
■ カリキュラム

日蓮聖人伝

日蓮聖人の生涯を思想と行動の両面

から究明していく、宗学科のなかでも

重要な科目です。日蓮聖人に関する

研究は、日蓮教団史だけでなく、仏

教学、日本史、仏教史、思想史などさ

まざまな分野で行われています。この

授業では、日蓮聖人の生涯を学ぶこ

とで、その知恵、思考などを自らのも

のにしていきます。多くの参考文献を

もとに、多角的に日蓮聖人を考察し

ます。

仏教デス・エデュケーション

デス・エデュケーションとは、死の教

育あるいは死への準備教育を意味し

ています。私たち人間はかならず「死」

を迎える存在であり、その死をいかに

受けとめ、自己の人生に捉えていくか

を考えることを目的とする授業です。

仏教では、「死」を迎える私たちが、

いかにこの問題と向き合うべきかを

教えているので、釈尊の生き方や日蓮

聖人の教えにその問題をたずね、現

代社会における「死」について考えて

いきます。

観心本尊抄講義

日蓮聖人の独自の教えは、二度目の

流罪を体験した佐渡において明らか

にされました。この「観心本尊抄」は、

日蓮聖人みずから「当身の大事」と述

べており、重要な教えが書かれていま

す。この授業では、「観心本尊抄」が

どのような意図のもとに記され、いか

なる意味をもっているのかを考えるこ

とで、日蓮聖人独自の法華経信仰の

世界を理解していきます。

法華経概論

日蓮聖人は法華経を釈尊の実語とし

て受容し、その教えに随順することを

末代凡夫の信行の中心課題とされま

した。法華経には教主釈尊による衆

生教化の一大目的が明らかにされ、

教えを信受し、継承することによって

永遠の命を生きるというテーマが暗

示されています。本講義では、主とし

て宗学的（信仰的）アプローチにより、

法華経の内容を味わい、その特質に

迫ります。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目・宗学とは何か、法華経とは何かを学ぶ 学修の基礎ⅠⅡ
宗学基礎演習（一）（二） 宗学概論（一）（二） 法華経概論（一）（二）

ゼミナール（一）（二）
卒業論文
ゼミナール（三）（四）

選択必修
科目

・宗学を理解するための基礎を身につける
・日蓮聖人の教えを直接遺文から学ぶ

日蓮聖人伝（一）（二）
宗史概論（一）（二）
立正安国論講義（一）（二）
仏教学概論（一）（二）
史料演習（一）（二）

開目抄講義（一）（二）
宗学史概論（一）（二）
史料演習（三）（四）

観心本尊抄講義（一）（二）

天台学概論（一）（二）　日本仏教史（一）（二）　日蓮遺文研究（一）（二）

選択科目

・仏教のルーツをたどる
・日蓮聖人の教えの継承と展開を探る
・心の世界を他の視点からも探る
・ 宗教が描き出す多彩な世界観を見つめる

日本文化史（一）（二）　世界の言語と文化（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）　海外仏教文化研修（一）（二）（三）（四）　国内仏教文化研修（一）（二）（三）（四）

インド仏教史（一）（二）
サンスクリット語Ⅰ（一）（二）

中国仏教史（一）（二）
サンスクリット語Ⅱ（一）（二）
世界の宗教地理（一）（二）

）六（）五（）四（）三（）二（）一（講特史化文教仏
アジア美術史（一）（二）
日本美術史（一）（二）
人文科学とコンピュータ（一）（二）
キリスト教思想（一）（二）
哲学とは何か
哲学の基本諸問題
倫理学とは何か
倫理学の基本諸問題

心理学史
心理学概論

法華思想史（一）（二）　禅学概論（一）（二）　浄土学概論（一）（二）　真言学概論（一）（二）　仏教史特講（一）（二）（三）（四）
仏教カウンセリング　仏教デス・エデュケーション　現代宗教研究　宗教法人法　社会と宗教（一）（二）　宗教学概説　
宗教史概説　宗教社会学　宗教哲学　宗教心理学　芸術研究（一）（二）（三）（四）（五）　文化財論（一）（二）　
文化財修復概説（一）（二）

芸術実習基礎

仏教学部 _宗学科

■ 時間割モデル

１年次の前期を想定した時間割です。専門科目の

「宗学基礎演習（一）」や、一般教育科目の「学修の

基礎Ⅰ」、「基礎ゼミナール（一）」を通じて、将来僧侶

をめざす学生の育成、社会人としての必要なスキル

を身につけます。

3年次の前期では、日蓮聖人滅後、教団を背負った

僧侶たちが、聖人の思想・行動をどのように継承し、

展開したかを考える「宗学史概論（一）」や、文化財

研究の方法論を学ぶ「文化財論（一）」がおすすめで

す。

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE

◆教育
心理学

WED

英語
（一）

THU

哲学

FRI

キャリア開発
基礎講座Ⅰ

SAT

3 宗学基礎演習
（一）

英語
（三） ◆法学

4 ◆教育学
の基礎 歴史学 ◆体育

講義

基礎ゼミナール
（一）5

仏教学6

7

学修の基礎
Ⅰ

サンスクリット語
Ⅰ（一）

情報処理
の基礎Ⅰ

インド仏教史
（一）

■ 時間割［3年次］

2

◆社会科・
公民教育論1

MON

禅学概論
（一）

TUE WED

ゼミナール
（一）

THU FRI SAT

◆社会科
教育論Ⅰ3 インド哲学仏

教学特講（三）
文化財論
（一）

4 法華経概論
（一）

芸術研究
（一）

キャリア開発
基礎講座Ⅲ

開目抄講義
（一）5

宗学史概論
（一）6

7

◆教育実
践の研究

◆宗教
教育論

日本仏教史
特講（一）

◆教職資格を取得する場合の 1年次指定科目 ◆教職資格を取得する場合の 3年次指定科目



■ カリキュラム

東洋文化史

東洋とは、ここでは東アジアの漢字文

化圏を指します。漢字発祥の国・中

国では、古来さまざまな事柄を文字

で記録する習慣が発達し、それが積

み重ねられて「歴史」の国とされます。

インドが「思索」の国といわれるのと

好対照です。この授業では、中国史の

基礎的知識をふまえ、四千年にわた

る長い時間のなかで築かれてきた中

国の人間精神、特に祭祀・思想・信

仰の歴史を、政治・社会の史的展開

との関係から考察します。

比較文化特講

ガンダーラ地方（現在のパキスタン北

部）から出土した初期の仏像彫刻とギ

リシア彫刻。並べてみるとよく似てい

るのは何故でしょうか。その理由は、

2つの文化を比較することによって明

らかになります。「文化」とは「自然」

という言葉と対置されるように、人間

の諸活動の総称といえます。この授

業では、人間の創造的営為である宗

教、思想、芸術、民俗、歴史などの文

化を、仏教を基軸として比較探求しま

す。

インド哲学仏教学特講

「三蔵法師」の呼称に冠される三蔵と

は仏典を構成する経・律・論をいい、

そのうちの論をアビダルマといいます。

アビダルマには、なぜ人は輪廻転生す

るのか、煩悩とは何かについて議論し

た様子が詳細に記されています。授

業では、前半期に仏教学の基礎である

「倶舎論」を用い、後半期ではこのア

ビダルマを批判したナーガールジュナ

の「中論」をもとに大乗仏教の基本概

念である空思想について学んでいき

ます。

日本美術史

古くから大陸や半島の影響を受け、

独自の感性により発達してきた日本

の造形美術。美術史は造形作品の研

究をとおして、その歴史的展開を跡づ

ける学問です。授業では、仏教の受容

と飛鳥美術、初唐文化の流入と白鳳

美術、奈良朝仏教と天平美術、盛唐

文化と正倉院といったテーマを掲げ、

古代から近世までの変遷をひろく概

観します。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年
基礎・演習系 学問の方法を身につける ）二（）一（Ⅰ習演礎基学教仏 ）二（）一（Ⅱ習演礎基学教仏 ）二（）一（ルーナミゼ ）四（）三（ルーナミゼ

卒業論文

言語・スキル系 自ら探求する力を養う
）二（）一（Ⅰ語トッリクスンサ ）二（）一（Ⅱ語トッリクスンサ

）八（）七（）六（）五（）四（）三（）二（）一（化文と語言の界世

）二（）一（ターュピンコと学科文人

基幹・基礎系 仏教学の概略を知る

）二（）一（史化文アジア
）二（）一（史化文洋東
）二（）一（史化文本日
）二（）一（史教仏ドンイ

）二（）一（史教仏国中
）二（）一（史教仏本日
）二（）一（論概学教仏
）二（）一（史想思華法

言語系 文献を読む力を
身につける

パーリ語入門　
チベット語入門

思想・思想史系 仏教思想の深みと
広がりを知る

）六（）五（）四（）三（）二（）一（講特学教仏学哲ドンイ
　）二（）一（講特史教仏　）二（）一（史想思ドンイ

）二（）一（論想思較比　）二（）一（論概学台天

各宗派教学・教団史系 日本仏教の広がりを探る
）二（）一（論概学言真　）二（）一（論概学土浄　）二（）一（論概学禅

）二（）一（講特史教仏本日　）二（）一（講特想思教仏本日

文化史・文化財系 時代や地域による展開を
比較する

　）二（）一（史術美アジア ）二（）一（史術美本日 　
   ）六（）五（）四（）三（）二（）一（講特史化文教仏　）二（）一（理地教宗の界世

）二（）一（講特化文較比 　）二（）一（論化文教宗較比   
）二（）一（論財化文

　）二（）一（究研学古考教仏
）二（）一（説概復修財化文

芸術実習系 人間精神の表象をたどる
芸術実習基礎

芸術実習Ⅰ（仏像）
芸術実習Ⅰ（仏画）

芸術実習Ⅱ（仏像）
芸術実習Ⅱ（仏画）

宗教学系 世界の宗教と
その意味を知る 宗教学概説　宗教史概説　宗教哲学

現代宗教系 現代社会から宗教を見る ）二（）一（教宗と会社　学理心教宗　学会社教宗
仏教カウンセリング　仏教デス・エデュケーション

芸術系 仏教芸術を知る ）五（）四（）三（）二（）一（究研術芸

日蓮教学系 仏教教理の頂点を知る

）二（）一（伝人聖蓮日　）二（）一（論概学宗
）二（）一（論概史宗

）二（）一（義講論国安正立
現代宗教研究

）二（）一（論概経華法
）二（）一（論概史学宗
）二（）一（義講抄目開

）二（）一（義講抄尊本心観

他学部開設科目 多面的なアプローチを
試みる

哲学とは何か　哲学の基本諸問題
倫理学とは何か　倫理学の基本諸問題

）二（）一（想思教トスリキ
）二（）一（学俗民

心理学史　心理学概論

史
歴
想
思
教
仏

目
科
点
重

化
文
教
仏

目
科
点
重

■ 時間割モデル

■ 時間割［1年次・仏教文化専攻コース］

◆生活指導
の研究Ⅰ2

◆教育
心理学1

MON

◆教育学
の基礎

TUE WED

基礎
ゼミナール

THU FRI SAT

3 法学 アジア文化史
（一）

国内仏教文化
研修事前学習

4 インド仏教史
（一）

仏教学基礎
演習Ⅰ

英語
（一）

◆体育
講義

文学5
日本文化史
（一）6

7

学修の
基礎Ⅰ

英語
（三）

芸術実習
基礎

■ 時間割［3年次・仏教思想歴史専攻コース］

比較思想論
（一）2

1

MON
ゼミナール
（一）

TUE

インド哲学仏
教学特講（三）

WED

サンスクリット語
Ⅱ（一）

THU

人文科学とコン
ピュータ（一）

FRI SAT

仏教史特講
（一）3 インド思想史

（一）
世界の言語
と文化（六）

4 ◆情報資源
組織演習 1

仏教学概論
（一）

5
◆図書館
基礎特論6

7

◆図書館制
度・経営論

◆図書館情
報資源特論

宗教哲学
（一）

◆情報サー
ビス演習

◆情報資源
組織演習 2

海外仏教文化
研修事前学習

◆教員免許状を取得する場合の 1年次指定科目 ◆図書館司書資格を取得する場合の 3年次指定科目

仏教学部 _仏教学科

１年次の前期（仏教文化専攻コース）では、コース

重点科目である「アジア文化史」や「日本文化史」を

中心に、「芸術実習基礎」などの本学科ならではの

授業を組み入れています。また、教員免許状取得の

ための授業も履修しています。

3年次の前期（仏教思想歴史専攻コース）では、必

修の「ゼミナール」を中心に、コース重点科目の「イ

ンド思想史」、「インド哲学仏教学特講」を履修。ま

た、図書館司書資格科目を組み入れています。



■ カリキュラム

心理学アセスメント

性格検査や知能検査だけでなく、医療、

教育、産業などの場面で多用される心

理アセスメントについて学ぶ講義です。

はじめに、アセスメント技法としての心

理面接・行動観察・心理検査法の基

本と概要を広く学びます。特に、心理面

接については、具体的な事例を通じて

深い理解を促します。また、講義では実

際に検査を体験し、自分で採点や解釈

を行います。自身の体験をとおして、心

理アセスメントの定義を明確化させるこ

とが狙いです。

深層心理学

深層心理学とは、人間の心に無意識

が存在すると仮定して、人間の行動

や思考、不適応、身体症状などを「無

意識」概念で語る心理学のことを指し

ます。この授業では、はじめに深層心

理学の基礎、心理療法家の役割につ

いて学んでいきます。イメージを重視

するユングの分析心理学とフロイトの

精神分析との対比をとおして、総体的

に深層心理学的なものの見方を理解

していきます。

カウンセリング

前期では主に、カウンセリングに必要

な基本的理論や考え方を学びます。

基礎を身につけたあと後期では、学

生同士でロールプレイングやグループ

ワークを行い、受容・傾聴・共感な

どのコミュニケーションの技術などを

を身につけ、より実践的な方法を用い

て学修を深めていきます。1年を通じ

て、理論と体験の双方を学ぶことで、

カウンセラーに求められる知識を多

角的に蓄えることができます。

臨床心理学演習

3年次に行われるゼミナールです。臨

床心理学の領域を専門とする教員の

もとで、各学生の興味関心に合わせ

たテーマについて学んでいきます。臨

床心理学の各テーマについて深く学

ぶだけでなく、テーマの選定から調

査、論文作成という手順を通じて論

文を書く技術を身につけることができ

ます。さらに、それを基に教員やゼミ

生同士でディスカッションや意見交換

を行うこともあります。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

必修科目
心とは何か
人間とは何か
を学ぶ

心理学史　心理学概論
心理学基礎演習 1　心理学基礎演習 2
臨床心理学概論 1　臨床心理学概論 2

カウンセリング1　カウンセリング2
キャリアとライフ

臨床心理学演習 1　臨床心理学演習 2
心理学研究法 1　心理学研究法 2
臨床心理学研究法 1　臨床心理学研究法 2

卒業論文・卒業研究 1
卒業論文・卒業研究 2

必修選択科目
心を見る
技術・方法を
身につける

心理統計法 1
心理統計法 2

心理学測定法 1　心理学測定法 2　心理学基礎実験 1　心理学基礎実験 2
心理学情報処理 1　心理学情報処理 2　心理学アセスメント1　心理学アセスメント2
心理療法 1　心理療法 2

選
択
科
目

臨床実践につながる心理学

障害児心理学 1　障害児心理学 2　精神医学 1　精神医学 2　精神医学診断 1　精神医学診断 2　心身医学 1　心身医学 2
深層心理学　犯罪心理学　人間性心理学　ポジティブ・健康心理学　福祉臨床心理学　子どもの心理臨床　
教育相談とスクール・カウンセリング　キャリア・カウンセリング　行動と心理臨床

臨床心理学の実践 1　臨床心理学の実践 2

社会科学としての心理学

人間関係の心理学 1　人間関係の心理学 2　社会心理学 1　社会心理学 2

コミュニケーションの心理学 1　コミュニケーションの心理学 2　ステレオタイプの心理学 1　ステレオタイプの心理学 2
家族心理学 1　家族心理学 2　コミュニティ心理学 1　コミュニティ心理学 2　発達社会心理学 1　発達社会心理学 2
消費者行動の心理学 1　消費者行動の心理学 2　社会的貢献の心理学 1　社会的貢献の心理学 2
産業・組織心理学 1　産業・組織心理学 2

人間科学としての心理学

認知心理学 1　認知心理学 2　発達心理学 1　発達心理学 2　学習の心理学 1　学習の心理学 2
教育の心理学　青年期の心理学　人格心理学 1　人格心理学 2

感覚・知覚心理学 1　感覚・知覚心理学 2
生理心理学 1　生理心理学 2

心理学をより深く
理解する

専門への関心領
域を広げる

学術論文作成法 1　学術論文作成法 2　比較文化論

英語原書講読 1　英語原書講読 2

＊カリキュラムについては、2014 年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

１年次は心理学の概要や歴史に関する講義を多数

履修することで、専門領域を学ぶための基礎作りの

時期とします。今後の学修で、必須となる統計の基

礎的なスキルを学ぶ「心理統計法」は、ぜひ履修し

ておきたいところです。

また、3年次では「臨床心理学演習」や「心理学アセ

スメント」などの、実体験をとおして学ぶ授業を中心

に選択しています。臨床心理学の現場を知ることが

できる、「子どもの心理療法」や「深層心理学」では、

現場で活躍している先生方の貴重な体験談を聞くこ

とができます。

■ 時間割［3年次］

2

1

MON

心理学アセス
メント１・２

TUE WED

子どもの心理
臨床（後期）

THU

心理療法
１・２

FRI SAT

3

4 深層心理学
（後期）

キャリア・カウン
セリング（後期）5
臨床心理学
演習１・２6

7

心理学研究法
１・２

臨床心理学の
実践１・２

臨床心理学
研究法１・２

英語原書
講読１・２

■ 時間割［1年次］

英語Ⅱ2

1

MON

社会学

TUE

発達心理学
１・２

情報処理
の基礎

WED

臨床心理学
概論１・２

THU

心理学

FRI

英語Ⅰ

SAT

3 ハングル 人格心理学
１・２

学修の基礎
Ⅰ・Ⅱ

4 法学

心理学史（前期）
心理学概論（後期）5

6

7

心理学基礎
演習１・２

心理統計法
１・２

心理学部＿臨床心理学科

■ カリキュラム

恋愛心理学

学生にも身近な恋愛の心理について

学ぶ講義です。恋愛状況におけるさ

まざまな心理的問題を社会心理学的

観点から解説していきます。恋愛時に

おける心理や行動を、出会い、発展、

親密化といった発展段階にそって学

ぶだけでなく、「一夫多妻配偶システ

ム」や「異文化恋愛」などの、文化的

な観点からの考察も行います。日常

生活と密接な学問だけに、学生から

の人気が非常に高くなっています。

リーダーシップトレーニング

アメリカの著名な文献などを参考にし

て、リーダーシップの重要性と主要理

論を学んだ上で、グループワークなど

の体験を通じて、さらに理解を深めて

いきます。これは集団のなかで目標を

達成させるために、リーダーとして必

要な知識やスキルを身につけることを

目的としています。近年の就職活動の

際に重要とされる「対人コミュニケー

ション能力」を養うことができるスキ

ル系トレーニングの代表的な科目で

もあります。

ステレオタイプの心理学

「大阪の人はせっかちだ」「女性は感

情的だ」などの、世の中に蔓延する

ステレオタイプについて学んでいきま

す。ステレオタイプが形成、維持され

るメカニズムを社会心理学的知見か

ら理解し、現代の社会現象について

考察していきます。ほかにも、テレビ

をはじめとしたメディアにおけるステ

レオタイプ化の過程やオーディエンス

への影響についても考えていきます。

社会心理調査実習

社会調査の意義や基本的な事項を修

得します。グループワークなどを通じ

て、実践的に学び、受講者個人が調

査を企画し実施できる能力を養いま

す。前期では社会調査の歴史や過去

に用いられた事例などを通じて、社会

調査の基礎を学んでいきます。後期

では、質問紙調査の手法を中心に、

実際に社会調査を設計し、実施、分

析までを行うことで、実践的なスキル

を身につけていきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目

心理学概論　心理学史
対人・社会心理学概論 1
対人・社会心理学概論 2
心理統計法 1　心理統計法 2
対人・社会心理学基礎演習 1
対人・社会心理学基礎演習 2

心理学基礎実験 1
心理学基礎実験 2
キャリアとライフ

対人・社会心理学演習 1
対人・社会心理学演習 2

卒業論文・卒業研究 1
卒業論文・卒業研究 2

選
択
科
目
Ⅰ

スキル系
学年進行に応じた
科学的アプローチ
スキルの体系的履修

社会心理調査の基礎
社会心理調査の方法
プレゼンスキルトレーニング

対人スキルトレーニング
リーダーシップトレーニング

社会心理調査実習 1
社会心理調査実習 2

心理学英語論文講読　社会心理データ分析法
社会心理質的研究の方法　社会心理測定法

自己 人間力を養う

自己心理学
キャリア心理学　ポジティブ心理学
発達社会心理学 1　発達社会心理学 2
健康心理学 1　健康心理学 2

対人 対人力を養う

恋愛心理学
外見心理学
社会的欲求の心理学
対人感情の心理学
人間関係の心理学 1　人間関係の心理学 2
コミュニケーションの心理学 1　コミュニケーションの心理学 2
家族心理学 1　家族心理学 2

集団 社会人力を養う

集団心理学　ビジネス心理学
犯罪社会心理学
リスクマネジメントの心理学
情報社会の心理学
産業・組織心理学 1　産業・組織心理学 2
消費者行動の心理学 1　消費者行動の心理学 2
コミュニティ心理学 1　コミュニティ心理学 2

文化 国際人力を養う

ステレオタイプの心理学 1　ステレオタイプの心理学 2　
社会的貢献の心理学 1　社会的貢献の心理学 2
ジェンダー心理学　進化心理学
宗教と実存の心理学　言語と文化の心理学　
比較文化の心理学

選
択
科
目
Ⅱ

基礎・応用
1・2年次で
心理学全般の幅広い
専門的知識の履修

認知心理学 1　認知心理学 2　
学習の心理 1　学習の心理 2
人格心理学 1　人格心理学 2　
発達心理学 1　発達心理学 2　
教育心理学 1　教育心理学 2

