
⑦Global Sports 【2021年4月1日現在】

※各科目のシラバスはこちらから検索できます（Campusmate）

※複数の系列で対象となっている科目については、第1系列、第2系列、第3系列の順で優先して単位が認定されます。

※過年度に修得した科目も必要単位数に算入されます。

系列 目的 科目名 科目種別

仏教の世界 「多彩な学び」J科目
日本の宗教 「多彩な学び」J科目
日本文化と精神性 「多彩な学び」J科目
世界経済と日本 「多彩な学び」J科目
近代日本社会と人権 「多彩な学び」J科目
日本国憲法 「多彩な学び」J科目
日本の「多文化」政策を問い直す 「多彩な学び」J科目
日本の音楽 「多彩な学び」J科目
日本の美術 「多彩な学び」J科目
日本の演劇 「多彩な学び」J科目
Food Cultures and the Acceptance of Japanese Food in the World 「多彩な学び」F科目（上級）
Modern Japanese History１ 「多彩な学び」F科目（上級）
Modern Japanese History２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Politics & Economy 1 「多彩な学び」F科目（上級）
Politics & Economy ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japan in Asia １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japan in Asia ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Society １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Society ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Tokyo Studies 「多彩な学び」F科目（上級）
Saitama Studies 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Culture １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Culture ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Ethnology 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Arts A 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Arts B 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Mind 「多彩な学び」F科目（中級）
Science Studies 「多彩な学び」F科目（中級）
スポーツスタディ１ スポーツ実習
スポーツスタディ２ スポーツ実習
スポーツスタディ３ スポーツ実習
スポーツスタディ４ スポーツ実習
スポーツスタディe スポーツ実習
スポーツプログラム１ スポーツ実習
スポーツプログラム２ スポーツ実習
スポーツプログラム３ スポーツ実習
スポーツプログラムＡ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＢ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＣ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＤ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＥ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＦ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＧ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＨ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＩ　 （2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＪ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＫ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
スポーツプログラムＬ　（2017年度まで開講） スポーツ実習
舞踊論　　　　　　　 「多彩な学び」指定科目
身体表現と哲学　　　 「多彩な学び」指定科目
スポーツと社会　　　 「多彩な学び」指定科目
健康の科学　　　　　 「多彩な学び」指定科目
スポーツの科学　　　 「多彩な学び」指定科目
スポーツと文化　　　 「多彩な学び」指定科目
レジャー・レクリエーションと現代社会 「多彩な学び」指定科目
栄養の科学　　　　　 「多彩な学び」指定科目
アンチエイジングの科学 「多彩な学び」指定科目
スポーツとメディア　 「多彩な学び」指定科目
アウトドアの知恵に学ぶ 「多彩な学び」指定科目
仏教の世界 「多彩な学び」J科目
日本の宗教 「多彩な学び」J科目
日本文化と精神性 「多彩な学び」J科目
世界経済と日本 「多彩な学び」J科目
近代日本社会と人権 「多彩な学び」J科目
日本国憲法 「多彩な学び」J科目
日本の「多文化」政策を問い直す 「多彩な学び」J科目
日本の音楽 「多彩な学び」J科目
日本の美術 「多彩な学び」J科目
日本の演劇 「多彩な学び」J科目
Modern Japanese History１ 「多彩な学び」F科目（上級）
Modern Japanese History２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Politics & Economy 1 「多彩な学び」F科目（上級）
Politics & Economy ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japan in Asia １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japan in Asia ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Society １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Society ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Tokyo Studies 「多彩な学び」F科目（上級）
Saitama Studies 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Culture １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Culture ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Ethnology 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Arts A 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Arts B 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Mind 「多彩な学び」F科目（中級）
Science Studies 「多彩な学び」F科目（中級）
Religions in Asia 「多彩な学び」F科目（上級）
Food Cultures and the Acceptance of Japanese Food in the World 「多彩な学び」F科目（上級）
Humans and Other Animals 「多彩な学び」F科目（上級）
Individual Differences in Psychology 「多彩な学び」F科目（上級）
Understanding Speech Sounds 「多彩な学び」F科目（上級）
Understanding of Agricultural Science 「多彩な学び」F科目（中級）
Importance of Global Plant Health 「多彩な学び」F科目（中級）
Introduction to Statistics 1   「多彩な学び」F科目
Introduction to Statistics 2 「多彩な学び」F科目
World History 「多彩な学び」F科目
Political Sociology 「多彩な学び」F科目
Economic Thought 「多彩な学び」F科目
University in Modern Society 「多彩な学び」F科目
Career and University Education in the Global World 「多彩な学び」F科目
Culture and Fine Arts 「多彩な学び」F科目
Literature and Society 「多彩な学び」F科目
Health and Welness 「多彩な学び」F科目
Nature of the Earth 「多彩な学び」F科目
ＧＬ１１１　　　　　 「多彩な学び」F科目
ＧＬ２０２　　　　　 「多彩な学び」F科目
グローバル・イシュー各論　　 「多彩な学び」F科目
グローバル共通教養総論　　　 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（強制移転・移住） 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（紛争と平和） 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（開発経済） 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（人道支援） 「多彩な学び」F科目
立教ゼミナール１　　 「多彩な学び」科目

