
国際言語・文化学科　日本語・日本文学コース　カリキュラムツリー（履修系統図）

教養科目 カリキュラムポリシー
演習科目 CP1知識
学部共通専門科目 CP2技能
学科専門基礎科目 CP3思考力
学科専門科目 CP4表現力

CP5実践力
太字はコース必修 CP6社会的汎用力

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6

導入演習 基礎演習 発展演習１ 発展演習２ 専門演習１ 専門演習２ 卒業演習１ 卒業演習２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

図書館学概論 図書館サービス概論 ○ ○ ○

異文化共有論

日本語学系

言語学概論 日本語学講義１ 日本語学講義２ 日本語学研究３ 日本語学研究１ ○ ○ ○ ○

日本語学講義３ 日本語学講義４ 日本語学研究４ 日本語学研究２ ○ ○ ○ ○

日本語学講義４ 日本語学研究５ ○ ○ ○ ○

日本文学系

国文学概論 日本文学史

日本文学講義１ 日本文学講義２ 日本文学研究１ 日本文学研究２ ○ ○ ○ ○

日本文学講義３ 日本文学講義４ 日本文学研究４ 日本文学研究３ ○ ○ ○ ○

日本文学講義５ 日本文学講義６ 日本文学研究５ 日本文学研究６ ○ ○ ○ ○

日本文学研究９ 日本文学研究７ ○ ○ ○ ○

日本文学研究８ ○ ○ ○ ○

漢文学概論 漢文学特講１ 漢文学特講２ ○ ○ ○

卒業論文
(卒業研究）

１年 ２年 ３年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期



国際言語・文化学科　英語・英米文学コース　カリキュラムツリー（履修系統図）

教養科目 カリキュラムポリシー
演習科目 CP1知識
学部共通専門科目 CP2技能
学科専門基礎科目 CP3思考力
学科専門科目 CP4表現力

CP5実践力
CP6社会的汎用力

太字は指定科目 その他教職

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6教職

導入演習 基礎演習 発展演習１ 発展演習２ 専門演習１ 専門演習２ 卒業演習１ 卒業演習２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

英語１ 英語２ 英語5 英語6 ○ ○ ○

英語３ 英語４ 外書講読I 外書講読II ○ ○ ○

英文法１ 英文法２ 英文法３ 英文法4 ○ ○ ○ ○

英語学演習１ 英語学演習２ 英語学演習３ 英語学演習４ ○ ○ ○

言語学概論 英語学概論 英語音声学 英語学特講 ○ ○ ○ ○

英語学特殊研究

英米文学概論 英文学史 米文学史 ○ ○ ○

英米文学作品研究I 英米文学作品研究II 英米文学作品研究III ○ ○ ○ ○

英米文学特殊研究I 英米文学特殊研究II 英米文学特殊研究III 英米文学特殊研究IV ○ ○ ○

英米文学講読I 英米文学講読II ○ ○ ○ ○

英会話基礎１ 英会話基礎２

英会話１ 英会話２ 英会話３ 英会話４ 英会話5 英会話６ ○ ○ ○ ○

英作文１ 英作文２ 英作文３ 英作文４ ○ ○ ○ ○

TOEIC1 TOEIC2 TOEIC3 TOEIC4 TOEIC5 TOEIC6 ○ ○ ○

TOEIC7 TOEIC8 ○ ○ ○

アメリカンスタディーズI アメリカンスタディーズII ブリティシュスタディーズI ブリティシュスタディーズII ○ ○ ○

日英米比較文化論1 日英米比較文化論２

教職科目 教職科目 英語科教育法I 英語科教育法II 英語科教育法III 英語科教育法IV ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育実習 ○ ○ ○ ○ ○

卒業論文
(卒業研究）

１年 ２年 ３年 ４年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期



国際言語・文化学科　国際文化コース　カリキュラムツリー（履修系統図）

知識、技能＝K１
思考力、表現力、実践力 =K2
社会的汎用力（社会に対する知的関心を持つ）=K3
社会生活力（社会生活に必要な倫理観やコミュニケーション能力=K4

