
削除不可科目一覧 別紙２

当選したことで、履修登録上限単位数を超える場合や時間割
の同じ曜日・講時に複数科目が重なる場合は、以下の①～③
を除く科目の削除を申し出てください。

〈削除ができない科目〉

　①前期科目

　②通年科目

　③以下の一覧にある後期科目

履修コード 科目名 削除不可事由
≪大学共通科目≫

8579 学びとキャリア形成(Ｂ) 事務登録
8580 学びとキャリア形成(Ｃ) 事務登録

0556～0586 英語Ⅱ（コＡ）～（社部Ｆ） 事務登録
0651～0678 英語Ⅳ（コＡ）～（社部Ｈ） 事務登録
0711～0715 ドイツ語Ⅱ（文部）～（社部） 事務登録
0731～0735 ドイツ語Ⅳ（文部）～（社部） 事務登録
0761～0766 フランス語Ⅱ（文部）～（社部） 事務登録
0781～0785 フランス語Ⅳ（文部）～（社部） 事務登録
0811～0818 韓国語Ⅱ（文部Ａ）～（社部Ｂ） 事務登録
0831～0837 韓国語Ⅳ（文部Ａ）～（社部Ｂ） 事務登録
0861～0869 中国語Ⅱ（文部Ａ）～（社部） 事務登録
0881～0886 中国語Ⅳ（文部Ａ）～（社部） 事務登録
8451～8486 情報活用Ⅰ（英Ａ）～（福心Ｂ） 事務登録
8491～8525 情報活用Ⅱ（英Ｃ）～（福心Ｃ） 事務登録
8651～8693 日本語表現Ⅱ（英Ａ）～（福心Ｄ） 事務登録

8006 心理学Ⅱ（Ｃ） 抽選科目
8008 心理学Ⅱ（Ａ） 抽選科目
8009 心理学Ⅱ（Ｂ） 抽選科目
8010 健康管理学 抽選科目
8013 身体の科学Ⅱ 抽選科目
8014 スポーツ医学 抽選科目
8016 スポーツ栄養学 抽選科目
8097 哲学Ⅱ 抽選科目
8100 健康体力論 抽選科目
8103 科学と人間 抽選科目
8112 生命の科学Ⅰ（Ｂ） 抽選科目
8114 生命の科学Ⅱ（Ｂ） 抽選科目
8121 環境と人間Ⅱ（Ａ） 抽選科目
8123 環境と人間Ⅱ（Ｂ） 抽選科目
8131 法学 抽選科目
8135 政治学Ⅱ 抽選科目
8139 経済学Ⅱ 抽選科目
8143 社会学Ⅱ 抽選科目
8151 文化人類学 抽選科目
8185 美術の世界 抽選科目
8255 比較宗教学 抽選科目
8274 仏教の思想と文化 抽選科目
8294 ジェンダーと社会 抽選科目
8313 職業と人生Ⅱ(Ｃ) 抽選科目
8461 情報活用Ⅰ(経Ａ) 抽選科目
8471 情報活用Ⅰ(法Ａ) 抽選科目
8502 情報活用Ⅱ(経Ｂ) 抽選科目
8511 情報活用Ⅱ(法Ｂ) 抽選科目
8553 文学の世界 抽選科目

8109/8093 人間科学演習Ⅱ/身体と心の科学演習Ⅱ 抽選科目
8126/8593 社会科学基礎演習Ⅱ（Ａ）/教養演習Ⅱ（Ｃ） 抽選科目
8142/8557 世界の近現代史Ⅱ/現代世界の歴史〔東洋〕 抽選科目
8150/8146 統計学(B)/統計学Ⅰ(B) 抽選科目
8169/8154 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ａ）/北方圏論（Ａ） 抽選科目
8170/8155 北海道・北方地域文化論Ⅱ（Ｂ）/北方圏論（Ｂ） 抽選科目
8193/8173 日本の文化（Ｃ）/日本の文化Ⅰ（Ｃ） 抽選科目
8196/8107 現代社会と倫理（Ｂ）/生命と倫理（Ｂ） 抽選科目
8198/8188 中国の文化（Ｂ）/中国の文化Ⅰ（Ｂ） 抽選科目
8209/8202 アメリカの文化（Ｂ）/アメリカの文化Ⅰ（Ｂ） 抽選科目
8219/8212 ヨーロッパの文化（Ｂ）/ヨーロッパの文化Ⅰ（Ｂ） 抽選科目
8224/8566 国際・比較文化論（Ｂ）/国際文化論Ⅰ（Ｂ） 抽選科目
8228/8594 地域と世界基礎演習Ⅱ（Ａ）/教養演習Ⅱ（Ｄ） 抽選科目
8230/8600 地域と世界基礎演習Ⅱ（Ｂ）/教養演習Ⅱ（Ｇ） 抽選科目

8235～8238 聖書の思想と文化Ⅱ（Ａ）～（Ｄ） 抽選科目
8280/8285 キリスト教学演習Ⅱ/宗教と文化演習Ⅱ 抽選科目
8284/8591 人文科学基礎演習Ⅱ/教養演習Ⅱ（Ａ） 抽選科目
8297～8300

/8245～8248
キリスト教の歴史Ⅱ（Ａ）～（Ｄ）
/キリスト教の歴史と文化Ⅱ（Ａ）～（Ｄ）

抽選科目

8308/8315 数学(B)/数学Ⅰ(B) 抽選科目
8310/8592 自然・数理科学基礎演習Ⅱ/教養演習Ⅱ（Ｂ） 抽選科目
8322/8598 社会科学基礎演習Ⅱ（Ｂ）/教養演習Ⅱ（Ｆ） 抽選科目

