
（別表第１)
教養特別講義

系列 授 業 科 目 単位数
教養特別講義 必1

JWUキャリア科目・JWU社会連携科目
系列 授 業 科 目 単位数

ライフプランとキャリアデザイン 選必2
女性と職業 選必2
仕事・結婚・わたし 選必2
女性と身体 選必2
多様な働き方とキャリア 選必2
ダイバーシティとキャリア 選必2
ライフステージと法 選必2
現代女性論 選必2
現代男性論 選必2
日本の女性史 選必2
世界の女性史 選必2
社会に出るための自己表現 選必2
現代ビジネスと起業 選必2
インターンシップⅠ 選1
インターンシップⅡ 選2
社会課題とＮＰＯ・ＮＧＯ 選必2
国際協力・ボランティア論 選必2
社会連携を学ぶ　Ａ 選必2
社会連携を学ぶ　Ｂ 選必2
地域・社会課題を学ぶ 選必2
JS寄附講座　住まい・団地フィールドスタディ 選必2
課題解決型ワークショップを用いた企画開発 選必2
社会におけるICT、データサイエンス活用　Ａ 選必2
社会におけるICT、データサイエンス活用　Ｂ 選必2
地域・企業と未来を創るクリエイティブ・プロジェクト演習　Ａ 選必2
地域・企業と未来を創るクリエイティブ・プロジェクト演習　Ｂ 選必2
地域・企業と未来を創るクリエイティブ・プロジェクト演習　Ｃ 選必2
地域・企業と未来を創るクリエイティブ・プロジェクト演習　Ｄ 選必2
社会連携・社会貢献活動Ⅰ 選1
社会連携・社会貢献活動Ⅱ 選2

基礎科目
  外国語

系列 授 業 科 目 単位数
プレゼンテーション・イングリッシュa 必2
プレゼンテーション・イングリッシュb 必2
アクティヴ・イングリッシュa 必2
アクティヴ・イングリッシュb 必2
英語コミュニケーションⅠ 選2
英語コミュニケーションⅡ 選2
英語コミュニケーションⅢ 選2
リーディングⅠ 選2
リーディングⅡ 選2
リーディングⅢ 選2
ライティングⅠ 選2
ライティングⅡ 選2
ライティングⅢ 選2
メディア・リスニング 選2
観光英語 選2
ビジネス・イングリッシュ 選2
TOEIC 選2
TOEFL 選2
IELTS 選2
資格英語（集中）１ 選2
資格英語（集中）２ 選2
資格英語（集中）３ 選2
ドイツ語ａ入門 選2
ドイツ語ａ初級 選2
ドイツ語b入門 選2
ドイツ語b初級 選2
ドイツ語Ｌ．Ｌ．入門 選2
ドイツ語Ｌ．Ｌ．初級 選2
ドイツ語中級 選2
ドイツ語中級アドヴァンスト（原典講読） 選2
集中ドイツ語 選2
フランス語ａ入門 選2
フランス語ａ初級 選2
フランス語b入門 選2
フランス語b初級 選2

フランス語Ｌ．Ｌ．入門 選2

フランス語Ｌ．Ｌ．初級 選2
フランス語中級 選2
フランス語Ｌ．Ｌ．中級 選2
フランス語中級アドヴァンスト(原典講読） 選2
フランス語中級アドヴァンスト(コミュニケーション) 選2
フランス語上級 選2
集中フランス語 選2

JWUキャリア科目

JWU社会連携科目

必修英語

ドイツ語

フランス語

選　択　英　語



中国語ａ入門 選2
中国語ａ初級 選2
中国語b入門 選2
中国語b初級 選2
中国語Ｌ．Ｌ．入門 選2
中国語Ｌ．Ｌ．初級 選2
中国語中級 選2
中国語Ｌ．Ｌ．中級 選2
中国語中級アドヴァンスト（原典講読） 選2
中国語中級アドヴァンスト(コミュニケーション) 選2
中国語上級 選2
集中中国語 選2
韓国語ａ入門 選2
韓国語ａ初級 選2
韓国語ｂ入門 選2
韓国語ｂ初級 選2
韓国語Ｌ．Ｌ．入門 選2
韓国語Ｌ．Ｌ．初級 選2
韓国語中級 選2
韓国語Ｌ．Ｌ．中級 選2
韓国語中級アドヴァンスト（原典講読） 選2
韓国語中級アドヴァンスト(コミュニケーション) 選2

  情報処理

系列 授 業 科 目 単位数
基礎情報処理 必2
データサイエンス入門 選必2
AI入門 選必2
ICT活用Ⅰ 選必2
ICT活用Ⅱ 選必2
ICT活用Ⅲ 選必2
ICT活用Ⅳ 選必2
ICT活用Ⅴ 選必2
ICT活用Ⅵ 選必2

  身体運動
系列 授 業 科 目 単位数

身体運動 Ⅰa 選必1
身体運動 Ⅰb 選必1
身体運動 Ⅰc 選必1
身体運動 Ⅱa 選1
身体運動 Ⅱb 選1
身体運動 Ⅱc 選1
身体運動論 選2
健康スポーツ論Ⅰ 選2
健康スポーツ論Ⅱ 選2
身体運動演習ａ 選2
身体運動演習ｂ 選2

中国語

韓国語



教養科目
系列 授 業 科 目 単位数

政治思想の歴史 選2
政治学 選2
日本の政治 選2
政治と福祉 選2
メディアと社会 選2
経済学の世界 選2
世界経済 選2
日本経済 選2
経営学の世界 選2
日本の産業と企業 選2
女性と法律 選2
法学入門 選2
市民社会と法 選2
法哲学 選2
日本国憲法 選2
社会福祉学 選2
平和学 選2
ノーマライゼーション論 選2
社会保障入門 選2
国際社会と人権 選2
ジェンダー論入門 選2
ジェンダーと社会 選2
現代の社会学 選2
社会学入門 選2
地域研究 選2
SOCIAL AND INTERNATIONAL RELATIONS OF JAPAN 選2
教育人間学 選2
教育学入門 選2
心と健康 選2
地球の自然と資源 選2
天文学と宇宙観の歴史 選2
物理学とテクノロジー 選2
現代社会と情報科学 選2
基礎から学ぶコンピューター 選2
情報と通信 選2
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと生活 選2
食と健康 選2
衣と健康 選2
女性と健康 選2
住まいのデザイン 選2
心理学 選2
人間生理学 選2
脳と行動 選2
人体の構造と機能及び疾病 選2
生命科学 選2
ＤＮＡの拓いた生命科学 選2
環境と生態系 選2
生活・環境と化学 選2
生物の起源と進化 選2
歴史の中の数学 選2
教養としての数学 選2
数学の眼で見た世界 選2
社会で役立つ統計学 選2
統計学入門 選2
ファッションの化学 選2
薬と化粧品の化学 選2
化学の歴史 選2
物理学はいかに創られたか 選2
社会思想の歴史 選2
思想・哲学 選2
西洋思想 選2
東洋思想 選2
２０・２１世紀の思想 選2
ロジカル･シンキング入門 選2
倫理学入門 選2
美学 選2
文化人類学入門 選2
歴史から見る現代世界 選2
地理学 選2
２０・２１世紀の日本文学 選2
２０・２１世紀の外国文学 選2
日本美術史 選2
西洋美術史 選2
東洋音楽の歴史 選2
西洋音楽の歴史 選2
舞台芸術の歴史・東洋 選2
舞台芸術の歴史・西洋 選2
映像論 選2
女性と芸術 選2
世界の古典・文学 選2
英語圏のファンタジー 選2
日本社会と宗教 選2
宗教とは何か 選2
ことばとは何か 選2
ことばと社会 選2
クリティカル・シンキング入門 選2
INTRODUCTION TO JAPANESE CULTURE AND SOCIETY 選2
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（別表第２）家政学部
家政学部共通科目

授 業 科 目 単位数
家政学概論 選必2
人間と生活 選必2
家族関係論 選2
消費者教育論 選2
生活と児童 選2
生活と食物 選2
生活と住居 選2
生活と衣服 選2
生活と経済 選2
家庭管理論 選2

児童学科
授 業 科 目 単位数

先端児童学序説 必2
フィールドワーク演習（創造・文化） 選2
フィールドワーク演習（社会・臨床） 選2
ボランティア実習 選2
文献研究 必2
課題分析研究 必2
特別演習１ 必2
特別演習２ 必2
児童学総論 必2
卒業論文 必2
発達心理学１ 必2
保育心理学演習 選2
発達心理学２ 選2
発達臨床支援 選2
子どもの保健 選2
子どもの保健２ 選2
子どもの健康と安全 選2
子どもの食と栄養 選2
保育内容総論 選2
保育内容演習（言葉） 選2
乳児保育１ 選2
乳児保育２ 選2
幼児理解 選2
子どもと創造 選2
音楽実技 選2
子どもと音楽 選2
音楽理論１ 選2
音楽理論２ 選2
子どもと造形１ 選2
子どもと造形２ 選2
子どもの身体表現 選2
子どもと運動 選2
保育・教育課程論 選2
体育 選2.5
算数 選2
保育内容演習（健康） 選2
保育内容演習（表現） 選2
世界の教育システム 選2
児童文化 選2
子どもとマルチメディア 選2
子どもと文化 選2
児童文学 必2
幼年文学 選2
ヤングアダルト文学 選2
保育文化論 選2
子どもと多文化理解 選2
国語（書写を含む。） 選2
生活 選2
児童家庭福祉 必2
社会福祉 選2
保育者論 選2
保育原理 選2
幼児教育論 選2
社会的養護１ 選2
社会的養護２ 選2
教職基礎論（幼） 選2
教育学概論（幼） 選2

発達領域

創
造
・
文
化
領
域

文 化

創 造

社 会

家政学部共通

系列

系列

先端児童学研究法



教育方法論 選2
子どもと人権 選2
教育社会学（幼） 選2
保育内容演習（人間関係） 選2
保育内容演習（環境） 選2
家族心理学 選2
子ども家庭支援論 選2
健康心理学 選2
発達障害 選2
心理アセスメント 選2
教育心理学（幼） 選2
障害児保育 選2
特別支援教育の方法と理解 選2
社会福祉方法論 選2
児童相談事例研究 選2
子どもの問題行動 選2
児童精神医学 選2
子育て支援 選2
保育相談支援 選2
学校カウンセリング基礎論（幼） 選2
思春期・青年期臨床 選2
保育実習Ⅰ（保育園） 選2
保育実習Ⅰ（施設） 選2
保育実習指導Ⅰ（保育園） 選1
保育実習指導Ⅰ（施設） 選1
保育実習Ⅱ 選2
保育実習指導Ⅱ 選1
保育実習Ⅲ 選2
保育実習指導Ⅲ 選1
保育・教育実践演習（幼） 選2
フィールドスタディ（農業・農村） 選2
保育学（実習及び家庭看護を含む） 選2
栄養・食品科学 選2
住居論（製図を含む） 選2
衣服科学 選2
調理実習Ⅰ 選1
調理実習Ⅱ 選1
衣服実習Ⅰ 選1
衣服実習Ⅱ 選1
家庭電気・機械及び情報処理 選2

食物学科（食物学専攻）
授 業 科 目 単位数

基礎化学 選2
基礎有機化学 必2
基礎分析学Ⅰ 必2
基礎分析学Ⅱ 選2
基礎生理学 必2
摂食生理学 選2
微生物学 必2
食品学Ⅰ 必2
食品学Ⅱ 必2
食品機能学 必2
フードスペシャリスト論 選2
食品加工・貯蔵学 必2
食品鑑別演習 選2
食品開発学特論Ⅱ 選2
食品開発学特論Ⅰ 必2
食品開発学実践演習 選2
食品衛生学 必2
微生物機能学 選2
食品栄養学基礎実験ⅠＡ 必1.5
食品栄養学基礎実験ⅠＢ 必1.5
食品栄養学基礎実験Ⅱ 必1.5
食品学応用実験 選必1.5
食品機能学実験 選必1.5
食品衛生学実験 選必1.5
フードマネジメント論 選2
微生物学基礎実験 必1.5
微生物学応用実験 選必1.5

系列

基　礎　科　目

食品学系

社
会
・
臨
床
領
域

臨 床

関連科目

家政学関連



調理科学 必2
フードデザイン論 選2
調理科学実験 必1.5
調理科学応用実験 選必1.5
調理学 必2
調理学実習Ⅰ 必2
調理学実習Ⅱ 必2
調理学実習Ⅲ 必2
調理学応用実習Ⅰ 選2
調理学応用実習Ⅱ 選2
フードコーディネート論 選2
キッチンデザイン論 選2
栄養学Ⅰ 必2
生化学 必2
栄養学Ⅱ 必2
ライフステージの栄養学Ⅰ 必2
ライフステージの栄養学Ⅱ 選2
ライフステージの栄養学実習Ⅰ 必1.5
ライフステージの栄養学実習Ⅱ 選必1.5
栄養生理学実験 選必1.5
食文化論Ⅰ 選2
食文化論Ⅱ 選2
病気のしくみと成り立ち 必2
健康増進科学Ⅰ 必2
健康増進科学Ⅱ 必2
運動生理学 選2
フードシステム論 選2
実践統計学 選2
バイオインフォマティクス特論 選1
子どもの保健２ 選2
異分野連携実践演習 選2
食物学概論 必2
食物学演習 必2
食物学総合演習 必2
卒業基礎研究 必2
卒業研究 必4
保育学（実習及び家庭看護を含む） 選2
栄養・食品科学 選2
住居論（製図を含む） 選2
衣服科学 選2
調理実習Ⅰ 選1
調理実習Ⅱ 選1
衣服実習Ⅰ 選1
衣服実習Ⅱ 選1
家庭電気・機械及び情報処理 選2

