
国際人間科学部　専門科目一覧
（学部共通科目科目）

科目名

学部共通基礎科目 初年次ｾﾐﾅｰ 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論

協働型ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ論 国際開発援助論(JICA)1

国際開発援助論(JICA)2 ｺﾐｭﾆﾃｨ創成論

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ基礎論 異文化間教育論1

異文化間教育論2 ｿｰｼｬﾙｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ論

情報ﾘﾃﾗｼｰ演習1 情報ﾘﾃﾗｼｰ演習2

学部共通発展科目 外国語実習A 外国語実習B

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実習A ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実習B

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ実習A ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ実習B

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ方法論 情報発信演習1

情報発信演習2 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎演習1

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎演習2 Academic Communication(英) A

Academic Communication(英) B Academic Writing(英) A

Academic Writing(英) B TOEFL演習A

TOEFL演習B TOEIC演習A

TOEIC演習B English Presentation Skills A

English Presentation Skills B English for Professional Purposes A

English for Professional Purposes B Academic Communication (独) A

Academic Communication (独) B Academic Communication (仏) A

Academic Communication (仏) B Academic Communication(中) A

Academic Communication(中) B Academic Communication(露) A

Academic Communication(露) B Academic Writing (独) A

Academic Writing (独) B Academic Writing (仏) A

Academic Writing (仏) B Academic Writing(中) A

Academic Writing(中) B Academic Writing(露) A

Academic Writing(露) B ｺﾘｱ語入門1

ｺﾘｱ語入門2 ｺﾘｱ語入門3

ｺﾘｱ語入門4 ｽﾍﾟｲﾝ語入門1

ｽﾍﾟｲﾝ語入門2 ｽﾍﾟｲﾝ語入門3

ｽﾍﾟｲﾝ語入門4 ｲﾀﾘｱ語入門1

ｲﾀﾘｱ語入門2 ｲﾀﾘｱ語入門3

ｲﾀﾘｱ語入門4 ﾗﾃﾝ語入門1

ﾗﾃﾝ語入門2 ﾗﾃﾝ語入門3

ﾗﾃﾝ語入門4 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習A

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習B Cultures and Societies in Japan A

Cultures and Societies in Japan B 日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1

日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ2 日本語文法基礎

実践日本語基礎 日本語･日本文化基礎演習

途上国農村地域開発論 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ共生社会論

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲｼｭｰ概論 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲｼｭｰ演習

GSP演習(ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ) 留学型GSｺｰｽ

実践型GSｺｰｽ 研修型GSｺｰｽ

GSP演習(ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ)

授業科目名

グローバル・スタディーズ・プログラム
（GSP）科目



国際人間科学部　専門科目一覧
（グローバル文化 学科）

科目名

学科共通科目 情報科学概論A 情報科学概論B

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋｽﾄﾘｰA ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋｽﾄﾘｰB

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と現代世界A ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と現代世界B

先端科学社会文化論(JAXA)1 先端科学社会文化論(JAXA)2

Lectures on Social Dynamics Lectures on Cultural Formations

Lectures on Global Communication 日欧比較ｾﾐﾅｰⅠA

日欧比較ｾﾐﾅｰⅠB 日欧比較ｾﾐﾅｰⅡA

日欧比較ｾﾐﾅｰⅡB 日欧比較ｾﾐﾅｰⅢA

日欧比較ｾﾐﾅｰⅢB Aspects of EU Culture and Society (Lecture) A

Aspects of EU Culture and Society (Lecture) B Aspects of EU Culture and Society (Seminar) A

Aspects of EU Culture and Society (Seminar) B EUｴｷｽﾊﾟｰﾄ人材養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ特別講義

