
文学部人文学科（行動科学コース哲学専修）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

専門教育科目

普遍教育科目

共通基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

●DP5
高い問題解決能力

論理学の哲学（LB301）
価値論（LB302）
科学基礎論（LB303）
技術論（LB304）
科学史（LB305）
東洋哲学概説（LB306）
西洋古代中世哲学（LB307）
西洋近世近代哲学（LB308）
現代哲学（LB309）
倫理思想史（LB310）
現代哲学講読（LB311）
東洋哲学講読（LB312）
派遣留学認定科目

他

古代中世哲学演習（LB313）
近世近代哲学演習（LB314）
現代哲学演習（LB315）
倫理学演習（LB316）
科学基礎論演習（LB317）
東洋哲学演習（LB319）
哲学基礎演習（読解）
（LB204）
哲学基礎演習（作文）
（LB205）
人文科学専門英語（LB296）

他

講義

LX161 哲学基礎
LX162 認知情報科学基礎
LX163 心理学基礎
LX164 社会学基礎
LX165 文化人類学基礎 他

人文科学入門

LX100 人文科学入門

実践系（国際）

LX193 国際交流論
LX223 人文学国際

インターンシップ
LX213 人文学国際

フィールドワーク

他

実践系（地域）

LX127 現代社会で働くこと
LX221 人文学地域

インターンシップ
LX211 人文学地域

フィールドワーク
他

1
年
次

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

▼ ■◆ ■

●◆■▼◆■▼

卒業論文（LX480）
●▲◆■▼

■▲◆ ●▲◆▼



教養展開科目初修外国語科目

数理・データサイエンス科目

文学部人文学科（行動科学コース認知情報科学専修）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

1
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

国際科目

地域科目

専門教育科目

普遍教育科目

共通基礎科目

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目 教養コア科目スポーツ・健康科目

●DP5
高い問題解決能力

講義

LB220 認知行動基礎論
LB224 知的情報処理論
LB223 言語情報処理論
LB221 データ解析基礎論
LB222 比較認知論
LB225 意志決定論
LB237 動物心理学

LB245  認知心理学
LB224 知覚心理学
LB252 社会心理学

他

基礎実習

LB238 認知情報科学基礎実習

基礎演習

LB239 認知情報科学基礎演習
Ⅱ
LB296 人文科学専門英語

発展実習

LB338 認知情報科学発展実習

演習

LB320 比較認知行動論演習
LB324 知識情報科学演習
LB323 言語認知情報学演習
LB321 認知情報解析学演習
LB322 多様性認知論演習
LB326 認知情報科学発展演習

LX480  卒業論文

卒論演習

LX460 卒業論文特別演習

特別実習

LB438 認知情報科学特別実習

講義

LX161 哲学基礎
LX162 認知情報科学基礎
LX163 心理学基礎
LX164 社会学基礎
LX165 文化人類学基礎 他

人文科学入門

LX100 人文科学入門

●▲

●■■▲

●▲

▲

●▼▲

●▼▲▼■

▼ ■◆ ■

1
年
次

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー
GD103 データサイエンスB 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

2
年
次

実践系（国際）

LX193 国際交流論
LX223 人文学国際

インターンシップ
LX213 人文学国際

フィールドワーク

他

実践系（地域）

LX127 現代社会で働くこと
LX221 人文学地域

インターンシップ
LX211 人文学地域

フィールドワーク
他

●◆■▼◆■▼



文学部人文学科（行動科学コース心理学専修）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

専門教育科目

普遍教育科目

共通基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

●DP5
高い問題解決能力

初級実験
LB240心理学初級実験a
LB241心理学初級実験b

中級実験
LB340 心理学中級実験a
LB341 心理学中級実験b

上級実験
LB440 心理学上級実験a
LB411心理学上級実験b

LX480 卒 業 論 文

基礎演習
LB242 心理学基礎演習a
LB296 人文科学専門英語

演 習
LB344 知覚心理学演習a
LB444 知覚心理学演習b
LB346 認知心理学演習a
LB446 認知心理学演習b
LB350 人格・発達心理学演習a
LB450 人格・発達心理学演習b
LB352 社会心理学演習a
LB452 社会心理学演習b

他

講 義：一 般
LB244 知覚心理学a
LB245 知覚心理学b
LB246 認知心理学a
LB247 認知心理学b
LB248 高次認知論a
LB249 高次認知論b
LB250 人格心理学a
LB251 人格心理学b
LB252 社会心理学a
LB252 社会心理学b

