
 

 

【カリキュラム・ポリシー(文学部)】 
神戸大学のカリキュラム・ポリシーにもとづき、文学部は以下の方針に則りカ

リキュラムを編成する。 

 
１．「人間性」「創造性」「国際性」を学生に身につけさせるため、すべての学

生が履修する共通の科目として、基礎教養科目、総合教養科目、高度教養科

目、外国語科目、初年次セミナー、キャリア科目、情報科目、健康・スポー

ツ科学及びその他必要と認める科目を開設する。 

 
２．人類の文化的営みの蓄積としての人文学を、古典を通して深く理解すると

ともに、社会的対話により、それを実践することを通じて人文学的素養を涵

養し、「専門性」を学生に身につけさせるため、以下の専門科目及びその他

必要と認める科目を開設する。 
・自らの好奇心を学問的に問題化し検証する訓練を積み、幅広い知識を身に

つけることができるように初年次セミナー、専門科目基礎科目、高度教養

科目を開設する。 
・人類共通の叡智の蓄積である古典を通して人文学共通の問題・課題を発見

できる理解力を身につけることができるように専門科目基礎科目、専門科

目、グローバル科目を開設する。 
・文化・言語・学域の壁を越えた意思疎通および連携を可能にする社会的対

話力を身につけることができるように専門科目、ＥＳＤ科目、グローバル

科目を開設する。 
・固有の学問的課題を知の普遍的課題に位置づけられる洞察力を身につける

ことができるように卒業論文、卒業論文関連科目を開設する。 

 
なお、これらの科目は、講義・演習・実習等の授業形態に応じて、アクテ

ィブラーニング、体験型学修などを適宜組み合わせて行う。 
学修成果の評価は、学修目標に即して多元的、包括的な方法で行う。 

 



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

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）

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）

オックスフォード夏季プログラム

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）

４年次

外国語Ⅲ

高度教養科目

１年次 ２年次 ３年次

幅広い知識
健康・スポーツ科学

基礎教養科目
綜合教養科目
外国語Ⅰ
外国語Ⅱ

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）

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）
ESD論（a）、ESD論（b）

環境人文学講義Ⅰ（a）、環境人文学講義Ⅰ（b）



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

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

卒業論文指導

フランス語学特殊講義（a）、フランス語学特殊講義（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）
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）

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論（a）、ESD論（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）

ESD演習Ⅰ（a）（環境人文学）、ESD演習Ⅰ（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）

中国思想史（a）、中国思想史（b）

比較文学演習（a）、比較文学演習（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）
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）
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）

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）

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）

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）

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）

中国語学特殊講義（a）、中国語学特殊講義（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）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

幅広い知識

基礎教養科目
綜合教養科目
外国語Ⅰ
外国語Ⅱ
外国語Ⅲ

健康・スポーツ科学
高度教養科目



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

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）

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

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）

ESD論（a）、ESD論（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）

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）

３年次 ４年次

幅広い知識

基礎教養科目
綜合教養科目
外国語Ⅰ
外国語Ⅱ
外国語Ⅲ

健康・スポーツ科学
高度教養科目

１年次 ２年次



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（a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 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）

ESD論（a）、ESD論（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）

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）

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）

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）
オックスフォード夏季プログラム

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
高度教養科目

綜合教養科目
外国語Ⅰ
外国語Ⅱ
外国語Ⅲ

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

基礎教養科目



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

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）

西洋地図史（a）、西洋地図史（b）

地域環境学（a）、地域環境学（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）

ESD論（a）、ESD論（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）

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）

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)、

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）

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）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

幅広い知識

基礎教養科目
綜合教養科目
外国語Ⅰ
外国語Ⅱ
外国語Ⅲ

健康・スポーツ科学
高度教養科目


