
 

 

全学共通カリキュラム 
 
《教育目標》 

・建学の理念・キリスト教について学ぶ。 

・「女性の生きる力」を養う。 

・共生社会の推進への理解を深める。 

・専門領域を超えて学ぶ姿勢を養う。 

・学びの基礎的スキルを養う。 
 

《構成》 幅広い視野と深い識見を養い、現代の諸問題に向き合う判断力を身につける「リベラル・

スタディーズ」と本学での勉学を完成する上で必要とされる基礎学力・学習方法を習得する「ア

カデミック・スキル科目」の２つの科目群を設け、「リベラル・スタディーズ」には総合教養科

目、挑戦する知性科目、キリスト教学科目、「アカデミック・スキル科目」には外国語科目、日

本語科目、情報処理科目を設置し、全人的成長、教養人としての資質の向上を目指します。 
 

《必修科目及び単位数、履修年次》 

全学共通カリキュラムの必修科目及び単位数、履修年次は、以下のとおりです。 
 

 
 

必修 

単位数 
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

リ
ベ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ 

総合 

教養科目 
18単位 

総合教養科目は、以下の①②の 10科目 18単位を必修とする。 

 ①｢女性の生きる力｣、「人間自身を知る」、「人間の知的生産」、「人間社会の

仕組みと問題」の 4領域から必ず各 1科目 2単位、「人間と自然科学」領

域から必ず 2科目計 4単位を含め 8科目計 16単位 
 

ただし、哲学、日本文学、社会学、心理学およびコミュニケーションの各専

攻の学生は、各領域の必修 2単位とすることができない科目があります。 

②「女性のウェルネス」領域の「女

性のウェルネス・身体運動Ⅰ」

及び「女性のウェルネス・身体

運動Ⅱ」の 2科目計 2単位 

 

 

   

①｢女性の生きる力｣、「人間と自然科学」、「人間自身を知る」、「人間の知的

生産」、「人間社会の仕組みと問題」の 5領域から必ず各 1科目 2単位を含

め 8科目計 16単位 
 
ただし、この 16 単位に含むことのできる「人間と自然科学」領域の科目

は、2科目計 4単位までとします。また、この 16単位に含めることができ

ない科目があります。 

  

 

②「女性のウェルネス」領域の「女

性のウェルネス・身体運動Ⅰ」及

び「女性のウェルネス・身体運動

Ⅱ」の 2科目計 2単位 

 

 

挑戦する

知性科目 
 （※） 

キリスト

教学科目 
6単位 キリスト教学Ⅰ（入門Ⅰ）・（入門Ⅱ） キリスト教学Ⅱの 12科目から１科目 

国
際
英
語
学
科
、人
文
学
科
、国
際
社
会
学
科
、 

心
理
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科 

数
理
科
学
科 



 

 

   
必修 

単位数 
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ス
キ
ル
科
目 

外
国
語
科
目 

《国際英語学科》 

第
一 

7 単位 

Communication Skills A・B 
Discussion 

Skills A 
    

Reading ⅠA・ⅠB  Reading ⅡA    

選択必修 1科目 1単位 

第
二 

4 単位 

ドイツ語初級・フランス語初級・ 

スペイン語初級・中国語初級・ 

韓国語初級 から 1か国語 

      

《人文学科、国際社会学科、心理・コミュニケーション学科、数理科学科》 

第
一 

9 単位 

Communication Skills A・B 
Discussion 

Skills A・B 
  

Reading ⅠA・ⅠB  Reading ⅡA・ⅡB   

選択必修 1科目 1単位 

第
二 

4 単位 

ドイツ語初級・フランス語初級・ 

スペイン語初級・中国語初級・ 

韓国語初級 から 1か国語 

   

