
カリキュラム・ポリシー

◯ 文学部　カリキュラム・ポリシー

文学部では、本学部の「教育目標」及び「学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、以下のとおり体系的なカリキュラムを編成する。

カリキュラム・マップ

哲学講座

部局DP 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ

初年次セミナー

情報基礎

哲学入門（a） 哲学入門（b）

文学入門（a） 文学入門（b）

史学入門（a) 史学入門（b)

知識システム入門（a） 知識システム入門（b）

社会文化入門（a) 社会文化入門（b)

人文学導入演習（a） 人文学導入演習（b）

人文学基礎・哲学（a) 人文学基礎・哲学（b)

洞察力

宗教学（a）、宗教学（b）

対話力

古典力

中国語（a)、中国語（b)、

韓国語（a)、韓国語（b)

ドイツ語（a）、ドイツ語（b）

フランス語（a）、フランス語（b）

イタリア語（a）、イタリア語（b）

西洋古典語（a）、西洋古典語（b）

哲学概論（a）、哲学概論（b）

哲学特殊講義（a）、哲学特殊講義（b）

西洋哲学史（a）、西洋哲学史（b）

西洋哲学史特殊講義（a）、西洋哲学史特殊講義（b）

外書講読（a）、外書講読（b）

環境人文学講義Ⅰ（a）、環境人文学講義Ⅰ（b）

論理学特殊講義（a）、論理学特殊講義（b）

倫理学講義（a）、倫理学講義（b）

倫理学特殊講義（a）、倫理学特殊講義（b）

応用倫理学講義（a）、応用倫理学講義（b）

科学哲学・科学思想史（a）、科学哲学・科学思想史（b）

幅広い知識
健康・スポーツ科学

外国語Ⅰ

外国語Ⅱ

外国語Ⅲ

４年次

高度教養科目

１年次 ２年次 ３年次

総合教養科目

基礎教養科目

卒業論文指導

科学哲学・科学思想史演習（a）、科学哲学・科学思想史演習（b）

比較思想演習（a）、比較思想演習（b）

ESD演習Ⅰ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅰ（b）（環境人文学）

ESD演習Ⅱ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅱ（b）（環境人文学）
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グローバル人文学演習（a）、グローバル人文学演習（b）

グローバル対話力演習（a）、グローバル対話力演習（b）

グローバル英語力強化演習Ⅰ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅰ（b）

グローバル英語力強化演習Ⅱ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅱ（b）

ESD論（a）、ESD論（b）

現代思想演習（a）、現代思想演習（b）

倫理学演習（a）、倫理学演習（b）

応用倫理学演習（a）、応用倫理学演習（b）

比較日本文化産業論特殊講義（a）、比較日本文化産業論特殊講義（b）

環境人文学講義Ⅱ（a）、環境人文学講義Ⅱ（b）

グローバル人文学特殊講義（a）、グローバル人文学特殊講義（b）

比較現代日本論特殊講義（a）、比較現代日本論特殊講義（b）

哲学演習（a）、哲学演習（b）

西洋哲学史演習（a）、西洋哲学史演習（b）



カリキュラム・ポリシー

◯ 文学部　カリキュラム・ポリシー

文学部では、本学部の「教育目標」及び「学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、以下のとおり体系的なカリキュラムを編成する。

カリキュラム・マップ

文学講座

部局DP 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ

初年次セミナー

情報基礎

哲学入門（a） 哲学入門（b）

文学入門（a） 文学入門（b）

史学入門（a) 史学入門（b)

知識システム入門（a） 知識システム入門（b）

社会文化入門（a) 社会文化入門（b)