感覚・知覚心理学 1　感覚・知覚心理学 2

■ 時間割モデル

１年次のポイントは、語学や教養科目に加え統計や

心理学史といった心理学の基礎知識を修得するため

の必修授業を多くとること。そのほかでは、「プレゼ

ンスキルトレーニング」などの対人力や社会人力の

育成につながる科目を優先的に選択しましょう。

3年次では、ゼミの活動を中心に据えつつ、社会調査

士の資格を取るための「社会心理調査実習」を履修

しましょう。国際人として学びを深める「Advanced 

English」や「リーダーシップトレーニング」なども、

学生から人気の高い授業です。

■ 時間割［3年次］

Advanced 
English2

1

MON TUE

キャリア心理学
／自己心理学

WED THU

対人･社会心理学演習１
／対人･社会心理学演習２

FRI SAT

ステレオタイプの心理学１
／情報社会の心理学3 人間関係の心理学１

／人間関係の心理学
恋愛心理学／
外見心理学

リーダーシップ
･トレーニング4 社会心理

測定法
キャリア開発基礎
講座Ⅲ（仏教・心理）

5

6

7

社会心理
調査実習

■ 時間割［1年次］

対人･社会心理学
概論 1・22

1

MON

社会心理調査の基礎
社会心理調査の方法

TUE WED

対人･社会心理学
基礎演習 1・2

THU

哲学
通年

心理学
通年

FRI SAT

社会学 A
通年3 心理学史

心理学概論
心理統計法
1・2

プレゼンスキル
トレーニング

学修の
基礎Ⅰ・Ⅱ

情報処理
の基礎4 英語Ⅱ

通年
英語Ⅰ
通年

5

6

7

ハングル
通年

心理学部＿対人・社会心理学科

■ カリキュラム

企業法入門

企業活動は実にさまざまな法令に

よって規律されています。その中心と

なるのが「商法」です。授業では、商

法分野の諸法令を中心に、隣接する

法分野との関連性についても学びま

す。また、会社法や手形法について知

るとともに、会社の設立や株式・株

式会社・会社の資金調達、手形と小

切手の仕組みの基本を理解します。

実務演習Ⅱ（社労士）

埼玉県の社会保険労務士が毎回複数

で担当する演習です。社労士が実務

において利用者からよく聞かれる法

律問題について調べて、教壇で発表

します。問題の解決や意外な発見を

めざして全員がグループ討論のメン

バーとなり考察。社労士の仕事の内

容を理解し、利用者から寄せられる

質問に対して答えられるよう、実務的

な力を養います。社労士に興味のある

方、実務の世界を見たい学生には必

須の授業です。

行政法総論

各種公務員や行政書士をめざす人の

基幹科目です。行政活動において行

政と私人との法関係がどのように形

成されるのか、また行政活動はどのよ

うに統制されるのか、行政法学が作

り出してきた法理論・法概念を学修。

また、行政過程において行政がいか

なる統制に服するのか、行政手続制

度や情報公開・個人情報保護制度

を通じて学びます。さらに、地方自治

における住民と行政との関わりも理

解します。

NPOと法

この10年余り、NPOは私たちの暮

らしにとって身近なものになってきて

います。市民公益活動の現代的形態

としてのNPOについて、その歴史的

経緯と法制度を紹介し、将来を展望

します。授業では、「特定非営利活動

促進法」を知るとともに、現状や身近

にあるNPOやボランティアとの関わ

り、震災復興に関わるNPO、起業お

よび自立などをテーマとして学び、法

改正やNPOの未来のあるべきかたち

について考えていきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

基本科目群
リーガル・マインドをしっかり

身につける

法学入門（日本国憲法を含む）Ａ
憲法入門　民法入門　刑法入門
憲法（人権）　民法総則　刑法総論

企業法入門　行政法入門　
憲法総論・統治機構　物権法　
債権法総論　契約法　不法行為法
家族法　刑法各論　国際法　学修の基礎Ⅱ

税法・企業会計法入門　金融法　担保法

企業法コース
企業法務に必要な法的素養を

身につけるための科目群
企業法総論　企業取引法　会社法１
労働法

会社法２　有価証券法　銀行取引法
金融商品取引法　保険法　企業会計法
民事訴訟法　民事執行・保全法　倒産処理法　
国際取引法　国際私法　英米家族法　
国際通商法　経済法　知的所有権法

公共政策コース
行政の活動にかかわる法的素

養を身につけるための科目群

行政法総論　行政作用・組織法
行政学　マクロ経済学　ミクロ経済学
財政学　英米法　政治学原論

刑事訴訟法　警察行政法　刑事政策
行政法各論　国際環境法　行政救済法
政治制度論　環境法　国際政治　税法

現代社会コース
法律の観点から現代社会を見

る目を養うための科目群

社会科学教育論Ⅰ
社会科学教育論Ⅱ
社会科・公民教育論Ⅰ
社会科・公民教育論Ⅱ

政治思想史　日本法制史　西洋法制史
スポーツと法　歴史と法　哲学と法
社会と法　ジェンダーと法　開発と法
ＮＰＯと法　メディアと法　仕事と法
外国と法　教育と法　福祉と法　科学と法
国際化と法

現代社会と法Ⅰ　現代社会と法Ⅱ
現代社会と法Ⅲ　現代社会と法Ⅳ
現代社会と法Ⅴ　現代社会と法Ⅵ
現代社会と法Ⅶ　現代社会と法Ⅷ
比較憲法　国際人権法　社会保障法
消費者法　英書講読　外書講読

演習系科目
問題解決能力と応用能力を養う

法学基礎演習Ⅰ（教養ゼミ）
法学基礎演習Ⅱ（教養ゼミ）
異文化コミュニケーション特別演習Ⅰ

特別演習Ⅰ（法科大学院進学用）
異文化コミュニケーション特別演習Ⅱ

特別演習Ⅱ（法科大学院進学用）
異文化コミュニケーション特別演習Ⅲ
実務演習Ⅰ　実務演習Ⅱ　実務演習Ⅲ
実務演習Ⅳ　実務演習Ⅴ　実務演習Ⅵ
憲法応用演習Ⅰ　憲法応用演習Ⅱ
民法応用演習Ⅰ　民法応用演習Ⅱ
民法応用演習Ⅲ　民法応用演習Ⅳ
民法応用演習Ⅴ　民法応用演習Ⅵ
刑法応用演習Ⅰ　刑法応用演習Ⅱ
商法応用演習Ⅰ　商法応用演習Ⅱ
商法応用演習Ⅲ　商法応用演習Ⅳ
商法応用演習Ⅴ　商法応用演習Ⅵ
民事訴訟法応用演習　
刑事訴訟法応用演習　税法応用演習
会計法応用演習　行政法応用演習Ⅰ
行政法応用演習Ⅱ　行政救済法応用演習Ⅰ
経済原論応用演習Ⅰ　経済原論応用演習Ⅱ

ゼミナールⅠ ゼミナールⅡ ゼミナールⅢ　ゼミナールⅣ

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

法学部 _法学科

■ 時間割

１年次は、最も標準的なパターンの時間割です。

コース別の特色が出てくるのは2年次からとなって

おり、基礎学力・社会人基礎力をつけるための科目

を中心に、専門科目の基礎（入門科目）を組み込ん

でいます。

3年次は、公務員志望者を想定した時間割です。行

政についての専門科目を中心に履修し、課外講座で

公務員と行政書士の講座を組み込んでいます。

■ 時間割［１年次・前期］

2

1

MON

現代時事
問題Ⅰ

TUE
法学基礎演習Ⅰ
（教養ゼミ）

WED

情報処理
Ⅰ

THU FRI

英語Ⅰ

学修の
基礎Ⅰ

SAT

3 法学入門 民法入門 刑法入門 文章基礎
講座

憲法入門4 近代経済学
Ⅰ

5

6

7

スポーツ
Ⅰ

心理学
概説

■ 時間割［３年次・後期］

2

1

MON

警察行政法

TUE

NPOと法

WED THU

スポーツ
と法

FRI SAT

福祉と法3 環境法

現代社会と法
Ⅷ（政治と法）4 財政学応

用演習Ⅱ 刑事訴訟法

5

6

7

ゼミナール
Ⅱ

課外講座
（公務員
講座）

■ カリキュラム

意思決定会計論

意思決定会計とは、経営者の意思決

定に有用な管理会計情報を提供する

ためのものです。会計のなかでも、経

営者が経営上の諸問題を発見し、解

決するための重要な分野といえます。

授業では、基礎的な知識の修得を目

的として、管理会計が歴史的にどのよ

うに発展したのか、組織や経営の変

化とどういう関係にあるのかという観

点からも学んでいきます。

広告論

広告は、今日の経済・社会・文化・

生活などに大きく関わり合っていま

す。そうした前提を踏まえ、広告とは

いったい何か、どのような機能があ

り、どのような役割を果たしているの

かを知ることを目的として授業を展

開。変化の激しい現代広告の姿が理

解できるよう、経営管理的な視点か

ら広告計画の立案過程の基礎を解説

していきます。

戦略経営論

現代では企業も環境の変化を読み取

り、組織の能力を見極めながら、脅

威を回避し、機会を探求していかなけ

れば、栄枯盛衰の世の中を生き残っ

ていくことができません。この講義で

は、戦略経営の基礎を理解すること

を目的として、戦略をいかに策定し、

どのように実行していくかについて、

戦略の視点だけではなく、組織の視

点からも検討することで、合併・買収

などの戦略経営に関して理解を深め

ることをめざします。

経営データ処理演習

変化の激しい現代の市場経済におい

て合理的な経営活動を実践していく

ためには、経営指標などの数値データ

を適切に処理し、そこから意味をくみ

取って迅速に意思決定し、行動に移し

ていくことが必要です。Excelなどの

表計算ソフトはこうした個人や組織の

意思決定において必須となるデータ

処理の感覚や技能を体得するために

重要です。授業では、Excelの基礎知

識を土台に、より高度で実践的なデー

タ処理方法の修得を目的とします。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

教養的科目

全学共通科目

学際的知識や
語学力を身につける

学修の基礎Ⅰ

教養的学際科目 産業論　金融論　近代日本経済史　社会福祉論　社会学　商法　民法　高齢化とキャリア
情報と社会・モラル・知的財産権　社会科学的方法論　自然科学概論　比較宗教論　経済学　法学　教養基礎科目　情報処理論 1　情報処理論 2

外国語科目

アジア言語Ⅰ（ハングル or 中国語 or 日本語）　アジア言語Ⅱ（ハングル or 中国語 or 日本語）

アジア言語演習 1（ハングル or 中国語 or 日本語）　アジア言語演習 2（ハングル or 中国語 or 日本語）

アジア言語演習 3（中国語）　アジア言語演習 4（中国語）
短期海外研修科目（特別語学演習Ⅰ〔英語〕）
短期海外研修科目（特別語学演習Ⅱ〔中国語〕）
短期海外研修科目（特別語学演習Ⅲ〔ハングル〕）

必修科目

オリエンテーション科目 経営学の学び方を
身につける

学修の基礎Ⅱ（経営戦略）
学修の基礎Ⅱ（マーケティング）
学修の基礎Ⅱ（情報システム学）
学修の基礎Ⅱ（会計学）

共通基礎科目 経営とデータ処理の
基礎を学ぶ

簿記原理 1
簿記原理 2

経営総合特論

経営データ処理演習 1
経営データ処理演習 2
経営管理論 1　経営管理論 2

専門外国語科目 コミュニケーションの
基本を身につける

ビジネス英会話 1
ビジネス英会話 2
日本語演習 1（留学生科目）
日本語演習 2（留学生科目）

選択科目

一貫教育科目 自ら設定したテーマに
取り組む

ゼミナール 1
ゼミナール 2

論文作成科目
卒業論文　企業研究

実務・資格科目 実務の技術を
修得する

スキル開発演習 インターンシップ フィールドワーク

コミュニケーション特講

チューター実習

専門選択科目

戦略
経営系

基礎
科目

より深い専門的知識・
技術を身につける

戦略経営論
組織論　企業論　経営心理学　経営数学
経営統計　ケーススタディ　人的資源管理
財務管理マーケティングマネジメント　

応用
科目

ビジネスと社会　労務管理　財務戦略論　経営法務　戦略経営特講　経営情報論
戦略情報システム論　ビジネスシミュレーション　国際経営論　経営科学　比較経営論
経営発達史　経営学説史　労務管理史　企業倫理　経営とイノベーション
パブリックセクター論　マネジメントゲーム　

情報システム
学系

基礎
科目 情報システム論 情報システム設計論　情報システム設計演習

経営数学　経営統計　プログラミング
応用
科目

上級プログラミング　データベース論　情報資源管理　経営科学　情報システム学特講
経営情報論　戦略情報システム論　情報通信ネットワーク演習　ビジネスシミュレーション
マルチメディア表現技術　マネジメントゲーム　情報システム発達史　　

ビジネス
コントロール
（会計学）系

基礎
科目

制度会計論
工業簿記
上級簿記

企業会計原則論　意思決定会計論
業績評価会計　会計測定論
標準原価計算　実際原価計算

応用
科目

財務諸表分析　内部監査　外部監査　法人税法　企業診断論　ビジネスコントロール特講
経営情報論　会計情報システム論　ビジネスシミュレーション　国際会計論　結合会計論
会計発達史　ノンビジネス会計　マネジメントゲーム

マーケ
ティング系

基礎
科目

マーケティング・
マネジメント

経営数学　経営統計　経営心理学　消費者行動論（基礎）
市場戦略論　マーケティングリサーチ入門　
マーケティングリサーチ基礎　消費者行動論（応用）　

応用
科目

流通経済学　流通機構論　マーケティング特講　経営情報論　戦略情報システム論　
ビジネスシミュレーション　国際マーケティング　消費社会論　パブリックセクター論　
マーケティングサイエンス　マネジメントゲーム　マーケティングコミュニケーション　広告論

自由科目 体育講義 商業実習Ⅰ　商業実習Ⅱ　情報化と職業　職業指導

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

経営学部 _経営学科

■ 時間割モデル

1年次は、経営学の基礎を学ぶため、必修が多く

なっています。選択科目として商法と民法を学ぶと

会社経営を法律の観点からも学べます。

3年次になると、より専門的な科目を受講できます。

例えば商品開発に興味がある場合、マーケティング

分野を中心に選択しながら、視野を広げるために戦

略経営や会計の科目を組み込むこともできます。

■ 時間割［3年次・前期］

2

1

MON TUE

人的資源
管理

WED

まちづくり論

THU

消費社会論

FRI SAT

3 流通経済学 国際会計論

4

5

6

7

サービスマー
ケティング

パブリック
セクター論

起業論

ゼミナール

■ 時間割［1年次・前期］

経営情報2

戦略経営1

MON

マーケ
ティング

会計

TUE

簿記原理

簿記原理

WED THU
学修の
基礎

FRI SAT

3 民法 中国語
（アジア言語）

4 中国語
（アジア言語）

5

6

7

商法 ビジネス
英会話

■ カリキュラム

金融論

現代の社会では金融の重要度が非

常に高まり、ニュースにおいても金融

分野の記事の比重が多くなっていま

す。金融は複雑な社会現象であり、

これを理解するには理論と制度の両

方に対して、バランスの取れた理解

が必要となってきます。「金融論」で

は、個人や企業の間の資金の賃借に

関わる問題や金融政策を理解するこ

とを目的としています。

国際経済

この授業では、国際貿易の理論と政

策について学びます。前半は、国際貿

易の仕組みを理解する上で基本とな

る概念を学び、その上で貿易パターン

や貿易利益などについて学んでいきま

す。後半は、GATT／WTOなどの国

際貿易のルール、FTAやEPAなどの

地域貿易協定、多国籍企業と直接投

資、サービス貿易とアウトソーシング、

温暖化や国際排出権取引といった地

球環境問題のトピックを扱います。

マクロ経済学

消費者や企業といったミクロの視点

を学ぶ「ミクロ経済学」に対し、「マ

クロ経済学」は経済活動を集計した

一国経済全体の変動を解き明かす経

済学です。GDPの詳しい概念から始

まり、財市場および資産市場（金融

市場）において、マクロ経済の重要な

変数であるGDPと利子率がどのよう

に決まるかを考察していきます。

環境・経済システム分析

環境という概念がどのようなものかを

理解するには、他分野を横断する知

識が求められます。自然環境と人間

社会をシステムとして捉え、その関係

や社会経済の活発化が環境に与えた

影響などを、人口や経済・環境指標

の動態から分析する手法について学

びます。この授業では、環境問題の発

生について、地球環境の変遷や人間

社会の発展など大局的な視点から学

んでいきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

経済の基礎 専　門

近代経済学入門
社会経済入門

経済史入門

日本経済入門
世界経済入門

環境経済入門

憲法   民法   商法   会計学   簿記
経営学   法律学概論   政治学概論

社会学   数学   心理学   統計学   歴史学
総合科目（音楽）   体育講義   体育実技
アメリカの文化と社会Ａ・Ｂ
ヨーロッパの文化と社会Ａ・Ｂ
東アジアの文化と社会Ａ・Ｂ

TOEIC Success Ⅰ★  Media English Ⅱ★

Econ English Ⅱ★  Business Writing Ⅰ★

情報処理概論  Media English Ⅰ
Econ English Ⅰ

英語Ⅲ　中国語Ⅲ　ドイツ語Ⅲ

フランス語Ⅲ　日本語Ⅲ

日本語表現法Ａ・Ｂ

情報基礎  統計処理法  英語Ⅰ・Ⅱ  中国語Ⅰ・Ⅱ
ドイツ語Ⅰ・Ⅱ  フランス語Ⅰ・Ⅱ  日本語Ⅰ・Ⅱ

英会話Ⅰ（Travel English）
英会話Ⅱ（Studying Abroad）
英会話Ⅲ（Living Abroad）
英会話Ⅳ（Office English）

TOEIC Success Ⅱ★

情報科学  コンピュータ科学
Reading and Discussion ★
Business Writing Ⅱ★

中国語Ⅳ　ドイツ語Ⅳ

グローバルイシューズＡ・Ｂ

経済法   労働法   原価会計
経営管理   経営財務論   経営労務

生物学　環境科学

ゼミナールⅠ ゼミナールⅡ 卒業研究

学修の基礎Ⅰ　学修の基礎Ⅱ

法学　政治学

ミクロ経済学　マクロ経済学
経済学原理
経済統計　経済数学
経済学史　社会経済学

日本経済史　欧州経済史

日本経済　アメリカ経済史
アジア経済史Ａ・Ｂ　ロシア経済Ａ・Ｂ
EU経済Ａ・Ｂ　中国経済Ａ・Ｂ
アジア経済Ａ・Ｂ　アメリカ経済Ａ・Ｂ
多国籍企業論Ａ・Ｂ

経済政策　財政学　金融論
金融史Ａ・Ｂ　産業経済
労働経済学　特別講座（金融知力論）
特別講座（現代商品市場論）
特別講座（保険論）　特別講座（証券論）
特別講座（パーソナルファイナンス概論）

環境政策

地球環境問題Ａ・Ｂ  資源エネルギー問題Ａ・Ｂ
農業経済　地域環境学Ａ・Ｂ
環境計画Ａ・Ｂ  環境・経済システム分析Ａ・Ｂ

生命科学Ａ・Ｂ

公共経済学
計量経済学
景気循環論
経済思想史Ａ・Ｂ

国際経済　国際金融
開発経済

社会保障
地方財政
情報経済
産業組織論

環境経済

1年 2年 3年 4年

世界・アジアの経済と歴史 専　門

財政・金融・労働 専　門

環境と社会
専　門

専　門

専　門

専　門

教　養

教　養

教　養

教　養
法律と経営

人間・社会・文化 教　養

コミュニケーションのスキル

少人数制の演習科目

必修

必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択必修 選択必修 選択必修

必修必修

必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択 選択

選択

選択選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

※ 語学は1言語を選択する。　※「★」はEnglish Intensive Class（英語強化クラス）の学生限定の科目です。　＊カリキュラムについては、2014 年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

1年次では、経済学の入門科目である「近代経済学

入門」「社会経済入門」「経済史入門」が必修のため、

語学と教養科目をバランスよく配置できるよう配慮

しています。

3年次では、基本的な経済学科目を２年次に取得

し、専門的な科目として国際問題（「国際金融」「開

発経済」「グローバルイシューズA」）と環境問題（「環

境経済」「環境政策」）を選択しています。

■ 時間割［1年次］

2

1

MON

経済史
入門

TUE

アメリカの
文化と社会A

学修の
基礎 I

WED

近代経済学
入門

THU

社会経済
入門

FRI SAT

英語
I3 法学 英語

II
政治学
概論

環境経済
入門

歴史学4 情報基礎

5

6

7

心理学 統計処理法

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE

国際金融

WED

開発経済

THU

経済学史

総合英語
II

FRI SAT

3 経営管理 特別講座
（金融知力論）

特殊講義（グロー
バルイシューズA）環境政策

4 EU経済 A 環境経済 ゼミナール
II

5

6

7

経済学部
就職支援
セミナー

経済学部 _経済学科

■ カリキュラム

ギリシア語原典講読

プラトンの著作『パイドン』『パルメニ

デス』のギリシア語テキストを使い、

校訂の検討も含めて正確に原典を読

みます。古典ギリシア語の入門書を

調べながら、教員が1語1語丁寧に

説明し学生のペースで読み進めてい

きます。ギリシア語と英語の辞書が使

いこなせ、ギリシア語文法を学びなが

ら、原典を自らの力で読めるようにな

ることをめざします。

日本思想史

和辻哲郎の『日本倫理思想史』と『倫

理学』を講読し、日本の倫理思想の

流れを概観し、その特殊性と普遍性

を検討していきます。授業では、なぜ

そのように考えられたのかを深く捉

え、自分なりの思考を生み出すため、

学生が担当をもって発表し、それを

手掛かりとして討論をしていく機会も

設置。発表する学生以外も毎回、課

題に基づくレポートを提出します。

現代哲学の諸相

Ⅰ期には技術哲学を扱います。東日

本大震災では、原子力技術に欠陥が

あったことが判明しました。授業では

こうした技術をめぐる諸問題を取り上

げながら、わたしたちにとって技術と

は何であるかを考えます。Ⅱ期には、

哲学の基本問題の一つである自由意

思と決定論をめぐる問題を主な題材

として、現代的状況のなかで哲学的

問題に取り組むとはどのようなことか

について学びます。

上級演習

8名の専任教員のなかから、自らの

関心に沿った教員を選択し、卒業論

文を完成させていくための演習です。

テーマを自ら立て、たくさんの文献を

読み、授業のなかで報告と討論を繰

り返します。最終的には個別の指導

を受けながら、2万字以上を執筆して

いきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目 古代・中世哲学史1　
古代・中世哲学史2 卒業論文

選択必修科目

基礎演習 1　基礎演習 2 基礎演習 3　基礎演習 4

哲学演習 1　哲学演習 2　哲学演習 3
哲学演習 4　哲学演習 5　哲学演習 6
哲学演習 7　哲学演習 8　哲学演習 9
哲学演習 10　哲学演習 11　哲学演習 12　
哲学演習 13　哲学演習 14　
哲学演習 15　哲学演習 16

上級演習 1　上級演習 2　上級演習 3
上級演習 4　上級演習 5　上級演習 6
上級演習 7　上級演習 8　上級演習 9
上級演習 10　上級演習 11　上級演習 12　
上級演習 13　上級演習 14　
上級演習 15　上級演習 16

哲学とは何か　哲学の基本諸問題
学修の基礎 II
近代哲学史 1　近代哲学史 2

現代哲学の諸相 1
現代哲学の諸相 2 哲学特殊講義 1　哲学特殊講義 2　哲学特殊講義 3　哲学特殊講義 4

哲学特殊講義 5　哲学特殊講義 6　哲学特殊講義 7　哲学特殊講義 8
哲学特殊講義 9　哲学特殊講義 10　哲学特殊講義 11　哲学特殊講義 12
哲学特殊講義 13　哲学特殊講義 14　  哲学特殊講義 15　哲学特殊講義 16
美学演習 1　美学演習 2　美学特殊講義 1　美学特殊講義 2論理学とは何か　論理学の基本諸問題

倫理学とは何か　倫理学の基本諸問題
美学とは何か　美学の基本問題

選択科目

キリスト教思想 1　キリスト教思想 2
英語原典講読 1　英語原典講読 2　英語原典講読 3　英語原典講読 4　英語原典講読 5　英語原典講読 6　英語原典講読 7　英語原典講読 8
ギリシア語 1　ギリシア語 2　ラテン語 1　ラテン語 2

人間と自然環境　人間と労働　人間と生死の問題　環境倫理学　人間と科学技術　人間と宗教
現代科学論　映像文化論　社会思想の展開 1　社会思想の展開 2　日本思想史 1　日本思想史 2　東洋思想史 1　東洋思想史 2

ドイツ語・ドイツ文化 1　ドイツ語・ドイツ文化 2
ドイツ語原典講読 1　ドイツ語原典講読 2　ドイツ語原典講読 3　ドイツ語原典講読 4　ドイツ語原典講読 5　ドイツ語原典講読 6
フランス語原典講読 1　フランス語原典講読 2　フランス語原典講読 3　フランス語原典講読 4　フランス語原典講読 5　フランス語原典講読 6
ギリシア語原典講読 1　ギリシア語原典講読 2　ギリシア語原典講読 3　ギリシア語原典講読 4　ギリシア語原典講読 5　ギリシア語原典講読 6
ラテン語原典講読 1　ラテン語原典講読 2　ラテン語原典講読 3　ラテン語原典講読 4　ラテン語原典講読 5　ラテン語原典講読 6

