
※単位数や履修年次は、科目一覧で確認して下さい。

群 必修選択 授　業　科　目 群 授　業　科　目
必修 情報リテラシーⅠ/Ⅱ 情報リテラシーⅠ/Ⅱ

リベラルアーツ特別講座 リベラルアーツ特別講座

課題解決型フィールドワーク 課題解決型フィールドワーク

キャリアデザイン入門 キャリアデザイン入門

キャリアデザイン応用 キャリアデザイン応用

キャリアデザイン演習 キャリアデザイン演習 2017年度で閉講

就業基礎力養成Ⅰ/Ⅱ 就業基礎力養成Ⅰ/Ⅱ 2017年度で閉講

大学を知ろう＜法政学＞への招待 大学を知ろう＜法政学＞への招待 2019年度名称変更
法政学の探究LA◇ 法政学の探究A
法政学の探究LB◇ 法政学の探究B
リベラルアーツ特別実習 リベラルアーツ特別実習
日本古典文学A◇ 文学Ⅰ
日本古典文学B◇ 文学Ⅱ
日本近・現代文学A◇ 文学Ⅰ
日本近・現代文学B◇ 文学Ⅱ
日本文学A◇ 文学Ⅰ
日本文学B◇ 文学Ⅱ
外国文学A◇ 文学Ⅰ
外国文学B◇ 文学Ⅱ
文章論◇ 文章論Ⅰ
言語学A◇ 言語学Ⅰ
言語学B◇ 言語学Ⅱ
哲学Ⅰ/Ⅱ 哲学Ⅰ/Ⅱ
倫理学Ⅰ/Ⅱ 倫理学Ⅰ/Ⅱ
論理学Ⅰ/Ⅱ 論理学Ⅰ/Ⅱ
東洋史Ⅰ/Ⅱ 東洋史Ⅰ/Ⅱ
西洋史Ⅰ/Ⅱ 西洋史Ⅰ/Ⅱ
日本史Ⅰ/Ⅱ 日本史Ⅰ/Ⅱ
宗教論Ⅰ/Ⅱ ※1
芸術A
芸術B
日本文学と文化LA/LC/LE/LG◇ 文学Ⅰ
日本文学と文化LB/LD/LF/LH◇ 文学Ⅱ
外国文学と文化LA/LC/LE◇ 文学Ⅰ
外国文学と文化LB/LD/LF◇ 文学Ⅱ
文学と社会LA/LC/LE◇ 文学Ⅰ
文学と社会LB/LD/LF◇ 文学Ⅱ
音声学L◇ 言語学Ⅱ
哲学LⅠ/LⅡ◇ 哲学Ⅰ/Ⅱ
倫理学LⅠ/LⅡ◇ 倫理学Ⅰ/Ⅱ
論理学LⅠ/LⅡ◇ 論理学Ⅰ/Ⅱ
東洋史LⅠ/LⅡ◇ 東洋史Ⅰ/Ⅱ
西洋史LA◇ 西洋史Ⅰ
西洋史LB◇ 西洋史Ⅱ
日本史LⅠ/LⅡ◇ 日本史Ⅰ/Ⅱ
宗教論LⅠ/LⅡ◇ ※1
法学Ⅰ/Ⅱ 法学Ⅰ/Ⅱ
法学(日本国憲法) 法学(日本国憲法)
経済学Ⅰ/Ⅱ 経済学Ⅰ/Ⅱ
心理学Ⅰ/Ⅱ 心理学Ⅰ/Ⅱ
地理学Ⅰ/Ⅱ 地理学Ⅰ/Ⅱ
政治学Ⅰ/Ⅱ 政治学Ⅰ/Ⅱ
社会学Ⅰ/Ⅱ 社会学Ⅰ/Ⅱ
文化人類学◇ 文化人類学Ⅰ
社会思想Ⅰ/Ⅱ 社会思想Ⅰ/Ⅱ
経済学LA◇ 経済学Ⅰ
経済学LB◇ 経済学Ⅱ
心理学LA◇ 心理学Ⅰ
心理学LB◇ 心理学Ⅱ
地理学LA/LC◇ 地理学Ⅰ
地理学LB/LD◇ 地理学Ⅱ
政治学LA◇ 政治学Ⅰ
政治学LB◇ 政治学Ⅱ
社会学LA/LC◇ 社会学Ⅰ
社会学LB/LD◇ 社会学Ⅱ
文化人類学L◇ 文化人類学Ⅱ
社会思想LA◇ 社会思想Ⅰ
社会思想LB◇ 社会思想Ⅱ
教養数学A 教養数学A
教養数学B 教養数学B
基礎数学Ⅰ/Ⅱ 基礎数学Ⅰ/Ⅱ
入門物理学A◇ 原子から宇宙までＩ
入門物理学B◇ 原子から宇宙までⅡ
入門生物学A◇ 生命科学Ｉ/Ⅱ
入門生物学B◇ 生命科学Ｉ/Ⅱ
入門化学A◇ 物質と環境Ｉ
入門化学B◇ 物質と環境Ⅱ
サイエンス・ラボA サイエンス・ラボA
サイエンス・ラボB サイエンス・ラボB
天文学A
天文学B
科学史A
科学史B