●▲◆■▼
●▲▼

●▲◆■▼

●▲▼

●▲▼●▲▼

●▲▼

1
年
次

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

講義

LX161 哲学基礎
LX162 認知情報科学基礎
LX163 心理学基礎
LX164 社会学基礎
LX165 文化人類学基礎 他

人文科学入門

LX100 人文科学入門

実践系（国際）

LX193 国際交流論
LX223 人文学国際

インターンシップ
LX213 人文学国際

フィールドワーク

他

実践系（地域）

LX127 現代社会で働くこと
LX221 人文学地域

インターンシップ
LX211 人文学地域

フィールドワーク
他

▼ ■◆ ■

卒論演習
LX460卒業論文特別演習

●▲▼

●◆■▼◆■▼

LB256 臨床心理学
LB255 発達心理学
LB342 心理学研究法a
LB342 心理学研究法b
LB221 データ解析基礎論a
LB221 データ解析基礎論b
派遣留学認定科目

他





文学部人文学科（行動科学コース社会学専修）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

専門教育科目

普遍教育科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

●DP5
高い問題解決能力

社会調査関係科目
LB376 社会調査実習d
LB376 社会調査実習c
LB376 社会調査実習b
LB376 社会調査実習a
LB377 社会学データ分析演習a

演習関係科目
LB379 社会学演習b
LB379 社会学演習a

LB279 社会学研究法b
LB279 社会学研究法a

LB378 社会学原書講読a

LB277 生活史の社会学a
LB277 生活史の社会学b
LB276 社会調査概説b
LB276 社会調査概説a

LX460 卒業論文特別演習b
LX460 卒業論文特別演習a

LX480 卒業論文

専門講義科目
LB261 理論社会学b LB267 地域社会学b LB273 応用社会学b
LB261 理論社会学a      LB267 地域社会学a                     LB273 応用社会学a
LB260 社会学概説a      LB266 産業社会学b
LB260 社会学概説b     LB266 産業社会学a

LB265 医療と福祉の社会学a
LB265 医療と福祉の社会学b
LB264 ジェンダーの社会学b
LB264 ジェンダーの社会学a
LB263 家族社会学b
LB263 家族社会学a

LB296 人文科学専門英語
派遣留学認定科目

他

1
年
次

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

共通基礎科目

講義

LX161 哲学基礎
LX162 認知情報科学基礎
LX163 心理学基礎
LX164 社会学基礎
LX165 文化人類学基礎 他

人文科学入門

LX100 人文科学入門

▼ ■◆ ■

実践系（国際）

LX193 国際交流論
LX223 人文学国際

インターンシップ
LX213 人文学国際

フィールドワーク

他

実践系（地域）

LX127 現代社会で働くこと
LX221 人文学地域

インターンシップ
LX211 人文学地域

フィールドワーク
他

●◆■▼◆■▼

●▲ ●▲

▲ ▲ ▲

▲

●

●



文学部人文学科（行動科学コース文化人類学専修）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

専門教育科目

普遍教育科目

共通基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

●DP5
高い問題解決能力

専門科目［講義］ ▲◆■

LB280 文化人類学概説
LB281 生物人類学概説
LB282 地域文化論
LB283 文化変容論
LB284 開発人類学
LB285 医療人類学
LB287 生態人類学
LB288 政治人類学
LB289 経済人類学
LB290 ジェンダーの人類学
LB291 映像人類学
LB292 芸能人類学
LB380 民族誌
LB296 人文科学専門英語
派遣留学認定科目

専門科目［演習］
●▲◆■

LB384 文化人類学演習
LB386 文化人類学原書講読
LB293 文化人類学調査概説
LB294 文化人類学研究法
LB285 生物人類学演習

専門科目［実習］
●▲◆ ■▼

LB383
文化人類学調査実習

● ▲◆■
LB460 卒業論文特別演習

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

▼■◆■ 人文科学入門

LX100 人文科学入門

講義

LX161 哲学基礎
LX162 認知情報科学基礎
LX163 心理学基礎
LX164 社会学基礎
LX165 文化人類学基礎 他

実践系（地域）

LX127 現代社会で働くこと
LX221 人文学地域

インターンシップ
LX211 人文学地域

フィールドワーク
他

◆■▼

実践系（国際）

LX193 国際交流論
LX223 人文学国際

インターンシップ
LX213 人文学国際

フィールドワーク

他

●◆■▼

●▲◆■
LX480 卒 業 論 文

◆■ ▼■



文学部人文学科（歴史学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

専門教育科目

普遍教育科目

共通基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

●DP5
高い問題解決能力

講義科目

LX178 日本史基礎
LX179 世界史基礎
LX172 アジア史基礎
LX173 アジア史基礎
LX174 ヨーロッパ・アメリカ
史基礎
LX175 文化資料論基礎
LX176 文化資料論基礎
LX177 文化資料論基礎
LX102 人文科学の課題
LX104 人文科学の課題
LX106 人文科学の課題