必要単位

テーマに関連した
学びを深める

14単位
以上

4単位
以上

第1系列 日本を研究する 2単位
以上

合計
26単位

テーマに即した
学びを深める

6単位
以上

第2系列

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbsskgr.do


系列 目的 科目名 科目種別 必要単位

聖書と人間　　　　　 「多彩な学び」科目
ジェンダーとキリスト教 「多彩な学び」科目
「宗教」とは何か　　 「多彩な学び」科目
歴史への扉　　　　　 「多彩な学び」科目
教育学への扉　　　　 「多彩な学び」科目
アジアの文化とことば 「多彩な学び」科目
アフリカの文化とことば 「多彩な学び」科目
哲学への扉　　　　　 「多彩な学び」科目
教育と人間　　　　　 「多彩な学び」科目
多文化の世界　　　　 「多彩な学び」科目
現代社会と人間　　　 「多彩な学び」科目
ドイツ語圏の文化　　 「多彩な学び」科目
フランス語圏の文化　 「多彩な学び」科目
スペイン語圏の文化　 「多彩な学び」科目
中国語圏の文化　　　 「多彩な学び」科目
朝鮮語圏の文化　　　 「多彩な学び」科目
中東の文化とことば　 「多彩な学び」科目
ヨーロッパの文化とことば 「多彩な学び」科目
ラテンアメリカの文化とことば 「多彩な学び」科目
イタリアの文化とことば 「多彩な学び」科目
ロシア・東欧の文化とことば 「多彩な学び」科目
人権思想の根源　　　 「多彩な学び」科目
聖書考古学　　　　　 「多彩な学び」科目
手話と人権を考える　 「多彩な学び」科目
点字から考える人権　 「多彩な学び」科目
文化を生きる　　　　 「多彩な学び」科目
現代社会における言葉の持つ意味 「多彩な学び」科目
「宗教」とは何か　　 「多彩な学び」科目
イスラームの世界　　 「多彩な学び」科目
地域研究への扉　　　 「多彩な学び」科目
立教ゼミナール２　　 「多彩な学び」科目
RSLゼミナール 「多彩な学び」科目
現代社会の解読　　　 「多彩な学び」科目
グローバル社会における法と政治 「多彩な学び」科目
法と社会　　　　　　 「多彩な学び」科目
現代のビジネスを学ぶ 「多彩な学び」科目
観光学への誘い　　　 「多彩な学び」科目
いのちの尊厳と福祉を考える 「多彩な学び」科目
コミュニティをデザインする 「多彩な学び」科目
景気・格差問題と統計情報 「多彩な学び」科目
入門・経済教室　　　 「多彩な学び」科目
政治と社会　　　　　 「多彩な学び」科目
文化と社会　　　　　 「多彩な学び」科目
ドイツ語圏の社会　　 「多彩な学び」科目
フランス語圏の社会　 「多彩な学び」科目
スペイン語圏の社会　 「多彩な学び」科目
中国語圏の社会　　　 「多彩な学び」科目
朝鮮語圏の社会　　　 「多彩な学び」科目
世界の中のロシア　　 「多彩な学び」科目
パレスチナ問題の歴史と現在 「多彩な学び」科目
企業と社会　　　　　 「多彩な学び」科目
情報と倫理　　　　　 「多彩な学び」科目
大学と現代社会　　　 「多彩な学び」科目
デモクラシーとリベラルアーツ 「多彩な学び」科目
現代社会と環境　　　 「多彩な学び」科目
統計情報で社会・経済を診断する 「多彩な学び」科目
