
社会イノベーション学部
(2023年３月１日）

授業科目の新設
新設年度 備                    考

地域イノベーション論
政策イノベーション学科：専門科目　選択A　政策系科目
心理社会学科：専門科目　選択B　政策系科目

コミュニケーション・デザイン実践演習
＜両学科共通＞
専門科目　選択Ａ　学科共通科目

Special Topics ⅤA Special Topics ⅤB 総合教養科目

English I: Social Interaction  [a] ・ [b] English I: Academic Interaction  [a]・ [b] 外国語科目　必修

認知心理学Ⅰ 認知心理学Ⅱ
政策イノベーション学科：専門科目　選択Ｂ　心理系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ａ　心理系科目

日本社会文化論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ社会文化論Ⅰ・Ⅱ
現代社会福祉論

ケアの社会学
宗教社会論Ⅰ・Ⅱ

政策イノベーション学科：専門科目　選択Ｂ　社会系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ａ　社会系科目

2022年度以降入学者のみ履修可
総合教養科目

総合教養科目

2021年度
日本語（初級）ⅠＡ・ⅠＢ
日本語（初級）ⅡＡ・ⅡＢ

日本語（初級）ⅢＡ・ⅢＢ
日本語（初級）ⅣＡ・ⅣＢ

学部共通科目

政策イノベーション特殊講義Ⅱ
政策イノベーション学科：専門科目　選択Ａ　学科共通科目
心理社会学科：専門科目　選択Ｂ　学科共通科目

環境社会論Ⅰ 環境社会論Ⅱ
政策イノベーション学科：専門科目　選択Ｂ　社会系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ａ　社会系科目

韓国語会話選択ａ・ｂ
ディプロム・コース中級（スペイン語）ａ・ｂ

ディプロム・コース中級（韓国語）ａ・ｂ
学部共通科目

政策イノベーション学科：専門科目　選択Ａ　政策系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ｂ　政策系科目

政策イノベーション学科：専門科目　選択Ａ　戦略系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ｂ　戦略系科目

日本語（初級）ⅠＡ・ⅠＢ
日本語（中級）ⅠＡ・ⅠＢ
日本語（中級）ⅡＡ・ⅡＢ
日本語（中級）ⅢＡ・ⅢＢ
日本語（中級）ⅣＡ・ⅣＢ

日本語（上級）ⅠＡ・ⅠＢ
日本語（上級）ⅡＡ・ⅡB
日本語（上級）ⅢＡ・ⅢＢ
日本語（上級）ⅣＡ・ⅣＢ
日本語（上級）ⅤＡ・ⅤＢ

学部共通科目

Special Topics ⅣＡ・ⅣＢ 総合教養科目

英会話選択ａ・ｂ
ビジネス英語ａ・ｂ
英文多読ａ・ｂ
Academic Communication ａ・ｂ
独会話選択ａ・ｂ
独語選択（初級）Ⅰａ・Ⅰｂ
独語選択（初級）Ⅱａ・Ⅱｂ
独語選択（中級）ａ・ｂ
仏会話選択ａ・ｂ
仏語選択（初級）Ⅰａ・Ⅰｂ

仏語選択（初級）Ⅱａ・Ⅱｂ
仏語選択（中級）ａ・ｂ
スペイン語選択（初級）ａ・ｂ
スペイン語選択（中級・ディプロム）ａ・ｂ

中国語選択（初級）Ⅰａ・Ⅰｂ
中国語選択（初級）Ⅱａ・Ⅱｂ
中国語選択（中級）ａ・ｂ
韓国語選択（初級）ａ・ｂ
韓国語選択（中級・ディプロム）ａ・ｂ

海外短期語学研修（英語・春季）
海外短期語学研修（英語・夏季）
海外短期語学研修（独語・春季）
海外短期語学研修（仏語・春季）
海外短期語学研修（中国語・夏季）
海外短期語学研修（英語・就業体験準備）

学部共通科目
2018年度

英語リスニング＆スピーキング（初級）ａ・ｂ
英語リスニング＆スピーキング（中級）ａ・ｂ
英語リスニング＆スピーキング（上級）ａ・ｂ
英語リーディング＆ライティング（初級）ａ・ｂ
英語リーディング＆ライティング（中級）ａ・ｂ
英語リーディング＆ライティング（上級）ａ・ｂ