人文学導入演習（a） 人文学導入演習（b）

人文学基礎・国文学（a） 人文学基礎・国文学（b）

人文学基礎・中国文学（a） 人文学基礎・中国文学（b）

人文学基礎・英米文学（a） 人文学基礎・英米文学（b）

人文学基礎・ドイツ文学（a） 人文学基礎・ドイツ文学（b）

人文学基礎・フランス文学（a人文学基礎・フランス文学（b）

洞察力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

幅広い知識

外国語Ⅰ

外国語Ⅱ

健康・スポーツ科学

高度教養科目

基礎教養科目

総合教養科目

外国語Ⅲ

対話力

日本語教育学（a）、日本語教育学（b）

中国語（a)、中国語（b)、

韓国語（a)、韓国語（b)

ドイツ語（a）、ドイツ語（b）

フランス語（a）、フランス語（b）

イタリア語（a）、イタリア語（b）

古典力

ドイツ文学演習（a）、ドイツ文学演習（b）

ドイツ語学演習（a）、ドイツ語学演習（b）

フランス文学演習（a）、フランス文学演習（b）

フランス語学演習（a）、フランス語学演習（b）

中国学特殊講義（a）、中国学特殊講義（b）

英米文学概論（a）、英米文学概論（b）

イギリス文学史（a）、イギリス文学史（b）

中国思想特殊講義（a）、中国思想特殊講義（b）

西洋古典語（a）、西洋古典語（b）

国文学概論（a）、国文学概論（b）

国文学史（a）、国文学史（b）

国文学特殊講義（a）、国文学特殊講義（b）

国語学概論（a）、国語学概論（b）

日本語教育学演習（a)、日本語教育学演習（b）

アメリカ文学史（a）、アメリカ文学史（b）

国語学特殊講義（a）、国語学特殊講義（b）

中国文学概論（a）、中国文学概論（b）

中国語学概論（a）、中国語学概論（b）

中国文学史（a）、中国文学史（b）

中国文学特殊講義（a）、中国文学特殊講義（b）

中国思想史（a）、中国思想史（b）

環境人文学講義Ⅱ（a）、環境人文学講義Ⅱ（b）

比較現代日本論特殊講義（a）、比較現代日本論特殊講義（b）

比較日本文化産業論特殊講義（a）、比較日本文化産業論特殊講義（b）

環境人文学講義Ⅰ（a）、環境人文学講義Ⅰ（b）

グローバル人文学特殊講義（a）、グローバル人文学特殊講義（b）

ドイツ文学史（a）、ドイツ文学史（b）

フランス文学特殊講義（a）、フランス文学特殊講義（b）

国文学演習（a）、国文学演習（b）

国語学演習（a）、国語学演習（b）

ドイツ文学特殊講義（a）、ドイツ文学特殊講義（b）

フランス語学特殊講義（a）、フランス語学特殊講義（b）

ドイツ語学特殊講義（a）、ドイツ語学特殊講義（b）

フランス文学史（a）、フランス文学史（b）

イギリス文学特殊講義（a）、イギリス文学特殊講義（b）

アメリカ文学特殊講義（a）、アメリカ文学特殊講義（b）

比較文学概論（a）、比較文学概論（b）

比較文学方法論（a）、比較文学方法論（b）

比較文学特殊講義（a）、比較文学特殊講義（b）

グローバル英語力強化演習Ⅰ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅰ（b）

グローバル英語力強化演習Ⅱ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅱ（b）
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卒業論文指導

グローバル対話力演習（a）、グローバル対話力演習（b）

ESD演習Ⅱ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅱ（b）（環境人文学）

グローバル人文学演習（a）、グローバル人文学演習（b）

中国文学演習（a）、中国文学演習（b）

中国語学演習（a）、中国語学演習（b）

イギリス文学演習（a）、イギリス文学演習（b）

アメリカ文学演習（a）、アメリカ文学演習（b）

ESD演習Ⅰ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅰ（b）（環境人文学）

ESD論（a）、ESD論（b）

比較文学演習（a）、比較文学演習（b）



カリキュラム・ポリシー

◯ 文学部　カリキュラム・ポリシー

文学部では、本学部の「教育目標」及び「学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、以下のとおり体系的なカリキュラムを編成する。