シティズンシップを考える 「多彩な学び」科目
市民活動の組織とマネジメント 「多彩な学び」科目
国際情勢を読み解く　 「多彩な学び」科目
異文化コミュニケーションを考える 「多彩な学び」科目
社会調査入門　　　　 「多彩な学び」科目
社会調査の技法　　　 「多彩な学び」科目
データ分析入門　　　 「多彩な学び」科目
データの科学　　　　 「多彩な学び」科目
多変量解析入門　　　 「多彩な学び」科目
メディアと人間　　　 「多彩な学び」科目
立教ゼミナール３　　 「多彩な学び」科目
ドイツ語圏の文学　　 「多彩な学び」科目
フランス語圏の文学　 「多彩な学び」科目
スペイン語圏の文学　 「多彩な学び」科目
中国語圏の文学　　　 「多彩な学び」科目
朝鮮語圏の文学　　　 「多彩な学び」科目
美術の歴史　　　　　 「多彩な学び」科目
文学への扉　　　　　 「多彩な学び」科目
キリスト教美術　　　 「多彩な学び」科目
美術と社会　　　　　 「多彩な学び」科目
音楽の歴史　　　　　 「多彩な学び」科目
キリスト教音楽　　　 「多彩な学び」科目
音楽と社会　　　　　 「多彩な学び」科目
表象文化　　　　　　 「多彩な学び」科目
都市と芸術　　　　　 「多彩な学び」科目
建築と文化　　　　　 「多彩な学び」科目
映像と社会　　　　　 「多彩な学び」科目
美術論演習　　　　　 「多彩な学び」科目
音楽論演習　　　　　 「多彩な学び」科目
立教ゼミナール４　　 「多彩な学び」科目
身体パフォーマンス　 「多彩な学び」科目
心の科学　　　　　　 「多彩な学び」科目
パーソナリティの心理 「多彩な学び」科目
対人関係の心理　　　 「多彩な学び」科目
認知・行動・身体　　 「多彩な学び」科目
心の健康　　　　　　 「多彩な学び」科目
癒しの科学　　　　　 「多彩な学び」科目
ストレスマネジメント 「多彩な学び」科目
立教ゼミナール５　　 「多彩な学び」科目
生命の歩み　　　　　 「多彩な学び」科目
宇宙から地球のみらいを考える 「多彩な学び」科目
生命の科学　　　　　 「多彩な学び」科目
行動の科学　　　　　 「多彩な学び」科目
物質の科学　　　　　 「多彩な学び」科目
身近な物質の化学　　 「多彩な学び」科目
宇宙の科学　　　　　 「多彩な学び」科目
人類の進化　　　　　 「多彩な学び」科目
数学の世界　　　　　 「多彩な学び」科目
情報科学Ａ　　　　　 「多彩な学び」科目
情報科学Ｂ　　　　　 「多彩な学び」科目
地球の理解　　　　　 「多彩な学び」科目
都市と自然　　　　　 「多彩な学び」科目
生物の多様性　　　　 「多彩な学び」科目
地球環境の未来　　　 「多彩な学び」科目
脳と心　　　　　　　 「多彩な学び」科目
自然と人間の共生　　 「多彩な学び」科目
自然環境の保全　　　 「多彩な学び」科目
オーダーメイド医療最前線 「多彩な学び」科目
大学と科学技術　　　 「多彩な学び」科目
化学と自然　　　　　 「多彩な学び」科目
ＧＬ１０２　　　　　 「多彩な学び」科目
ＧＬ１０３　　　　　 「多彩な学び」科目
ＧＬ２０１　　　　　 「多彩な学び」科目
ＧＬ３０２　　　　　 「多彩な学び」科目
陸前高田プロジェクト 「多彩な学び」科目