１年 ２年 ３年 ４年

教養科目 哲学
文学、
世界文化史
情報文化論
国際文化論  K1
英語
中国語
日本史概論１、２
世界史概論１、２
世界遺産学概論

演習（必修） 導入、基礎演習 発展演習I,II 専門演習I,II 卒業演習I,II K1,K2,K3,K4 卒業論文

思想系 哲学 複合社会論
思想中心

超域社会論（佐藤）
超域複合文化特論２（佐藤）

芸術系 体育I, II 芸術学概論（仲嶺）
演劇／映画／スポーツ スポーツと健康 国際文化論（内山） k1,K2,K3 思想／芸術系

哲学
美術史概論

映像文化論
芸術文化論（岩豪） 超域文化論6（田井）
芸術学講読 複合文化論５（岩豪）
異文化共有論 複合文化論7（衛藤）

日本東洋美術史系 美術史概論 日本美術史
日本／東洋文化中心 哲学 東洋美術史

体育I,II 国際文化論（内山）

アートマネージメント 超域文化論５（仲嶺） 日本・東洋美術史系
複合文化論３（内山） K1,K2,K3 日本・東洋文化系

異文化共有論（坂口） 複合文化論５（岩豪）
美術史特講II 複合文化論7（衛藤）
複合文化論(文化と民族）友永 超域複合文化特論１（本山）

複合文化論（仲嶺）

西洋美術史 美術史概論 西洋美術史
西洋文化 哲学 超域文化論２（欧州文化）

体育I,II

複合文化論４（安松） K1,K2, K3 西洋美術史系
EU文化論　１ 国際文化特論２（佐藤孝） 西洋文化系
アートマネージメント 超域文化論6（田井）
芸術学講読
美術史特講I

留学生 上級日本語 複合文化論３（内山） K1,K2,K3 留学生
異文化共有論（坂口） 日本文化系（語学含）

日本語アカデミック 国際文化論（内山）

教職 デッサンI 彫塑１ 発達心理学 美術科教育法III,IV
造形演習I,II 教育課程論
教育職の研究 美術科教育法I,II

日本国憲法 教育原論 基礎デザイン
体育実技I,II 教育制度論
美術史概論 デザイン概論

日本、東洋、西欧美術史

司書 図書館概論 情報サービス演習II
図書館サービス論 図書館基礎特論
情報サービス論 図書館情報技術論
情報サービス演習I 児童サービス論
情報資源組織論 図書館資源情報特論
図書館制度・経営論 情報資源組織演習I,II
生涯学習概論

学芸員 美術史概論 博物館概論 博物館実習I,II, III
博物館教育論

環境歴史学概論 博物館情報・メディア論
生涯学習論
博物館展示論
博物館資料論
博物館資料保存論
博物館経営論
博物館教育論
日本、東洋、西洋美術史概論
日本文学史



国際言語・文化学科　マンガ・アニメーションコース　カリキュラムツリー（履修系統図）

１年 ２年 3年 4年

教養科目 哲学
文学
世界文化史
情報文化論

教養科目 国際文化論 K1
英語
中国語
日本史概論１、２
世界史概論１、２
世界遺産学概論

演習（必修） 導入、基礎演習 発展演習I,II 専門演習I,II 卒業演習I,II K1,K2,K3,K4 卒業制作
マンガ・アニメ マンガ・アニメ マンガ・アニメ

マンガ概論
アニメーション概論 総合芸術I

総合芸術II 編集演習Ⅰ
絵画基礎I 編集演習Ⅱ
絵画基礎II 画像計画

マンガ系 芸術総合基礎I 脚本研究Ⅰ 空間構成 K1,K2, K3 マンガ・アニメーション系
芸術総合基礎II 脚本研究Ⅱ 色彩構成
芸術総合基礎III 彫塑I ヴィジュアルデザイン
芸術総合基礎IV 工芸I

アートマネージメント
ＣＧ演習Ⅰ
ＣＧ演習II

デッサンI マンガ基礎Ⅰ
デッサンII マンガ基礎Ⅱ
デッサンIII マンガ演習Ⅰ
デッサンIV マンガ演習Ⅱ

アニメ系 マンガ基礎技術Ⅲ（集中）
マンガ基礎技術Ⅰ アニメーション基礎Ⅰ
マンガ基礎技術Ⅱ アニメーション基礎Ⅱ
アニメーション基礎技術Ⅰ
アニメーション基礎技術Ⅱ

