

の学び １」の単位

を修得済みであるこ

と
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夏クォーター ⽉１時限 グローバル ○ 9S11010031 01 海外の日本語教育を考える ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 34

前提科目「海外の日

本語教育を考える

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター ⽕２時限 グローバル ○ 9S11010033 01 日本語教育のための認知言語学 ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 49

前提科目「日本語教

育のための認知言語

学 １」の単位を修

得済みであること

夏クォーター 木２時限 グローバル ○ 9S11010035 01 日本語教育学⼊⾨ ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 72

前提科目「日本語教

育学⼊⾨ １」の単

位を修得済みである

こと
夏クォーター ⾦３時限 グローバル ○ 9S11010039 01 敬語表現論 β 1 日本語 ¥0 ¥36,400 34

夏クォーター ⽔４時限 グローバル ○ 9S11010045 01 日本語の教室と教室活動 ２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 33

前提科目「日本語の

教室と教室活動

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター ⽔２時限 グローバル ○ 9S11020006 01 日本語学習アドバイジング ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 9

前提科目「日本語学

習アドバイジング

１」の単位を修得済

みであること

夏クォーター ⽉２時限 グローバル ○ 9S11020011 01 会話分析から考える日本語教育 ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 9

前提科目「会話分析

から考える日本語教

育 １」の単位を修

得済みであること
夏クォーター 水２時限 グローバル ○ 9S10010041 03 Introduction to Global Studies 03 1 英語 ¥0 ¥36,400 13

夏クォーター 水４時限 グローバル ○ 9S10010043 01
Global Studies Seminar： Analysis of Contemporary Issues

in Global Society 01
1 英語 ¥0 ¥36,400 7

夏クォーター 木２時限 グローバル ○ 9S10010045 01 Global Studies Seminar： Inequality in Education 01 1 英語 ¥0 ¥36,400 10

夏クォーター 木３時限 グローバル ○ 9S10010047 01
Advanced Studies in Global Perspective： Social Inequality

in Schools 01
1 英語 ¥0 ¥36,400 1

夏クォーター ⾦２時限 グローバル ○ 9S07010021 01 健康スポーツ概論 ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 54

前提科目「健康ス

ポーツ概論 １」の

単位を修得済みであ

ること

夏クォーター ⾦５時限 グローバル ○ 9S07010023 01 ⼼と体の医学 ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 50

前提科目「心と体の

医学 １」の単位を

修得済みであること

夏クォーター 木２時限 グローバル ○ 9S07010024 02 姿勢と健康 ０２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 43

夏クォーター ⽉２時限 グローバル ○ 9S07010026 01 スポーツと⽂化 ２ ０１ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 57

前提科目「スポーツ

と⽂化 １」の単位

を修得済みであるこ

と

夏クォーター ⽉３時限 グローバル ○ 9S07010026 02 スポーツと⽂化 ２ ０２ 1 日本語 ¥0 ¥36,400 50

前提科目「スポーツ

と⽂化 １」の単位

を修得済みであるこ

と

夏クォーター ⾦５時限 グローバル ○ 9S07010030 01 Sport Sciences ２ ０１ 1 英語 ¥0 ¥36,400 21

前提科目「Sport

Sciences １」の単

位を修得済みである

こと
夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040301 01 野外スポーツ ０１ 1 日本語 ¥3,000 ¥36,400 34
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夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040301 02 野外スポーツ ０２ 1 日本語 ¥3,000 ¥36,400 39

夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040302 01 ワンダーフォーゲル 1 日本語 ¥10,000 ¥36,400 28

夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040303 01 ヨット 1 日本語 ¥40,000 ¥36,400 27

夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040304 01 自動⾞ ０１ 1 日本語 ¥10,000 ¥36,400 19

夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040304 02 自動⾞ ０２ 1 日本語 ¥10,000 ¥36,400 20

夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040305 01 自転⾞ 1 日本語 ¥10,000 ¥36,400 18

夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040307 01 ゴルフ （コース） 基礎 1 日本語 ¥3,000 ¥36,400 4

夏シーズン 無その他 グローバル ○ 9S07040308 01 山岳 基礎 1 日本語 ¥15,000 ¥36,400 5
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