食物学科（管理栄養士専攻）
授 業 科 目 単位数

基礎化学 選2
基礎有機化学 必2
基礎分析学Ⅰ 必2
基礎分析学Ⅱ 選2
基礎栄養生理学 選2
基礎医学 必2
社会・環境と健康Ⅰ 必2
社会・環境と健康Ⅱ 必2
社会・環境と健康Ⅲ 必2
生化学Ⅰ 必2
生化学Ⅱ 必2
生化学実験 必1
栄養生化学実験 必1
解剖生理学Ⅰ 必2
解剖生理学Ⅱ 必2
解剖学実験 必1
生理学実験 必1
病理学 必2
臨床医学Ⅰ 必2
臨床医学Ⅱ 必2
微生物学 必2
微生物学基礎実験 必1
運動生理学 選2
食品学Ⅰ 必2
食品学Ⅱ 必2
食品機能学 選2
食品製造学 必2

調理学系

栄　養　学　系

人体の構造と機能・疾病の成り立ち

そ　　の　　他

家政学関連

系列

基礎科目

社会・環境と健康



調理科学 必2
食品学基礎実験 必1
食品学基礎実験Ⅰ 必1
調理科学実験 必1
食品学基礎実験Ⅱ 必1
食品保蔵学 選2
食品衛生学 必2
微生物機能学 選2
食品衛生学実験 必1
調理学実習Ⅰ 必1
調理学実習Ⅱ 必1
調理学実習Ⅲ 必1
調理学応用実習Ⅰ 選2
調理学応用実習Ⅱ 選2
基礎栄養学Ⅰ 必2
基礎栄養学Ⅱ 必2
基礎栄養学実験実習 必1
応用栄養学Ａ－Ⅰ 必2
応用栄養学Ａ－Ⅱ 必2
応用栄養学Ｂ 必2
応用栄養学実習 必1.5
栄養教育論Ⅰ 必2
栄養教育論Ⅱ 必2
栄養教育論Ⅲ 必2
栄養教育論実習 必1.5
公衆栄養学実習 必1
臨床栄養学Ⅰ 必2
臨床栄養学Ⅱ 必2
臨床栄養学Ⅲ 必2
臨床栄養学Ⅳ 必2
臨床栄養学実験 必1
臨床栄養学実習 必1.5
臨床栄養学実践演習 選2
臨地実習Ⅱ（臨床栄養学の領域Ⅰ） 必1
公衆栄養学Ⅰ 必2
公衆栄養学Ⅱ 必2
臨地実習Ⅳ（公衆栄養学あるいは給食経営管理論・臨床
栄養学の領域から一領域）

必1

給食経営管理論Ⅰ（給食実務論及び給食計画論含む） 必2
給食経営管理実習 必1.5
臨地実習Ⅰ(給食経営管理論の領域) 必1
給食経営管理論Ⅱ 必2
臨地実習Ⅲ（臨床栄養学の領域Ⅱ） 必1
異分野連携実践演習 選2
心理学的支援法Ⅰ 選2
実践統計学 選2
総合演習 必2
食物学総合演習Ⅰ 必1
食物学総合演習Ⅱ 必2
食物学総合演習 必2
卒業研究 必2
学校栄養教育の基礎 選2
学校栄養教育の実践 選2
フードスペシャリスト論 選2
食品鑑別演習 選2
フードコーディネート論 選2
食糧経済 選2
フードデザイン論 選2
食文化論Ⅰ 選2
食文化論Ⅱ 選2

住居学科（共通科目）
授 業 科 目 単位数

基礎数学 必2
基礎物理 必2
住居学概説 選2
住居構造 必2
日本住居史 必2
力と形 必4
住居計画 必2
西洋住居史 必2
図学 必2

食　べ　物　と　健　康

専　門　分　野

栄養教諭

系列

その他

フードスペシャリスト



構造力学１ 必2
構造力学２ 必2
住生活学 必2
住居環境 必2
コンピュータデザインⅠ 必2
建築設備Ⅰ 必2
建築材料 必2
建築構法 必2
建築施工 必2
建築法規 必2
絵画デッサン 選1
基礎製図Ⅰ 必2
基礎製図Ⅱ 必2
設計製図 必2

住居学科（居住環境デザイン専攻）
授 業 科 目 単位数

空間デザイン基礎 選1
日本建築史 選必2
建築計画 選必2
住居管理 必2
バリアフリーデザイン論 必2
西洋建築史 選必2
都市計画 選必2
住環境計画 選2
生活プロダクトデザイン 選2
インテリアデザイン 選必2
住宅経済 選必2
ランドスケープデザイン 選必2
福祉環境演習 選必2
住居安全情報論 選必2
福祉環境論 選必2
住宅政策 選必2
近代建築デザイン論 選必2
インテリアデザイン演習 選必2
地域施設計画論 選2
調査分析法 選2
消費生活論Ⅰ 選2
建築設計Ⅰ 必2
建築構造 選2
建築環境工学 選2
建築と社会 選2
まちづくり基礎演習 選2
建築設備Ⅱ 選2
環境・設備演習 選4
構造デザイン演習 選2
建築設計Ⅱ 選2
建築設計Ⅲ 選2
建築設計Ⅳ 選3
コンピュータデザインⅡ 選2
建築総合演習Ⅱ 選2
フィールドスタディ（農業・農村） 選2
異分野連携実践演習 選2
住居学演習Ⅰ 必2
住居学演習Ⅱ 必4
卒業論文・卒業制作 必4
保育学（実習及び家庭看護を含む） 選2
栄養・食品科学 選2
住居論（製図を含む） 選2
衣服科学 選2
調理実習Ⅰ 選1
調理実習Ⅱ 選1
衣服実習Ⅰ 選1
衣服実習Ⅱ 選1
家庭電気・機械及び情報処理 選2

　共　　　　　　通

系列

　専 　門  科  目

その他

家政学関連

関　連　科　目



住居学科（建築デザイン専攻）
授 業 科 目 単位数

空間デザイン基礎 選1
日本建築史 選2
建築計画 必2
建築構造 必2
西洋建築史 選2
建築環境工学 必2
都市計画 必2
インテリアデザイン 選2
近代建築デザイン論 必2
建築設備Ⅱ 必2
建築と社会 必2
ランドスケープデザイン 選2
構造デザイン演習 選2
環境・設備演習 選4
調査分析法 必2
建築設計Ⅰ 必2
建築設計Ⅱ 必2
建築設計Ⅲ 選2
建築設計Ⅳ 選3
インテリアデザイン演習 選2
コンピュータデザインⅡ 必2
建築総合演習Ⅱ 選2
まちづくり基礎演習 選2
住環境計画 選2
バリアフリーデザイン論 選2
住居管理 選2
生活プロダクトデザイン 選2
住宅経済 選2
地域施設計画論 選2
住居安全情報論 選2
福祉環境論 選2
住宅政策 選2
福祉環境演習 選2
消費生活論Ⅰ 選2
フィールドスタディ（農業・農村） 選2
異分野連携実践演習 選2
住居学演習Ⅰ 必2
住居学演習Ⅱ 必4
卒業論文・卒業制作 必4
保育学（実習及び家庭看護を含む） 選2
栄養・食品科学 選2
住居論（製図を含む） 選2
衣服科学 選2
調理実習Ⅰ 選1
調理実習Ⅱ 選1
衣服実習Ⅰ 選1
衣服実習Ⅱ 選1
家庭電気・機械及び情報処理 選2

その他

家政学関連

系列

　専 　門  科  目

関　連　科　目



被服学科
授 業 科 目 単位数

被服科学基礎論Ⅰ 選必2
被服科学基礎論Ⅱ 選必2
被服科学基礎論Ⅲ 選必2
衣生活文化論 選必2
社会生活入門 選必2
衣服基礎実験・実習 必1.5
衣材料学Ⅰ 選2
衣材料学Ⅱ 選2
繊維材料学 選2
衣材料学実験Ⅰ 選必1.5
衣材料学実験Ⅱ   選必1.5　
衣材料学実験Ⅲ 選1.5
衣服総合実験   選必1.5　
高分子分析法 選2
高分子分析実験 選1.5
アパレル設計・生産論Ⅰ 選2
アパレル設計・生産論Ⅱ 選2
アパレルデザイン論 選2
アパレル企画論 選2
被服人間工学 選2
基礎感性工学 選2
アパレル生産実習Ⅰ 選必1.5
アパレル生産実習Ⅱ   選必1.5　
アパレルＣＡＤ演習 選2
衣造形実習Ⅰ 選1.5
衣造形実習Ⅱ 選1.5
基礎デザイン 選2
基礎デザイン演習 選2
服飾デザイン 選2
服飾デザイン演習 選2
テキスタイル工芸演習 選2
色彩環境論 選2
色彩学 選2
色彩学演習 選2
衣環境学 選2
衣環境学実験 選1.5
機能アパレル論 選2
運動環境生理学 選2
衣人体生理学 選2
ユニバーサルデザイン論 選2
テキスタイル管理学 選2
テキスタイル管理学実験 選1.5
染色加工学 選2
染色加工学実験 選1.5
テキスタイル加工 選2
ファッション論 選2
工業デザイン論 選2
日本服飾文化史Ⅰ 選2
日本服飾文化史Ⅱ 選2
西洋服飾文化史Ⅰ 選2
西洋服飾文化史Ⅱ 選2
服飾美学Ⅰ 選2
服飾美学Ⅱ 選2
造形芸術論Ⅰ 選2
造形芸術論Ⅱ 選2
染織文化史 選2
民族服飾論 選2
消費生活論Ⅰ 選2
消費生活論Ⅱ 選2
消費科学 選2
ファッションビジネス論 選2
衣料商品学 選2
ファッションマーケティング論 選2
アパレル統計学 選2
アパレル品質管理のためのケーススタディ 選2
衣料管理実習 選1.5
衣服文化演習Ⅰ 選必2
衣服文化演習Ⅱ 選2
被服科学演習 選必2
被服学総合演習 必2
卒業論文 必4

系列

共通

材　料　関　係

造　形　関　係

衣 環 境 関 係

整理・染色関係

美　学　関　係

消　費　関　係



保育学（実習及び家庭看護を含む） 選2
栄養・食品科学 選2
住居論（製図を含む） 選2
衣服科学 選2
調理実習Ⅰ 選1
調理実習Ⅱ 選1
衣服実習Ⅰ 選1
衣服実習Ⅱ 選1
家庭電気・機械及び情報処理 選2

家政経済学科
授 業 科 目 単位数

経済学入門Ⅰ 必2
経済学入門Ⅱ 必2
生活経済入門 必2
生活・家庭管理論Ⅰ 必2
女性労働論Ⅰ 必2
経営学入門 必2
経済学の歴史 選2
地域経済論 選2
生活公共入門 選2
経済統計学Ⅰ 選2
生活と情報 選2
生活文化論 選2
政治学概論 選2
法学概論 選2
マクロ経済学Ⅰ 選必2
マクロ経済学Ⅱ 選必2
ミクロ経済学Ⅰ 選必2
ミクロ経済学Ⅱ 選必2
マーケティング論 選必2
経営組織論 選必2
外国書講読Ｅ－Ⅰ 選必2
外国書講読Ｅ－Ⅱ 選必2
家計費論Ⅰ 選必2
家計費論Ⅱ 選必2
生活・家庭管理論Ⅱ 選必2
生活経済論 選必2
社会保障論Ⅰ 選必2
公共・生活ガヴァナンス論Ⅰ 選必2
外国書講読Ｐ－Ⅰ 選必2
外国書講読Ｐ－Ⅱ 選必2
労働経済学Ⅰ 選2
労働経済学Ⅱ 選2
財政学Ⅰ 選2
財政学Ⅱ 選2
金融論Ⅰ 選2
金融論Ⅱ 選2
環境経済学 選2
経済統計学Ⅱ 選2
経済政策Ⅰ 選2
経済政策Ⅱ 選2
消費者政策Ⅰ 選2
消費者政策Ⅱ 選2
歴史と経済Ⅰ(日本史及び外国史
1単位を含む。)

選2

歴史と経済Ⅱ(日本史及び外国史
1単位を含む。)

選2

日本経済論 選2
国際経済 選2
女性労働論Ⅱ 選2
社会保障論Ⅱ 選2
会計学Ⅰ 選2
会計学Ⅱ 選2
経営戦略論Ⅰ 選2
経営戦略論Ⅱ 選2
生活と経営学 選2
生活組織論Ⅰ 選2
生活組織論Ⅱ 選2
公共・生活ガヴァナンス論Ⅱ 選2
地域生活環境論Ⅰ 選2
地域生活環境論Ⅱ 選2
フードシステム論 選2
生活と自治体行政 選2
労働法・社会保障法 選2
共生の法律学 選2
生活と民法Ⅰ 選2
生活と民法Ⅱ 選2
社会調査の方法 選2
特殊講義 選2
外国書講読ハイレベルクラス 選2
英語で学ぶグローバル経済と生活 選2

