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１ 教育課程

１ カリキュラム

カリキュラムとは、大学での教育目標を達成するために、順序立てて編成された教育内

容の計画のことです。本学のカリキュラムには次の 種類があります。

フルーエンシー科目 大学や社会で必要不可欠となる学びを提供する科目群

領域科目 人間文化学部がカバーする専門領域を学ぶ科目群

オープンラーニング科目 専門領域にとどまらず、より視野を広げるための科目群

人間文化学部がカバーする専門領域には次の３つがあります。 このほかに、複数の領

域にまたがる領域融合科目があります。

サイコロジカル・サービス グローバル・スタディーズ メディア・サイエンス

２ 科目区分

カリキュラムにあるすべての科目は、次のように分類されます。

必修科目 卒業するために必ず修得しなければならない科目

選択科目 卒業するために大学が定める科目の中から選択して修得しなければならな

い科目

選択必修科目 選択科目のうち指定された複数の科目から選択して修得しなければならな

い科目

各科目の区分については、開講科目一覧表で確認してください。大学ではどの科目を履

修するかは基本的にみなさんの自由ですが、必修科目・選択必修科目は必ずその年次で修

得するようにしてください。

年間に履修する科目の流れとしては、次のようになります。みなさんの興味や専門によ

って履修する科目が異なりますので、全員がこの流れになるということではありません。

あくまでも標準的な流れと考えてください。
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年次 必修科目を中心にフルーエンシー科目を履修

年次 必修科目と合わせ、領域科目を中心に履修

・ 年次 領域科目（融合領域科目を含む）やゼミを中心に履修

とくに ・ 年次ではすべての必修科目・選択必修科目をとりこぼさないように注意して

ください。必修科目を取りこぼすと、時間割の関係でその後の履修計画に大きく影響しま

す。オープンラーニング科目は履修年次に応じて自由に履修できます。

３ 科目ナンバリング

科目ナンバリングとは、授業科目の内容・レベルに応じて特定のナンバリングコードを

付与することによりカリキュラムの体系性を明示するしくみです。

【大分類ルール】

コード 科目群 位置づけ

～ オープンラーニング

科目群

領域にとらわれない学びを提供するもの。学生の履修

を広く受け入れる。

～ 領域上級科目群 領域の高度な学びを提供するもの。他領域を中心に学

ぶ学生の履修は原則として受け入れない。

～ 領域中級科目群 領域の中心となるやや高度な学びを提供するもので、

他領域を中心に学ぶ学生の履修は推奨しない。

～ 領域初級科目群 領域の中心となる基礎の学びを提供するもので、他領

域を中心に学ぶ学生の履修も受け入れる。

～ フルーエンシー・領域

導入科目群

必修科目やコース導入科目（概論に相当するもの）に

相当する。

※ただし、資格課程科目（卒業要件に含まないもの）は ケタのコードの前にアルファベ

ットをあわせて付与（教職： ／司書： ）

【小分類ルール】

① 番台では必修科目から順に割り当てる。

② 番台以上では、科目の専門領域を示すために、ナンバリングコードの ケタ目を領

域と対応づける。

０〜２ サイコロジカル・サービス領域

３〜５ グローバル・スタディーズ領域

６〜７ メディア・サイエンス領域
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８〜９ 領域共通

③ 番台では学則科目順に割り当てる。

ナンバリングコードは巻末の開講科目一覧表及および シラバスの副題欄に掲載されて

います。

４ クォーター制とセメスター制

多くの大学ではセメスター制を導入しています。セメスター制とは、 年を前期と後期に

わけ、学期ごとに単位の認定を行う制度です。これに対し、本学では前期と後期をさらに

２分割するクォーター制を導入します。

クォーター制とは前期・後期の各セメスターをさらに２つに分け、１年を４学期とする

制度です。基本的には１つのクォーター で完結しますが、科目によって授業の開講パタ

ーンが異なります。

開講期間 週あたり 週数 授業時間数

① １ 週１日１コマ ８ １５

② １ 週２日２コマ ８ ３０

③ １ 週１日２コマ（２時限連続） ８ ３０

④ ２ （半期） 週１日１コマ １６ ３０

⑤ ４ （通年） 週１日１コマ ３２ ６０

また、一部の科目では土曜日や長期休業期間中に開講する場合があります。これを集中

講義といいます。集中講義の開講日は集中講義時間割で確認してください。

５ 履修年次

難易度や専門性などを考慮して、すべての科目に「履修年次」が割り当てられています。

履修年次は「この科目は、その年次（学年）で履修することが望ましい」という基準とな

っているものです。自分の学年よりも上位の履修年次にある科目は履修できません。下位

の履修年次にある科目は履修できます。

６ シラバス

どの科目を履修するかという判断材料の一つにシラバスがあります。シラバスは各科目

の概要、授業計画、成績評価の方法、テキストなどをまとめたものです。また、科目によ

っては履修のための条件を課しているものもあります。科目を履修する前に必ずシラバス

を読んでください。シラバスは 上で見ることができます。
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２ 単位制度・卒業

１ 単位制度

大学での学修はすべて単位制になっています。単位制とは、授業科目を履修して試験に

合格することによって、授業科目ごとに指定された単位を修得する制度のことです。基本

的には以下の基準によって単位数を定めていますが、各科目の単位数については必ず一覧

表やシラバスなどで確認をしてください。

科目の種類 授業時間数 単位数

講義・演習科目 ～ 時間 単位

実験・実習・実技科目 ～ 時間 単位

ただし、各科目の学習は授業時間だけでなく予習・復習の時間も必要となります。 学期

（セメスター）に多くの科目を履修すると、それらの時間が確保できなくなります。そこ

で本学では 年間に履修登録できる単位数を制限しています（これをキャップ制といいま

す）。※３ 履修登録を参照してください。

２ 卒業要件

大学に一定期間以上在学し、すべての必修科目（ 単位）および選択必修科目（ 単位

以上）を含めた所定の単位以上を修得すれば、本学を卒業し、学士（人間文化）の学位を

取得することができます。在学の期間や必要な単位数・条件については次の表のとおりで

す。

入学種別 在学年数 修得単位

年次入学生 年以上 単位以上

年次転入学生 年以上 ～ 単位以上

年次転入学生 年以上 ～ 単位以上

年次編入学生 年以上 単位以上

※転入学の場合は本学入学時に認定される単位数によって条件が異なります。

※必修科目については巻末の必修科目一覧表をご確認ください。

３ 月卒業

在学年数の条件を満たす段階になっても修得単位不足のために卒業延期になった場合に、

翌年度の前期で修得単位の条件を満たせば、翌年度の 月に卒業することができます。

なお、 月卒業を希望する場合は通年講義・集中講義を履修することはできません。
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３ 履修登録

１ 履修登録

履修登録とは、定められた期間に各自が履修しようとする科目を登録することです。履

修登録を行わなかった場合は単位が認定されませんので、必ず履修登録を行ってください。

また、卒業までに履修登録する総単位数は卒業要件を十分に満たすよう、余裕を持たせる

ようにしてください。

なお、履修登録は第 クォーターと第 クォーターの始めに行います。履修登録期間に

ついては学年暦を確認してください。

履修登録期間 登録対象科目

第１ （前期） 第１ ・第２ ・前期・通年開講科目

第３ （後期） 第３ ・第４ ・後期開講科目

※第 、第 開始時に履修修正期間を設けますが、登録科目の変更（同じ単位数分のみ変

更）および削除のみ可能です。（科目の追加はできません）

２ 履修登録の上限（キャップ制）

大学での学習成果を積み上げていくためには、在学期間中にバランスよく履修すること

が必要です。本学では前期と後期にそれぞれ履修登録できる単位数が成績（ ）に応じて

次のように定められています。 については、６ 成績・単位認定を参照してください。

※ 大学コンソーシアムやまなしの単位互換科目を登録する場合も年間の登録上限に含み

ますので注意してください。

前学期（半期） 学期（半期）登録上限単位数 ※新入学生の前期については

基準値を適用します。

※前期末および後期末の半期

に応じて次学期の登録上限

単位数が決まります。

以上

以上 未満

以上 未満 （基準値）

未満

休学等やむを得ない事由により前学期のすべての授業科目を履修できなかった場合は基

準値を適用します。

また、一部の科目には履修登録の上限に含まれないものがあります。具体的な科目につ

いては巻末の開講科目一覧表で確認してください。

 卒業要件に含まれない資格課程等の科目

 卒業要件に含まれるが、学外実習などを主とする集中講義科目
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３ 履修登録の方法とキャンパスプラン

履修登録はキャンパスプランとよばれる システムを使って行います。キャンパスプ

ランによる履修登録の方法についてはキャンパスプランのマニュアルを参考にしてくださ

い。履修登録情報は必ず各自が確認し、手元に時間割表を保存してください。

なお、キャンパスプランは大学の掲示板と同じような役割を果たします。大学の掲示板

と同様、キャンパスプランにアクセスして情報をこまめにチェックするようにしてくださ

い。キャンパスプランの見落としによって受けた不利益は、みなさんの責任になります。

４ 人数制限科目の履修

本学の開講科目には、教室や授業内容の形態により履修者の人数を制限しているものが

あります。これを人数制限科目とよんでいます。巻末にある開講科目一覧表の人数制限の

欄に数字が入っているものが人数制限科目です。人数制限科目の履修を希望する学生は履

修登録の前にエントリーを行う必要があります。エントリーは前期・後期それぞれ行いま

すが、期間については別途周知します。また、人数制限科目のエントリー方法は科目によ

って異なります。オリエンテーションでの説明や掲示板に注意して見落としのないように

してください。 エントリーの場合の手順については別冊子のマニュアルを参考にしてく

ださい。

 キャンパスプラン上での エントリー

 エントリー用紙に記入してのエントリー

制限を超えたエントリーがあった場合には、抽選を行います。抽選の結果はキャンパス

プラン上で確認できますので、自分がエントリーをした科目は必ず結果を確認してくださ

い（一部の科目は掲示での発表となります）。

５ 履修中止

定められた期間内に履修中止申請を行った科目については、履修を中止することができ

ます（時間割表から削除するのではなく、最終評価を ：履修中止と表示します）。ただし

理由によっては履修中止を認めないことがあります。また、中止後に他の科目を追加して

登録をすることはできません。履修中止の期間については、学年暦および学内の掲示板等

で確認をしてください。
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理由によっては履修中止を認めないことがあります。また、中止後に他の科目を追加して

登録をすることはできません。履修中止の期間については、学年暦および学内の掲示板等

で確認をしてください。
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４ 授業

１ 時間割

授業は月曜日から金曜日まで、以下の時間帯で開講されます。

時限
時間帯

通常授業 集中講義

時限 ～ ～

チャペルアワー ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

時限 〜 〜

チャペルアワーについてはキャンパスガイドで確認してください。なお、本学で定めて

いるキリスト教教育週間の期間中は一部授業時間帯が変更になります。

また、授業回数調整のため、一部の日で別の曜日の授業時間割となることがあります。

学年暦や掲示版等を確認してください。

２ 休講・補講

担当教員の公務、出張、病欠などにより授業が休講となることがあります。休講情報に

ついてはキャンパスプランや掲示板で確認してください。

休講となった授業科目は原則として、補講（振替授業）を行います。補講の実施日時、

場所についてはキャンパスプランや掲示板で確認してください。

交通機関がストライキ、自然災害により運休した場合又は甲府市に特別警報が発表され

た場合は、本学の授業等を次の各号に掲げる基準により、キャンパスプラン、大学ホーム

ページ等に告知し、休講とします。

（中央本線新宿－小淵沢間、身延線甲府－十島間）、私鉄（富士急行線大月－富

士山間）、山梨交通県内路線バス及び富士急行県内路線バスともに運休となった場合又

は甲府市に特別警報が発表された場合は、終日休講とする。

前項に規定する運休又は警報が解除されたときは、次のとおり授業を開始する。

① 特別警報が発表された場合
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午前 時までにいずれか一つの交通機関の運休が解除され、かつ、特別警報が解除

されたときは、 時限を休講とし 時限から開始し、午前 時までにされたときは、

１時限及び 時限を休講とし、 時限から開始する。

② 特別警報が発表されない場合

午前 時までにいずれか一つの交通機関の運休が解除されたときは、 時限を休講と

し、 時限から開始し、午前 時までにされたときは、 時限及び 時限を休講と

し、 時限から開始する。

（中央本線新宿－小淵沢間、身延線甲府－十島間）、私鉄（富士急行線大月－富

士山間）、山梨交通県内路線バス又は富士急行県内路線バスのいずれか一つが午前

時現在で運休となっている場合は、 時限を休講とし、 時限から開始する。

副学長（学生サービス担当）は講義中等に前各号に規定する交通又は気象の状況と

なったとき又は見込まれるときは、直ちに講義等を中止又は休講とし、退校・帰宅

を命ずることができるものとする。

３ 閉講

履修登録による集計の結果、履修者数が一定に満たない場合は閉講することがあります。

閉講した科目を履修していた学生については、別の科目を履修登録できるよう手続きを行

いますので、掲示板およびポータルサイトで確認してください。

４ 教室・担当者の変更

やむを得ない事情により、学期の途中で教室や担当者を変更することがあります。変更

する場合は掲示板およびポータルサイトで連絡をしますので、見落とさないように注意し

てください。

５ 欠席・公用欠席

病気やけがなどで 週間以上の欠席をした場合は欠席届（診断書などの証明書を添付す

ること）を提出してください。ただし、欠席についての取り扱いは担当教員の判断により

ますので、欠席届を提出したからといって出席回数が必ず考慮されるということではあり

ません。

また、公用欠席（公欠）が認められるケースは以下のとおりです。公欠の場合は欠席の
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扱いにはなりません。所定の手続きをとってください。この他にも特例として公欠が認め

られることもあります。

 就職活動での採用試験または大学院の入学試験

 実習への参加（教育実習など）

 忌引（配偶者 日、父母 日、子 日、祖父母・兄弟姉妹 日、曾祖父母 日、おじ・

おば 日）

 学外行事への参加（行事の内容によっては認められないことがありますので事前に相

談してください）

 自然災害・公共交通機関の遅延・運休

 法定伝染病またはその疑いがあると診断されたとき

～ の場合には、その往復に必要と認める日数を加算することができます。
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５ 試験・レポート

１ 試験の種類

試験の種類は次のとおりです。

期末試験 学期末に行われる試験

追試験 疾病などのやむを得ない理由で期末試験を受けることができなかった学

生に対して行う試験

科目によっては中間試験・再試験などが行われる場合があります。担当教員の指示にした

がってください。

２ 受験の条件

以下の条件をすべて満たしている場合に試験を受けることができます。

 履修登録をした科目であること

 その科目の出席回数がおおむね全体の 分の 以上であること

３ 受験上の注意

試験を受けるときには、次のことに十分注意してください。

 監督者の指示にしたがってください。

 学生証を机の上に置いてください。学生証がない場合は受験できませんので、ただち

に仮学生証の発行（発行手数料 円：当日限り有効）を受けてください。

 持ち込みを許可されたもの以外はすべてカバンなどにしまってください。

 電子機器（携帯電話や端末など）は、必ず電源を切ってカバンなどにしまってくださ

い。これらを時計として使用することはできません。

 試験中の物の貸し借りや私語は禁止します。

 解答用紙は必ず学籍番号と氏名を書いて提出してください。

 試験開始後 分をこえて遅刻した場合は受験できません。

 試験開始後 分までは退室できません。
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以上のことを守らない場合は不正行為となり、処分されることがあります。仮にそうでな

くても不正行為ではないかと疑われるような行動はトラブルのもとになりますので、十分

注意してください。

４ 追試験

期末試験をやむを得ない理由で受験できなかった場合、追試験受験願（様式あり）と受

験料 円を提出し、認められた学生は追試験を受験できます。追試験受験を申請でき

る理由は次のとおりです。証明書類を必ず一緒に提出してください。

追試を希望する場合は、必ず試験開始前までに大学へ連絡し指示に従ってください。試

験開始時間までに申し出のない追試申請は受け付けません。

欠席理由 必要書類

①病気または負傷 医療機関発行の診断書

②親族（ 親等以内）の葬儀 葬儀日程が確認できる印刷物

③就職試験 採用試験を実施した機関の証明を受け、窓口で認

印を受けたもの

④自然災害 理由を証明する文書または書類

⑤公共交通機関の遅延 遅延証明書

⑥交通事故 事故証明書

⑦学外実習（受験料不要） 実習日程表

⑧その他 副学長（学生サービス担当）が必要と認めたもの

追試験受験の申請は、その科目の試験が行われてから 日以内（③のみ試験の 日前まで）

に行ってください。追試験の評価は通常の試験と同じです。また、追試験を欠席した場合

の再度の追試験はありません。

５ 試験代行レポート

レポートのうち、試験の代わりに課されるものを試験代行レポートとよびます。試験代

行レポートは指定された方法で本人が提出しなければなりませんが、レポート作成につい

てはすべて担当教員の指示にしたがってください。
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６ 成績・単位認定

１ 成績の種類

成績は 点満点で、 点以上が合格となります。評価基準は次のとおりです。

判定 評価（レターグレード） 点数

合格

～ 点

～ 点

～ 点

～ 点

不合格 ～ 点

履修中止

２ グレードポイントと

（グレードポイント）とは「その科目をどのくらい優秀な成績で合格したか」を数値

化したものです。 は素点 をもとに次の式で算出します。

–

ただし、不合格（ 判定）の場合はすべて とします。

また （グレードポイントアベレージ）とは、履修した科目の に単位数をかけた値の

合計を総登録単位数で割ったものです。 は ～ の間で算出されます。値が大きい

ほど優秀な成績であることを表します。

（ ×当該科目の単位数）の総和

総登録単位数

判定の科目は となり、 の計算にも使われます。同じ科目を翌年度履修して合

格しても、 判定の履歴は残り、新たな成績とともに の計算に使われます。したがって

履修した科目は不合格にならないよう、計画的な履修をするとともに、日々の学習をおこ

たらないようにして下さい。
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は特待生や教職課程での教育実習の資格審査など学内でのさまざまな選考に使われ

ます。なお、履修を中止した科目 や「認定」評価は の計算対象とはなりません。

３ 成績発表

各科目の成績発表は、各クォーター・期末ごとにキャンパスプランで確認できるほか、

保護者あてに郵送（前期末・後期末）します。評価はレターグレードまたは素点で開示し

ます。一度合格した科目は、いかなる理由があっても再度履修することはできません。な

お、成績証明書には合格した科目とその評価のみを表示します。

４ 単位の認定

単位の認定は前期末（第 クォーター終了後）と後期末（第 クォーター終了後）に行

います。 の計算も同様に年 回とします。

５ 成績評価についての異議申し立て

自己評価と成績評価との間に大きな開きがあり、明らかに評価の誤りであると思われる

ものについて、異議を申し立てることができます。ただし、以下の条件をすべて満たして

いる場合に限ります。申請する場合は所定の様式を指定された期間内に学生サービス部へ

提出してください。なお、申請時に内容についての聞き取りを行います（聞き取りの内容

によっては申し立てを受理しないことがあります）。

（１） 履修登録をしていること

（２） 授業の欠席回数が、全体の３分の１未満であること

（３） 授業中に課せられたレポートや小テスト等をすべて提出していること

（４） 授業内試験を受験していること

６ 資格取得等による単位認定

外部の各種検定試験に合格した場合、その資格を本学の卒業単位として認定する制度が

あります。希望する場合は、指定された期限までに所定の様式に必要事項を記入し、その

検定に合格したことを証明する書類（コピー）を添えて、学生サービス部に提出して下さ

い。認定された科目は単位のみが与えられ、成績評価はつきません。また履修登録単位数

の上限にも含めません。

単位認定を受けられる資格、条件、単位数は表のとおりです。
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区分 認定機関 資格等の名称および級位 認定単位

英語 （財）日本英語検定協会 実用英語技能検定準１級 いずれか

で４※以上

点以上

点以上

点以上

（財）日本英語検定協会 実用英語技能検定２級 いずれか

で２以上

点以上

点以上

点以上

中国語 中国国家漢語国際推進事

務室

（漢語水平考試）５級 ４※

（漢語水平考試）４級 ２

韓国語 韓国教育省国立国際教育

院

（韓国語能力試験）４級 ４※

（韓国語能力試験）３級 ２

ドイツ語 （財）ドイツ語文学振興会 ドイツ語技能検定２級 ４※

ドイツ語技能検定３級 ２※

ドイツ語技能検定４級 １

フランス語 （財）フランス語教育振興

会

実用フランス語技能検定準２級 ４※

実用フランス語技能検定３級 ２※

実用フランス語技能検定４級 １

統計学 （一社）日本統計学会 統計検定準１級 ４※

統計検定２級 ２※

統計検定３級 １

簿記 日本商工会議所 簿記検定２級 ４※

簿記検定３級 ２

経営学 経営学検定試験協議会 経営学検定中級 ４※

経営学検定初級 ２

数学 （財）日本数学検定協会 実用数学技能検定１級 ４※

実用数学技能検定準１級 ２※

実用数学技能検定２級 １

（独）情報処理推進機構 応用情報技術者 ６※

基本情報技術者 ４※

パスポート ２

プロフィシエンシー検 検３級 １
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区分 認定機関 資格等の名称および級位 認定単位