カリキュラム・マップ

史学講座

部局DP 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ

初年次セミナー

情報基礎

哲学入門（a） 哲学入門（b）

文学入門（a） 文学入門（b）

史学入門（a) 史学入門（b)

知識システム入門（a）知識システム入門（b）

社会文化入門（a) 社会文化入門（b)

人文学導入演習（a） 人文学導入演習（b）

人文学基礎・日本史（a 人文学基礎・日本史（b）

人文学基礎・東洋史（a 人文学基礎・東洋史（b）

人文学基礎・西洋史（a 人文学基礎・西洋史（b）

洞察力

３年次 ４年次

幅広い知識

外国語Ⅰ

外国語Ⅱ

健康・スポーツ科学

高度教養科目

１年次 ２年次

基礎教養科目

外国語Ⅲ

総合教養科目

日本史（a）、日本史（b）

日本古代中世史（a）、日本古代中世史（b）

日本近世近代史（a）、日本近世近代史（b）

古文書学（a）、古文書学（b）

古典力

東洋史（a）、東洋史（b）

フランス語（a）、フランス語（b）

中国語（a)、中国語（b)、

韓国語（a)、韓国語（b)

ドイツ語（a）、ドイツ語（b）

考古学（a）、考古学（b）

比較日本文化産業論特殊講義（a）、比較日本文化産業論特殊講義（b）

イタリア語（a）、イタリア語（b）

西洋古典語（a）、西洋古典語（b）

資史料学（a）、資史料学（b）

日本史特殊講義（a）、日本史特殊講義（b）

日本社会文化論特殊講義（a）、日本社会文化論特殊講義（b）

地域歴史遺産保全活用基礎論Ａ（a）、地域歴史遺産保全活用基礎論Ａ（b）

対話力

西洋史演習（a）、西洋史演習（b）

ESD演習Ⅰ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅰ（b）（環境人文学）

地域歴史遺産保全活用基礎論Ｂ（a）、地域歴史遺産保全活用基礎論Ｂ（b）

グローバル人文学特殊講義（a）、グローバル人文学特殊講義（b）

比較現代日本論特殊講義（a）、比較現代日本論特殊講義（b）

環境人文学講義Ⅰ（a）、環境人文学講義Ⅰ（b）

環境人文学講義Ⅱ（a）、環境人文学講義Ⅱ（b）

東洋古代中世史（a）、東洋古代中世史（b）

西洋史特殊講義（a）、西洋史特殊講義（b）

西洋近世近代史（a）、西洋近世近代史（b）

西洋古代中世史（a）、西洋古代中世史（b）

西洋史（a）、西洋史（b）

東洋史特殊講義（a）、東洋史特殊講義（b）

東洋近世近代史（a）、東洋近世近代史（b）

ESD論（a）、ESD論（b）

卒業論文指導

日本史演習（a）、日本史演習（b）

日本社会文化論演習（a）、日本社会文化論演習（b）

地域史実習（a）、地域史実習（b）

地域歴史遺産保全活用演習Ａ（a）、地域歴史遺産保全活用演習Ａ（b）

地域歴史遺産保全活用演習Ｂ（a）、地域歴史遺産保全活用演習Ｂ（b）

東洋史演習（a）、東洋史演習（b）

ESD演習Ⅱ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅱ（b）（環境人文学）

グローバル対話力演習（a）、グローバル対話力演習（b）

グローバル人文学演習（a）、グローバル人文学演習（b）

グローバル英語力強化演習Ⅰ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅰ（b）

グローバル英語力強化演習Ⅱ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅱ（b）

オックスフォード夏季プログラム



カリキュラム・ポリシー

◯ 文学部　カリキュラム：ポリシー

文学部では、本学部の「教育目標」及び「学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、以下のとおり体系的なカリキュラムを編成する。

