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英語Ⅰ ことばと文化 英語Ⅴ 発展英文法 キャリアデザイン演習

英语Ⅰ 语言与文化 英语Ⅴ 发展英语语法 职业设计演习

英語Ⅱ ことばと社会 英語Ⅵ 発展英語読解 ゼミナールⅢ

英语Ⅱ 语言与社会 英语Ⅵ 发展英语读解 研究班

英語Ⅲ 言語の歴史(英) 英語Ⅶ 発展英作文 卒業論文・課題指導

英语Ⅲ 语言的历史(英) 英语Ⅶ 发展英语写作 毕业论文・课题指导

英語Ⅳ 言語の歴史(中) 英語Ⅷ 発展英語聴解

英语Ⅳ 语言的历史(中) 英语Ⅷ 发展英语听力

英語文法Ⅰ 言語の歴史(日) 英語作文Ⅰ ビジネスイングリッシュⅠ

英语语法Ⅰ 语言的历史(日) 英语作文Ⅰ 商务英语Ⅰ

英語文法Ⅱ 英米文学 英語作文Ⅱ ビジネスイングリッシュⅡ

英语语法Ⅱ 英美文学 英语作文Ⅱ 商务英语Ⅱ

実用英語Ⅰ 児童文学 実用英語Ⅲ ビジネスコミュニケーション論Ⅰ

实用英语Ⅰ 儿童文学 实用英语Ⅰ 商务交流论Ⅰ

実用英語Ⅱ アジアの文学・文化(日) 実用英語Ⅳ ビジネスコミュニケーション論Ⅱ

实用英语Ⅱ 亚洲的文学与文化(日) 实用英语Ⅱ 商务交流论Ⅱ

実用英語演習Ⅰ アジアの文学・文化(中) 目的別英語演習Ⅰ ビジネスコミュニケーション演習Ⅰ

实用英语演习Ⅰ 亚洲的文学与文化(中) 目的別英語演習Ⅱ 商务交流演习Ⅰ

実用英語演習Ⅱ アジアの文学・文化(韓) 目的別英語演習Ⅱ ビジネスコミュニケーション演習Ⅱ

实用英语演习Ⅱ 亚洲的文学与文化(韩) 目的別英語演習Ⅱ 商务交流演习Ⅱ

口語英語Ⅰ グローバル社会と国際協力 目的別英語演習Ⅲ 現代企業論

英语口语Ⅰ 全球社会与国际合作 目的別英語演習Ⅲ 现代企业论

口語英語Ⅱ ダイバーシティ入門 目的別英語演習Ⅳ 経営戦略論

英语口语Ⅱ 多样化入门 目的別英語演習Ⅳ 经营战略论

口語英語Ⅲ 日本と世界の近現代史 目的別英語演習Ⅴ 人材マネジメント論

英语口语Ⅲ 日本与世界近现代史 目的別英語演習Ⅴ 人才管理论

口語英語Ⅳ 生活と法 目的別英語演習Ⅵ 国際会計論

英语口语Ⅳ 生活与法 目的別英語演習Ⅵ 国际会计论

口語英語Ⅴ 日本国憲法 目的別英語演習Ⅶ 国際経済学Ⅰ

英语口语Ⅴ 日本宪法 目的別英語演習Ⅶ 国际经济学Ⅰ

口語英語Ⅵ 社会学 グローバルビジネス論Ⅰ 国際経済学Ⅱ

英语口语Ⅵ 社会学 全球商务论Ⅰ 国际经济学Ⅱ

口語英語Ⅶ ミクロ経済学 グローバルビジネス論Ⅱ アメリカ政治論

英语口语Ⅶ 微观经济学 全球商务论Ⅱ 美国政治外交论

口語英語Ⅷ マクロ経済学 Introduction to Business アメリカ経済論

英语口语 宏观经济学 美国经济论

中国語Ⅰ 人文地理学 Introduction to Economics ヨーロッパ政治論

中文Ⅰ 人文地理学 欧洲政治外交论

中国語Ⅱ 自然地理学 Business Cycle and Monetary Policy ヨーロッパ経済論

中文Ⅱ 自然地理学 欧洲经济论

中国語Ⅲ 地域圏研究Ⅰ 英語発音聴取 アジア政治論

中文Ⅲ 地域群研究Ⅰ 英语发音听力 亚洲政治论

中国語Ⅳ 地域圏研究Ⅱ 比較文化と異文化理解 アジア経済論

中文Ⅳ 地域群研究Ⅱ 比较文化与不同文化理解 亚洲经济论

口語中国語Ⅰ 地域圏研究Ⅲ 英語教育論Ⅰ 英語翻訳論

中文口语Ⅰ 地域群研究Ⅲ 英语教育论Ⅰ 英语笔译论

口語中国語Ⅱ 地域圏研究Ⅳ 英語教育論Ⅱ 英語翻訳ワークショップ

中文口语Ⅱ 地域群研究Ⅳ 英语教育论Ⅱ 英语笔译研究会

口語中国語Ⅲ 地域圏研究Ⅴ 中国語Ⅴ 英語学特論Ⅰ

中文口语Ⅲ 地域群研究Ⅴ 中文Ⅴ 英语学特论Ⅰ

口語中国語Ⅳ 地域圏研究Ⅵ 中国語Ⅵ 英語学特論Ⅱ