≪国際交流関係科目≫
8796 Academic skills for Study Abroad（Ｂ） 抽選科目



削除不可科目一覧 別紙２

履修コード 科目名 削除不可事由
≪英文学科　専門科目≫

1177 英文法ｸﾘﾆｯｸ（Ａ） 事務登録
1011～1020 Basic SpeakingⅡ（In）～（Ｉ） 事務登録
1106～1110 Basic ReadingⅡ（Ａ）～（Ｅ） 事務登録
1151～1156 Basic CompositionⅡ（Ａ）～（Ｆ） 事務登録

1278 Journalism English（Ａ） 抽選科目
1482 グローバル・アクターズ 抽選科目
1488 Cross-cultural Psychology 抽選科目
1762 英米詩研究Ｂ 抽選科目
1764 演劇研究Ｂ 抽選科目
1772 イギリス小説研究Ｂ 抽選科目
1774 アメリカ小説研究Ｂ 抽選科目
1856 英語学研究Ｄ 抽選科目
1857 英語学研究Ｅ 抽選科目
1858 英語学研究Ｆ 抽選科目
1864 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ｄ 抽選科目
1867 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ｂ 抽選科目
1873 英語メディア研究Ｃ 抽選科目
1909 通訳法Ⅱ（文） 抽選科目
1976 日本語教授法Ⅱ 抽選科目
1987 翻訳法ＡⅡ 抽選科目
1988 翻訳法ＢⅡ 抽選科目

1091～1098
/1051～1058

Discussion and DebateⅡ（Ａ）～（Ｈ）
/ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅡ（Ａ）～（Ｈ）

抽選科目

1253/1902 Creative WritingⅡ（Ａ）/ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ（Ａ） 抽選科目
1254/1920 Creative WritingⅡ（Ｂ）/ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ（Ｂ） 抽選科目
1257/1906 Presentation Skills（Ａ）/ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ｽｷﾙｽﾞ（Ａ） 抽選科目
1258/1907 Presentation Skills（Ｂ）/ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ｽｷﾙｽﾞ（Ｂ） 抽選科目
1263/1923 Oral InterpretationⅡ（Ａ）/ｵｰﾗﾙ･ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝⅡ（Ａ） 抽選科目
1264/1924 Oral InterpretationⅡ（Ｂ）/ｵｰﾗﾙ･ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝⅡ（Ｂ） 抽選科目

1272/1992
English Workshop Ｂ (TOEIC対策)
/英語ワークショップＢ

抽選科目

1274/1994 English for Tourist Industry/英語ワークショップＤ 抽選科目
1276/1996 Speech Clinic/英語ワークショップＦ 抽選科目
1486/1862 統計実習/ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究Ｂ 抽選科目
1672/1652 欧米文化論B/欧米文化特講Ｂ 抽選科目

≪心理･応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科　専門科目≫
2085～2088 科学的研究法基礎実習（Ａ）～（Ｄ） 事務登録
2094/2128 English CommunicationⅢ/ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ 抽選科目

2146～2150 フィールド実習Ⅱ（Ａ）～（Ｅ） 実習費科目
≪経済学科　専門科目≫

3521～3523 基礎経済学（経Ａ）～（経Ｃ） 事務登録
3124 計量経済学（経） 抽選科目
3401 上級新聞活用 抽選科目

3417/3126 実践英語Ⅱ/ビジネス英語Ⅱ（経） 抽選科目
≪経営情報学科　専門科目≫

4041～4048 情報処理（Ａ）～（Ｄ） 事務登録
4071～4074 基礎演習（Ａ）～（Ｄ） 事務登録

4011 経営情報学Ⅱ 抽選科目
4025 問題解決スキル 抽選科目
4046 ビジネスケース（Ｂ） 抽選科目
4126 マーケティング・リサーチ 抽選科目
4151 プログラミングⅡ（Ａ） 抽選科目
4152 プログラミングⅡ（Ｂ） 抽選科目
4163 ソフトウェア開発論Ⅱ 抽選科目
4165 情報システム論Ⅱ 抽選科目
4224 消費者行動論 抽選科目

4177/4144 情報と社会/情報メディア論Ⅱ 抽選科目
4178/4019 情報ネットワーク論（Ａ）/インターネット論（Ａ） 抽選科目
4189/4030 情報ネットワーク論（Ｂ）/インターネット論（Ｂ） 抽選科目

≪福祉計画学科　専門科目≫
6308 社会福祉概説Ⅱ 事務登録
6591 社会保障論Ⅰ 事務登録
6530 相談援助入門実習（Ａ） 実習費科目

6551～6556 相談援助実習指導Ⅰ（Ａ）～（Ｆ） 実習費科目
6571～6577 相談援助実習指導Ⅲ （Ａ）～（Ｇ） 実習費科目

≪福祉臨床学科　専門科目≫
6642 成人・高齢者の生活と社会 事務登録
6701 福祉臨床入門 事務登録
6717 福祉臨床基礎実習指導Ⅱ 事務登録・実習費
6540 相談援助入門実習（Ｂ） 実習費科目

6551～6556 相談援助実習指導Ⅰ（Ａ）～（Ｆ） 実習費科目
6571～6577 相談援助実習指導Ⅲ （Ａ）～（Ｇ） 実習費科目

≪福祉心理学科　専門科目≫
6923 心理学統計法 事務登録
6927 心理学実験特殊実習 事務登録
6888 社会的スキル実習 実習費科目