カリキュラム・マップ

知識システム講座

部局DP 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ

初年次セミナー

情報基礎

哲学入門（a） 哲学入門（b）

文学入門（a） 文学入門（b）

史学入門（a) 史学入門（b)

知識システム入門（a） 知識システム入門（b）

社会文化入門（a) 社会文化入門（b)

人文学導入演習（a） 人文学導入演習（b）

人文学基礎・心理学（a人文学基礎・心理学（b）

人文学基礎・言語学（a人文学基礎・言語学（b）

人文学基礎・芸術学（a人文学基礎・芸術学（b）

心理統計Ⅰ（a） 心理統計Ⅰ（b）

心理統計Ⅱ（a） 心理統計Ⅱ（b）

心理学初級実験実習Ⅰ 心理学初級実験実習Ⅰ（b）

心理学初級実験実習Ⅱ（a心理学初級実験実習Ⅱ（b）

洞察力

外国語Ⅲ

高度教養科目

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

基礎教養科目

古典力

西洋古典語（a）、西洋古典語（b）

言語学各論（a）、言語学各論（b）

幅広い知識

中国語（a)、中国語（b)、

韓国語（a)、韓国語（b)

ドイツ語（a）、ドイツ語（b）

フランス語（a）、フランス語（b）

イタリア語（a）、イタリア語（b）

健康・スポーツ科学

外国語Ⅰ

外国語Ⅱ

総合教養科目

心理学概論（a）、心理学概論（b）

音声学（a）、音声学（b）

英語学概論（a）、英語学概論（b）

対話力

音声学演習（a）、音声学演習（b）

英語学演習（a）、英語学演習（b）

芸術学演習（a）、芸術学演習（b）

メディア・アート論演習（a）、メディア・アート論演習（b）

グローバル人文学演習（a）、グローバル人文学演習（b）

グローバル対話力演習（a）、グローバル対話力演習（b）

グローバル英語力強化演習Ⅰ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅰ（b）

グローバル英語力強化演習Ⅱ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅱ（b）
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英語学特殊講義（a）、英語学特殊講義（b）

芸術学概論（a）、芸術学概論（b）

心理学研究法（a）、心理学研究法（b）

心理学特殊講義（a）、心理学特殊講義（b）

言語学概論（a）、言語学概論（b）

言語学特殊講義（a）、言語学特殊講義（b）

卒業論文指導

メディア・アート基礎論（a）、メディア・アート基礎論（b）

メディア創造論（a）、メディア創造論（b）

芸術学各論（a）、芸術学各論（b）

心理学演習（a）、心理学演習（b）

言語学演習（a）、言語学演習（b）

作品分析実習（a）、作品分析実習（b）

ESD演習Ⅱ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅱ（b）（環境人文学）

ESD演習Ⅰ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅰ（b）（環境人文学）

芸術学特殊講義（a）、芸術学特殊講義（b）

比較日本文化産業論特殊講義（a）、比較日本文化産業論特殊講義（b）

環境人文学講義Ⅰ（a）、環境人文学講義Ⅰ（b）

環境人文学講義Ⅱ（a）、環境人文学講義Ⅱ（b）

比較現代日本論特殊講義（a）、比較現代日本論特殊講義（b）

グローバル人文学特殊講義（a）、グローバル人文学特殊講義（b）

ESD論（a）、ESD論（b）



カリキュラム・ポリシー

◯ 文学部　カリキュラム・ポリシー

文学部では、本学部の「教育目標」及び「学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、以下のとおり体系的なカリキュラムを編成する。

カリキュラム・マップ

社会文化講座

部局DP 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 第1Ｑ 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ

初年次セミナー

情報基礎

哲学入門（a） 哲学入門（b）

文学入門（a） 文学入門（b）

史学入門（a) 史学入門（b)

知識システム入門（a） 知識システム入門（b）

社会文化入門（a) 社会文化入門（b)