日本語 

科目 
 （※）   

情報処理 

科目 
4単位 情報処理技法（リテラシ）Ⅰ・Ⅱ       

※ 挑戦する知性科目、日本語科目は必修ではありませんが、履修を勧めます。 

 
総合教養科目 
 

《教育目標》 

全体 ・専門領域を超えて問題を探求する力を養う。 

・女性の自己確立の基盤となる知識・能力を身につける。 

女性の生きる力 ・女性学の知識やジェンダー的視点から、社会・文化・歴史の諸相を理解する。 

・女性が直面する現代社会の諸問題をジェンダー的視点から分析する力を養う。 

・男女共同参画社会における女性の自立的社会参加の基盤となる知見を身につける。 

人間と自然科学 ・人間と人間をとりまく自然界の様々な現象と生命の多様な姿を科学的に理解する。 

・科学や技術がもたらす社会的役割や影響を正しく判断できる素養を身につける。 

・現代の数学が果たす役割を理解し、論理的思考力を養う。 

人間自身を知る ・人間とは何かという問いかけに対して、さまざまな切り口から考える力を養う。 

・これまでの思索の歴史から現代に生きる知恵を学び、自分自身で思索する力を身につけ

る。 

・科学や文化などの人間の営みをさまざまな視点から分析し、これからの人間や社会の在
り方を探る感性を育てる。 

・人間について実証的研究を行う方法論の基礎を理解し、人間や社会について考える新し
い視点を身につける。 

人間の知的生産 ・人間の長い知の営みの中で築かれてきた歴史や文化を様々な角度から捉える力を養う。 

・世界諸地域の文化や芸術にまで視野を広げ、豊かな知性を養い感性を磨く。 

・人間の思想、意志、感情や知の営みを表現する手段について理解する。 

人間社会の仕組み

と問題 

・法律、政治、経済等の人間社会の仕組みの基本概念と基本原理を理解する。 

・社会生活の中で合理的な意思決定ができる力を養う。 

・グローバルな視点から家族・地域・仕事などといった社会の基本となる枠組みを理解
し、問題点を探求する力を養う。 

・国際社会の諸問題を様々な切り口から考える力を養う。 

女性のウェルネス ・女性の生涯の健康を支える基礎知識・手法を習得し、自己管理能力を養う。 

・身体運動についての理解を深め、実践を通して身体能力の向上をはかる。 
 



 

 

《構成》 総合教養科目は、女性の自己確立を実現し、女性の生涯を支援する女子大学としての特色

を生かした科目群からなる「女性の生きる力」、「女性のウェルネス」の２領域と、人間とそれを取

り巻く世界を学ぶ科目群からなる「人間と自然科学」、「人間自身を知る」、「人間の知的生産」、「人

間社会の仕組みと問題」の４領域とを置いています。 
 

《必修要件》 総合教養科目は、次の①②の10科目18単位を必修とします。 

国際英語学科、人文学科、国際社会学科、心理・コミュニケーション学科 

①｢女性の生きる力｣、「人間自身を知る」、「人間の知的生産」、「人間社会の仕組みと問題」の４領域

から、必ず各1科目2単位、「人間と自然科学」領域から必ず2科目4単位を含め8科目計16単位 

注意 哲学専攻、日本文学専攻、社会学専攻、心理学専攻、コミュニケーション専攻の学生については、   

下表に示す授業科目の単位を、①の必修16単位に含めることはできますが、当該領域の必修２単位  

に充当することはできません。  
学科・専攻 授業科目 領域 

人文学科 
哲学専攻 現代人の哲学 人間自身を知る 

日本文学専攻 日本の文学 人間の知的生産 

国際社会学科 社会学専攻 社会学と現代社会 人間社会の仕組みと問題 

心理・コミュニ

ケーション 

学科 

心理学専攻 

こころの科学 

こころと社会 

こどものこころ 

人間自身を知る 

コミュニケーション専攻 
統計のしくみ 

統計分析を学ぶ 
人間社会の仕組みと問題 

 

 