共通専門科目 文学部・仏教学部・経済学部・地球環境科学部の指定科目の中から選択

■ 時間割モデル

1年次は主に必修科目や選択必修の科目を履修しま

す。心理学や社会学に関心があれば全学共通科目

の中から選択できます。

3年次になると、自分の好きな演習を履修できるよ

うになります。たとえば、ジェンダーの問題と死生の

問題に関心が出てくれば、演習も講義もそれに関連

した内容のものを選べます。

基礎英語 古代・中世
哲学史 基礎英語

社会学 心理学 倫理学とは
何か

哲学とは
何か 哲学 キリスト教

思想 基礎演習

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

学修の
基礎

近代哲学史

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

哲学特殊
講義 家族社会学

哲学演習

社会思想
の展開 哲学演習 哲学演習 相互作用

の社会学

ジェンダー
と文学

人間と生死
の問題

人間と
労働

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

文学部 _哲学科

■ カリキュラム

民俗学

日本の社会から忘れ去られた日本の

文化、なかでも闇から闇へ消されて

いった民俗文化の女性たちの集団を

中心に、民衆文化がいかなる意味を

もっているかを考えます。江戸時代の

日本人の社会的位置を女性の生活レ

ベルから問いただし、社会史として見

直すことをめざしています。

西洋史概説

西洋史の基礎となる事項や概念を学

び、理解を深めます。例えば 16世紀

以降のドイツ語圏の具体例を手掛か

りに知識を広げ、その後、特に共同

体、都市とその諸類型、封建制度など

について明らかにし、さらにヨーロッ

パの中世史における封建制の形成と

展開、身分制国家の形成、宗教、経

済、15・16世紀から20世紀初頭に

至るヨーロッパ近代の成立と展開の

基本的な流れを主権国家、市民革命、

産業革命などを中心にたどります。

考古学研究法

考古学の研究をするために基本的な

研究法を学ぶことを目的とします。考

古学の定義を知り、代表的な研究者、

考古学史を学んだ後、時代区分と時

期区分を学修。先史時代、弥生時代・

古墳時代・歴史時代に分けて考古学

の年代を知り、層位学的研究法や型

式学的研究法、分布論など実際の研

究法について理解を深めます。

日本思想・宗教史

日本の歴史を理解するためには、そ

の時代を生きた人びとの思想や宗教

を学ぶ必要があります。日本思想・

宗教史では、その概要を古代から近

代まで時代を追って紹介、とりわけ国

家と思想・宗教の関係を軸に、その

あり方を考えます。思想や宗教の自

由が保障されている現代では到底理

解できないような、かつての思想・宗

教の置かれた状況を振り返り、その

時代の理解を深めます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年
必修科目 歴史学全般の知識を集大成する 卒業論文

選択必修科目 幅広く学びながら、興味のある分
野を絞り込む

史学研究入門 日本史研究法
東洋史研究法 西洋史研究法 考古学研究法

日本史概説 1 日本史概説 2 日本史概説 3 日本史概説 4
東洋史概説 1 東洋史概説 2 東洋史概説 3 東洋史概説 4
西洋史概説 1 西洋史概説 2 西洋史概説 3 西洋史概説 4
考古学概説 1 考古学概説 2 考古学概説 3 考古学概説 4

日本史基礎演習
東洋史基礎演習
西洋史基礎演習
考古学基礎演習

日本史演習 1
東洋史演習 1
西洋史演習 1
考古学演習 1

日本史演習 2
東洋史演習 2
西洋史演習 2
考古学演習 2

選択科目 絞り込んだ専門知識への
学びを深める

日本史料講読
東洋史料講読
西洋史料講読
考古史料講読

考古学実習 1
考古学実習 2

考古学実習 3　考古学実習 4
考古学実習 5 考古学実習 6

古文書学実習　美術史　民俗学　文献・古記録研究

古文書学　歴史資料論　歴史地理学　近代日本社会・経済史　ヨーロッパ社会・経済史　日本思想・宗教史
アジア思想・宗教史
日本史特講 1　日本史特講 2　日本史特講 3　日本史特講 4　日本史特講 5　日本史特講 6　日本史特講 7　日本史特講 8
日本史特講 9　日本史特講 10　日本史特講 11　日本史特講 12　日本史特講 13　日本史特講 14　日本史特講 15
日本史特講 16　日本史特講 17　日本史特講 18　日本史特講 19　日本史特講 20
東洋史特講 1　東洋史特講 2　東洋史特講 3　東洋史特講 4　東洋史特講 5　東洋史特講 6　東洋史特講 7　東洋史特講 8
東洋史特講 9　東洋史特講 10　東洋史特講 11　東洋史特講 12　東洋史特講 13　東洋史特講 14　東洋史特講 15　
東洋史特講 16
西洋史特講 1　西洋史特講 2　西洋史特講 3　西洋史特講 4　西洋史特講 5　西洋史特講 6　西洋史特講 7　西洋史特講 8
西洋史特講 9　西洋史特講 10　西洋史特講 11　西洋史特講 12　西洋史特講 13　西洋史特講 14　西洋史特講 15　
西洋史特講 16
考古学特講 1　考古学特講 2　考古学特講 3　考古学特講 4　考古学特講 5　考古学特講 6　考古学特講 7　考古学特講 8
考古学特講 9　考古学特講 10　考古学特講 11　考古学特講 12　考古学特講 13　考古学特講 14　考古学特講 15　
考古学特講 16

共通専門科目 歴史を読み解くための知識と技術
を身につける 文学部・仏教学部・経済学部・地球環境科学部の指定科目の中から選択

■ 時間割モデル

1年次は、学芸員資格取得希望者のコースがモデ

ル。歴史の4分野のほか、ドイツ語、英語など語学

の授業を選択しています。一日の授業は3 ～ 4科目

を目安に無理のない時間割を組み立てています。

3年次は、図書館司書課程希望者のモデル。資格科

目とゼミなどの科目を優先的に入れてから、就職活

動に向けたセミナーや卒論テーマと関わってくるよう

な授業を組み込んでいます。

環境科学 日本史
概説１

基礎英語
１E

日本史料
講読１

基礎英語
１E

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

考古学
研究法

心理学
B

考古学
概説３

西洋史
概説１

ドイツ語
１

キャリア開発
基礎講座１

日本史
研究法３

博物館
教育論

学修の
基礎

歴史学
C

■ 時間割［1年次・前期］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

図書館情報
資源特論

歴史資料論
２

日本史
特講１

情報資源組織
演習１

西洋史概説
３

書物の基礎
１

情報サー
ビス演習

民俗学
１

図書館基礎
特論

図書館制度
・経営論

日本史
演習１A

情報組織
演習２

公務員 
講座

■ 時間割［3年次・前期］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

文学部 _史学科

■ カリキュラム

犯罪社会学2

犯罪社会学の視点から社会問題の解

決策を模索していく科目です。犯罪に

ついて客観的な視点を重視しつつ、

主観的な観点からもアプローチし、

現代社会におけるさまざまな社会問

題に迫ります。児童虐待、いじめなど

特定の社会問題がちりばめられたビ

デオを視聴し、教員が社会学的な視

点を提示するとともに問題状況を解

説。学生と教員とで解決策を構想し

ていきます。

現代家族論

ニュースや新聞上で多くの人びとが関

心を寄せる「家族」という身近な問題

について考える科目です。現代の家族

にとって問題となっている結婚、少子

化、里親制度、男女共同参画、ワー

クライフバランス、離婚などをテーマ

にわが国の家族の現状を学び、家族

制度と家族政策との関連を視野に入

れながら、家族の実態と課題につい

て考察していきます。

社会構造へのアプローチ

現代社会学の潮流を構造－機能分

析と意味学派の対抗関係として捉え、

現代社会学がどのような立場から、ど

のような研究・分析方法を確立して

きたかを理解。現代社会学を読み解

くための視座獲得を通じて、自らの研

究対象へのアプローチ方法を考える

基礎を構築していきます。

ジャーナリズム論

ジャーナリズムのうち特にドキュメンタ

リーの映像を視聴し、時代や現代社

会をどのように描いてきたかを分析し

ていきます。膨大なアーカイブの中か

ら、原発などエポックメイキングなも

のを選び、何を映してきたかを検証。

また、戦争が人間に何をもたらしてき

たかをテーマに、日中戦争やベトナム

戦争等の映像番組を見ます。これらを

とおし、映像を読む力を養い、再発を

防ぐためにドキュメンタリーがどのよう

な役割を果たせるかを考えます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目
社会学の成立と展開
社会構造へのアプローチ
社会調査概説

社会学専門演習
卒業論文
社会学応用演習 1
社会学応用演習 2

選択必修科目

社会学教養演習
社会学情報処理実習
統計学

社会学基礎演習 1
社会学基礎演習 2
基礎調査実習
調査データ処理
社会統計

社会調査実習 1
社会調査実習 2

社会学理論演習 1　社会学理論演習 2

コミュニティ・サービスラーニング

選択科目

情報社会論

社会心理学　犯罪社会学 1　ジャーナリズム論 1　数理社会学　
理論社会学　政治社会学　環境社会学 1

家族社会学　メディア・コミュニケーション論　宗教社会学 1　集合行動論　相互作用の社会学　社会変動論　現代家族論　犯罪社会学 2　
ジャーナリズム論 2　宗教社会学 2　環境社会学 2　情報数学　社会学特講 1　社会学特講 2　社会学特講 3　社会学特講 4　
比較文化特講 1　比較文化特講 2　地域社会特講 1　地域社会特講 2　情報社会特講 1　情報社会特講 2　都市社会学　現代都市論　
保健・医療の社会学　産業・労働の社会学　ジェンダーの社会学　文化人類学　アジア社会論　質的調査法　（平成 24年度入学生用）

共通専門科目 主に文学部の指定科目の中から選択

■ 時間割モデル

1年次は、教養的科目を可能な限り履修し、幅広い

知識の修得をめざすほか、「社会調査実習」と「社会

学専門演習」に向けた基礎的な科目を必修として組

み込んでいます。

3年次は、教養的科目や専門的科目の基礎的な科目

を取り終えているため、「社会調査実習」と「社会学

専門演習」の受講が主で、卒業単位に必要な取り残

し分の専門科目をいくつか組み込んでいます。

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

コミュニティ・サー
ビスラーニング

社会学 ジャーナリ
ズム論 1 基礎英語

中国語
1 基礎英語

社会学教養演
習／社会学情
報処理実習

心理学 社会調査
概説

キャリア開発
基礎講座 I

電子メディア論
／電子配信事情

統計学

社会学の成立と
展開／社会構造
へのアプローチ
犯罪社会学

1
学修の基礎

I

経済学

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

社会学
調査実習 1

政治社会学／
社会変動論

社会学
調査実習 2

キャリア開発
基礎講座 III

社会学
専門演習

都市社会学／
現代都市論

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

文学部 _社会学科

■ カリキュラム

日本語史

日本語の歴史を概説し、その基礎知

識の修得をめざす授業です。言語史と

は何か、ということから始まり、古代

から中世の日本語、近世の日本語、現

代の日本語と時代ごとの日本語の変

化を見ていき、昔の日本語はどうなっ

ていたのか、現代の日本語になるまで

にどんな遍歴をたどってきたのかを知

ることで、あらためて日本語の特徴と

いうものへの理解を深めます。国語教

員を志望する学生は最低限必要とさ

れる知識を学びます。

伝統芸能論

日本の文学の一環として伝統芸能を

考えていきます。さまざまな芸能の発

生状況を想定し、多様な芸能のあり

方を総覧。伝統的な映像の鑑賞や身

近な芸能に目を向け、興味を抱いて

いきます。祭りと芸能の概説、四季の

祭りと芸能の概説、神楽の実際、能

と狂言、人形芸と語り、歌舞伎と音

楽、語りの芸、新作落語の世界をテー

マとして取り上げ、最後にまとめとし

て、ディスカッションを行います。

ビブリオグラフィー入門

この授業は1年生の基礎ゼミに当た

り、これから日本文学の研究を進めて

いく上で必要な基礎知識を修得する

ことを目標にします。机上の知識ばか

りではなく、実践的な訓練も行いな

がら、調べたいことを見つける方法を

知ります。今後行われるガイダンスの

予定や、図書館の利用方法、インター

ネット検索の方法、辞書・事典の使

い方などを解説したあと、文献講読や

レポート、発表など実践的な学修を

行っていきます。

創作と研究

研究と創作を並行して行いながら、

短歌という詩型の現代的可能性や面

白さを体験。また、研究対象としてで

はなく、同行の表現者として、渡辺松

男、穂村弘、笹井広之、小島ゆかりな

ど近代、現代の作者の作品を鑑賞、

研究し、彼らの表現から技法や主題

へのアプローチを探り、毎回１首を創

作していきます。教育現場に出て短歌

を指導する場合に必要な鑑賞力、作

品創作のための基礎技術を身につけ

ます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目 基礎を学ぶ専門を深める ビブリオグラフィー入門
リーディング日本語日本文学基礎

総合演習Ⅰ1
総合演習Ⅰ2

総合演習Ⅱ1
総合演習Ⅱ2

総合演習Ⅲ1
総合演習Ⅲ2
卒業論文

選択必修科目 基礎科目から専門科目へ、
段階的に学ぶ

日本語学概論1　日本語学概論2　日本近現代文学史1　日本近現代文学史2　日本近現代文学史3　日本近現代文学史4
日本文学特講1　日本文学特講2　日本文学特講3　日本文学特講4　日本文学特講5　日本文学特講6
現代言語科学1　現代言語科学2
日本文学概論1　日本文学概論2　日本語文法1　日本語文法2
東洋古典文学講読1　東洋古典文学講読2
東洋古典文学概論1　東洋古典文学概論2　日本語研究史1　日本語研究史2
文学理論研究1　文学理論研究2　文章上達法1　文章上達法2　情報処理と文章作法
日本語史1　日本語史2
言語理論研究1　言語理論研究2　
創作と研究1　創作と研究2　創作と研究3　創作と研究4
情報処理日本語日本文学1　情報処理日本語日本文学2
日本語学特講1　日本語学特講2　
日本語学研究法　朗読法1　朗読法2
日本古典文学史1　日本古典文学史2　日本古典文学史3　日本古典文学史4
日本文学講読1　日本文学講読2　日本文学講読3　日本文学講読4　日本文学講読5　日本文学講読6
日本文学研究法1（2）　日本文学研究法2（2）　日本語学研究法1（2）　日本語学研究法2（2）　
漢字書法研究1（2）　漢字書法研究2（2）　現代文芸批評1（2）　現代文芸批評2（2）　書物の基礎1（2）　書物の基礎2（2）

選択科目 専門分野への興味と知識を
深める

伝承文学 1　伝承文学 2　文字文化史 1　文字文化史 2　
メディアコミュニケーション研究 1　メディアコミュニケーション研究 2　書物の基礎 1　書物の基礎 2　
イメージと文学 1　イメージと文学 2　ジェンダーと文学 1　ジェンダーと文学 2　
印刷文化史 1　印刷文化史 2　印刷文化史 3　仏教文学史 1　仏教文学史 2　コミック表現研究　
漢字文化圏史 1　漢字文化圏史 2　漢字文化圏史 3　絵画表現史 1　絵画表現史 2　絵画表現史 3　
サブカルチュア文学演劇文化史 1　演劇文化史 2　評論研究 1　評論研究 2　マイノリティの文学　
漢詩鑑賞 1　漢詩鑑賞 2　映像文化研究 1　映像文化研究 2　沖縄琉球文学 1　沖縄琉球文学 2　
カルチュラルスタディーズ 1　カルチュラルスタディーズ 2　劇場文化研究 1　劇場文化研究 2　
翻訳文学研究 1　翻訳文学研究 2　伝統芸能論 1　伝統芸能論 2
日中比較文学論 1　日中比較文学論 2　仮名書方研究　漢字仮名交じり書法研究　篆・隷・書字学研究　
日本書道史　中国書道史　書論・鑑賞　書学概論

共通専門科目 文学への興味対象を
さらに広げる 文学部・仏教学部・経済学部・地理環境科学部の指定科目の中から選択

文学部 _文学科日本語日本文学専攻コース

■ 時間割モデル

1年次は、必修科目を中心に、語学・教養的科目を

組み込むことで基礎力を身につけていきます。

3年次は、必修科目であるゼミナールを中心に、興

味のある専門科目、選択専門科目を加えています。1

年次に比べてゆとりをもった時間割にすることで、自

らの関心に沿ったテーマの学外研究や就職活動に

向けた時間へ当てることを念頭においています。

ビブリオグラ
フィー入門Ｄ

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

日本語学
概論 1

文章上達法
1

漢字書法
研究１

日本文学
概論 1

基礎英語
Ｌ 法学Ｃ 基礎英語

Ｌ

文学Ｂ

日本書道史

日本語学
概論 2

学修の
基礎Ⅰ

ハングル
1

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

イメージ
と文学１

映像文化
研究１

コミック
表現研究

総合日本語
日本文学Ⅱ

日本文学
特論４

文学理論
研究１

日本文学
概論１

ジェンダー
と文学

日本語学
研究１

日本文学
講読１

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

■ カリキュラム

アメリカ文学史

アメリカ文学史の初期からロマン派

文学までの潮流をたどった後、20世

紀初期の作家まで、すなわちピルグリ

ム・ファーザーズからニューイングラ

ンド文学までの変遷、ロングフェロー

やホィットマン、O・ヘンリーの作品

を取り上げ、それぞれの文学的な特

性を分析。作品に関してさまざまな参

考書も活用し、知見を有したうえで、

読み込むことで、アメリカの文化や時

代背景を知り、表現の深みを知ること

をめざします。

Brush-up Oral Communication

英語のオーラルコミュニケーションの

能力に磨きをかける科目です。学生同

士でプロフィールを共有したり、将来

設計を話したり、友達のよいところを

発表し合ったり、毎回のテーマに沿っ

て、実際に自分の言葉としてさまざま

な英語を使ってみることで、実践的な

英語力を身につけていきます。

英語学概論

英語の研究を始めるに当たり、英語

学・言語学についての研究項目を細

かく分けて解説する、英語学入門の

科目です。英語の音声学・形態論・

統語論について、基礎的な知識を学

び、言葉の背後にある面白さや不思

議さを理解することによって、種々の

問題を自ら探求していく姿勢を身につ

けることが目標です。

Creative Writing

基本的な文法の復習、形容詞と副詞

の使い方を学んだ後、日記や手紙、

物語、詩、レポートを書く、ビデオを

視聴して内容をまとめるなどさまざま

な種類のライティングの練習をするこ

とで、英語の「書く」能力を高めてい

く授業です。ライティングの基本と文

法を強化し、学生の想像力を刺激し

ていろいろな作文を書くことで、ライ

ティング能力の向上を図ります。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊開講科目については、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目 4 年間の学修成果をまとめる 卒業論文

選択必修科目
「読む・書く・聴く・話す」の 4つ
のスキルをバランスよく学びなが
ら、専門知識を身につける

Pre-Seminar1
Pre-Seminar2

英語英米文学セミナー 1
英語英米文学セミナー 2

英語英米文学セミナー 3
英語英米文学セミナー 4

英語学概論1　英語学概論2
英語史1　英語史2
Advanced Reading1
Advanced Reading2
Brush-up Grammar1　Brush-up Grammar2　イギリス文学特殊講義1　イギリス文学特殊講義2　イギリス文学特殊講義3　イギリス文学特殊講義4
イギリス文学特殊講義5　イギリス文学特殊講義6　Advanced Oral Communication1　Advanced Oral Communication2　Public Speaking1
Public Speaking2　アメリカ文学特殊講義1　アメリカ文学特殊講義2　アメリカ文学特殊講義3　アメリカ文学特殊講義4　アメリカ文学特殊講義5
アメリカ文学特殊講義6　Academic Writing1　Academic Writing 2　Business English 1　Business English 2　Brush-up Writing1
Brush-up Writing2　英語学特殊講義1　英語学特殊講義2　英語学特殊講義3　英語学特殊講義4　情報処理英語英米文学1　情報処理英語英米文学 2　
Current English1　Current English2　Brush-up Reading1　Brush-up Reading2　映像文化表現研究1　映像文化表現研究2　イギリス小説1
イギリス小説2　　Brush-up Oral Communication1　Brush-up Oral Communication2　身体と文化1　身体と文化2　アメリカ小説1　アメリカ小説2
Creative Writing1　Creative Writing2　英語圏の演劇1　英語圏の演劇2　英語圏の詩1　英語圏の詩2
Favorite English1　Favorite English2　Advanced Writing1　Advanced Writing2
Brush-up Listening & Pronunciation1　Brush-up Listening & Pronunciation2

選択科目 自分の興味にあわせ、
さらに知識を深める

比較文化 1　比較文化 2　文学と聖書　文学とギリシア・ローマ神話
イギリスの社会と文化 1　イギリスの社会と文化 2　アメリカの社会と文化 1　アメリカの社会と文化 2　文化記号論　児童文学 1　児童文学 2
言語と文化 1　言語と文化 2　翻訳入門
イギリス事情　アメリカ事情
ヨーロッパ文化研究 1　ヨーロッパ文化研究 2
TOEFL® ＆ TOEIC®English1
TOEFL® ＆ TOEIC®English2
TOEFL® ＆ TOEIC®English3
TOEFL® ＆ TOEIC®English4
Advanced English Comprehension1
Advanced English Comprehension2

共通専門科目 興味対象をさらに広げる 文学部・経済学部・仏教学部・地球環境科学部の指定科目の中から選択

イギリス文学史1　イギリス文学史2
アメリカ文学史1　アメリカ文学史2

Advanced Overseas-Research1　Advanced Overseas-Research2　Advanced Overseas-Research3
Advanced Overseas-Research4　Advanced Overseas-Research5　Advanced Overseas-Research6
Advanced Overseas-Research7　Advanced Overseas-Research8　Advanced Overseas-Research9
Advanced Overseas-Research10

文学部＿文学科英語英米文学専攻コース

■ 時間割モデル

1年次は、基礎的英語科目を中心に取り、「心理学」

「哲学」「法学」など学部共通の教養的科目、教職

課程科目を組み込んでいます。

3年次は、英語英米文学セミナーと教職課程科目を

中心に、実践的英語力を養っていくことが大切です。

また、関心に沿って学びを深めることができるため、

例えばアメリカ文学・文化などについても学びたい

場合、その科目を選択します。

Pre-
Seminar 英語史 Brush-up 

Grammar

基礎英語／
実践英語

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

心理学 基礎英語／
実践英語 法学 TOEIC&TOEFL 

English

英語学
概論 哲学 教育心理学／

生活指導の研究
Brush-up Oral 
Communication

キャリア開発
基礎講座

教育職の研究／
教育学の基礎

体育講義 学修の
基礎

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

TOEIC&TOEFL 
English

教育実践
の研究

アメリカ
文学史

アメリカの
社会と文化

英語学
特殊講義

Academic 
Writing 英語教育論 キャリア開発

基礎講座

Business 
English

英語英米文学
セミナー 英語教育論

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

■ カリキュラム

東洋文化史

東洋とは、ここでは東アジアの漢字文

化圏を指します。漢字発祥の国・中

国では、古来さまざまな事柄を文字

で記録する習慣が発達し、それが積

み重ねられて「歴史」の国とされます。

インドが「思索」の国といわれるのと

好対照です。この授業では、中国史の

基礎的知識をふまえ、四千年にわた

る長い時間のなかで築かれてきた中

国の人間精神、特に祭祀・思想・信

仰の歴史を、政治・社会の史的展開

との関係から考察します。

比較文化特講

ガンダーラ地方（現在のパキスタン北

部）から出土した初期の仏像彫刻とギ

リシア彫刻。並べてみるとよく似てい

るのは何故でしょうか。その理由は、

2つの文化を比較することによって明

らかになります。「文化」とは「自然」

という言葉と対置されるように、人間

の諸活動の総称といえます。この授

業では、人間の創造的営為である宗

教、思想、芸術、民俗、歴史などの文

化を、仏教を基軸として比較探求しま

す。

インド哲学仏教学特講

「三蔵法師」の呼称に冠される三蔵と

は仏典を構成する経・律・論をいい、

そのうちの論をアビダルマといいます。

アビダルマには、なぜ人は輪廻転生す

るのか、煩悩とは何かについて議論し

た様子が詳細に記されています。授

業では、前半期に仏教学の基礎である

「倶舎論」を用い、後半期ではこのア

ビダルマを批判したナーガールジュナ

の「中論」をもとに大乗仏教の基本概

念である空思想について学んでいき

ます。

日本美術史

古くから大陸や半島の影響を受け、

独自の感性により発達してきた日本

の造形美術。美術史は造形作品の研

究をとおして、その歴史的展開を跡づ

ける学問です。授業では、仏教の受容

と飛鳥美術、初唐文化の流入と白鳳

美術、奈良朝仏教と天平美術、盛唐

文化と正倉院といったテーマを掲げ、

古代から近世までの変遷をひろく概

観します。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年
基礎・演習系 学問の方法を身につける ）二（）一（Ⅰ習演礎基学教仏 ）二（）一（Ⅱ習演礎基学教仏 ）二（）一（ルーナミゼ ）四（）三（ルーナミゼ