Oxbridge English Summer Camp1 Oxbridge English Summer Camp2

Oxbridge English Summer Camp3

学科コア科目 文化政策論A 文化政策論B

日本社会文化論A 日本社会文化論B

中国社会文化論A 中国社会文化論B

環大西洋文化論A 環大西洋文化論B

近現代社会思想論A 近現代社会思想論B

現代社会理論A 現代社会理論B

文化人類学1 文化人類学2

国際関係論A 国際関係論B

第二言語習得論1 第二言語習得論2

非言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論1 非言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論2

現代IT入門A 現代IT入門B

学科展開科目 近現代表象文化論A 近現代表象文化論B

近現代文化言説論A 近現代文化言説論B

近現代ﾓｰﾄﾞ論A 近現代ﾓｰﾄﾞ論B

近現代ｱｰﾄ論A 近現代ｱｰﾄ論B

ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論1 ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論2

表象文化形成論A 表象文化形成論B

視覚文化論A 視覚文化論B

科学技術文明論1 科学技術文明論2

文化翻訳論1 文化翻訳論2

比較文化論1 比較文化論2

ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化形成論A ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化形成論B

日本歴史文化論A 日本歴史文化論B

日本思想文化論A 日本思想文化論B

日本ﾒﾃﾞｨｱ文化論A 日本ﾒﾃﾞｨｱ文化論B

日本文化交流論A 日本文化交流論B

東ｱｼﾞｱ政治社会論A 東ｱｼﾞｱ政治社会論B

ｵｾｱﾆｱ社会文化論A ｵｾｱﾆｱ社会文化論B

北ｱｼﾞｱ歴史社会論A 北ｱｼﾞｱ歴史社会論B

東南ｱｼﾞｱ政治文化論A 東南ｱｼﾞｱ政治文化論B

東南ｱｼﾞｱ社会文化論A 東南ｱｼﾞｱ社会文化論B

ﾖｰﾛｯﾊﾟ社会文化論A ﾖｰﾛｯﾊﾟ社会文化論B

東欧･ﾛｼｱ社会文化論A 東欧･ﾛｼｱ社会文化論B

ﾛｼｱ･東ｱｼﾞｱ社会文化論A ﾛｼｱ･東ｱｼﾞｱ社会文化論B

ｱﾒﾘｶ文化論A ｱﾒﾘｶ文化論B

ｱﾒﾘｶ社会論A ｱﾒﾘｶ社会論B

宗教文化論1 宗教文化論2

英米ﾃｸｽﾄ文化論A 英米ﾃｸｽﾄ文化論B

近現代政治思想論A 近現代政治思想論B

近現代経済思想論1 近現代経済思想論2

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ社会文化論A ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ社会文化論B

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ正義論A ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ正義論B

ﾒﾃﾞｨｱ社会文化論A ﾒﾃﾞｨｱ社会文化論B

越境社会学A 越境社会学B

現代社会人類学1 現代社会人類学2

授業科目名



国際人間科学部　専門科目一覧
（グローバル文化 学科）

科目名 授業科目名

学科展開科目 文化混交論1 文化混交論2

現代民族誌学1 現代民族誌学2

比較民族学1 比較民族学2

比較政治社会論A 比較政治社会論B

平和構築論A 平和構築論B

比較政策論A 比較政策論B

多文化政治社会論A 多文化政治社会論B

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ表現論1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ表現論2

言語機能論1 言語機能論2

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾋｽﾄﾘｰ1 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾋｽﾄﾘｰ2

翻訳ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論1 翻訳ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論2

認知ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論1 認知ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論2

音声ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論1 音声ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論2

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ構造論1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ構造論2

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ比較論A ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ比較論B

ITｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝA ITｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝB

統計情報処理1 統計情報処理2

ﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ1 ﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ2