家政学関連

系列

基　　礎　　論

公共・生活コース

コース共通

経済・経営コース



フィールドスタディ（農業・農村） 選2
まちづくり基礎演習 選2
経済・経営演習Ⅰ 選必2
経済・経営演習Ⅱ 選必2
経済・経営演習Ⅲ 選必2
経済・経営演習Ⅳ 選必2
公共・生活演習Ⅰ 選必2
公共・生活演習Ⅱ 選必2
公共・生活演習Ⅲ 選必2
公共・生活演習Ⅳ 選必2
卒業論文 必2
日本史概説-１ 選2
日本史概説-２ 選2
東洋史概説-１ 選2
東洋史概説-２ 選2
西洋史概説-１ 選2
西洋史概説-２ 選2
地理学の方法－１ 選2
地理学の方法－２ 選2
地誌学の方法－１ 選2
地誌学の方法－２ 選2
哲学概論 選2
宗教学の方法－１ 選2
宗教学の方法－２ 選2
保育学（実習及び家庭看護を含む） 選2
栄養・食品科学 選2
住居論（製図を含む） 選2
衣服科学 選2
調理実習Ⅰ 選1
調理実習Ⅱ 選1
衣服実習Ⅰ 選1
衣服実習Ⅱ 選1
家庭電気・機械及び情報処理 選2

卒業論文

関 連 諸 学

経済・経営演習

家政学関連

公共・生活演習

学科連携科目



（別表第３）文学部
日本文学科

系列 授 業 科 目 単位数
日本文学の基礎Ⅰ 必2
日本文学の基礎Ⅱ 必2
変体仮名演習 必2
基礎演習 必2
文章表現法 必2
日本文学史Ⅰ（上代） 選必4
日本文学史Ⅱ（中古） 選必4
日本文学史Ⅲ（中世） 選必4
日本文学史Ⅳ（近世） 選必4
日本文学史Ⅴ－１（近代） 選必2
日本文学史Ⅴ－２（近代） 選必2
日本語学概論 必4
日本語史 必4
古典文学講義Ⅰ 選4
古典文学講義Ⅱ 選4
古典文学講義Ⅲ 選4
古典文学講義Ⅳ 選4
古典文学講義Ⅴ-１ 選2
古典文学講義Ⅴ-２ 選2
古典文学特論Ⅰ 選2
古典文学特論Ⅱ 選2
古典文学特論Ⅲ 選2
近代文学講義１ 選2
近代文学講義２ 選2
近代文学講義３ 選2
近代文学講義４ 選2
近代文学講義５ 選2
近代文学講義６ 選2
近代文学特論Ⅰ 選2
近代文学特論Ⅱ 選2
近代文学特論Ⅲ 選2
上代文学演習Ⅰ 選必4
上代文学演習Ⅱ 選必4
中古文学演習Ⅰ 選必4
中古文学演習Ⅱ 選必4
中世文学演習Ⅰ 選必4
中世文学演習Ⅱ 選必4
近世文学演習Ⅰ 選必4
近世文学演習Ⅱ 選必4
古典文学演習Ⅰ 選必2
古典文学演習Ⅱ 選必2
近代文学演習Ⅰ 選必4
近代文学演習Ⅱ 選必4
近代文学演習Ⅲ 選必4
近代文学演習Ⅳ 選必2
近代文学演習Ⅴ 選必2
近代文学演習Ⅵ 選必2
日本語学講義Ⅰ 選4
日本語学講義Ⅱ 選4
日本語学講義Ⅲ 選4
日本語学特論Ⅰ 選2
日本語学特論Ⅱ 選2
日本語学特論Ⅲ 選2
日本語学特論Ⅳ 選2
日本語学演習１ 選必2
日本語学演習２ 選必2
日本語学演習３ 選必2
日本語学演習４ 選必2
日本語学演習５ 選必2
日本語学演習６ 選必2
日本語学演習７ 選必2
日本語学演習８ 選必2
漢文演習Ⅰ 選必2
漢文演習Ⅱ 選必2
中国文学史 選4
中国思想史 選4
中国古典講読Ⅰ 選2
中国古典講読Ⅱ 選2
中国文学演習Ⅰ 選必2
中国文学演習Ⅱ 選必2
中国思想演習 選必4
創作技法論Ⅰ 選2
創作技法論Ⅱ 選2
特殊講義Ⅰ 選2
特殊講義Ⅱ 選2
文化マネジメント論 選2
書道及び書道史 選2
マスメディア論Ⅰ－１ 選2
マスメディア論Ⅰ－２ 選2

学 科 基 礎 科 目

日　本　語　学

日　　本　　文　　学

漢　文　学



マスメディア論Ⅱ－１ 選2
マスメディア論Ⅱ－２ 選2
日本文学と思想 選2
日本風俗史 選2
書誌学 選2
比較文学 選2
対照言語学 選2
言語学概論１ 選2
言語学概論２ 選2
日本文化史－１ 選2
日本文化史－２ 選2
比較文学特論１ 選2
比較文学特論２ 選2
日本文学科情報検索演習 選2
卒業研究予備演習Ⅰ 選4
卒業研究予備演習Ⅱ 選4
卒業研究演習Ⅰ 選必4
卒業研究演習Ⅱ 選必4
日本語日本文学予備演習Ⅰ 選4
日本語日本文学予備演習Ⅱ 選4
日本語日本文学演習Ⅰ 選必4
日本語日本文学演習Ⅱ 選必4
卒業論文 必4

英文学科
系列 授 業 科 目 単位数

イギリス文学史１ 選必2
イギリス文学史２ 選必2
イギリス文学史演習１ 選2
イギリス文学史演習２ 選2
アメリカ文学史１ 選必2
アメリカ文学史２ 選必2
アメリカ文学史演習１ 選2
アメリカ文学史演習２ 選2
英語・英米文化研究入門１ 選2
英語・英米文化研究入門２ 選2
イギリス文学講義１ 選2
イギリス文学講義２ 選2
アメリカ文学講義１ 選2
アメリカ文学講義２ 選2
英米詩演習Ⅰ－１ 選2
英米詩演習Ⅰ－２ 選2
英米詩演習Ⅱ－１ 選2
英米詩演習Ⅱ－２ 選2
イギリス小説演習Ⅰ－１ 選2
イギリス小説演習Ⅰ－２ 選2
アメリカ小説演習Ⅰ－１ 選2
アメリカ小説演習Ⅰ－２ 選2
イギリス小説演習Ⅱ－１ 選2
イギリス小説演習Ⅱ－２ 選2
アメリカ小説演習Ⅱ－１ 選2
アメリカ小説演習Ⅱ－２ 選2
イギリス小説演習Ⅲ－１ 選2
イギリス小説演習Ⅲ－２ 選2
シェイクスピア演習１ 選2
シェイクスピア演習２ 選2
戯曲演習１ 選2
戯曲演習２ 選2
イギリス社会演習１ 選2
イギリス社会演習２ 選2
アメリカ大衆文化演習１ 選2
アメリカ大衆文化演習２ 選2
イギリス史１ 選必2
イギリス史２ 選必2
イギリス史演習１ 選2
イギリス史演習２ 選2
イギリス文化講義１ 選2
イギリス文化講義２ 選2
イギリス文化演習Ⅰ－１ 選2
イギリス文化演習Ⅰ－２ 選2
イギリス文化演習Ⅱ－１ 選2
イギリス文化演習Ⅱ－２ 選2
イギリス映画論演習１ 選2
イギリス映画論演習２ 選2
広域英語圏文化演習１ 選2
広域英語圏文化演習２ 選2
リーディング・ポエトリ１ 必2
リーディング・ポエトリ２ 必2
リーディング・フィクション１ 必2
リーディング・フィクション２ 必2
ラテン語１ 選2
ラテン語２ 選2

英　米　文　学

関　　連　　諸　　学

卒　業　研　究



古典ギリシア語１ 選2
古典ギリシア語２ 選2
ギリシア神話１ 選2
ギリシア神話２ 選2
聖書１ 選2
聖書２ 選2
比較文学 選2
比較文学特論１ 選2
比較文学特論２ 選2
マスメディア論Ⅰ－１ 選2
マスメディア論Ⅰ－２ 選2
マスメディア論Ⅱ－１ 選2
マスメディア論Ⅱ－２ 選2
世界史の方法-１ 選2
世界史の方法-２ 選2
地理学の方法-１ 選2
地理学の方法-２ 選2
宗教学の方法－１ 選2
宗教学の方法－２ 選2
文化人類学の方法-１ 選2
文化人類学の方法-２ 選2
世界遺産論 選2
観光地理学 選2
英語学概論－構造１ 選必2
英語学概論－構造２ 選必2
英語学概論－文化１ 選2
英語学概論－文化２ 選2
言語コミュニケ－ション演習Ⅰ－１ 選2
言語コミュニケーション演習Ⅰ－２ 選2
応用言語学演習１ 選2
応用言語学演習２ 選2
言語コミュニケーション演習Ⅱ－１ 選2
言語コミュニケーション演習Ⅱ－２ 選2
比較言語文化概論１ 選2
比較言語文化概論２ 選2
比較言語文化演習１ 選2
比較言語文化演習２ 選2
コミュニカティヴ・グラマー１ 選2
コミュニカティヴ・グラマー２ 選2
言語学概論１ 選2
言語学概論２ 選2
アメリカ史１ 選必2
アメリカ史２ 選必2
アメリカ史演習１ 選2
アメリカ史演習２ 選2
アメリカ地理 選2
アメリカ思想・社会１ 選2
アメリカ思想・社会２ 選2
アメリカ経済 選2
アメリカ政治 選2
アメリカ文化１ 選2
アメリカ文化２ 選2
アメリカ文化演習Ⅰ－１ 選2
アメリカ文化演習Ⅰ－２ 選2
アメリカ研究演習１ 選2
アメリカ研究演習２ 選2
ベーシック・ライティング１ 必2
ベーシック・ライティング２ 必2
アカデミック・ライティング１ 必2
アカデミック・ライティング２ 必2
卒業論文セミナーⅠ-1 必2
卒業論文セミナーⅠ-2 必2
メディア・スタディーズ１ 選2
メディア・スタディーズ２ 選2
メディア・イングリッシュ１ 選1
メディア・イングリッシュ２ 選1
アカデミック・プレゼンテーション・イングリッシュ１ 必1
アカデミック・プレゼンテーション・イングリッシュ２ 必1
英語教育演習 選2
文芸翻訳入門１ 選2
文芸翻訳入門２ 選2
インテンシヴ・リーディング１ 必2
インテンシヴ・リーディング２ 必2
英語発音法理論１ 選2
英語発音法理論２ 選2
英語発音法演習１ 選2
英語発音法演習２ 選2
小学校英語教育教授法１ 選2
小学校英語教育教授法２ 選2
小学校英語教育教授法演習１ 選2
小学校英語教育教授法演習２ 選2
卒業論文セミナーⅡ-1 必2

言語・英語研究

アメリカ研究

英語



卒業論文セミナーⅡ-2 必2
卒業論文 必2

史学科
系列 授 業 科 目 単位数

日本史概説－１ 必2
日本史概説－２ 必2
東洋史概説－１ 必2
東洋史概説－２ 必2
西洋史概説－１ 必2
西洋史概説－２ 必2
世界史の方法－１ 選2
世界史の方法－２ 選2
地理学の方法－１ 選2
地理学の方法－２ 選2
宗教学の方法－１ 選2
宗教学の方法－２ 選2
考古学の方法－１ 選2
考古学の方法－２ 選2
民俗学の方法－１ 選2
民俗学の方法－２ 選2
文化人類学の方法－１ 選2
文化人類学の方法－２ 選2
地誌学の方法－１ 選2
地誌学の方法－２ 選2
地域経済論 選2
日本経済論 選2
経済学入門Ⅰ 選2
経済学入門Ⅱ 選2
哲学概論 選2
政治学概論 選2
法学概論 選2
基礎演習Ⅰ－１ 必2
基礎演習Ⅰ－２ 必2
基礎演習Ⅱ－１ 必2
基礎演習Ⅱ－２ 必2
古文書基礎演習－１ 選2
古文書基礎演習－２ 選2
日本史講義Ⅰ－１ 選2
日本史講義Ⅰ－２ 選2
日本史講義Ⅱ－１ 選2
日本史講義Ⅱ－２ 選2
日本史講義Ⅲ－１ 選2
日本史講義Ⅲ－２ 選2
日本史講義Ⅳ－１ 選2
日本史講義Ⅳ－２ 選2
東洋史講義Ⅰ－１ 選2
東洋史講義Ⅰ－２ 選2
東洋史講義Ⅱ－１ 選2
東洋史講義Ⅲ－１ 選2
東洋史講義Ⅲ－２ 選2
西洋史講義Ⅰ－１ 選2
西洋史講義Ⅰ－２ 選2
西洋史講義Ⅱ－１ 選2
西洋史講義Ⅱ－２ 選2
西洋史講義Ⅲ－１ 選2
西洋史講義Ⅲ－２ 選2
醍醐寺寄附授業文化財学－１ 選2
醍醐寺寄附授業文化財学－２ 選2
日本文化史－１ 選2
日本文化史－２ 選2
世界遺産論 選2
観光地理学 選2
地理学各論－１ 選2
地理学各論－２ 選2
宗教学各論－１ 選2
宗教学各論－２ 選2
中国思想史 選4
アメリカ政治 選2
アメリカ地理 選2
アメリカ史１ 選2
アメリカ史２ 選2
イギリス史１ 選2
イギリス史２ 選2
自然地理学 選2
異文化体験学習 選2
言語コミュニケーション 選2
古典ギリシア語１ 選2
古典ギリシア語２ 選2
ラテン語１ 選2
ラテン語２ 選2
日独交流史－１ 選2