②「女性のウェルネス」領域の「女性のウェルネス・身体運動Ⅰ」及び「女性のウェルネス・身

体運動Ⅱ」の２科目計２単位 

数理科学科 

①｢女性の生きる力｣、「人間と自然科学」、「人間自身を知る」、「人間の知的生産」、「人間社会の仕組

みと問題」の５領域から、必ず各1科目2単位を含め8科目計16単位（この16単位に含むことのでき

る「人間と自然科学」領域の科目は2科目計4単位までとする。） 

注意 下表に示す授業科目の単位を、①の必修16単位に含めることはできません。  
学科・専攻 授業科目 領域 

数理科学科 
数学専攻 

情報理学専攻 

代数と幾何の基礎 

代数と幾何の考え方とその応用 

微分と積分の基礎 

微分と積分の考え方とその応用 

確率統計の基礎 

人間と自然科学 

 

 

②「女性のウェルネス」領域の「女性のウェルネス・身体運動Ⅰ」及び「女性のウェルネス・身

体運動Ⅱ」の２科目計２単位 

 

《履修に関する助言》 総合教養科目には、古典的なものから現代的なものまで、各分野の基礎的な

ものから複数の学問分野にまたがったものまで、多彩な科目を設置しています。また、資格取得や

国家試験の準備の第一歩となる科目も含まれています。就職やその他の活動を通じて、専門分野の

学習だけでは得られない知識や思考法の習得の必要性にはじめて気づくこともあるでしょう。その

受け皿のひとつとなるのが総合教養科目です。未知の領域にぜひ積極的にアプローチしてみてくだ

さい。総合教養科目の履修を通して、新たな発見と豊かな知識を身につけることを大いに期待しま

す。 

 

 



 

 

 

女性のウェルネス（健康・運動科学） 
 

《必修科目》 １年次に、女性の健康を支える基礎的な知識と方法論を理論と実践から習得する「女

性のウェルネス・身体運動Ⅰ」､｢女性のウェルネス・身体運動Ⅱ｣の２科目計２単位を履修します。 

《選択科目》 より専門的、応用的、発展的な授業が選択科目として開講されています。講義科目で

は、からだの科学、発育・発達、栄養、性・生命、心身コンディショニング等を学び、実習科目で

は、スポーツ、フィジカルエクササイズ、身体表現等をおこなうことができます。 

《履修に関する助言》 よりよく生きていくには、まず生きる力の源である「いのち・からだ・運動･

健康」を理解し、女性が自身の身体の自己管理能力を養うことが必要です。積極的に履修してくだ

さい。 

 

挑戦する知性科目 
 

《教育目標》 

・現代社会の問題解決を目指すさまざまな取り組みについて体験的な学びを重ね、われわれをとり

まく世界と能動的に関わろうとする姿勢を養う。 

・目まぐるしく移り変わる現代社会のなかで絶えず更新を迫られる知識とスキルを自律的に学び続

け、生涯にわたって自らのキャリアを主体的に構築し続ける力を養う。 

・国際的な視野をひろげて多文化共生への理解を深めるとともに、外国語の運用能力を駆使して説

得的に自己発信する力を養う。 
 

《選択科目》 １年次から「女性の起業」、２年次以降に「PBLキャリア構築講座」、「ニューヨーク国

連研修」、「ケンブリッジ教養講座」、「英語特別プログラム」を選択科目として履修することができ

ます。なお、データサイエンス副専攻のコア科目のうち、「文理融合データサイエンス（I・IIA・IIB）」

が将来のキャリア構築に資する科目としてここに位置付けられています（対象：2021年度以降入学

者）。 

《履修に関する助言》  

挑戦する知性科目は必修科目ではありませんが、将来のキャリアを主体的に構築し続ける力、国際

的視野と外国語の運用能力を活かして自己発信する力を育成するのに役に立つ科目なので、積極的

に履修することを勧めます。 

 

