
人間社会学部 人間社会学科 カリキュラムツリー（平成28年度入学生用）

４回生 教職基礎演習ⅠD ゼミナールⅡ 社会福祉演習Ⅱ 学校教育演習Ⅱ カウンセリング実習 社会福祉総合実習

教職基礎演習ⅡD 卒業研究 社会福祉総合実習指導

仏教思想A キャリア教育Ⅲ
ゼミナールⅠ 社会研究実習Ⅱ TOEIC C 地誌学A 医療福祉システム論Ⅱ 心理学文献講読 English Debate ネットワーク技術論 医学一般 産業カウンセリング Japan Studies 監査論

権利擁護と成年後見論
教育インターンシップⅡ カウンセリング演習Ⅰ NPO・NGO論A 情報技術特講Ⅰ

仏教思想B 教職基礎英語B 自治体研究 TOEIC D 地誌学B スポーツ指導特論Ⅰ 教育相談の理論と実際 メディアの英語A
医療福祉論 心理統計法（多変量解析） 会計実務処理演習A

社会福祉援助技術論Ⅱ
学校教育演習Ⅰ カウンセリング演習Ⅱ NPO・NGO論B 情報技術特講Ⅱ

地域文化論（総合講座）A 教職基礎社会 企業研究 歴史地理学 スポーツ指導特論Ⅱ 精神力動論 メディアの英語B
社会福祉調査論

会計実務処理演習B
社会福祉援助技術論Ⅲ 産業カウンセリング演習 ジェンダー論(総合講座)B 会計学特講Ⅰ

地域文化論（総合講座）B 教職文章表現 ビジネスモデル研究 英米文学演習 スポーツ指導特論Ⅲ 認知心理学 ジェンダー論(総合講座)A 就労支援論 原価計算論 社会福祉援助技術演習Ⅲ 深層心理学 自治体行政論A 会計学特講Ⅱ

教職基礎演習ⅠB スポーツ指導特論Ⅳ 臨床心理学Ⅰ 都市社会学A 福祉行財政と福祉計画 プログラミング応用演習 社会福祉実習 心理検査実習 自治体行政論B 経営実務特講Ⅰ

３回生 教職基礎演習ⅡB 臨床心理学Ⅱ 都市社会学B 福祉経営論 社会福祉実習指導Ⅱ Comparative Culture
Studies

経営実務特講Ⅱ

教職基礎演習ⅠC
International Cooperation
Studies

更生保護論 FP実務演習Ⅰ

教職基礎演習ⅡC
社会福祉演習Ⅰ FP実務演習Ⅱ

英語ⅡA ことばの科学 自然科学史 キャリア教育Ⅱ
基礎ゼミⅡ(研究入門) 国際社会学概論 社会研究実習Ⅰ

Reading A 西洋史概説A 生涯スポーツ論 カウンセリング論Ⅰ 経済学概論A
情報科学 地域福祉論Ⅱ 社会心理学実験 環境と社会（総合講座）B

表計算処理演習Ⅱ
社会保障論Ⅰ

教育インターンシップⅠ
環境と社会（総合講座）A 簿記特講Ⅰ 社会福祉援助技術演習ⅡA

英語ⅡB 東洋文化史A 教職基礎英語A
地域福祉論Ⅰ

社会教養基礎 Reading B 西洋史概説B スポーツ社会学 カウンセリング論Ⅱ 経済学概論B
情報処理論 介護概論 社会調査法A データベース演習 社会保障論Ⅱ

現代社会と人権（総合講座）B
簿記特講Ⅱ 社会福祉援助技術演習ⅡB

ドイツ語ⅡA 東洋文化史B 教職基礎演習ⅠA 数学教養基礎 Speaking ⅡA 東洋史概説A スポーツ経営管理学 教育心理学 国際協力論
情報社会学A 公的扶助論 社会調査法B ファイナンシャルプランナー 社会福祉援助技術演習Ⅰ

A
身体表現と社会

ドイツ語ⅡB ドイツ文学を読む 教職基礎演習ⅡA Speaking ⅡB 東洋史概説B スポーツ経営管理学 産業心理学 社会学概論A
情報社会学B 児童・家庭福祉論 プログラミング基礎演習 社会福祉援助技術演習Ⅰ