主　題　科　目

方　法　科　目

基礎演習



日独交流史－２ 選2
日仏交流史－１ 選2
日仏交流史－２ 選2
日中交流史－１ 選2
日中交流史－２ 選2
日本史演習Ⅰ－１ 選2
日本史演習Ⅰ－２ 選2
日本史演習Ⅱ－１ 選2
日本史演習Ⅱ－２ 選2
日本史演習Ⅲ－１ 選2
日本史演習Ⅲ－２ 選2
日本史演習Ⅳ－１ 選2
日本史演習Ⅳ－２ 選2
日本史演習Ⅴ－１ 選2
日本史演習Ⅴ－２ 選2
東洋史演習Ⅰ－１ 選2
東洋史演習Ⅰ－２ 選2
東洋史演習Ⅱ－１   選2　
東洋史演習Ⅱ－２   選2　
東洋史演習Ⅲ－１ 選2
東洋史演習Ⅲ－２ 選2
東洋史演習Ⅳ－１ 選2
東洋史演習Ⅳ－２ 選2
東洋史演習Ⅴ－１ 選2
東洋史演習Ⅴ－２ 選2
西洋史演習Ⅰ－１   選2　
西洋史演習Ⅰ－２   選2　
西洋史演習Ⅱ－１ 選2
西洋史演習Ⅱ－２ 選2
西洋史演習Ⅲ－１ 選2
西洋史演習Ⅲ－２ 選2
西洋史演習Ⅳ－１ 選2
西洋史演習Ⅳ－２ 選2
地理学演習－１ 選2
地理学演習－２ 選2
宗教学演習－１ 選2
宗教学演習－２ 選2
考古学演習－１ 選2
考古学演習－２ 選2
日本史特別演習－１ 選2
日本史特別演習－２ 選2
東洋史特別演習－１ 選2
東洋史特別演習－２ 選2
西洋史特別演習－１ 選2
西洋史特別演習－２ 選2
地理学特別演習－１ 選2
地理学特別演習－２ 選2
宗教学特別演習－１ 選2
宗教学特別演習－２ 選2
歴史表象特別演習－１ 選2
歴史表象特別演習－２ 選2
卒業論文 必4

演　習

特別演習



（別表第４）人間社会学部
現代社会学科

系列 授 業 科 目 単位数
基礎演習ⅠＡ 必2
基礎演習ⅠＢ 必2
基礎演習ⅡＡ 必2
基礎演習ⅡＢ 必2
外国語演習ⅡＡ 必2
外国語演習ⅡＢ 必2
演習Ⅰ 必4
演習Ⅱ 必4
卒業論文 必6
社会統計基礎Ⅰ 選2
社会統計基礎Ⅱ 選2
社会データ分析ⅠＡ 選2
社会データ分析ⅠＢ 選2
社会データ分析ⅡＡ 選2
社会データ分析ⅡＢ 選2
ライフストーリー／ライフヒストリー（質的調査Ⅰ） 選2
テクストを「調査」する（質的調査Ⅱ ） 選2
社会調査基礎演習 選4
英語文献演習Ａ 選2
英語文献演習Ｂ 選2
現代社会論Ⅰ 選2
現代社会論Ⅱ 選2
現代社会論Ⅲ 選2
現代社会論Ⅳ 選2
現代社会論Ⅴ 選2
現代社会論Ⅵ 選2
現代社会論Ⅶ 選2
現代社会論Ⅸ 選2
社会学原論Ⅰ 選2
社会学原論Ⅱ 選2
社会学理論 選2
ジェンダー論 選2
社会学史 選2
社会学の方法 選2
日本社会論Ⅲ 選2
日本社会論Ⅳ 選2
日本社会論Ⅶ 選2
日本社会論Ⅷ 選2
地域社会論Ⅰ（都市） 選2
地域社会論Ⅱ（都市） 選2
地域社会論Ⅲ（農村） 選2
地域社会論Ⅳ（農村） 選2
社会階層論Ⅰ 選2
労働経済論Ⅰ 選2
労働経済論Ⅱ 選2
日本史学論 選2
日本史学方法論 選2
日本政治思想Ⅰ 選2
現代家族論Ⅰ 選2
現代家族論Ⅱ 選2
現代生活論Ⅰ 選2
現代生活論Ⅱ 選2
現代生活論Ⅲ 選2
現代生活論Ⅳ 選2
現代経済論Ⅰ 選2
現代経済論Ⅱ 選2
環境の社会学Ⅰ 選2
環境の社会学Ⅱ 選2
グロ－バリズムの社会学Ⅰ 選2
グロ－バリズムの社会学Ⅱ 選2
経営学 選2
経済学概論 選2
会計学 選2
現代法体系Ⅰ 選2
現代法体系Ⅱ 選2
行政学Ⅰ 選2
行政学Ⅱ 選2
行政法 選2
文化人類学Ⅰ 選2
文化人類学Ⅱ 選2
人口学Ⅰ 選2
地理学の方法 選2
人文地理学 選2
自然地理学 選2
政治学概論Ⅰ 選2
法学概論 選2
比較社会論Ⅰ 選2
比較社会論Ⅱ 選2
比較社会論Ⅲ 選2



比較社会論Ⅳ 選2
比較社会論Ⅴ 選2
比較社会論Ⅵ 選2
比較社会論Ⅶ 選2
比較社会論Ⅷ 選2
比較社会論Ⅸ 選2
社会スポーツ・レジャー論Ⅰ 選2
社会スポーツ・レジャー論Ⅱ 選2
東洋史学論 選2
東洋史学方法論 選2
西洋史学論 選2
西洋史学方法論 選2
地誌学Ⅰ 選2
地誌学Ⅱ 選2
哲学概説Ⅰ 選2
哲学概説Ⅱ 選2
倫理学Ⅰ 選2
倫理学Ⅱ 選2
外国大学社会科学関連科目 選1
健康スポーツ論Ⅰ 選2
健康スポーツ論Ⅱ 選2

社会福祉学科
系列 授 業 科 目 単位数

基礎演習Ⅰ 必2
基礎演習Ⅱ 必2
社会問題 必2
社会福祉発達史 必2
社会思想論 選2
社会保障言論 選必2
社会福祉原理論Ⅰ 必2
社会福祉原理論Ⅱ 必2
労働法 必2
法学概論 選2
社会学概論 選2
児童福祉論 選2
障害福祉論 選2
高齢者福祉論 選2
刑事司法と福祉 選2
社会保障制度論 選2
社会福祉法制 選2
医療法制 選2
社会福祉行政論 必2
社会政策 選2
ソーシャルワークの基盤と専門職 選2
ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） 選2
社会福祉とキャリア 選2
ソーシャルワークの理論と方法 選2
ソーシャルワークの理論と方法（専門） 選2
社会福祉調査 選2
ソーシャルワーク演習Ⅰ 選2
ソーシャルワーク演習Ⅱ 選2
ソーシャルワーク演習Ⅲ 選2
ソーシャルワーク演習Ⅳ 選2
ソーシャルワーク演習Ⅴ 選2
精神保健福祉に関する制度とサービス 選2
精神障害者の生活支援システム 選2
介護概論 選2
介護技術 選2
精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 選2
精神保健福祉援助演習Ⅰ 選2
精神保健福祉援助演習Ⅱ 選2
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 選2
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 選2
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 選2
ソーシャルワーク実習Ⅰ 選2
ソーシャルワーク実習Ⅱ 選2
フィールドスタディ 選1
社会福祉フィールド演習 選2
異分野連携実践演習 選2
社会調査実習 選2
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 選2
精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 選2
精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 選2
精神保健福祉援助実習Ⅰ 選2
精神保健福祉援助実習Ⅱ 選2
精神保健福祉援助実習Ⅲ 選1
海外ソーシャルワーク研究 選2
ライフストーリー／ライフヒストリー（質的調査Ⅰ） 選2
テクストを「調査」する（質的調査Ⅱ） 選2
コミュニケーション論 選2
社会福祉演習Ⅰ 必4

問題・認識

制度・政策

総合

方　　　法



社会福祉演習Ⅱ 必4
卒業研究 必6
精神保健学 選2
精神医学 選2
労働問題論 選2
地方自治論 選2
地域組織論 選2
地域福祉論 必2
公的扶助論 選2
家族福祉政策論 選2
児童福祉実践論 選2
福祉サービスの組織と経営 選2
社会福祉計画論 選2
福祉財政論 選2
女性福祉論 選2
医療福祉論 選2
労働者福祉と就労支援 選2
国際社会福祉論Ⅰ 選2
国際社会福祉論Ⅱ 選2
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 選2
心理学理論と心理的支援 選2
医療ソーシャルワーク論 選2
社会学原論Ⅰ 選2
社会学原論Ⅱ 選2
政治学概論Ⅰ 選2
日本史学論 選2
日本史学方法論 選2
東洋史学論 選2
東洋史学方法論 選2
西洋史学論 選2
西洋史学方法論 選2
地理学の方法 選2
人文地理学 選2
地誌学Ⅰ 選2
地誌学Ⅱ 選2
哲学概説Ⅰ 選2
哲学概説Ⅱ 選2
倫理学Ⅰ 選2
倫理学Ⅱ 選2
海外社会福祉研究 選1

教育学科
系列 授 業 科 目 単位数

教育学基礎演習 必2
文献研究基礎演習 必2
量的研究基礎演習 必2
質的研究基礎演習 必2
教育学演習Ⅰ 必4
教育学演習Ⅱ 必4
卒業論文 必6
学校インターンシップⅠ 選1
学校インターンシップⅡ 選1
学校インターンシップ 選2
教育プロジェクト実践演習Ⅰ 選2
教育プロジェクト実践演習Ⅱ 選2
プロジェクト実践演習Ⅳ 選2
教育フィールドワーク実践演習Ⅰ 選2
教育フィールドワーク実践演習Ⅱ 選2
授業づくりの心理学 選2
教育史実地研究 選2
ICT教育演習 選2
異文化相互理解実地研究 選2
教育学概論Ⅰ（小） 選必2
教育基礎論（小） 選2
教育哲学Ⅰ 選2
教育哲学Ⅱ 選2
日本教育史Ⅰ 選2
日本教育史Ⅱ 選2
教育思想史Ⅰ 選2
教育思想史Ⅱ 選2
教育の諸問題 選2
外国教育史Ⅰ 選2
外国教育史Ⅱ 選2
女性教育史論 選2
現代女性教育論 選2
教育社会学Ⅰ（小） 選必2
教育社会学（小） 選2
国際教育学Ⅰ 選2
国際教育学Ⅱ 選2
地理教育・観光教育学 選2
人間形成の社会学 選2
教育社会学方法論 選2

教育学方法論

総合

教育学と現代社会

個　別　領　域

そ　の　他

教育実践法



量的データ分析法 選2
量的調査研究法 選2
多文化教育フィールドワーク 選2
倫理学Ⅰ 選2
倫理学Ⅱ 選2
哲学概説Ⅰ 選2
哲学概説Ⅱ 選2
日本史学論 選2
日本史学方法論 選2
東洋史学論 選2
東洋史学方法論 選2
西洋史学論 選2
西洋史学方法論 選2
社会学原論Ⅰ 選2
社会学原論Ⅱ 選2
地理学の方法 選2
人文地理学 選2
地誌学Ⅰ 選2
地誌学Ⅱ 選2
教育制度論 選2
生涯学習概論Ⅰ 選2
生涯学習概論Ⅱ 選2
教育行政学 選2
教育経済学 選2
教育法規 選2
教育学外書講読 選2
社会教育経営Ⅰ 選2
社会教育経営Ⅱ 選2
生涯学習支援法Ⅰ 選2
生涯学習支援法Ⅱ 選2
家庭教育論 選2
社会教育実習 選1
社会教育演習 選1
社会教育課題研究 選2
政治学概論Ⅰ 選2
現代経済論Ⅰ 選2
現代経済論Ⅱ 選2
法学概論 選2
カリキュラム論(小) 選2
教育方法・技術(小) 選2
教育心理学Ⅰ(小) 選必2
教育心理学(小) 選2
教育方法学 選2
学習支援の心理学 選2
教育心理学研究法 選2
授業研究 選2
特別活動・総合的な学習の時間の指導法（小） 選2
道徳教育の指導法（小） 選2
国語科概論(書写を含む。) 選2
算数科概論 選2
生活科概論 選2
社会科概論 選2
理科概論 選2
家庭科概論 選2
音楽科概論 選2
音楽実技 選2
児童造形 選2
児童体育 選2
体育実技Ⅰ 選1
体育実技Ⅱ 選1
外国語科概論 選2
初等国語科教育法 選2
初等社会科教育法 選2
初等算数科教育法 選2
初等理科科教育法 選2
初等生活科教育法 選2
初等音楽科教育法 選2
初等図工科教育法 選2
初等家庭科教育法 選2
初等体育科教育法 選2
初等外国語科教育法 選2
生徒指導・進路指導(小) 選2
児童青年心理学と近接分野 選2
学校カウンセリング基礎論(小) 選2
自己実現の心理学 選2
特別支援教育（小） 選2
学級経営論 選2
教職基礎論（小） 選2
海外教育研究 選1