▼■

講義科目

LH211 古代中世社会論
LH212 社会文化史
LH215 国際社会史
LH217 宗教文化史
LH220 考古学
LH221 地域考古学
LH222 比較考古学
LH223 先史考古学
LH224 歴史考古学
LH230 美術史
LH231 日本美術史
LH232 ヨーロッパ美術史
LH233 図像解釈学
LH234 表象文化史
LH250 日本史
LH260 東アジア地域史
LH260 東南アジア地域史
LH260 東南アジア近世史論
LH270 イスラーム地域史
LH271 中東・アフリカ地域史
LH272 アジア・アフリカ植民地史論
LH280 ヨーロッパ地域史
LH281 ヨーロッパ古代社会論
LH282 ヨーロッパ近現代社会論
LH283 環大西洋移動交流史
LX202 博物館学
LH286 人文科学専門英語
派遣留学認定科目 他

演習科目

LH311 社会文化史演習
LH313 比較ジェンダー史演習
LH314 比較社会史演習
LH322 考古学演習
LH323 先史考古学演習
LH330 日本美術史演習
LH331 ヨーロッパ美術史演習
LH332 図像解釈学演習
LH351 記録史料演習
LH352 近代記録史料演習
LH360 東アジア史史料演習
LH362 東南アジア社会論演習
LH370 イスラーム地域史演習
LH371 中東史史料演習
LH380 環大西洋移動交流演習
LH381 マイノリティー史演習
LH382 宗教文化史演習

他

▲◆

必修科目

LH200 歴史学基礎演習
LH201 史学方法論

◆■

実習科目

LH320 文化財学実習
LH321 考古学実習
LH350 古文書実習
LH303 博物館学実習

◆▲

演習・実習科目

LX100 人文科学入門Ⅰ(歴史
学）
LX100 人文科学入門Ⅱ(歴史
学）
LX275 文化資料論基礎演習
LX276 文化資料論基礎演習
LX271 史料学基礎演習
LX272 史料学基礎演習
LX273 史料学基礎演習
LX274 史料学基礎演習
LX277 考古学基礎実習
LX278 文化財学基礎実習

▼■
国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

実践系（国際）

LX193 国際交流論
LX223 人文学国際イン
ターンシップ
LX213 人文学国際フィー
ルドワーク

他

実践系（地域）

LX127 現代社会で働くこ
と
LX221 人文学地域イン
ターンシップ
LX211 人文学地域フィー
ルドワーク

他

◆■▼ ●◆■▼

◆■

必修科目

LH301 歴史学研究演習

●▲

必修科目●▲◆

LX480 卒業論文
LX460 卒業論文特別演習



文学部人文学科（日本・ユーラシア文化コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

専門教育科目

共通基礎科目

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

●DP5
高い問題解決能力

専門科目〔講義〕

LN209 古代文学論
LN210 中世文学論
LN211 近世文学論
LN212 近代文学論
LN203 伝承文学論
LN204 芸能文化論
LN205 民俗文化論
LN202 日本思想論
LN214 日本語史
LN215 日本文法論
LN216 古代日本語論
LN218 現代日本語論
LN219 音声学
LN222 音韻論
LN220 言語体系論
LN221 言語機能論
LN223 アイヌ文化論
LN225 内陸アジア文化論
LN226 ユーラシア文化論
LN227 ユーラシア言語類型論
派遣留学認定科目 他

基盤系

LX106 人文科学の課題
LX280 日本文学基礎講読
LX182 日本語学基礎
LX181 言語学基礎
LX183 ユーラシア人類学基礎
LX118 中国文学論
LX145 アイヌ語
LX186 日本文学史
LX205 大学図書館論 他

実践系（国際）

LX193 国際交流論
LX223 人文学国際インター

ンシップ
LX213 人文学国際フィール

ドワーク
他

実践系（地域）

LX127 現代社会で働くこと
LX221 人文学地域インター

ンシップ
LX211 人文学地域フィール

ドワーク
他

LX100 人文科学入門
LX180 日本・ユーラシア文化論基礎

▲◆■▼

●▲◆■▼

●◆■▼◆■▼▲◆■▼

専門科目〔演習〕

LN303 古代文学論演習
LN304 中世文学論演習
LN305 近世文学論演習
LN307 現代文学論演習
LN309 古代日本語演習
LN310 近代日本語演習
LN311 現代日本語演習
LN312 日本地域言語学音韻論演習
LN314 日本文法演習
LN315 言語体系論演習
LN316 言語機能論演習
LN317 アイヌ語学演習
LN318 アイヌ文化論演習
LN320 フィールド調査法演習
LN321 内陸アジア文化論演習
LN328 人文科学専門英語