B

フランス語ⅡA 日本の歌謡 Writing A 日本史概説A 医療管理学 社会心理学A 社会学概論B
マーケティング論 障害者福祉論 心理学研究法 管理会計論 社会福祉実習指導Ⅰ

フランス語ⅡB 日本文化史A Writing B 日本史概説B 医療秘書学 社会心理学B 法と社会A
経営戦略論 高齢者福祉論 心理学実験A 財務会計論

２回生 中国語ⅡA 日本文化史B TOEIC A 日本仏教史A 医療福祉システム論Ⅰ 心理学史 法と社会B
経営管理論 社会福祉援助技術論Ⅰ 心理学実験B

中国語ⅡB 日本民俗学A TOEIC B 日本仏教史B 青年心理学 現代社会と人権（総合講座）A
簿記論Ⅱ キャリアカウンセリング

朝鮮語ⅡA 日本民俗学B TOEFL Practice ⅡA 英語学概論A 発達心理学Ⅰ 観光・旅行業務演習A 簿記論Ⅲ

朝鮮語ⅡB 比較文学 TOEFL Practice ⅡB 英語学概論B 発達心理学Ⅱ 観光・旅行業務演習B

日本語ⅡA フランス文学を読む Listening A 英米文学概論A 倫理学概論A

日本語ⅡB 文化人類学 Listening B 英米文学概論B 倫理学概論B

考古学 スポーツ運動学 生涯発達と教育

英語ⅠA(コミュニケーション） TOEIC PracticeⅠ 昔話研究 宗教学A 基礎ゼミⅠ(学習技術) 人間と社会A ロジカルシンキング Speaking ⅠA 地理学A スポーツ心理学 心理学B 異文化理解B 会計学概論 社会福祉原論Ⅱ 統計学B OA演習 政治学A

英語ⅠB(コミュニケーション) TOEIC PracticeⅡ 現代科学論 宗教学B 人間と社会B キャリアデザイン Speaking ⅠB 地理学B パーソナリティ心理学A 社会学A 簿記論ⅠA 表計算処理演習Ⅰ 政治学B

ドイツ語ⅠA(コミュニケーション) 音楽 自然科学入門 キャリア教育Ⅰ 心理学A ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾗｸﾃｨｽ講座Ⅰ（子どもイベント編） TOEIC入門 A 倫理学 パーソナリティ心理学B 社会学B 簿記論ⅠB ワークショップ論

ドイツ語ⅠB(コミュニケーション) 西洋史学 生活科学 文章表現A 統計学A ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾌﾟﾗｸﾃｨｽ講座Ⅰ（地域コミュニティ編） TOEIC入門 B 経済と社会 学習心理学 ボランティア論            海外研修A

フランス語ⅠA(コミュニケーション) 哲学 生物学 異文化理解A TOEFL Practice ⅠA 日本国憲法 海外研修B

フランス語ⅠB(コミュニケーション) 東洋史学 宇宙・地球・生命の歴史 経営学概論 TOEFL Practice ⅠB 福祉教育論

１回生 中国語ⅠA(コミュニケーション) 同和教育 ヒトと環境 情報学概論 英会話 A 法学

中国語ⅠB(コミュニケーション) 日本史学 数学への誘い 社会福祉原論Ⅰ 英会話 B マスコミ論

朝鮮語ⅠA(コミュニケーション) 日本文化 くらしと化学 英語検定認定 Ⅰ コンピュータ技術基礎Ⅰ

朝鮮語ⅠB(コミュニケーション) 日本文学を読む 体育（講義を含む）   英語検定認定 Ⅱ コンピュータ技術基礎Ⅱ

日本語ⅠA(コミュニケーション) 美術史 コミュニケーション英文法

日本語ⅠB(コミュニケーション) 仏教学 発音クリニック

心理コース 国際社会コース 経営情報コース 社会福祉コース 心理コース 国際社会コース 経営情報コース 社会福祉コース 心理コース 国際社会コース 経営情報コース 社会福祉コースコース共通

DP① DP② DP③ DP④ DP⑤