テーマに関連した
学びを深める

14単位
以上

合計
26単位

第2系列



系列 目的 科目名 科目種別 必要単位

国内実践グローバルインターンシップ 「多彩な学び」科目
国際的協働のための国内インターンシップ 「多彩な学び」科目
ＲＳＬ－コミュニティ（埼玉） 「多彩な学び」科目
ＲＳＬ－コミュニティ（池袋） 「多彩な学び」科目
ＲＳＬ－ローカル（南魚沼） 「多彩な学び」科目
ＲＳＬ－ローカル（陸前高田） 「多彩な学び」科目
ＲＳＬ－グローカル 「多彩な学び」科目
ＲＳＬ－プロジェクト・プランニング 「多彩な学び」科目
人間と看護（2018年度まで開講） 「多彩な学び」科目
ソリューション・アプローチＡ　　（2019年度まで開講） 「多彩な学び」科目
ソリューション・アプローチＢ　　（2019年度まで開講） 「多彩な学び」科目
ソリューション・アプローチＣ　　（2019年度まで開講）　 「多彩な学び」科目
ソリューション・アプローチＤ　　（2019年度まで開講） 「多彩な学び」科目
ソリューション・アプローチＥ　　（2019年度まで開講） 「多彩な学び」科目
ソリューション・アプローチＦ　　（2019年度まで開講） 「多彩な学び」科目
ソリューション・アプローチＧ　　（2019年度まで開講） 「多彩な学び」科目
国際協力リテラシー　（2018年度まで開講） 「多彩な学び」科目
アクティブ・リサーチ２　（2018年度まで開講） 「多彩な学び」科目
Modern Japanese History１ 「多彩な学び」F科目（上級）
Modern Japanese History２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Politics & Economy 1 「多彩な学び」F科目（上級）
Politics & Economy ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japan in Asia １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japan in Asia ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Society １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Society ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Tokyo Studies 「多彩な学び」F科目（上級）
Saitama Studies 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Culture １ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Culture ２ 「多彩な学び」F科目（上級）
Japanese Ethnology 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Arts A 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Arts B 「多彩な学び」F科目（中級）
Japanese Mind 「多彩な学び」F科目（中級）
Science Studies 「多彩な学び」F科目（中級）
Introduction to Statistics 1   「多彩な学び」F科目
Introduction to Statistics 2 「多彩な学び」F科目
Religions in Asia 「多彩な学び」F科目
Food Cultures and the Acceptance of Japanese Food in the World 「多彩な学び」F科目
Humans and Other Animals 「多彩な学び」F科目
Individual Differences in Psychology 「多彩な学び」F科目
Understanding Speech Sounds 「多彩な学び」F科目
Understanding of Agricultural Science 「多彩な学び」F科目
Importance of Global Plant Health 「多彩な学び」F科目
World History 「多彩な学び」F科目
Political Sociology 「多彩な学び」F科目
Economic Thought 「多彩な学び」F科目
Literature and Society 「多彩な学び」F科目
Culture and Fine Arts 「多彩な学び」F科目
Health and Wellness 「多彩な学び」F科目
Nature of the Earth 「多彩な学び」F科目
GL111 「多彩な学び」F科目
GL202 「多彩な学び」F科目
グローバル・イシュー各論 「多彩な学び」F科目
グローバル共通教養総論 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（強制移転・移住） 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（紛争と平和） 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（開発経済） 「多彩な学び」F科目