中文口语Ⅳ 地域群研究Ⅵ 中文Ⅵ 英语学特论Ⅱ

口語中国語Ⅴ 哲学 目的別中国語演習Ⅰ 英語学特論Ⅲ

中文口语Ⅴ 哲学 不同目的中文演习Ⅰ 英语学特论Ⅲ

口語中国語Ⅵ 倫理学 目的別中国語演習Ⅱ 英語学特論Ⅳ

中文口语Ⅵ 伦理学 不同目的中文演习Ⅱ 英语学特论Ⅳ

口語中国語Ⅶ 心理学 目的別中国語演習Ⅲ 英語学演習Ⅰ

中文口语Ⅶ 心理学 不同目的中文演习Ⅲ 英语学演习Ⅰ

口語中国語Ⅷ 宗教学 目的別中国語演習Ⅳ 英語学演習Ⅱ

中文口语Ⅷ 宗教学 不同目的中文演习Ⅳ 英语学演习Ⅱ

日本語Ⅰ 体育理論 目的別中国語演習Ⅴ 英語学演習Ⅲ

日语Ⅰ 体育理论 不同目的中文演习Ⅴ 英语学演习Ⅲ

日本語Ⅱ 体育実技 日本語教育実習Ⅰ 英語学演習Ⅳ

日语Ⅱ 体育基本技能 日语教育演习Ⅰ 英语学演习Ⅳ

日本語Ⅲ 情報処理 日本語教育実習Ⅱ 英語音声学

日语Ⅲ 信息处理 日语教育演习Ⅱ 英语语音学

日本語Ⅳ 大学入門Ⅰ 韓国語Ⅰ 社会言語学

日语Ⅳ 大学入门Ⅰ 韩语Ⅰ 社会语言学
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日本語Ⅴ 大学入門Ⅱ 韓国語Ⅱ 認知言語学

日语Ⅴ 大学入门Ⅱ 韩语Ⅱ 认知语言学

日本語Ⅵ 日本語表現実習Ⅰ スペイン語Ⅰ 英語科教育法Ⅰ

日语Ⅵ 日语表现实习Ⅰ 西班牙语Ⅰ 英语课教学法Ⅰ

日本語Ⅶ 日本語表現実習Ⅱ スペイン語Ⅱ 英語科教育法Ⅱ

日语Ⅶ 日语表现实习Ⅱ 西班牙语Ⅱ 英语课教学法Ⅱ

日本語Ⅷ グローバルコミュニケーション論 フランス語Ⅰ 児童英語教育論Ⅰ

日语Ⅷ 全球交流论 法语Ⅰ 儿童英语教育论Ⅰ

日本語学概論 グローバル人材論 フランス語Ⅱ 児童英語教育論Ⅱ

日语学概论 全球人材论 法语Ⅱ 儿童英语教育论Ⅱ

日本語教育概論 ホスピタリティ・コミュニケーション ドイツ語Ⅰ 児童英語教育教材研究

日语教育概论 款待交流 德语Ⅰ 儿童英语教育教材研究

日本語学特論Ⅰ 地域と大学 ドイツ語Ⅱ 児童英語教育実習

日语学特论Ⅰ 地域与大学 德语Ⅱ 儿童英语教育实践

日本語学特論Ⅱ 統計学 インターンシップⅠ 英語教育演習Ⅰ

日语学特论Ⅱ 统计学 实习Ⅰ 英语教育演习Ⅰ

日本語学特論Ⅲ 健康科学Ⅰ インターンシップⅡ 英語教育演習Ⅱ

日语学特论Ⅲ 健康科学Ⅰ 实习Ⅱ 英语教育演习Ⅱ

日本語学特論Ⅳ 健康科学Ⅱ 日本文化論 韓国語Ⅲ

日语学特论Ⅳ 健康科学Ⅱ 日本文化论 韩语Ⅲ

日本語教育学特論Ⅰ 観光学入門 キャリアデザインⅠ 韓国語Ⅳ

日语教育学特论Ⅰ 观光学入门 职业设计演习Ⅰ 韩语Ⅳ

日本語教育学特論Ⅱ マーケティング入門 キャリアデザインⅡ スペイン語Ⅲ

日语教育学特论Ⅱ 市场营销入门 职业设计演习Ⅱ 西班牙语Ⅲ

日本語教育学特論Ⅲ ホスピタリティ入門 スペイン語Ⅳ

日语教育学特论Ⅲ 款待入门 西班牙语Ⅳ

日本語教育学特論Ⅳ アジアン・ホスピタリティ フランス語Ⅲ

日语教育学特论Ⅳ 亚洲式款待 法语Ⅲ

日本語授業の実際Ⅰ ファシリテーション論 フランス語Ⅳ

日语课堂实情Ⅰ 建导技术论 法语Ⅳ

日本語授業の実際Ⅱ ドイツ語Ⅲ

日语课堂实情Ⅱ 德语Ⅲ

日本文化演習Ⅰ ドイツ語Ⅳ

日本文化演习Ⅰ 德语Ⅳ

日本文化演習Ⅱ インターンシップⅢ

日本文化演习Ⅱ 实习Ⅲ

フィールドスタディⅠ キャリアデザインⅢ

实地学习Ⅰ 职业设计演习Ⅲ

フィールドスタディⅡ キャリアデザインⅣ

实地学习Ⅱ 职业设计演习Ⅳ

フィールドスタディⅢ キャリアデザインⅤ

实地学习Ⅲ 职业设计演习Ⅴ

フィールドスタディⅣ キャリアデザインⅥ

实地学习Ⅳ 职业设计演习Ⅵ

フィールドスタディⅤ ゼミナールⅠ

实地学习Ⅴ 研究班Ⅰ

異文化コミュニケーション ゼミナールⅡ

跨文化交际 研究班Ⅱ