社会ｼｽﾃﾑ科学A 社会ｼｽﾃﾑ科学B

ｺﾐｭﾆﾃｨと都市1 ｺﾐｭﾆﾃｨと都市2

ｼｱﾄﾘｶﾙ･ｱｰﾄ論1 ｼｱﾄﾘｶﾙ･ｱｰﾄ論2

ｺﾐｭﾆﾃｨと表象A ｺﾐｭﾆﾃｨと表象B

環境思想史 環境経済学

生活空間計画論 心理学の基礎と歩み1

心理学の基礎と歩み2 発達心理学（中・高）1

発達心理学（中・高）2 認知発達心理学1

認知発達心理学2 社会調査法1

社会調査法2 ｺﾐｭﾆﾃｨとﾒﾃﾞｨｱ1

ｺﾐｭﾆﾃｨとﾒﾃﾞｨｱ2 国際文化理解教育論1

国際文化理解教育論2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成基礎演習A

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成基礎演習B ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成基礎演習C

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成基礎演習D ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態基礎演習A

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態基礎演習B ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態基礎演習C

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態基礎演習D ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎演習A

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎演習B ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎演習C

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎演習D ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成発展演習A

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成発展演習B ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成発展演習C

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化形成発展演習D ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態発展演習A

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態発展演習B ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態発展演習C

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会動態発展演習D ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ発展演習A

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ発展演習B ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ発展演習C

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ発展演習D 日本語･日本事情演習

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化特別演習A ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化特別演習B

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化特別演習C ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化特別演習D

卒業研究



国際人間科学部　専門科目一覧
（発達コミュニティ学科）

科目名

学科共通科目 発達ｺﾐｭﾆﾃｨ概論1 発達ｺﾐｭﾆﾃｨ概論2

発達ｺﾐｭﾆﾃｨ演習1 発達ｺﾐｭﾆﾃｨ演習2

発達ｺﾐｭﾆﾃｨ演習3 発達ｺﾐｭﾆﾃｨ演習4

地域社会学 ｺﾐｭﾆﾃｨ論

学科コア科目 心理学の基礎と歩み1 心理学の基礎と歩み2

心理学調査法1 心理学調査法2

心理学研究実践A1 心理学研究実践A2

心理学研究実践B1 心理学研究実践B2

加齢の身体運動科学1 加齢の身体運動科学2

からだの構造と機能1 からだの構造と機能2

運動の巧みさの科学1 運動の巧みさの科学2

加齢の認知心理学1 加齢の認知心理学2

運動とこころの科学1 運動とこころの科学2

健康心理学1 健康心理学2

知覚と行為1 知覚と行為2

心理ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｰﾁ1 心理ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｰﾁ2

環境保健学1 環境保健学2

ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ論1 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ論2

身体運動の文化史1 身体運動の文化史2

文化政策論A 文化政策論B

ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論1 ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論2

