
2022年度⼊学⽣⽤　国際観光学科　教育課程表（基盤教育科⽬　⼀般学⽣⽤）

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年
哲学Ａ (2） 哲学Ｂ (2） 哲学史Ａ (2） 哲学史Ｂ (2）
倫理学基礎論Ａ (2） 倫理学基礎論Ｂ (2） 応⽤倫理学Ａ (2） 応⽤倫理学Ｂ (2）
科学思想史Ａ (2） 科学思想史Ｂ (2） 宗教学ⅠＡ (2） 宗教学ⅠＢ (2）
宗教学ⅡＡ (2） 宗教学ⅡＢ (2） 地球倫理Ａ (2） 地球倫理Ｂ (2）
論理学Ａ (2） 論理学Ｂ (2） 東洋思想 (2）
美術史Ａ (2） 美術史Ｂ (2） ⾳楽学Ａ (2） ⾳楽学Ｂ (2）
歴史の諸問題Ａ (2） 歴史の諸問題Ｂ (2） ⻄欧⽂学Ａ (2） ⻄欧⽂学Ｂ (2）
現代⽇本⽂学Ａ (2） 現代⽇本⽂学Ｂ (2） アジアの⽂学 (2） アジアの古典 (2）
経済学Ａ (2） 経済学Ｂ (2） 統計学Ａ (2） 統計学Ｂ (2）
経営学Ａ (2） 経営学Ｂ (2）
法学Ａ (2） 法学Ｂ (2） 政治学Ａ (2） 政治学Ｂ (2）
社会学Ａ (2） 社会学Ｂ (2） ⼈類学Ａ (2） ⼈類学Ｂ (2）
地理学Ａ (2） 地理学Ｂ (2） ⼼理学Ａ (2） ⼼理学Ｂ (2）
⾃然の数理Ａ (2） ⾃然の数理Ｂ (2） ⽣活と物理Ａ (2） ⽣活と物理Ｂ (2）
エネルギーの科学Ａ (2） エネルギーの科学Ｂ (2） 物質の科学Ａ (2） 物質の科学Ｂ (2）
環境の科学Ａ (2） 環境の科学Ｂ (2） 地球の科学Ａ (2） 地球の科学Ｂ (2）
⽣物学Ａ (2） ⽣物学Ｂ (2） 天⽂学Ａ (2） 天⽂学Ｂ (2）
⾃然科学概論Ａ (2） ⾃然科学概論Ｂ (2） ⾃然誌Ａ (2） ⾃然誌Ｂ (2）
物理学実験講義Ａ (2） 物理学実験講義Ｂ (2） ⽣物学実験講義Ａ (2） ⽣物学実験講義Ｂ (2）
化学実験講義Ａ (2） 化学実験講義Ｂ (2） 地球科学実験講義Ａ (2） 地球科学実験講義Ｂ (2）
数理・情報実習講義Ａ (2） 数理・情報実習講義Ｂ (2） 天⽂学実習講義Ａ (2） 天⽂学実習講義Ｂ (2）
地域⽂化研究ⅠＡ (2） 地域⽂化研究ⅠＢ (2） 地域⽂化研究ⅡＡ (2） 地域⽂化研究ⅡＢ (2）
地域⽂化研究ⅢＡ (2） 地域⽂化研究ⅢＢ (2） 国際教育論Ａ (2） 国際教育論Ｂ (2）
多⽂化共⽣論Ａ (2） 多⽂化共⽣論Ｂ (2） 百⼈⼀⾸の⽂化史Ａ (2） 百⼈⼀⾸の⽂化史Ｂ (2）
⽇本の昔話Ａ (2） ⽇本の昔話Ｂ (2） ⽇本⽂学⽂化と⾵⼟Ａ (2） ⽇本⽂学⽂化と⾵⼟Ｂ (2）
⽇本の詩歌Ａ (2） ⽇本の詩歌Ｂ (2） 地域史（⽇本）Ａ (2） 地域史（⽇本）Ｂ (2）
地域史（東洋）Ａ (2） 地域史（東洋）Ｂ (2） 地域史（⻄洋）Ａ (2） 地域史（⻄洋）Ｂ (2）
国際⽐較論Ａ (2） 国際⽐較論Ｂ (2） 国際関係⼊⾨ (2） 地域と⽣活 (2）
異⽂化理解概論 (2） 留学のすすめ (2）
海外研修Ⅰ (2） 海外研修Ⅱ (2） 海外実習Ⅰ (2） 海外実習Ⅱ (2）
短期海外研修Ⅰ (1） 短期海外研修Ⅱ (1） 短期海外研修Ⅲ (1） 短期海外研修Ⅳ (1）
短期海外実習Ⅰ (1） 短期海外実習Ⅱ (1） 短期海外実習Ⅲ (1） 短期海外実習Ⅳ (1）
English Communication Ａ (1） English Tourism Projects A (1）
English Communication Ｂ (1） English Tourism Projects B (1）
Reading and Vocabulary Ａ (1） English for Tourism Industry(1）
Reading and Vocabulary Ｂ (1） Applied Reading (1）
中国語Ⅰ a (1）
中国語Ⅰ b (1）
中国語Ⅱ a (1）
中国語Ⅱ b (1）
ドイツ語Ⅰ a (1）
ドイツ語Ⅰ b (1）
ドイツ語Ⅱ a (1）
ドイツ語Ⅱ b (1）
フランス語Ⅰ a (1）
フランス語Ⅰ b (1）
フランス語Ⅱ a (1）
フランス語Ⅱ b (1）
スペイン語Ⅰ a (1）
スペイン語Ⅰ b (1）
スペイン語Ⅱ a (1）
スペイン語Ⅱ b (1）
韓国語Ⅰ a (1）
韓国語Ⅰ b (1）
韓国語Ⅱ a (1）
韓国語Ⅱ b (1）
⽇本語Ⅰ a (1）
⽇本語Ⅰ b (1）
⽇本語Ⅱ a (1）
⽇本語Ⅱ b (1）
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2022年度⼊学⽣⽤　国際観光学科　教育課程表（基盤教育科⽬　⼀般学⽣⽤）