卒業論文

言語・スキル系 自ら探求する力を養う
）二（）一（Ⅰ語トッリクスンサ ）二（）一（Ⅱ語トッリクスンサ

）八（）七（）六（）五（）四（）三（）二（）一（化文と語言の界世

）二（）一（ターュピンコと学科文人

基幹・基礎系 仏教学の概略を知る

）二（）一（史化文アジア
）二（）一（史化文洋東
）二（）一（史化文本日
）二（）一（史教仏ドンイ

）二（）一（史教仏国中
）二（）一（史教仏本日
）二（）一（論概学教仏
）二（）一（史想思華法

言語系 文献を読む力を
身につける

パーリ語入門　
チベット語入門

思想・思想史系 仏教思想の深みと
広がりを知る

）六（）五（）四（）三（）二（）一（講特学教仏学哲ドンイ
　）二（）一（講特史教仏　）二（）一（史想思ドンイ

）二（）一（論想思較比　）二（）一（論概学台天

各宗派教学・教団史系 日本仏教の広がりを探る
）二（）一（論概学言真　）二（）一（論概学土浄　）二（）一（論概学禅

）二（）一（講特史教仏本日　）二（）一（講特想思教仏本日

文化史・文化財系 時代や地域による展開を
比較する

　）二（）一（史術美アジア ）二（）一（史術美本日 　
   ）六（）五（）四（）三（）二（）一（講特史化文教仏　）二（）一（理地教宗の界世

）二（）一（講特化文較比 　）二（）一（論化文教宗較比   
）二（）一（論財化文

　）二（）一（究研学古考教仏
）二（）一（説概復修財化文

芸術実習系 人間精神の表象をたどる
芸術実習基礎

芸術実習Ⅰ（仏像）
芸術実習Ⅰ（仏画）

芸術実習Ⅱ（仏像）
芸術実習Ⅱ（仏画）

宗教学系 世界の宗教と
その意味を知る 宗教学概説　宗教史概説　宗教哲学

現代宗教系 現代社会から宗教を見る ）二（）一（教宗と会社　学理心教宗　学会社教宗
仏教カウンセリング　仏教デス・エデュケーション

芸術系 仏教芸術を知る ）五（）四（）三（）二（）一（究研術芸

日蓮教学系 仏教教理の頂点を知る

）二（）一（伝人聖蓮日　）二（）一（論概学宗
）二（）一（論概史宗

）二（）一（義講論国安正立
現代宗教研究

）二（）一（論概経華法
）二（）一（論概史学宗
）二（）一（義講抄目開

）二（）一（義講抄尊本心観

他学部開設科目 多面的なアプローチを
試みる

哲学とは何か　哲学の基本諸問題
倫理学とは何か　倫理学の基本諸問題

）二（）一（想思教トスリキ
）二（）一（学俗民

心理学史　心理学概論

史
歴
想
思
教
仏

目
科
点
重

化
文
教
仏

目
科
点
重

■ 時間割モデル

１年次の前期（仏教文化専攻コース）では、コース

中心に、「芸術実習基礎」などの本学科ならではの

授業を組み入れています。また、教員免許状取得の

ための授業も履修しています。

3年次の前期（仏教思想歴史専攻コース）では、必

修の「ゼミナール」を中心に、コース重点科目の「イ

ンド思想史」、「インド哲学仏教学特講」を履修。ま

た、図書館司書資格科目を組み入れています。

■ 時間割［1年次・仏教文化専攻コース］

◆生活指導
の研究Ⅰ2

◆教育
心理学1

MON

◆教育学
の基礎

TUE WED

基礎
ゼミナール

THU FRI SAT

3 法学 アジア文化史
（一）

国内仏教文化
研修事前学習

4 インド仏教史
（一）

仏教学基礎
演習Ⅰ

英語
（一）

◆体育
講義

文学5
日本文化史
（一）6

7

学修の
基礎Ⅰ

英語
（三）

芸術実習
基礎

■ 時間割［3年次・仏教思想歴史専攻コース］

比較思想論
（一）2

1

MON
ゼミナール
（一）

TUE

インド哲学仏
教学特講（三）

WED

サンスクリット語
Ⅱ（一）

THU

人文科学とコン
ピュータ（一）

FRI SAT

仏教史特講
（一）3 インド思想史

（一）
世界の言語
と文化（六）

4 ◆情報資源
組織演習 1

仏教学概論
（一）

5
◆図書館
基礎特論6

7

◆図書館制
度・経営論

◆図書館情
報資源特論

宗教哲学
（一）

◆情報サー
ビス演習

◆情報資源
組織演習 2

海外仏教文化
研修事前学習

◆教員免許状を取得する場合の 1年次指定科目 ◆図書館司書資格を取得する場合の 3年次指定科目

仏教学部 _仏教学科

■ カリキュラム

日蓮聖人伝

日蓮聖人の生涯を思想と行動の両面

から究明していく、宗学科のなかでも

重要な科目です。日蓮聖人に関する

研究は、日蓮教団史だけでなく、仏

教学、日本史、仏教史、思想史などさ

まざまな分野で行われています。この

授業では、日蓮聖人の生涯を学ぶこ

とで、その知恵、思考などを自らのも

のにしていきます。多くの参考文献を

もとに、多角的に日蓮聖人を考察し

ます。

仏教デス・エデュケーション

デス・エデュケーションとは、死の教

育あるいは死への準備教育を意味し

ています。私たち人間はかならず「死」

を迎える存在であり、その死をいかに

受けとめ、自己の人生に捉えていくか

を考えることを目的とする授業です。

仏教では、「死」を迎える私たちが、

いかにこの問題と向き合うべきかを

教えているので、釈尊の生き方や日蓮

聖人の教えにその問題をたずね、現

代社会における「死」について考えて

いきます。

観心本尊抄講義

日蓮聖人の独自の教えは、二度目の

流罪を体験した佐渡において明らか

にされました。この「観心本尊抄」は、

日蓮聖人みずから「当身の大事」と述

べており、重要な教えが書かれていま

す。この授業では、「観心本尊抄」が

どのような意図のもとに記され、いか

なる意味をもっているのかを考えるこ

とで、日蓮聖人独自の法華経信仰の

世界を理解していきます。

法華経概論

日蓮聖人は法華経を釈尊の実語とし

て受容し、その教えに随順することを

末代凡夫の信行の中心課題とされま

した。法華経には教主釈尊による衆

生教化の一大目的が明らかにされ、

教えを信受し、継承することによって

永遠の命を生きるというテーマが暗

示されています。本講義では、主とし

て宗学的（信仰的）アプローチにより、

法華経の内容を味わい、その特質に

迫ります。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目・宗学とは何か、法華経とは何かを学ぶ 学修の基礎ⅠⅡ
宗学基礎演習（一）（二） 宗学概論（一）（二） 法華経概論（一）（二）

ゼミナール（一）（二）
卒業論文
ゼミナール（三）（四）

選択必修
科目

・宗学を理解するための基礎を身につける
・日蓮聖人の教えを直接遺文から学ぶ

日蓮聖人伝（一）（二）
宗史概論（一）（二）
立正安国論講義（一）（二）
仏教学概論（一）（二）
史料演習（一）（二）

開目抄講義（一）（二）
宗学史概論（一）（二）
史料演習（三）（四）

観心本尊抄講義（一）（二）

天台学概論（一）（二）　日本仏教史（一）（二）　日蓮遺文研究（一）（二）

選択科目

・仏教のルーツをたどる
・日蓮聖人の教えの継承と展開を探る
・心の世界を他の視点からも探る
・ 宗教が描き出す多彩な世界観を見つめる

日本文化史（一）（二）　世界の言語と文化（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）　海外仏教文化研修（一）（二）（三）（四）　国内仏教文化研修（一）（二）（三）（四）

インド仏教史（一）（二）
サンスクリット語Ⅰ（一）（二）

中国仏教史（一）（二）
サンスクリット語Ⅱ（一）（二）
世界の宗教地理（一）（二）

）六（）五（）四（）三（）二（）一（講特史化文教仏
アジア美術史（一）（二）
日本美術史（一）（二）
人文科学とコンピュータ（一）（二）
キリスト教思想（一）（二）
哲学とは何か
哲学の基本諸問題
倫理学とは何か
倫理学の基本諸問題

心理学史
心理学概論

法華思想史（一）（二）　禅学概論（一）（二）　浄土学概論（一）（二）　真言学概論（一）（二）　仏教史特講（一）（二）（三）（四）
仏教カウンセリング　仏教デス・エデュケーション　現代宗教研究　宗教法人法　社会と宗教（一）（二）　宗教学概説　
宗教史概説　宗教社会学　宗教哲学　宗教心理学　芸術研究（一）（二）（三）（四）（五）　文化財論（一）（二）　
文化財修復概説（一）（二）

芸術実習基礎

仏教学部＿宗学科

■ 時間割モデル

１年次の前期を想定した時間割です。専門科目の

「宗学基礎演習（一）」や、一般教育科目の「学修の

基礎Ⅰ」、「基礎ゼミナール（一）」を通じて、将来僧侶

をめざす学生の育成、社会人としての必要なスキル

を身につけます。

3年次の前期では、日蓮聖人滅後、教団を背負った

僧侶たちが、聖人の思想・行動をどのように継承し、

展開したかを考える「宗学史概論（一）」や、文化財

研究の方法論を学ぶ「文化財論（一）」がおすすめで

す。

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE

◆教育
心理学

WED

英語
（一）

THU

哲学

FRI

キャリア開発
基礎講座Ⅰ

SAT

3 宗学基礎演習
（一）

英語
（三） ◆法学

4 ◆教育学
の基礎 歴史学 ◆体育

講義

基礎ゼミナール
（一）5

仏教学6

7

学修の基礎
Ⅰ

サンスクリット語
Ⅰ（一）

情報処理
の基礎Ⅰ

インド仏教史
（一）

■ 時間割［3年次］

2

◆社会科・
公民教育論1

MON

禅学概論
（一）

TUE WED

ゼミナール
（一）

THU FRI SAT

◆社会科
教育論Ⅰ3 インド哲学仏

教学特講（三）
文化財論
（一）

4 法華経概論
（一）

芸術研究
（一）

キャリア開発
基礎講座Ⅲ

開目抄講義
（一）5

宗学史概論
（一）6

7

◆教育実
践の研究

◆宗教
教育論

日本仏教史
特講（一）

◆教職資格を取得する場合の 1年次指定科目 ◆教職資格を取得する場合の 3年次指定科目

■ カリキュラム

リモートセンシング

リモートセンシング（遠隔探査）は、

センサーと対象物が遠く離れた観測

方法のことを指します。地球環境を学

ぶにあたって欠かせない環境情報学

の分野においても、この技術は重要

になっています。この授業では、基本

知識や地球環境の各分野での課題の

中で使用される事例紹介などを通じ

て衛星画像処理についての理解を深

めます。衛星画像の基本処理や作図

を行うことで、卒業研究などで利用で

きるスキルを身につけていきます。

環境保全活動実験

環境保全活動は、単に「木を植える」「生

物を保護する」などの活動だけで済まさ

れないさまざまな問題点や苦労を含んで

います。この授業では、実際に環境保全

に関する作業に従事することを通じ、市

民団体や地元住民の方と交流し、環境保

全の現場を体感します。実習先となるの

は主に海外であるため、異なる文化やさ

まざまな人とふれ合えるのもこの授業の

醍醐味です。2012年度は中国内モンゴ

ル自治区のホルチン沙地で、砂漠化防止

のための植林活動を行いました。

フィールドワーク

環境システム学科では、自ら現地に出向

き、調査を行うフィールドワークを重視

しています。２年次に履修する「フィール

ドワーク」は必修科目となっており、調

査地やテーマの異なる5つのクラスから

選びます。調査は3泊 4日で実施し、担

当教員の指導のもとでテーマに沿った初

歩的な調査を行います。観測・観察や

聞き取り調査を通じて生のデータを得る

体験は、行動力や洞察力を養います。調

査結果は教員の指導を受けながら処理・

分析し、レポートにまとめあげます。

環境気象学実習

気象は私たちの生活と関わりが大変深

い現象です。最近では天気図などの気

象情報を簡単に得ることができますが、

それらを正確に読み取り大気の振る舞

いを理解するには専門知識や熟練を要

します。本実習では、気象を解析するた

めの基礎となる天気図の描き方や衛星

画像の利用方法などについて学んでい

きます。また、ヒートアイランド現象の観

測や熱中症の調査などを題材に、実際

にフィールドに出て気象観測を実施す

ることで、応用力や実践力を養います。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

必修科目

環 境 科 学を学
ぶ上での土台を
しっかり固める
野外観察・調査
法を学ぶ
卒業研究に取り
組む

生物と大地の科学
環境生物学概論　地圏環境学概論

環境調査の基礎および実習　
基礎数学　基礎物理学　基礎化学　
基礎生物学　基礎地学　
環境情報学概論

フィールドワーク　
空間情報システムの基礎　
環境統計学

セミナーの基礎　セミナー 卒業研究指導（卒業論文含む）

気象と水の科学
環境気象学概論　環境水文学概論

専門基礎
科目Ａ群

学部共通
科目 幅広く学び、興

味ある分野を絞
りこむ

マップリーディング　地図と測量の科学　風土と人間生活　都市のアメニティ　自然災害のメカニズム　
地球環境システム論　ジオインフォマチックス　情報社会と倫理　情報文化と知的所有権　リモートセンシング　
環境経済学　環境関連法規　地域環境行政

学科共通
科目

人間活動と物質循環Ⅰ（大気と水の環境）　人間活動と物質循環Ⅱ（生物生産と生物圏の物質循環）　
人間活動と物質循環Ⅲ（人間活動と環境汚染）　環境統計学実習　環境情報処理実習　
リモートセンシング実習

専門基礎科目
Ｂ群

物理学
理科・情報の基
礎や実験・実習
法を学ぶ

物理学Ⅰ　物理学Ⅱ　物理学実験

化学 化学Ⅰ　化学Ⅱ　化学実験

生物学 生物学Ⅰ　生物学Ⅱ　生物学実験

地学 地学Ⅰ　地学Ⅱ　地学実験

情報 環境情報数学Ⅰ　マルチメディア表現技術　プログラミングの基礎（実習）

専門科目
Ａ群

球
地
・
物
生 環境生物学

専門分野の基礎
を固める

生態系の機能　植物と環境　動物と環境　環境生物学実習

環境地学 環境地質学　環境地形学　固体地球環境化学　地圏環境学実習

文
水
・
象
気 環境情報学 環境情報数学Ⅱ　情報システムの構築と応用　画像情報処理の基礎　空間情報システム実習

環境水文学 水文環境学　陸水環境学　環境水質化学　環境水文学実験

環境気象学 気候・気象学　総観気象学　大気大循環論　環境気象学実習

専門科目
Ｂ群

球
地
・
物
生 環境生物学

専門分野の知識
を深める

生物圏の歴史と人間活動　生物の多様性　生物間の相互作用

環境地学 防災地圏環境学　固体地球物質環境学　環境同位体化学　環境分析化学

文
水
・
象
気 環境情報学 環境情報数学演習Ⅰ　環境情報数学演習Ⅱ　プログラミングの応用（実習）

環境水文学 水文環境モニタリング　水文環境シミュレーション　水文循環とその調査法　水質水文学

環境気象学 気候変動論　微気象学　大気環境モニタリング　大気環境シミュレーション　温暖化と酸性雨　都市大気環境

専門科目
Ｃ群

発展学部
共通科目 複数の専門分野

にまたがる内容
を学び、広い視
野や実践力を養
う

熱帯圏の環境　氷雪圏の環境　乾燥圏の環境　環境保全活動実験　測量学および実習　測量学実践実習

発展学科
共通科目

生物圏の保全　国際環境問題　第四紀環境変遷史　環境流体力学　海洋環境学　情報化社会と職業　
情報産業史　情報通信ネットワーク特論　情報通信ネットワーク実習　シミュレーション技術　土壌環境学　
水資源と水利用　環境化学実験　土壌環境学実験

特別選抜
科目

環境生物学アドバンスト　地圏環境学アドバンスト　環境情報学アドバンスト　環境水文学アドバンスト　
環境気象学アドバンスト

自由選択科目 ※ 他コースの必修科目や専門科目も、自由選択科目として履修できます。

＊開講科目については、2014年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

環境システム学科では、自身の興味・関心に応じて

自由にカリキュラムを組むことができます。例えば、

この時間割は1年次後期の「生物・地球コース」で

環境生物学を中心に学ぶ学生のモデルケースです。

３年次の方は、後期における「気象・水文コース」

で環境気象学を専攻して学ぶ学生を想定。自由選

択科目の幅が広いため、幅広い学生の興味・関心

に合った履修が可能です。

■ 時間割［3年次・後期］

生物の
多様性2

1

MON

水質水文学

TUE

温暖化と
酸性雨

WED THU FRI SAT

海洋環境学3 国際環境
問題 微気象学

セミナー4

5

6

7

大気環境
モニタリング

プログラ
ミングの
基礎
（実習）

■ 時間割［1年次・後期］

2

生物学Ⅰ1

MON
人間活動と物質循環Ⅱ
（生物生産と生物圏
の物質循環）

TUE WED

環境水文学
概論

THU

環境情報学
概論

環境気象学
概論

FRI SAT

地学Ⅰ3 地圏環境学
概論

基礎英語
Ⅱ C

環境生物学
概論

基礎英語
Ⅱ C

4
ジオインフォ
マチックス5

6

7

生物学
実験Ａ

化学実験
B

地球環境科学部 _環境システム学科

■ カリキュラム

地理情報科学の基礎

地図や地理情報からもたらされる情報

は膨大な量です。この講義では、そう

いった情報を活用するための基礎を学

びます。地理情報科学の基本や適用事

例を用いて、GISなどの地理情報システ

ムで使用するデータの基本構造や作成

法を修得。また、地図学や地理学との関

連、地理情報科学の歩み、地理情報シ

ステムの構成要素、データ構造とその操

作、地図の表現方法、地理情報システム

の適用例と問題点などを深く理解するこ

とができます。

都市地理学

日本では、現在人口の約７割が都市

部に暮らしており、“都市の時代”とも

言われています。そこで起こるさまざ

まな問題は、私たちの生活に影響を

与えています。講義では、そうした都

市に関する理解を深めるために、都市

とはどういったものなのか、その基本

的な見方や分類の仕方、制度等を学

んでいきます。東京圏や工業都市、旧

城下町の都市等、具体的な事例を挙

げて、都市の形成・発達・構造・景

観を考察します。

海外フィールドワーク

地理学科では、2年次から4年次で

「海外フィールドワーク」を体験する

ことができます。海外ならではの自然

環境の体験、広い視野からの異文化

の理解をめざして、その地域に詳しい

教員の引率によりフィールドワークを

行います。これまでに、イギリス、アメ

リカ、台湾、ドイツ、イタリア、オース

トリア、ニュージーランドなど、世界

各国で実施してきました。現地を訪れ

ないとわからない、国の特徴や人との

触れ合いも楽しみの一つです。

地域調査法

この授業では、地理学的研究に必要

とされる、地域調査についてのスキル

の修得を目的としています。調査対

象は、大きく自然地理学と人文地理

学にまたがっています。野外実習や

卒業論文での具体的調査方法につい

て学修していきます。また、統計の手

法や使い方、基礎統計を用いた考え

方についても、サンプルデータを用い

てわかりやすく講義していきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

学科基幹
科目

（必修）
自分の目や耳で地域
の特性や問題点を捉
えていく

基礎地図学および実習Ⅰ
基礎地図学および実習Ⅱ

地理学基礎セミナー
フィールドワークⅠ

地理学セミナーⅠ
地理学セミナーⅡ
フィールドワークⅡ

地理学セミナーⅢ
地理学セミナーⅣ
卒業研究

（選択必修） 地理学の調査の方法
を学ぶ

地域調査法 1　地域調査法 2
地域調査法 3　地域調査法 4
地域調査法 5　地域調査法 6
地域調査法 7　地域調査法 8
地域調査法 9　地域調査法 10

学科専門
基礎科目

地理基礎科目群 地理学や地域の基礎
を学ぶ 人文地理学概論　自然地理学概論　日本地誌　アジア・オセアニア地誌　ヨーロッパ・アフリカ地誌　南北アメリカ地誌　地理基礎巡検

地理技能基礎
科目群

地理学に関連した基
礎的な技術を学ぶ

測量数学

デジタル地図の基礎　地理情報科学の基礎　地域データ分析法　地域自然情報の活用

学科専門
発展科目

地域デザイン科
目群

地域の現状を学び、
将来を考える

都市地理学　農業地理学　工業地理学　交通地理学　観光地理学　歴史地理学

都市と地域の計画　人口と地域　地域景観の保全と復原　流通地域論
人間活動と土地利用　地域開発と環境問題　観光資源とまちづくり

地域自然誌
科目群

地域の自然・環境を
学び、人と自然の関
係を考える

地形学　気候学　水文学　自然計測実習

自然災害と地域　災害・防災地図の作成と利用
自然公園とエコツーリズム　自然環境とまちづくり　地域の自然誌　

地域研究科目群

さまざまな地域の研
究を通して地域の現
状・将来・研究方法
について学ぶ

地域文化論　地域と民俗　首都圏の環境と生活

地域研究 1　地域研究 2　地域研究 3　地域研究 4　地域研究 5　地域研究 6

学科専門
実践科目 専門実践科目群

地図やコンピュー
ターを使った実習や
フィールドワークを
とおして実践的な技
術を学ぶ

地図画像処理論および実習　写真判読法および実習　地図表現と地図作成
海外調査法およびフィールドワーク 1　海外調査法およびフィールドワーク 2
海外調査法およびフィールドワーク 3

地理情報システム論および実習　地理情報システムの応用および実習
社会科・地理歴史教育論Ⅰ　社会科・地理歴史教育論Ⅱ　社会科教育論Ⅰ　社会科教育論Ⅱ

学部共通
科目

導入科目群 地球や地域に関する
教養を学ぶ

風土と人間生活　都市のアメニティ　地図と測量の科学　マップリーディング　地球の資源とエネルギー　地球の構造と進化
自然災害のメカニズム　地球環境システム論　生活環境の科学　情報社会と倫理　環境経済学　ジオインフォマチックス　