人とｱｰﾄ論1 人とｱｰﾄ論2

ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ ｺﾐｭﾆﾃｨと音楽1

ｺﾐｭﾆﾃｨと音楽2 ｺﾐｭﾆﾃｨとﾒﾃﾞｨｱ1

ｺﾐｭﾆﾃｨとﾒﾃﾞｨｱ2 ｺﾐｭﾆﾃｨと表象A

ｺﾐｭﾆﾃｨと表象B ｺﾐｭﾆﾃｨと都市1

ｺﾐｭﾆﾃｨと都市2 空間造形論1

空間造形論2 絵画ｱｰﾄ論1

絵画ｱｰﾄ論2 音楽作品研究1

音楽作品研究2 ｴｽﾉﾐｭｰｼﾞｺﾛｼﾞｰ1

ｴｽﾉﾐｭｰｼﾞｺﾛｼﾞｰ2 音楽文化史1

音楽文化史2 身体表現論1

身体表現論2 創造の発想とﾌﾟﾛｾｽA

創造の発想とﾌﾟﾛｾｽB ﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾗﾋﾟｰ1

ﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾗﾋﾟｰ2 社会教育計画論1

社会教育計画論2 障害共生教育論1

障害共生教育論2 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ論1

学科展開科目 心理学統計法A1 心理学統計法A2

心理学統計法B1 心理学統計法B2

深層心理学1 深層心理学2

発達ｱｾｽﾒﾝﾄ1 発達ｱｾｽﾒﾝﾄ2

臨床投影法1 臨床投影法2

心理ﾃｽﾄ法1 心理ﾃｽﾄ法2

発達心理学（中・高）1 発達心理学（中・高）2

青年心理学1 青年心理学2

心の発達と教育1 心の発達と教育2

臨床心理学1 臨床心理学2

ﾗｲﾌｺｰｽの心理学1 ﾗｲﾌｺｰｽの心理学2

人格心理学1 人格心理学2

認知発達心理学1 認知発達心理学2

人格心理学演習1 人格心理学演習2

臨床心理学演習1 臨床心理学演習2

児童の発達と学習1 児童の発達と学習2

初等学校教育相談1 初等学校教育相談2

中等学校教育相談1 中等学校教育相談2

心理学実験法 心理学観察法 

生理心理学1 生理心理学2

身体機能の適応1 身体機能の適応2

授業科目名



国際人間科学部　専門科目一覧
（発達コミュニティ学科）

科目名 授業科目名

学科展開科目 健康運動科学1 健康運動科学2

身体運動のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ1 身体運動のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ2

身体運動科学実験1 身体運動科学実験2

運動方法学1 運動方法学2

ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ実験1 ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ実験2

精神生理学1 精神生理学2

公衆衛生学1 公衆衛生学2

身体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究1 身体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究2

ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞ実習1 ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞ実習2

ﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑｽﾞ実習1 ﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑｽﾞ実習2

JUDO実習1 JUDO実習2

ｼﾞﾑﾅｽﾃｨｸｽ実習1 ｼﾞﾑﾅｽﾃｨｸｽ実習2

心理面接論1 心理面接論2

家族の発達と病理1 家族の発達と病理2

心理学的援助支援1 心理学的援助支援2

ｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ論 ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ1

ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ2 健康教育論1

健康教育論2 加齢の社会心理学1

加齢の社会心理学2 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ形成論1 ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ形成論2

自然体験活動実習1 自然体験活動実習2

ｽｲﾐﾝｸﾞ&ｱｸｱﾃｨｯｸｽﾎﾟｰﾂ実習1 ｽｲﾐﾝｸﾞ&ｱｸｱﾃｨｯｸｽﾎﾟｰﾂ実習2

ﾌｧｯｼｮﾝ文化論 ｱﾌｫｰﾀﾞﾝｽ論演習1

ｱﾌｫｰﾀﾞﾝｽ論演習2 都市と建築の20世紀1

都市と建築の20世紀2 芸術批評演習

ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実践1 ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実践2

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実践1 ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実践2

人と音楽1 人と音楽2

声の表現1 声の表現2

ﾐｭｰｼﾞｯｸｾｵﾘｰ&ｱﾅﾘｼｽ1 ﾐｭｰｼﾞｯｸｾｵﾘｰ&ｱﾅﾘｼｽ2

ｼｱﾄﾘｶﾙ･ｱｰﾄ論1 ｼｱﾄﾘｶﾙ･ｱｰﾄ論2

ｸﾞﾗﾌｨｯｸｻｲｴﾝｽ1 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｻｲｴﾝｽ2

空間ｱｰﾄ実践1 空間ｱｰﾄ実践2

絵画ｱｰﾄ実践1 絵画ｱｰﾄ実践2

映像･ﾒﾃﾞｨｱ論演習1 映像･ﾒﾃﾞｨｱ論演習2

ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ1 ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ2

ﾋﾟｱﾉ演奏演習1 ﾋﾟｱﾉ演奏演習2

民族音楽演奏演習1 民族音楽演奏演習2

声楽表現演習1 声楽表現演習2

声楽伴奏表現演習 幾何ﾃﾞｻﾞｲﾝと視覚伝達1

幾何ﾃﾞｻﾞｲﾝと視覚伝達2 音楽集団活動論1

音楽集団活動論2 声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ1

声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ2 器楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ1

器楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ2 邦楽歌唱法

邦楽器演奏法 近現代文化言説論A

近現代文化言説論B 近現代ﾓｰﾄﾞ論A

近現代ﾓｰﾄﾞ論B 近現代ｱｰﾄ論A

近現代ｱｰﾄ論B 表象文化形成論A

表象文化形成論B 視覚文化論A

視覚文化論B 包括支援ｼｽﾃﾑ論

社会調査法1 社会調査法2

社会教育課題研究(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学習論)1 社会教育課題研究(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学習論)2

社会教育課題研究(障害共生教育論)1 社会教育課題研究(障害共生教育論)2

社会教育課題研究(ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論)1 社会教育課題研究(ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論)2

社会教育課題研究(ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ問題学習論)1 社会教育課題研究(ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ問題学習論)2

卒業研究



国際人間科学部　専門科目一覧
（環境共生学科）

科目名

共通専門基礎科目 力学基礎1 力学基礎2

電磁気学基礎1 電磁気学基礎2

連続体力学基礎 熱力学基礎

量子力学基礎 相対論基礎

物理学実験 基礎無機化学1

基礎無機化学2 基礎有機化学1

基礎有機化学2 生物学概論A1

生物学概論A2 生物学各論A1

生物学各論A2 生物学各論C1

生物学各論C2 基礎地学1

基礎地学2 線形代数入門1

線形代数入門2 線形代数1

線形代数2 線形代数3

線形代数4 微分積分入門1

微分積分入門2 微分積分1

微分積分2 微分積分3

微分積分4 数理統計1

数理統計2 情報科学1

情報科学2 法律学

経済学 政治学

人文地理学 外国史

社会学 日本史

倫理学

学科共通科目 環境共生学概論1 環境共生学概論2

環境共生学概論3 地球環境学1

地球環境学2

学科コア科目 環境物理学A 環境物理学B

環境物質科学A 環境物質科学B

環境生命科学A 環境生命科学B

環境地球科学A 環境地球科学B

数理科学基礎 統計的問題解決法

数理科学入門(統計系) 数理科学入門(代数系)

数理科学入門(幾何系) 数理科学入門(解析系)

計算機科学入門 数理ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

環境基礎科学実験A1(主に地学) 環境基礎科学実験A2(主に地学)

環境基礎科学実験B1(主に生物学) 環境基礎科学実験B2(主に生物学)

環境基礎科学実験C1(主に化学) 環境基礎科学実験C2(主に化学)

環境社会学 環境思想史

公害･環境史 環境経済学

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ開発政策論 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ都市地域論

地域環境資源論 生活空間計画論

緑地環境論 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ論A

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ論B 高齢者環境論

こども環境論 市民科学教育論

学科展開科目 宇宙環境物理学 地球環境物理学

大気環境学 環境基礎物理学A

環境基礎物理学B 環境地球化学

地球環境変動史 生物多様性科学

生態学 環境資源植物科学

環境生理学 分子生物学

環境高分子化学 環境生命化学

環境無機化学 環境ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ

環境数値解析 環境物理学特別演習1

環境物理学特別演習2 環境物理学特別演習3

環境物理学特別演習4 計算代数A

計算代数B 複雑系の幾何学

環境ﾓﾃﾞﾙ解析A 環境ﾓﾃﾞﾙ解析B

多変量解析 実験計画法

授業科目名



国際人間科学部　専門科目一覧
（環境共生学科）

科目名 授業科目名

学科展開科目 情報数理A 情報数理B

数理科学研究A 数理科学研究B

野外生物学実習 環境応用科学実験A1(地球環境)

環境応用科学実験A2(地球環境) 環境応用科学実験B1(生物環境)

環境応用科学実験B2(生物環境) 環境応用科学実験C1(物質環境)

環境応用科学実験C2(物質環境) 環境応用科学実験D1(環境物理)