キリスト教学科目 
 

《教育目標》 

・聖書を通してキリスト教を学び、建学の精神を理解する。 

・キリスト教の歴史や思想、さらにキリスト教と芸術や社会との関わりを理解する。 
 

《必修科目》 １年次には「キリスト教学Ⅰ(入門Ⅰ)」、「キリスト教学Ⅰ(入門Ⅱ)」の２科目計４単

位を修得します。この２科目では、本学の歴史や、建学の精神であるキリスト教とその土台である

聖書の内容を学びます。２年次以降の「キリスト教学Ⅱ」では、キリスト教をめぐる様々なテーマ

（旧約聖書、新約聖書、女性観、歴史、日本や世界における実情、現代社会・諸宗教・倫理・思想・

文化・芸術・文学作品等との関わり）の中から１科目２単位を選択必修として学びます。これら３

科目の合計６単位が必修となっています。 

《選択科目》 「キリスト教学Ⅲ」は、２年次以降に「キリスト教学Ⅱ」を履修した人がさらに問題

を広げ深める内容となります。また、「キリスト教学Ⅱ」は、必修科目として履修する以外に、   

さらに選択科目としても履修することができます。 

《履修に関する助言》 キリスト教学は、単に聖書の知識を学ぶだけではなく、人間観、生命観、   

世界観、倫理など現代の諸問題と深く関っています。学問としてキリスト教を学ぶことを通して、

世界や人生について真剣に考え、取り組む姿勢を学ぶようにしましょう。  



 

 

外国語科目 
 

《教育目標》 

・国際コミュニケーションに不可欠な外国語の運用能力を養う。 

・専門分野等大学における様々な学習に必要な語学力を習得する。 

・異文化に対する理解を深め、複眼的な判断力を培う。 
 

 

 

第一外国語（英語） 
 

《教育目標》 

・国際的に共通語として使われることの多い英語を用いたコミュニケーション能力を伸ばす。 

・読む、聞く、話す、書くの４技能のいずれに於いても運用能力を養い、英語で受信・発信する力

を伸ばす。 

・使用される状況に応じて英語を適切に使い分ける能力を養う。 

・専門分野の学習につながる英語力の基礎を培うとともに、社会における活動に役立つ応用力を身

につける。 
 

 

《必修科目》  
国際英語学科の学生は、１年次と２年次に６科目計６単位が必修として課せられています。１

年次では｢Communication Skills A｣･｢Communication Skills B｣、及び｢Reading ⅠA｣・｢Reading 

ⅠB｣の4科目計4単位、２年次では｢Discussion Skills A｣及び「ReadingⅡA」の2科目計2単位が必

修です。 

人文学科、国際社会学科、心理・コミュニケーション学科、数理科学科の学生は、１年次と２

年次に８科目計８単位が必修として課せられています。１年次では｢Communication Skills A｣･

｢Communication Skills B｣、及び｢Reading ⅠA｣・｢Reading ⅠB｣の4科目計4単位、２年次では

｢Discussion Skills A｣・｢Discussion Skills B｣、及び「ReadingⅡA」・「ReadingⅡB」の4科目計

4単位が必修です。 

１年次、２年次ともに学習効果を高めるために、プレイスメントテストの成績によるクラス編

成を行っています。 

Communication Skills：使いこなせる語彙を増やし、聞き話す力を養い、筋道立てて会話するス

キルを身につけます。 

ReadingⅠ：文やパラグラフの構成を理解するところから出発し、パラグラフの繋がり、そして

文章の大意を把握する力を養います。テーマについて議論できる読解力を身につけます。

教室外学習の一部として、学内外のe-learning等の資源を活かし自分にあった方法で英語

力を伸ばす自律的学習が求められます。 

Discussion Skills：英語によるグループでの議論を理解し、議論の展開に貢献する力を伸ばし

ます。 

ReadingⅡ：様々なタイプの文章の読解を通して英語による論理構成を把握し、情報を集めその

内容を吟味し自分の考察を表現する力を向上させます。 

《選択必修科目》 主に２年次以上では、学生の多様なニーズに応えるため、より高度な英語を学ぶ

ための豊富な科目（Speaking Skills, Listening and Presentation, Critical Reading and 

Discussion, Journalistic English, Academic Writing, English through Drama, Business 