発展科目群

測量や地球環境学に
関する発展的テー
マ・技術を学び、実
践する

測量学および実習　測量学実践実習　環境保全活動実験

熱帯圏の環境　氷雪圏の環境　乾燥圏の環境
環境関係法規　地域環境行政　

＊開講科目については、2014年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

1年次では「基礎地図学および実習Ⅰ」や「情報処理

の基礎」等が必修科目になります。さらに、身近な問

題から地理学を考える「風土と人間生活」などもあ

ります。教養科目も幅広い選択が可能なので、「心

理学概論」や「キャリア開発基礎講座Ⅰ」などを履修

できます。

3年次では、GISの使い方を学ぶ「地理情報システ

ム論および実習」や、「フィールドワークⅡ」など、よ

り実践的な科目を中心に組むことができます。

観光地理学 気候学 自然環境と
まちづくり

地域研究
６

土地と地
域の計画

地域景観の
保全と復原

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

交通地理学3

4

5

6

7

地理情報
システム
論および
実習

地理学
セミナー

Ⅰ

測量学
および
実習

学修の
基礎Ⅰ

■ 時間割［1年次］

基礎地図学
および実習Ⅰ2

1

MON

心理学
概説

TUE WED THU

ヨーロッパ・
アフリカ地誌

基礎英語
Ⅰ

FRI SAT

情報処理
の基礎3 ドイツの言

語と文化Ⅰ

4 哲学とは
何か

キャリア開発
基礎講座Ⅰ

風土と
人間生活

地理学
概論5

6

7

自然災害の
メカニズム 日本地誌

週外集中授業：フィールドワークⅡ・海外フィールドワーク週外集中授業：地理基礎巡検

地球環境科学部 _地理学科

■ カリキュラム

権利擁護と福祉

相談援助活動と法との関わりを理解

し、基本的人権をはじめとした福祉

サービス利用者の諸権利を擁護する

仕組みについて学びます。前半では相

談援助活動において必要となる法制

度や成年後見制度等への理解を深め

ます。後半では、社会的排除や虐待な

どの権利侵害、認知症等の日常生活

上の支援が必要な人に対する権利擁

護活動について学び、それらの問題を

福祉現場でどう解決していくべきか、

実践的な方法を考えていきます。

仏教福祉特講

現代社会の福祉思想を考えるに当

たって、日本人の思想に多大な影響

を与えてきた仏教思想に注目し、新

たなる視点を模索する科目です。具

体的には、仏教福祉関連思想（仏教

福祉哲学）の立場から大乗仏教の「菩

薩」を取り上げ、これを福祉の観点か

ら考察。さらに、仏教を含めたあらゆ

る宗教の福祉思想についても学びま

す。宗教と福祉の関連性を取り上げ

るところは、まさに本学科ならではの

講義といえるでしょう。

バイオエシックス

不妊治療、試験管ベビー、男女の産

み分け、凍結受精卵、再生医療、iPS

細胞等、近年、急速に進展している

生殖医療関連技術。例えば出生前診

断では、誕生前に胎児の状態を遺伝

的な異常を含めて知ることができるよ

うになりつつあります。このような人

間の生命の誕生に関する先端技術の

利用には倫理的な問題がつきまとう

ものですが、そうした課題を福祉場面

と関連させて理解していき、解決策を

考え抜く力を養います。

社会福祉原論

「社会福祉とは何か？」を理解し、本

学科での４年間の学修のモチベー

ションを高めることを目的とした科

目。社会福祉を切り拓いた人、現代

社会の仕組み、社会福祉の原理、社

会福祉の歴史、社会福祉の関連領域

等、１年かけて社会福祉の全体像を

把握します。また、夏期休暇や春期休

暇中には課外学習も計画されており、

人間としての成長を促す、ボランティ

ア活動等への参加を推進しています。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年
基礎領域群 社会福祉の学び方を身につける

社会福祉の入門　社会福祉の歴史　仏教文化論

感性福祉論　学修の基礎Ⅱ

バイオエシックス 生涯発達論　英語文献講読Ⅰ　英語文献講読Ⅱ

理論領域群
社会福祉への理解を深め、問題解
決に向けて幅広い視野を養う

社会福祉原論 仏教社会福祉　社会保障論　
地域福祉論　精神保健福祉論

生活環境論

公的扶助論　児童福祉論　家族福祉論　障害者福祉論　老人福祉論　社会福祉法制論　
社会福祉行財政論　社会福祉計画論　権利擁護と福祉　司法福祉　医学一般　共生の福祉学
介護概論　福祉サービス論　医療ソーシャル・ワーク論　精神医学　養護原理　精神保健学

国際社会福祉論

福祉教育論

NPO・ボランティア開発論

技術・
実践領域群

対人援助の技術を学ぶ

ソーシャルワーク総論

ソーシャルワーク論Ⅰ
ソーシャルワーク論Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク演習Ⅰ　
ソーシャルワーク演習Ⅱ
フィールド演習Ⅰ

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ　
ソーシャルワーク実習　
ソーシャルワーク演習Ⅲ　
精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ
精神保健福祉援助実習Ⅰ
フィールド演習Ⅱ

ソーシャルワーク演習Ⅳ
精神保健福祉援助実習

基礎技能Ⅰ（コミュニケーション・スキル）

カウンセリング

社会調査法Ⅰ　社会調査法Ⅱ

基礎技能Ⅱ（音楽療法）　基礎技能Ⅲ

障害者スポーツ論　アダプテッドスポーツ実技

関連領域群

福祉の原点としての宗教・倫理の
考え方を学ぶ

心理学の視点から考察する

社会における福祉の位置を理解する

教育心理学　
教育職の研究

障害者教育総論　視覚障害教育総論
発達障害者教育総論　聴覚障害教育総論
生涯学習概論Ⅰ　生涯学習概論Ⅱ

キャリア開発基礎講座Ⅲ

宗教学概説　社会学概論Ⅰ　社会学概論Ⅱ　キャリア開発基礎講座Ⅰ・Ⅱ 社会福祉の最先端Ⅰ　社会福祉の最先端Ⅱ　社会福祉の最先端Ⅲ

生涯健康論　福祉とスポーツ　倫理学とは何か　倫理学の基本諸問題　仏教福祉特講
臨床心理学　発達心理学　経済学の基礎　法律学概論　キャリア開発基礎講座Ⅱ

海外福祉事情

演習・卒業論文 少人数ゼミでじっくり学ぶ 社会福祉基礎演習 社会福祉専門演習　卒業論文　

自由科目 テーマに沿ってより学びを深める 知的障害者の心理
肢体不自由者の心理・生理・病理

重複障害教育総論 知的障害者の生理・病理
病弱者の心理・生理・病理　知的障害教育
肢体不自由教育 病弱教育 自立活動の理論と実際
特別支援教育実践の研究 社会福祉実習

特別支援学校教育実習

■ 時間割モデル

１年次は「社会福祉原論」等の必修科目を中心に、

教養的科目はもちろん、1年次から「ソーシャルワー

ク総論」等の社会福祉士受験資格取得を念頭にお

いた専門的科目も選択できます。

３年次は社会福祉士希望のソーシャルワークプログ

ラムを履修する学生を想定し、後期に実習に行く学

生が必ず履修しなければならない科目のほか、実践

力を高めるための専門科目を数多く選択できます。

■ 時間割［1年次］

2

バイオエ
シックス1

MON

NPO・ボラン
ティア開発論

生活環境論

TUE

英語Ⅰ

社会福祉
基礎演習

WED

ソーシャル
ワーク総論

THU

経済学
Ⅰ

FRI

体育講義

SAT

3 学修の
基礎Ⅰ 社会学 心理学 社会福祉

原論

法学4 英会話 情報処理
の基礎

5

6

7

海外福祉
事情

■ 時間割［3年次］

アダプテッド
スポーツ実技2

障害者ス
ポーツ論1

MON

ソーシャルワーク
演習Ⅲ

ソーシャルワーク
実習指導Ⅱ

TUE WED
権利擁護
と福祉

THU

公的扶助論

FRI SAT

3 基礎技能
Ⅰ 老人福祉論 医学一般 児童福祉論

社会福祉
法制論4 社会福祉

行財政論

5

6

7

社会福祉学部 _社会福祉学科

■ カリキュラム

国際社会福祉論

世界の多くの国や地域で広がる貧困、

格差、搾取、児童労働、人身売買、暴

力・紛争等の実態とそれを生み出す

構造的背景について理解を深める科

目です。日本とは社会制度の異なる

諸外国の現状を知るべく、ヨーロッパ

や社会主義諸国の福祉・教育政策や

政治、社会運動について学ぶことで、

国々で社会制度が異なるなかで、私た

ちが幸福に暮らすために必要なことは

何なのか、そして何をすべきなのかを

思考する力を養います。

初等教科教育法（国語・算数）

小学校教員養成のために必要な知識

や技能を学べる講義で国語と算数の２

つが用意されています。前者では、書く

こと・読むこと・話すこと・聞くことの

指導や国語の特質に関する事項など、

国語科指導法の基礎的スキルを学修。

学級経営、言語感覚等、教育者として

の素養を培う時間もあります。一方後

者は、算数科教育の目標・意義、各学

年ごとの指導方法および算数科におけ

る授業設計・授業評価について学修。

授業における実践力を養います。

保育内容の研究（言葉）

幼児の適切な教育課程をまとめた文

部科学省発行の「幼稚園教育要領」に

「言葉」という領域がありますが、そ

の内容と狙いを理解すること、そして

保育者としての総合的な指導・援助

のあり方を理解することが主眼です。

100冊以上の絵本を読むことが課題

として課せられる等、乳幼児に向けた

言葉を専門的に学ぶのが特徴で、言

葉の発達を援助する適切な言葉かけ

や保育活動における関わり方の基礎

知識が身につけられます。

心理学研究法Ⅰ
心理学は実験と結果に基づき研究を

進めていきます。そのため、心理学を

学ぶためには、その研究方法の理解と

体得が不可欠です。この科目では、研

究方法の修得を通じて、心理学的発

想と考え方を身につけることをねらい

とし、特に「心」の一般的法則にアプ

ローチするための観察・実験方法・

調査方法について学修。実証科学的

な思考のあり方や基本的な研究方法、

さらには心理学論文の読み方・書き

方の基礎まで修得できるでしょう。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年
基礎領域群

専門科目を研究する姿勢と
技法を修得する

社会福祉の入門　社会福祉の歴史　仏教文化論　生涯発達論　感性福祉論

教育学の基礎 学修の基礎Ⅱ

バイオエシックス　英語文献講読Ⅰ　英語文献講読Ⅱ

理論領域群
福祉・保育・教育に関する
理論的な科目を学ぶ

人間福祉論Ⅰ　現代と福祉　社会福祉
児童家庭福祉　社会的養護Ⅰ　
教育職概論　保育学　保育者論　
乳児保育　　発達心理学Ⅰ　発達心理学Ⅱ
子どもの保健Ⅰ　
国際社会福祉論Ⅰ　国際社会福祉論Ⅱ
NPO・ボランティア開発論　

人間福祉論Ⅱ　相談援助　
社会的養護Ⅱ　社会的養護内容　
家庭　児童文化　障害児保育　
教育と保育の心理学Ⅰ　
教育と保育の心理学Ⅱ　
臨床心理学Ⅰ　臨床心理学Ⅱ

家庭支援論　司法福祉　教育制度論
健全育成論　仏教保育　
子どもの食と栄養

社会心理学　家族心理学
生涯健康論　社会保障論
地域福祉論　障害者福祉論
高齢者福祉論

技術・
実践領域群

福祉・保育・教育に関する技術・
実践的な科目を学ぶ

国語　算数　音楽Ⅰ　図画工作 教育課程総論　保育課程論
保育内容総論　教育方法（メディア教育）
生活　音楽Ⅱ　体育　英語活動
初等教科教育法（国語）　
初等教科教育法（算数）　
保育内容の研究（健康）　
保育内容の研究（環境）　
保育内容の研究（言葉）　
保育内容の研究（造形表現）
子どもの保健Ⅱ　
保育所実習１の研究
保育所実習１

道徳の指導法　特別活動の指導法　
生徒・進路指導 児童文化演習 社会 理科
初等教科教育法（社会）　
初等教科教育法（理科）　
初等教科教育法（生活）　
初等教科教育法（家庭）　
初等教科教育法（音楽）　
初等教科教育法（図画工作）　
初等教科教育法（体育）　
保育内容の研究（人間関係）
保育内容の研究（音楽表現）　
保育内容の研究（総合活動Ⅰ）
保育内容の研究（総合活動Ⅱ）　
教育相談　保育相談支援　
幼稚園実習１の研究　幼稚園実習１　
保育所実習２の研究　保育所実習２　
施設実習１の研究　施設実習１　
施設実習２の研究　施設実習２　

保育・教職実践演習（幼・小）　
小学校教育実習の研究　
小学校教育実習　
幼稚園実習２の研究　幼児園実習２

関連領域群
福祉・保育・教育の周辺
もしくは関連の科目を学ぶ

コミュニケーション・スキル 心理学研究法Ⅰ　心理学研究法Ⅱ　
心理学演習

心理学検査法Ⅰ　心理学検査法Ⅱ
キャリア開発基礎講座Ⅲ

カウンセリング　障害者スポーツ論
アダプテッドスポーツ実技

キャリア開発基礎講座Ⅰ 教育福祉の最先端Ⅰ　教育福祉の最先端Ⅱ　教育福祉の最先端Ⅲ

キャリア開発基礎講座Ⅱ

演習
研究の方法と態度を学び、各自の
テーマに沿って研究を深める

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ 専門ゼミⅠ　専門ゼミⅡ

自由科目 テーマに沿って学びを広げる 生涯学習概論Ⅰ　生涯学習概論Ⅱ

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

社会福祉学部＿子ども教育福祉学科

■ 時間割モデル

1年次は幼稚園教諭免許、保育士証、小学校教諭

免許の資格関連の必修授業を選択。「海外福祉事

情」等の国際的視野を広げる科目もお勧めです。

3年次は進路と資格の関係で焦点を絞って考える必

要があります。資格取得のためには実習関連の科目

が必須で、ここで示したのは資格を幼稚園教諭、小

学校教諭に絞ったケース。もう一方で、幼稚園教諭

と保育士の同時取得をめざす学生もいます。就職支

援に定評のあるキャリア開発講座もお勧めです。

■ 時間割［1年次］

学修の
基礎Ⅰ2

1

MON

社会福祉

児童家庭
福祉

TUE

英会話

基礎ゼミ
Ⅰ

WED

英語Ⅱ

THU

音楽Ⅰ

FRI

体育講義

SAT

教育学の
基礎3 体育実技 情報処理

の基礎
発達心理学

Ⅰ 国語

法学 A4 乳児保育 生涯発達論

5

6

7

算数 子どもの
保健Ⅰ

海外福祉
事情

保育学 図画工作

■ 時間割［3年次］

子どもの
食と栄養2

専門ゼミ
Ⅰ1

MON

保育相談
支援

キャリア
開発講座

TUE

初等教育法
（生活）

初等教育法
（社会）

WED

教育相談

特別活動
の指導法

THU

保育内容の研究
（総合活動）

保育内容の研究
（人間関係）

FRI

施設実習
１の研究

幼稚園実習
１

SAT

家庭支援論3 幼稚園実習
１の研究

初等教育法
（家庭） 理科 児童文化

演習
施設実習
２の研究

司法福祉4 心理検査法
Ⅰ

道徳の
指導法 教育制度論

5

6

7



■ カリキュラム

民俗学

日本の社会から忘れ去られた日本の

文化、なかでも闇から闇へ消されて

いった民俗文化の女性たちの集団を

中心に、民衆文化がいかなる意味を

もっているかを考えます。江戸時代の

日本人の社会的位置を女性の生活レ

ベルから問いただし、社会史として見

直すことをめざしています。

西洋史概説

西洋史の基礎となる事項や概念を学

び、理解を深めます。例えば 16世紀

以降のドイツ語圏の具体例を手掛か

りに知識を広げ、その後、特に共同

体、都市とその諸類型、封建制度など

について明らかにし、さらにヨーロッ

パの中世史における封建制の形成と

展開、身分制国家の形成、宗教、経

済、15・16世紀から20世紀初頭に

至るヨーロッパ近代の成立と展開の

基本的な流れを主権国家、市民革命、

産業革命などを中心にたどります。

考古学研究法

考古学の研究をするために基本的な

研究法を学ぶことを目的とします。考

古学の定義を知り、代表的な研究者、

考古学史を学んだ後、時代区分と時

期区分を学修。先史時代、弥生時代・

古墳時代・歴史時代に分けて考古学

の年代を知り、層位学的研究法や型

式学的研究法、分布論など実際の研

究法について理解を深めます。

日本思想・宗教史

日本の歴史を理解するためには、そ

の時代を生きた人びとの思想や宗教

を学ぶ必要があります。日本思想・

宗教史では、その概要を古代から近

代まで時代を追って紹介、とりわけ国

家と思想・宗教の関係を軸に、その

あり方を考えます。思想や宗教の自

由が保障されている現代では到底理

解できないような、かつての思想・宗

教の置かれた状況を振り返り、その

時代の理解を深めます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年
必修科目 歴史学全般の知識を集大成する 卒業論文

選択必修科目 幅広く学びながら、興味のある分
野を絞り込む

史学研究入門 日本史研究法
東洋史研究法 西洋史研究法 考古学研究法

日本史概説 1 日本史概説 2 日本史概説 3 日本史概説 4
東洋史概説 1 東洋史概説 2 東洋史概説 3 東洋史概説 4
西洋史概説 1 西洋史概説 2 西洋史概説 3 西洋史概説 4
考古学概説 1 考古学概説 2 考古学概説 3 考古学概説 4

日本史基礎演習
東洋史基礎演習
西洋史基礎演習
考古学基礎演習

日本史演習 1
東洋史演習 1
西洋史演習 1
考古学演習 1

日本史演習 2
東洋史演習 2
西洋史演習 2
考古学演習 2

選択科目 絞り込んだ専門知識への
学びを深める

日本史料講読
東洋史料講読
西洋史料講読
考古史料講読

考古学実習 1
考古学実習 2

考古学実習 3　考古学実習 4
考古学実習 5 考古学実習 6

古文書学実習　美術史　民俗学　文献・古記録研究

古文書学　歴史資料論　歴史地理学　近代日本社会・経済史　ヨーロッパ社会・経済史　日本思想・宗教史
アジア思想・宗教史
日本史特講 1　日本史特講 2　日本史特講 3　日本史特講 4　日本史特講 5　日本史特講 6　日本史特講 7　日本史特講 8
日本史特講 9　日本史特講 10　日本史特講 11　日本史特講 12　日本史特講 13　日本史特講 14　日本史特講 15
日本史特講 16　日本史特講 17　日本史特講 18　日本史特講 19　日本史特講 20
東洋史特講 1　東洋史特講 2　東洋史特講 3　東洋史特講 4　東洋史特講 5　東洋史特講 6　東洋史特講 7　東洋史特講 8
東洋史特講 9　東洋史特講 10　東洋史特講 11　東洋史特講 12　東洋史特講 13　東洋史特講 14　東洋史特講 15　
東洋史特講 16
西洋史特講 1　西洋史特講 2　西洋史特講 3　西洋史特講 4　西洋史特講 5　西洋史特講 6　西洋史特講 7　西洋史特講 8
西洋史特講 9　西洋史特講 10　西洋史特講 11　西洋史特講 12　西洋史特講 13　西洋史特講 14　西洋史特講 15　
西洋史特講 16
考古学特講 1　考古学特講 2　考古学特講 3　考古学特講 4　考古学特講 5　考古学特講 6　考古学特講 7　考古学特講 8
考古学特講 9　考古学特講 10　考古学特講 11　考古学特講 12　考古学特講 13　考古学特講 14　考古学特講 15　
考古学特講 16

共通専門科目 歴史を読み解くための知識と技術
を身につける 文学部・仏教学部・経済学部・地球環境科学部の指定科目の中から選択

■ 時間割モデル

1年次は、学芸員資格取得希望者のコースがモデ

ル。歴史の4分野のほか、ドイツ語、英語など語学

の授業を選択しています。一日の授業は3 ～ 4科目

を目安に無理のない時間割を組み立てています。

3年次は、図書館司書課程希望者のモデル。資格科

目とゼミなどの科目を優先的に入れてから、就職活

動に向けたセミナーや卒論テーマと関わってくるよう

な授業を組み込んでいます。

環境科学 日本史
概説１

基礎英語
１E

日本史料
講読１

基礎英語
１E

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

考古学
研究法

心理学
B

考古学
概説３

西洋史
概説１

ドイツ語
１

キャリア開発
基礎講座１

日本史
研究法３

博物館
教育論

学修の
基礎

歴史学
C

■ 時間割［1年次・前期］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

図書館情報
資源特論

歴史資料論
２

日本史
特講１

情報資源組織
演習１

西洋史概説
３

書物の基礎
１

情報サー
ビス演習

民俗学
１

図書館基礎
特論

図書館制度
・経営論

日本史
演習１A

情報組織
演習２

公務員 
講座

■ 時間割［3年次・前期］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

文学部 _史学科



■ カリキュラム

犯罪社会学2

犯罪社会学の視点から社会問題の解

決策を模索していく科目です。犯罪に

ついて客観的な視点を重視しつつ、

主観的な観点からもアプローチし、

現代社会におけるさまざまな社会問

題に迫ります。児童虐待、いじめなど

特定の社会問題がちりばめられたビ

デオを視聴し、教員が社会学的な視

点を提示するとともに問題状況を解

説。学生と教員とで解決策を構想し

ていきます。

現代家族論

ニュースや新聞上で多くの人びとが関

心を寄せる「家族」という身近な問題

について考える科目です。現代の家族

にとって問題となっている結婚、少子

化、里親制度、男女共同参画、ワー

クライフバランス、離婚などをテーマ

にわが国の家族の現状を学び、家族

制度と家族政策との関連を視野に入

れながら、家族の実態と課題につい

て考察していきます。

社会構造へのアプローチ

現代社会学の潮流を構造－機能分

析と意味学派の対抗関係として捉え、

現代社会学がどのような立場から、ど

のような研究・分析方法を確立して

きたかを理解。現代社会学を読み解

くための視座獲得を通じて、自らの研

究対象へのアプローチ方法を考える

基礎を構築していきます。

ジャーナリズム論

ジャーナリズムのうち特にドキュメンタ

リーの映像を視聴し、時代や現代社

会をどのように描いてきたかを分析し

ていきます。膨大なアーカイブの中か

ら、原発などエポックメイキングなも

のを選び、何を映してきたかを検証。

また、戦争が人間に何をもたらしてき

たかをテーマに、日中戦争やベトナム

戦争等の映像番組を見ます。これらを

とおし、映像を読む力を養い、再発を

防ぐためにドキュメンタリーがどのよう

な役割を果たせるかを考えます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目
社会学の成立と展開
社会構造へのアプローチ
社会調査概説

社会学専門演習
卒業論文
社会学応用演習 1
社会学応用演習 2

選択必修科目

社会学教養演習
社会学情報処理実習
統計学

社会学基礎演習 1
社会学基礎演習 2
基礎調査実習
調査データ処理
社会統計

社会調査実習 1
社会調査実習 2

社会学理論演習 1　社会学理論演習 2

コミュニティ・サービスラーニング

選択科目

情報社会論

社会心理学　犯罪社会学 1　ジャーナリズム論 1　数理社会学　
理論社会学　政治社会学　環境社会学 1

家族社会学　メディア・コミュニケーション論　宗教社会学 1　集合行動論　相互作用の社会学　社会変動論　現代家族論　犯罪社会学 2　
ジャーナリズム論 2　宗教社会学 2　環境社会学 2　情報数学　社会学特講 1　社会学特講 2　社会学特講 3　社会学特講 4　
比較文化特講 1　比較文化特講 2　地域社会特講 1　地域社会特講 2　情報社会特講 1　情報社会特講 2　都市社会学　現代都市論　
保健・医療の社会学　産業・労働の社会学　ジェンダーの社会学　文化人類学　アジア社会論　質的調査法　（平成 24年度入学生用）