英語 （財）日本英語検定協会 実用英語技能検定準１級 いずれか

で４※以上

点以上

点以上

点以上

（財）日本英語検定協会 実用英語技能検定２級 いずれか

で２以上

点以上

点以上

点以上

中国語 中国国家漢語国際推進事

務室

（漢語水平考試）５級 ４※

（漢語水平考試）４級 ２

韓国語 韓国教育省国立国際教育

院

（韓国語能力試験）４級 ４※

（韓国語能力試験）３級 ２

ドイツ語 （財）ドイツ語文学振興会 ドイツ語技能検定２級 ４※

ドイツ語技能検定３級 ２※

ドイツ語技能検定４級 １

フランス語 （財）フランス語教育振興

会

実用フランス語技能検定準２級 ４※

実用フランス語技能検定３級 ２※

実用フランス語技能検定４級 １

統計学 （一社）日本統計学会 統計検定準１級 ４※

統計検定２級 ２※

統計検定３級 １

簿記 日本商工会議所 簿記検定２級 ４※

簿記検定３級 ２

経営学 経営学検定試験協議会 経営学検定中級 ４※

経営学検定初級 ２

数学 （財）日本数学検定協会 実用数学技能検定１級 ４※

実用数学技能検定準１級 ２※

実用数学技能検定２級 １

（独）情報処理推進機構 応用情報技術者 ６※

基本情報技術者 ４※

パスポート ２

プロフィシエンシー検 検３級 １
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定協会

協会 マルチメディア検定エキスパート １

デザイナー検定エキスパート １

エンジニア検定エキスパート １

クリエイター検定エキスパート １

その他 知的財産教育協会 知的財産管理技能検定３級 ２

※ 同一の小区分における下位の資格ですでに単位認定を受けた場合は、その差分となる

単位数を新たに認定することとする。
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７ 科目別履修上の注意

１ 必修科目のクラス

同一の科目で複数クラス開講される場合があります。そのうち、必修科目のクラスにつ

いては学籍番号やクラス分けテストの結果に基づいて行いますので、必ずそのクラス（キ

ャンパスプラン上ではすでに登録されています）で履修してください。

２ 語学科目

フルーエンシー科目のうちの語学科目は、その言語を母語とする学生の履修を認めない

ものがあります。科目を選択するときには注意してください。

中国語１〜４ 韓国語１〜４ 日本語１ 〜

ドイツ語１・２ フランス語１・２

３ 日本語学関連科目

次の科目は「日本語」という名前がついていますが、専門性の高い科目です。日本語教

員養成課程を履修するなどの高い意識がない場合は履修しないようにしましょう。

日本語教授法１・２ 日本語教育概論 日本語教授法演習（実習含む）

４ その他

履修にあたっては、まずシラバスを読んでから 回目の講義に出席してください。シラ

バスには「履修上の注意」や「関連科目・前提科目」（その科目を履修するうえで事前に履

修していることが望ましい科目）が書かれています。シラバスに書かれている条件を満た

していない科目は原則として履修しないようにしてください。
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８ 教職課程の履修

１ 教員養成の目標及び当該目標を達成するための計画

本学における教員の養成は、本学の建学の精神であるキリスト教の人間観を基盤として、

深い専門的教養を培い、学生一人一人に真摯に向き合う姿勢を確立することを目標として

います。

その目標を達成するために、キリスト教関係の科目をはじめとして各専門科目を充実さ

せていると共に、学内外の諸活動に積極的に参加し、人間としての豊かな成長を図ること

ができるように全学的な取り組みを進めています。

２ 本学で取得できる免許状

教育職員免許状（以下、免許状）を取得するためには教職課程を履修しなければなりま

せん。本学で取得できる免許状の種類と教科は表のとおりです。

種類 教科

中学校教諭一種免許状
英語

高等学校教諭一種免許状

中学校教諭一種免許状
国語

高等学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状 情報

履修の方法は免許状の種類・教科によって異なりますので、以下のマニュアルをよく読

んだうえでオリエンテーションなどに必ず出席してください。なお、 年次編入学生につい

ても履修することはできますが、相当な覚悟と努力が必要です。

履修を希望する場合は履修登録時にキャンパスプラン上にて資格申請をする必要があり

ます。なお、資格課程を途中辞退する場合は、必ず学生サービス部へ申し出てください。

３ 受講料

教職課程を受講するには、受講料などを納めなければなりません。免許状取得までに必

要なものは次のとおりです。
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種類 金額

教職課程受講料 円（在学中 回納付）

教育実習謝金 別途徴収

免許状授与申請手数料

実費徴収
教育実習保険加入料

介護等体験費用

介護等体験保険加入料

このうち、教職課程受講料は定められた期日（原則として 年次 月）までに納付しなけ

ればなりません。いったん納入した受講料は、理由のいかんにかかわらず返還できません

ので、注意してください。

４ 必要単位数と履修方法

免許状を取得するためには次の表にある基礎資格と所定の単位を修得しなければなりま

せん。

教科 種類 基礎資格

本学における必要単位数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教職免許施

行規則第

条の

英語
中学

学士の学位

を有するこ

と

高校

国語
中学

高校

情報 高校

したがって、免許状を取得するためには、次のことが必要です。

 卒業要件となる単位を修得する。

 教職課程の「教職に関する科目」の単位を修得する。

 教職課程の「教科または教職に関する科目」の単位を修得する。

 教職課程の「教科に関する科目」の単位を修得する。

上記の科目の履修については、卒業要件に含まれる科目と含まれない科目とがあります。
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種類 金額
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中学
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を有するこ

と

高校

国語
中学

高校

情報 高校
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 卒業要件となる単位を修得する。

 教職課程の「教職に関する科目」の単位を修得する。

 教職課程の「教科または教職に関する科目」の単位を修得する。

 教職課程の「教科に関する科目」の単位を修得する。

上記の科目の履修については、卒業要件に含まれる科目と含まれない科目とがあります。
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 卒業要件に含まれる科目は履修登録上限の対象となります。

 卒業要件に含まれない科目は履修登録上限の対象とはなりません。

 出席日数が不足している場合の扱いは通常の課程に準じます。

 受講料を納めていない場合、教職課程の履修は認めません。

免許の種別による科目のリストは巻末の教職課程科目一覧表で確認してください。

５ 介護等体験

介護等体験とは、「小学校及び中学校教諭の普通免許状に係る教育職員免許法の特例等に

関する法律」に基づき課される 日間の特別支援学校および社会福祉施設で行う実習です。

これは授業外活動であり、成績評価はありませんが、免許状申請の際に体験を実施したこ

とを証明する書類が必要となります。介護等体験に関する注意事項は次のとおりです。

 対象者

中学校教諭一種免許状（英語または国語）取得希望者

 実施時期

実習先 実習の日数 時期

特別支援学校 日 実習先との調整により決定

社会福祉施設 日 実習先との調整により決定

実習は 年次に行くものとし、時期の調整は大学で行います。

 手続き

年度はじめのオリエンテーションのときに行います。

 経費

社会福祉施設における体験費用は、県社会福祉協議会を通じて指定された金額を、介

護等体験申し込み時に支払います。体験にともなう食費・交通費は自己負担です。

 事前の注意

 実習の前に十分事前学習をしておくこと。

 事前のオリエンテーションを必ず受けること。

 十分に体調を整えて臨むこと（風邪・下痢等の症状がある場合には実習を受ける

ことができない）。

 実習終了後に発行された証明書は、免許状の申請時まで大切に保管すること（再

発行はされない）。

 実習中の注意

 指定された時間・場所に指定されたものを持参すること（特に遅刻や欠席は、実

習先はもちろん、今後実習に行く後輩にも大変な迷惑がかかります）。
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 大学・実習先の指導にしたがい、実習によって知り得た個人情報は絶対に口外し

ないこと。

 児童、生徒、入居者等には次のような態度で接し、常に誠実に取り組むこと。

○ 相手の人権と自立を尊重する。

○ 相手の話に耳を傾ける。

○ 相手のペースに合わせて行動する。

○ 相手に不快感を与えるような言動・行動はしない。

 派手にならない動きやすい服装で臨むこと。

 実習先の運営の妨げになるような行動はしないこと。

 児童、生徒、入居者等の安全に留意すること。

 与えられた仕事を理解し、積極的に取り組むこと。

 実習先の関係者には、感謝の気持ちを持って接すること。

６ 教育実習

免許状を取得するためには、教育実習を必ず受けなければなりません。実習期間は原則

として、中学校免許を取得する場合は３週間以上、高等学校免許を取得する場合は２週間

以上、中学校・高等学校両方の免許を取得する場合は３週間以上の実習が必要です。

教育実習を受けるには次の条件が必要です。

 次の科目の単位を修得済みであること。

（教職に関する科目）

教師論 教育原理Ⅰ・Ⅱ 教育心理学

道徳教育論 特別活動論 生徒・進路指導概論

免許状の教科・種類に応じて必修と定められている教科指導法のすべて

（教科に関する科目）

設定されている科目のうち、免許取得要件の 分の 以上。

 卒業および免許取得が見込まれると判断されること。

 教育実習事前指導を受講していること。

 ・ 年次の累計（ ）が所定の基準 に達していること。英語の場合はこれに加え、

指定されたクラスを履修し、 点以上または英検 級以上を取得済みであること。

なお介護等体験または教育実習が、前期または後期の期間中である場合は公欠扱いとな

ります。特に学生のみなさんの手続きは必要ありません。
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７ 履修カルテ

履修カルテとは、学生の教職課程における履修履歴を把握し、それを踏まえた指導を行

うために作成するものです。

教職課程の履修を開始する 年次 月に作成し、毎年各学生が情報を更新して書き加え

ていきます。「履修カルテ」は 年次後期の「教職実践演習（中・高）」（教職課程必修科目）

でも使用します。
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９ 図書館司書課程の履修

本学には、図書館司書（以下、司書）の資格を取得するための司書課程を設置していま

す。取得を希望する人は以下の注意書きをよく読んでください。

履修を希望する場合は履修登録時にキャンパスプラン上にて資格申請をする必要があり

ます。なお、資格課程を途中辞退する場合は、必ず学生サービス部へ申し出てください。

１ 受講料

司書課程を受講するには、受講料（ 円、在学中１回納付）を納めなければなりま

せん。いったん納入した受講料は、理由のいかんにかかわらず返還できませんので、注意

してください。

２ 必要単位数と履修方法

図書館司書の資格を取得するには、所定の単位を修得しなければなりません。司書課程

科目は、卒業要件に含まれませんので注意してください。

 司書課程科目は卒業要件に含まれないため、履修登録上限の対象とはなりません。

 出席日数が不足している場合の扱いは通常の課程に準じます。

 受講料を納めていない場合、司書課程の履修は認めません。

科目のリストは巻末の司書課程科目一覧表で確認してください。
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９ 図書館司書課程の履修

本学には、図書館司書（以下、司書）の資格を取得するための司書課程を設置していま

す。取得を希望する人は以下の注意書きをよく読んでください。

履修を希望する場合は履修登録時にキャンパスプラン上にて資格申請をする必要があり

ます。なお、資格課程を途中辞退する場合は、必ず学生サービス部へ申し出てください。

１ 受講料

司書課程を受講するには、受講料（ 円、在学中１回納付）を納めなければなりま

せん。いったん納入した受講料は、理由のいかんにかかわらず返還できませんので、注意

してください。

２ 必要単位数と履修方法

図書館司書の資格を取得するには、所定の単位を修得しなければなりません。司書課程

科目は、卒業要件に含まれませんので注意してください。

 司書課程科目は卒業要件に含まれないため、履修登録上限の対象とはなりません。

 出席日数が不足している場合の扱いは通常の課程に準じます。

 受講料を納めていない場合、司書課程の履修は認めません。

科目のリストは巻末の司書課程科目一覧表で確認してください。
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１０ 日本語教員養成課程の履修

日本語教員養成課程とは、外国人や帰国子女などのような長く外国で生活した人に日本

語を教える教員を養成するために開設したものです。この課程を修了した人には大学が認

定した修了証書が与えられます。この課程を修了しても、すぐに日本語教員になれるとい

うわけではありませんが、日本語教員としての専門的な教育を受けたという証明になりま

す。

履修を希望する場合は履修登録時にキャンパスプラン上にて資格申請をする必要があり

ます（この資格申請をもって修了判定を行いますので、必ず行ってください）。なお、資格

課程を途中辞退する場合は、必ず学生サービス部へ申し出てください。

１ 受講料

日本語教員養成課程の受講には受講料は必要ありません。

２ 必要単位数と履修方法

日本語教員養成課程を修了するには、学士の学位を有する（大学を卒業する）とともに

所定の単位を修得しなければなりません。対象科目はすべて卒業要件にも加えられます。

科目のリストは巻末の日本語教員養成課程一覧表で確認してください。

３ 履修上の注意

履修にあたっては次の点に注意してください。

 「日本語教授法２」は「日本語教授法１」の単位修得者のみ履修できます。

 「日本語教授法演習（実習含む）」は、次の科目の単位をすべて修得した人のみ履修で

きます。

日本語学概論 日本語教育概論 日本語教授法１ 日本語教授法２

 留学生で「日本語教授法演習（実習含む）」を履修する場合は、「日本語能力試験Ｎ１」

合格者またはそれと同等の学力を有する人のみ履修できます。
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１１ その他

１ 大学コンソーシアムやまなし単位互換制度

本学は、山梨県内の他大学との単位互換事業に参画しており、公開されている他大学の

科目を無料で履修し、単位を修得することによって、本学の卒業単位に加えることができ

ます。なお、他大学での講義に参加する場合の移動手段、交通費は各自の負担になります。

・ 単位互換制度を利用する場合は、年間登録上限単位に含みますので注意してください。

・ 単位互換科目の履修は原則として年間 単位以下とします。

・ 留学生については日本語能力試験 相当の日本語能力を有している学生のみ出願でき

ます。

・ ４年次の後期に他大学の単位互換科目を履修することはできません。

単位互換制度について詳しく知りたい人は、大学コンソーシアムやまなしの サイト

をご覧ください。また、手続きなどについては学生サー

ビス部にお問い合わせください。

２ やまなし未来創造教育プログラム

文部科学省「地（知）の拠点事業」の一環として、２０１６年度から、やまなしの新た

な価値創造のための幅広い知識と豊かな感性を育むとともに、本地域の新たな未来の創造

に資する人材養成を目指した「やまなし未来創造教育プログラム」が始まりました。

山梨県内の大学を中心とする単位互換制度を基本とし、４つのコース「ツーリズム、も

のづくり、子育て支援、 （ ）」を設置し所定の

単位を修得した学生に教育プログラム「修了証」が授与されます。

本学は コースの幹事大学を担っています。

本プログラムにおける単位の取り扱いは大学コンソーシアムやまなし単位互換制度と同

様です。プログラム詳細については、オリエンテーション配布資料、 サイトおよび教育

プログラムパンフレット等を参照してください。（本プログラムは科目等履修生・研究生等

の非正規学生は対象外です）
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１１ その他

１ 大学コンソーシアムやまなし単位互換制度

本学は、山梨県内の他大学との単位互換事業に参画しており、公開されている他大学の

科目を無料で履修し、単位を修得することによって、本学の卒業単位に加えることができ

ます。なお、他大学での講義に参加する場合の移動手段、交通費は各自の負担になります。

・ 単位互換制度を利用する場合は、年間登録上限単位に含みますので注意してください。

・ 単位互換科目の履修は原則として年間 単位以下とします。

・ 留学生については日本語能力試験 相当の日本語能力を有している学生のみ出願でき

ます。

・ ４年次の後期に他大学の単位互換科目を履修することはできません。

単位互換制度について詳しく知りたい人は、大学コンソーシアムやまなしの サイト

をご覧ください。また、手続きなどについては学生サー

ビス部にお問い合わせください。

２ やまなし未来創造教育プログラム

文部科学省「地（知）の拠点事業」の一環として、２０１６年度から、やまなしの新た

な価値創造のための幅広い知識と豊かな感性を育むとともに、本地域の新たな未来の創造

に資する人材養成を目指した「やまなし未来創造教育プログラム」が始まりました。

山梨県内の大学を中心とする単位互換制度を基本とし、４つのコース「ツーリズム、も

のづくり、子育て支援、 （ ）」を設置し所定の

単位を修得した学生に教育プログラム「修了証」が授与されます。

本学は コースの幹事大学を担っています。

本プログラムにおける単位の取り扱いは大学コンソーシアムやまなし単位互換制度と同

様です。プログラム詳細については、オリエンテーション配布資料、 サイトおよび教育

プログラムパンフレット等を参照してください。（本プログラムは科目等履修生・研究生等

の非正規学生は対象外です）

2016年度　開講科目一覧表
注） の科目は2016年度開講せず

フルーエンシー科目

必修 選択 自由

キリスト教概論Ⅰ 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

キリスト教概論Ⅱ 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

キリスト教と山梨英和 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

キリスト教と現代社会 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

Ａ ○ 難波道弘

Ｂ ○ 荒井　直

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

ライフデザインⅠ 講義 ○ 森　稚葉 週1回授業

Ａ ○ 濱野裕貴子

Ｂ ○ 濱野裕貴子

岡田真樹子

大井奈美

設樂友崇

大井奈美

設樂友崇

大井奈美

李　尚珍

小菅健一

韓　暁宏

大井奈美

週1回授業

週2回授業

1週間の
授業回数

週1回2時間連
続授業

週1回授業

週1回授業

週1回授業

週1回授業

Ｅ

○

○

○

○

科　目　名

演習

Ａ

Ｂ

Ｃ

人間文化学
　（2時間連続授業）

単　位　数 履修
年次

区分

講義

Ｄ

ナンバリング
コード 人数制限

○

担当者
期　間

基礎ゼミナールb
（H：留学生クラス）

演習

演習

基礎ゼミナールa
（H：留学生クラス）

演習

基礎ゼミナールd
（H：留学生クラス）

ライフデザインⅡ 講義

コミュニケーションスキル

基礎ゼミナールc
（H：留学生クラス）

演習
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必修 選択 自由

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○

Ｂ ○ 岡田真樹子

内田光枝

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 荒井　直

Ａ ○

Ｂ ○ 岡田真樹子

内田光枝

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 荒井　直

Ａ ○ 岡田真樹子

Ｂ ○

Ｃ ○ 井上征剛

内田光枝

Ｅ ○ 荒井　直

Ａ ○ 井上征剛

内田光枝

Ｃ ○

Ｄ ○ 岡田真樹子

Ｅ ○ 荒井　直

英語2a 演習 ○ 開講せず

英語2b 演習 ○ 開講せず

英語2c 演習 ○ 開講せず

英語2d 演習 ○ 開講せず

ドイツ語1 演習 1・2 井上征剛 週1回授業

ドイツ語2 演習 1・2 井上征剛 週1回授業

フランス語1 演習 1・2 荒井　直 週1回授業

フランス語2 演習 1・2 荒井　直 週1回授業

中国語1 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

中国語2 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

中国語3 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

中国語4 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

韓国語1 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

韓国語2 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

韓国語3 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

韓国語4 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週1回授業

週1回授業

週1回授業

週1回授業

備考

Ｃ

Ｄ ○

英語1b 演習

Ｂ ○

○

○Ｃ英語1a

後期

前期

後期

前期

前期

前期

前期

後期

後期

後期

後期

ICTスキルc

単　位　数 履修
年次

前期

期　間
人数制限担当者

ICTスキルd 演習

演習

科　目　名 区分
ナンバリング

コード

英語1c

英語1d 演習

ICTスキルa 演習

演習

演習

ICTスキルb

演習
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必修 選択 自由

井上敬子

高見研一

高見研一

稲谷いく子

稲谷いく子

高見研一

高見研一

稲谷いく子

日本語2a 演習 開講せず

日本語2b 演習 開講せず

日本語2c 演習 開講せず

日本語2d 演習 開講せず

日本語3a 演習 開講せず

日本語3b 演習 開講せず

日本語3c 演習 開講せず

日本語3d 演習 開講せず

○ 黒田浩司 週2回授業

○ 佐柳信男 週2回授業

○ 韓　暁宏 週2回授業

サービスラーニングII 演習 2・3 黒田浩司

山梨学a 演習 ○ 杉山　歩 週1回授業

山梨学b 演習 ○ 杉山　歩 週1回授業

山梨学c 演習 2〜4 ○ 杉山　歩 週1回授業

山梨学d 演習 2〜4 ○ 杉山　歩 週1回授業

アジア短期留学I 実習 1〜4 韓　暁宏

アジア短期留学II 実習 1〜4 李　尚珍

カナダ中期留学 実習 2・3 岡田真樹子

難波道弘

杉山　歩

岡田真樹子

黒田浩司

本多明生

こころの科学Ⅱ 講義 1・2 ○ 小林真理子 週2回授業

荒井　直

井上征剛

○ 島内宏和

○ 槻舘尚武

後藤　晶

杉浦　学

後藤　晶

杉浦　学

科学的なものの見方 講義 1〜4 杉山　歩 週1回授業

荒井　直

李　尚珍

こころと現代社会 講義 2～4 開講せず

週1回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

備考

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

後期

前期

担当者 人数制限

多文化共生論

○

集中講義

○

区分
単　位　数 履修

年次

期　間

1〜4

講義

○

講義

演習

データサイエンスⅡ

日本語1b

日本語1a 演習 ○

演習

データサイエンスⅠ

インターンシップ

実習海外インターンシップ

こころの科学Ⅰ

2・3

2・3

演習

演習

集中講義

ナンバリング
コード 科　目　名

日本語1c

日本語1d

集中講義

集中講義

集中講義

サービスラーニングI

○

○

実習

演習

世界の文化 講義

講義

集中講義

○

○
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必修 選択 自由

認知心理学 講義 本多明生 週1回授業

感情心理学 講義 開講せず

学習心理学 講義 進藤聡彦 週1回授業

教育心理学 講義 ○ 槻舘尚武 週2回授業

乳幼児心理学 講義 佐柳信男 週1回授業

生涯発達心理学 講義 佐柳信男 週1回授業

社会心理学 講義 ○ 槻舘尚武 週2回授業

臨床心理学Ⅰ 講義 ○ 堀江桂吾 週2回授業

パーソナリティ心理学 講義 ○ 石橋　泰 週2回授業

カウンセリング概論 講義 髙橋寛子 週1回授業

心理学統計法Ⅰ 講義 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理学統計法Ⅱ 講義 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理学研究法Ⅰ 講義 ○ 佐柳信男 週1回授業

