
社会政策科学科　授業科目一覧表
区分・科目群 1年次 2年次 3年次 4年次 履修

条件 備考 卒業要件

総
合
科
目

基礎演習 基礎演習Ⅰ（2）　基礎演習Ⅱ（2） 選択

34 単位
以上

124 単位
以上

視野形成科目

A 群
心理学Ⅰ（2）　心理学Ⅱ（2）　現代史Ⅰ（2）　現代史Ⅱ（2）　文学（2）　創作表現論Ⅰ（2）　創作表現論Ⅱ（2）　哲学Ⅰ（2）　哲学Ⅱ（2）　人間論（2）　地理学Ⅰ（2）　地理学Ⅱ（2） 選択

【SSI 基礎科目（SSI 生のみ対象）】　スポーツ心理学（2） 必修 SSI 生のみ

B 群
生命の科学（2）　環境生態学（2）　基礎数学Ⅰ（2）　基礎数学Ⅱ（2）　統計学Ⅰ（2）　統計学Ⅱ（2）　地球と自然Ⅰ（2）　地球と自然Ⅱ（2）　
自然科学特講（生命科学）（2）　自然科学特講（数学）（2）　自然科学特講（地学）（2）　物理学Ⅰ（2）　物理学Ⅱ（2）　科学史（2）　

選択
必修 ４単位以上

【SSI 基礎科目（SSI 生のみ対象）】　トレーニング科学（2）　スポーツ医学Ⅰ（2）　スポーツ医学Ⅱ（2） 必修 SSI 生のみ

C 群
社会思想史Ⅰ（2）　社会思想史Ⅱ（2）　国際社会論（2）　平和論（2）　法と社会（2）　法律学（日本国憲法）（2）　法律学（2）　アメリカのジャーナリズム（2）　 選択

【SSI 基礎科目（SSI 生のみ対象）】　スポーツ経営論（2） 必修 SSI 生のみ

D 群
キャリアデザイン論（2）

選択
職業社会論（2）　雇用と法（2）　身体論（2）*　多摩地域形成論（2）　社会を変えるための実践論（2）

【SSI 基礎科目（SSI 生のみ対象）】　コーチング学Ⅰ（2）　コーチング学Ⅱ（2） 必修 SSI 生のみ

情報教育基礎
コンピュータ入門（2）　プログラミング入門（2）

選択
プログラミング初級（2）　統計基礎実習（2）

保健体育科目
スポーツ総合１-Ⅰ（1）　スポーツ総合 1-Ⅱ（1） 必修 ２単位

スポーツ総合２-Ⅰ（1）　スポーツ総合２-Ⅱ（1） 選択

外国語（必修）

英語 Basic English１-Ⅰ（1）　Basic English １-Ⅱ（1） Basic English２-Ⅰ（1）　Basic English ２-Ⅱ（1） 必修 ※留学生は、英語または諸外国語
の中から２単位を選択必修

４単位 ２単位
＜留学生のみ＞諸外国語 諸外国語初級 A（2）　諸外国語初級 B（2） 必修 ４単位

日本語
＜留学生のみ＞

日本語１-Ⅰ（1）　日本語１-Ⅱ（1）　日本語２-Ⅰ（1）　日本語２-Ⅱ（1） 必修 留学生のみ ４単位
日本語３-Ⅰ（1）　日本語３-Ⅱ（1） 必修 留学生のみ ２単位

外国語（選択）

Elective English

Skill-Based English AⅠ（2）　Skill-Based English AⅡ（2）　Skill-Based English BⅠ（2）　Skill-Based English BⅡ（2）　Skill-Based English CⅠ（2）　Skill-Based English CⅡ（2）　Skill-Based English DⅠ（2）　Skill-Based English DⅡ（2）
Skill-Based English EⅠ（2）　Skill-Based English EⅡ（2）　Skill-Based English FⅠ（2）　Skill-Based English FⅡ（2）　
English for Specific Purposes AⅠ（2）　English for Specific Purposes AⅡ（2）　English for Specific Purposes BⅠ（2）　English for Specific Purposes BⅡ（2）　English for Specific Purposes C（2）　English for Specific Purposes D（2）
Content-Based English AⅠ（2）　Content-Based English AⅡ（2）　Content-Based English BⅠ（2）　Content-Based English BⅡ（2）　Content-Based English CⅠ（2）　Content-Based English CⅡ（2）　
Content-Based English DⅠ（2）　Content-Based English DⅡ（2）　Content-Based English E（2）