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年
中国語Ⅲ a (1） Hospitality English (1）
中国語Ⅲ b (1） Test Leader (1）
中国語Ⅳ a (1） Academic Writing Ⅰ (1）
中国語Ⅳ b (1） Academic Writing Ⅱ (1）
観光のドイツ語 (1） Cultural Studies (1）
観光のフランス語 (1） Business English (1）
観光のスペイン語 (1） World Affairs (1）
観光の韓国語 (1） 中国語通訳翻訳技法Ⅰ (1）
ドイツ語圏の⾔語と⽂化 (2） 中国語通訳翻訳技法Ⅱ (1）
フランス語圏の⾔語と⽂化 (2）
スペイン語圏の⾔語と⽂化 (2）
東アジアの⾔語と⽂化 (2）
⽇本語Ⅲ (1）
⽇本語Ⅳ (1）

⽇本語総合演習Ａ (1） ⽇本語総合演習Ｂ (1） 観光の⽇本語Ａ (1） 観光の⽇本語Ｂ (1）
（共通外国語科⽬）

Business English Communication(2） テクニカルライティング (2） アカデミックライティング (2）
（留学⽀援科⽬（LEAP）

(2） IELTS for Study Abroad Ⅰ Reading/Writing (2）
(2） IELTS for Study Abroad Ⅱ Reading/Writing (2）

Pre-Study Abroad: Listening/Speaking (2） Pre-Study Abroad: Writing (1）
（留学⽣対象科⽬）
ビジネス⽇本語と⽇本⽂化Ⅰ (2） ビジネス⽇本語と⽇本⽂化Ⅱ (2） ビジネス⽇本語と⽇本⽂化Ⅲ (2）
⽇本事情ⅠＡ (2） ⽇本事情ⅠＢ (2） ⽇本事情ⅡＡ (2） ⽇本事情ⅡＢ (2）
⽇本事情ⅢＡ (2） ⽇本事情ⅢＢ (2） ⽇本の⽂化と社会 (2）
⽇本語アカデミックライティングⅠ (1） ⽇本語アカデミックライティングⅡ (1） ⽇本語アカデミックライティングⅢ (1） ⽇本語アカデミックライティングⅣ (1）