心理学研究法Ⅱ 講義 ○ 佐柳信男 週1回授業

Ａ ○ 佐柳信男

Ｂ ○ 本多明生

Ｃ ○ 槻舘尚武

Ａ ○ 佐柳信男

Ｂ ○ 本多明生

Ｃ ○ 槻舘尚武

心理学データ分析演習Ⅰ 講義・演習 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理学データ分析演習Ⅱ 講義・演習 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理調査法Ⅰ 講義・演習 開講せず

心理調査法Ⅱ 講義・演習 開講せず

Ａ ○ 窪内節子

Ｂ ○ 小林真理子

Ｃ ○ 髙橋寛子

Ｄ ○ 石橋　泰

Ａ ○ 窪内節子

Ｂ ○ 小林真理子

Ｃ ○ 髙橋寛子

Ｄ ○ 石橋　泰

Ａ ○ 森　稚葉

Ｂ ○ 堀江桂吾

Ｃ ○ 飯田敏晴

Ａ ○ 森　稚葉

Ｂ ○ 堀江桂吾

Ｃ ○ 飯田敏晴

グループアプローチ　（2時間連続授業） 講義・演習 ○ 田代　順 週1回2時間連続授業

Psychology in English Ⅰ 演習 ○ 飯田敏晴 週1回授業

Psychology in English Ⅱ 演習 ○ 飯田敏晴 週1回授業

生理・神経心理学 講義 池田一成 週1回授業

発達障害の心理学 講義 森　稚葉 週1回授業

コミュニティ心理学 講義 進藤義夫

臨床心理学Ⅱ 講義 ○ 石橋　泰 週2回授業

学校臨床心理学 講義 窪内節子 週1回授業

家族心理学 講義 岩藤裕美

産業・組織心理学 講義 北川由実

精神医学 講義 松岡祐加

コミュニティワーク 講義 田代　順 週1回授業

週1回2時間
連続授業

週1回2時間
連続授業

週1回2時間
連続授業

週1回2時間
連続授業

領域科目

週1回2時間
連続授業

備考

後期

後期

前期

後期

集中講義

前期

前期

後期

前期

集中講義

週1回2時間
連続授業

集中講義

集中講義

後期

履修
年次

心理学実験Ⅰ
　（2時間連続授業）

実験・実習

実験・実習
心理学実験Ⅱ
　（2時間連続授業）

心理面接実習Ⅰ
　（2時間連続授業）

実習

実習

ナンバリング
コード

心理検査実習Ⅰ
　　（2時間連続授業）

実習

科　目　名

心理検査実習Ⅱ
　　（2時間連続授業）

実習

心理面接実習Ⅱ
　　（2時間連続授業）

区分
期　間

人数制限
単　位　数

担当者
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必修 選択 自由

Ａ 森　稚葉

Ｂ 堀江桂吾

Ａ 小林真理子

Ｂ 飯田敏晴

ヨーロッパの社会と文化 Ⅰ 演習 開講せず

ヨーロッパの社会と文化 Ⅱ 演習 開講せず

アジアの社会と文化 I 演習 開講せず

アジアの社会と文化 II 演習 開講せず

民族と社会Ⅰ 講義・演習 韓　暁宏 週1回授業

民族と社会Ⅱ 講義・演習 李　尚珍 週1回授業

宗教と思想 講義 坂本　誠 週1回授業

英語学概論 講義 ○ 澤登春仁 週2回授業

英語の文法 講義 荒井　直 週1回授業

英語音声学 講義 長瀬慶來 週1回授業

日本語学概論 講義 木村寛子 週1回授業

日本語表現論 講義 木村寛子 週1回授業

木村寛子 週1回授業

神村初美 週1回授業

日本の文学 講義 渡辺久寿 週1回授業

古典文学論 講義 石田千尋 週1回授業

日本文学史 講義 小菅健一 週1回授業

日本文化論 講義 新津　健 週1回授業

漢文学概論 講義 浅川料夫 週1回授業

音楽史・音楽学 講義 井上征剛 週1回授業

舞台芸術論 講義 川口清泰 週1回授業

経済学I 講義 ○ 後藤　晶 週2回授業

会計学 講義 開講せず

経営学I 講義 韓　暁宏 週1回授業

人間と文明 講義 開講せず

社会言語学 演習 長谷川千秋 週1回授業

講義・演習 週1回授業

講義・演習 週1回授業

演習 ○ 岡田真樹子 週2回授業

演習 ○ 週2回授業

日本語の文法 講義 木村寛子 週1回授業

日本語文法研究 講義 木村寛子 週1回授業

日本語の音声 講義 長谷川千秋 週1回授業

日本語教育概論 講義 神村初美 週1回授業

日本語教授法１ 講義 神村初美 週1回授業

現代の日本語 講義 木村寛子 週1回授業

近現代文学論 講義 小菅健一 週1回授業

現代文化論 講義・演習 ○ 小菅健一 週2回授業

児童文学講読 演習 井上征剛 週1回授業

創作と表現 演習 石田千尋 週1回授業

金融学 講義 開講せず

経済学II 講義 倉澤一孝 週1回授業

経営学II 講義 五味嗣夫 週1回授業

国際交流論 講義 李　尚珍 週1回授業

国際関係論 講義 吉田　均 週1回授業

演習 内田光枝 週1回授業

演習 開講せず

日本語教授法2 講義 二宮喜代子 週1回授業

日本語教授法演習（実習含む） 演習 二宮喜代子 週1回授業

現代芸術論 講義 小菅健一 週1回授業

比較文化・思想論 講義 ○ 井上征剛 週2回授業

地域研究・実践論 講義・演習 井上征剛 週1回授業

グローバル経済論 講義 韓　暁宏 週1回授業

グローバル経営論 講義 五味嗣夫 週1回授業

週1回授業
前期

備考

集中講義

集中講義

後期

後期

前期

前期

後期

前期

前期

前期

前期

後期

後期

後期

後期

後期

後期

後期

前期

前期

前期

後期

前期

前期

後期

後期

前期

前期

前期

前期

後期

後期

後期

後期

前期

前期

前期

前期

前期

前期

後期

後期

後期

人数制限
ナンバリング

コード 科　目　名 区分
単　位　数 履修

年次

期　間
担当者

心理臨床実践演習Ⅱ

心理臨床実践演習Ⅰ 講義・演習

講義・演習

演習日本語表現演習

－ 29 －



必修 選択 自由

難波道弘

杉山　歩

後藤　晶

島内宏和

杉浦　学

ネットワークとセキュリティ 講義 ○ 島内宏和 週2回授業

情報数理I 講義 ○ 島内宏和 週2回授業

メディア表現基礎 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

科学とイノベーション 講義 開講せず

データアナリティクスⅠ 演習 ○ 後藤　晶 週2回授業

知的財産権と情報倫理 講義 ○ 大井奈美 週2回授業

プログラミングI 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

データアナリティクスII 演習 ○ 後藤　晶 週2回授業

コンピュータシステムI 講義 ○ 難波道弘 週2回授業

メディアプロジェクトI 演習 ○ 杉浦　学 週2回授業

プログラミングII 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

アルゴリズムとデータ構造I 講義 ○ 杉浦　学 週2回授業

情報数理II 講義 ○ 島内宏和 週2回授業

プログラミングIII 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

データアナリティクスIII 演習 ○ 後藤　晶 週2回授業

Webサービス構築I（2時間連続授業） 演習 ○ 堤　昭博 週1回2時間連続授業

コンピュータシステムII 講義 ○ 難波道弘 週2回授業

プロジェクトマネジメント 講義 ○ 難波道弘 週2回授業

演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

アルゴリズムとデータ構造II 講義 ○ 杉浦　学 週2回授業

Webサービス構築II（2時間連続授業） 演習 ○ 堤　昭博 週1回2時間連続授業

メディアプロジェクトII 演習 ○ 島内宏和 週2回授業

フィジカルコンピューティング 演習 開講せず

融合科目

必修 選択 自由

芸術と心理療法 講義 3・4 開講せず

意思決定論 講義 3・4 ○ 後藤　晶 週2回授業

森　稚葉

井上征剛

高齢者の心理と健康 講義 3・4 開講せず

サービス・サイエンスとCCRC 演習 3・4 開講せず

地域コミュニティＰＢＬ 演習 3・4 開講せず

必修 選択 自由

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅠ 演習 開講せず

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅡ 演習 開講せず

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅢ 演習 開講せず

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅣ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅠ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅡ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅢ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅣ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅠ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅡ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅢ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅣ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅰ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅱ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅲ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅳ 演習 開講せず

備考

備考

ゼミ

備考

選
択
必
修

単
位
以
上

週2回授業

週2回授業

人数制限担当者区分
単　位　数 履修

年次

期　間

講義

メディアサイエンス 講義

単　位　数

子どもと文化

○

人数制限担当者

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

3・4 ○

履修
年次

区分
単　位　数 履修

年次

人数制限

期　間

担当者
期　間

ナンバリング
コード 科　目　名

ナンバリング
コード 科　目　名

－ 30 －



必修 選択 自由

聖書学Ⅰ 講義 1・2 ○ 深津容伸 週1回授業

聖書学 II 講義 1・2 ○ 深津容伸 週1回授業

グリーフワーク 講義 開講せず

ストレスマネジメント 講義 開講せず

日本文学講読 I 講義 3・4 ○ 石田千尋 週1回授業

日本文学講読 II 講義 3・4 ○ 石田千尋 週1回授業

日本文学講読 III 講義 3・4 ○ 渡辺久寿 週1回授業

日本文学講読 IV 講義 3・4 ○ 渡辺久寿 週1回授業

日本文学講読 V 講義 3・4 ○ 小菅健一 週1回授業

日本文学講読 VI 講義 3・4 ○ 小菅健一 週1回授業

英米文学史 講義 2・3 ○ 白須康子 週1回授業

英米文学講読 講義 2・3 ○ 白須康子 週1回授業

翻訳論Ⅰ 講義 3・4 ○ 川口清泰 週1回授業

翻訳論Ⅱ 講義 3・4 ○ 川口清泰 週1回授業

まんが論 I 講義 2・3 ○ 小菅健一 週1回授業

まんが論 II 講義 2・3 ○ 小菅健一 週1回授業

情報と職業 I 講義 3・4 ○ 和田典子 週1回授業

情報と職業 II 講義 3・4 ○ 和田典子 週1回授業

美術の表現 I 講義 1・2 開講せず

美術の表現 II 講義 1・2 開講せず

造形と制作 I 演習 1・2 ○ 上田耕造 週1回授業

造形と制作 II 演習 1・2 ○ 上田耕造 週1回授業

演技と発声 I 演習 2・3 ○ 中田真弘 週1回授業

演技と発声 II 演習 2・3 ○ 中田真弘 週1回授業

健康スポーツ論 I 講義 ○ 小山勝弘 週1回授業

健康スポーツ論 II 講義 ○ 小山勝弘 週1回授業

スポーツ実技I 実技 小山勝弘 週1回授業

スポーツ実技II 実技 加藤朋之 週1回授業

スポーツ実技III 実技 加藤朋之 週1回授業

日本国憲法I 講義 ○ 山内幸雄 週1回授業

日本国憲法II 講義 ○ 山内幸雄 週1回授業

漢文講読I 講義 3・4 ○ 浅川料夫 週1回授業

漢文講読II 講義 3・4 ○ 浅川料夫 週1回授業

書道I 演習 2・3 ○ 宮澤正明 週1回授業

書道II 演習 2・3 ○ 宮澤正明 週1回授業

英会話I 演習 1～4 ○ 週1回授業

英会話II 演習 1～4 ○ 週1回授業

英会話III 演習 1～4 ○ 週1回授業

英会話IV 演習 1～4 ○ 週1回授業

簿記I 演習 2・3 ○ 尾川元治 週1回授業

簿記II 演習 2・3 ○ 尾川元治 週1回授業

地域企業の経営論 講義・演習 2～4 開講せず

山梨の地場産業 I 講義・演習 1～4 ○ 水上　篤 週1回授業

山梨の地場産業 II 講義・演習 2・3 開講せず

山梨の地場産業 III 講義・演習 2・3 開講せず

縄文文化と山梨 講義・演習 1～4 ○ 長澤宏昌 週1回授業

地域づくりの理論と実践 講義・演習 1～4 ○ 鞍打大輔 週1回授業

ローカルツーリズム論 講義・演習 2～4 開講せず

分権型社会の基礎理論 講義・演習 2～4 開講せず

分権システム論 講義・演習 1～4 ○ 神山玄太 週1回授業

メディア・コミュニケーション論 講義・演習 2～4 開講せず

メディア編集論 講義・演習 2～4 開講せず

後期

前期

後期

人数制限担当者
単　位　数 履修

年次

期　間

オープンラーニング科目

備考
ナンバリング

コード 科　目　名 区分
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教職課程科目一覧表

必修 選択 自由

日本国憲法Ⅰ 講義 前掲

日本国憲法Ⅱ 講義 前掲

スポーツ実技Ⅰ 実技

スポーツ実技Ⅱ 実技

スポーツ実技Ⅲ 実技

健康スポーツ論Ⅰ 講義

健康スポーツ論Ⅱ 講義

英語1a 演習 前掲

英語1b 演習 前掲

ICTスキルa 演習 前掲

ICTスキルb 演習 前掲

必修 選択 自由

教師論 講義 三井　誠 週1回授業

教育原理Ⅰ 講義 近藤　弘 週1回授業

教育原理Ⅱ 講義 近藤　弘 週1回授業

教育心理学 講義 前掲

発達障害の心理学 講義 前掲

教育制度論 講義 近藤　弘 週1回授業

教育課程論 講義 近藤　弘 週1回授業

国語科指導法Ⅰ 講義 須貝千里 週1回授業

国語科指導法Ⅱ 講義 須貝千里 週1回授業

国語科指導法Ⅲ 講義 須貝千里 週1回授業

国語科指導法Ⅳ 講義 須貝千里 週1回授業

英語科指導法Ⅰ 講義 水上和彦 週1回授業

英語科指導法Ⅱ 講義 水上和彦 週1回授業

英語科指導法Ⅲ 講義 水上和彦 週1回授業

英語科指導法Ⅳ 講義 水上和彦 週1回授業

情報科指導法Ⅰ 講義 栗田るみ子

情報科指導法Ⅱ 講義 栗田るみ子

道徳教育論 講義 寺崎弘昭 中一免のみ必修

特別活動論 講義 堀井啓幸

教育方法論 講義 小林彰彦 週1回授業

生徒・進路指導概論 講義 堀井啓幸

学校臨床心理学 講義 前掲

教育実習事前・事後指導 講義・演習 三井　誠

教育実習Ⅰ 実習 三井　誠

教育実習Ⅱ 実習 三井　誠 中一免のみ必修

近藤　弘

山口勝弘

免許法施行規則に定める科目区分等に定める単位数以上を履修しなければならない。

※教科指導法については、希望する免許教科のみを履修すること。

※高等学校免許のみを取得する場合は、「教職に関する科目」が31単位以上となるよう「発達障害の心理学」を必ず履修すること

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

1週間の
授業回数

1週間の
授業回数

週1回授業教職実践演習（中・高）

担当者

集中講義

備考
ナンバリング

コード 科　目　名 区分

講義・演習

ナンバリング

コード 科　目　名 区分
単　位　数 履修

年次

後期

前期

1科目1単位以上（選択必修）

1科目1単位以上（選択必修）

後期

後期

前期

期　間

集中講義

集中講義

中一免(国語) 必修

中一免(英語) 必修

集中講義

前期

単　位　数

期　間
担当者

履修
年次

教職に関する科目

備考

前期

後期

前期

前期

後期

後期

後期

後期

集中講義

集中講義

集中講義

集中講義
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必修 選択 自由

英語学概論 講義 前掲

英語の文法 講義 前掲

英語音声学 講義 前掲

英米文学史 講義 前掲

英米文学講読 講義 前掲

舞台芸術論 講義 前掲

児童文学講読 講義 前掲

英語1c 演習 前掲

英語1d 演習 前掲

英語2a 演習 開講せず 前掲

英語2b 演習 開講せず 前掲

英語2c 演習 開講せず 前掲

英語2d 演習 開講せず 前掲

演習 開講せず

演習 前掲

演習 前掲

世界の文化 講義 前掲

講義 前掲

講義 前掲

国際関係論 講義 前掲

比較文化・思想論 講義 前掲

多文化共生論 講義 前掲

ヨーロッパの社会と文化I 講義 開講せず 前掲

ヨーロッパの社会と文化II 講義 開講せず 前掲

地域研究・実践論 講義 前掲

1週間の
授業回数

英
語
学

　免許法施行規則に定める科目区分毎にそれぞれ1単位以上履修し、かつ中学校教諭一種免許状にあっては合計30単位以上を、高等学校
教諭一種免許状にあっては合計36単位以上を履修しなければならない。

科　目　名

英
米
文
学

英
語
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

区分 担当者
履修
年次

期　間
備考

単　位　数

英語免許教科に関する科目

異
文
化
理
解
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必修 選択 自由

日本語学概論 講義 前掲

日本語の音声 講義 前掲

日本語の文法 講義 前掲

日本語文法研究 講義 前掲

日本語表現論 講義 前掲

日本語表現演習 演習 前掲

創作と表現 演習 前掲

社会言語学 講義 前掲

現代の日本語 講義 前掲

古典文学論 講義 前掲

近現代文学論 講義 前掲

日本文化論 講義 前掲

日本の文学 講義 前掲

日本文学史 講義 前掲

日本文学講読 I 講義 前掲

日本文学講読 II 講義 前掲

日本文学講読 III 講義 前掲

日本文学講読 IV 講義 前掲

日本文学講読 V 講義 前掲

日本文学講読 VI 講義 前掲

子どもと文化 講義 前掲

漢文学概論 講義 前掲

漢文講読 I 講義 前掲

漢文講読 II 講義 前掲

書道 I 演習 前掲

書道 II 演習 前掲

1週間の
授業回数

国
語
学

科　目　名 区分
単　位　数

漢
文
学

書道（書写を中

心とする）

国
文
学

（
国
文
学
史
を
含
む

）

履修
年次

期　間

国語免許教科に関する科目

担当者 備考
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必修 選択 自由

科学とイノベーション 講義 開講せず

知的財産権と情報倫理 講義 前掲

メディアサイエンス 講義 前掲

情報数理Ⅰ 講義 前掲

情報数理Ⅱ 講義 前掲

プログラミングⅡ 演習 前掲

プログラミングⅢ 演習 前掲

アルゴリズムとデータ構造Ⅰ 講義 前掲

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 講義 前掲

データアナリティクスⅢ 演習 前掲

コンピュータシステムⅠ 講義 前掲

コンピュータシステムⅡ 講義 前掲

プログラミングⅠ 演習 前掲

データアナリティクスⅡ 演習 前掲

プロジェクトマネジメント 講義 前掲

意思決定論 講義 前掲

データアナリティクスⅠ 演習 前掲

メディアプロジェクトⅠ 演習 前掲

ネットワークとセキュリティ 講義 前掲

メディアプロジェクトII 演習 前掲

Webサービス構築I 演習 前掲

Webサービス構築II 演習 前掲

フィジカルコンピューティング 演習 開講せず

メディア表現基礎 演習 前掲

情報と職業Ⅰ 講義 前掲

情報と職業Ⅱ 講義 前掲

情報免許教科に関する科目

履修
年次

1週間の
授業回数

担当者

情報と
職業

備考

情
報
社
会
及
び

情
報
倫
理

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
及
び
情
報
処
理

（
実
習
を

含
む

）

ﾏ
ﾙ
ﾁ
ﾒ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｱ
表
現
及

び
技
術

（
実
習
を
含
む

）

情

報

シ

ス

テ

ム

（
実

習

を

含

む

）

情報通信ネットワー

ク（実習を含む）

科　目　名 区分
単　位　数 期　間
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司書課程科目一覧表

