
 

 

<卒業認定基準> 

【学    部】 平成 30 年度入学生適用 

経済学部 卒業に必要な修得単位数は合計で 124 単位である。その内訳として、専門科目、基
礎教育科目、外国語科目で定められた授業科目区分ごとの最低必要単位を修得しなけ
ればならない。 
 
卒業必要単位 124 単位 

内訳 専門科目 80 単位以上  

 基礎教育科目 12 単位以上 

外国語科目 二言語 12 単位以上（うち英語 8 単位以上）  

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から 20 単位以上 

商学部 卒業に必要な修得単位数は合計で 124 単位である。2学系6コースを設置している。
2 年次以降は、いずれかのコースに所属し、専門科目、基礎教育科目、外国語科目で定
められた授業科目区分ごとの最低必要単位を修得しなければならない。 

 

卒業必要単位 124 単位 

内訳 専門科目 80 単位以上  

 基礎教育科目 14 単位以上 

外国語科目 10 単位以上（うち英語 8 単位以上） 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から 20 単位以上 

 

地域共創学部 卒業に必要な修得単位数は合計で 124 単位である。その内訳として、専門科目、基礎
教育科目、外国語科目について各学科で定められた授業科目区分ごとの最低必要単位
を修得しなければならない。 
なお、観光学科には3つのコースが設置されており、2年次以降は、いずれかのコ

ースに所属しなければならない。 

 また、地域づくり学科は昼夜開講制となっている。 

 

（観光学科）  

卒業必要単位 124 単位 

内訳 専門科目 84 単位以上  

 基礎教育科目 12 単位以上 

外国語科目 12 単位以上（うち英語 8 単位以上） 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から16単位以上 

 
（地域づくり学科） 

卒業必要単位 124 単位 

内訳 専門科目 70 単位以上 

  基礎教育科目 20 単位以上 

外国語科目 10 単位以上（うち英語 8 単位以上） 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から24 単位以上 

 

  



 

理工学部 卒業に必要な修得単位数は合計で124単位である。その内訳として、専門科目、基
礎教育科目、外国語科目について各学科で定められた授業科目区分ごとの最低
必要単位を修得しなければならない。 

 
（情報科学科） 

124 単位の内訳として、専門科目88単位、基礎教育科目 14単位、外国語科目10単位

が卒業するために必要である。さらに、上記に加えて専門科目・基礎教育科目・外国

語科目より12単位を修得しなければならない。 

また、情報技術コース総合教育プログラムではプログラム履修要領で指定された科

目の単位を修得しなければならない。 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 40単位 

専門選択科目 48単位以上 

基礎教育科目 14 単位以上（導入科目2単位を含む） 

外国語科目 10単位以上（英語8単位を含む） 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から12単位以上 

 

（機械工学科） 

124 単位の内訳として、専門科目 102単位、基礎教育科目 14 単位、外国語科目 8単

位が卒業するために必要である。 

また、機械コース、ロボットコースでは機械・ロボットコース履修要領で指定され

た科目の単位を修得しなければならない。 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 60単位 

専門選択科目 42単位以上 

基礎教育科目 14単位以上（導入科目2単位を含む） 

外国語科目 英語 8単位以上 

 

（電気工学科） 

124単位の内訳として、専門科目84単位、基礎教育科目14単位（指定された科目を

含む）、外国語科目 8 単位が卒業するために必要である。さらに、上記に加えて専門

科目・ 

基礎教育科目・外国語科目より18単位を修得しなければならない。 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 56単位 

専門選択必修科目 4 単位以上 

専門選択科目 24単位以上 

基礎教育科目 14単位以上 

外国語科目 英語 8単位以上 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から18単位以上 

 

生命科学部 卒業に必要な修得単位数は合計で124単位である。その内訳として、専門科目、基礎

教育科目、外国語科目について定められた最低必要単位を修得しなければならな

い。 

 