共通専門科目 主に文学部の指定科目の中から選択

■ 時間割モデル

1年次は、教養的科目を可能な限り履修し、幅広い

知識の修得をめざすほか、「社会調査実習」と「社会

学専門演習」に向けた基礎的な科目を必修として組

み込んでいます。

3年次は、教養的科目や専門的科目の基礎的な科目

を取り終えているため、「社会調査実習」と「社会学

専門演習」の受講が主で、卒業単位に必要な取り残

し分の専門科目をいくつか組み込んでいます。

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

コミュニティ・サー
ビスラーニング

社会学 ジャーナリ
ズム論 1 基礎英語

中国語
1 基礎英語

社会学教養演
習／社会学情
報処理実習

心理学 社会調査
概説

キャリア開発
基礎講座 I

電子メディア論
／電子配信事情

統計学

社会学の成立と
展開／社会構造
へのアプローチ
犯罪社会学

1
学修の基礎

I

経済学

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

社会学
調査実習 1

政治社会学／
社会変動論

社会学
調査実習 2

キャリア開発
基礎講座 III

社会学
専門演習

都市社会学／
現代都市論

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

文学部 _社会学科



■ カリキュラム

日本語史

日本語の歴史を概説し、その基礎知

識の修得をめざす授業です。言語史と

は何か、ということから始まり、古代

から中世の日本語、近世の日本語、現

代の日本語と時代ごとの日本語の変

化を見ていき、昔の日本語はどうなっ

ていたのか、現代の日本語になるまで

にどんな遍歴をたどってきたのかを知

ることで、あらためて日本語の特徴と

いうものへの理解を深めます。国語教

員を志望する学生は最低限必要とさ

れる知識を学びます。

伝統芸能論

日本の文学の一環として伝統芸能を

考えていきます。さまざまな芸能の発

生状況を想定し、多様な芸能のあり

方を総覧。伝統的な映像の鑑賞や身

近な芸能に目を向け、興味を抱いて

いきます。祭りと芸能の概説、四季の

祭りと芸能の概説、神楽の実際、能

と狂言、人形芸と語り、歌舞伎と音

楽、語りの芸、新作落語の世界をテー

マとして取り上げ、最後にまとめとし

て、ディスカッションを行います。

ビブリオグラフィー入門

この授業は1年生の基礎ゼミに当た

り、これから日本文学の研究を進めて

いく上で必要な基礎知識を修得する

ことを目標にします。机上の知識ばか

りではなく、実践的な訓練も行いな

がら、調べたいことを見つける方法を

知ります。今後行われるガイダンスの

予定や、図書館の利用方法、インター

ネット検索の方法、辞書・事典の使

い方などを解説したあと、文献講読や

レポート、発表など実践的な学修を

行っていきます。

創作と研究

研究と創作を並行して行いながら、

短歌という詩型の現代的可能性や面

白さを体験。また、研究対象としてで

はなく、同行の表現者として、渡辺松

男、穂村弘、笹井広之、小島ゆかりな

ど近代、現代の作者の作品を鑑賞、

研究し、彼らの表現から技法や主題

へのアプローチを探り、毎回１首を創

作していきます。教育現場に出て短歌

を指導する場合に必要な鑑賞力、作

品創作のための基礎技術を身につけ

ます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目 基礎を学ぶ専門を深める ビブリオグラフィー入門
リーディング日本語日本文学基礎

総合演習Ⅰ1
総合演習Ⅰ2

総合演習Ⅱ1
総合演習Ⅱ2

総合演習Ⅲ1
総合演習Ⅲ2
卒業論文

選択必修科目 基礎科目から専門科目へ、
段階的に学ぶ

日本語学概論1　日本語学概論2　日本近現代文学史1　日本近現代文学史2　日本近現代文学史3　日本近現代文学史4
日本文学特講1　日本文学特講2　日本文学特講3　日本文学特講4　日本文学特講5　日本文学特講6
現代言語科学1　現代言語科学2
日本文学概論1　日本文学概論2　日本語文法1　日本語文法2
東洋古典文学講読1　東洋古典文学講読2
東洋古典文学概論1　東洋古典文学概論2　日本語研究史1　日本語研究史2
文学理論研究1　文学理論研究2　文章上達法1　文章上達法2　情報処理と文章作法
日本語史1　日本語史2
言語理論研究1　言語理論研究2　
創作と研究1　創作と研究2　創作と研究3　創作と研究4
情報処理日本語日本文学1　情報処理日本語日本文学2
日本語学特講1　日本語学特講2　
日本語学研究法　朗読法1　朗読法2
日本古典文学史1　日本古典文学史2　日本古典文学史3　日本古典文学史4
日本文学講読1　日本文学講読2　日本文学講読3　日本文学講読4　日本文学講読5　日本文学講読6
日本文学研究法1（2）　日本文学研究法2（2）　日本語学研究法1（2）　日本語学研究法2（2）　
漢字書法研究1（2）　漢字書法研究2（2）　現代文芸批評1（2）　現代文芸批評2（2）　書物の基礎1（2）　書物の基礎2（2）

選択科目 専門分野への興味と知識を
深める

伝承文学 1　伝承文学 2　文字文化史 1　文字文化史 2　
メディアコミュニケーション研究 1　メディアコミュニケーション研究 2　書物の基礎 1　書物の基礎 2　
イメージと文学 1　イメージと文学 2　ジェンダーと文学 1　ジェンダーと文学 2　
印刷文化史 1　印刷文化史 2　印刷文化史 3　仏教文学史 1　仏教文学史 2　コミック表現研究　
漢字文化圏史 1　漢字文化圏史 2　漢字文化圏史 3　絵画表現史 1　絵画表現史 2　絵画表現史 3　
サブカルチュア文学演劇文化史 1　演劇文化史 2　評論研究 1　評論研究 2　マイノリティの文学　
漢詩鑑賞 1　漢詩鑑賞 2　映像文化研究 1　映像文化研究 2　沖縄琉球文学 1　沖縄琉球文学 2　
カルチュラルスタディーズ 1　カルチュラルスタディーズ 2　劇場文化研究 1　劇場文化研究 2　
翻訳文学研究 1　翻訳文学研究 2　伝統芸能論 1　伝統芸能論 2
日中比較文学論 1　日中比較文学論 2　仮名書方研究　漢字仮名交じり書法研究　篆・隷・書字学研究　
日本書道史　中国書道史　書論・鑑賞　書学概論

共通専門科目 文学への興味対象を
さらに広げる 文学部・仏教学部・経済学部・地理環境科学部の指定科目の中から選択

文学部 _文学科日本語日本文学専攻コース

■ 時間割モデル

1年次は、必修科目を中心に、語学・教養的科目を

組み込むことで基礎力を身につけていきます。

3年次は、必修科目であるゼミナールを中心に、興

味のある専門科目、選択専門科目を加えています。1

年次に比べてゆとりをもった時間割にすることで、自

らの関心に沿ったテーマの学外研究や就職活動に

向けた時間へ当てることを念頭においています。

ビブリオグラ
フィー入門Ｄ

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

日本語学
概論 1

文章上達法
1

漢字書法
研究１

日本文学
概論 1

基礎英語
Ｌ 法学Ｃ 基礎英語

Ｌ

文学Ｂ

日本書道史

日本語学
概論 2

学修の
基礎Ⅰ

ハングル
1

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

イメージ
と文学１

映像文化
研究１

コミック
表現研究

総合日本語
日本文学Ⅱ

日本文学
特論４

文学理論
研究１

日本文学
概論１

ジェンダー
と文学

日本語学
研究１

日本文学
講読１

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7



■ カリキュラム

アメリカ文学史

アメリカ文学史の初期からロマン派

文学までの潮流をたどった後、20世

紀初期の作家まで、すなわちピルグリ

ム・ファーザーズからニューイングラ

ンド文学までの変遷、ロングフェロー

やホィットマン、O・ヘンリーの作品

を取り上げ、それぞれの文学的な特

性を分析。作品に関してさまざまな参

考書も活用し、知見を有したうえで、

読み込むことで、アメリカの文化や時

代背景を知り、表現の深みを知ること

をめざします。

Brush-up Oral Communication

英語のオーラルコミュニケーションの

能力に磨きをかける科目です。学生同

士でプロフィールを共有したり、将来

設計を話したり、友達のよいところを

発表し合ったり、毎回のテーマに沿っ

て、実際に自分の言葉としてさまざま

な英語を使ってみることで、実践的な

英語力を身につけていきます。

英語学概論

英語の研究を始めるに当たり、英語

学・言語学についての研究項目を細

かく分けて解説する、英語学入門の

科目です。英語の音声学・形態論・

統語論について、基礎的な知識を学

び、言葉の背後にある面白さや不思

議さを理解することによって、種々の

問題を自ら探求していく姿勢を身につ

けることが目標です。

Creative Writing

基本的な文法の復習、形容詞と副詞

の使い方を学んだ後、日記や手紙、

物語、詩、レポートを書く、ビデオを

視聴して内容をまとめるなどさまざま

な種類のライティングの練習をするこ

とで、英語の「書く」能力を高めてい

く授業です。ライティングの基本と文

法を強化し、学生の想像力を刺激し

ていろいろな作文を書くことで、ライ

ティング能力の向上を図ります。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊開講科目については、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目 4 年間の学修成果をまとめる 卒業論文

選択必修科目
「読む・書く・聴く・話す」の 4つ
のスキルをバランスよく学びなが
ら、専門知識を身につける

Pre-Seminar1
Pre-Seminar2

英語英米文学セミナー 1
英語英米文学セミナー 2

英語英米文学セミナー 3
英語英米文学セミナー 4

英語学概論1　英語学概論2
英語史1　英語史2
Advanced Reading1
Advanced Reading2
Brush-up Grammar1　Brush-up Grammar2　イギリス文学特殊講義1　イギリス文学特殊講義2　イギリス文学特殊講義3　イギリス文学特殊講義4
イギリス文学特殊講義5　イギリス文学特殊講義6　Advanced Oral Communication1　Advanced Oral Communication2　Public Speaking1
Public Speaking2　アメリカ文学特殊講義1　アメリカ文学特殊講義2　アメリカ文学特殊講義3　アメリカ文学特殊講義4　アメリカ文学特殊講義5
アメリカ文学特殊講義6　Academic Writing1　Academic Writing 2　Business English 1　Business English 2　Brush-up Writing1
Brush-up Writing2　英語学特殊講義1　英語学特殊講義2　英語学特殊講義3　英語学特殊講義4　情報処理英語英米文学1　情報処理英語英米文学 2　
Current English1　Current English2　Brush-up Reading1　Brush-up Reading2　映像文化表現研究1　映像文化表現研究2　イギリス小説1
イギリス小説2　　Brush-up Oral Communication1　Brush-up Oral Communication2　身体と文化1　身体と文化2　アメリカ小説1　アメリカ小説2
Creative Writing1　Creative Writing2　英語圏の演劇1　英語圏の演劇2　英語圏の詩1　英語圏の詩2
Favorite English1　Favorite English2　Advanced Writing1　Advanced Writing2
Brush-up Listening & Pronunciation1　Brush-up Listening & Pronunciation2

選択科目 自分の興味にあわせ、
さらに知識を深める

比較文化 1　比較文化 2　文学と聖書　文学とギリシア・ローマ神話
イギリスの社会と文化 1　イギリスの社会と文化 2　アメリカの社会と文化 1　アメリカの社会と文化 2　文化記号論　児童文学 1　児童文学 2
言語と文化 1　言語と文化 2　翻訳入門
イギリス事情　アメリカ事情
ヨーロッパ文化研究 1　ヨーロッパ文化研究 2
TOEFL® ＆ TOEIC®English1
TOEFL® ＆ TOEIC®English2
TOEFL® ＆ TOEIC®English3
TOEFL® ＆ TOEIC®English4
Advanced English Comprehension1
Advanced English Comprehension2

共通専門科目 興味対象をさらに広げる 文学部・経済学部・仏教学部・地球環境科学部の指定科目の中から選択

イギリス文学史1　イギリス文学史2
アメリカ文学史1　アメリカ文学史2

Advanced Overseas-Research1　Advanced Overseas-Research2　Advanced Overseas-Research3
Advanced Overseas-Research4　Advanced Overseas-Research5　Advanced Overseas-Research6
Advanced Overseas-Research7　Advanced Overseas-Research8　Advanced Overseas-Research9
Advanced Overseas-Research10

文学部_文学科英語英米文学専攻コース

■ 時間割モデル

1年次は、基礎的英語科目を中心に取り、「心理学」

「哲学」「法学」など学部共通の教養的科目、教職

課程科目を組み込んでいます。

3年次は、英語英米文学セミナーと教職課程科目を

中心に、実践的英語力を養っていくことが大切です。

また、関心に沿って学びを深めることができるため、

例えばアメリカ文学・文化などについても学びたい

場合、その科目を選択します。

Pre-
Seminar 英語史 Brush-up 

Grammar

基礎英語／
実践英語

コンピュータ情
報処理の基礎／
基礎ゼミナール

心理学 基礎英語／
実践英語 法学 TOEIC&TOEFL 

English

英語学
概論 哲学 教育心理学／

生活指導の研究
Brush-up Oral 
Communication

キャリア開発
基礎講座

教育職の研究／
教育学の基礎

体育講義 学修の
基礎

■ 時間割［1年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7

TOEIC&TOEFL 
English

教育実践
の研究

アメリカ
文学史

アメリカの
社会と文化

英語学
特殊講義

Academic 
Writing 英語教育論 キャリア開発

基礎講座

Business 
English

英語英米文学
セミナー 英語教育論

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

3

4

5

6

7



■ カリキュラム

金融論

現代の社会では金融の重要度が非

常に高まり、ニュースにおいても金融

分野の記事の比重が多くなっていま

す。金融は複雑な社会現象であり、

これを理解するには理論と制度の両

方に対して、バランスの取れた理解

が必要となってきます。「金融論」で

は、個人や企業の間の資金の賃借に

関わる問題や金融政策を理解するこ

とを目的としています。

国際経済

この授業では、国際貿易の理論と政

策について学びます。前半は、国際貿

易の仕組みを理解する上で基本とな

る概念を学び、その上で貿易パターン

や貿易利益などについて学んでいきま

す。後半は、GATT／WTOなどの国

際貿易のルール、FTAやEPAなどの

地域貿易協定、多国籍企業と直接投

資、サービス貿易とアウトソーシング、

温暖化や国際排出権取引といった地

球環境問題のトピックを扱います。

マクロ経済学

消費者や企業といったミクロの視点

を学ぶ「ミクロ経済学」に対し、「マ

クロ経済学」は経済活動を集計した

一国経済全体の変動を解き明かす経

済学です。GDPの詳しい概念から始

まり、財市場および資産市場（金融

市場）において、マクロ経済の重要な

変数であるGDPと利子率がどのよう

に決まるかを考察していきます。

環境・経済システム分析

環境という概念がどのようなものかを

理解するには、他分野を横断する知

識が求められます。自然環境と人間

社会をシステムとして捉え、その関係

や社会経済の活発化が環境に与えた

影響などを、人口や経済・環境指標

の動態から分析する手法について学

びます。この授業では、環境問題の発

生について、地球環境の変遷や人間

社会の発展など大局的な視点から学

んでいきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

経済の基礎 専　門

近代経済学入門
社会経済入門

経済史入門

日本経済入門
世界経済入門

環境経済入門

憲法   民法   商法   会計学   簿記
経営学   法律学概論   政治学概論

社会学   数学   心理学   統計学   歴史学
総合科目（音楽）   体育講義   体育実技
アメリカの文化と社会Ａ・Ｂ
ヨーロッパの文化と社会Ａ・Ｂ
東アジアの文化と社会Ａ・Ｂ

TOEIC Success Ⅰ★  Media English Ⅱ★

Econ English Ⅱ★  Business Writing Ⅰ★

情報処理概論  Media English Ⅰ
Econ English Ⅰ

英語Ⅲ　中国語Ⅲ　ドイツ語Ⅲ

フランス語Ⅲ　日本語Ⅲ

日本語表現法Ａ・Ｂ

情報基礎  統計処理法  英語Ⅰ・Ⅱ  中国語Ⅰ・Ⅱ
ドイツ語Ⅰ・Ⅱ  フランス語Ⅰ・Ⅱ  日本語Ⅰ・Ⅱ

英会話Ⅰ（Travel English）
英会話Ⅱ（Studying Abroad）
英会話Ⅲ（Living Abroad）
英会話Ⅳ（Office English）

TOEIC Success Ⅱ★

情報科学  コンピュータ科学
Reading and Discussion ★
Business Writing Ⅱ★

中国語Ⅳ　ドイツ語Ⅳ

グローバルイシューズＡ・Ｂ

経済法   労働法   原価会計
経営管理   経営財務論   経営労務

生物学　環境科学

ゼミナールⅠ ゼミナールⅡ 卒業研究

学修の基礎Ⅰ　学修の基礎Ⅱ

法学　政治学

ミクロ経済学　マクロ経済学
経済学原理
経済統計　経済数学
経済学史　社会経済学

日本経済史　欧州経済史

日本経済　アメリカ経済史
アジア経済史Ａ・Ｂ　ロシア経済Ａ・Ｂ
EU経済Ａ・Ｂ　中国経済Ａ・Ｂ
アジア経済Ａ・Ｂ　アメリカ経済Ａ・Ｂ
多国籍企業論Ａ・Ｂ

経済政策　財政学　金融論
金融史Ａ・Ｂ　産業経済
労働経済学　特別講座（金融知力論）
特別講座（現代商品市場論）
特別講座（保険論）　特別講座（証券論）
特別講座（パーソナルファイナンス概論）

環境政策

地球環境問題Ａ・Ｂ  資源エネルギー問題Ａ・Ｂ
農業経済　地域環境学Ａ・Ｂ
環境計画Ａ・Ｂ  環境・経済システム分析Ａ・Ｂ

生命科学Ａ・Ｂ

公共経済学
計量経済学
景気循環論
経済思想史Ａ・Ｂ

国際経済　国際金融
開発経済

社会保障
地方財政
情報経済
産業組織論

環境経済

1年 2年 3年 4年

世界・アジアの経済と歴史 専　門

財政・金融・労働 専　門

環境と社会
専　門

専　門

専　門

専　門

教　養

教　養

教　養

教　養
法律と経営

人間・社会・文化 教　養

コミュニケーションのスキル

少人数制の演習科目

必修

必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択必修 選択必修 選択必修

必修必修

必修

選択必修

選択必修

選択必修

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択 選択

選択

選択選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

※ 語学は1言語を選択する。　※「★」はEnglish Intensive Class（英語強化クラス）の学生限定の科目です。　＊カリキュラムについては、2014 年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

1年次では、経済学の入門科目である「近代経済学

入門」「社会経済入門」「経済史入門」が必修のため、

語学と教養科目をバランスよく配置できるよう配慮

しています。

3年次では、基本的な経済学科目を２年次に取得

し、専門的な科目として国際問題（「国際金融」「開

発経済」「グローバルイシューズA」）と環境問題（「環

境経済」「環境政策」）を選択しています。

■ 時間割［1年次］

2

1

MON

経済史
入門

TUE

アメリカの
文化と社会A

学修の
基礎 I

WED

近代経済学
入門

THU

社会経済
入門

FRI SAT

英語
I3 法学 英語

II
政治学
概論

環境経済
入門

歴史学4 情報基礎

5

6

7

心理学 統計処理法

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE

国際金融

WED

開発経済

THU

経済学史

総合英語
II

FRI SAT

3 経営管理 特別講座
（金融知力論）

特殊講義（グロー
バルイシューズA）環境政策

4 EU経済 A 環境経済 ゼミナール
II

5

6

7

経済学部
就職支援
セミナー

経済学部 _経済学科



■ カリキュラム

意思決定会計論

意思決定会計とは、経営者の意思決

定に有用な管理会計情報を提供する

ためのものです。会計のなかでも、経

営者が経営上の諸問題を発見し、解

決するための重要な分野といえます。

授業では、基礎的な知識の修得を目

的として、管理会計が歴史的にどのよ

うに発展したのか、組織や経営の変

化とどういう関係にあるのかという観

点からも学んでいきます。

広告論

広告は、今日の経済・社会・文化・

生活などに大きく関わり合っていま

す。そうした前提を踏まえ、広告とは

いったい何か、どのような機能があ

り、どのような役割を果たしているの

かを知ることを目的として授業を展

開。変化の激しい現代広告の姿が理

解できるよう、経営管理的な視点か

ら広告計画の立案過程の基礎を解説

していきます。

戦略経営論

現代では企業も環境の変化を読み取

り、組織の能力を見極めながら、脅

威を回避し、機会を探求していかなけ

れば、栄枯盛衰の世の中を生き残っ

ていくことができません。この講義で

は、戦略経営の基礎を理解すること

を目的として、戦略をいかに策定し、

どのように実行していくかについて、

戦略の視点だけではなく、組織の視

点からも検討することで、合併・買収

などの戦略経営に関して理解を深め

ることをめざします。

経営データ処理演習

変化の激しい現代の市場経済におい

て合理的な経営活動を実践していく

ためには、経営指標などの数値データ

を適切に処理し、そこから意味をくみ

取って迅速に意思決定し、行動に移し

ていくことが必要です。Excelなどの

表計算ソフトはこうした個人や組織の

意思決定において必須となるデータ

処理の感覚や技能を体得するために

重要です。授業では、Excelの基礎知

識を土台に、より高度で実践的なデー

タ処理方法の修得を目的とします。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

教養的科目

全学共通科目

学際的知識や
語学力を身につける

学修の基礎Ⅰ

教養的学際科目 産業論　金融論　近代日本経済史　社会福祉論　社会学　商法　民法　高齢化とキャリア
情報と社会・モラル・知的財産権　社会科学的方法論　自然科学概論　比較宗教論　経済学　法学　教養基礎科目　情報処理論 1　情報処理論 2

外国語科目

アジア言語Ⅰ（ハングル or 中国語 or 日本語）　アジア言語Ⅱ（ハングル or 中国語 or 日本語）

アジア言語演習 1（ハングル or 中国語 or 日本語）　アジア言語演習 2（ハングル or 中国語 or 日本語）

アジア言語演習 3（中国語）　アジア言語演習 4（中国語）
短期海外研修科目（特別語学演習Ⅰ〔英語〕）
短期海外研修科目（特別語学演習Ⅱ〔中国語〕）
短期海外研修科目（特別語学演習Ⅲ〔ハングル〕）

必修科目

オリエンテーション科目 経営学の学び方を
身につける

学修の基礎Ⅱ（経営戦略）
学修の基礎Ⅱ（マーケティング）
学修の基礎Ⅱ（情報システム学）
学修の基礎Ⅱ（会計学）

共通基礎科目 経営とデータ処理の
基礎を学ぶ

簿記原理 1
簿記原理 2

経営総合特論

経営データ処理演習 1
経営データ処理演習 2
経営管理論 1　経営管理論 2

専門外国語科目 コミュニケーションの
基本を身につける

ビジネス英会話 1
ビジネス英会話 2
日本語演習 1（留学生科目）
日本語演習 2（留学生科目）

選択科目

一貫教育科目 自ら設定したテーマに
取り組む

ゼミナール 1
ゼミナール 2

論文作成科目
卒業論文　企業研究

実務・資格科目 実務の技術を
修得する

スキル開発演習 インターンシップ フィールドワーク

コミュニケーション特講

チューター実習

専門選択科目

戦略
経営系

基礎
科目

より深い専門的知識・
技術を身につける

戦略経営論
組織論　企業論　経営心理学　経営数学
経営統計　ケーススタディ　人的資源管理
財務管理マーケティングマネジメント　

応用
科目

ビジネスと社会　労務管理　財務戦略論　経営法務　戦略経営特講　経営情報論
戦略情報システム論　ビジネスシミュレーション　国際経営論　経営科学　比較経営論
経営発達史　経営学説史　労務管理史　企業倫理　経営とイノベーション
パブリックセクター論　マネジメントゲーム　