必修 選択 自由

生涯学習概論 講義 開講せず

図書館概論 講義 開講せず

図書館制度・経営論 講義 望月健男 週1回授業

図書館情報技術論 講義 大井奈美 週1回授業

図書館サービス概論 講義 日向良和 週1回授業

情報サービス論 講義 日向良和 週1回授業

児童サービス論 講義 齊藤順子 週1回授業

情報サービス演習 演習 日向良和 週1回授業

図書館情報資源論 講義 池田　勇 週1回授業

情報資源組織論 講義 望月健男 週1回授業

情報資源組織演習 演習 望月健男 週1回授業

図書館情報資源特論 講義 ○ 大井奈美 週1回授業

図書・図書館史 講義 ○ 池田　勇 週1回授業

1週間の
授業回数科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者

図書館司書に関する科目

選
択
科
目

選択必修
2科目2単

位

必
修
科
目

備考ナンバリング
コード

前期

後期

通年

後期

前期

後期

前期

通年

後期
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日本語教員養成課程科目一覧表

必修 選択 自由

日本語教育概論 講義 前掲

日本語教授法1 講義 前掲

日本語教授法2 講義 前掲

日本語教授法演習（実習含む） 演習 前掲

日本語学概論 講義 前掲

日本語文法研究 講義 前掲

日本語表現論 講義 前掲

日本語表現演習 演習 前掲

現代の日本語 講義 前掲

日本語の文法 講義 前掲

日本語の音声 講義 前掲

認知心理学 講義 前掲

学習心理学 講義 前掲

教育心理学 講義 前掲

社会言語学 講義 前掲

多文化共生論 講義 前掲

講義 前掲

講義 前掲

民族と社会Ⅰ 講義 前掲

民族と社会Ⅱ 講義 前掲

国際関係論 講義 前掲

日本文化論 講義 前掲

比較文化・思想論 講義 前掲

科目区分ごとの必要単位数を満たし、さらに合計30単位以上を修得すること。

社
会
・
文
化
・
地
域

8単位以上

8単位以上

4単位以上

4単位以上

言
語
と
心
理

2単位以上

言
語
と
教
育

言
語
一
般

言
語
と
社
会

日本語教員養成課程に関する科目

科　目　名 区分
単　位　数 履修

年次

期　間
担当者 備考
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履修登録上限対象外科目一覧表

必修 選択 自由

アジア短期留学Ⅰ 1～4 前掲
アジア短期留学Ⅱ 1～4 前掲
インターンシップ 2･3 前掲
海外インターンシップ 2･3 前掲

必修 選択 自由

教師論 前掲
教育原理Ⅰ 前掲
教育原理Ⅱ 前掲
教育制度論 前掲
教育課程論 前掲
国語科指導法Ⅰ 前掲
国語科指導法Ⅱ 前掲
国語科指導法Ⅲ 前掲
国語科指導法Ⅳ 前掲
英語科指導法Ⅰ 前掲
英語科指導法Ⅱ 前掲
英語科指導法Ⅲ 前掲
英語科指導法Ⅳ 前掲
情報科指導法Ⅰ 前掲
情報科指導法Ⅱ 前掲
道徳教育論 前掲
特別活動論 前掲
教育方法論 前掲
生徒・進路指導概論 前掲
教育実習事前・事後指導 前掲
教育実習Ⅰ 前掲
教育実習Ⅱ 前掲
教職実践演習（中・高） 前掲

生涯学習概論 開講せず
図書館概論 開講せず
図書館制度・経営論 前掲
図書館情報技術論 前掲
図書館サービス概論 前掲
情報サービス論 前掲
児童サービス論 前掲
情報サービス演習 前掲
図書館情報資源論 前掲
情報資源組織論 前掲
情報資源組織演習 前掲
図書館情報資源特論 前掲
図書・図書館史 前掲

卒業要件に含まれないもの　※登録上限単位には含まず、資格要件のみとなる科目

科　目　名
単　位　数 履修

年次
期　間 担当者

卒業要件に含まれるもの　※登録上限単位には含まず、卒業要件となる科目

科　目　名
単　位　数 履修

年次
期　間 担当者
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必修科目一覧表

○は必修科目として履修する科目

区分 科目名 単位数 １年次入学生 ２年次転入生 ３年次編入生

キリスト教概論Ⅰ ○ ○
キリスト教概論Ⅱ ○ ○
キリスト教と山梨英和 ○ ○
キリスト教と現代社会 ○ ○
人間文化学 ○
基礎ゼミナールa ○
基礎ゼミナールb ○
基礎ゼミナールc ○
基礎ゼミナールd ○
ライフデザインⅠ ○
ライフデザインⅡ ○
コミュニケーションスキル ○
ICTスキルa ○
ICTスキルb ○
ICTスキルc ○
ICTスキルd ○
英語1a 　 ※留学生は「日本語1a」を履修 ○
英語1b    ※留学生は「日本語1b」を履修 ○
英語1c    ※留学生は「日本語1c」を履修 ○
英語1d    ※留学生は「日本語1d」を履修 ○
サービスラーニングI ○ ○
山梨学a ○ ○
山梨学b ○ ○
こころの科学Ⅰ ○ ○
世界の文化 ○ ○
データサイエンスⅠ ○ ○
データサイエンスⅡ ○ ○
合計単位数
サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅠ
サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅡ
サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅢ
サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅣ
グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅠ
グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅡ
グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅢ
グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅣ
メディアサイエンス専門ゼミナールⅠ
メディアサイエンス専門ゼミナールⅡ
メディアサイエンス専門ゼミナールⅢ
メディアサイエンス専門ゼミナールⅣ
卒業プロジェクト研究Ⅰ
卒業プロジェクト研究Ⅱ
卒業プロジェクト研究Ⅲ
卒業プロジェクト研究Ⅳ

ゼ
ミ

フ
ル
ー

エ
ン
シ
ー

科
目

必修合計単位数

選択必修
6単位以上

選択必修
6単位以上

選択必修
6単位以上
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旧カリキュラム履修マニュアル目次

年度新カリキュラムおよび 学期制導入に伴う変更点について

１ 教育課程

２ 単位制度・卒業・コースの修了

３ 履修登録

４ 授業

５ 試験・レポート

６ 成績・単位認定

７ 科目別履修上の注意

８ 教職課程の履修

９ 図書館司書課程の履修

１０ 日本語教員養成課程の履修

１１ その他

付録 年度新カリ開講科目一覧表

旧カリ開講科目一覧表

教職課程科目一覧表（教職に関する科目のみ）

司書課程科目一覧表

履修登録上限対象外科目一覧表

年度カリキュラム読替対応表

資格課程読替対応表（教職・司書・日本語教員）

 





1 
 

年度新カリキュラムおよび 学期制導入に伴う変更点について

本学では 年度から以下のとおり新カリキュラムおよび 学期制を導入いたします。

今までとの変更点を確認いただき、新制度についてご理解くださいますようお願いします。

① 学期制導入

これまでのセメスター（前期および後期）をそれぞれ 分割し、 ヶ月を 学期とし、

年間を 学期とします。 週を つのターム（クォーター： ）としますので授業回数

は 回または 回とします。授業開講パターンも変更となります。

※１ 教育課程を参照してください。

②授業時間帯

授業回数の変更に伴い、１時限を８０分授業とします。

※４ 授業を参照してください。

③カリキュラムの適用年度と科目の読み替え

入学年度別適用カリキュラムは表のとおりです。

入学年度 １年次入学生 ２年次転入学生 ３年次編・転入学生

以前 旧カリキュラム 旧カリキュラム 旧カリキュラム

新カリキュラム 旧カリキュラム 旧カリキュラム

新カリキュラム 新カリキュラム 旧カリキュラム

以降 新カリキュラム 新カリキュラム 新カリキュラム

 
２０１６年度以降は原則として新カリキュラムの科目を開講し、旧カリキュラム学生

は読み替え表（旧カリと新カリの科目対応を示したもの）にしたがって履修することと

なります。読替表及び旧カリ開講科目一覧表に記載のない科目は、新カリキュラム学生

のみ履修することのできる科目です。旧カリキュラムの学生は履修することができませ

んので注意してください。

時間割表示や履修登録画面は新カリキュラムで表示し、成績表等は旧カリキュラムに

読み替えて保存します。また、旧カリ学生の卒業要件等は従前のカリキュラムのままで

ありコース制を適用します。

※３ 履修登録を参照してください。
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2 
 

１ 教育課程

１ カリキュラム

カリキュラムとは、大学での教育目標を達成するために、順序立てて編成された教育内

容の計画のことです。本学のカリキュラムには次の 種類があります。

基礎科目 本学の学びで最も基本となる科目群

基盤科目 本学の学びで幅広い教養を保証する科目群

専門科目 本学の学びで深い専門能力を保証する科目群

２ 科目区分

カリキュラムにあるすべての科目は、次のように分類されます。

必修科目 卒業するために必ず修得しなければならない科目

選択科目 卒業するために大学が定める科目の中から選択して修得しなければならな

い科目

選択必修科目 選択科目のうち指定された複数の科目から選択して修得しなければならな

い科目

各科目の区分については、開講科目一覧表で確認してください。大学ではどの科目を履

修するかは基本的にみなさんの自由ですが、必修科目・選択必修科目は必ずその年次で修

得するようにしてください。

年間に履修する科目の流れとしては、次のようになります。みなさんの興味や専門によ

って履修する科目が異なりますので、全員がこの流れになるということではありません。

あくまでも標準的な流れと考えてください。

年次 必修科目を中心に基礎・基盤科目を履修

年次 基盤科目を中心にコースに応じて専門科目を履修

・ 年次 専門科目を中心に履修

とくに ・ 年次ではすべての必修科目・選択必修科目をとりこぼさないように注意してく

ださい。必修科目を取りこぼすと、時間割の関係でその後の履修計画に大きく影響します。
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ナンバリングコードは巻末の開講科目一覧表及び シラバスの副題欄に掲載されていま

す。

４ クォーター制とセメスター制

多くの大学ではセメスター制を導入しています。セメスター制とは、 年を前期と後期に

わけ、学期ごとに単位の認定を行う制度です。これに対し、本学では前期と後期をさらに

２分割するクォーター制を導入します。

クォーター制とは前期・後期の各セメスターをさらに２つに分け、１年を４学期とする

制度です。基本的には１つのクォーター で完結しますが、科目によって授業の開講パタ

ーンが異なります。

開講期間 週あたり 週数 授業時間数

① １ 週１日１コマ ８ １５

② １ 週２日２コマ ８ ３０

③ １ 週１日２コマ（２時限連続） ８ ３０

④ ２ （半期） 週１日１コマ １６ ３０

⑤ ４ （通年） 週１日１コマ ３２ ６０

また、一部の科目では土曜日や長期休業期間中に開講する場合があります。これを集中

講義といいます。集中講義の開講日は集中講義時間割で確認してください。

５ 履修年次

難易度や専門性などを考慮して、すべての科目に「履修年次」が割り当てられています。

履修年次は「この科目は、その年次（学年）で履修することが望ましい」という基準とな

っているものです。自分の学年よりも上位の履修年次にある科目は履修できません。下位

の履修年次にある科目は履修できます。

６ シラバス

どの科目を履修するかという判断材料の一つにシラバスがあります。シラバスは各科目

の概要、授業計画、成績評価の方法、テキストなどをまとめたものです。また、科目によ

っては履修のための条件を課しているものもあります。科目を履修する前に必ずシラバス

を読んでください。シラバスは 上で見ることができます。
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２ 単位制度・卒業・コースの修了

１ 単位制度

大学での学修はすべて単位制になっています。単位制とは、授業科目を履修して試験に

合格することによって、授業科目ごとに指定された単位を修得する制度のことです。基本

的には以下の基準によって単位数を定めていますが、各科目の単位数については必ず一覧

表やシラバスなどで確認をしてください。

科目の種類 授業時間数 単位数

講義・演習科目 ～ 時間 単位

実験・実習・実技科目 ～ 時間 単位

ただし、各科目の学習は授業時間だけでなく予習・復習の時間も必要となります。 学期

（セメスター）に多くの科目を履修すると、それらの時間が確保できなくなります。そこ

で本学では 年間に履修登録できる単位数を制限しています（これをキャップ制といいま

す）。※３ 履修登録を参照してください。

２ 卒業要件

大学に一定期間以上在学し、すべての必修科目を含めた所定の単位以上を修得すれば、

本学を卒業し、学士（人間文化）の学位を取得することができます。在学の期間や必要な

単位数・条件については次の表のとおりです。

入学種別 在学年数 修得単位

年次 入学生 年以上 単位以上

年次転入学生 年以上 ～ 単位以上

年次転入学生 年以上 ～ 単位以上

年次編入学生 年以上 単位以上

転入学の場合は本学入学時に認定される単位数によって条件が異なります。
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３ 月卒業

在学年数の条件を満たす段階になっても修得単位不足のために卒業延期になった場合、

翌年度の前期で修得単位の条件を満たせば、翌年度の 月に卒業することができます。

なお、 月卒業を希望する場合は通年講義・集中講義を履修することは出来ません。

４ コース制とコース修了条件

本学の人間文化学部人間文化学科には専門領域の異なる つのコースがあります。すべ

ての学生は 年次の後期（ 年次入学生は入学時）に所属するコースを選択します。コース

に定員はありませんので、全学生が希望するコースを選択できます。各コースにはその到

達目標を達成するのに必要な科目（コア科目）が用意されており、みなさんは専攻したコ

ースが指定しているコア科目を修得していきます。そして卒業時に各コースの修了条件を

満たした学生は、卒業証書とともにコース修了認定証を受け取ることができます。各コー

スの修了条件は次のとおりです。 年度からカリキュラム変更に伴い読替表を使用しま

す。コア指定科目については読替表記載のコースコア指定を確認してください。

コース ・ 年次入学 年次入学 指定専門ゼミ

総合人間文化 単位以上 単位以上 なし

心理臨床 単位以上 単位以上 あり

心理社会 単位以上 単位以上 あり

情報システム 単位以上 単位以上 あり

ビジネス・コミュニケーション 単位以上 単位以上 あり

英語・英語圏文化 単位以上 単位以上 あり

日本語・日本文化 単位以上 単位以上 あり

ただし、総合人間文化コースを除く つのコースではコア科目の単位数だけでなく、各

コースが指定した専門ゼミナールの単位を修得しなければなりません。また、コースの修

了は卒業することが前提です。卒業前に上記の修了条件が満たされても、コース修了認定

証を卒業前に受け取ることはできません。
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３ 履修登録

１ 履修登録

履修登録とは、定められた期間に各自が履修しようとする科目を登録することです。履

修登録を行わなかった場合は単位が認定されませんので、必ず履修登録を行ってください。

また、卒業までに履修登録する総単位数は卒業要件を十分に満たすよう、余裕を持たせる

ようにしてください。

なお、履修登録は第 クォーターと第 クォーターの始めに行います。履修登録期間に

ついては学年暦を確認してください。

履修登録期間 登録対象科目

第１ （前期） 第１ ・第２ ・前期・通年開講科目

第３ （後期） 第３ ・第４ ・後期開講科目

※第 、第 開始時に履修修正期間を設けますが、登録科目の変更（同じ単位数分のみ変

更）および削除のみ可能です。（科目の追加はできません）

２ 履修登録の上限（キャップ制）

大学での学習成果を積み上げていくためには、在学期間中にバランスよく履修すること

が必要です。本学では年間に履修登録できる単位数は 単位までと定められています。

※大学コンソーシアムやまなしの単位互換科目を登録する場合も年間の登録上限 単位に

含みますので注意してください。

（例）前期登録期間中に前期、通年、集中で合計 単位登録した。

→ 後期登録期間では合計 単位まで登録できます。

※ 年間の在学期間を満たし卒業が延期となった場合のみ、登録単位の上限はありません。

なお、後期に登録できる単位数は前期にどれだけ登録したかによりますので、「前期で単位

を落としたからそのぶんを後期で登録できる」ということにはなりません。注意してくだ

さい。

また、一部の科目には履修登録の年間上限 単位に含まれないものがあります。

具体的な科目については巻末の開講科目一覧表で確認してください。

 卒業要件に含まれない資格課程の科目

 卒業要件に含まれるが、学外実習などを主とする集中講義科目
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３ 科目の読み替え

年度から新カリキュラムを導入しますが、 年生から 年生のみなさんのカリキュ

ラムは旧カリキュラムです。また卒業時までコース制は残り、卒業要件も変わりません。

科目の読み替えは科目の内容がほぼ同じものを対応させていきます。履修できる科目は

旧カリキュラムに対応している新カリキュラムの科目、旧カリ開講の科目です。 年度

カリキュラム読み替え対応表に基づき、旧カリキュラム科目名を新カリキュラム科目名に

読み替えて履修登録してください。

読替表及び旧カリ開講科目一覧表に記載のない科目は、新カリキュラム学生のみ履修す

ることのできる科目です。旧カリキュラムの学生は履修することができませんので注意し

てください。

なお、時間割やシラバスには旧カリ開講科目以外は新カリキュラムの科目名が表示され

ます。科目の読み替えや単位計算の間違いによっては，卒業延期やコース・資格の修了が

できない場合がありますので注意してください。

【読替パターン１】旧カリ科目１：新カリ科目１で対応する場合

旧カリ科目名（在学生用） 新カリ科目名（新入生用）
旧カリ「ココロの科学Ⅰ」を新カリ

「こころの科学Ⅰ」に読み替えて履修ココロの科学Ⅰ こころの科学Ⅰ

新カリ「こころの科学Ⅰ」の単位を取ることで、「ココロの科学Ⅰ」をとったものとします。

【読替パターン２】旧カリ科目１：新カリ科目２で対応する場合

旧カリ科目名（在学生用） 新カリ科目名（新入生用）
旧カリ「はじめての統計」を新カリ

「心理学統計法Ⅰ」「心理学統計法Ⅱ」

に読み替え、 科目を同一年度に履修
はじめての統計

心理学統計法Ⅰ

心理学統計法Ⅱ

新カリ「心理学統計法Ⅰ」「心理学統計法Ⅱ」の単位を取ることで、「はじめての統計」を

とったものとします。合格時の素点については 科目の平均点にて処理します。

例）「心理学統計法Ⅰ」 点、「心理学統計法Ⅱ」 点 ⇒ 「はじめての統計」 点

Ⅰに合格してⅡが不合格となった場合は、「はじめての統計」は不合格となり素点は未記載

となります。Ⅱだけを次年度以降に再度履修し合格することで「はじめての統計」をとっ

たものとします。

４ 履修登録の方法とキャンパスプラン

履修登録はキャンパスプランとよばれる システムを使って行います。キャンパスプ
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ランによる履修登録の方法についてはキャンパスプランのマニュアルを参考にしてくださ
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暦を参照してください。

※履修中止した科目（評価： ）は （ ）の換算対象にはなりません。
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３ 科目の読み替え
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４ 授業

１ 時間割

授業は月曜日から金曜日まで、以下の時間帯で開講されます。

時限
時間帯

通常授業 集中講義

時限 ～ ～

チャペルアワー ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

時限 〜 〜

チャペルアワーについてはキャンパスガイドで確認してください。なお、本学で定めて

いるキリスト教教育週間の期間中は一部授業時間帯が変更になります。

また、授業回数調整のため、一部の日で別の曜日の授業時間割となることがあります。

学年暦や掲示版等を確認してください。

２ 休講・補講

担当教員の公務、出張、病欠などにより授業が休講となることがあります。休講情報に

ついてはキャンパスプランや掲示板で確認してください。

休講となった授業科目は原則として、補講（振替授業）を行います。補講の実施日時、

場所についてはキャンパスプランや掲示板で確認してください。

交通機関がストライキ、自然災害により運休した場合又は甲府市に特別警報が発表され

た場合は、本学の授業等を次の各号に掲げる基準により、キャンパスプラン、大学ホーム

ページ等に告知し、休講とします。

（中央本線新宿－小淵沢間、身延線甲府－十島間）、私鉄（富士急行線大月－富

士山間）、山梨交通県内路線バス及び富士急行県内路線バスともに運休となった場合又

は甲府市に特別警報が発表された場合は、終日休講とする。

前項に規定する運休又は警報が解除されたときは、次のとおり授業を開始する。

① 特別警報が発表された場合

－ 10 －
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午前 時までにいずれか一つの交通機関の運休が解除され、かつ、特別警報が解除

されたときは、 時限を休講とし 時限から開始し、午前 時までにされたときは、

１時限及び 時限を休講とし、 時限から開始する。

② 特別警報が発表されない場合

午前 時までにいずれか一つの交通機関の運休が解除されたときは、 時限を休講と

し、 時限から開始し、午前 時までにされたときは、 時限及び 時限を休講と

し、 時限から開始する。

（中央本線新宿－小淵沢間、身延線甲府－十島間）、私鉄（富士急行線大月－富

士山間）、山梨交通県内路線バス又は富士急行県内路線バスのいずれか一つが午前

時現在で運休となっている場合は、 時限を休講とし、 時限から開始する。

副学長（学生サービス担当）は講義中等に前各号に規定する交通又は気象の状況と

なったとき又は見込まれるときは、直ちに講義等を中止又は休講とし、退校・帰宅

を命ずることができるものとする。

３ 閉講

履修登録による集計の結果、履修者数が一定に満たない場合は閉講することがあります。

閉講した科目を履修していた学生については、別の科目を履修登録できるよう手続きを行

いますので、掲示板およびポータルサイトで確認してください。

４ 教室・担当者の変更

やむを得ない事情により、学期の途中で教室や担当者を変更することがあります。変更

する場合は掲示板およびポータルサイトで連絡をしますので、見落とさないように注意し

てください。

５ 欠席・公用欠席

病気やけがなどで 週間以上の欠席をした場合は欠席届（診断書などの証明書を添付す

ること）を提出してください。ただし、欠席についての取り扱いは担当教員の判断により

ますので、欠席届を提出したからといって必ず出席回数が考慮されるということではあり

ません。

また、公用欠席（公欠）が認められるケースは以下のとおりです。公欠の場合は欠席の
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いるキリスト教教育週間の期間中は一部授業時間帯が変更になります。