教育の制度と設計

授業のデザイン

子どもの理解と支援



心理学科
系列 授 業 科 目 単位数

心理学研究法 必4
心理学実験Ⅰ 必4
心理学実験Ⅱ 必2
心理学中級演習・１ 選必4
心理学中級演習・２ 選必4
心理学中級演習・３ 選必4
心理学中級演習・４ 選必4
心理学中級演習・５ 選必4
心理学中級演習・６ 選必4
心理学中級演習・７ 選必4
心理学中級演習・８ 選必4
心理学中級演習・９ 選必4
心理学中級演習・１０ 選必4
心理学中級演習・１１ 選必4
特別演習・１ 選必4
特別演習・２ 選必4
特別演習・３ 選必4
特別演習・４ 選必4
特別演習・５ 選必4
特別演習・６ 選必4
特別演習・７ 選必4
特別演習・８ 選必4
特別演習・９ 選必4
特別演習・１０ 選必4
特別演習・１１ 選必4
卒業論文 必6
心理学概論Ⅰ 選2
健康・医療心理学 選2
人間関係心理学 選2
公認心理師の職責 選2
心理学統計法Ⅰ 選必2
心理学統計法Ⅱ 選必2
知覚・認知心理学Ⅰ 選必2
知覚・認知心理学Ⅱ 選必2
学習・言語心理学Ⅰ 選必2
学習・言語心理学Ⅱ 選必2
神経・生理心理学Ⅰ 選必2
神経・生理心理学Ⅱ 選必2
発達心理学Ⅰ 選必2
発達心理学Ⅱ 選必2
視覚心理学 選必2
進化心理学 選必2
プロジェクト・問題解決の心理学Ⅰ 選必2
プロジェクト・問題解決の心理学Ⅱ 選必2
行動分析学 選必2
比較発達心理学 選必2
生涯発達の心理学 選必2
多感覚心理学 選必2
応用心理学 選必2
基礎心理学特講・２ 選2
基礎心理学特講・３ 選2
基礎心理学特講・４ 選2
基礎心理学特講・６ 選2
基礎心理学特講・８ 選2
基礎心理学特講・１０ 選2
基礎心理学特講・１１ 選2
質問紙調査実習Ⅰ 選2
質問紙調査実習Ⅱ 選2
臨床心理学概論 選必2
社会心理学 選必2
関係行政論 選必2
感情・人格心理学Ⅰ 選必2
感情・人格心理学Ⅱ 選必2
心理学的支援法Ⅰ 選必2
心理学的支援法Ⅱ 選必2
教育・学校心理学 選必2
カウンセリング技法 選必2
社会・集団・家族心理学Ⅰ 選2
社会・集団・家族心理学Ⅱ 選2
多変量解析Ⅰ 選2
多変量解析Ⅱ 選2
福祉心理学 選2
心理的アセスメント 選2
障害者・障害児心理学Ⅰ 選2
障害者・障害児心理学Ⅱ 選2
精神疾患とその治療 選2
司法・犯罪心理学 選2
青年期臨床心理学 選2
産業・組織心理学 選2
人間工学 選2

概論

基 礎 心 理 学 概 説

基 礎 心 理 学 特 講

人間関係心理学概説

学科専修科目

人間関係心理学特講



心理演習 選2
心理実習 選2
異分野連携実践演習 選2
外国大学心理学関連科目 選1
基礎情報処理 選2

文化学科
系列 授 業 科 目 単位数

文化論Ⅰ：地域 選必2
文化論Ⅱ：地域 選必2
文化論Ⅲ：視覚 選必2
文化論Ⅳ：視覚 選必2
文化論Ⅴ：比較 選必2
文化論Ⅵ：比較 選必2
基礎演習 選必2
文化学演習Ⅰ 選必2
文化学演習Ⅱ 選必4
卒業研究 必6
地域文化論：イギリス 選2
地域文化論：アメリカ 選2
地域文化論：ドイツ 選2
地域文化論：フランス 選2
地域文化論：中国 選2
地域文化論：イタリア 選2
地域文化論：韓国 選2
地域文化論：東南アジア 選2
地域文化史Ⅰ 選2
地域文化史Ⅱ 選2
地域文化史Ⅲ 選2
地域文化史Ⅳ 選2
地域文化史Ⅴ 選2
イタリア語Ⅰ文法 選4
イタリア語Ⅰ実用 選4
イタリア語Ⅱ（前期） 選2
イタリア語Ⅱ（後期） 選2
イタリア語原典講読（後期） 選2
古典ギリシア語 選4
ラテン語 選4
地域文化研究Ⅰ 選2
地域文化研究Ⅱ 選2
芸術思想史Ⅰ：日本 選2
芸術思想史Ⅱ：西洋 選2
芸術文化史Ⅰ：西洋 選2
芸術文化史Ⅱ：日本 選2
情報グラフィック論Ⅱ 選2
現代芸術論Ⅰ 選2
現代芸術論Ⅱ 選2
視覚芸術論Ⅰ 選2
視覚芸術論Ⅱ 選2
視覚芸術論Ⅲ 選2
視覚文化史Ⅰ 選2
視覚文化史Ⅱ 選2
音楽文化史Ⅰ 選2
音楽文化史Ⅱ 選2
芸術資料フィールドワークａ 選2
芸術資料フィールドワークｂ 選2
芸術資料フィールドワークｅ 選2
表象文化論a 選2
表象文化論b 選2
表象文化論c 選2
映像文化論Ⅰ 選2
映像文化論Ⅱ 選2
映像文化史 選2
比較文化論Ⅰ 選2
比較文化論Ⅱ 選2
比較演劇Ⅰ 選2
比較演劇Ⅱ 選2
文化交流史Ⅰ 選2
文化交流史Ⅱ 選2
文化交流史Ⅲ 選2
日本学Ⅰ 選2
観光と文化Ⅰ 選2
観光と文化Ⅱ 選2
文化思想史Ⅰ：西洋 選2
文化思想史Ⅱ：日本 選2
言葉と文化：イギリス 選2
言葉と文化：アメリカ 選2
言葉と文化：ドイツ 選2
言葉と文化：フランス 選2
言葉と文化：中国 選2
言葉と文化：日本 選2
言葉と文化：イタリア 選2

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ



言葉と文化：イスラム 選2
言葉と文化：韓国 選2
社会と文化：イギリス 選2
社会と文化：アメリカ 選2
社会と文化：ドイツ 選2
社会と文化：フランス 選2
社会と文化：中国 選2
社会と文化：イタリア 選2
社会と文化：イスラム 選2
社会と文化：韓国 選2
現代アジア文化論 選2
比較芸術 選2
比較文化史Ⅰ 選2
比較文化史Ⅱ 選2
日本文学Ⅰ 選2
日本文学Ⅱ 選2
日本思想史 選2
倫理学Ⅰ 選2
倫理学Ⅱ 選2
情報と文化Ⅰ 選2
情報と文化Ⅱ 選2
情報グラフィック論Ⅰ 選2
民俗学Ⅰ 選2
民俗学Ⅱ 選2
音楽論Ⅰ 選2
音楽論Ⅱ 選2
イタリア芸術文化史 選2
文化人類学Ⅰ 選2
文化人類学Ⅱ 選2
日本社会史Ⅰ 選2
日本社会史Ⅱ 選2
メディア論 選2
日本史学論 選2
日本史学方法論 選2
東洋史学論 選2
東洋史学方法論 選2
西洋史学論 選2
西洋史学方法論 選2
地誌学Ⅰ 選2
地誌学Ⅱ 選2
哲学概説Ⅰ 選2
哲学概説Ⅱ 選2
外国大学文化学演習 選1
異文化体験学習 選2
言語コミュニケーション 選2
韓国語韓国文化体験学習 選2
社会学原論Ⅰ 選2

社会学原論Ⅱ 選2

政治学概論Ⅰ 選2
現代経済論Ⅰ 選2
現代経済論Ⅱ 選2
法学概論 選2
地理学の方法 選2
人文地理学 選2

Ｈ

Ｇ

Ｅ

Ｆ



（別表第５）理学部
数物科学科

系列 授 業 科 目 単位数
基礎数理 選必2
数理トピックスⅠ 選必2
数理トピックスⅡ－１ 選必2
数理トピックスⅡ－２ 選必2
物理学概論Ⅰ 選必2
物理学概論Ⅱ 選必2
化学概論Ⅰ 選必2
化学概論Ⅱ 選必2
化学概論実験Ⅰ 選必2
化学概論実験Ⅱ 選必2
生物学概論Ⅰ 選必2
生物学概論Ⅱ 選必2
生物学概論実験Ⅰ 選必2
生物学概論実験Ⅱ 選必2
情報科学概論 必2
プログラミング実習 選必1
地学Ⅰ 選必2
地学Ⅰ実験 選必1.5
地学Ⅱ 選必2
総合自然科学 選必2
線形代数学Ⅰ 必2
線形代数学Ⅰ演習 選必1
微分積分学Ⅰ 必2
微分積分学Ⅰ演習 選必1
線形代数学Ⅱ 選必2
線形代数学Ⅱ演習 選必1
微分積分学Ⅱ 選必2
微分積分学Ⅱ演習 選必1
力学Ⅰ 必2
物理学基礎実験Ⅰ 必1.5
物理学基礎実験Ⅱ 選必1.5
計算機アーキテクチャⅠ 必2
線形代数学Ⅲ 選必2
線形代数学Ⅲ演習 選必1
群論 選必2
群論演習 選必1
環・体論 選必2
ガロア理論 選必2
集合論 選必2
集合論演習   選必1　
位相入門 選必2
位相入門演習 選必1
位相空間論 選必2
微分幾何学Ⅰ 選必2
微分幾何学Ⅱ 選必2
曲面と位相幾何 選必2
ホモロジーと位相幾何 選必2
結び目と位相幾何 選必2
微分積分学Ⅲ 選必2
微分積分学Ⅲ演習 選必1
微分積分学Ⅳ 選必2
微分積分学Ⅳ演習 選必1
複素関数論Ⅰ 選必2
複素関数論Ⅰ演習 選必1
複素関数論Ⅱ 選必2
複素関数論Ⅱ演習 選必1
ルベーグ積分論 選必2
確率過程論 選必2
数の体系 選必2
非線形微分方程式 選必2
数理ファイナンス 選必2
社会現象の数理解析 選必2
確率統計と情報処理 選必2
確率統計と情報処理演習 選必1
統計解析 選必2
統計解析演習 選必1
情報統計学 選必2
力学Ⅱ 選必2
解析力学 選必2
物理数学Ⅰ 選必2
物理数学Ⅱ 選必2
線形システム 選必2
電磁気学Ⅰ 選必2
電磁気学Ⅱ 選必2
電磁気学Ⅲ 選必2
振動・波動 選必2
光情報処理 選必2
物理学演習Ⅰ 選必2
物理学演習Ⅱ 選必2