3群 基盤 選択必修 3群

リベラル 選択必修

※1

基盤 選択必修

1群

2017年度以降入学生 2016年度以前入学生

1群

0群

リベラル 選択

【国際文化学部】ILAC（アイラック）科目/市ヶ谷基礎科目　新旧科目対応表

※1

※1

基盤 選択必修

2群

リベラル 選択必修

0群

2群

備考
科目配置

基盤
選択



群 必修選択 授　業　科　目 群 授　業　科　目

2017年度以降入学生 2016年度以前入学生
備考

科目配置

数学特講LA◇ 教養数学A
数学特講LB◇ 教養数学B
発展数学LⅠ/LⅡ◇ 発展数学Ⅰ/Ⅱ
教養物理学LA◇ 原子から宇宙までＩ
教養物理学LB◇ 原子から宇宙までⅡ
教養物理学LC ※1
教養生物学LB/LD/LF◇ 生命科学Ｉ
教養生物学LA/LC/LE◇ 生命科学Ⅱ
教養化学LA◇ 物質と環境Ｉ
教養化学LB◇ 物質と環境Ⅱ
教養化学LC
教養化学LD
教養化学LE

必修 スポーツ総合演習
選択 スポーツ総合演習S◇

健康の科学LA◇
健康の科学LB◇
ドイツの文化と社会LA◇ ドイツの文化と社会Ⅰ
ドイツの文化と社会LB◇ ドイツの文化と社会Ⅱ
ドイツ語の世界LA◇
ドイツ語の世界LB◇
フランスの文化と社会LA◇ フランスの文化と社会Ｉ
フランスの文化と社会LB◇ フランスの文化と社会Ⅱ
フランス語の世界LA◇
フランス語の世界LB◇
フランス生活文化論LA
フランス生活文化論LB
ロシアの文化と社会LA◇ ロシアの文化と社会Ｉ
ロシアの文化と社会LB◇ ロシアの文化と社会Ⅱ
ロシア語の世界LA◇
ロシア語の世界LB◇
中国の文化と社会LA/LC◇ 中国の文化と社会Ｉ
中国の文化と社会LB/LD◇ 中国の文化と社会Ⅱ
中国語の世界LA◇
中国語の世界LB◇
スペイン語の世界LA◇
スペイン語の世界LB◇
朝鮮の文化と社会LA◇ 朝鮮の文化と社会Ｉ
朝鮮の文化と社会LB◇ 朝鮮の文化と社会Ⅱ
日本の文化と社会LA◇ 日本の文化と社会Ｉ
日本の文化と社会LB◇ 日本の文化と社会Ⅱ
日本語の世界LA◇
日本語の世界LB◇
英語1 英語1
英語2 英語2
英語3 英語3
英語4 英語4
英語5 英語5
英語6 英語6
英語7 英語7
英語8 英語8
入門英語(SSI)Ⅰ/Ⅱ 入門英語(SSI)Ⅰ/Ⅱ
英語オーラル・コミュニケーションⅠ/Ⅱ 英語オーラル・コミュニケーションⅠ/Ⅱ

基礎から固める英語Ⅰ/Ⅱ 2017年度で閉講

ビジネス・イングリッシュⅠ/Ⅱ◇ 英語ビジネス・コミュニケーションⅠ/Ⅱ
EnglishReadingandVocabularyⅠ/Ⅱ◇ 英文ライティングⅠ/Ⅱ
EnglishAcademicWritingⅠ/Ⅱ◇ 英語アカデミック・ライティングⅠ/Ⅱ
英語で学ぶ社会と文化Ⅰ/Ⅱ◇ マスメディアの英語Ⅰ/Ⅱ
EnglishPresentationⅠ/Ⅱ◇ 映画で学ぶ英語Ⅰ/Ⅱ
英語アカデミック・リーディングⅠ/Ⅱ◇ 英語リーディング・ワークショップⅠ/Ⅱ
英語検定試験対策Ⅰ/Ⅱ 英語検定試験対策Ⅰ/Ⅱ
ドイツ語1 ドイツ語1
ドイツ語2 ドイツ語2
ドイツ語3 ドイツ語3
ドイツ語4 ドイツ語4
ドイツ語5 ドイツ語5
ドイツ語6 ドイツ語6
ドイツ語7 ドイツ語7
ドイツ語8 ドイツ語8
入門ドイツ語(SSI)Ⅰ/Ⅱ◇ スポーツ・ドイツ語Ｉ/Ⅱ
ドイツ語表現法Ⅰ/Ⅱ ドイツ語表現法Ⅰ/Ⅱ
検定ドイツ語Ⅰ/Ⅱ 検定ドイツ語Ⅰ/Ⅱ
ドイツ語コミュニケーションⅠ/Ⅱ ドイツ語コミュニケーションⅠ/Ⅱ
ドイツ語視聴覚Ⅰ/Ⅱ ドイツ語視聴覚Ⅰ/Ⅱ