ソリューション・アプローチ（人道支援） 「多彩な学び」F科目
University Education in the World 「学びの精神」F科目
English Intensive A (Global World) 言語自由科目（英語）
English Intensive B (Academic Language Skills) 言語自由科目（英語）
English Intensive C (Integrated Language Skills) 言語自由科目（英語）
English Intensive D (Intercultural Understanding) 言語自由科目（英語）
English Communication 1 言語自由科目（英語）
English Communication 2 言語自由科目（英語）
Speech 言語自由科目（英語）
Debate 言語自由科目（英語）
Presentation 言語自由科目（英語）
Pleasure Reading 言語自由科目（英語）
Current English 1 (Reading) 言語自由科目（英語）
Current English 2 (Reading) 言語自由科目（英語）
Current English 1 (Listening) 言語自由科目（英語）
Current English 2 (Listening) 言語自由科目（英語）
Japan Studies through English 言語自由科目（英語）
Language and History 言語自由科目（英語）
English through Movies A 言語自由科目（英語）
English through Movies B 言語自由科目（英語）
English through Movies C 言語自由科目（英語）
English through Movies D 言語自由科目（英語）
English through Movies E 言語自由科目（英語）
English through Movies F 言語自由科目（英語）
World Heritage Sites 言語自由科目（英語）
World Cultures 言語自由科目（英語）
English through Dramas 言語自由科目（英語）
Advertisement English 言語自由科目（英語）
Multimodal Communication in English 言語自由科目（英語）
Introduction to Global Studies A 言語自由科目（英語）
Introduction to Global Studies B 言語自由科目（英語）
TOEFL 2 (Vocablary and Grammar) 言語自由科目（英語）
TOEFL 2 (Reading) 言語自由科目（英語）
TOEFL 2 (Listening) 言語自由科目（英語）
TOEFL 2 (Speaking and Writing) 言語自由科目（英語）
TOEIC 1 (Reading) 言語自由科目（英語）
TOEIC 1 (Listening) 言語自由科目（英語）
TOEIC 1 (Vocablary and Grammar) 言語自由科目（英語）
TOEIC 2 (Reading) 言語自由科目（英語）
TOEIC 2 (Listening) 言語自由科目（英語）
TOEIC 2 (Vocablary and Grammar) 言語自由科目（英語）
IELTS 言語自由科目（英語）
オンライン海外語学研修科目（英語） 言語自由科目（英語）
Advanced Academic Vocabulary 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion A 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion B 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion C 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion D 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion E 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion F 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion G 言語自由科目（英語）
Lecture and Discussion H 言語自由科目（英語）
Discussion and Debate 言語自由科目（英語）
Current English 3 (Reading) 言語自由科目（英語）
Current English 3 (Listening) 言語自由科目（英語）
Current English 3 (Comprehensive) 言語自由科目（英語）
Academic Studies (advanced presentation) 言語自由科目（英語）
Academic Studies (adovanced writing) 言語自由科目（英語）
Career Studies 言語自由科目（英語）
CLIL Seminars 言語自由科目（英語）
University Lecture A 言語自由科目（英語）
University Lecture C 言語自由科目（英語）