理　　学　　基　　礎

展開

基　礎



エレクトロニクス概論 選必2
熱力学 選必2
統計力学 選必2
量子力学Ⅰ 選必2
量子力学Ⅱ 選必2
電子回路 選必2
物質構造解析 選必2
物性物理学 選必2
天文学概論 選必2
宇宙と現代物理学 選必2
応用物理 選必2
計算物理 選必2
物理計測法 選必2
物理学実験 選必2
応用物理学実験Ⅰ   選必2　
応用物理学実験Ⅱ   選必2　
情報基礎数学   選必2　
離散数学   選必2　
計算機アーキテクチャⅡ   選必2　
論理回路論   選必2　
デ－タ構造とアルゴリズム 選必2
シミュレーションとデータ表現 選必2
計算機数学Ⅰ 選必2
計算機数学Ⅱ 選必2
数値計算法Ⅰ   選必2　
数値計算法Ⅱ   選必2　
情報科学実験   選必2　
情報検索とデータベース実習 選必1
LinuxとShellプログラミング実習 選必1
プレゼンテーション実習 選必1
マルチメディアの基礎 選必2
図形と画像処理 選必2
図形と画像処理実習 選必1
コンピューターグラフィックス 選必2
情報ネットワーク 選必2
情報セキュリティとネットワークシステム 選必2
ネットワーク管理実習 選必1
符号理論 選必2
暗号理論とセキュリティ 選必2
情報理論 選必2
人工知能 選必2
数理モデル 選必2
Webプログラミング 選必2
情報社会倫理論 選必2
情報と職業 選必2
代数学特論Ａ 選必2
代数学特論Ｂ 選必2
位相幾何学特論Ａ 選必2
位相幾何学特論Ｂ 選必2
微分幾何学特論Ａ 選必2
微分幾何学特論Ｂ 選必2
解析学特論Ａ 選必2
解析学特論Ｂ 選必2
解析学特論Ｃ 選必2
解析学特論Ｄ 選必2
数理統計学特論A 選必2
数理統計学特論B 選必2
量子力学特論 選必2
熱・統計力学特論 選必2
表面物理学特論 選必2
物性物理学特論 選必2
構造物性科学特論 選必2
宇宙物理学特論 選必2
情報科学特論A 選必2
情報科学特論B 選必2
情報科学特論C 選必2
情報科学特論D 選必2
情報科学特論E 選必2
情報科学特論F 選必2
数学基礎ゼミ 選必1
数学ゼミ 選必1
物理ゼミⅠ 選必1
物理ゼミⅡ 選必1
情報ゼミⅠ 選必1
情報ゼミⅡ 選必1
数学卒業研究演習Ⅰ 選必1
数学卒業研究演習Ⅱ 選必1
数学特別演習Ⅰ 選必1
数学特別演習Ⅱ 選必1
物理特別研究Ⅰ 選必2
物理特別研究Ⅱ 選必2
情報特別研究Ⅰ 選必2

卒業研究

特　　　論

講　究



情報特別研究Ⅱ 選必2
卒業研究 必4

物質生物科学科
系列 授 業 科 目 単位数

基礎数理 選必2
数理トピックスⅠ 選必2
数理トピックスⅡ－１ 選必2
数理トピックスⅡ－２ 選必2
物理学概論Ⅰ 選必2
物理学概論Ⅱ 選必2
物理概論実験Ⅰ 選必1.5
物理概論実験Ⅱ 選必1.5
化学概論Ⅰ 選必2
化学概論Ⅱ 選必2
化学概論実験Ⅰ 選必2
化学概論実験Ⅱ 選必2
生物学概論Ⅰ 選必2
生物学概論Ⅱ 選必2
生物学概論実験Ⅰ 選必2
生物学概論実験Ⅱ 選必2
情報科学概論 選必2
プログラミング実習 選必1
地学Ⅰ 選必2
地学Ⅰ実験 選必1.5
地学Ⅱ 選必2
総合自然科学 選必2
分析化学Ⅰ 選必2
分析化学Ⅱ 選必2
分析化学演習 選必2
分析化学Ⅲ 選必2
物理化学Ⅰ 選必2
物理化学Ⅱ 選必2
物理化学Ⅲ 選必2
物理化学演習 選必2
量子化学Ⅰ 選必2
量子化学Ⅱ 選必2
溶液化学 選必2
化学反応論 選必2
無機化学Ⅰ 選必2
無機化学Ⅱ 選必2
放射化学 選必2
有機化学Ⅰ 選必2
有機化学Ⅱ 選必2
有機化学演習Ⅰ 選必2
有機化学演習Ⅱ 選必2
有機合成化学Ⅰ 選必2
有機合成化学Ⅱ 選必2
生化学Ⅰ 選必2
生化学Ⅱ 選必2
分子細胞生物学 選必2
細胞生物学 選必2
遺伝学Ⅰ 選必2
遺伝学Ⅱ 選必2
発生生物学Ⅰ 選必2
発生生物学Ⅱ 選必2
植物生理学Ⅰ 選必2
植物生理学Ⅱ 選必2
応用微生物学 選必2
植物細胞分子生理学 選必2
動物生理学Ⅰ 選必2
動物生理学Ⅱ 選必2
超微構造学 選必2
環境生物学 選必2
植物系統学 選必2
動物系統学 選必2
高分子化学 選必2
生物有機化学 選必2
生物物理化学 選必2
分子生物学Ⅰ 選必2
分子生物学Ⅱ 選必2
免疫生物学 選必2
環境科学概論 選必2
環境化学Ⅰ 選必2
環境化学Ⅱ 選必2
バイオインフォマティクス特論 選必1
植物生態学 選必1
動物生態学 選必1
保全生物学 選必2
バイオテクノロジー特論 選必2
物質生物科学特別講義Ⅰ 選必1
物質生物科学特別講義Ⅱ 選必1

理　　学　　基　　礎

展  　　開

総　　　合



物質生物科学特別実習 選必1
無機・分析化学実験 選必2
有機化学実験Ⅰ 選必2
物理化学実験Ⅰ 選必2
細胞生物学実験 選必2
生化学実験 選必2
環境生物学実験 選必2
環境生物学実験Ⅰ 選必1
環境生物学実験Ⅱ 選必1
有機化学実験Ⅱ 選必2
機器分析実験 選必2
環境分析化学実験 選必2
遺伝学実験 選必2
植物生理学実験 選必2
動物生理学実験 選必2
物理化学実験Ⅱ 選必2
超微構造学実験 選必2
物質生物科学英語Ⅰ 選必2
物質生物科学英語Ⅱ 選必2
卒業研究演習Ⅰ－１ 選必2
卒業研究演習Ⅰ－２ 選必2
卒業研究演習Ⅱ－１ 選必2
卒業研究演習Ⅱ－２ 選必2
卒業研究 必4

実 験 Ａ

実 験 Ｂ

特 別 研 究



（別表第６）
教職に関する科目
（幼稚園教諭）
系列 授 業 科 目 単位数 備　考

保育内容演習（健康） 必2
保育内容演習（人間関係） 必2
保育内容演習（環境） 必2
保育内容演習（言葉） 必2
保育内容演習（表現） 必2
保育内容総論 必2

教育学概論（幼） 必2

教職基礎論（幼） 必2
教育社会学（幼） 必2
教育心理学（幼） 必2
特別支援教育の方法と理解 必2
保育・教育課程論 必2
教育方法論 必2
幼児理解 必2
学校カウンセリング基礎論（幼） 必2
教育実習Ⅲ 必6
保育・教育実践演習（幼） 必2

（中学校教諭、高等学校教諭）
系列 授 業 科 目 単位数 備　考

国語科教育法Ⅰ 必2 国語科必修　　
国語科教育法Ⅱ 必2 国語科必修　　
国語科教育法Ⅲ 必2 国語科必修　　
国語科教育法Ⅳ 必2 国語科必修　　
社会科教育法Ⅰ 必2 社会科必修　　
社会科教育法Ⅱ 必2 社会科必修　　
社会・地理歴史科教育法 必2  社会科必修、地理歴史科必修
社会・公民科教育法 必2  社会科必修、公民科必修　
地理歴史科教育法 必2 地理歴史科必修   
公民科教育法 必2 公民科必修　　
数学科教育法Ⅰ 必2 数学科必修 　
数学科教育法Ⅱ 必2 数学科必修　　
数学科教育法Ⅲ 必2 数学科必修　　
数学科教育法Ⅳ 必2 数学科必修　　
理科教育法Ⅰ 必2 理科必修 　　　
理科教育法Ⅱ 必2 理科必修　　　
理科教育法Ⅲ 必2 理科必修      
理科教育法Ⅳ 必2 理科必修　     
家庭科教育法Ⅰ 必2 家庭科必修    
家庭科教育法Ⅱ 必2 家庭科必修    
家庭科教育法Ⅲ 必2 家庭科必修　 
家庭科教育法Ⅳ 必2 家庭科必修    
情報科教育法Ⅰ 必2 情報科必修  
情報科教育法Ⅱ 必2 情報科必修    
英語科教育法Ⅰ 必2 英語科必修　  
英語科教育法Ⅱ 必2 英語科必修    
英語科教育法Ⅲ 必2 英語科必修　  
英語科教育法Ⅳ 必2 英語科必修    
教育学概論（中高） 必2
教職基礎論（中高） 必2
教育社会学（中高） 必2
教育心理学（中高） 必2
特別支援教育（中高） 必2
カリキュラム論（中高） 必2
道徳教育の指導法（中） 必2
特別活動・総合的な学習の時間の指導法（中高） 必2
教育方法・技術（中高） 必2
生徒指導・進路指導（中高） 必2
学校カウンセリング基礎論（中高） 必2
教育実習Ⅰ 必5
教育実習Ⅱ 必3
教職実践演習（中高） 必2

（小学校）
系列 授 業 科 目 単位数 備　考

初等国語科教育法 必2
初等社会科教育法 必2
初等算数科教育法 必2
初等理科教育法 必2
初等生活科教育法 必2
初等音楽科教育法 必2
初等図工科教育法 必2
初等家庭科教育法 必2

教科の指
導法に関
する科目

領域及び
保育内容
の指導法
に関する
科目

道徳、総合的な
学習の時間等の
指導法及び生徒
指導、教育相談
等に関する科目

教育の基
礎的理解
に関する
科目

教育実践に関す
る科目

各教科の
指導法に
関する科
目

教育の基
礎的理解
に関する
科目

道徳、総合的な
学習の時間等の
指導法及び生徒
指導、教育相談
等に関する科目

教育実践
に関する
科目



初等体育科教育法 必2
初等外国語科教育法 必2
教育学概論（小） 必2
教職基礎論（小） 必2
教育社会学（小） 必2
教育心理学（小） 必2
特別支援教育（小） 必2
カリキュラム論（小） 必2
道徳教育の指導法（小） 必2
特別活動・総合的な学習の時間の指導法（小） 必2
教育方法・技術（小） 必2
生徒指導・進路指導（小） 必2
学校カウンセリング基礎論（小） 必2
教育実習（小） 選必6
特別教育実習（小） 選必6
教職実践演習（小） 必2

（栄養教諭）
系列 授 業 科 目 単位数 備　考

教育学概論（中高） 必2
教職基礎論（中高） 必2
教育社会学（中高） 必2
教育心理学（中高） 必2
特別支援教育（中高） 必2
カリキュラム論(中高) 必2
道徳教育・特別活動・総合的な学習の時間の指導
法