 SDGsで学ぶドイツ語Ⅰ/Ⅱ 時事ドイツ語Ⅰ/Ⅱ
2022年度より「時事ドイツ語
Ⅰ/Ⅱ」より名称変更

フランス語1 フランス語1
フランス語2 フランス語2
フランス語3 フランス語3
フランス語4 フランス語4
フランス語5 フランス語5
フランス語6 フランス語6
フランス語7 フランス語7
フランス語8 フランス語8
フランス語視聴覚(入門)Ⅰ/Ⅱ◇ フランス語視聴覚Ｉ/Ⅱ
フランス語視聴覚(初･中級)Ⅰ/Ⅱ◇ フランス語視聴覚Ⅲ/Ⅳ

スポーツ・フランス語I/Ⅱ 2017年度で閉講

観光フランス語I/Ⅱ 2017年度で閉講

フランス語コミュニケーション(初級)Ⅰ/Ⅱ◇ フランス語コミュニケーションＩ/Ⅱ
時事フランス語Ⅰ/Ⅱ 時事フランス語Ｉ/Ⅱ
検定フランス語(初級)Ⅰ/Ⅱ◇ 検定フランス語Ｉ/Ⅱ
情報フランス語Ⅰ/Ⅱ 情報フランス語Ｉ/Ⅱ

リベラル 選択必修 3群

0群

※4

5群 スポーツ総合演習

※1

※4

※4

※1

※4

※1

※1

※1

※1

※4

総合
科目

外
　
国
　
語
　
科
　
目

※1

4群

※4

※1

必修

選択

3群

フ
ラ
ン
ス
語

英
語

5群
基盤

４群

リベラル

ド
イ
ツ
語

必修

選択

必修

選択

選択

リベラル 選択



群 必修選択 授　業　科　目 群 授　業　科　目

2017年度以降入学生 2016年度以前入学生
備考

科目配置

ロシア語1 ロシア語1
ロシア語2 ロシア語2
ロシア語3 ロシア語3
ロシア語4 ロシア語4
ロシア語5 ロシア語5
ロシア語6 ロシア語6
ロシア語7 ロシア語7
ロシア語8 ロシア語8
中国語1 中国語1
中国語2 中国語2
中国語3 中国語3
中国語4 中国語4
中国語5 中国語5
中国語6 中国語6
中国語7 中国語7
中国語8 中国語8
中国語視聴覚初級Ⅰ/Ⅱ◇ 中国語視聴覚Ｉ/Ⅱ
中国語作文初級Ⅰ/Ⅱ◇ 中国語表現法Ｉ/Ⅱ
中国語コミュニケーション基礎Ⅰ/Ⅱ◇ 中国語コミュニケーションＩ/Ⅱ
中国語コミュニケーション初級Ⅰ/Ⅱ◇ 中国語コミュニケーションＩ/Ⅱ
資格中国語初級Ⅰ/Ⅱ◇ 検定中国語Ｉ/Ⅱ
スペイン語1 スペイン語1
スペイン語2 スペイン語2
スペイン語3 スペイン語3
スペイン語4 スペイン語4
スペイン語5 スペイン語5
スペイン語6 スペイン語6
スペイン語7 スペイン語7
スペイン語8 スペイン語8

現代のスペイン語Ⅰ/Ⅱ 時事スペイン語Ⅰ/Ⅱ
2021年度より「時事スペイン語

Ⅰ/Ⅱ」より名称変更

スペイン語講読Ｉ/Ⅱ ※2
スペイン語コミュニケーションⅠ/Ⅱ スペイン語コミュニケーションⅠ/Ⅱ
朝鮮語1 朝鮮語1
朝鮮語2 朝鮮語2
朝鮮語3 朝鮮語3
朝鮮語4 朝鮮語4
朝鮮語5 朝鮮語5
朝鮮語6 朝鮮語6
朝鮮語7 朝鮮語7
朝鮮語8 朝鮮語8
朝鮮語3C（コミュニケーション）Ⅰ/Ⅱ◇ 朝鮮語コミュニケーションＩ/Ⅱ
朝鮮語4B（視聴覚）Ⅰ/Ⅱ◇ 朝鮮語視聴覚Ｉ/Ⅱ
朝鮮語5A（購読）Ⅰ/Ⅱ◇ 朝鮮語講読Ｉ/Ⅱ
朝鮮語5B（表現法）Ⅰ/Ⅱ◇ 朝鮮語表現法Ｉ/Ⅱ
日本語1Ⅰ/Ⅱ 日本語1Ⅰ/Ⅱ
日本語2Ⅰ/Ⅱ 日本語2Ⅰ/Ⅱ
日本語3Ⅰ/Ⅱ 日本語3Ⅰ/Ⅱ
日本語4Ⅰ/Ⅱ 日本語4Ⅰ/Ⅱ

選択 日本語コミュニケーションＩ/Ⅱ ※2

※1・・・2017年度以降入学生のみ履修可
※2・・・2016年度以前入学生のみ履修可
※3・・・2016年度以前入学生は、0群科目として履修
※4・・・2016年度以前入学生は、総合科目として履修
◇ ・・・2017年度以降入学生と2016年度以前入学生で科目名が異なるもの。
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