テーマに関連した
学びを深める

14単位
以上

4単位
以上

言語力を磨く

合計
26単位

第2系列

第3系列



系列 目的 科目名 科目種別 必要単位

University Lecture D 言語自由科目（英語）
University Lecture B 言語自由科目（英語）
University Lecture E 言語自由科目（英語）
University Lecture F 言語自由科目（英語）
Career Seminar A    言語自由科目（英語）
Career Seminar D    言語自由科目（英語）
Career Seminar F    言語自由科目（英語）
ドイツ語スタンダード1 言語自由科目（ドイツ語）
ドイツ語スタンダード2 言語自由科目（ドイツ語）
ドイツ語スタンダード3 言語自由科目（ドイツ語）
ドイツ語スタンダード4 言語自由科目（ドイツ語）
ドイツ語中級1 言語自由科目（ドイツ語）
ドイツ語中級2 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語コミュニケーション1 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語コミュニケーション2 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語ライティング1 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語ライティング2 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語リスニング・リーディング1 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語リスニング・リーディング2 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語演習1 言語自由科目（ドイツ語）
上級ドイツ語演習2 言語自由科目（ドイツ語）
言語情報処理論（ドイツ語） 言語自由科目（ドイツ語）
基礎ドイツ語入門 言語自由科目（ドイツ語）
基礎ドイツ語初級 言語自由科目（ドイツ語）
フランス語スタンダード1 言語自由科目（フランス語）
フランス語スタンダード2 言語自由科目（フランス語）
フランス語スタンダード3 言語自由科目（フランス語）
フランス語スタンダード4 言語自由科目（フランス語）
フランス語中級1 言語自由科目（フランス語）
フランス語中級2 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語コミュニケーション1 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語コミュニケーション2 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語ライティング1 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語ライティング2 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語リスニング・リーディング1 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語リスニング・リーディング2 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語演習1 言語自由科目（フランス語）
上級フランス語演習2 言語自由科目（フランス語）
言語情報処理論（フランス語） 言語自由科目（フランス語）
基礎フランス語入門 言語自由科目（フランス語）
基礎フランス語初級 言語自由科目（フランス語）
スペイン語スタンダード1 言語自由科目（スペイン語）
スペイン語スタンダード2 言語自由科目（スペイン語）
スペイン語スタンダード3 言語自由科目（スペイン語）
スペイン語スタンダード4 言語自由科目（スペイン語）
スペイン語中級1 言語自由科目（スペイン語）
スペイン語中級2 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語コミュニケーション1 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語コミュニケーション2 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語ライティング1 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語ライティング2 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語リスニング・リーディング1 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語リスニング・リーディング2 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語演習1 言語自由科目（スペイン語）