選択

ドイツ語プログラム
ドイツ語１Ａ（講読）（2）　ドイツ語１Ｂ（文法）（2）　ドイツ語１Ｃ（会話）（2）　ドイツ語２Ａ（講読）（2）　ドイツ語２Ｂ（文法）（2）　ドイツ語２Ｃ（会話）（2）

選択ドイツ語３Ａ（講読）（2）　ドイツ語３B（表現）（2）
ドイツ語４Ａ（講読）（2）　ドイツ語４Ｂ（表現）（2）

ドイツ語５Ａ（講読）（2）　ドイツ語５B（表現）（2）
ドイツ語６Ａ（講読）（2）　ドイツ語６B（表現）（2）

フランス語プログラム
フランス語１Ａ（講読）（2）　フランス語１Ｂ（文法）（2）　フランス語１Ｃ（会話）（2）　フランス語２Ａ（講読）（2）　フランス語２Ｂ（文法）（2）　フランス語２Ｃ（会話）（2）

選択フランス語３Ａ（講読）（2）　フランス語３B（表現）（2）
フランス語４Ａ（講読）（2）　フランス語４Ｂ（表現）（2）

フランス語５Ａ（講読）（2）　フランス語５B（表現）（2）
フランス語６Ａ（講読）（2）　フランス語６Ｂ（表現）（2）

中国語プログラム

中国語１Ａ（講読）（2）　中国語１Ｂ（文法）（2）　中国語１Ｃ（会話）（2）　中国語２Ａ（講読）（2）　中国語２Ｂ（文法）（2）　中国語２Ｃ（会話）（2）

選択中国語３Ａ（講読）（2）　中国語３B（会話表現）（2）
中国語３C（文章表現）（2）　中国語４Ａ（講読）（2）
中国語４B（会話表現）（2）　中国語４C（文章表現）（2）

中国語５Ａ（講読）（2）　中国語５B（会話表現）（2）
中国語５C（文章表現）（2）　中国語６Ａ（講読）（2）
中国語６B（会話表現）（2）　中国語６C（文章表現）（2）

諸外国語選択科目

ドイツ語
ドイツ語コミュニケーション入門Ａ（2）　ドイツ語コミュニケーション入門Ｂ（2）　ドイツ語圏の社会と文化（2）

選択
映像で学ぶドイツ語（2）　ドイツ語海外研修（2）　

フランス語
フランス語コミュニケーション入門Ａ（2）　フランス語コミュニケーション入門Ｂ（2）　フランス語圏の社会と文化（2）

選択
映像で学ぶフランス語（2）　フランス語海外研修（2）　

中国語 中国語コミュニケーション入門Ａ（2）　中国語コミュニケーション入門Ｂ（2）　中国語圏の社会と文化（2） 選択
スペイン語 スペイン語１Ａ（2）　スペイン語１Ｂ（2）　スペイン語２Ａ（2）　スペイン語２Ｂ（2） 選択
ロシア語 ロシア語１Ａ（2）　ロシア語１Ｂ（2）　ロシア語２Ａ（2）　ロシア語２Ｂ（2） 選択
朝鮮語 朝鮮語１Ａ（2）　朝鮮語１Ｂ（2）　朝鮮語２Ａ（2）　朝鮮語２Ｂ（2） 選択
日本語

＜留学生のみ＞ ビジネス日本語（2） 選択

専
門
科
目

学
科
専
門
科
目

入門科目 社会政策科学入門 A（2）　社会政策科学入門 B（2）　社会政策科学入門 C（2）　社会政策科学入門 D（2） 選択
必修 ２年次終了までに修得 ６単位以上