環境応用科学実験D2(環境物理) 環境基礎科学演習1

環境基礎科学演習2 環境基礎科学演習3

環境基礎科学演習4 社会環境変動史

環境法 環境政策論

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ平和論 労働環境史

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済環境史 福祉環境ｼｽﾃﾑ論

地域空間ｼｽﾃﾑ論 環境ｼｽﾃﾑ設計論

合意形成ﾌﾟﾛｾｽ論 地域景観生態論

社会文化環境論 地域社会共生論

地域復興政策論 衣環境論

食環境論A 食環境論B

住環境論 ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ環境論

ｽﾏｰﾄ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 環境形成科学調査法1

環境形成科学調査法2 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ実習

日本社会文化論A 日本社会文化論B

近現代社会思想論A 近現代社会思想論B

現代社会理論A 現代社会理論B

文化人類学1 文化人類学2

国際関係論A 国際関係論B

日本歴史文化論A 日本歴史文化論B

近現代政治思想論A 近現代政治思想論B

近現代経済思想論1 近現代経済思想論2

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ社会文化論A ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ社会文化論B

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ正義論A ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ正義論B

現代民族誌学1 現代民族誌学2

比較民族学1 比較民族学2

平和構築論A 平和構築論B

健康心理学1 健康心理学2

心理ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｰﾁ1 心理ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｰﾁ2

深層心理学1 深層心理学2

身体機能の適応1 身体機能の適応2

家族の発達と病理1 家族の発達と病理2

ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ1 ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ2