他

LX480 卒 業 論 文

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

●▲ ■▼

●▲■▼

LN400 日本・ユーラシア文化論
研究演習

●▲ ■▼

LX460卒業論文特別演習 ●▲ ■▼

普遍教育科目



文学部人文学科（国際言語文化学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

CP11：問題を主体的・能動的に解決する方法と技能の修得

CP10：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP9：語学教育における発信型コミュニケーション能力の涵養

CP8：人文科学の専門知識を活用し、主体的・批判的な姿勢で実証的・論理的な思考を実践する訓練

CP7：人文科学の専門領域に関する知識を幅広く、かつ段階的・体系的に修得

CP6：社会や人類が直面する地球規模の課題への理解と取組

CP5：多様な文化・価値観の深い理解に基づく、文理横断的・異分野融合的な知の獲得

CP4：専門的能力を地球社会と地域社会の持続的発展のために役立てる姿勢を備えた人材育成

CP3：人文科学の専門諸領域の社会的、文化的、歴史的位置づけを理解するための幅広い視野と批判的精神の育成

CP2：社会規範・倫理性をもって自立的に行動する姿勢の涵養

CP1：向上心・向学心およびそれを支える学修技法の涵養

専門教育科目

普遍教育科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

●DP5
高い問題解決能力

共通基礎科目 ▲◆■▼
LX100 人文科学入門
LX104人文科学の課題 世界を知る
LX131ラテン語入門
LX147ドイツ語
LX151フランス語
LX153ロシア語
LX155スペイン語
LX157英会話
LX135古典ギリシア語入門
LX190英語圏文化論基礎
LX192英語学概説 他

共通基礎科目 ▲◆■▼

LX290アメリカ文化論
LX291フランス文化論
LX292ドイツ語圏文化論
LX293ロシア文化論
LX223人文学国際インターンシップ 他

専門科目［講義］●▲◆■▼
LI229多言語多文化接触論
LI221英文法
LI230イギリス文学史
LI234アメリカ文学史
LI223ドイツ語学概説
LI224ドイツ語史
LI235ドイツ文学史
LI225ロシア語学概説
LI226スペイン語学概説
LI228スペイン語文法
LI227イギリス文学概説
LI237英語圏文学論
LI231アメリカ現代文化論
LI222英語史
LI123英語音声学
派遣留学認定科目 他

LX460 卒業論文特別演習●▲◆■▼

LX480 卒業論文 ●▲◆■▼

1
年
次

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

英語科目
GE106 ＣＡＬＬ英語
GE210 英語Ⅲ（オーラルコミュニケーション）
GE303 海外研修英語 他

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

教養コア科目
GA103 日本語・日本文学
GA102 心と自己の科学
GA103 歴史と社会
GA104 火山の恩恵と災害 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

地域科目
GB102 団地再生のまちづくり
GB102 地域の地学的背景を知る 他

教養展開科目
GX153 伝統文化をつくる
GY109 グローバルボランティアⅠ
GV152 日本文化を考える 他

数理・データサイエンス科目
GT101 情報リテラシー 他

国際科目
GB101 世界の歴史と日本
GB101 ヨーロッパ文化と日本 他

◆▼

◆▼

◆■▼

▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

専門科目［演習］●▲◆■▼
LI315多言語多文化接触論演習
LI270人文科学専門英語
LI306芸術メディア論演習
LI321フランス文学演習
LI325ロシア文化論演習
LI316イギリス文学演習
LI317アメリカ文学演習
LI321フランス文学演習
LI324スペイン文学演習
LI326アメリカ文化論演習
LI320ドイツ文化論演習
LI248スペイン文学講読
LI242英語学演習

他

LI319  英語論文演習
●▲◆■▼

共通基礎科目

専門科目［語学系］
●▲◆■▼

LI303ラテン語演習
LI204英会話応用
LI210英作文応用
LI205フランス語会話
LI206中級スペイン語会話
LI207ロシア語会話
LI213ドイツ語作文
LI208フランス語作文
LI253ドイツ語演習
LI252スペイン語演習
LI211古代ギリシア語演習
LI103ドイツ語会話
LI104ドイツ語作文
LI109スペイン語会話

他

LI301 国際言語文化学研究演習
●▲◆■▼
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