必2

教育方法・技術（中高） 必2
生徒指導（栄養教諭） 必2
学校カウンセリング基礎論（中高） 必2
栄養教育実習 必2
教職実践演習（栄養教諭） 必2

教育の基礎的理
解に関する科目

道徳、総合的な
学習の時間等の
指導法及び生徒
指導、教育相談
等に関する科目

教育実践に関す
る科目

教育の基礎
的理解に関
する科目

教育実践に
関する科目

道徳、総合的
な学習の時間
等の指導法及
び生徒指導、
教育相談等に
関する科目



別表第７ 　　保育士資格取得に係る告示による教科目と本学開講科目

区分 系列 教科目 授業形態 単位数 本学開講科目 授業形態 単位数 授業時間

日本国憲法 講義 選択2 30

心と健康 講義 選択2 30

英語圏のファンタジー 講義 選択2 30

基礎情報処理 演習 必修2 30

外国語 演習 ２以上 アクティヴ・イングリッシュa 演習 必修2 30

講義 1 身体運動論 講義 必修2 30

実技 1 身体運動Ⅰａ 実技 必修1 30

保育原理 講義 2 保育原理 講義 必修2 30

教育原理 講義 2 教育学概論（幼） 講義 必修2 30

子ども家庭福祉 講義 2 児童家庭福祉 講義 必修2 30

社会福祉 講義 2 社会福祉 講義 必修2 30

子ども家庭支援論 講義 2 子ども家庭支援論 講義 必修2 30

社会的養護Ⅰ 講義 2 社会的養護１ 講義 必修2 30

保育者論 講義 2 保育者論 講義 必修2 30

保育の心理学 講義 2 発達心理学１ 講義 必修2 30

子ども家庭支援の心理学 講義 2 発達臨床支援 講義 必修2 30

子どもの理解と援助 演習 1 幼児理解 演習 必修2 30

子どもの保健 講義 2 子どもの保健 講義 必修2 30

子どもの食と栄養 演習 2 子どもの食と栄養 演習 必修2 30

保育の計画と評価 講義 2 保育・教育課程論 講義 必修2 30

保育内容総論 演習 1 保育内容総論 演習 必修2 30

保育内容演習（健康） 演習 必修2 30

保育内容演習（言葉） 演習 必修2 30

保育内容演習（人間関係） 演習 必修2 30

保育内容演習（表現） 演習 必修2 30

保育内容演習（環境） 演習 必修2 30

子どもと音楽 演習 必修2 30

子どもと造形２ 演習 必修2 30

子どもの身体表現 演習 必修2 30

保育文化論 演習 必修2 30

乳児保育Ⅰ 講義 2 乳児保育１ 講義 必修2 30

乳児保育Ⅱ 演習 1 乳児保育２ 演習 必修2 30

子どもの健康と安全 演習 1 子どもの健康と安全 演習 必修2 30

障害児保育 演習 2 障害児保育 演習 必修2 30

社会的養護Ⅱ 演習 1 社会的養護２ 演習 必修2 30

子育て支援 演習 1 子育て支援 演習 必修2 30

保育実習Ⅰ（保育園） 実習 必修2 90

保育実習Ⅰ（施設） 実習 必修2 90

保育実習指導Ⅰ（保育園） 演習 必修1 15

保育実習指導Ⅰ（施設） 演習 必修1 15

総合演習 保育実践演習 演習 2 保育・教育実践演習（幼） 演習 必修2 30

子どもと人権 講義 選択2 30

子どもの問題行動 講義 選択2 30

15 発達心理学２ 講義 選択2 30

以 発達障害 講義 選択2 30

上 心理アセスメント 講義 選択2 30

児童文化 講義 選択2 30

児童文学 講義 選択2 30

子どもと創造 講義 選択2 30

実習 2 保育実習Ⅱ 実習 選択2 90

演習 1 保育実習指導Ⅱ 演習 選択1 15

実習 2 保育実習Ⅲ 実習 選択2 90

演習 1 保育実習指導Ⅲ 演習 選択1 15

保育実習Ⅱ・保育実習指導Ⅱ又
は保育実習Ⅲ・保育実習指導Ⅲ
の組合せのいずれか３単位を選
択必修保育実習Ⅲおよび保

育実習指導Ⅲ

　　３科目６単位以上選択必修

保
育
の
対

象
の
理
解

に
関
す
る

科
目

各指定保育士養成

施設において設定

保
育
の
内

容
・
方
法

に
関
す
る

科
目

5

保育内容の理解と方法 演習 4

保
育
実
習

保育実習Ⅰ 実習 4

保育実習指導Ⅰ 演習 2

演習

告示による教科目 本学開講科目
備　　考

教
　
養
　
科
　
目

６以上
　　２科目４単位以上選択必修

体　育

不問

選
択
必
修
科
目

保

育

の

本

質

・

目

的

に

関

す

る

科

目

保
育
実
習

教
　
養
　
科
　
目

外国語、体育以外の科目

保育実習Ⅱおよび保
育実習指導Ⅱ

必
修
科
目

保
育
の
本
質
・
目

的
に
関
す
る
科
目

保
育
の
対
象
の

理

解
に
関
す
る
科

目

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保育内容演習



（別表第８）
栄養士に関する科目

講義又
は演習

実験又
は実習

講義又
は演習

実験又
は実習

社会・環境と健康Ⅰ 2
社会・環境と健康Ⅱ 2
社会・環境と健康Ⅲ 2
生化学Ⅰ 2
栄養生化学実験 1
解剖生理学Ⅰ 2
解剖学実験 1
病理学 2
臨床医学Ⅰ 2
食品学Ⅰ 2
食品製造学 2
食品学基礎実験 1
食品衛生学 2
食品衛生学実験 1
基礎栄養学Ⅰ 2
基礎栄養学Ⅱ 2
応用栄養学Ａ－Ⅰ 2
応用栄養学Ａ－Ⅱ 2
応用栄養学実習 1.5
臨床栄養学Ⅰ 2
臨床栄養学実習 1.5
栄養教育論Ⅰ 2
栄養教育論Ⅱ 2
栄養教育論実習 1.5
公衆栄養学Ⅰ 2
公衆栄養学実習 1
調理科学 2
調理科学実験 1
調理学実習Ⅰ 1
給食経営管理論Ⅰ（給食実務論及び
給食計画論含む）

2
給食経営管理実習 1.5
臨地実習Ⅰ（給食経営管理論の領
域）

1※

※給食の運営に係る校外実習の1単位を含む

学則規定単位規則等規定単位
栄養士法施行規則

別表第一に掲げる規定科目

食品と衛生

4

10

学則規定科目

人体の構造と機能

社会生活と健康

給食の運営

栄養の指導

栄養と健康

4

8

6

4

6

8



管理栄養士に関する科目

講義又
は演習

実験又
は実習

講義又
は演習

実験又
は実習

社会・環境と健康Ⅰ 2
社会・環境と健康Ⅱ 2
社会・環境と健康Ⅲ 2
生化学Ⅰ 2
生化学Ⅱ 2
栄養生化学実験 1
解剖生理学Ⅰ 2
解剖生理学Ⅱ 2
解剖学実験 1
生理学実験 1
病理学 2
臨床医学Ⅰ 2
臨床医学Ⅱ 2
微生物学 2
微生物学基礎実験 1
食品学Ⅰ 2
食品製造学 2
食品学基礎実験 1
食品衛生学 2
食品衛生学実験 1
調理科学 2
調理科学実験 1
調理学実習Ⅰ 1
調理学実習Ⅱ 1
調理学実習Ⅲ 1
基礎栄養学Ⅰ 2
基礎栄養学Ⅱ 2
基礎栄養学実験実習 1
応用栄養学Ａ－Ⅰ 2
応用栄養学Ａ－Ⅱ 2
応用栄養学Ｂ 2
応用栄養学実習 1.5
栄養教育論Ⅰ 2
栄養教育論Ⅱ 2
栄養教育論Ⅲ 2
栄養教育論実習 1.5
臨床栄養学Ⅰ 2
臨床栄養学Ⅱ 2
臨床栄養学Ⅲ 2
臨床栄養学Ⅳ 2
臨床栄養学実習 1.5
公衆栄養学Ⅰ 2
公衆栄養学Ⅱ 2
公衆栄養学実習 1
給食経営管理論Ⅰ（給食実務論及び
給食計画論含む）

2
給食経営管理論Ⅱ 2
給食経営管理実習 1.5

総合演習 2 総合演習 2
臨地実習Ⅰ（給食経営管理論の領域） 1※

臨地実習Ⅱ（臨床栄養学の領域Ⅰ） 1
臨地実習Ⅲ（臨床栄養学の領域Ⅱ） 1
臨地実習Ⅳ（公衆栄養学あるいは給食
経営管理論・臨床栄養学の領域から一
領域）

1

※給食の運営に係る校外実習の1単位を含む

管理栄養士学校指定規則
別表第一に掲げる規定科目

専
　
門
　
基
　
礎
　
分
　
野

社会・環境と健康

食べ物と健康

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち

4

8

規則等規定単位
学則規定科目

学則規定単位

6

10

14

8

応用栄養学 6

専
　
門
　
分
　
野

基礎栄養学 2

4

臨地実習

公衆栄養学 4

給食経営管理論

栄養教育論 6

臨床栄養学 8



（別表第９）
食品衛生管理者・食品衛生監視員に関する科目
(家政学部食物学科食物学専攻）

必修 選択

分析化学 基礎分析学Ⅱ 2
食品栄養学基礎実験ⅠＡ 1.5

有機化学 基礎有機化学 2

無機化学 基礎化学 2

小計 3.5 4

生物化学 生化学 2

食品化学 食品学Ⅰ 2

生理学 摂食生理学 2
基礎生理学 2
栄養生理学実験 1.5*

食品分析学 基礎分析学Ⅰ 2
食品栄養学基礎実験Ⅱ 1.5

小計 9.5 3.5
微生物学 微生物学 2

微生物学基礎実験 1.5
食品微生物学 微生物機能学 2

微生物学応用実験 1.5*
食品保存学 食品加工・貯蔵学 2
食品製造学 食品開発学特論Ⅰ 2

小計 7.5 3.5
公衆衛生学 健康増進科学Ⅰ 2
食品衛生学 食品衛生学 2

食品衛生学実験 1.5*
環境衛生学 健康増進科学Ⅱ 2

小計 6 1.5

総計（A＋B＋C＋D） 26.5 12.5
生物有機化学 食品機能学 2

食品機能学実験 1.5*
食品理化学 調理科学 2

調理科学実験 1.5
食品学Ⅱ 2
食品学応用実験 1.5*

衛生統計学 実践統計学 2
栄養学 栄養学Ⅰ 2

ライフステージの栄養学実習Ⅰ 1.5
ライフステージの栄養学実習Ⅱ 1.5*

食品保存学 調理科学応用実験 1.5*
品質管理学 食品鑑別演習 2
その他これらに類する食品衛生 調理学実習Ⅰ 2
に関する科目 調理学実習Ⅱ 2

調理学実習Ⅲ 2
食品開発学特論Ⅱ 2

小計 17 12

総計（A＋B＋C＋D＋E） 43.5 24.5

A群からD群の合計で22単位以上を履修

備考

A群
化学関係

B群
生物化学関係

D群
公衆衛生学

関係

C群
微生物学関係

本学該当科目名基本科目名区分

A群からE群を含め40単位以上を履修

E群
その他

関連科目

選択別及び単位数

＊
印
の
う
ち
4
科
目
6
単
位
を
選
択
必
修



(家政学部食物学科管理栄養士専攻）
選択別及び単位数

必修 選択

分析化学 基礎分析学Ⅱ 2

食品学基礎実験 1

有機化学 基礎有機化学 2

無機化学 基礎化学 2

小計 3 4

生物化学 生化学Ⅰ 2

栄養生化学実験 1

食品化学 食品学Ⅰ 2

生理学 基礎栄養生理学 2
生理学実験 1

食品分析学 基礎分析学Ⅰ 2
小計 8 2

微生物学 微生物学 2
微生物学基礎実験 1

食品微生物学 微生物機能学 2
食品保存学 食品保蔵学 2

小計 3 4
公衆衛生学 社会・環境と健康Ⅲ 2
食品衛生学 食品衛生学 2

食品衛生学実験 1
環境衛生学 社会・環境と健康Ⅱ 2
衛生行政学 公衆栄養学Ⅱ 2

小計 9

A群からD群の合計で22単位以上を履修 合計（A＋B＋C＋D） 23 10

生物有機化学 食品機能学 2
食品理化学 調理科学 2

調理科学実験 1
食品学Ⅱ 2

病理学 病理学 2
医学概論 基礎医学 2
解剖学 解剖生理学Ⅰ 2

解剖生理学Ⅱ 2
解剖学実験 1

栄養化学 生化学Ⅱ 2
衛生統計学 実践統計学 2
栄養学 基礎栄養学Ⅰ 2

基礎栄養学実験実習 1
その他これらに類する食品衛生 食品製造学 2
に関する科目

小計 21 4

A群からE群を含め40単位以上を履修 総計（A＋B＋C＋D＋E） 44 14

C群
微生物学関係

D群
公衆衛生学

関係

E群
その他

関連科目

基本科目名 本学該当科目名

A群
化学関係

B群
生物化学関係

区分



（別表第１０）
司書に関する科目

系列 授 業 科 目 単位数
生涯学習概論 選必2
生涯学習概論I 選必2
生涯学習概論Ⅱ 選必2
図書館概論 必2
図書館制度・経営論 必2
図書館情報技術論 必2
図書館サービス概論 必2
情報サービス論 必2
児童サービス論 必2
情報サービス演習Ⅰ 必2
情報サービス演習Ⅱ 選必2
日本文学科情報検索演習 選必2
図書館情報資源概論 必2
情報資源組織論 必2
情報資源組織演習 必4
図書館基礎特論 必2
図書館情報資源特論 必2

（別表第１１）

司書教諭に関する科目
系列 授 業 科 目 単位数

学校経営と学校図書館 必2
学校図書館メディアの構成 必2
学習指導と学校図書館 必2
読書と豊かな人間性 必2
情報メディアの活用 必2

甲群・
基礎科目

甲群・図書館サービスに関す
る科目

甲群・図書館情報資源に関する
科目

乙　群



（別表第１２）
博物館に関する科目

系列 授 業 科 目 単位数
生涯学習概論 選必2
生涯学習概論I 選必2
生涯学習概論Ⅱ 選必2
博物館概論 必2
博物館経営論 必2
博物館資料論 必2
博物館資料保存論 必2
博物館展示論 必2
博物館教育論 必2
博物館情報・メディア論 必2
博物館実習 必3
西洋住居史 選2
日本住居史 選2
日本服飾文化史Ⅰ 選2
日本服飾文化史Ⅱ 選2
西洋服飾文化史Ⅰ 選2
西洋服飾文化史Ⅱ 選2
日本風俗史 選2
日本文化史－１ 選2
日本文化史－２ 選2
地域文化史Ⅲ 選2
地域文化史Ⅳ 選2
視覚文化史Ⅰ 選2
視覚文化史Ⅱ 選2
文化交流史Ⅰ 選2
文化交流史Ⅱ 選2
文化論Ⅰ：地域 選2
文化論Ⅴ：比較 選2
比較文化史Ⅰ 選2
比較文化史Ⅱ 選2
現代生活論Ⅲ 選2
現代生活論Ⅳ 選2
ファッション論 選2
造形芸術論Ⅰ 選2
造形芸術論Ⅱ 選2
染織文化史 選2
醍醐寺寄附授業文化財学－１ 選2
醍醐寺寄附授業文化財学－２ 選2
文化論Ⅲ：視覚 選2
文化論Ⅳ：視覚 選2
芸術文化史Ⅰ:西洋 選2
芸術文化史Ⅱ:日本 選2
比較芸術 選2
表象文化論ａ 選2
表象文化論ｂ 選2
表象文化論ｃ 選2
視覚芸術論Ⅰ 選2
視覚芸術論Ⅱ 選2
視覚芸術論Ⅲ 選2
現代芸術論Ⅰ 選2
現代芸術論Ⅱ 選2
考古学の方法－１ 選2
考古学の方法－２ 選2
文化人類学の方法－１ 選2
文化人類学の方法－２ 選2
民俗学の方法－１ 選2
民俗学の方法－２ 選2
文化人類学Ⅰ 選2
文化人類学Ⅱ 選2
民俗学Ⅰ 選2
民俗学Ⅱ 選2
物理学概論Ⅰ 選2
物理学概論Ⅱ 選2
放射化学 選2
環境化学Ⅰ 選2
生物学概論Ⅰ 選2
生物学概論Ⅱ 選2
地学Ⅰ 選2
地学Ⅱ 選2