加齢の社会心理学1 加齢の社会心理学2

ﾌｧｯｼｮﾝ文化論 都市と建築の20世紀1

都市と建築の20世紀2 国際環境法

社会調査法1 社会調査法2

環境形成科学実験A 環境形成科学実験B

環境形成科学実験C 環境形成科学実験D

環境形成科学実習A 環境形成科学実習B

環境形成科学演習1 環境形成科学演習2

環境形成科学演習3 環境形成科学演習4

卒業研究



国際人間科学部　専門科目一覧
（子ども教育学科）

科目名

学科共通科目 子ども教育学概論1 子ども教育学概論2

子ども教育学演習1 子ども教育学演習2

子ども教育学演習3 子ども教育学演習4

子ども教育学演習5 子ども教育学演習6

子ども教育学演習7 子ども教育学演習8

国際文化理解教育論1 国際文化理解教育論2

教育原理(世界と日本の学校教育)1 教育原理(世界と日本の学校教育)2

保育原理(世界と日本の乳幼児教育)1 保育原理(世界と日本の乳幼児教育)2

学科コア科目 教職論（小）1 教職論（中・高）1

教職論（小）2 教職論（中・高）2

教師入門1 教師入門2

日本教育史1 日本教育史2

初等国語科教育論1 初等国語科教育論2

初等特別活動指導論1 初等特別活動指導論2

総合学習教育論1 総合学習教育論2

乳幼児心理学1 乳幼児心理学2

児童の発達と学習1 児童の発達と学習2

初等社会科教育論1 初等社会科教育論2

初等生徒指導論(進路指導を含む)1 初等生徒指導論(進路指導を含む)2

発達心理学（幼・小）1 発達心理学（中・高）1

発達心理学（幼・小）2 発達心理学（中・高）2

教育経営学（幼・小）1 教育経営学（中・高）1

教育経営学（幼・小）2 教育経営学（中・高）2

初等理科教育論1 初等理科教育論2

教育行政学（幼・小）1 教育行政学（中・高）1

教育行政学（幼・小）2 教育行政学（中・高）2

初等ｶﾘｷｭﾗﾑ論1 初等ｶﾘｷｭﾗﾑ論2

初等生活科教育論1 初等生活科教育論2

初等学校教育相談1 初等学校教育相談2

初等算数論1 初等算数論2

初等算数科教育論1 初等算数科教育論2

初等音楽科教育論1 初等音楽科教育論2

初等体育論1 初等体育論2

初等図工科教育論1 初等図工科教育論2

初等家庭科教育論1 初等家庭科教育論2

初等体育科教育論1 初等体育科教育論2

初等英語教育論1 初等英語教育論2

初等国語論1 初等国語論2

初等道徳教育論1 初等道徳教育論2

初等図工論1 初等図工論2

初等教育方法学1 初等教育方法学2

初等生活科論1 初等生活科論2

初等社会科論1 初等社会科論2

初等音楽論1 初等音楽論2

初等理科論1 初等理科論2

初等英語論1 初等英語論2

初等家庭科論1 初等家庭科論2

乳幼児教育課程論1 乳幼児教育課程論2

保育内容研究(健康Ⅰ)1 保育内容研究(健康Ⅰ)2

保育内容研究(健康Ⅱ)1 保育内容研究(健康Ⅱ)2

保育内容研究(環境)1 保育内容研究(環境)2

乳幼児教育内容･方法論1 乳幼児教育内容･方法論2

保育内容研究(人間関係)1 保育内容研究(人間関係)2

乳幼児臨床心理学1 乳幼児臨床心理学2

子どもの食と栄養1 子どもの食と栄養2

子どもの保健と健康1 子どもの保健と健康2

保育内容研究(造形表現)1 保育内容研究(造形表現)2

保育内容研究(音楽表現)1 保育内容研究(音楽表現)2

保育内容研究(児童文化と言葉)1 保育内容研究(児童文化と言葉)2

授業科目名



国際人間科学部　専門科目一覧
（子ども教育学科）

科目名 授業科目名

学科展開科目 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育行政学)1 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育行政学)2

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育制度)1 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育制度)2

比較教育ｼｽﾃﾑ論1 比較教育ｼｽﾃﾑ論2

西洋教育思想史1 西洋教育思想史2

比較教育政策論1 比較教育政策論2

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(子どもの保健) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(科学教育)1

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(科学教育)2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育方法学)1

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育方法学)2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育文献演習1

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育文献演習2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育史学)1

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育演習(教育史学)2 特別支援教育総論1

特別支援教育総論2 特別支援教育学

発達障害心理学1 発達障害心理学2

発達障害と共生社会1 発達障害と共生社会2

障害児発達学1 障害児発達学2

知的障害の生理･病理 障害児支援学概論

肢体不自由者心理･生理･病理1 肢体不自由者心理･生理･病理2

知的障害支援学1 知的障害支援学2

発達障害教育論1 発達障害教育論2

肢体不自由教育論1 肢体不自由教育論2

障害共生教育論1 障害共生教育論2

支援教育臨床学1 支援教育臨床学2

臨床発達支援学1 臨床発達支援学2

児童青年精神医学1 児童青年精神医学2

障害とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 言語発達と教育1

言語発達と教育2 観察実習Ⅰ

観察実習Ⅱ 科学教育実践研究1

科学教育実践研究2 社会認識実践研究1

社会認識実践研究2 数理認識実践研究1

数理認識実践研究2 英語科実践研究1

英語科実践研究2 教育･保育実践演習(児童文学)

教育･保育実践演習(音楽表現) 教育･保育実践演習(造形表現)

教育･保育実践演習(家庭保育) 教育･保育実践演習(乳幼児教育)

初等教育事前･事後指導 初等教育実地研究

特別支援教育実地研究 教職実践演習(幼･小)1

教職実践演習(幼･小)2 学校ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅠ

学校ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅡ 学校ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅢ

社会福祉論1 社会福祉論2

社会的養護1 社会的養護2

障害児保育演習1 障害児保育演習2

社会的養護内容演習 幼児心理学演習1

幼児心理学演習2 乳児心理学演習

子どもと家庭1 子どもと家庭2

子ども家庭支援論1 子ども家庭支援論2

卒業研究
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