また、授業回数調整のため、一部の日で別の曜日の授業時間割となることがあります。

学年暦や掲示版等を確認してください。

２ 休講・補講

担当教員の公務、出張、病欠などにより授業が休講となることがあります。休講情報に

ついてはキャンパスプランや掲示板で確認してください。

休講となった授業科目は原則として、補講（振替授業）を行います。補講の実施日時、

場所についてはキャンパスプランや掲示板で確認してください。

交通機関がストライキ、自然災害により運休した場合又は甲府市に特別警報が発表され

た場合は、本学の授業等を次の各号に掲げる基準により、キャンパスプラン、大学ホーム

ページ等に告知し、休講とします。

（中央本線新宿－小淵沢間、身延線甲府－十島間）、私鉄（富士急行線大月－富

士山間）、山梨交通県内路線バス及び富士急行県内路線バスともに運休となった場合又

は甲府市に特別警報が発表された場合は、終日休講とする。

前項に規定する運休又は警報が解除されたときは、次のとおり授業を開始する。

① 特別警報が発表された場合
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扱いにはなりません。所定の手続きをとってください。この他にも特例として公欠が認め

られることもあります。

 就職活動での採用試験または大学院の入学試験

 実習への参加（教育実習など）

 忌引（配偶者 日、父母 日、子 日、祖父母・兄弟姉妹 日、曾祖父母 日、おじ・

おば 日）

 学外行事への参加（行事の内容によっては認められないことがありますので事前に相

談してください）

 自然災害・公共交通機関の遅延・運休

 法定伝染病またはその疑いがあると診断されたとき

～ の場合には、その往復に必要と認める日数を加算することができます。
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５ 試験・レポート

１ 試験の種類

試験の種類は次のとおりです。

期末試験 学期末に行われる試験

追試験 疾病などのやむを得ない理由で期末試験を受けることができなかった学

生に対して行う試験

科目によっては中間試験などが行われる場合があります。担当教員の指示にしたがってく

ださい。

２ 受験の条件

以下の条件をすべて満たしている場合に試験を受けることができます。

 履修登録をした科目であること

 その科目の出席回数がおおむね全体の 分の 以上であること

３ 受験上の注意

試験を受けるときには、次のことに十分注意してください。

 監督者の指示にしたがってください。

 学生証を机の上に置いてください。学生証がない場合は受験できませんので、ただち

に仮学生証の発行（発行手数料 円：当日限り有効）を受けてください。

 持ち込みを許可されたもの以外はすべてカバンなどにしまってください。

 電子機器（携帯電話や端末など）は、必ず電源を切ってカバンなどにしまってくださ

い。これらを時計として使用することはできません。

 試験中の物の貸し借りや私語は禁止します。

 解答用紙は必ず学籍番号と氏名を書いて提出してください。

 試験開始後 分をこえて遅刻した場合は受験できません。

 試験開始後 分までは退室できません。

以上のことを守らない場合は不正行為となり、処分されることがあります。仮にそうでな
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扱いにはなりません。所定の手続きをとってください。この他にも特例として公欠が認め
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おば 日）

 学外行事への参加（行事の内容によっては認められないことがありますので事前に相

談してください）
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くても不正行為ではないかと疑われるような行動はトラブルのもとになりますので、十分

注意してください。

４ 追試験

期末試験をやむを得ない理由で受験できなかった場合、追試験受験願（様式あり）と受

験料 円を提出し、認められた学生は追試験を受験できます。追試験受験を申請でき

る理由は次のとおりです。証明書類を必ず一緒に提出してください。

追試を希望する場合は、必ず試験開始前までに大学へ連絡し指示に従ってください。試

験開始時間までに申し出のない追試申請は受付出来ません。

欠席理由 必要書類

①病気または負傷 医療機関発行の診断書

②親族（ 親等以内）の葬儀 葬儀日程が確認できる印刷物

③就職試験 採用試験を実施した機関の証明を受け、窓口で認

印を受けたもの

④自然災害 理由を証明する文書または書類

⑤公共交通機関の遅延 遅延証明書

⑥交通事故 事故証明書

⑦学外実習（追試料不要） 実習日程表

⑧その他 副学長 学生サービス担当 が必要と認めたもの

追試験受験の申請は、その科目の試験が行われてから 日以内（③のみ試験の 日前ま

で）に行ってください。追試験の評価は通常の試験と同じです。また、追試験を欠席した

場合の再度の追試験はありません。

５ 試験代行レポート

レポートのうち、試験の代わりに課されるものを試験代行レポートとよびます。試験代

行レポートは指定された方法で本人が提出しなければなりませんが、レポート作成におけ

る指示はすべて担当教員にしたがってください。
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６ 成績・単位認定

１ 成績の種類

成績は 点満点で、 点以上が合格となります。評価基準は次のとおりです。

判定 評価 点数

合格

～ 点

～ 点

～ 点

～ 点

不合格 ～ 点

履修中止

２

（グレードポイントアベレージ）とは、「どのくらい優秀な成績で単位を修得できて

いるか」を数値化したものです。 は ～ の間で算出されます。値が大きいほど優

秀な成績であることを表します。 は教職課程での教育実習の資格審査や奨学金の選考な

どに使われます。ただし、「認定」処理した単位は の計算対象とはなりません。

× の単位数 ＋ × の単位数 ＋ × の単位数 ＋ × の単位数

総登録単位数

３ 成績発表

各科目の成績発表は、各クォーター・期末ごとにキャンパスプランで確認できるほか、

保護者あてに郵送（前期末・後期末）します。評価はレターグレードまたは素点で開示し

ます。

単位を取得した科目は、キャンパスプラン成績情報、成績証明書（有料発行）及び成績

通知書（自宅発送）において全て旧カリキュラムの科目名で記載します。

ただし、読替表にて 科目セットの講義を履修し不合格となった場合は、実際に登録し

た科目（新カリキュラム）名の合否内訳を表示した成績通知書を別途発行します。希望す

る学生にはクォーターごと成績が確定した段階で通知書をお渡ししますので学生サービス
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くても不正行為ではないかと疑われるような行動はトラブルのもとになりますので、十分
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期末試験をやむを得ない理由で受験できなかった場合、追試験受験願（様式あり）と受

験料 円を提出し、認められた学生は追試験を受験できます。追試験受験を申請でき

る理由は次のとおりです。証明書類を必ず一緒に提出してください。

追試を希望する場合は、必ず試験開始前までに大学へ連絡し指示に従ってください。試

験開始時間までに申し出のない追試申請は受付出来ません。

欠席理由 必要書類

①病気または負傷 医療機関発行の診断書

②親族（ 親等以内）の葬儀 葬儀日程が確認できる印刷物

③就職試験 採用試験を実施した機関の証明を受け、窓口で認

印を受けたもの

④自然災害 理由を証明する文書または書類

⑤公共交通機関の遅延 遅延証明書

⑥交通事故 事故証明書

⑦学外実習（追試料不要） 実習日程表

⑧その他 副学長 学生サービス担当 が必要と認めたもの

追試験受験の申請は、その科目の試験が行われてから 日以内（③のみ試験の 日前ま

で）に行ってください。追試験の評価は通常の試験と同じです。また、追試験を欠席した

場合の再度の追試験はありません。

５ 試験代行レポート

レポートのうち、試験の代わりに課されるものを試験代行レポートとよびます。試験代

行レポートは指定された方法で本人が提出しなければなりませんが、レポート作成におけ

る指示はすべて担当教員にしたがってください。
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部まで申し出てください。一度合格した科目は、いかなる理由があっても再度履修するこ

とはできません。

なお、成績証明書（有料発行）には合格した科目とその評価のみを表示し素点は記載し

ません。

４ 単位の認定

単位の認定は前期末（第 クォーター終了後）と後期末（第 クォーター終了後）に行

います。 の計算も同様に年 回とします。

５ 成績評価についての異議申し立て

自己評価と成績評価との間に大きな開きがあり、明らかに評価の誤りであると思われる

ものについて、異議を申し立てることができます。ただし、以下の条件をすべて満たして

いる場合に限ります。申請する場合は所定の様式を指定された期間内に学生サービス部へ

提出してください。なお、申請時に内容についての聞き取りを行います（聞き取りの内容

によっては申し立てを受理しないことがあります）。

（１） 履修登録をしていること

（２） 授業の欠席回数が、全体の３分の１未満であること

（３） 授業中に課せられたレポートや小テスト等をすべて提出していること

（４） 授業内試験を受験していること

－ 16 －



17 
 

７ 科目別履修上の注意

１ 必修科目・選択必修科目のクラス

同一の科目で複数クラス開講される場合があります。そのうち、必修科目および選択必

修科目のクラスについては学籍番号やクラス分けテストの結果に基づいて行いますので、

必ずそのクラス（キャンパスプラン上ではすでに登録されています）で履修してください。

※選択必修科目「外国語」は同一言語の１（前期）・２（後期）を修得する必要があります。

また、 言語を既に履修済みの場合は他言語の「外国語１・２」を追加履修することも可能

です。

＜再履修する場合＞

必修科目または選択必修科目を再履修する場合は科目によってクラスの選択方法が異な

ります。下の表で確認してください。

科目名 クラス

基礎ゼミナール１・２
再履修クラスを選択してください。（キャン

パスプラン上ではすでに登録されています）

アカデミック・ジャパニーズ
必ず学生サービス部で相談をしてからクラ

ス選択してください。

リテラシー演習１・２
再履修クラスを選択してください。（キャン

パスプラン上ではすでに登録されています）

外国語（英語１・２）
必ず学生サービス部で相談をしてから、クラ

スを選択してください。

その他 各自の判断でクラスを選択してください。

２ 語学関連科目

一部の科目には、その言語を母語とする学生の履修を認めないものがあります。科目を

選択するときには注意してください。

外国語１・２ アカデミック・ジャパニーズ 生活の中の中国語

生活の中の韓国語 ビジネス中国語 ビジネス韓国語

コミュニケーションのための日本語 ビジネス日本語
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３ 日本語学関連科目

次の科目は「日本語」という名前がついていますが、専門性の高い科目です。日本語教

員養成課程を履修するなどの高い意識がない場合は履修しないようにしましょう。

日本語教授法１・２ 日本語教材・教具論 日本語教授法演習

４ 専門ゼミナール・卒業研究

在学生についてはすでに配属先は決まっていますが、変更を希望する人はオリエンテー

ション期間中に必ず変更元・変更先の教員の了解をもらってください。履修登録時には変

更先のクラスを登録してください。

年次編・転入学生の専門ゼミナールについても同様にオリエンテーション期間中に必ず

希望するクラスの教員の了解をもらってから、そのクラスの履修登録を行ってください。

いずれの場合も、すでに人数を超えているクラスや教員の了解のない変更・配属は認め

られません。もし履修登録を行ったとしても、登録は無効として取り消します。

５ その他

履修にあたっては、まずシラバスを読んでから 回目の講義に出席してください。シラ

バスには「履修上の注意」や「関連科目・前提科目」（その科目を履修するうえで事前に履

修していることが望ましい科目）が書かれています。シラバスに書かれている条件を満た

していない科目は原則として履修しないようにしてください。
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８ 教職課程の履修

１ 教員養成の目標及び当該目標を達成するための計画

本学における教員の養成は、本学の建学の精神であるキリスト教の人間観を基盤として、

深い専門的教養を培い、学生一人一人に真摯に向き合う姿勢を確立することを目標として

います。

その目標を達成するために、キリスト教関係の科目をはじめとして各専門科目を充実さ

せていると共に、学内外の諸活動に積極的に参加し、人間としての豊かな成長を図ること

ができるように全学的な取り組みを進めています。

２ 本学で取得できる免許状

教育職員免許状（以下、免許状）を取得するためには教職課程を履修しなければなりま

せん。本学で取得できる免許状の種類と教科は表のとおりです。

種類 教科

中学校教諭一種免許状
英語

高等学校教諭一種免許状

中学校教諭一種免許状
国語

高等学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状 情報

履修の方法は免許状の種類・教科によって異なりますので、以下のマニュアルをよく読

んだうえでオリエンテーションなどに必ず出席してください。なお、 年次編入学生につい

ても履修することはできますが、相当な覚悟と努力が必要です。

履修を希望する場合は履修登録時にキャンパスプラン上にて資格申請をする必要があり

ます。なお、資格課程を途中辞退する場合は、必ず学生サービス部へ申し出てください。
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年次編・転入学生の専門ゼミナールについても同様にオリエンテーション期間中に必ず

希望するクラスの教員の了解をもらってから、そのクラスの履修登録を行ってください。
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３ 受講料

教職課程を受講するには、受講料などを納めなければなりません。免許状取得までに必

要なものは次のとおりです。

種類 金額

教職課程受講料 円（在学中 回納付）

教育実習謝金 別途徴収

免許状授与申請手数料

実費徴収
教育実習保険加入料

介護等体験費用

介護等体験保険加入料

このうち、教職課程受講料は定められた期日（原則として 年次 月）までに納付しなけ

ればなりません。いったん納入した受講料は、理由のいかんにかかわらず返還できません

ので、注意してください。

４ 必要単位数と履修方法

免許状を取得するためには次の表にある基礎資格と所定の単位を修得しなければなりま

せん。

教科 種類 基礎資格

本学における必要単位数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教職免許施

行規則第

条の

英語
中学

学士の学位

を有するこ

と

高校

国語
中学

高校

情報 高校

したがって、免許状を取得するためには、次のことが必要です。
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 卒業要件となる単位を修得する。

 教職課程の「教職に関する科目」の単位を修得する。

 教職課程の「教科または教職に関する科目」の単位を修得する。

 教職課程の「教科に関する科目」の単位を修得する。

上記の科目の履修については、卒業要件に含まれる科目と含まれない科目とがあります。

 卒業要件に含まれる科目は履修登録上限の対象となります。

 卒業要件に含まれない科目は履修登録上限の対象とはなりません。

 出席日数が不足している場合の扱いは通常の課程に準じます。

 受講料を納めていない場合、教職課程の履修は認めません。

免許の種別による科目のリストは巻末の教職課程科目一覧表で確認してください。

５ 介護等体験

介護等体験とは、「小学校及び中学校教諭の普通免許状に係る教育職員免許法の特例等に

関する法律」に基づき課される 日間の特別支援学校および社会福祉施設で行う実習です。

これは授業外活動であり、成績評価はありませんが、免許状申請の際に体験を実施したこ

とを証明する書類が必要となります。介護等体験に関する注意事項は次のとおりです。

 対象者

中学校教諭一種免許状（英語または国語）取得希望者

 実施時期

実習先 実習の日数 時期

特別支援学校 日 実習先との調整により決定

社会福祉施設 日 実習先との調整により決定

実習は 年次に行くものとし、時期の調整は大学で行います。

 手続き

年度はじめのオリエンテーションのときに行います。

 経費

社会福祉施設における体験費用は、県社会福祉協議会を通じて指定された金額を、介

護等体験申し込み時に支払います。体験にともなう食費・交通費は自己負担です。

 事前の注意

 実習の前に十分事前学習をしておくこと。

 事前のオリエンテーションを必ず受けること。
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 十分に体調を整えて臨むこと（風邪・下痢等の症状がある場合には実習を受ける

ことができない）。

 実習終了後に発行された証明書は、免許状の申請時まで大切に保管すること（再

発行はされない）。

 実習中の注意

 指定された時間・場所に指定されたものを持参すること（特に遅刻や欠席は、実

習先はもちろん、今後実習に行く後輩にも大変な迷惑がかかります）。

 大学・実習先の指導にしたがい、実習によって知り得た個人情報は絶対に口外し

ないこと。

 児童、生徒、入居者等には次のような態度で接し、常に誠実に取り組むこと。

○ 相手の人権と自立を尊重する。

○ 相手の話に耳を傾ける。

○ 相手のペースに合わせて行動する。

○ 相手に不快感を与えるような言動・行動はしない。

 派手にならない動きやすい服装で臨むこと。

 実習先の運営の妨げになるような行動はしないこと。

 児童、生徒、入居者等の安全に留意すること。

 与えられた仕事を理解し、積極的に取り組むこと。

 実習先の関係者には、感謝の気持ちを持って接すること。

６ 教育実習

免許状を取得するためには、教育実習を必ず受けなければなりません。実習期間は原則

として、中学校免許を取得する場合は３週間以上、高等学校免許を取得する場合は２週間

以上、中学校・高等学校両方の免許を取得する場合は３週間以上の実習が必要です。

教育実習を受けるには次の条件が必要です。

 次の科目の単位を修得済みであること。

（教職に関する科目）

教師論 教育原理Ⅰ・Ⅱ 教育心理学

道徳教育論 特別活動論 生徒指導概論

免許状の教科・種類に応じて必修と定められている教科指導法のすべて

（教科に関する科目）

設定されている科目のうち、免許取得要件の 分の 以上。
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 卒業および免許取得が見込まれると判断されること。

 教育実習事前指導を受講していること。

 ・ 年次の成績（ ）が所定の基準 に達していること。英語の場合はこれに加え、

指定されたクラスを履修し、 点以上を取得済みであること。

なお介護等体験または教育実習が、前期または後期の期間中である場合は公欠扱いとな

ります。特に学生のみなさんの手続きは必要ありません。

７ 履修カルテ

履修カルテとは、学生の教職課程における履修履歴を把握し、それを踏まえた指導を行

うために作成するものです。

教職課程の履修を開始する 年次 月に作成し、毎年各学生が情報を更新して書き加え

ていきます。「履修カルテ」は 年次後期の「教職実践演習（中・高）」（教職課程必修科目）

でも使用します。
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 児童、生徒、入居者等には次のような態度で接し、常に誠実に取り組むこと。

○ 相手の人権と自立を尊重する。

○ 相手の話に耳を傾ける。

○ 相手のペースに合わせて行動する。

○ 相手に不快感を与えるような言動・行動はしない。

 派手にならない動きやすい服装で臨むこと。

 実習先の運営の妨げになるような行動はしないこと。

 児童、生徒、入居者等の安全に留意すること。

 与えられた仕事を理解し、積極的に取り組むこと。

 実習先の関係者には、感謝の気持ちを持って接すること。

６ 教育実習

免許状を取得するためには、教育実習を必ず受けなければなりません。実習期間は原則

として、中学校免許を取得する場合は３週間以上、高等学校免許を取得する場合は２週間

以上、中学校・高等学校両方の免許を取得する場合は３週間以上の実習が必要です。

教育実習を受けるには次の条件が必要です。

 次の科目の単位を修得済みであること。

（教職に関する科目）

教師論 教育原理Ⅰ・Ⅱ 教育心理学

道徳教育論 特別活動論 生徒指導概論

免許状の教科・種類に応じて必修と定められている教科指導法のすべて

（教科に関する科目）

設定されている科目のうち、免許取得要件の 分の 以上。
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９ 図書館司書課程の履修

本学には、図書館司書（以下、司書）の資格を取得するための司書課程を設置していま

す。取得を希望する人は以下の注意書きをよく読んでください。

履修を希望する場合は履修登録時にキャンパスプラン上にて資格申請をする必要があり

ます。なお、資格課程を途中辞退する場合は、必ず学生サービス部へ申し出てください。

１ 受講料

司書課程を受講するには、受講料などを納めなければなりません。免許状取得までに必

要なものは次のとおりです。いったん納入した受講料は、理由のいかんにかかわらず返還

できませんので、注意してください。

種類 金額

司書課程受講料 円（在学中 回納付）

２ 必要単位数と履修方法

図書館司書の資格を取得するには、所定の単位を修得しなければなりません。科目の履

修については、卒業要件に含まれる科目と含まれない科目とがあります。

 卒業要件に含まれる科目は履修登録上限の対象となります。

 卒業要件に含まれない科目は履修登録上限の対象とはなりません。

 出席日数が不足している場合の扱いは通常の課程に準じます。

 受講料を納めていない場合、司書課程の履修は認めません。

科目のリストは巻末の司書課程科目一覧表で確認してください。
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１０ 日本語教員養成課程の履修

日本語教員養成課程とは、外国人や帰国子女などのような長く外国で生活した人に日本

語を教える教員を養成するために開設したものです。この課程を修了した人には大学が認

定した修了証書が与えられます。この課程を修了しても、すぐに日本語教員になれるとい

うわけではありませんが、日本語教員としての専門的な教育を受けたという証明になりま

す。

履修を希望する場合は履修登録時にキャンパスプラン上にて資格申請をする必要があり

ます。（この資格申請をもって修了判定を行いますので、必ず行ってください。）なお、資

格課程を途中辞退する場合は、必ず学生サービス部へ申し出てください。

１ 受講料

日本語教員養成課程の受講には受講料は必要ありません。

２ 必要単位数と履修方法

日本語教員養成課程を修了するには、学士の学位を有する（大学を卒業する）とともに

所定の単位を修得しなければなりません。対象科目はすべて卒業要件にも加えられます。

科目のリストは巻末の日本語教員養成課程一覧表で確認してください。

３ 履修上の注意

履修にあたっては次の点に注意してください。

 「日本語教授法２」は「日本語教授法１」の単位修得者のみ履修できます。

 「日本語教授法演習（実習含む）」は、次の科目の単位をすべて修得した人のみ履修で

きます。

日本語学 日本語教授法１ 日本語教授法２

 留学生で「日本語教授法演習（実習含む）」を履修する場合は、「日本語能力試験Ｎ１」

合格者またはそれと同等の学力を有する人のみ履修できます。
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１１ その他