74 単位
以上

学科共通基礎科目
社会調査のリテラシー（2）

選択
必修 12 単位以上政治学理論Ⅰ（2）*　政治学理論Ⅱ（2）*　日本経済論（2）*　憲法（2）*　民法（総則）（2）　民法（財産法）（2）*　ミクロ経済学（2）*　マクロ経済学（2）*

組織論（2）*　政策データ分析実習（2）　社会学理論AⅠ（2）*　社会学理論AⅡ（2）*　社会学理論BⅠ（2）　社会学理論BⅡ（2）

学科共通展開科目

財政学Ⅰ（2）　財政学Ⅱ（2）　行政学（2）*　行政法Ⅰ（2）　行政法Ⅱ（2）　政策と制度（2）*　人的資源論（2）*　政策フィールドワーク実習（2）　統計調査法（2）*
ソーシャルメディア論（2）*　ジャーナリズムの歴史と思想Ⅰ（2）*　　
外書講読（社会政策科学）１A（2）　外書講読（社会政策科学）１B（2）　外書講読（社会政策科学）２A（2）　外書講読（社会政策科学）２B（2）
外書講読（社会政策科学）３A（2）　外書講読（社会政策科学）３B（2）　

選択
必修 8 単位以上

コース
専門科目

企業と社会
コース

A 群 企業と社会論 A（2）　企業と社会論 B（2）
選択
必修

選択したコースから
18 単位以上

（※選択したコースの A 群２単位
以上を含む）

18 単位以上
（※選択したコースの A 群

２単位以上を含む）

B 群
社会・イノベーション論Ⅰ（2）*　社会・イノベーション論Ⅱ（2）*　中小企業論（2）*　地域産業論Ⅰ（2）*　地域産業論Ⅱ（2）*
産業社会学Ⅰ（2）　産業社会学Ⅱ（2）　国際経営論Ⅰ（2）*　国際経営論Ⅱ（2）*　経済政策論（2）*　社会ネットワーク論Ⅰ（2）　社会ネットワーク論Ⅱ（2）
広告・消費文化論（2）*　消費者行動論（2）*　金融システム論（2）

サステイナビリティ
コース

A 群 サステイナビリティ論 A（2）　サステイナビリティ論 B（2）
選択
必修B 群

環境経済学Ⅰ（2）　環境経済学Ⅱ（2）　環境政策論Ⅰ（2）　環境政策論Ⅱ（2）　エネルギー論（2）*　気候変動論（2）*
福祉社会学Ⅰ（2）*　福祉社会学Ⅱ（2）*　社会保障法Ⅰ（2）　社会保障法Ⅱ（2）　環境社会学Ⅰ（2）*　環境社会学Ⅱ（2）*
コミュニティ・デザイン論Ⅰ（2）　コミュニティ・デザイン論Ⅱ（2）　臨床社会学Ⅰ（2）*　家族社会学Ⅱ（2）*

グローバル市民社会
コース

A 群 グローバル市民社会論 A（2）　グローバル市民社会論 B（2）
選択
必修B 群

グローバル社会のローカリティ（2）*　市民運動論（2）*　地方財政論（2）　地方自治論Ⅰ（2）*　地方自治論Ⅱ（2）*　国際政治論（2）　国際協力論（2）
イスラム社会論（2）　国際経済論Ⅰ（2）*　国際経済論Ⅱ（2）*　国際関係論Ⅰ（2）*　国際関係論Ⅱ（2）*　国際社会学Ⅰ（2）*　国際社会学Ⅱ（2）*
国際法（2）

演習 演習１（4） 演習２（4） 演習３（卒業論文）（8）／演習３（卒業論文：半期）（4） 選択
自由選択科目 他学科専門科目・他学部公開科目・グローバル教育センター設置科目　等 選択

１．4年次においては、4単位以上を修得しなければならない（ただし、教職・資格科目の単位はこれに含めない）。
２．進級・卒業要件の詳細については、履修要綱の第Ⅰ部及び第Ⅲ部で確認すること。
３．【SSI 生のみ】総合科目および学科専門科目のうち、科目名称の後ろに *印がついている科目は「SSI 専門科目」として認定される。
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