地学

文  化  史

美　　術　　史

民俗学

物理

化学

生物学

考古学



（別表第１３）
社会教育主事に関する科目

系列 授 業 科 目 単位数
生涯学習概論Ⅰ 選必2
生涯学習概論Ⅱ 選必2
生涯学習概論 選必2
生涯学習支援法Ⅰ 必2
生涯学習支援法Ⅱ 必2
社会教育経営Ⅰ 必2
社会教育経営Ⅱ 必2

社会教育実習 社会教育実習 必1
社会教育演習 選必1
社会教育演習Ⅰ-1 選必4
社会教育演習Ⅰ-2 選必4

社会教育課題研究 社会教育課題研究 選必2
家庭教育論 選2
女性教育史論 選2
現代女性教育論 選2
生徒指導・進路指導（小） 選2
生徒指導・進路指導（中高） 選2
高齢者福祉論 選2
教育行政学 選2
博物館概論 選2
博物館資料論 選2
博物館経営論 選2
博物館情報・メディア論 選2
図書館概論 選2
教育学概論(小) 選2
教育学概論（中高） 選2
現代社会論Ⅰ 選2
社会福祉原理論Ⅰ 選2
社会福祉原理論Ⅱ 選2
現代社会論Ⅲ 選2
現代社会論Ⅳ 選2
現代生活論Ⅰ 選2
現代生活論Ⅱ 選2
地域社会論Ⅲ(農村) 選2
地域社会論Ⅳ(農村) 選2
倫理学Ⅰ 選2
倫理学Ⅱ 選2
現代経済論Ⅰ 選2
現代経済論Ⅱ 選2
社会ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｼﾞｬｰ論Ⅰ 選2
社会ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｼﾞｬｰ論Ⅱ 選2

社会教育特講Ⅲ

社会教育演習

生涯学習概論

生涯学習支援論

社会教育経営論

社会教育特講Ⅰ

社会教育特講Ⅱ



（別表第１４）
日本語教員養成講座に関する科目

系列 授 業 科 目 単位数
ことばとは何か 選2
ことばと社会 選2
日本史概説－１ 選2
日本史概説－２ 選2
日本風俗史 選2
日本文化史－１ 選2
日本文化史－２ 選2
日本文学史Ⅴ-１（近代） 選2
日本文学史Ⅴ-２（近代） 選2
文化交流史Ⅰ 選2
文化交流史Ⅱ 選2
日本文学Ⅰ 選2
日本文学Ⅱ 選2
心理学 選2
学校カウンセリング基礎論（幼） 選2
学校カウンセリング基礎論（中高） 選2
児童青年心理学と近接分野 選2
学習・言語心理学Ⅱ 選2
日本語教育方法論１ 必2
日本語教育方法論２ 必2
日本語教育概論１ 必2
日本語教育概論２ 必2
日本語教授法講義１ 必2
日本語教授法講義２ 必2
日本語教授法演習１ 必2
日本語教授法演習２ 必2
日本語教育実習 必2
日本語学概論 選2
日本語学講義Ⅰ 選2
日本語学講義Ⅱ 選2
日本語学講義Ⅲ 選2
日本語学特論Ⅰ 選2
日本語学特論Ⅱ 選2
日本語学特論Ⅲ 選2
日本語学特論Ⅳ 選2
日本語学演習１ 選2
日本語学演習２ 選2
日本語学演習３ 選2
日本語学演習４ 選2
日本語学演習５ 選2
日本語学演習６ 選2
日本語学演習７ 選2
日本語学演習８ 選2
日本語史 選4
文化思想史Ⅱ：日本 選2
言語学概論１ 選2
言語学概論２ 選2
英語学概論－構造１ 選2
英語学概論－構造２ 選2
英語学概論－文化１ 選2
英語学概論－文化２ 選2
対照言語学 選2
比較言語文化概論１ 選2
比較言語文化概論２ 選2
言葉と文化：イギリス 選2
言葉と文化：アメリカ 選2
言葉と文化：ドイツ 選2
言葉と文化：フランス 選2
言葉と文化：中国 選2
言葉と文化：日本 選2
言葉と文化：イタリア 選2
言葉と文化：イスラム 選2
言葉と文化：韓国 選2

言語と心理

言語と社会

言語と教育

言語一般



（別表第１５）
外国人留学生科目

系列 授 業 科 目 単位数
日本語Ⅰａ－１ 必2
日本語Ⅰａ－２ 必2
日本語Ⅰｂ－１ 必2
日本語Ⅰｂ－２ 必2
日本語Ⅰｃ－１ 必2
日本語Ⅰｃ－２ 必2
日本語Ⅱａ－１ 必2
日本語Ⅱａ－２ 必2
日本語Ⅱｂ－１ 必2
日本語Ⅱｂ－２ 必2
日本事情Ⅰ 必2
日本事情Ⅱ 必2

（別表第１６）
交換留学生科目

系列 授 業 科 目 単位数
日本語１－a　中級 選14
日本語２－a　中上級 選14
日本語１－b　中級 選14
日本語２－b　中上級 選14
日本研究１ 選2
日本研究２ 選2
日本語冬期集中－１　中級 選5
日本語冬期集中－２　中上級 選5

日本事情

日本語



（別表第１７）

「社会福祉士」国家試験受験資格指定科目と本学該当科目

単位数

必修

医学概論 人体の構造と機能及び疾病 講義 2 30

心理学と心理的支援 心理学概論Ⅰ 講義 2 30

心理学理論と心理的支援 講義 2 30

社会学と社会システム 社会学概論 講義 2 30

社会福祉の原理と政策 社会福祉原理論Ⅰ 講義 2 30

社会福祉原理論Ⅱ 講義 2 30

社会福祉調査の基礎 社会福祉調査 講義 2 30

ソーシャルワークの基盤と専門職 ソーシャルワークの基盤と専門職 講義 2 30

ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） 講義 2 30

ソーシャルワークの理論と方法 ソーシャルワークの理論と方法 講義 2 30

ソーシャルワークの理論と方法（専門） ソーシャルワークの理論と方法（専門） 講義 2 30

地域福祉と包括的支援体制 地域福祉論 講義 2 30

社会福祉計画論 講義 2 30

福祉サービスの組織と経営 福祉サービスの組織と経営 講義 2 30

社会保障 社会保障原論 講義 2 30

社会保障制度論 講義 2 30

高齢者福祉 高齢者福祉論 講義 2 30

障害者福祉 障害福祉論 講義 2 30

児童・家庭福祉 児童福祉論 講義 2 30

貧困に対する支援 公的扶助論 講義 2 30

保健医療と福祉 医療福祉論 講義 2 30

権利擁護を支える法制度 社会福祉法制 講義 2 30

刑事司法と福祉 刑事司法と福祉 講義 2 30

ソーシャルワーク演習 ソーシャルワーク演習Ⅰ 演習 2 30

ソーシャルワーク演習（専門） ソーシャルワーク演習Ⅱ 演習 2 30

ソーシャルワーク演習Ⅲ 演習 2 30

ソーシャルワーク演習Ⅳ 演習 2 30

ソーシャルワーク演習Ⅴ 演習 2 30

ソーシャルワーク実習指導 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 演習 2 30

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 演習 2 30

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 演習 2 30

ソーシャルワーク実習 ソーシャルワーク実習Ⅰ 実習 2 120

ソーシャルワーク実習Ⅱ 実習 2 120

指定科目名 授業科目名 講義・演習の別 時間数



（別表第１８）

「精神保健福祉士」国家試験受験資格指定科目と本学該当科目

単位数

必修

人体の構造と機能及び疾病 人体の構造と機能及び疾病（2018年度より） 講義 2 30

医学一般（2017年度まで） 講義 2 30

心理学理論と心理的支援 心理学理論と心理学支援 講義 2 30

社会理論と社会システム 社会学概論 講義 2 30

現代社会と福祉 社会福祉原理論Ⅰ 講義 2 30

社会福祉原理論Ⅱ 講義 2 30

地域福祉の理論と方法 地域福祉論 講義 2 30

社会保障 社会保障論（2020年度まで） 講義 2 30

社会保障制度論（2021年度より） 講義 2 30

低所得者に対する支援と生活保護制度 公的扶助論 講義 2 30

福祉行財政と福祉計画 社会福祉行政論 講義 2 30

保健医療サービス 医療福祉論 講義 2 30

権利擁護と成年後見制度 社会福祉法制 講義 2 30

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 障害福祉論 講義 2 30

精神疾患とその治療 精神医学 講義 2 30

精神保健の課題と支援 精神保健学 講義 2 30

精神保健福祉相談援助の基盤 （基礎） 社会福祉援助技術総論（2020年度まで） 講義 2 30

ソーシャルワークの基盤と専門職（2021年度まで） 講義 2 30

精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 講義 2 30

精神保健福祉の理論と相談援助の展開 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 講義 2 30

精神保健福祉に関する制度とサービス 精神保健福祉に関する制度とサービス 講義 2 30

精神障害者の生活支援システム 精神障害者の生活支援システム 講義 2 30

精神保健福祉援助演習（基礎） 社会福祉援助技術演習Ⅰ（2020年度まで） 演習 2 30

ソーシャルワーク演習Ⅰ（2021年度より） 演習 2 30

社会福祉援助技術演習Ⅱ（2020年度まで） 演習 2 30

ソーシャルワーク演習Ⅱ（2021年度より） 演習 2 30

社会福祉援助技術演習Ⅲ（2020年度まで） 演習 2 30

ソーシャルワーク演習Ⅲ（2021年度より） 演習 2 30

精神保健福祉援助演習（専門） 精神保健福祉援助演習Ⅰ 演習 2 30

精神保健福祉援助演習Ⅱ 演習 2 30

精神保健福祉援助実習指導 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 講義 2 30

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 講義 2 30

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 講義 2 30

精神保健福祉援助実習 精神保健福祉援助実習Ⅰ 実習 2 90

精神保健福祉援助実習Ⅱ 実習 2 90

精神保健福祉援助実習Ⅲ 実習 1 45

指定科目名 授業科目名 講義・演習の別 時間数

う
ち
１
科
目
選
択



（別表第１９）
公認心理師資格取得に係る告示による教科目と本学開講科目（学部）

本学開講科目
授業
形態

単位数
授業
時間

1 公認心理師の職責 公認心理師の職責 講義 必修２ 30

2 心理学概論 心理学概論I 講義 必修２ 30

3 臨床心理学概論 臨床心理学概論 講義 必修２ 30

4 心理学研究法 心理学研究法 演習 必修４ 60

5 心理学統計法 心理学統計法I 講義 選必２ 30

心理学統計法II 演習 選必２ 30

6 心理学実験 心理学実験I
演習
実験

必修４ 60

7 知覚・認知心理学 知覚・認知心理学I 講義 必修２ 30

知覚・認知心理学II 講義 必修２ 30

8 学習・言語心理学 学習・言語心理学I 講義 必修２ 30

学習・言語心理学II 講義 必修２ 30

9 感情・人格心理学 感情・人格心理学I 講義 必修２ 30

感情・人格心理学II 講義 必修２ 30

10 神経・生理心理学 神経・生理心理学I 講義 必修２ 30

神経・生理心理学II 講義 必修２ 30

11 社会・集団・家族心理学 社会・集団・家族心理学I 講義 必修２ 30

社会・集団・家族心理学II 講義 必修２ 30

12 発達心理学 発達心理学I 講義 必修２ 30

発達心理学II 講義 必修２ 30

13 障害者・障害児心理学 障害者・障害児心理学I 講義 必修２ 30

障害者・障害児心理学II 演習 必修２ 30

14 心理的アセスメント 心理的アセスメント 講義 必修２ 30

15 心理学的支援法 心理学的支援法I 講義 必修２ 30

心理学的支援法II 演習 必修２ 30

16 健康・医療心理学 健康・医療心理学 講義 必修２ 30

17 福祉心理学 福祉心理学 講義 必修２ 30

18 教育・学校心理学 教育・学校心理学 講義 必修２ 30

19 司法・犯罪心理学 司法・犯罪心理学 講義 必修２ 30

20 産業・組織心理学 産業・組織心理学 講義 必修２ 30

21 人体の構造と機能及び疾病 人体の構造と機能及び疾病 講義 必修２ 30

22 精神疾患とその治療 精神疾患とその治療 講義 必修２ 30

23 関係行政論 関係行政論 演習 必修２ 30

24 心理演習 心理演習 演習 必修２ 30

25 心理実習 心理実習 実習 必修２ 80

大学における必要な科目
本学開講科目

備考

１
科
目
2
単
位
以
上
選
択
必
修