⽇本語と⽇本社会Ａ (2） ⽇本語と⽇本社会Ｂ (2） 応⽤⽇本語 (1）
⽇本国憲法 (2） ベーシック・マーケティング (2） 流通⼊⾨ (2） 基礎会計学 (2）
企業会計 (2） 情報化社会と⼈間 (2） 情報倫理 (2） コンピュータ・リテラシィ (2）
インターンシップ⼊⾨ (2） 社会貢献活動⼊⾨ (2） 公務員論 (2） 地球環境論 (2）
ロジカルシンキング⼊⾨ (2） クリティカルシンキング⼊⾨ (2）
キャリアデザイン⼊⾨ (2） キャリアデザイン実践 (2） キャリアデベロップメント (2）
コミュニケーション＆マナー⼊⾨ (2） コミュニケーション＆マナー実践 (2）

ファシリテーション概論 (2）
スポーツ健康科学実技ⅠＡ (1） スポーツ健康科学実技ⅠＢ (1） スポーツ健康科学実技ⅡＡ (1） スポーツ健康科学実技ⅡＢ (1）
スポーツ健康科学実技ⅢＡ (1） スポーツ健康科学実技ⅢＢ (1） スポーツ健康科学実技ⅣＡ (1） スポーツ健康科学実技ⅣＢ (1）
スポーツ健康科学講義Ⅰ (2） スポーツ健康科学講義ⅡＡ (2） スポーツ健康科学講義ⅡＢ (2） スポーツ健康科学演習Ⅰ (2）
《特設テーマ︓東洋⼤学フィロソフィ〜⾃校について学ぶ〜》
全学総合Ａ (2） 全学総合Ｂ (2） 全学総合Ｃ (2）
総合Ａ (2） 総合Ｂ (2）
《特設テーマ︓数理・データサイエンス・ＡＩ》
全学総合Ｄ (2） 全学総合Ｅ (2）
全学総合Ｆ (2） 全学総合Ｇ (2） 全学総合Ｈ (2） 全学総合Ｉ (2）
全学総合Ｊ (2） 全学総合Ｋ (2） 全学総合Ｌ (2） 全学総合Ｍ (2）
総合Ｃ (2） 総合Ｄ (2） 総合Ｅ (2） 総合Ｆ (2）
総合Ｇ (2） 総合Ｈ (2） 総合Ｉ (2） 総合Ｊ (2）
総合Ｋ (2） 総合Ｌ (2） 総合Ｍ (2）

IELTS for Study Abroad Ⅰ Listening/Speaking
IELTS for Study Abroad Ⅱ Listening/Speaking
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2022年度⼊学⽣⽤　国際観光学科　教育課程表（専⾨科⽬）

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年

観光基礎演習 （2） 国際観光研究Ⅰ （2） 国際観光研究Ⅱ （2） 国際観光研究Ⅳ （2）
観光学概論 （2） 国際観光研究Ⅲ （2） 国際観光研究Ⅴ （2）
ホスピタリティ概論 （2） 卒業課題 （4）
ホスピタリティ産業論 （2）
旅⾏産業論 （2）
交通経営概論 （2）
観光政策・余暇論 （2）
観光計画概論 （2）

観光開発計画論 （2）
観光調査・予測理論 （2）
マーケティング概論 （2）
旅⾏業法論 （2）
運輸産業論 （2）
旅⾏契約と保護 （2）
サスティナブル・ツーリズムとSDGs （2）
観光まちづくり概論 （2）
航空経営論 （2）
インバウンド政策概論 （2）
地域観光論 （2）
ホスピタリティ管理会計論 （2）
ホスピタリティ⼈的資源論 （2）
ホスピタリティ・マーケティング （2）
ホスピタリティ起業論 （2）
観光交流論 （2）
フードビジネス産業論 （2）
サービス・マネジメント （2）
セレモニー概論 （2）
ホテル経営概論 （2）
旅館・リゾート経営論 （2）
ラグジュアリー・ビジネス論 （2）