上級スペイン語演習2 言語自由科目（スペイン語）
言語情報処理論（スペイン語） 言語自由科目（スペイン語）
基礎スペイン語入門 言語自由科目（スペイン語）
基礎スペイン語初級 言語自由科目（スペイン語）
中国語スタンダード1 言語自由科目（中国語）
中国語スタンダード2 言語自由科目（中国語）
中国語スタンダード3 言語自由科目（中国語）
中国語スタンダード4 言語自由科目（中国語）
中国語中級1 言語自由科目（中国語）
中国語中級2 言語自由科目（中国語）
上級中国語コミュニケーション1 言語自由科目（中国語）
上級中国語コミュニケーション2 言語自由科目（中国語）
上級中国語ライティング1 言語自由科目（中国語）
上級中国語ライティング2 言語自由科目（中国語）
上級中国語リスニング・リーディング1 言語自由科目（中国語）
上級中国語リスニング・リーディング2 言語自由科目（中国語）
上級中国語演習1 言語自由科目（中国語）
上級中国語演習2 言語自由科目（中国語）
言語情報処理論（中国語） 言語自由科目（中国語）
基礎中国語入門 言語自由科目（中国語）
基礎中国語初級 言語自由科目（中国語）
朝鮮語スタンダード1 言語自由科目（朝鮮語）
朝鮮語スタンダード2 言語自由科目（朝鮮語）
朝鮮語スタンダード3 言語自由科目（朝鮮語）
朝鮮語スタンダード4 言語自由科目（朝鮮語）
朝鮮語中級1 言語自由科目（朝鮮語）
朝鮮語中級2 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語コミュニケーション1 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語コミュニケーション2 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語ライティング1 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語ライティング2 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語リスニング・リーディング1 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語リスニング・リーディング2 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語演習1 言語自由科目（朝鮮語）
上級朝鮮語演習2 言語自由科目（朝鮮語）
言語情報処理論（朝鮮語） 言語自由科目（朝鮮語）
基礎朝鮮語入門 言語自由科目（朝鮮語）
基礎朝鮮語初級 言語自由科目（朝鮮語）
ロシア語セミナーA 言語自由科目（ロシア語）
ロシア語セミナーB 言語自由科目（ロシア語）
ロシア語セミナーC 言語自由科目（ロシア語）
ロシア語セミナーD 言語自由科目（ロシア語）
ロシア語セミナー1 言語自由科目（ロシア語）
ロシア語セミナー2 言語自由科目（ロシア語）
基礎ロシア語入門 言語自由科目（ロシア語）
基礎ロシア語初級 言語自由科目（ロシア語）
ポルトガル語1 言語自由科目（ポルトガル語）
ポルトガル語2 言語自由科目（ポルトガル語）
ポルトガル語3 言語自由科目（ポルトガル語）
ポルトガル語4 言語自由科目（ポルトガル語）
日本手話1 言語自由科目（日本手話）
日本手話2 言語自由科目（日本手話）
日本手話3 言語自由科目（日本手話）
日本手話4 言語自由科目（日本手話）
「国際協力人材」育成プログラム　アクティブ・リサーチ１ 「多彩な学び」科目
国際協力人材育成プログラム　アクティブ・リサーチ 「多彩な学び」科目
グローバル・リーダーシップ・プログラム GL301 「多彩な学び」科目
海外インターンシップ１（夏季・春季実施） 「多彩な学び」科目
海外インターンシップ２（夏季・春季実施） 「多彩な学び」科目
国連ユースボランティア 「多彩な学び」科目
立教サービスラーニング　RSL-グローバル（フィリピン） 「多彩な学び」科目
立教サービスラーニング　RSL-グローバル（SDGｓ） 「多彩な学び」科目
短期語学研修科目 言語自由科目
英語海外文化研修 言語自由科目
ビクトリア夏ＥＳＬ２ 言語自由科目
ハワイ夏ＥＳＬ１ 言語自由科目
ダブリン春ＥＳＬ３ 言語自由科目