情報システム
学系

基礎
科目 情報システム論 情報システム設計論　情報システム設計演習

経営数学　経営統計　プログラミング
応用
科目

上級プログラミング　データベース論　情報資源管理　経営科学　情報システム学特講
経営情報論　戦略情報システム論　情報通信ネットワーク演習　ビジネスシミュレーション
マルチメディア表現技術　マネジメントゲーム　情報システム発達史　　

ビジネス
コントロール
（会計学）系

基礎
科目

制度会計論
工業簿記
上級簿記

企業会計原則論　意思決定会計論
業績評価会計　会計測定論
標準原価計算　実際原価計算

応用
科目

財務諸表分析　内部監査　外部監査　法人税法　企業診断論　ビジネスコントロール特講
経営情報論　会計情報システム論　ビジネスシミュレーション　国際会計論　結合会計論
会計発達史　ノンビジネス会計　マネジメントゲーム

マーケ
ティング系

基礎
科目

マーケティング・
マネジメント

経営数学　経営統計　経営心理学　消費者行動論（基礎）
市場戦略論　マーケティングリサーチ入門　
マーケティングリサーチ基礎　消費者行動論（応用）　

応用
科目

流通経済学　流通機構論　マーケティング特講　経営情報論　戦略情報システム論　
ビジネスシミュレーション　国際マーケティング　消費社会論　パブリックセクター論　
マーケティングサイエンス　マネジメントゲーム　マーケティングコミュニケーション　広告論

自由科目 体育講義 商業実習Ⅰ　商業実習Ⅱ　情報化と職業　職業指導

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

経営学部 _経営学科

■ 時間割モデル

1年次は、経営学の基礎を学ぶため、必修が多く

なっています。選択科目として商法と民法を学ぶと

会社経営を法律の観点からも学べます。

3年次になると、より専門的な科目を受講できます。

例えば商品開発に興味がある場合、マーケティング

分野を中心に選択しながら、視野を広げるために戦

略経営や会計の科目を組み込むこともできます。

■ 時間割［3年次・前期］

2

1

MON TUE

人的資源
管理

WED

まちづくり論

THU

消費社会論

FRI SAT

3 流通経済学 国際会計論

4

5

6

7

サービスマー
ケティング

パブリック
セクター論

起業論

ゼミナール

■ 時間割［1年次・前期］

経営情報2

戦略経営1

MON

マーケ
ティング

会計

TUE

簿記原理

簿記原理

WED THU
学修の
基礎

FRI SAT

3 民法 中国語
（アジア言語）

4 中国語
（アジア言語）

5

6

7

商法 ビジネス
英会話



■ カリキュラム

企業法入門

企業活動は実にさまざまな法令に

よって規律されています。その中心と

なるのが「商法」です。授業では、商

法分野の諸法令を中心に、隣接する

法分野との関連性についても学びま

す。また、会社法や手形法について知

るとともに、会社の設立や株式・株

式会社・会社の資金調達、手形と小

切手の仕組みの基本を理解します。

実務演習Ⅱ（社労士）

埼玉県の社会保険労務士が毎回複数

で担当する演習です。社労士が実務

において利用者からよく聞かれる法

律問題について調べて、教壇で発表

します。問題の解決や意外な発見を

めざして全員がグループ討論のメン

バーとなり考察。社労士の仕事の内

容を理解し、利用者から寄せられる

質問に対して答えられるよう、実務的

な力を養います。社労士に興味のある

方、実務の世界を見たい学生には必

須の授業です。

行政法総論

各種公務員や行政書士をめざす人の

基幹科目です。行政活動において行

政と私人との法関係がどのように形

成されるのか、また行政活動はどのよ

うに統制されるのか、行政法学が作

り出してきた法理論・法概念を学修。

また、行政過程において行政がいか

なる統制に服するのか、行政手続制

度や情報公開・個人情報保護制度

を通じて学びます。さらに、地方自治

における住民と行政との関わりも理

解します。

NPOと法

この10年余り、NPOは私たちの暮

らしにとって身近なものになってきて

います。市民公益活動の現代的形態

としてのNPOについて、その歴史的

経緯と法制度を紹介し、将来を展望

します。授業では、「特定非営利活動

促進法」を知るとともに、現状や身近

にあるNPOやボランティアとの関わ

り、震災復興に関わるNPO、起業お

よび自立などをテーマとして学び、法

改正やNPOの未来のあるべきかたち

について考えていきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

基本科目群
リーガル・マインドをしっかり

身につける

法学入門（日本国憲法を含む）Ａ
憲法入門　民法入門　刑法入門
憲法（人権）　民法総則　刑法総論

企業法入門　行政法入門　
憲法総論・統治機構　物権法　
債権法総論　契約法　不法行為法
家族法　刑法各論　国際法　学修の基礎Ⅱ

税法・企業会計法入門　金融法　担保法

企業法コース
企業法務に必要な法的素養を

身につけるための科目群
企業法総論　企業取引法　会社法１
労働法

会社法２　有価証券法　銀行取引法
金融商品取引法　保険法　企業会計法
民事訴訟法　民事執行・保全法　倒産処理法　
国際取引法　国際私法　英米家族法　
国際通商法　経済法　知的所有権法

公共政策コース
行政の活動にかかわる法的素

養を身につけるための科目群

行政法総論　行政作用・組織法
行政学　マクロ経済学　ミクロ経済学
財政学　英米法　政治学原論

刑事訴訟法　警察行政法　刑事政策
行政法各論　国際環境法　行政救済法
政治制度論　環境法　国際政治　税法

現代社会コース
法律の観点から現代社会を見

る目を養うための科目群

社会科学教育論Ⅰ
社会科学教育論Ⅱ
社会科・公民教育論Ⅰ
社会科・公民教育論Ⅱ

政治思想史　日本法制史　西洋法制史
スポーツと法　歴史と法　哲学と法
社会と法　ジェンダーと法　開発と法
ＮＰＯと法　メディアと法　仕事と法
外国と法　教育と法　福祉と法　科学と法
国際化と法

現代社会と法Ⅰ　現代社会と法Ⅱ
現代社会と法Ⅲ　現代社会と法Ⅳ
現代社会と法Ⅴ　現代社会と法Ⅵ
現代社会と法Ⅶ　現代社会と法Ⅷ
比較憲法　国際人権法　社会保障法
消費者法　英書講読　外書講読

演習系科目
問題解決能力と応用能力を養う

法学基礎演習Ⅰ（教養ゼミ）
法学基礎演習Ⅱ（教養ゼミ）
異文化コミュニケーション特別演習Ⅰ

特別演習Ⅰ（法科大学院進学用）
異文化コミュニケーション特別演習Ⅱ

特別演習Ⅱ（法科大学院進学用）
異文化コミュニケーション特別演習Ⅲ
実務演習Ⅰ　実務演習Ⅱ　実務演習Ⅲ
実務演習Ⅳ　実務演習Ⅴ　実務演習Ⅵ
憲法応用演習Ⅰ　憲法応用演習Ⅱ
民法応用演習Ⅰ　民法応用演習Ⅱ
民法応用演習Ⅲ　民法応用演習Ⅳ
民法応用演習Ⅴ　民法応用演習Ⅵ
刑法応用演習Ⅰ　刑法応用演習Ⅱ
商法応用演習Ⅰ　商法応用演習Ⅱ
商法応用演習Ⅲ　商法応用演習Ⅳ
商法応用演習Ⅴ　商法応用演習Ⅵ
民事訴訟法応用演習　
刑事訴訟法応用演習　税法応用演習
会計法応用演習　行政法応用演習Ⅰ
行政法応用演習Ⅱ　行政救済法応用演習Ⅰ
経済原論応用演習Ⅰ　経済原論応用演習Ⅱ

ゼミナールⅠ ゼミナールⅡ ゼミナールⅢ　ゼミナールⅣ

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

法学部 _法学科

■ 時間割

１年次は、最も標準的なパターンの時間割です。

コース別の特色が出てくるのは2年次からとなって

おり、基礎学力・社会人基礎力をつけるための科目

を中心に、専門科目の基礎（入門科目）を組み込ん

でいます。

3年次は、公務員志望者を想定した時間割です。行

政についての専門科目を中心に履修し、課外講座で

公務員と行政書士の講座を組み込んでいます。

■ 時間割［１年次・前期］

2

1

MON

現代時事
問題Ⅰ

TUE
法学基礎演習Ⅰ
（教養ゼミ）

WED

情報処理
Ⅰ

THU FRI

英語Ⅰ

学修の
基礎Ⅰ

SAT

3 法学入門 民法入門 刑法入門 文章基礎
講座

憲法入門4 近代経済学
Ⅰ

5

6

7

スポーツ
Ⅰ

心理学
概説

■ 時間割［３年次・後期］

2

1

MON

警察行政法

TUE

NPOと法

WED THU

スポーツ
と法

FRI SAT

福祉と法3 環境法

現代社会と法
Ⅷ（政治と法）4 財政学応

用演習Ⅱ 刑事訴訟法

5

6

7

ゼミナール
Ⅱ

課外講座
（公務員
講座）



■ カリキュラム

権利擁護と福祉

相談援助活動と法との関わりを理解

し、基本的人権をはじめとした福祉

サービス利用者の諸権利を擁護する

仕組みについて学びます。前半では相

談援助活動において必要となる法制

度や成年後見制度等への理解を深め

ます。後半では、社会的排除や虐待な

どの権利侵害、認知症等の日常生活

上の支援が必要な人に対する権利擁

護活動について学び、それらの問題を

福祉現場でどう解決していくべきか、

実践的な方法を考えていきます。

仏教福祉特講

現代社会の福祉思想を考えるに当

たって、日本人の思想に多大な影響

を与えてきた仏教思想に注目し、新

たなる視点を模索する科目です。具

体的には、仏教福祉関連思想（仏教

福祉哲学）の立場から大乗仏教の「菩

薩」を取り上げ、これを福祉の観点か

ら考察。さらに、仏教を含めたあらゆ

る宗教の福祉思想についても学びま

す。宗教と福祉の関連性を取り上げ

るところは、まさに本学科ならではの

講義といえるでしょう。

バイオエシックス

不妊治療、試験管ベビー、男女の産

み分け、凍結受精卵、再生医療、iPS

細胞等、近年、急速に進展している

生殖医療関連技術。例えば出生前診

断では、誕生前に胎児の状態を遺伝

的な異常を含めて知ることができるよ

うになりつつあります。このような人

間の生命の誕生に関する先端技術の

利用には倫理的な問題がつきまとう

ものですが、そうした課題を福祉場面

と関連させて理解していき、解決策を

考え抜く力を養います。

社会福祉原論

「社会福祉とは何か？」を理解し、本

学科での４年間の学修のモチベー

ションを高めることを目的とした科

目。社会福祉を切り拓いた人、現代

社会の仕組み、社会福祉の原理、社

会福祉の歴史、社会福祉の関連領域

等、１年かけて社会福祉の全体像を

把握します。また、夏期休暇や春期休

暇中には課外学習も計画されており、

人間としての成長を促す、ボランティ

ア活動等への参加を推進しています。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年
基礎領域群 社会福祉の学び方を身につける

社会福祉の入門　社会福祉の歴史　仏教文化論

感性福祉論　学修の基礎Ⅱ

バイオエシックス 生涯発達論　英語文献講読Ⅰ　英語文献講読Ⅱ

理論領域群
社会福祉への理解を深め、問題解
決に向けて幅広い視野を養う

社会福祉原論 仏教社会福祉　社会保障論　
地域福祉論　精神保健福祉論

生活環境論

公的扶助論　児童福祉論　家族福祉論　障害者福祉論　老人福祉論　社会福祉法制論　
社会福祉行財政論　社会福祉計画論　権利擁護と福祉　司法福祉　医学一般　共生の福祉学
介護概論　福祉サービス論　医療ソーシャル・ワーク論　精神医学　養護原理　精神保健学

国際社会福祉論

福祉教育論

NPO・ボランティア開発論

技術・
実践領域群

対人援助の技術を学ぶ

ソーシャルワーク総論

ソーシャルワーク論Ⅰ
ソーシャルワーク論Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク演習Ⅰ　
ソーシャルワーク演習Ⅱ
フィールド演習Ⅰ

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ　
ソーシャルワーク実習　
ソーシャルワーク演習Ⅲ　
精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ
精神保健福祉援助実習Ⅰ
フィールド演習Ⅱ

ソーシャルワーク演習Ⅳ
精神保健福祉援助実習

基礎技能Ⅰ（コミュニケーション・スキル）

カウンセリング

社会調査法Ⅰ　社会調査法Ⅱ

基礎技能Ⅱ（音楽療法）　基礎技能Ⅲ

障害者スポーツ論　アダプテッドスポーツ実技

関連領域群

福祉の原点としての宗教・倫理の
考え方を学ぶ

心理学の視点から考察する

社会における福祉の位置を理解する

教育心理学　
教育職の研究

障害者教育総論　視覚障害教育総論
発達障害者教育総論　聴覚障害教育総論
生涯学習概論Ⅰ　生涯学習概論Ⅱ

キャリア開発基礎講座Ⅲ

宗教学概説　社会学概論Ⅰ　社会学概論Ⅱ　キャリア開発基礎講座Ⅰ・Ⅱ 社会福祉の最先端Ⅰ　社会福祉の最先端Ⅱ　社会福祉の最先端Ⅲ

生涯健康論　福祉とスポーツ　倫理学とは何か　倫理学の基本諸問題　仏教福祉特講
臨床心理学　発達心理学　経済学の基礎　法律学概論　キャリア開発基礎講座Ⅱ

海外福祉事情

演習・卒業論文 少人数ゼミでじっくり学ぶ 社会福祉基礎演習 社会福祉専門演習　卒業論文　

自由科目 テーマに沿ってより学びを深める 知的障害者の心理
肢体不自由者の心理・生理・病理

重複障害教育総論 知的障害者の生理・病理
病弱者の心理・生理・病理　知的障害教育
肢体不自由教育 病弱教育 自立活動の理論と実際
特別支援教育実践の研究 社会福祉実習

特別支援学校教育実習

■ 時間割モデル

１年次は「社会福祉原論」等の必修科目を中心に、

教養的科目はもちろん、1年次から「ソーシャルワー

ク総論」等の社会福祉士受験資格取得を念頭にお

いた専門的科目も選択できます。

３年次は社会福祉士希望のソーシャルワークプログ

ラムを履修する学生を想定し、後期に実習に行く学

生が必ず履修しなければならない科目のほか、実践

力を高めるための専門科目を数多く選択できます。

■ 時間割［1年次］

2

バイオエ
シックス1

MON

NPO・ボラン
ティア開発論

生活環境論

TUE

英語Ⅰ

社会福祉
基礎演習

WED

ソーシャル
ワーク総論

THU

経済学
Ⅰ

FRI

体育講義

SAT

3 学修の
基礎Ⅰ 社会学 心理学 社会福祉

原論

法学4 英会話 情報処理
の基礎

5

6

7

海外福祉
事情

■ 時間割［3年次］

アダプテッド
スポーツ実技2

障害者ス
ポーツ論1

MON

ソーシャルワーク
演習Ⅲ

ソーシャルワーク
実習指導Ⅱ

TUE WED
権利擁護
と福祉

THU

公的扶助論

FRI SAT

3 基礎技能
Ⅰ 老人福祉論 医学一般 児童福祉論

社会福祉
法制論4 社会福祉

行財政論

5

6

7

社会福祉学部 _社会福祉学科



■ カリキュラム

国際社会福祉論

世界の多くの国や地域で広がる貧困、

格差、搾取、児童労働、人身売買、暴

力・紛争等の実態とそれを生み出す

構造的背景について理解を深める科

目です。日本とは社会制度の異なる

諸外国の現状を知るべく、ヨーロッパ

や社会主義諸国の福祉・教育政策や

政治、社会運動について学ぶことで、

国々で社会制度が異なるなかで、私た

ちが幸福に暮らすために必要なことは

何なのか、そして何をすべきなのかを

思考する力を養います。

初等教科教育法（国語・算数）

小学校教員養成のために必要な知識

や技能を学べる講義で国語と算数の２

つが用意されています。前者では、書く

こと・読むこと・話すこと・聞くことの

指導や国語の特質に関する事項など、

国語科指導法の基礎的スキルを学修。

学級経営、言語感覚等、教育者として

の素養を培う時間もあります。一方後

者は、算数科教育の目標・意義、各学

年ごとの指導方法および算数科におけ

る授業設計・授業評価について学修。

授業における実践力を養います。

保育内容の研究（言葉）

幼児の適切な教育課程をまとめた文

部科学省発行の「幼稚園教育要領」に

「言葉」という領域がありますが、そ

の内容と狙いを理解すること、そして

保育者としての総合的な指導・援助

のあり方を理解することが主眼です。

100冊以上の絵本を読むことが課題

として課せられる等、乳幼児に向けた

言葉を専門的に学ぶのが特徴で、言

葉の発達を援助する適切な言葉かけ

や保育活動における関わり方の基礎

知識が身につけられます。

心理学研究法Ⅰ
心理学は実験と結果に基づき研究を

進めていきます。そのため、心理学を

学ぶためには、その研究方法の理解と

体得が不可欠です。この科目では、研

究方法の修得を通じて、心理学的発

想と考え方を身につけることをねらい

とし、特に「心」の一般的法則にアプ

ローチするための観察・実験方法・

調査方法について学修。実証科学的

な思考のあり方や基本的な研究方法、

さらには心理学論文の読み方・書き

方の基礎まで修得できるでしょう。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年
基礎領域群

専門科目を研究する姿勢と
技法を修得する

社会福祉の入門　社会福祉の歴史　仏教文化論　生涯発達論　感性福祉論

教育学の基礎 学修の基礎Ⅱ

バイオエシックス　英語文献講読Ⅰ　英語文献講読Ⅱ

理論領域群
福祉・保育・教育に関する
理論的な科目を学ぶ

人間福祉論Ⅰ　現代と福祉　社会福祉
児童家庭福祉　社会的養護Ⅰ　
教育職概論　保育学　保育者論　
乳児保育　　発達心理学Ⅰ　発達心理学Ⅱ
子どもの保健Ⅰ　
国際社会福祉論Ⅰ　国際社会福祉論Ⅱ
NPO・ボランティア開発論　

人間福祉論Ⅱ　相談援助　
社会的養護Ⅱ　社会的養護内容　
家庭　児童文化　障害児保育　
教育と保育の心理学Ⅰ　
教育と保育の心理学Ⅱ　
臨床心理学Ⅰ　臨床心理学Ⅱ

家庭支援論　司法福祉　教育制度論
健全育成論　仏教保育　
子どもの食と栄養

社会心理学　家族心理学
生涯健康論　社会保障論
地域福祉論　障害者福祉論
高齢者福祉論

技術・
実践領域群

福祉・保育・教育に関する技術・
実践的な科目を学ぶ

国語　算数　音楽Ⅰ　図画工作 教育課程総論　保育課程論
保育内容総論　教育方法（メディア教育）
生活　音楽Ⅱ　体育　英語活動
初等教科教育法（国語）　
初等教科教育法（算数）　
保育内容の研究（健康）　
保育内容の研究（環境）　
保育内容の研究（言葉）　
保育内容の研究（造形表現）
子どもの保健Ⅱ　
保育所実習１の研究
保育所実習１

道徳の指導法　特別活動の指導法　
生徒・進路指導 児童文化演習 社会 理科
初等教科教育法（社会）　
初等教科教育法（理科）　
初等教科教育法（生活）　
初等教科教育法（家庭）　
初等教科教育法（音楽）　
初等教科教育法（図画工作）　
初等教科教育法（体育）　
保育内容の研究（人間関係）
保育内容の研究（音楽表現）　
保育内容の研究（総合活動Ⅰ）
保育内容の研究（総合活動Ⅱ）　
教育相談　保育相談支援　
幼稚園実習１の研究　幼稚園実習１　
保育所実習２の研究　保育所実習２　
施設実習１の研究　施設実習１　
施設実習２の研究　施設実習２　

保育・教職実践演習（幼・小）　
小学校教育実習の研究　
小学校教育実習　
幼稚園実習２の研究　幼児園実習２

関連領域群
福祉・保育・教育の周辺
もしくは関連の科目を学ぶ

コミュニケーション・スキル 心理学研究法Ⅰ　心理学研究法Ⅱ　
心理学演習

心理学検査法Ⅰ　心理学検査法Ⅱ
キャリア開発基礎講座Ⅲ

カウンセリング　障害者スポーツ論
アダプテッドスポーツ実技

キャリア開発基礎講座Ⅰ 教育福祉の最先端Ⅰ　教育福祉の最先端Ⅱ　教育福祉の最先端Ⅲ

キャリア開発基礎講座Ⅱ

演習
研究の方法と態度を学び、各自の
テーマに沿って研究を深める

基礎ゼミⅠ 基礎ゼミⅡ 専門ゼミⅠ　専門ゼミⅡ

自由科目 テーマに沿って学びを広げる 生涯学習概論Ⅰ　生涯学習概論Ⅱ

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

社会福祉学部＿子ども教育福祉学科

■ 時間割モデル

1年次は幼稚園教諭免許、保育士証、小学校教諭

免許の資格関連の必修授業を選択。「海外福祉事

情」等の国際的視野を広げる科目もお勧めです。

3年次は進路と資格の関係で焦点を絞って考える必

要があります。資格取得のためには実習関連の科目

が必須で、ここで示したのは資格を幼稚園教諭、小

学校教諭に絞ったケース。もう一方で、幼稚園教諭

と保育士の同時取得をめざす学生もいます。就職支

援に定評のあるキャリア開発講座もお勧めです。

■ 時間割［1年次］

学修の
基礎Ⅰ2

1

MON

社会福祉

児童家庭
福祉

TUE

英会話

基礎ゼミ
Ⅰ

WED

英語Ⅱ

THU

音楽Ⅰ

FRI

体育講義

SAT

教育学の
基礎3 体育実技 情報処理

の基礎
発達心理学

Ⅰ 国語

法学 A4 乳児保育 生涯発達論

5

6

7

算数 子どもの
保健Ⅰ

海外福祉
事情

保育学 図画工作

■ 時間割［3年次］

子どもの
食と栄養2

専門ゼミ
Ⅰ1

MON

保育相談
支援

キャリア
開発講座

TUE

初等教育法
（生活）

初等教育法
（社会）

WED

教育相談

特別活動
の指導法

THU

保育内容の研究
（総合活動）

保育内容の研究
（人間関係）

FRI

施設実習
１の研究

幼稚園実習
１

SAT

家庭支援論3 幼稚園実習
１の研究

初等教育法
（家庭） 理科 児童文化

演習
施設実習
２の研究

司法福祉4 心理検査法
Ⅰ

道徳の
指導法 教育制度論

5

6

7



■ カリキュラム

リモートセンシング

リモートセンシング（遠隔探査）は、

センサーと対象物が遠く離れた観測

方法のことを指します。地球環境を学

ぶにあたって欠かせない環境情報学

の分野においても、この技術は重要

になっています。この授業では、基本

知識や地球環境の各分野での課題の

中で使用される事例紹介などを通じ

て衛星画像処理についての理解を深

めます。衛星画像の基本処理や作図

を行うことで、卒業研究などで利用で

きるスキルを身につけていきます。

環境保全活動実験

環境保全活動は、単に「木を植える」「生

物を保護する」などの活動だけで済まさ

れないさまざまな問題点や苦労を含んで

います。この授業では、実際に環境保全

に関する作業に従事することを通じ、市

民団体や地元住民の方と交流し、環境保

全の現場を体感します。実習先となるの

は主に海外であるため、異なる文化やさ

まざまな人とふれ合えるのもこの授業の

醍醐味です。2012年度は中国内モンゴ

ル自治区のホルチン沙地で、砂漠化防止

のための植林活動を行いました。

フィールドワーク

環境システム学科では、自ら現地に出向

き、調査を行うフィールドワークを重視

しています。２年次に履修する「フィール

ドワーク」は必修科目となっており、調

査地やテーマの異なる5つのクラスから

選びます。調査は3泊 4日で実施し、担

当教員の指導のもとでテーマに沿った初

歩的な調査を行います。観測・観察や

聞き取り調査を通じて生のデータを得る

体験は、行動力や洞察力を養います。調

査結果は教員の指導を受けながら処理・

分析し、レポートにまとめあげます。

環境気象学実習

気象は私たちの生活と関わりが大変深

い現象です。最近では天気図などの気

象情報を簡単に得ることができますが、

それらを正確に読み取り大気の振る舞

いを理解するには専門知識や熟練を要

します。本実習では、気象を解析するた

めの基礎となる天気図の描き方や衛星

画像の利用方法などについて学んでい

きます。また、ヒートアイランド現象の観

測や熱中症の調査などを題材に、実際

にフィールドに出て気象観測を実施す

ることで、応用力や実践力を養います。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

必修科目

環 境 科 学を学
ぶ上での土台を
しっかり固める
野外観察・調査
法を学ぶ
卒業研究に取り
組む

生物と大地の科学
環境生物学概論　地圏環境学概論

環境調査の基礎および実習　
基礎数学　基礎物理学　基礎化学　
基礎生物学　基礎地学　
環境情報学概論

フィールドワーク　
空間情報システムの基礎　
環境統計学

セミナーの基礎　セミナー 卒業研究指導（卒業論文含む）

気象と水の科学
環境気象学概論　環境水文学概論

専門基礎
科目Ａ群

学部共通
科目 幅広く学び、興

味ある分野を絞
りこむ

マップリーディング　地図と測量の科学　風土と人間生活　都市のアメニティ　自然災害のメカニズム　
地球環境システム論　ジオインフォマチックス　情報社会と倫理　情報文化と知的所有権　リモートセンシング　
環境経済学　環境関連法規　地域環境行政