人文学導入演習（a） 人文学導入演習（b）

人文学基礎・社会学（a） 人文学基礎・社会学（b）

人文学基礎・美術史学（a人文学基礎・美術史学（b）

人文学基礎・地理学（a） 人文学基礎・地理学（b）

社会調査演習Ⅰ（a 社会調査演習Ⅰ（b）

社会調査演習Ⅱ（a 社会調査演習Ⅱ（b）

洞察力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

幅広い知識

外国語Ⅰ

外国語Ⅱ

健康・スポーツ科学

高度教養科目

基礎教養科目

総合教養科目

外国語Ⅲ

対話力

日本美術史演習（a）、日本美術史演習（b）

西洋美術史演習（a）、西洋美術史演習（b）

地理学演習（a）、地理学演習（b）

オックスフォード夏季プログラム

社会人類学演習（b）、社会人類学演習（b）

社会学演習（a）、社会学演習（b）

地理学実習Ⅰ（a）、地理学実習Ⅰ（b）

地理学実習Ⅱ（a）、地理学実習Ⅱ（b）

人文地理学（a）、人文地理学（b）

社会学概論（a）、社会学概論（b）

社会学史（a）、社会学史（b）

日本美術史（a）、日本美術史（b）

西洋美術史（a）、西洋美術史（b）

社会学特殊講義（a）、社会学特殊講義（b）

社会学講読（a）、社会学講読（b）

古典力

比較社会学（a）、比較社会学（b）

社会人類学（a）、社会人類学（b）

美術史調査法（a）、美術史調査法（b）

社会調査概論（a）、社会調査概論（b）

社会分析法（a）、社会分析法（b）

量的調査法（a）、量的調査法（b）

質的調査法（a）、質的調査法（b）

社会思想史特殊講義（a）、社会思想史特殊講義（b）

美術史概論（a）、美術史概論（b）

アジア美術史（a）、アジア美術史（b）

近代造形史論（a）、近代造形史論（b）

近代造形文化論（a）、近代造形文化論（b）

文化資源学（a）、文化資源学（b）

美術史特殊講義（a）、美術史特殊講義（b）

中国語（a)、中国語（b)、

韓国語（a)、韓国語（b)

ドイツ語（a）、ドイツ語（b）

フランス語（a）、フランス語（b）

イタリア語（a）、イタリア語（b）

地理学概論（a）、地理学概論（b）

西洋古典語（a）、西洋古典語（b）

自然地理学（a）、自然地理学（b）

地誌（a）、地誌（b）

アジア地図史（a）、アジア地図史（b）

グローバル人文学特殊講義（a）、グローバル人文学特殊講義（b）

文化財学（a）、文化財学（b）

地理学特殊講義（a）、地理学特殊講義（b）

歴史地理学（a）、歴史地理学（b）

文化地理学（a）、文化地理学（b）

景観文化財学（a）、景観文化財学（b）

環境人文学講義Ⅰ（a）、環境人文学講義Ⅰ（b）

環境人文学講義Ⅱ（a）、環境人文学講義Ⅱ（b）

西洋地図史（a）、西洋地図史（b）

地域環境学（a）、地域環境学（b）

比較現代日本論特殊講義（a）、比較現代日本論特殊講義（b）

比較日本文化産業論特殊講義（a）、比較日本文化産業論特殊講義（b）

卒業論文指導

アジア美術史演習（a）、アジア美術史演習（b）

美術史資料演習（a）、美術史資料演習（b）

視覚情報論演習（a）、視覚情報論演習（b）

ESD演習Ⅱ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅱ（b）（環境人文学）

グローバル人文学演習（a）、グローバル人文学演習（b）

グローバル対話力演習（a）、グローバル対話力演習（b）

グローバル英語力強化演習Ⅰ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅰ（b）

グローバル英語力強化演習Ⅱ（a）、グローバル英語力強化演習Ⅱ（b）

ESD演習Ⅰ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅰ（b）（環境人文学）

ESD論（a）、ESD論（b）