現地で学ぶ

4単位
以上

言語力を磨く

合計
26単位

第3系列



系列 目的 科目名 科目種別 必要単位

シドニー春ＥＳＬ３ 言語自由科目
アジア春ＥＳＬ２ 言語自由科目
ビクトリア春ESL2 言語自由科目
ダブリン夏ESL３ 言語自由科目
ハワイ春ESL１ 言語自由科目
グリフィス春ESL３ 言語自由科目
ドイツ語海外言語文化研修（中級） 言語自由科目
ドイツ語海外言語文化研修（上級） 言語自由科目
フランス語海外言語文化研修（中級） 言語自由科目
フランス語海外言語文化研修（上級） 言語自由科目
スペイン語海外言語文化研修（中級） 言語自由科目
スペイン語海外言語文化研修（上級） 言語自由科目
中国語海外言語文化研修(中級） 言語自由科目
中国語海外言語文化研修(上級） 言語自由科目
中国語海外言語文化研修春（中級） 言語自由科目
中国語海外言語文化研修春（上級） 言語自由科目
朝鮮語海外言語文化研修（中級） 言語自由科目
朝鮮語海外言語文化研修（上級） 言語自由科目
海外フィールドスタディ＜1. 海外EAP＞ 学部留学プログラム（文）
海外フィールドスタディ＜2. 海外ASD＞ 学部留学プログラム（文）
海外フィールドスタディ＜3. 海外SLV＞ 学部留学プログラム（文）
ケンブリッジ・サマープログラム 学部留学プログラム（文）
Short-term Study Abroad Program in Economics （CAN) 学部留学プログラム（経済）
Short-term Study Abroad Program in Economics（USA) 学部留学プログラム（経済）
Short-term Study Abroad Program in Economics （UK) 学部留学プログラム（経済）
Short-term Study Abroad Program in Economics（AUS) 学部留学プログラム（経済）
Short-term Study Abroad Program in Economics （PHL） 学部留学プログラム（経済）
Short-term Study Abroad Program in Economics （CHN） 学部留学プログラム（経済）
グローバル・スタディー・プログラム（シドニー） 学部留学プログラム（社会）
法学部合同講義（オックスフォード・サマープログラム） 学部留学プログラム（法）
短期海外留学プログラム１ 学部留学プログラム（理）
短期海外留学プログラム２ 学部留学プログラム（理）
短期海外留学プログラム３ 学部留学プログラム（理）
短期海外留学プログラム４ 学部留学プログラム（理）
Overseas EAP(夏季・冬季） 学部留学プログラム（経営）
ビクトリア大学サマープログラム 学部留学プログラム（経営）
Short-term Study Abroad Program 1 学部留学プログラム（経営）
Short-term Study Abroad Program 2 学部留学プログラム（経営）
Global Internship 学部留学プログラム（経営）
Long-term Global Internship 学部留学プログラム（経営）
Sports Facility Management 学部留学プログラム（経営）
海外留学研修A 学部留学プログラム（異文化）
海外留学研修B 学部留学プログラム（異文化）
海外留学研修C1 学部留学プログラム（異文化）
海外留学研修C2 学部留学プログラム（異文化）
海外フィールドスタディA 学部留学プログラム（異文化）
海外フィールドスタディB 学部留学プログラム（異文化）
海外インターンシップ（CIC）B 学部留学プログラム（異文化）
早期体験プログラム 学部留学プログラム（観光）
言語と文化・現地研修A 学部留学プログラム（観光）
言語と文化・現地研修B 学部留学プログラム（観光）
グローバル・スタディ・プログラム1 学部留学プログラム（観光）
グローバル・スタディ・プログラム2 学部留学プログラム（観光）
長期海外インターンシップ 学部留学プログラム（観光）
インターンシップ（海外系） 学部留学プログラム（コミ福）
異文化スタディ 学部留学プログラム（コミ福）
短期海外留学プログラム 学部留学プログラム（現心）
心理学特講(海外における心理学の展開) 学部留学プログラム（現心）
都市の記憶と表象文化 学部留学プログラム（現心）
Study Abroad １ 学部留学プログラム（GLAP）
Study Abroad ２ 学部留学プログラム（GLAP）
長期海外留学認定科目 休学留学認定（随意科目）
認定校留学で修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（学部専門科目）
認定校留学で修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（総合科目）
認定校留学で修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（言語科目）
派遣留学し修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（学部専門科目）
派遣留学し修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（総合科目）
派遣留学し修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（言語科目）
海外インターンシップ（CIC）　（2019年度まで開講） 学部留学プログラム（異文化）

第1～3
系列

海外体験 海外を知る

上記第1～3系列の科目から

6単位
以上

（A）または（B）を体験し、G副専攻システムから海外体験認定申請を行うこと。
（A）立教大学が実施する海外プログラム
　　 国際センターが発行する留学案内『DEPARTURE』に掲載されているもの。
（B）自主企画（A以外の全て）
　　 以下の要件を満たしたもの。
　 　1．活動期間が立教大学在籍中であり、主たる活動日数が、移動日を含めず原則として５日以上。
　　 2．参加証明を提出できるもの。（例：プログラムの主催団体が発行する参加証明書）

■2021年度の海外体験の特別措置について
　上記の（A) 、（B）のプログラム加えて、以下の（C）、（D）のオンラインによるプログラムを海外体験として認定する。

　　（C)【内容】立教大学が主催するオンラインによる海外プログラム
　　　　 【時間数】　　正課・・・時間数は問わない　正課外・・・総時間数が45時間以上(*)
　　（D)【内容】海外の大学や教育機関が行うオンライン留学プログラムや、企業や団体が行うオンライン海外プログラム・インターンシップ　等
　　　　　　　　　（※ただし、日本国内で提供される英会話講座等の語学力向上のみを目的としたプログラムは対象外）
　　 　　【時間数】　総時間数が45時間以上(*)

*プログラムの時間数は自主学習時間は含めない。また、（C)（D)複数のプログラムを合算して45時間以上でも可。

海外体験の詳細はG副専攻WEBサイト「海外体験」のページにも掲載しております。

認定

現地で学ぶ

4単位
以上

合計
26単位

第3系列