１ 単位互換制度

本学は、山梨県内の他大学との単位互換事業に参画しており、公開されている他大学の

科目を無料で履修し、単位を修得することによって、本学の卒業単位に加えることができ

ます。なお、他大学での講義に参加する場合の移動手段、交通費は各自の負担になります。

・単位互換制度を利用する場合は、年間登録上限単位の 単位に含みますので注意してく

ださい。

・単位互換科目の履修は原則として年間 単位以下とします。

・留学生については日本語能力試験 相当の日本語能力を有している学生のみ出願できま

す。

単位互換制度について詳しく知りたい人は、大学コンソーシアムやまなしの サイト

をご覧ください。また、手続きなどについては学生サー

ビス部にお問い合わせください。
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１１ その他
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2016年度　新カリキュラム開講科目一覧表
注） の科目は2016年度開講せず

（旧カリ学生は読替表とあわせて使用してください）

フルーエンシー科目

必修 選択 自由

キリスト教概論Ⅰ 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

キリスト教概論Ⅱ 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

キリスト教と山梨英和 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

キリスト教と現代社会 講義 ○ 深津容伸 週1回授業

Ａ ○ 難波道弘

Ｂ ○ 荒井　直

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

Ａ ○ 李　尚珍

Ｂ ○ 韓　暁宏

Ｃ ○ 本多明生

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 小林真理子

Ｆ ○ 大井奈美

Ｇ ○ 杉山　歩

Ｈ ○ 二宮喜代子

ライフデザインⅠ 講義 ○ 森　稚葉 週1回授業

Ａ ○ 濱野裕貴子

Ｂ ○ 濱野裕貴子

岡田真樹子

大井奈美

設樂友崇

大井奈美

設樂友崇

大井奈美

李　尚珍

小菅健一

韓　暁宏

大井奈美

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者 人数制限

1週間の
授業回数

人間文化学
　（2時間連続授業）

講義
週1回2時間連
続授業

基礎ゼミナールa
（H：留学生クラス）

演習 週1回授業

基礎ゼミナールb
（H：留学生クラス）

演習 週1回授業

基礎ゼミナールc
（H：留学生クラス）

演習 週1回授業

基礎ゼミナールd
（H：留学生クラス）

演習 週1回授業

ライフデザインⅡ 講義 週1回授業

コミュニケーションスキル

Ａ

演習

○

週2回授業

Ｂ ○

Ｃ ○

Ｄ ○

Ｅ ○
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必修 選択 自由

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○ 杉浦　学

Ｂ ○ 舛谷敬一

Ｃ ○ 後藤　晶

Ｄ ○ 島内宏和

Ａ ○

Ｂ ○ 岡田真樹子

内田光枝

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 荒井　直

Ａ ○

Ｂ ○ 岡田真樹子

内田光枝

Ｄ ○ 井上征剛

Ｅ ○ 荒井　直

Ａ ○ 岡田真樹子

Ｂ ○

Ｃ ○ 井上征剛

内田光枝

Ｅ ○ 荒井　直

Ａ ○ 井上征剛

内田光枝

Ｃ ○

Ｄ ○ 岡田真樹子

Ｅ ○ 荒井　直

英語2a 演習 ○ 開講せず

英語2b 演習 ○ 開講せず

英語2c 演習 ○ 開講せず

英語2d 演習 ○ 開講せず

ドイツ語1 演習 1・2 井上征剛 週1回授業

ドイツ語2 演習 1・2 井上征剛 週1回授業

フランス語1 演習 1・2 荒井　直 週1回授業

フランス語2 演習 1・2 荒井　直 週1回授業

中国語1 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

中国語2 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

中国語3 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

中国語4 演習 1・2 韓　暁宏 週1回授業

韓国語1 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

韓国語2 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

韓国語3 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

韓国語4 演習 1・2 李　尚珍 週1回授業

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者 人数制限 備考

ICTスキルa 演習 週1回授業

ICTスキルb 演習 週1回授業

ICTスキルc 演習 週1回授業

ICTスキルd 演習 週1回授業

英語1a 演習 週2回授業Ｃ ○

英語1b 演習 週2回授業Ｃ ○

英語1c 演習 週2回授業

Ｄ ○

英語1d 演習 週2回授業

Ｂ ○

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期
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必修 選択 自由

井上敬子

高見研一

高見研一

稲谷いく子

稲谷いく子

高見研一

高見研一

稲谷いく子

日本語2a 演習 開講せず

日本語2b 演習 開講せず

日本語2c 演習 開講せず

日本語2d 演習 開講せず

日本語3a 演習 開講せず

日本語3b 演習 開講せず

日本語3c 演習 開講せず

日本語3d 演習 開講せず

○ 黒田浩司 週2回授業

○ 佐柳信男 週2回授業

○ 韓　暁宏 週2回授業

サービスラーニングII 演習 2・3 黒田浩司

山梨学a 演習 ○ 杉山　歩 週1回授業

山梨学b 演習 ○ 杉山　歩 週1回授業

山梨学c 演習 2〜4 ○ 杉山　歩 週1回授業

山梨学d 演習 2〜4 ○ 杉山　歩 週1回授業

アジア短期留学I 実習 1〜4 韓　暁宏

アジア短期留学II 実習 1〜4 李　尚珍

カナダ中期留学 実習 2・3 岡田真樹子

難波道弘

杉山　歩

岡田真樹子

黒田浩司

本多明生

こころの科学Ⅱ 講義 1・2 ○ 小林真理子 週2回授業

荒井　直

井上征剛

○ 島内宏和

○ 槻舘尚武

後藤　晶

杉浦　学

後藤　晶

杉浦　学

科学的なものの見方 講義 1〜4 杉山　歩 週1回授業

荒井　直

李　尚珍

こころと現代社会 講義 2～4 開講せず

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者 人数制限 備考

日本語1a 演習 ○ 週2回授業

日本語1b 演習 ○ 週2回授業

日本語1c 演習 ○ 週2回授業

日本語1d 演習 ○ 週2回授業

サービスラーニングI 演習

集中講義

集中講義

集中講義

集中講義

インターンシップ 実習 2・3 集中講義

海外インターンシップ 実習 2・3 集中講義

こころの科学Ⅰ 講義 ○ 週2回授業

世界の文化 講義 ○ 週2回授業

データサイエンスⅠ 講義 週2回授業

データサイエンスⅡ 演習

○ 週2回授業

○ 週2回授業

後期

多文化共生論 講義 1〜4 前期 週1回授業

－ 29 －



領域科目

必修 選択 自由

認知心理学 講義 本多明生 週1回授業

感情心理学 講義 開講せず

学習心理学 講義 進藤聡彦 週1回授業

教育心理学 講義 ○ 槻舘尚武 週2回授業

乳幼児心理学 講義 佐柳信男 週1回授業

生涯発達心理学 講義 佐柳信男 週1回授業

社会心理学 講義 ○ 槻舘尚武 週2回授業

臨床心理学Ⅰ 講義 ○ 堀江桂吾 週2回授業

パーソナリティ心理学 講義 ○ 石橋　泰 週2回授業

カウンセリング概論 講義 髙橋寛子 週1回授業

心理学統計法Ⅰ 講義 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理学統計法Ⅱ 講義 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理学研究法Ⅰ 講義 ○ 佐柳信男 週1回授業

心理学研究法Ⅱ 講義 ○ 佐柳信男 週1回授業

Ａ ○ 佐柳信男

Ｂ ○ 本多明生

Ｃ ○ 槻舘尚武

Ａ ○ 佐柳信男

Ｂ ○ 本多明生

Ｃ ○ 槻舘尚武

心理学データ分析演習Ⅰ 講義・演習 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理学データ分析演習Ⅱ 講義・演習 ○ 槻舘尚武 週1回授業

心理調査法Ⅰ 講義・演習 開講せず

心理調査法Ⅱ 講義・演習 開講せず

Ａ ○ 窪内節子

Ｂ ○ 小林真理子

Ｃ ○ 髙橋寛子

Ｄ ○ 石橋　泰

Ａ ○ 窪内節子

Ｂ ○ 小林真理子

Ｃ ○ 髙橋寛子

Ｄ ○ 石橋　泰

Ａ ○ 森　稚葉

Ｂ ○ 堀江桂吾

Ｃ ○ 飯田敏晴

Ａ ○ 森　稚葉

Ｂ ○ 堀江桂吾

Ｃ ○ 飯田敏晴

グループアプローチ　（2時間連続授業） 講義・演習 ○ 田代　順 週1回2時間連続授業

Psychology in English Ⅰ 演習 ○ 飯田敏晴 週1回授業

Psychology in English Ⅱ 演習 ○ 飯田敏晴 週1回授業

生理・神経心理学 講義 池田一成 週1回授業

発達障害の心理学 講義 森　稚葉 週1回授業

コミュニティ心理学 講義 進藤義夫

臨床心理学Ⅱ 講義 ○ 石橋　泰 週2回授業

学校臨床心理学 講義 窪内節子 週1回授業

家族心理学 講義 岩藤裕美

産業・組織心理学 講義 北川由実

精神医学 講義 松岡祐加

コミュニティワーク 講義 田代　順 週1回授業

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者 人数制限 備考

前期

後期

前期

後期

後期

心理学実験Ⅰ
　（2時間連続授業）

実験・実習
週1回2時間
連続授業

心理学実験Ⅱ
　（2時間連続授業）

実験・実習
週1回2時間
連続授業

心理面接実習Ⅰ
　（2時間連続授業）

実習
週1回2時間
連続授業

心理面接実習Ⅱ
　　（2時間連続授業）

実習
週1回2時間
連続授業

心理検査実習Ⅰ
　　（2時間連続授業）

実習
週1回2時間
連続授業

心理検査実習Ⅱ
　　（2時間連続授業）

実習
週1回2時間
連続授業

後期

前期

集中講義

後期

集中講義

集中講義

集中講義

前期
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必修 選択 自由

Ａ 森　稚葉

Ｂ 堀江桂吾

Ａ 小林真理子

Ｂ 飯田敏晴

ヨーロッパの社会と文化 Ⅰ 演習 開講せず

ヨーロッパの社会と文化 Ⅱ 演習 開講せず

アジアの社会と文化 I 演習 開講せず

アジアの社会と文化 II 演習 開講せず

民族と社会Ⅰ 講義・演習 韓　暁宏 週1回授業

民族と社会Ⅱ 講義・演習 李　尚珍 週1回授業

宗教と思想 講義 坂本　誠 週1回授業

英語学概論 講義 ○ 澤登春仁 週2回授業

英語の文法 講義 荒井　直 週1回授業

英語音声学 講義 長瀬慶來 週1回授業

日本語学概論 講義 木村寛子 週1回授業

日本語表現論 講義 木村寛子 週1回授業

木村寛子 週1回授業

神村初美 週1回授業

日本の文学 講義 渡辺久寿 週1回授業

古典文学論 講義 石田千尋 週1回授業

日本文学史 講義 小菅健一 週1回授業

日本文化論 講義 新津　健 週1回授業

漢文学概論 講義 浅川料夫 週1回授業

音楽史・音楽学 講義 井上征剛 週1回授業

舞台芸術論 講義 川口清泰 週1回授業

経済学I 講義 ○ 後藤　晶 週2回授業

会計学 講義 開講せず

経営学I 講義 韓　暁宏 週1回授業

人間と文明 講義 開講せず

社会言語学 演習 長谷川千秋 週1回授業

講義・演習 週1回授業

講義・演習 週1回授業

演習 ○ 岡田真樹子 週2回授業

演習 ○ 週2回授業

日本語の文法 講義 木村寛子 週1回授業

日本語文法研究 講義 木村寛子 週1回授業

日本語の音声 講義 長谷川千秋 週1回授業

日本語教育概論 講義 神村初美 週1回授業

日本語教授法１ 講義 神村初美 週1回授業

現代の日本語 講義 木村寛子 週1回授業

近現代文学論 講義 小菅健一 週1回授業

現代文化論 講義・演習 ○ 小菅健一 週2回授業

児童文学講読 演習 井上征剛 週1回授業

創作と表現 演習 石田千尋 週1回授業

金融学 講義 開講せず

経済学II 講義 倉澤一孝 週1回授業

経営学II 講義 五味嗣夫 週1回授業

国際交流論 講義 李　尚珍 週1回授業

国際関係論 講義 吉田　均 週1回授業

演習 内田光枝 週1回授業

演習 開講せず

日本語教授法2 講義 二宮喜代子 週1回授業

日本語教授法演習（実習含む） 演習 二宮喜代子 週1回授業

現代芸術論 講義 小菅健一 週1回授業

比較文化・思想論 講義 ○ 井上征剛 週2回授業

地域研究・実践論 講義・演習 井上征剛 週1回授業

グローバル経済論 講義 韓　暁宏 週1回授業

グローバル経営論 講義 五味嗣夫 週1回授業

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者 人数制限 備考

心理臨床実践演習Ⅰ 講義・演習
前期

週1回授業
前期

心理臨床実践演習Ⅱ 講義・演習
集中講義

集中講義

後期

後期

後期

後期

前期

前期

前期

日本語表現演習 演習
後期

前期

後期

後期

前期

前期

前期

前期

前期

前期

前期

前期

後期

前期

後期

後期

前期

後期

後期

後期

後期

後期

後期

後期

前期

前期

前期

前期

後期

後期

後期

前期

前期
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必修 選択 自由

難波道弘

杉山　歩

後藤　晶

島内宏和

杉浦　学

ネットワークとセキュリティ 講義 ○ 島内宏和 週2回授業

情報数理I 講義 ○ 島内宏和 週2回授業

メディア表現基礎 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

科学とイノベーション 講義 開講せず

データアナリティクスⅠ 演習 ○ 後藤　晶 週2回授業

知的財産権と情報倫理 講義 ○ 大井奈美 週2回授業

プログラミングI 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

データアナリティクスII 演習 ○ 後藤　晶 週2回授業

コンピュータシステムI 講義 ○ 難波道弘 週2回授業

メディアプロジェクトI 演習 ○ 杉浦　学 週2回授業

プログラミングII 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

アルゴリズムとデータ構造I 講義 ○ 杉浦　学 週2回授業

情報数理II 講義 ○ 島内宏和 週2回授業

プログラミングIII 演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

データアナリティクスIII 演習 ○ 後藤　晶 週2回授業

Webサービス構築I（2時間連続授業） 演習 ○ 堤　昭博 週1回2時間連続授業

コンピュータシステムII 講義 ○ 難波道弘 週2回授業

プロジェクトマネジメント 講義 ○ 難波道弘 週2回授業

演習 ○ 杉山　歩 週2回授業

アルゴリズムとデータ構造II 講義 ○ 杉浦　学 週2回授業

Webサービス構築II（2時間連続授業） 演習 ○ 堤　昭博 週1回2時間連続授業

メディアプロジェクトII 演習 ○ 島内宏和 週2回授業

フィジカルコンピューティング 演習 開講せず

融合科目

必修 選択 自由

芸術と心理療法 講義 3・4 開講せず

意思決定論 講義 3・4 ○ 後藤　晶 週2回授業

森　稚葉

井上征剛

高齢者の心理と健康 講義 3・4 開講せず

サービス・サイエンスとCCRC 演習 3・4 開講せず

地域コミュニティＰＢＬ 演習 3・4 開講せず

必修 選択 自由

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅠ 演習 開講せず

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅡ 演習 開講せず

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅢ 演習 開講せず

サイコロジカルサービス専門ゼミナールⅣ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅠ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅡ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅢ 演習 開講せず

グローバルスタディーズ専門ゼミナールⅣ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅠ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅡ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅢ 演習 開講せず

メディアサイエンス専門ゼミナールⅣ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅰ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅱ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅲ 演習 開講せず

卒業プロジェクト研究Ⅳ 演習 開講せず

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者 人数制限 備考

メディアサイエンス 講義 ○ 週2回授業

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者

週2回授業

人数制限 備考

子どもと文化 講義

単　位　数 履修
年次

期　間
担当者

○3・4

ゼミ

ナンバリング
コード 科　目　名 区分 人数制限 備考

選
択
必
修

単
位
以
上

－ 32 －



必修 選択 自由

聖書学Ⅰ 講義 1・2 ○ 深津容伸 週1回授業

聖書学 II 講義 1・2 ○ 深津容伸 週1回授業

グリーフワーク 講義 開講せず

ストレスマネジメント 講義 開講せず

日本文学講読 I 講義 3・4 ○ 石田千尋 週1回授業

日本文学講読 II 講義 3・4 ○ 石田千尋 週1回授業

日本文学講読 III 講義 3・4 ○ 渡辺久寿 週1回授業

日本文学講読 IV 講義 3・4 ○ 渡辺久寿 週1回授業

日本文学講読 V 講義 3・4 ○ 小菅健一 週1回授業

日本文学講読 VI 講義 3・4 ○ 小菅健一 週1回授業

英米文学史 講義 2・3 ○ 白須康子 週1回授業

英米文学講読 講義 2・3 ○ 白須康子 週1回授業

翻訳論Ⅰ 講義 3・4 ○ 川口清泰 週1回授業

翻訳論Ⅱ 講義 3・4 ○ 川口清泰 週1回授業

まんが論 I 講義 2・3 ○ 小菅健一 週1回授業

まんが論 II 講義 2・3 ○ 小菅健一 週1回授業

情報と職業 I 講義 3・4 ○ 和田典子 週1回授業

情報と職業 II 講義 3・4 ○ 和田典子 週1回授業

美術の表現 I 講義 1・2 開講せず

美術の表現 II 講義 1・2 開講せず

造形と制作 I 演習 1・2 ○ 上田耕造 週1回授業

造形と制作 II 演習 1・2 ○ 上田耕造 週1回授業

演技と発声 I 演習 2・3 ○ 中田真弘 週1回授業

演技と発声 II 演習 2・3 ○ 中田真弘 週1回授業

健康スポーツ論 I 講義 ○ 小山勝弘 週1回授業

健康スポーツ論 II 講義 ○ 小山勝弘 週1回授業

スポーツ実技I 実技 小山勝弘 週1回授業

スポーツ実技II 実技 加藤朋之 週1回授業

スポーツ実技III 実技 加藤朋之 週1回授業

日本国憲法I 講義 ○ 山内幸雄 週1回授業

日本国憲法II 講義 ○ 山内幸雄 週1回授業

漢文講読I 講義 3・4 ○ 浅川料夫 週1回授業

漢文講読II 講義 3・4 ○ 浅川料夫 週1回授業

書道I 演習 2・3 ○ 宮澤正明 週1回授業

書道II 演習 2・3 ○ 宮澤正明 週1回授業

英会話I 演習 1～4 ○ 週1回授業

英会話II 演習 1～4 ○ 週1回授業

英会話III 演習 1～4 ○ 週1回授業

英会話IV 演習 1～4 ○ 週1回授業

簿記I 演習 2・3 ○ 尾川元治 週1回授業

簿記II 演習 2・3 ○ 尾川元治 週1回授業

地域企業の経営論 講義・演習 2～4 開講せず

山梨の地場産業 I 講義・演習 1～4 ○ 水上　篤 週1回授業

山梨の地場産業 II 講義・演習 2・3 開講せず

山梨の地場産業 III 講義・演習 2・3 開講せず

縄文文化と山梨 講義・演習 1～4 ○ 長澤宏昌 週1回授業

地域づくりの理論と実践 講義・演習 1～4 ○ 鞍打大輔 週1回授業

ローカルツーリズム論 講義・演習 2～4 開講せず

分権型社会の基礎理論 講義・演習 2～4 開講せず

分権システム論 講義・演習 1～4 ○ 神山玄太 週1回授業

メディア・コミュニケーション論 講義・演習 2～4 開講せず

メディア編集論 講義・演習 2～4 開講せず

科　目　名 区分
単　位　数

担当者 人数制限 備考

前期

オープンラーニング科目

ナンバリング
コード

後期

後期

履修
年次

期　間
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2016年度旧カリキュラム開講科目一覧表

対象学生：１１N～１５N、１６N５（3年次編転入生）、１６N４（2年次転入生）

※2016年1年次入学生（新カリ学生）は履修対象外

必修 選択 自由

基礎ゼミナール１
（再履修クラス）

石橋　泰 週1回授業

Ａ 小菅健一
Ｂ 黒田浩司
Ｃ 杉浦　学
Ｄ 田代　順
Ｅ 岡田真樹子
Ｆ 槻舘尚武
Ｇ 堀江桂吾
Ｈ 本多明生
Ｉ 佐柳信男

高見研一 留学生3年生対象クラス
稲谷いく子
稲谷いく子 留学生3年生対象クラス
種田美由紀
高見研一 留学生3年生対象クラス
稲谷いく子
高見研一 留学生3年生対象クラス