English, Translation, Tour Guide Interpreting）、各種英語力測定試験の対策を行いつつ、留学

や社会で役立つ実践的な英語力を養成する科目（「TOEIC講座」、「TOEFL講座」、「IELTS講座」）が設置

されており、各自その中から1科目1単位を選択必修として学びます。 

《選択科目》 １年次対象の「Basic Communicative English」（週２回の授業、前期２単位）は、プ

レイスメントテストの結果に基づいて指示を受けた学生が履修する科目です。 

《履修に関する助言》 １年次に必修の英語科目は、大学での学びの基礎となる科目です。２年次に



 

 

必修の英語科目では、大学生として必要な読解力、ディスカッション能力を高めます。選択必修

科目は豊富な科目の中から自分のニーズに合わせて履修してください。 

《その他》 

〇本学がイギリス、アメリカ等の大学で実施している「海外語学研修」の学修の単位認定制度に  

ついては、「履修の手引」の「Ⅴ．学外学修の単位認定」を参照してください。 

〇希望者の中から選抜された学生を対象とする「キャリア・イングリッシュ課程」については、「履

修の手引」の「Ⅺ．キャリア・イングリッシュ課程」を参照してください。 

〇入学前の学外学修の単位認定及び入学前既修得単位の認定については、「履修の手引」の「Ⅴ．学

外学修の単位認定」を参照してください。 

第二外国語（ドイツ語･フランス語･スペイン語･中国語･韓国語） 

《教育目標》 

選択必修科目（初級） ・読み、書き、聞き、話すための基礎を、文法と発音を中心として習得する。 

選択科目 ・初級で習得した基礎を踏まえ、大学における学習、社会における活動に役

立てられる応用力を身につける。 

・それぞれの言語が用いられる地域の社会・文化への理解を深め、国際的な

視野を広げる。 
 

《必修科目》 １年次に５つの言語の中から１言語を選び、「初級」の１科目４単位を履修すること

が必修として課せられています。「初級」は、週２回の授業を１年間履修します。 

ドイツ語：中世以来、ドイツ語文化圏は、ヨーロッパ文明を支える不可欠の一翼を担ってきまし

た。ドイツ語圏の歴史や文化、そしてＥＵ内で今後ますます主導的な役割を果たす可能性が高い

現在のドイツを知るためにはもちろんのこと、同じ西ゲルマン語に属する英語を客観的に見る視

点を養い、類縁の言語を比較する面白さを味わう機会を得るためにも、ドイツ語の学習を勧めま

す。 
フランス語：フランス語は約200年間、国際外交語としての地位を保ってきました。現在でもベル

ギー、スイス、カナダ、アフリカ諸国などの公用語または行政言語です。最初は煩雑に思われる

文法規則も、いったん覚えてしまえば正確な読み取りを可能にします。また英語はフランス語の

影響を強く受けて発達してきたので、英語の学習とフランス語の学習は互いに助け合うはずで

す。 
スペイン語：スペイン語はスペインのみならずラテンアメリカの20か国で公用語となっているほ

か、アメリカ合衆国でも2000万人の人々の母語となっています。使用人口は世界で約3億人いる

と言われ、国際連合の公用語の一つでもあります。広くヨーロッパから、ラテンアメリカの歴

史、文化の理解に欠かせない言語です。 

中国語：アジア、特に東アジア地域、東南アジアに関心のある人にとって、中国語の習得は歴史

的にも、今後のアジアへの理解を深める一助となるでしょう。漢字を用いているとはいえ､習得

の困難さは他の外国語と同じですが、その努力が理解の始まりなのです。 
韓国語：韓国語は日本人にとって最も習得しやすい言葉です。文の構造は日本語と変わらず、漢

字語彙はほとんどが日本語と共通のものです。歴史的にまた同時代的に密接な関係があり、最

近は特に韓国ドラマなどの影響もあり、学習者が急増しています。韓国語の基礎を身につけ

て、韓国の文化に直に触れられるようになりましょう。 

《選択科目》 ５つの外国語それぞれに、選択科目が設けられています。 
〇読解Ａ・Ｂ、作文と文法、会話（２年次以上対象）：各学科専攻科目の履修に際して必要な外国