学科共通
科目

人間活動と物質循環Ⅰ（大気と水の環境）　人間活動と物質循環Ⅱ（生物生産と生物圏の物質循環）　
人間活動と物質循環Ⅲ（人間活動と環境汚染）　環境統計学実習　環境情報処理実習　
リモートセンシング実習

専門基礎科目
Ｂ群

物理学
理科・情報の基
礎や実験・実習
法を学ぶ

物理学Ⅰ　物理学Ⅱ　物理学実験

化学 化学Ⅰ　化学Ⅱ　化学実験

生物学 生物学Ⅰ　生物学Ⅱ　生物学実験

地学 地学Ⅰ　地学Ⅱ　地学実験

情報 環境情報数学Ⅰ　マルチメディア表現技術　プログラミングの基礎（実習）

専門科目
Ａ群

球
地
・
物
生 環境生物学

専門分野の基礎
を固める

生態系の機能　植物と環境　動物と環境　環境生物学実習

環境地学 環境地質学　環境地形学　固体地球環境化学　地圏環境学実習

文
水
・
象
気 環境情報学 環境情報数学Ⅱ　情報システムの構築と応用　画像情報処理の基礎　空間情報システム実習

環境水文学 水文環境学　陸水環境学　環境水質化学　環境水文学実験

環境気象学 気候・気象学　総観気象学　大気大循環論　環境気象学実習

専門科目
Ｂ群

球
地
・
物
生 環境生物学

専門分野の知識
を深める

生物圏の歴史と人間活動　生物の多様性　生物間の相互作用

環境地学 防災地圏環境学　固体地球物質環境学　環境同位体化学　環境分析化学

文
水
・
象
気 環境情報学 環境情報数学演習Ⅰ　環境情報数学演習Ⅱ　プログラミングの応用（実習）

環境水文学 水文環境モニタリング　水文環境シミュレーション　水文循環とその調査法　水質水文学

環境気象学 気候変動論　微気象学　大気環境モニタリング　大気環境シミュレーション　温暖化と酸性雨　都市大気環境

専門科目
Ｃ群

発展学部
共通科目 複数の専門分野

にまたがる内容
を学び、広い視
野や実践力を養
う

熱帯圏の環境　氷雪圏の環境　乾燥圏の環境　環境保全活動実験　測量学および実習　測量学実践実習

発展学科
共通科目

生物圏の保全　国際環境問題　第四紀環境変遷史　環境流体力学　海洋環境学　情報化社会と職業　
情報産業史　情報通信ネットワーク特論　情報通信ネットワーク実習　シミュレーション技術　土壌環境学　
水資源と水利用　環境化学実験　土壌環境学実験

特別選抜
科目

環境生物学アドバンスト　地圏環境学アドバンスト　環境情報学アドバンスト　環境水文学アドバンスト　
環境気象学アドバンスト

自由選択科目 ※ 他コースの必修科目や専門科目も、自由選択科目として履修できます。

＊開講科目については、2014年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

環境システム学科では、自身の興味・関心に応じて

自由にカリキュラムを組むことができます。例えば、

この時間割は1年次後期の「生物・地球コース」で

環境生物学を中心に学ぶ学生のモデルケースです。

３年次の方は、後期における「気象・水文コース」

で環境気象学を専攻して学ぶ学生を想定。自由選

択科目の幅が広いため、幅広い学生の興味・関心

に合った履修が可能です。

■ 時間割［3年次・後期］

生物の
多様性2

1

MON

水質水文学

TUE

温暖化と
酸性雨

WED THU FRI SAT

海洋環境学3 国際環境
問題 微気象学

セミナー4

5

6

7

大気環境
モニタリング

プログラ
ミングの
基礎
（実習）

■ 時間割［1年次・後期］

2

生物学Ⅰ1

MON
人間活動と物質循環Ⅱ
（生物生産と生物圏
の物質循環）

TUE WED

環境水文学
概論

THU

環境情報学
概論

環境気象学
概論

FRI SAT

地学Ⅰ3 地圏環境学
概論

基礎英語
Ⅱ C

環境生物学
概論

基礎英語
Ⅱ C

4
ジオインフォ
マチックス5

6

7

生物学
実験Ａ

化学実験
B

地球環境科学部 _環境システム学科



■ カリキュラム

地理情報科学の基礎

地図や地理情報からもたらされる情報

は膨大な量です。この講義では、そう

いった情報を活用するための基礎を学

びます。地理情報科学の基本や適用事

例を用いて、GISなどの地理情報システ

ムで使用するデータの基本構造や作成

法を修得。また、地図学や地理学との関

連、地理情報科学の歩み、地理情報シ

ステムの構成要素、データ構造とその操

作、地図の表現方法、地理情報システム

の適用例と問題点などを深く理解するこ

とができます。

都市地理学

日本では、現在人口の約７割が都市

部に暮らしており、都“ 市の時代”とも

言われています。そこで起こるさまざ

まな問題は、私たちの生活に影響を

与えています。講義では、そうした都

市に関する理解を深めるために、都市

とはどういったものなのか、その基本

的な見方や分類の仕方、制度等を学

んでいきます。東京圏や工業都市、旧

城下町の都市等、具体的な事例を挙

げて、都市の形成・発達・構造・景

観を考察します。

海外フィールドワーク

地理学科では、2年次から4年次で

「海外フィールドワーク」を体験する

ことができます。海外ならではの自然

環境の体験、広い視野からの異文化

の理解をめざして、その地域に詳しい

教員の引率によりフィールドワークを

行います。これまでに、イギリス、アメ

リカ、台湾、ドイツ、イタリア、オース

トリア、ニュージーランドなど、世界

各国で実施してきました。現地を訪れ

ないとわからない、国の特徴や人との

触れ合いも楽しみの一つです。

地域調査法

この授業では、地理学的研究に必要

とされる、地域調査についてのスキル

の修得を目的としています。調査対

象は、大きく自然地理学と人文地理

学にまたがっています。野外実習や

卒業論文での具体的調査方法につい

て学修していきます。また、統計の手

法や使い方、基礎統計を用いた考え

方についても、サンプルデータを用い

てわかりやすく講義していきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

学科基幹
科目

（必修）
自分の目や耳で地域
の特性や問題点を捉
えていく

基礎地図学および実習Ⅰ
基礎地図学および実習Ⅱ

地理学基礎セミナー
フィールドワークⅠ

地理学セミナーⅠ
地理学セミナーⅡ
フィールドワークⅡ

地理学セミナーⅢ
地理学セミナーⅣ
卒業研究

（選択必修） 地理学の調査の方法
を学ぶ

地域調査法 1　地域調査法 2
地域調査法 3　地域調査法 4
地域調査法 5　地域調査法 6
地域調査法 7　地域調査法 8
地域調査法 9　地域調査法 10

学科専門
基礎科目

地理基礎科目群 地理学や地域の基礎
を学ぶ 人文地理学概論　自然地理学概論　日本地誌　アジア・オセアニア地誌　ヨーロッパ・アフリカ地誌　南北アメリカ地誌　地理基礎巡検

地理技能基礎
科目群

地理学に関連した基
礎的な技術を学ぶ

測量数学

デジタル地図の基礎　地理情報科学の基礎　地域データ分析法　地域自然情報の活用

学科専門
発展科目

地域デザイン科
目群

地域の現状を学び、
将来を考える

都市地理学　農業地理学　工業地理学　交通地理学　観光地理学　歴史地理学

都市と地域の計画　人口と地域　地域景観の保全と復原　流通地域論
人間活動と土地利用　地域開発と環境問題　観光資源とまちづくり

地域自然誌
科目群

地域の自然・環境を
学び、人と自然の関
係を考える

地形学　気候学　水文学　自然計測実習

自然災害と地域　災害・防災地図の作成と利用
自然公園とエコツーリズム　自然環境とまちづくり　地域の自然誌　

地域研究科目群

さまざまな地域の研
究を通して地域の現
状・将来・研究方法
について学ぶ

地域文化論　地域と民俗　首都圏の環境と生活

地域研究 1　地域研究 2　地域研究 3　地域研究 4　地域研究 5　地域研究 6

学科専門
実践科目 専門実践科目群

地図やコンピュー
ターを使った実習や
フィールドワークを
とおして実践的な技
術を学ぶ

地図画像処理論および実習　写真判読法および実習　地図表現と地図作成
海外調査法およびフィールドワーク 1　海外調査法およびフィールドワーク 2
海外調査法およびフィールドワーク 3

地理情報システム論および実習　地理情報システムの応用および実習
社会科・地理歴史教育論Ⅰ　社会科・地理歴史教育論Ⅱ　社会科教育論Ⅰ　社会科教育論Ⅱ

学部共通
科目

導入科目群 地球や地域に関する
教養を学ぶ

風土と人間生活　都市のアメニティ　地図と測量の科学　マップリーディング　地球の資源とエネルギー　地球の構造と進化
自然災害のメカニズム　地球環境システム論　生活環境の科学　情報社会と倫理　環境経済学　ジオインフォマチックス　

発展科目群

測量や地球環境学に
関する発展的テー
マ・技術を学び、実
践する

測量学および実習　測量学実践実習　環境保全活動実験

熱帯圏の環境　氷雪圏の環境　乾燥圏の環境
環境関係法規　地域環境行政　

＊開講科目については、2014年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

1年次では「基礎地図学および実習Ⅰ」や「情報処理

の基礎」等が必修科目になります。さらに、身近な問

題から地理学を考える「風土と人間生活」などもあ

ります。教養科目も幅広い選択が可能なので、「心

理学概論」や「キャリア開発基礎講座Ⅰ」などを履修

できます。

3年次では、GISの使い方を学ぶ「地理情報システ

ム論および実習」や、「フィールドワークⅡ」など、よ

り実践的な科目を中心に組むことができます。

観光地理学 気候学 自然環境と
まちづくり

地域研究
６

土地と地
域の計画

地域景観の
保全と復原

■ 時間割［3年次］

2

1

MON TUE WED THU FRI SAT

交通地理学3

4

5

6

7

地理情報
システム
論および
実習

地理学
セミナー

Ⅰ

測量学
および
実習

学修の
基礎Ⅰ

■ 時間割［1年次］

基礎地図学
および実習Ⅰ2

1

MON

心理学
概説

TUE WED THU

ヨーロッパ・
アフリカ地誌

基礎英語
Ⅰ

FRI SAT

情報処理
の基礎3 ドイツの言

語と文化Ⅰ

4 哲学とは
何か

キャリア開発
基礎講座Ⅰ

風土と
人間生活

地理学
概論5

6

7

自然災害の
メカニズム 日本地誌

週外集中授業：フィールドワークⅡ・海外フィールドワーク週外集中授業：地理基礎巡検

地球環境科学部 _地理学科



■ カリキュラム

心理学アセスメント

性格検査や知能検査だけでなく、医療、

教育、産業などの場面で多用される心

理アセスメントについて学ぶ講義です。

はじめに、アセスメント技法としての心

理面接・行動観察・心理検査法の基

本と概要を広く学びます。特に、心理面

接については、具体的な事例を通じて

深い理解を促します。また、講義では実

際に検査を体験し、自分で採点や解釈

を行います。自身の体験をとおして、心

理アセスメントの定義を明確化させるこ

とが狙いです。

深層心理学

深層心理学とは、人間の心に無意識

が存在すると仮定して、人間の行動

や思考、不適応、身体症状などを「無

意識」概念で語る心理学のことを指し

ます。この授業では、はじめに深層心

理学の基礎、心理療法家の役割につ

いて学んでいきます。イメージを重視

するユングの分析心理学とフロイトの

精神分析との対比をとおして、総体的

に深層心理学的なものの見方を理解

していきます。

カウンセリング

前期では主に、カウンセリングに必要

な基本的理論や考え方を学びます。

基礎を身につけたあと後期では、学

生同士でロールプレイングやグループ

ワークを行い、受容・傾聴・共感な

どのコミュニケーションの技術などを

を身につけ、より実践的な方法を用い

て学修を深めていきます。1年を通じ

て、理論と体験の双方を学ぶことで、

カウンセラーに求められる知識を多

角的に蓄えることができます。

臨床心理学演習

3年次に行われるゼミナールです。臨

床心理学の領域を専門とする教員の

もとで、各学生の興味関心に合わせ

たテーマについて学んでいきます。臨

床心理学の各テーマについて深く学

ぶだけでなく、テーマの選定から調

査、論文作成という手順を通じて論

文を書く技術を身につけることができ

ます。さらに、それを基に教員やゼミ

生同士でディスカッションや意見交換

を行うこともあります。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

1年 2年 3年 4年

必修科目
心とは何か
人間とは何か
を学ぶ

心理学史　心理学概論
心理学基礎演習 1　心理学基礎演習 2
臨床心理学概論 1　臨床心理学概論 2

カウンセリング1　カウンセリング2
キャリアとライフ

臨床心理学演習 1　臨床心理学演習 2
心理学研究法 1　心理学研究法 2
臨床心理学研究法 1　臨床心理学研究法 2

卒業論文・卒業研究 1
卒業論文・卒業研究 2

必修選択科目
心を見る
技術・方法を
身につける

心理統計法 1
心理統計法 2

心理学測定法 1　心理学測定法 2　心理学基礎実験 1　心理学基礎実験 2
心理学情報処理 1　心理学情報処理 2　心理学アセスメント1　心理学アセスメント2
心理療法 1　心理療法 2

選
択
科
目

臨床実践につながる心理学

障害児心理学 1　障害児心理学 2　精神医学 1　精神医学 2　精神医学診断 1　精神医学診断 2　心身医学 1　心身医学 2
深層心理学　犯罪心理学　人間性心理学　ポジティブ・健康心理学　福祉臨床心理学　子どもの心理臨床　
教育相談とスクール・カウンセリング　キャリア・カウンセリング　行動と心理臨床

臨床心理学の実践 1　臨床心理学の実践 2

社会科学としての心理学

人間関係の心理学 1　人間関係の心理学 2　社会心理学 1　社会心理学 2

コミュニケーションの心理学 1　コミュニケーションの心理学 2　ステレオタイプの心理学 1　ステレオタイプの心理学 2
家族心理学 1　家族心理学 2　コミュニティ心理学 1　コミュニティ心理学 2　発達社会心理学 1　発達社会心理学 2
消費者行動の心理学 1　消費者行動の心理学 2　社会的貢献の心理学 1　社会的貢献の心理学 2
産業・組織心理学 1　産業・組織心理学 2

人間科学としての心理学

認知心理学 1　認知心理学 2　発達心理学 1　発達心理学 2　学習の心理学 1　学習の心理学 2
教育の心理学　青年期の心理学　人格心理学 1　人格心理学 2

感覚・知覚心理学 1　感覚・知覚心理学 2
生理心理学 1　生理心理学 2

心理学をより深く
理解する

専門への関心領
域を広げる

学術論文作成法 1　学術論文作成法 2　比較文化論

英語原書講読 1　英語原書講読 2

＊カリキュラムについては、2014 年度に変更となる場合があります。

■ 時間割モデル

１年次は心理学の概要や歴史に関する講義を多数

履修することで、専門領域を学ぶための基礎作りの

時期とします。今後の学修で、必須となる統計の基

礎的なスキルを学ぶ「心理統計法」は、ぜひ履修し

ておきたいところです。

また、3年次では「臨床心理学演習」や「心理学アセ

スメント」などの、実体験をとおして学ぶ授業を中心

に選択しています。臨床心理学の現場を知ることが

できる、「子どもの心理療法」や「深層心理学」では、

現場で活躍している先生方の貴重な体験談を聞くこ

とができます。

■ 時間割［3年次］

2

1

MON

心理学アセス
メント１・２

TUE WED

子どもの心理
臨床（後期）

THU

心理療法
１・２

FRI SAT

3

4 深層心理学
（後期）

キャリア・カウン
セリング（後期）5
臨床心理学
演習１・２6

7

心理学研究法
１・２

臨床心理学の
実践１・２

臨床心理学
研究法１・２

英語原書
講読１・２

■ 時間割［1年次］

英語Ⅱ2

1

MON

社会学

TUE

発達心理学
１・２

情報処理
の基礎

WED

臨床心理学
概論１・２

THU

心理学

FRI

英語Ⅰ

SAT

3 ハングル 人格心理学
１・２

学修の基礎
Ⅰ・Ⅱ

4 法学

心理学史（前期）
心理学概論（後期）5

6

7

心理学基礎
演習１・２

心理統計法
１・２

心理学部＿臨床心理学科



■ カリキュラム

恋愛心理学

学生にも身近な恋愛の心理について

学ぶ講義です。恋愛状況におけるさ

まざまな心理的問題を社会心理学的

観点から解説していきます。恋愛時に

おける心理や行動を、出会い、発展、

親密化といった発展段階にそって学

ぶだけでなく、「一夫多妻配偶システ

ム」や「異文化恋愛」などの、文化的

な観点からの考察も行います。日常

生活と密接な学問だけに、学生から

の人気が非常に高くなっています。

リーダーシップトレーニング

アメリカの著名な文献などを参考にし

て、リーダーシップの重要性と主要理

論を学んだ上で、グループワークなど

の体験を通じて、さらに理解を深めて

いきます。これは集団のなかで目標を

達成させるために、リーダーとして必

要な知識やスキルを身につけることを

目的としています。近年の就職活動の

際に重要とされる「対人コミュニケー

ション能力」を養うことができるスキ

ル系トレーニングの代表的な科目で

もあります。

ステレオタイプの心理学

「大阪の人はせっかちだ」「女性は感

情的だ」などの、世の中に蔓延する

ステレオタイプについて学んでいきま

す。ステレオタイプが形成、維持され

るメカニズムを社会心理学的知見か

ら理解し、現代の社会現象について

考察していきます。ほかにも、テレビ

をはじめとしたメディアにおけるステ

レオタイプ化の過程やオーディエンス

への影響についても考えていきます。

社会心理調査実習

社会調査の意義や基本的な事項を修

得します。グループワークなどを通じ

て、実践的に学び、受講者個人が調

査を企画し実施できる能力を養いま

す。前期では社会調査の歴史や過去

に用いられた事例などを通じて、社会

調査の基礎を学んでいきます。後期

では、質問紙調査の手法を中心に、

実際に社会調査を設計し、実施、分

析までを行うことで、実践的なスキル

を身につけていきます。

PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目 PICK UP! 科目

＊カリキュラムについては、2014年度に変更となる場合があります。

1年 2年 3年 4年

必修科目

心理学概論　心理学史
対人・社会心理学概論 1
対人・社会心理学概論 2
心理統計法 1　心理統計法 2
対人・社会心理学基礎演習 1
対人・社会心理学基礎演習 2

心理学基礎実験 1
心理学基礎実験 2
キャリアとライフ

対人・社会心理学演習 1
対人・社会心理学演習 2

卒業論文・卒業研究 1
卒業論文・卒業研究 2

選
択
科
目
Ⅰ

スキル系
学年進行に応じた
科学的アプローチ
スキルの体系的履修

社会心理調査の基礎
社会心理調査の方法
プレゼンスキルトレーニング

対人スキルトレーニング
リーダーシップトレーニング

社会心理調査実習 1
社会心理調査実習 2

心理学英語論文講読　社会心理データ分析法
社会心理質的研究の方法　社会心理測定法

自己 人間力を養う

自己心理学
キャリア心理学　ポジティブ心理学
発達社会心理学 1　発達社会心理学 2
健康心理学 1　健康心理学 2

対人 対人力を養う

恋愛心理学
外見心理学
社会的欲求の心理学
対人感情の心理学
人間関係の心理学 1　人間関係の心理学 2
コミュニケーションの心理学 1　コミュニケーションの心理学 2
家族心理学 1　家族心理学 2

集団 社会人力を養う

集団心理学　ビジネス心理学
犯罪社会心理学
リスクマネジメントの心理学
情報社会の心理学
産業・組織心理学 1　産業・組織心理学 2
消費者行動の心理学 1　消費者行動の心理学 2
コミュニティ心理学 1　コミュニティ心理学 2

文化 国際人力を養う

ステレオタイプの心理学 1　ステレオタイプの心理学 2　
社会的貢献の心理学 1　社会的貢献の心理学 2
ジェンダー心理学　進化心理学
宗教と実存の心理学　言語と文化の心理学　
比較文化の心理学

選
択
科
目
Ⅱ

基礎・応用
1・2年次で
心理学全般の幅広い
専門的知識の履修

認知心理学 1　認知心理学 2　
学習の心理 1　学習の心理 2
人格心理学 1　人格心理学 2　
発達心理学 1　発達心理学 2　
教育心理学 1　教育心理学 2

感覚・知覚心理学 1　感覚・知覚心理学 2

■ 時間割モデル

１年次のポイントは、語学や教養科目に加え統計や

心理学史といった心理学の基礎知識を修得するため

の必修授業を多くとること。そのほかでは、「プレゼ

ンスキルトレーニング」などの対人力や社会人力の

育成につながる科目を優先的に選択しましょう。

3年次では、ゼミの活動を中心に据えつつ、社会調査

士の資格を取るための「社会心理調査実習」を履修

しましょう。国際人として学びを深める「Advanced 

English」や「リーダーシップトレーニング」なども、

学生から人気の高い授業です。

■ 時間割［3年次］

Advanced 
English2

1

MON TUE

キャリア心理学
／自己心理学

WED THU

対人･社会心理学演習１
／対人･社会心理学演習２

FRI SAT

ステレオタイプの心理学１
／情報社会の心理学3 人間関係の心理学１

／人間関係の心理学
恋愛心理学／
外見心理学

リーダーシップ
･トレーニング4 社会心理

測定法
キャリア開発基礎
講座Ⅲ（仏教・心理）

5

6

7

社会心理
調査実習

■ 時間割［1年次］

対人･社会心理学
概論 1・22

1

MON

社会心理調査の基礎
社会心理調査の方法

TUE WED

対人･社会心理学
基礎演習 1・2

THU

哲学
通年

心理学
通年

FRI SAT

社会学 A
通年3 心理学史

心理学概論
心理統計法
1・2

プレゼンスキル
トレーニング

学修の
基礎Ⅰ・Ⅱ

情報処理
の基礎4 英語Ⅱ

通年
英語Ⅰ
通年

5

6

7

ハングル
通年

心理学部_対人・社会心理学科
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