種田美由紀
二宮喜代子 留学生3年生対象クラス
種田美由紀
井上敬子 留学生2年生対象クラス
高見研一

種田美由紀 留学生2年生対象クラス
高見研一

種田美由紀 留学2・3年生及び後期入国留学生対象　

高見研一
ＩＴリテラシー演習１
（再履修クラス）

○ ○ 後藤　晶

ＩＴリテラシー演習２
（再履修クラス）

○ ○ 後藤　晶

基盤科目

必修 選択 自由 総 臨 社 情 ビ 英 日

ココロと現代社会 1･2 本多明生 週1回授業 ●
自然と環境 1･2 奈良松範 ●
日本の産業と経営 1･2 開講せず ● ●
アジアのビジネス 2･3 多田　稔 週1回授業 ● ●
会社の仕組み 2･3 佐藤茂幸 週1回授業 ● ● ●
企業財務の仕組み 2･3 尾川元治 週1回授業 ● ● ●
図書館情報論 2･3 大井奈美 週1回授業 ● ● ●
英米の文化 2･3 ○ 井上正剛 週2回授業 ● ●
English ListeningⅠ 1～3 白須康子 週1回授業 ● ●
English SpeakingⅠ 1～3 週1回授業 ● ●

白須康子 週1回授業

○ 週2回授業

（カナダ・オーストラリア留学者のみ）
2～4 岡田真樹子 ● ●

2･3 小野　勝 週1回授業 ● ●
English ReadingⅠ 1～3 井上正剛 週1回授業 ● ●
English ReadingⅡ 3･4 ○ 週2回授業 ● ●
English ListeningⅡ 3･4 小野　勝 週1回授業 ● ●
English SpeakingⅡ 3･4 週1回授業 ● ●
言語文化創造Ⅰ（歴史・うた） 2･3 石田千尋 週1回授業 ● ●
言語文化創造Ⅱ（物語・日記） 2･3 渡辺久寿 週1回授業 ● ●
セルフ・プロデュースの技法 2･3 ○ 小菅健一 週2回授業 ● ●

専門科目

必修 選択 自由 総 臨 社 情 ビ 英 日
発達臨床心理学 2・3 開講せず ● 2017年度開講予定

生涯学習論 2･3 大井奈美 週1回授業 ●
生と死の臨床教育 2･3 田代　順 週1回授業 ●
異常心理学 3･4 飯田敏晴 週1回授業 ●
心理療法論 3･4 髙橋寛子 週1回授業 ●
非行と犯罪の心理学 3･4 井上恭男 週1回授業 ●

後期
前期
前期

後期

後期

前期
前期

後期
後期

後期

後期

前期

後期

後期
前期

通年

通年
通年
通年
通年
通年

● ●

前期

前期

人数
制限

○

○

通年
通年
通年
通年

前期

前期

2･3

2・3

コミュニケーションのための日本語２

Ａ

Ｂ

科　目　名

基礎ゼミナール２
（I：再履修クラス）

コミュニケーションのための日本語１

履修
年次

1･3

履修
年次

コースコア指定

コースコア指定

人数
制限

担当者
単　位　数

1･3

Ｂ

Ａ

集中

期　間

人数
制限

Ｂ 1･3

Ａ

担当者

単　位　数

Ｃ

科　目　名 担当者

単　位　数 履修
年次

期　間

アカデミック・ジャパニーズ

ナンバリング

コード

ナンバリング

コード

ナンバリング

コード

集中

科　目　名

1･3

○

1･3

前期

後期

前期
後期

後期

2・3

基礎科目

1週間の
授業回数

1週間の
授業回数

週1回授業

週2回授業

週2回授業

ベーシック・ジャパニーズ

期　間

1週間の
授業回数

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業

週2回授業
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キャリア心理学 3･4 濱野裕貴子 週1回授業 ●
ストレスマネジメント法 3･4 飯田敏晴 週1回授業 ●

Ａ 濱野裕貴子 週1回授業

Ｂ 小泉利明 週1回授業

異文化交流の心理学 3･4 佐柳信男 週1回授業 ● ●
グリーフワーク 3･4 田代　順 週1回授業 ●
ヒューマンケア 3･4 髙橋寛子 週1回授業 ●
情報セキュリティ 3･4 難波道弘 ●

韓　暁宏
高見研一
韓　暁宏
高見研一

経営と情報 3･4 佐藤茂幸 週1回授業 ● ●
マクロ経済 3･4 倉澤一孝 週1回授業 ●
開発経済 3･4 倉澤一孝 週1回授業 ●
広告と産業 3･4 開講せず ●
英米の現代文化と英語 3･4 ○ 澤登春仁 週2回授業 ●
英米の思想 3･4 荒井　直 週1回授業 ●

3･4 川口清泰 週1回授業 ●
コミュニケーションの技法 3･4 浅川初美 週1回授業 ●
メディアの編集工学 3･4 ○ 小菅健一 週2回授業 ● ●
シナリオ制作 3･4 中田真弘 週1回授業 ●

必修 選択 自由 総 臨 社 情 ビ 英 日
Ｂ０１ 韓　暁宏 週1回授業 ●
ＢＮ１ 李　尚珍 週1回授業 ● ●
ＢＮ２ 二宮喜代子 週1回授業 ● ●
Ｅ０１ 週1回授業 ●
Ｅ０２ 荒井　直 ● 教職クラス
Ｅ０３ 井上征剛 週1回授業 ● 教職クラス
Ｅ０４ 岡田真樹子 週1回授業 ●
Ｊ０１ 難波道弘 ●
Ｊ０２ 杉山　歩 ●
Ｊ０３ 杉浦　学 ●
BＪ1 後藤　晶 ● ●
Ｎ０1 小菅健一 週1回授業 ● 文化
Ｎ０２ 小菅健一 週1回授業 ● 文学・教職クラス
Ｎ０３ 石田千尋 週1回授業 ● 教職クラス
ＲＳ１ 窪内節子 週1回授業 ● ●
ＲＳ２ 黒田浩司 週1回授業 ● ●
ＲＳ３ 田代　順 週1回授業 ● ●
ＲＳ４ 石橋　泰 週1回授業 ● ●
ＲＳ５ 髙橋寛子 週1回授業 ● ●
ＲＳ６ 佐柳信男 週1回授業 ● ●
ＲＳ７ 森　稚葉 週1回授業 ● ●
ＲＳ８ 槻舘尚武 週1回授業 ● ●
ＲＳ９ 堀江桂吾 週1回授業 ● ●

小林真理子 週1回授業 ● ●
Ｂ０１ 韓　暁宏 週1回授業 ●
Ｂ０２ 五味嗣夫 週1回授業 ●
ＢＮ１ 李　尚珍 週1回授業 ● ●
ＢＮ２ 二宮喜代子 週1回授業 ● ●
Ｅ０１ 週1回授業 ●
Ｅ０２ 荒井　直 ●
Ｅ０３ 井上征剛 週1回授業 ●
Ｅ０４ 岡田真樹子 週1回授業 ●
Ｊ０１ 難波道弘 ●
Ｊ０２ 杉山　歩 ●
Ｊ０３ 杉浦　学 ●
Ｎ０１ 小菅健一 週1回授業 ●
Ｎ０２ 石田千尋 週1回授業 ●
ＲＳ１ 窪内節子 週1回授業 ● ●
ＲＳ２ 黒田浩司 週1回授業 ● ●
ＲＳ３ 田代　順 週1回授業 ● ●
ＲＳ４ 石橋　泰 週1回授業 ● ●
ＲＳ５ 髙橋寛子 週1回授業 ● ●
ＲＳ６ 佐柳信男 週1回授業 ● ●
ＲＳ７ 森　稚葉 週1回授業 ● ●
ＲＳ８ 槻舘尚武 週1回授業 ● ●
ＲＳ９ 堀江桂吾 週1回授業 ● ●

小林真理子 週1回授業 ● ●通年

通年
通年
通年
通年
通年
通年

通年
通年
通年
通年

通年
通年

通年
通年
通年
通年
通年
通年

通年

通年

通年
通年
通年
通年

通年
通年
通年
通年
通年
通年

通年
通年
通年
通年
通年
通年

通年
通年
通年
通年
通年
通年

前期

後期

通年
通年
通年
通年

期　間

前期

前期
前期

後期

後期

後期

○

○

前期
前期
前期

人数
制限

コースコア指定
担当者

単　位　数

後期
後期
後期

3･4

科　目　名

専門ゼミナール

Ｂ

Ａ

卒業研究

ビジネス日本語

キャリアカウンセリング演習

ナンバリング

コード

集中

2・3

2・3

履修
年次

●

●

●週2回授業

1週間の
授業回数

週2回授業
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2016年度教職課程科目一覧表（教職に関する科目のみ）

旧カリ学生は必ず読替表とあわせてご覧ください。

必修 選択 自由

教師論 講義 三井　誠 週1回授業

教育原理Ⅰ 講義 近藤　弘 週1回授業

教育原理Ⅱ 講義 近藤　弘 週1回授業

教育心理学 講義 前掲

発達障害の心理学 講義 前掲

教育制度論 講義 近藤　弘 週1回授業

教育課程論 講義 近藤　弘 週1回授業

国語科指導法Ⅰ 講義 須貝千里 週1回授業

国語科指導法Ⅱ 講義 須貝千里 週1回授業

国語科指導法Ⅲ 講義 須貝千里 週1回授業

国語科指導法Ⅳ 講義 須貝千里 週1回授業

英語科指導法Ⅰ 講義 水上和彦 週1回授業

英語科指導法Ⅱ 講義 水上和彦 週1回授業

英語科指導法Ⅲ 講義 水上和彦 週1回授業

英語科指導法Ⅳ 講義 水上和彦 週1回授業

情報科指導法Ⅰ 講義 栗田るみ子

情報科指導法Ⅱ 講義 栗田るみ子

道徳教育論 講義 寺崎弘昭 中一免のみ必修

特別活動論 講義 堀井啓幸

教育方法論 講義 小林彰彦 週1回授業

生徒・進路指導概論 講義 堀井啓幸

学校臨床心理学 講義 前掲

教育実習事前・事後指導 講義・演習 三井　誠

教育実習Ⅰ 実習 三井　誠

教育実習Ⅱ 実習 三井　誠 中一免のみ必修

近藤　弘

山口勝弘

免許法施行規則に定める科目区分等に定める単位数以上を履修しなければならない。

※教科指導法については、希望する免許教科のみを履修すること。

※高等学校免許のみを取得する場合は、「教職に関する科目」が31単位以上となるよう「発達障害の心理学」を必ず履修すること

集中講義

集中講義

前期

後期

前期

前期

後期

集中講義

集中講義

集中講義

後期

期　間

後期

後期

前期

講義・演習

後期

中一免(国語) 必修

中一免(英語) 必修

集中講義

前期

後期

集中講義

後期

前期

担当者

教職に関する科目

備考

集中講義

1週間の
授業回数

週1回授業教職実践演習（中・高）

ナンバリング

コード 科　目　名 区分
単　位　数 履修

年次
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司書課程科目一覧表

旧カリ学生は必ず読替表とあわせてご覧ください。

必修 選択 自由

生涯学習概論 講義 開講せず

図書館概論 講義 開講せず

図書館制度・経営論 講義 望月健男 週1回授業

図書館情報技術論 講義 大井奈美 週1回授業

図書館サービス概論 講義 日向良和 週1回授業

情報サービス論 講義 日向良和 週1回授業

児童サービス論 講義 齊藤順子 週1回授業

情報サービス演習 演習 日向良和 週1回授業

図書館情報資源論 講義 池田　勇 週1回授業

情報資源組織論 講義 望月健男 週1回授業

情報資源組織演習 演習 望月健男 週1回授業

図書館情報資源特論 講義 ○ 大井奈美 週1回授業

図書・図書館史 講義 ○ 池田　勇 週1回授業

履修
年次

期　間

後期

前期

後期

前期

通年

図書館司書に関する科目

ナンバリング
コード 科　目　名 区分

単　位　数

後期

後期

通年
選
択
科
目

選択必修
2科目2単

位

担当者
1週間の
授業回数

備考

必
修
科
目

前期
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履修登録上限対象外科目一覧表（旧カリ学生用）

必修 選択 自由

国際交流１ 開講せず
国際交流２ 開講せず
国際交流３ 開講せず
インターンシップ 2･3 前掲
海外インターンシップ 2･3 前掲
サービスラーニングⅠ 1・2 前掲
サービスラーニングⅡ 1・2 前掲

Ａ 1～3 前掲
Ｂ 1～3 前掲

必修 選択 自由

教師論 2･3 前掲
教育原理Ⅰ 2･3 前掲
教育原理Ⅱ 2･3 前掲
教育制度論 3・4 前掲
教育課程論 3・4 前掲
国語科指導法Ⅰ 2･3 前掲
国語科指導法Ⅱ 2･3 前掲
国語科指導法Ⅲ 2･3 前掲
国語科指導法Ⅳ 2･3 前掲
英語科指導法Ⅰ 2･3 前掲
英語科指導法Ⅱ 2･3 前掲
英語科指導法Ⅲ 2･3 前掲
英語科指導法Ⅳ 2･3 前掲
情報科指導法Ⅰ 2･3 前掲
情報科指導法Ⅱ 2･3 前掲
道徳教育論 前掲
特別活動論 前掲
教育方法論 3・4 前掲
生徒指導概論 前掲
教育実習事前・事後指導 前掲
教育実習Ⅰ 前掲
教育実習Ⅱ 前掲
教職実践演習（中・高） 前掲

図書館制度・経営論 3･4 前掲
図書館情報技術論 3・4 前掲
図書館サービス概論 2･3 前掲
情報サービス論 2･3 前掲
児童サービス論 3･4 前掲
情報サービス演習 3・4 前掲
図書館情報資源論 2･3 前掲
情報資源組織論 2･3 前掲
情報資源組織演習 3･4 前掲
図書館情報資源特論 2～4 前掲
図書・図書館史 2～4 前掲
図書館実習 3･4 開講せず

卒業要件に含まれるもの　※登録上限40単位には含まず、卒業要件となる科目

科　目　名
単　位　数 履修

年次
期　間 担当者

体験としての異文化理解

卒業要件に含まれないもの　※登録上限40単位には含まず、資格要件のみとなる科目

科　目　名
単　位　数 履修

年次
期　間 担当者
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2016年度　カリキュラム　読替対応表

※配当年次（履修年次）は旧カリ科目の配当年次を適用します。

必修 選択 自由

キリスト教と山梨英和
キリスト教と現代社会
キリスト教概論Ⅰ
キリスト教概論Ⅱ

アカデミックリテラシー 人間文化学
基礎ゼミナール１（再履修クラス） 旧カリ開講
基礎ゼミナール２
（I：再履修クラス）

旧カリ開講

外国語（英語１） 英語１a
外国語（英語２） 英語１b
外国語（フランス語１） フランス語１
外国語（フランス語２） フランス語２
外国語（ドイツ語１） ドイツ語１
外国語（ドイツ語２） ドイツ語２
外国語（中国語１） 中国語１
外国語（中国語２） 中国語２
外国語（韓国語１） 韓国語１
外国語（韓国語２） 韓国語２
外国語（日本語１）　 日本語１a
外国語（日本語２）　 日本語１ｂ
ベーシック・ジャパニーズ 1･3 旧カリ開講
アカデミック・ジャパニーズ 1･3 旧カリ開講
コミュニケーションのための日本語１ 旧カリ開講
コミュニケーションのための日本語２ 2・3 旧カリ開講
ＩＴリテラシー演習１（再履修クラス） 旧カリ開講
ＩＴリテラシー演習２（再履修クラス） 旧カリ開講

日本国憲法Ⅰ
日本国憲法Ⅱ

国際交流１ 対応なし
国際交流２ 対応なし
国際交流３ 3･4 対応なし

ライフデザインⅠ
ライフデザインⅡ

キャリアデザイン２ 2･3 対応なし
キャリアデザイン３ 2･3 対応なし
キャリアデザイン４ 対応なし
キャリアデザイン５ 対応なし
インターンシップ 2･3 インターンシップ
海外インターンシップ 2・3 海外インターンシップ
サービスラーニングⅠ 1・2 サービスラーニングⅠ
サービスラーニングⅡ 1・2 サービスラーニングⅡ

健康スポーツ論Ⅰ
健康スポーツ論Ⅱ
スポーツ実技Ⅰ Ⅰ～Ⅲのどれかを履修したことでスポーツ実技を履修したこととする

スポーツ実技Ⅱ ※1つしか履修できません
スポーツ実技Ⅲ

コースコア指定

日本の憲法

単　位　数
基礎科目

ナンバリング

コード 科　目　名

※「キリスト教と山梨英和」と「キリスト教と現代社会」を履修
することで「キリスト教と山梨英和」に読み替える

※キリスト教概論ⅠとⅡを履修することで「キリスト教と文
化」に読み替える

スポーツ実技

キリスト教と文化

健康スポーツ論

キャリアデザイン１

履修
年次

キリスト教と山梨英和

※日本国憲法ⅠとⅡを履修することで日本の憲法に読み替える

※健康スポーツ論ⅠとⅡを履修することで健康スポーツ論に読み替える

※新カリ読み替え対応において「対応なし」は今後開講しない科目です。

※旧カリキュラムでの開講は新カリキュラム科目名を「旧カリ開講」と表記しています。（2016年度旧カリキュラム開講科目一覧表参照のこと）

新カリ読み替え対応

備考新カリキュラム科目名
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基盤科目

必修 選択 自由

聖書学Ⅰ

聖書学Ⅱ

総 現代人と宗教 2･3 宗教と思想

総 韓国の社会とキリスト教 2･3 対応なし

総 宗教とカウンセリング 2･3 対応なし

総 科学的なものの見方 1～3 科学的なものの見方

総 文系のための数学 1･2 対応なし

総 人間関係論 対応なし

総 体験としての人間理解 対応なし

総 ココロと現代社会 1･2 旧カリ開講

アジア短期留学Ⅰ

アジア短期留学Ⅱ

総 カナダの社会と文化 1～3 カナダ中期留学

造形と制作Ⅰ

造形と制作Ⅱ
美術の表現Ⅰ（2016年度開講せず）

美術の表現Ⅱ（2016年度開講せず）

総 音楽の表現 1･2 音楽史・音楽学

総 自然と環境 1･2 旧カリ開講

山梨学a

山梨学b

山梨学c

山梨学d
総・臨・社 ココロの科学Ⅰ こころの科学Ⅰ
総・臨・社 ココロの科学Ⅱ こころの科学Ⅱ
総・臨・社・情 認知心理学 1･2 認知心理学
総・臨・社 生理心理学と神経科学 1･2 生理・神経心理学
総・臨・社 学習心理学 1･2 学習心理学
総・臨・社 はじめてのカウンセリング カウンセリング概論

心理学研究法Ⅰ

心理学研究法Ⅱ

心理学実験Ⅰ

心理学実験Ⅱ
総・臨・社 発達心理学 2･3 乳幼児心理学
総・臨・社 臨床心理学 2･3 臨床心理学Ⅰ
総・臨・社 人格心理学 2･3 パーソナリティ心理学
総・臨・社 社会心理学 2･3 社会心理学
総・臨・社 コミュニティ心理学 2･3 コミュニティ心理学

心理学データ分析演習Ⅰ

心理学データ分析演習Ⅱ

総・情 数学の世界１ 1･2 情報数理Ⅰ ※「数学をやりなおそう」から名称変更

総・情 コンピュータと生活 1･2 対応なし

総・情 コンピュータ科学入門 1･2 メディアサイエンス

心理学統計法Ⅰ

心理学統計法Ⅱ

総・情 プログラミング基礎 2･3 プログラミングⅠ

総・情 数学の世界２ 2･3 情報数理Ⅱ ※「プログラミングのための数学」から名称変更

総・情・ビ ＩＴリテラシー応用演習 2･3 対応なし
総・情・ビ プレゼンテーション演習 2･3 メディア表現基礎
総・情・ビ Webデザイン演習 2･3 Webサービス構築Ⅰ
総・情・ビ インターネット検索演習 2～4 対応なし
総・情・ビ 知的財産権と情報倫理 3・4 知的財産権と情報倫理

情報と職業Ⅰ

情報と職業Ⅱ

1～3

1･2

履修
年次

科　目　名
単　位　数

コースコア指定

総・情・ビ

総・臨・社
情・ビ

総・臨・社
情・ビ

総・臨・社

総・臨・社

総

総

総

総

総

2･3

はじめての統計

1～4

ナンバリング

コード

総 聖書の世界

造形と制作

※山梨学aとbを履修することで山梨学Ⅰに読み替える
※旧「山梨学」から名称変更

※山梨学cとdを履修することで山梨学Ⅱに読み替える

体験としての異文化理解

※心理学研究法ⅠとⅡを履修することで心理学研究法に読み替える

※心理学実験とⅡを履修することで心理学実験演習に読み替える

※心理学データ分析演習ⅠとⅡを履修することで
ココロと社会のデータ分析に読み替える

※造形と制作ⅠとⅡを履修することで造形と制作に読み替える

科　目　名

1･2

1～4山梨学Ⅰ

山梨学Ⅱ

心理学研究法

心理学実験演習

1･2

ココロと社会のデータ分析

2･3

情報と職業 3・4

新カリ読み替え対応

備考

※聖書学ⅠとⅡを履修することで「聖書の世界」に読み替える

※心理学統計法ⅠとⅡを履修することでは
じめての統計に読み替える

※情報と職業ⅠとⅡを履修することで情報と職業に読み替える

※美術の表現ⅠとⅡを履修することで絵画の表現に読み替える

※アジア短期留学ⅠまたはⅡの履修で「体験としての異文化理
解」に読み替える。ⅠとⅡを両方履修することはできない。

絵画の表現
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必修 選択 自由

総・ビ 経済入門 1･2 経済学Ⅰ

総・ビ 経営入門 1･2 経営学Ⅰ

総・ビ 金融入門 1･2 2016年度開講せず

総・ビ 日本の経済 2・3 経済学Ⅱ

総・ビ 日本の産業と経営 1･2 旧カリ開講(2016年度は開講せず)