観光実学基礎演習Ⅰ （3） 観光実学演習Ⅰ （3） 観光実学演習Ⅲ （3）
観光実学基礎演習Ⅱ （3） 観光実学演習Ⅱ （3） 観光実学演習Ⅳ （3）
情報演習 （2） ペットツーリズム論 （2） 観光交通計画 （2） 観光まちづくり計画 （2）
観光統計学 （2） 観光企業概論 （2） 地域価値創造論 （2） 地域経営論 （2）
歴史と観光 （2） 景観緑地デザイン論 （2） ⾃然公園・保護論 （2） エコツーリズム （2）
宿泊産業概論 （2） 観光企業会計概論 （2） デスティネーションマーケティング論 （2） インバウンド事業論 （2）

エアラインサービス論 （2） DMO 戦略論 （2） 観光PR 論 （2）
旅⾏事業経営論 （2） 観光マーケティング実務 （2）
旅⾏企画・マーケティング論 （2） 海外ツーリズム論 （2）
鉄道経営論 （2） 航空マーケティング論 （2）
ミュージアム概論 （2） アートマネジメント （2）
ユニバーサルツーリズム論 （2） 観光リスクマネジメント （2）
観光法制度論 （2） 観光イノベーションテクノロジー （2）
観光ファイナンス論 （2） 観光・環境経済学 （2）
特定複合観光施設の制度と税Ⅰ （2） 特定複合観光施設の制度と税Ⅱ （2）
観光経営戦略論 （2） NPO/NGO 論 （2）
ホテル開発論 （2） ⼥将・総⽀配⼈論 （2）
旅館経営実務 （2） 温泉総論 （2）
ホスピタリティ関連法規 （2） 観光不動産法 （2）
観光不動産学 （2） ⾷品衛⽣論 （2）
メニュー開発論 （2） ビバレッジ総論 （2）
エアライン・コミュニケーション論 （2） フードビジネスマネジメント演習 （2）
エアラインホスピタリティ演習 （2） 葬祭事業論 （2）
ブライダル事業論 （2） イベント企画論 （2）
エンターテインメント・ビジネス論 （2） 観光とソーシャルメディア （2）
観光とコミュニケーション （2） ブランドマネジメント （2）
ホスピタリティ・デザイン論 （2） サービス・イノベーション論 （2）
デジタルマーケティング論 （2）

国際地域観光論 （2） 国際観光⽂化論 （2） 世界⽂化遺産地域振興論 （2） 国際環境政策論 （2）
国際観光社会学 （2） ヨーロッパの歴史と⾔語 （2） グローバル・ホテル会計論 （2）
地域財政と観光 （2） 観光と経済学 （2） ミクロ経済学 （2） マクロ経済学 （2）
観光と地⽅⾃治 （2） 観光基礎法学 （2） 観光ビジネス法 （2） 情報社会システム論 （2）
観光プロトコール （2） 現代企業特殊講義 （2） 観光学特殊講義Ⅰ （2） 観光学特殊講義Ⅱ （2）
観光からみる⽇本史探究 （2） 観光の歴史と⽂化 （2） 東京の社会と観光 （2） 宗教と観光 （2）
観光と芸術Ⅰ （2） 観光と芸術Ⅱ （2）
観光フィールドワークⅠ （2） 観光フィールドワークⅡ （2） 国際観光学研修Ⅰ （2） 国際観光学研修Ⅱ （2）
実習基礎論 （2） ホスピタリティ基礎実習 （1） ホスピタリティ応⽤実習 （1）
観光キャリアデザイン （2）
国内観光資源 （2） 海外観光資源 （2） 国内運賃・料⾦ （2） 国際航空運賃 （2）
海外旅⾏実務 （2）
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「観光政策・ツーリズム系」
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