124 単位の内訳として、専門科目94単位、基礎教育科目 22単位、外国語科目 8 単位

が卒業するために必要である。 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 62単位 

専門選択必修科目 26単位以上 

専門選択科目 6単位以上 

基礎教育科目 22単位以上（導入科目2単位を含む） 

外国語科目 英語 8単位以上 

 

  



 

 
建築都市工学部 卒業に必要な修得単位数は合計で124単位である。その内訳として、専門科目、基礎

教育科目、外国語科目について各学科で定められた最低必要単位を修得しなけれ
ばならない。 

 

（建築学科） 

124単位の内訳として、専門科目104単位、基礎教育科目12単位、外国語科目8単

位が卒業するために必要である。また、総合コースでは総合コース履修要領で指定され

た科目の単位を修得しなければならない。 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 82単位 

専門選択科目 22単位以上 

基礎教育科目 12単位以上 

外国語科目 英語 8単位以上 

 

（住居・インテリア学科） 

124 単位の内訳として、専門科目104単位、基礎教育科目12単位、外国語科目 8単位 

の合計 124 単位以上を修得することが必要である。 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 74単位 

 専門選択必修科目 2単位以上 

 専門選択科目 28 単位以上 

基礎教育科目 12 単位以上 

外国語科目    英語 8単位以上 

 

（都市デザイン工学科） 

124 単位の内訳として、専門科目102単位、基礎教育科目12単位、外国語科目10単位 

が卒業するために必要である。また、応用コースでは応用コース履修要領で指定された

科目の単位を修得しなければならない。 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 58単位 

専門選択科目 44単位以上 

基礎教育科目 12単位以上 

外国語科目 10単位以上(英語 8 単位を含む) 

 

 

芸術学部  卒業に必要な修得単位数は 124単位である。その内訳は、芸術表現学科、写
真・映像メディア学科、ビジュアルデザイン学科、生活環境デザイン学科、ソー
シャルデザイン学科共に次のとおりであり、３年次までに配当されている授業科目
のうちから 100単位以上修得したものでなければ卒業研究Ⅰ、卒業研究Ⅱを履修するこ
とができない。 

卒業必要単位 124 単位 

内訳  専門科目 100単位以上  

 基礎教育科目 16 単位以上 

外国語科目 英語 8 単位以上 

 

  



 

 
国際文化学部  卒業に必要な修得単位数は 124単位である。その内訳として専門科目、基礎

教育科目、外国語科目について各学科で定められた授業科目区分ごとの最低必

要単位を修得しなければならない。 

 

（国際文化学科） 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門科目 78単位以上 

基礎教育科目 22単位以上 

外国語科目 16単位以上（2 外国語うち英語 12単位以上） 

さらに専門科目及び外国語科目から8単位以上 

 
（日本文化学科） 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門科目 80単位以上 

基礎教育科目 22単位以上 

外国語科目 12単位以上（2 外国語うち英語 8単位以上） 

さらに専門科目及び外国語科目から10単位以上 

 

人間科学部  卒業に必要な修得単位数は 124単位である。その内訳として、専門科目、基礎

教育科目、外国語科目について各学科で定められた授業科目区分ごとの最低必

要単位を修得しなければならない。 

 なお、臨床心理学科には 3 つのコースを設置しており、3 年次以降はいずれ

かのコースに所属しなければならない。 

 

（臨床心理学科） 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 28単位 

専門選択科目 68単位以上 

基礎教育科目 12単位以上（導入科目2単位を含む） 

外国語科目 英語 8単位以上 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から8単位以上 

 
（子ども教育学科） 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 60単位 

専門選択科目 36単位以上 

基礎教育科目 12単位以上（導入科目2単位を含む） 

外国語科目 英語 8単位以上 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から8単位以上 

 
（スポーツ健康科学科） 

卒業必要単位 124単位 

内訳 専門必修科目 32単位 

専門選択科目 64単位以上 

基礎教育科目 12単位以上（導入科目2単位を含む） 

外国語科目 英語 8単位以上 

さらに専門科目・基礎教育科目・外国語科目から8単位以上 

 

 