授業科目の新設・名称変更・廃講　一覧表

授    業    科    目    名

国際協力・開発イノベーション論

グローバル・イノベーション・マネジメント論

2019年度

2020年度

データサイエンス・ワークフロー・プログラム
データサイエンス特殊講義Ⅰ～Ⅳ
機械学習応用

数理科学基礎ａ・ｂ
数理科学応用ａ・ｂ

2022年度

2023年度
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社会イノベーション学部
(2023年３月１日）

変更年度 新  授　業　科  目  名 旧  授　業　科  目  名 備                            考

イノベーション概論[a] イノベーション概論

イノベーション概論[b] 科学技術と社会

イノベーション・マネジメント実践演習 社会イノベーション特殊演習
＜両学科共通＞
専門科目　選択Ａ　学科共通科目

データサイエンス基礎 データサイエンス入門Ⅰ

データアナリティクス基礎 データサイエンス入門Ⅱ

データアナリティクス応用 データサイエンス応用

機械学習基礎 データサイエンス・スキルアップ・プログラム

2020年度 政策イノベーション特殊講義Ⅰ 政策イノベーション特殊講義
政策イノベーション学科：専門科目　選択Ａ　学科共通科目
心理社会学科：専門科目　選択Ｂ　学科共通科目

ディプロム・コース中級（独語）ａ ディプロム・コース中級（独語）Ａ

ディプロム・コース中級（独語）ｂ ディプロム・コース中級（独語）Ｂ

ディプロム・コース上級（独語）ａ ディプロム・コース上級（独語）Ａ

ディプロム・コース上級（独語）ｂ ディプロム・コース上級（独語）Ｂ

ディプロム・コース中級（仏語）ａ ディプロム・コース中級（仏語）Ａ

ディプロム・コース中級（仏語）ｂ ディプロム・コース中級（仏語）Ｂ

ディプロム・コース上級（仏語）ａ ディプロム・コース上級（仏語）Ａ

ディプロム・コース上級（仏語）ｂ ディプロム・コース上級（仏語）Ｂ

※旧名称の科目の単位を修得している場合は、新名称の科目を履修することができない。

学部共通科目2018年度

授業科目の名称変更

2022年度 総合教養科目

2023年度

基礎科目　必修科目
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廃講年度 備                    考

不動産開発論 都市開発論
政策イノベーション学科：専門科目　選択A　政策系科目
心理社会学科：専門科目　選択B　政策系科目

ロジスティクス論
政策イノベーション学科：専門科目　選択A　戦略系科目
心理社会学科：専門科目　選択B　戦略系科目

Academic Skills ⅥA Academic Skills ⅥB 一般共通科目

English I: Social Interaction English I: Academic Interaction 外国語科目　必修

認知心理学
政策イノベーション学科：専門科目　選択Ｂ　心理系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ａ　心理系科目

日本社会文化論
アメリカ社会文化論

宗教社会論
生活福祉論

政策イノベーション学科：専門科目　選択Ｂ　社会系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ａ　社会系科目

数理科学Ⅰａ～Ⅱｂ 総合教養科目

2020年度 日本語（初級）ⅠＡ・ⅠＢ 学部共通科目

環境社会論
政策イノベーション学科：専門科目　選択Ｂ　社会系科目
心理社会学科：専門科目　選択Ａ　社会系科目

Academic Communication ａ・ｂ
スペイン語選択（中級・ディプロム）ａ・ｂ

韓国語選択（中級・ディプロム）ａ・ｂ
学部共通科目

2018年度 日本語Ａ 日本語Ｂ 学部共通科目

選択英語ａ・ｂ 2017年度入学者のみ：学部共通科目

選択英語 2016年度入学者：学部共通科目

英語リスニング＆スピーキング（初級）
英語リスニング＆スピーキング（中級）
英語リスニング＆スピーキング（上級）
英語リーディング＆ライティング（初級）
英語リーディング＆ライティング（中級）

英語リーディング＆ライティング（上級）

英会話選択
ビジネス英語
英文多読
Academic Communication
独会話選択
独語選択（初級）Ａ・Ｂ

独語選択（中級）
仏会話選択
仏語選択（初級）Ａ・Ｂ
仏語選択（中級）
スペイン語選択（初級）
スペイン語選択（中級・ディプロム）
中国語選択（初級）Ａ・Ｂ
中国語選択（中級）
韓国語選択（初級）
韓国語選択（中級・ディプロム）
海外短期語学研修
日本語コミュニケーションＡ・Ｂ

学部共通科目

※修得した単位は各分野・区分の単位として認められる。
※廃講年度は、その科目が最後に開講された年度を示す。

2019年度

授業科目の廃講
授    業    科    目    名

2017年度

2021年度

2022年度
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