総・ビ ビジネスファイリング 1～3 対応なし

総・ビ 生活の中の中国語 1～3 中国語３

総・ビ 生活の中の韓国語 1～3 韓国語３
総・ビ・日 日韓文化交流史 1～3 国際交流論

総・ビ 中国現代事情 2･3 民族と社会Ⅰ

総・ビ 韓国現代事情 2･3 民族と社会Ⅱ

総・ビ 国際関係事情 2･3 国際関係論

総・ビ 新聞で読む社会情勢 2･3 対応なし

総・ビ アジアのビジネス 2･3 旧カリ開講
総・社・ビ 会社の仕組み 2･3 旧カリ開講
総・情・ビ 企業財務の仕組み 2･3 旧カリ開講

簿記Ⅰ

簿記Ⅱ

総・ビ 図書館情報論 2･3 旧カリ開講
総・情・ビ ＰＣ検定対策 2･3 対応なし

英会話Ⅲ

英会話Ⅳ

総・英 英語音声学 1～3 英語音声学

総・英 英米の文化 2･3 旧カリ開講

総・英 英米の演劇 2･3 舞台芸術論

英米文学史

英米文学講読
総・英・日 比較文化・思想論 2･3 比較文化・思想論

総・英 English ReadingⅠ 1～3 旧カリ開講

総・英 English ListeningⅠ 1～3 旧カリ開講

総・英 English SpeakingⅠ 1～3 旧カリ開講

総・英 2･3 旧カリ開講

総・英 2～4 旧カリ開講

総・英 2･3 旧カリ開講

総・英 English ReadingⅡ 3･4 旧カリ開講

総・英 English ListeningⅡ 3･4 旧カリ開講

総・英 English SpeakingⅡ 3･4 旧カリ開講
総・ビ・日 日本文化入門 1～3 日本文化論

総・日 現代文化入門 1･2 現代文化論

総・日 ことばと演劇 1～3 対応なし

総・日 日本語学 2･3 日本語学概論

総・日 日本語表現論 1～3 日本語表現論

総・日 日本語の音声 2･3 日本語の音声

総・日 社会言語学 2･3 社会言語学

総・日 日本の文学 1～3 日本の文学

総・日 言語文化創造Ⅰ（歴史・うた） 2･3 旧カリ開講

総・日 言語文化創造Ⅱ（物語・日記） 2･3 旧カリ開講

総・日 言語文化創造Ⅲ（小説・詩） 2･3 近現代文学論

総・日 表現と創作 2･3 創作と表現

まんが論Ⅰ

まんが論Ⅱ

演技と発声Ⅰ

演技と発声Ⅱ

総・日 セルフ・プロデュースの技法 2･3 旧カリ開講

コースコア指定

総・日

総・日

総・英

総・英

総・ビ

2･3

※英米文学史と英米文学講読を履修することで英
米の文学に読み替える

※まんが論ⅠとⅡを履修することでマンガ文化研究に読み替える

※演技と発声ⅠとⅡを履修することで身体と表現に読み替える

※英会話Ⅲと英会話Ⅳを履修することで英語コミュ
ニケーションに読み替える

単　位　数 履修
年次

2･3

英語コミュニケーション 1･2

ナンバリング

コード 科　目　名

マンガ文化研究

英米の文学

2･3

2・3簿記
※簿記ⅠとⅡを履修することで簿記に読み
替える

科　目　名 備考

身体と表現
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専門科目

必修 選択 自由

臨 発達臨床心理学 2･3 旧カリ開講(2016年度は開講せず)

臨・社 発達障害者・児の心理・生理 2･3 発達障害の心理学

臨 深層心理学 2･3 臨床心理学Ⅱ

Psychology in EnglishⅠ

Psychology in EnglishⅡ

臨・社 グループアプローチ 2･3 グループアプローチ

臨 教育心理学 2･3 教育心理学

社 生涯学習論 2･3 旧カリ開講

社 生涯発達論 2･3 生涯発達心理学

社 コミュニティワーク 2･3 コミュニティワーク

社・ビ 産業心理学 2･3 産業・組織心理学

社 生と死の臨床教育 2･3 旧カリ開講

心理面接実習Ⅰ

心理面接実習Ⅱ

臨 アドバンスト心理学研究演習 心理臨床実践演習Ⅰ

臨 異常心理学 3･4 旧カリ開講

臨 心理療法論 3･4 旧カリ開講

臨 学校臨床心理学 3･4 学校臨床心理学

臨 家族心理学 3･4 家族心理学

臨 精神医学 3･4 精神医学

臨 非行と犯罪の心理学 3･4 旧カリ開講

心理検査実習Ⅰ

心理検査実習Ⅱ

臨 臨床心理フィールド演習 3･4 心理臨床実践演習Ⅱ

社 地域支援の心理学 3･4 対応なし

社 キャリア心理学 3･4 旧カリ開講

社 ストレスマネジメント法 3･4 旧カリ開講

社 キャリアカウンセリング演習 3･4 旧カリ開講

社・ビ 異文化交流の心理学 3･4 旧カリ開講

社 グリーフワーク 3･4 旧カリ開講

社 ヒューマンケア 3･4 旧カリ開講

情 コンピュータシステム 2･3 コンピュータシステムⅠ

情 情報ネットワーク 2･3 ネットワークとセキュリティ

情 アルゴリズム基礎 2･3 アルゴリズムとデータ構造Ⅰ

情 プログラミング基礎演習 2･3 プログラミングⅡ

情 プログラミング応用 2･3 プログラミングⅢ

情 プログラミング応用演習 2･3 データアナリティクスⅢ

情 オペレーティングシステム 3･4 コンピュータシステムⅡ

情・ビ データベース 2･3 データアナリティクスⅠ

情 データベース演習 2･3 データアナリティクスⅡ

情 アルゴリズム応用 3･4 アルゴリズムとデータ構造Ⅱ

情 Webプログラミング演習 3･4 Webサービス構築Ⅱ

情 システム開発の方法 3･4 プロジェクトマネジメント

情 情報セキュリティ 3･4 旧カリ開講

情・ビ オペレーションズリサーチ 2～4 意思決定論

情 情報システム実験演習Ⅰ 3･4 メディアプロジェクトⅠ

情 情報システム実験演習Ⅱ 3･4 メディアプロジェクトⅡ

ビ ビジネス中国語 2～4 中国語４

ビ ビジネス韓国語 2～4 韓国語４

ビ ビジネス日本語 2・3 旧カリ開講

ビ 国際貿易 3･4 グローバル経済論

情・ビ 経営と情報 3･4 旧カリ開講

ビ 経営戦略 3･4 経営学Ⅱ

ビ 製品開発戦略 3･4 グローバル経営論

臨

臨・社

臨

コースコア指定
単　位　数

科　目　名
履修
年次

※心理面接実習とⅡを履修することでカウンセリング演習に読み替える

2･3

ナンバリング

コード

カウンセリング演習

心理学文献講読

新カリ読み替え対応

備考

※Psychology in EnglishⅠとⅡを履修することで心
理学文献講読に読み替える

※心理検査実習ⅠとⅡを履修することで心理検査演習に読み替える心理検査演習 3･4

科　目　名
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必修 選択 自由

ビ マクロ経済 3･4 旧カリ開講

ビ 開発経済 3･4 旧カリ開講

ビ 現代ジャーナリズム 3･4 対応なし

ビ テレビ・映像事情 3･4 対応なし

ビ 広告と産業 3･4 旧カリ開講(2016年度は開講せず)

社・ビ コミュニケーションの活用 3･4 対応なし

情・ビ 視聴覚メディアの活用 3･4 対応なし

英 英語学 2･3 英語学概論

英 日英の表現比較 2･3 英語の文法

英 2･3

情・英 2･3

英 英米の現代文化と英語 3･4 旧カリ開講

翻訳論Ⅰ

翻訳論Ⅱ

英 英米の児童文学 3･4 児童文学講読

英 英米の舞台芸術 3･4 対応なし

英 英米の思想 3･4 旧カリ開講

英 英語圏地域研究 3･4 地域研究・実践論

英 3･4

ビ・英 3･4 対応なし

ビ・英 3･4

英 3･4

英 3･4

英 3･4 旧カリ開講

日 日本語文法研究 2･3 日本語文法研究

日 日本語教授法１ 2･3 日本語教授法１

日 日本語教材・教具論 2･3 日本語教育概論

日 日本語表現演習 2･3 日本語表現演習

日 日本古典文学の歴史 2･3 古典文学論

日 日本近代文学の歴史 2･3 日本文学史

日 漢文学概論 2･3 漢文学概論

書道Ⅰ

書道Ⅱ

日 表現と文体 3･4 対応なし

日 現代の日本語 3･4 現代の日本語

日 日本語の文法 3･4 日本語の文法

日 日本語教授法２ 3･4 日本語教授法２

日 日本語教授法演習(実習含む) 3･4 日本語教授法演習(実習含む)

日本文学講読Ⅰ

日本文学講読Ⅱ

日本文学講読Ⅲ

日本文学講読Ⅳ

日本文学講読Ⅴ

日本文学講読Ⅵ

漢文講読Ⅰ

漢文講読Ⅱ

日 日本言語文化特論 3･4 現代芸術論

日 日本の古典芸能 3･4 対応なし

日 コミュニケーションの技法 3･4 旧カリ開講

日 子どもと文化 3･4 子どもと文化

ビ・日 メディアの編集工学 3･4 旧カリ開講

日 シナリオ制作 3･4 旧カリ開講

専門ゼミナール 旧カリ開講 ※コア指定は2015年度以前履修マニュアルを参照

卒業研究 旧カリ開講 ※コア指定は2015年度以前履修マニュアルを参照

日

日

日

日

日

英

コースコア指定

近現代文学講読 3･4

中古文学講読

3･4

3･4

※書道ⅠとⅡを履修することで書道に読み替える

※日本文学講読ⅠとⅡを履修することで上代文学講読に読み替える

※日本文学講読ⅢとⅣを履修することで中古文学講読に読み替える

上代文学講読

2･3

単　位　数 履修
年次

ナンバリング

コード 科　目　名

※漢文講読ⅤとⅥを履修することで漢文講読に読み替える3･4漢文講読

書道

※日本文学講読ⅤとⅥを履修することで近現代文学講読に読み替える

3･4翻訳のしかた ※翻訳論ⅠとⅡを履修することで翻訳のしかたに読み替える

科　目　名 備考
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教職課程科目読替対応表

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

必修 選択 自由

日本国憲法Ⅰ

日本国憲法Ⅱ

健康スポーツ論Ⅰ

健康スポーツ論Ⅱ

スポーツ実技Ⅰ

スポーツ実技Ⅱ

スポーツ実技Ⅲ

外国語（英語１） 英語１a

外国語（英語２） 英語１b

ＩＴリテラシー演習１（再履修） 旧カリ開講

ＩＴリテラシー演習２（再履修） 旧カリ開講

教職に関する科目

必修 選択 自由

教師論 2･3 教師論

教育原理Ⅰ 2･3 教育原理Ⅰ

教育原理Ⅱ 2･3 教育原理Ⅱ

教育心理学 教育心理学

発達障害者・児の心理・生理 発達障害の心理学

教育制度論 3・4 教育制度論

教育課程論 3・4 教育課程論

国語科指導法Ⅰ 2･3 国語科指導法Ⅰ

国語科指導法Ⅱ 2･3 国語科指導法Ⅱ

国語科指導法Ⅲ 2･3 国語科指導法Ⅲ

国語科指導法Ⅳ 2･3 国語科指導法Ⅳ

英語科指導法Ⅰ 2･3 英語科指導法Ⅰ

英語科指導法Ⅱ 2･3 英語科指導法Ⅱ

英語科指導法Ⅲ 2･3 英語科指導法Ⅲ

英語科指導法Ⅳ 2･3 英語科指導法Ⅳ

情報科指導法Ⅰ 2･3 情報科指導法Ⅰ

情報科指導法Ⅱ 2･3 情報科指導法Ⅱ

道徳教育論 中一免のみ必修 道徳教育論

特別活動論 特別活動論

教育方法論 3・4 教育方法論

視聴覚メディアの活用 対応なし

生徒指導概論 生徒・進路指導概論 2016名称変更

学校臨床心理学 学校臨床心理学

教育実習事前・事後指導 教育実習事前・事後指導

教育実習Ⅰ 教育実習Ⅰ

教育実習Ⅱ 中一免のみ必修 教育実習Ⅱ

教職実践演習（中・高） 教職実践演習（中・高）

免許法施行規則に定める科目区分等に定める単位数以上を履修しなければならない。

※教科指導法については、希望する免許教科のみを履修すること。

ナンバリング

コード 科　目　名
単　位　数 履修

年次

科　目　名
単　位　数 履修

年次

日本の憲法

備　考

中一免(国語) 必修

中一免(英語) 必修

健康スポーツ論

科　目　名 備考

新カリ読み替え対応

新カリ読み替え対応

科　目　名

スポーツ実技Ⅰ～Ⅲ
のうちいずれかひと
つ（それぞれ学則別）

スポーツ実技

備考備　考

※
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英語免許教科に関する科目

必修 選択 自由

英語学 英語学概論

英語音声学 英語音声学

日英の表現比較 英語の文法

英米の演劇 舞台芸術論

英米文学史

英米文学講読

英米の思想 旧カリ開講

英米の児童文学 児童文学講読

英米の現代文化と英語 旧カリ開講

英米の舞台芸術 対応なし

English ReadingⅠ 英語１d

English ReadingⅡ 旧カリ開講

専門ゼミナール 専門ゼミナール（荒井・井上）

英語コミュニケーション 英語１c

翻訳論Ⅰ

翻訳論Ⅱ

English SpeakingⅠ 旧カリ開講

English SpeakingⅡ 旧カリ開講

English ListeningⅠ 旧カリ開講

English ListeningⅡ 旧カリ開講

旧カリ開講

英米の文化 旧カリ開講

英語圏地域研究 地域研究・実践論

翻訳のしかた

英
語
学

英
米
文
学

英米の文学

科　目　名
単　位　数 履修

年次
備　考

　免許法施行規則に定める科目区分毎にそれぞれ1単位以上履修し、かつ中学校教諭一種免許状にあっては合計30単位以上
を、高等学校教諭一種免許状にあっては合計36単位以上を履修しなければならない。

英
語
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

異
文
化
理
解

備考科　目　名

新カリ読み替え対応
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国語免許教科に関する科目

必修 選択 自由

日本語学 日本語学概論

日本語表現論 日本語表現論

表現と文体 対応なし

現代の日本語 現代の日本語

日本語の文法 日本語の文法

日本語の音声 日本語の音声

日本語表現演習 日本語表現演習

コミュニケーションの技法 旧カリ開講

日本の文学 日本の文学

日本古典文学の歴史 古典文学論

日本近代文学の歴史 日本文学史

日本文化入門 日本文化論

言語文化創造Ⅰ（歴史・うた） 旧カリ開講

言語文化創造Ⅱ（物語・日記） 旧カリ開講

言語文化創造Ⅲ（小説・詩） 近現代文学論

日本文学講読Ⅰ

日本文学講読Ⅱ

日本文学講読Ⅲ

日本文学講読Ⅳ

日本文学講読Ⅴ

日本文学講読Ⅵ

日本言語文化特論 現代芸術論

Ｎ０2

Ｎ０3

漢文学概論 漢文学概論

漢文講読Ⅰ

漢文講読Ⅱ

書道Ⅰ

書道Ⅱ

国
語
学

国
文
学

（
国
文
学
史
を
含
む

）

中古文学講読

　免許法施行規則に定める科目区分毎にそれぞれ1単位以上履修し、かつ中学校教諭一種免許状にあっては合計30単位以上
を、高等学校教諭一種免許状にあっては合計36単位以上を履修しなければならない。

上代文学講読

漢
文
学

近現代文学講読

書道（書写を
中心とする） 中一免のみ必修

備　考科　目　名
単　位　数 履修

年次

1科目選択必修

1科目選択必修

専門ゼミナール

漢文講読

（小菅・石田のみ対象）

書道

旧カリ開講（小菅・石田のみ対象）

新カリ読み替え対応

科　目　名 備考
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情報免許教科に関する科目

必修 選択 自由

情報社会及
び情報倫理 知的財産権と情報倫理 知的財産権と情報倫理

コンピュータ科学入門 メディアサイエンス

プログラミング基礎 プログラミングⅠ

プログラミング応用 プログラミングⅢ

アルゴリズム基礎 アルゴリズムとデータ構造Ⅰ

コンピュータシステム コンピュータシステムⅠ

ＩＴリテラシー応用演習 対応なし

プログラミング基礎演習 プログラミングⅡ

プログラミング応用演習 データアナリティクスⅢ

アルゴリズム応用 アルゴリズムとデータ構造Ⅱ

オペレーティングシステム コンピュータシステムⅡ

情報システム実験演習Ⅱ メディアプロジェクトⅡ

インターネット検索演習 対応なし

システム開発の方法 プロジェクトマネジメント

オペレーションズリサーチ 意思決定論

データベース データアナリティクスⅠ

データベース演習 データアナリティクスⅡ

情報ネットワーク ネットワークとセキュリティ

情報セキュリティ 旧カリ開講

情報システム実験演習Ⅰ メディアプロジェクトⅠ

プレゼンテーション演習 メディア表現基礎

Webデザイン演習 Webサービス構築Ⅰ

Webプログラミング演習 Webサービス構築Ⅱ

情報と職業Ⅰ

情報と職業Ⅱ

経営と情報 旧カリ開講

　免許法施行規則に定める科目区分毎にそれぞれ1単位以上履修し、かつ36単位以上を履修しなければならない。

情報と職業

情報通
信ネット
ワーク
（実習を
含む）

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨ
ｱ表現及
び技術
（実習を
含む）

情報と
職業

備　考

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
及
び
情
報
処
理

（
実
習
を
含
む

）

１科目選択必修

情報シ
ステム
（実習を
含む）

１科目選択必修

科　目　名
単　位　数 履修

年次

新カリ読み替え対応

科　目　名 備考
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司書課程科目読替対応表

図書館司書に関する科目

必修 選択 自由

生涯学習論 旧カリ開講 2017年度から「生涯学習概論」として開講（2017読み替え設定）

図書館情報論 旧カリ開講 2017年度から「図書館概論」開講（2017読み替え設定）

図書館制度・経営論 3･4 図書館制度・経営論

図書館情報技術論 3･4 図書館情報技術論

図書館サービス概論 2･3 図書館サービス概論

情報サービス論 2･3 情報サービス論

児童サービス論 3･4 児童サービス論

情報サービス演習 3･4 情報サービス演習

図書館情報資源論 2･3 図書館情報資源論

情報資源組織論 2･3 情報資源組織論

情報資源組織演習 3･4 情報資源組織演習

図書館情報資源特論 2～4 図書館情報資源特論

図書・図書館史 2～4 図書・図書館史

図書館施設論

図書館実習 3･4

卒業研究

必
修
科
目

選
択
科
目

2科目選択

新カリ読み替え対応

ナンバリング

コード 科　目　名
単　位　数 履修

年次
備　考 科　目　名 開講区分
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日本語教員養成課程科目読替対応表

日本語教員養成課程に関する科目

必修 選択 自由

日本語教授法１ 日本語教授法１

日本語教授法２ 日本語教授法２

日本語教材・教具論 日本語教育概論

日本語教授法演習（実習含む） 日本語教授法演習（実習含む）

日本語学 日本語学概論

日本語文法研究 日本語文法研究

日本語表現論 日本語表現論

日本語の音声 日本語の音声

表現と文体 対応なし

現代の日本語 現代の日本語

日本語の文法 日本語の文法

認知心理学 認知心理学

学習心理学 学習心理学

異文化交流の心理学 旧カリ開講

社会言語学 社会言語学

英語圏地域研究 地域研究・実践論

言語文化創造Ⅲ（小説・詩） 近現代文学論

日本の憲法Ⅰ

日本の憲法Ⅱ

国際関係事情 国際関係論

情報と職業Ⅰ

情報と職業Ⅱ

日本文化入門 日本文化論

現代文化入門 現代文化論

科目区分ごとの必要単位数を満たし、さらに合計30単位以上を修得すること。

日本の憲法

新カリ読み替え対応

備考

※情報と職業ⅠとⅡを履修することで情
報と職業に読み替える

※日本の憲法ⅠとⅡを履修することで日
本の憲法に読み替える

単
位
以
上

言
語
と
社
会

社
会
・
文
化
・
地
域

単
位
以
上

科　目　名

言
語
と
教
育

単
位
以
上

　
言
　
　
語

単
位
以
上

言
語
と
心
理

単
位
以
上

科　目　名
単　位　数

区分
履修
年次

情報と職業
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