上級日本語 異文化共有論（坂口） 複合文化論３
留学生 日本語アカデミック 国際文化論（内山） （内山）

彫塑１
造形演習I,II
教育職の研究
教育原論 発達心理学
教育制度論 教育課程論
デザイン概論 美術科教育法I,II

デッサンI,II 日本、東洋、西洋美術史 基礎デザイン
教職 美術史概論 工芸 デザイン実習IV 美術科教育法III,IV

日本国憲法 基礎デザイン 画像計画
体育実技Ⅰ・Ⅱ デザイン基礎実習 ヴィジュアルデザイン
スポーツと健康 デザイン演習I,II

デザイン実習I~III
CG演習I,II
芸術文化論
芸術学概論
芸術学購読

図書館概論
図書館サービス論 情報サービス演習II
情報サービス論 図書館基礎特論
情報サービス演習I 図書館情報技術論

司書 情報資源組織論 児童サービス論
図書館制度・経営論 図書館資源情報特論
生涯学習概論 情報資源組織演習I,II

博物館概論
博物館教育論
博物館情報・メディア論
生涯学習論
博物館展示論
博物館資料論

美術史概論 博物館資料保存論
学芸員 環境歴史学概論 博物館経営論 博物館実習I,II, III

博物館教育論
日本、東洋、西洋美術史概論
日本文学史

社会的汎用力（社会に対する知的関心を持つ）=K3

知識、技能＝K１

社会生活力（社会生活に必要な倫理観やコミュニケーション能力=K4

思考力、表現力、実践力 =K2



国際言語・文化学科　デザイン&絵画コース　カリキュラムツリー（履修系統図）

知識、技能＝K１
思考力、表現力、実践力 =K2
社会的汎用力（社会に対する知的関心を持つ）=K3
社会生活力（社会生活に必要な倫理観やコミュニケーション能力=K4

１年 ２年 3年 4年

教養科目 哲学
文学
世界文化史
情報文化論

教養科目 国際文化論 K1
英語
中国語
日本史概論１、２
世界史概論１、２
世界遺産学概論

演習（必修） 導入、基礎演習 発展演習I,II 専門演習I,II 卒業演習I,II K1,K2,K3,K4 卒業制作

総合芸術I
総合芸術II 絵画実習I
絵画基礎I 絵画実習II
絵画基礎II 絵画実習III

絵画系（日本画／油絵） 芸術総合基礎I 絵画基礎III 絵画実習IV 絵画実習VII K1,K2, K3 絵画系（日本画／油絵）
芸術総合基礎II 絵画基礎IV 絵画実習V
芸術総合基礎III 絵画表現 絵画実習VI
芸術総合基礎IV 彫塑I

工芸I 絵画専門実習I
アートマネージメント 絵画専門実習II
造形演習I

デッサンI 造形演習II
デッサンII
デッサンIII デザイン基礎実習
デッサンIV デザイン実習I,II

デザイン演習I,II

デザイン系 総合芸術I デザイン実習IV K1,K2,K3 デザイン系
総合芸術II デザイン演習IV
基礎デザイン 画像計画
デザイン概論 空間構成
彫塑I 色彩構成
工芸I ヴィジュアルデザイン
デザイン基礎実習
デザイン実習I
デザイン実習II
デザイン実習,III
デザイン演習I
デザイン演習II
デザイン演習III

教職 デッサンI,II 彫塑１ 発達心理学
美術史概論 造形演習I,II 教育課程論 美術科教育法III,IV

教育職の研究 美術科教育法I,II
教育原論
教育制度論 デザイン実習IV
デザイン概論 画像計画
日本、東洋、西洋美術史 ヴィジュアルデザイン
工芸
基礎デザイン
デザイン基礎実習
デザイン演習I,II
デザイン実習I~III
CG演習I,II
芸術文化論
芸術学概論
芸術学購読

図書館概論 情報サービス演習II
司書 図書館サービス論 図書館基礎特論

情報サービス論 図書館情報技術論
情報サービス演習I 児童サービス論
情報資源組織論 図書館資源情報特論
図書館制度・経営論 情報資源組織演習I,II
生涯学習概論

博物館概論 博物館実習I,II, III
学芸員 美術史概論 博物館教育論

環境歴史学概論 博物館情報・メディア論
生涯学習論
博物館展示論
博物館資料論
博物館資料保存論
博物館経営論
博物館教育論
日本、東洋、西洋美術史概論
日本文学史