語の基礎力を養うと同時に、異なった言語文化の多様なあり方に接することで高度の一般教養的

な役割を果たすことを目指しています。同じ言語の初級４単位の修得を履修の条件としています。 

〇第三・第四外国語としての「初級」の履修（２年次以上対象）：必修外国語として履修した言語

以外の言語を、選択科目として履修することも可能です。 
《履修に関する助言》 

〇「初級」の言語の選び方については、各専攻の履修の助言も参照してください。 

〇読解Ａ・Ｂ、作文と文法、会話については、同一授業科目を重ねて履修することができます。 
選択科目を初めて履修する者は、確実な学習効果をあげるために、同一授業科目を前期・後期 
続けて履修することを勧めます。また、総合的な語学力を培うために異なる選択科目をバランスよ



 

 

く履修し、理解を深めるようにしてください。 
《その他》 

〇本学が実施している「海外語学研修」の学修の単位認定制度については、「履修の手引」の

「Ⅴ．学外学修の単位認定」を参照してください。 

〇入学前の学外学修の単位認定及び入学前既修得単位の認定については、「履修の手引」の 

「Ⅴ．学外学修の単位認定」を参照してください。 
 

ギリシア語・ラテン語 
ヨーロッパ古典語のギリシア語・ラテン語を選択外国語科目として学ぶことができます。初級は 

１年次から、中級は２年次から、履修できます。 
 

日本語科目 
 

《教育目標》 

・自己の考えを論理的に構築し、日本語で明確に表現できる力を身につける。 

・日本語で表現された情報を吟味し、ポイントを的確に把握する力を養う。 
 

《選択科目》 1・2年次限定の「日本語表現法」では、2000字前後の論述文が作成できることを目標

に、文章のポイントをつかんだ要約、主張の論理性・妥当性の吟味、書きことばと話しことばの違

いを踏まえた適切な表現等を学びます。 

《履修に関する助言》 「日本語表現法」は、30名程度のクラスで、グループワークも取り入れます。

必修ではありませんが、多くの学生に履修を勧めます。 
 

情報処理科目 
 

《教育目標》 

・情報通信化社会で必要な、コンピュータやネットワークの基礎的なスキルや知識を習得する。 

・アカデミックライティングやアカデミックなプレゼンテーションのためのコンピュータ活用スキ

ルを身につける。 

・情報収集や問題分析、解決、発信をするために、コンピュータやネットワークを効果的に利用す

る能力を養う。 

・安全にコンピュータやネットワークを利用していくために、セキュリティやルールおよびマナー

について学ぶ。 
 

《必修科目》 １年次の必修科目である「情報処理技法（リテラシ）Ⅰ」では、確実な情報リテラシ

を身につけるため、WWW、電子メール、ファイルシステム、情報倫理、安全対策、ワープロ・表計算・

プレゼンテーションなどを学びます。「情報処理技法（リテラシ）Ⅱ」では、文献や統計データ等の

検索方法を学び、情報を効率よく検索し批判的に取捨選択し、それらを用いて生産的に自らのレ

ポートや論文、発表資料としてまとめる作業を、情報技術を用いて効率良く行える力を身につけま

す。 

《選択科目》 多様なニーズに応える豊富な選択科目を用意しています。プログラミング、マルチメ

ディア、UNIXリテラシ、Webでの情報表現、統計解析、ネットワークとセキュリティなどについてテー

マごとに授業を行います。選択科目を履修するには、「情報処理技法（リテラシ）Ⅰ」を履修してい

なければなりません。（「コンピュータ・サイエンスⅠ・Ⅱ」を除く） 

《履修に関する助言》 コンピュータは、ハード・ソフトとも年々改善されますから、必修単位修得

後も継続して学習することが望まれます。「コンピュータ・サイエンスⅠ･Ⅱ」は、コンピュータに

関する最も基礎的な知識を学ぶ科目ですので、履修する場合は１年次の履修を勧めます。「情報処理

技法（Ｃプログラミング）I」、「情報処理技法（Javaプログラミング）Ⅰ」、「情報処理技法（マルチメ

ディアと表現）Ⅰ」及び「情報処理技法（UNIXリテラシ)」、は、１年次後期から履修できます。 


