
《総合科学部》学部共通科目（基礎ゼミ・キャリアプラン入門Ⅱ以外）

【１．知識・理解】 【３．態度・志向性】 【４．統合的な学習態
度と創造的思考力】

自分の専門分野を中心に文
化，社会と自然に関する幅広
い知識や技能を習得し，それ
らの多様性を理解することが
できる。

(1)正しい日本語の運用
能力，すなわち文章を
論理的に書き，理解す
る能力，他人とコミュ
ケーションする能力，プ
レゼンテーション能力を
身につけている。

(2)国際共通語とし
ての外国語の基本
的運用能力とそれ
に基づく国際感覚
を身につけてい
る。

豊かな人間性，高い
倫理観を身につけ，
自分で問題を発見
し，解決する態度を
身につけている。

総合的な視点と知識
を身につけ，現代社会
のさまざまな問題を分
析する能力と技能，情
報発信能力を有し，地
域社会の文化や生活
環境の創造に貢献で
きる。

キャリアプラン入門Ⅰ ◎ ◎ ◎

科学と人間 ◎ ○

健康と福祉 ◎ ◎ ○

情報処理の基礎Ⅰ ○ ○ ◎

情報処理の基礎Ⅱ ◎ ○

国際交流・協力体験 ○ ◎ ◎ ◎

基礎英語講読Ⅰ ○ ◎ ○

基礎英語講読Ⅰ ○ ◎ ◎

基礎英語講読Ⅱ ○ ○ ◎ ○ ○

実用外国語基礎演習I(英語) ○ ◎

実用外国語基礎演習Ⅰ(中国語） ◎ ○ ◎ ○ ◎

実用外国語基礎演習Ⅰ（ﾄﾞｲﾂ語） ○ ○ ◎ ○ ○

実用外国語基礎演習Ⅰ （ﾌﾗﾝｽ語） ○ ○ ◎ ○

実用外国語基礎演習Ⅱ　（英語） ◎ ◎ ○ ○

実用外国語基礎演習Ⅱ（中国語） ○ ○ ◎ ○ ◎

実用外国語基礎演習Ⅱ（ﾄﾞｲﾂ語） ○ ○ ◎ ○ ○

実用外国語基礎演習Ⅱ （ﾌﾗﾝｽ語） ○ ◎ ◎ ○ ◎

キャリアプランⅠ ◎ ○ ○

キャリアプランⅡ ○ ◎

全学共通教育中国語初級で身につけた
中国語の能力を高め，実用として使いこ
なす事のできるよう，読解と聞き取りを中
心にトレーニングを行う。

ドイツ語初級文法の簡単な復習と補完を
並行しておこない，基礎的知識を確実に
する。
ドイツ語の読み書き話し聴く能力の基礎
を習得する。
ドイツ語圏の事情や文化に触れる。

本講義では，外国語の基本的運用能力
およびコミュニケーション能力を養成する
こと，ならびに国際感覚を醸成することを
目的としている。

In today’s globalized society, knowledge
of world events and the ability to
process technical information has
become increasingly important. This
class requires students to research
current events and respond to them.
This course aims to develop student
autonomy by encouraging them to
conduct their own research and choose
articles which are of interest to them.
Students will be able to obtain authentic
and current material. Furthermore,
students will be able to gain access to
information from other countries which
will give them insight into how other
cultures present news items, and which
topics are of interest to people from
English-speaking cultures.
This course aims to extend the theme of
Current Events which students have
covered in the first semester. The first
semester is designed to help students
improve their listening comprehension
and speaking skills. The second
semester is designed to help students
develop research and analytical skills

学部共通科目

初級から中級程度のドイツ語が読め，簡
単なドイツ語を実際に運用できる技能を
身につけること。

異文化（広い意味で自分とは異なるもの
すべて）に触れ，理解しようとすることは，
多大なるエネルギーを要します。「常識」
と思っていたものが覆され，発想の根本
的な転換が迫られることもしばしばです。
しかしその経験が，人生に幅をもたらして
くれることも事実です。フランス語と文化
に関する知識を深め，フランス語の総合
的・実践的な運用能力を高めながら，普
段の日本語生活からは見えてこない新し
い世界を知ることがこの授業の目的で
す。

ジョブリサーチのための素養，ならびに就
業力に最低限必要な日本語力・コミュニ
ケーション力・プレゼンテーション力を身
に付けるとともに，キャリア学習ポート
フォリオ作成を通して自らのキャリアプラ
ンを自主的に進めることができる。

就職情報の収集方法ならびにジョブリ
サーチプラン作成方法を身に付けるとと
もに，キャリア学習ポートフォリオ作成を
通して自らのキャリアプランを自主的に
進めることができる。

確実に中国語の実力を身につけ，実用レ
ベルに到達する。

国際交流・協力の活動についてその理論
と実践を体験も踏まえて学ぶ。授業を通
して社会性，コミュニケーション力，積極
性，行動力，プレゼンテーション力も高め
る。

 人文科学や社会科学の文献・資料を英
語で読み，英語の文章を読む基礎的読
解力を身につける。　人文科学・社会科
学の基礎的な知識および国際感覚を身
につける。

特定のテーマについて，英語の新聞・雑
誌記事の内容を理解し，何が争点となっ
ているのかを把握できるようにする。

外国語の基本的運用能力の養成，およ
びそれを通じての国際感覚の醸成と論理
的文章を理解し書く能力の養成

 外国語の基本的運用能力，外国語によ
るコミュニケーション能力を養成し，また
国際感覚の養成をも目ざす。

大学が激動期にある今日，学生が「大学
の意義・役割」を理解し，大学の進むべき
方向を自覚して，新しい大学への脱皮・
再生に対して学生としてなすべきことを考
え，大学生活のあり方を自覚することを
目指す

この授業では，「情報リテラシー」を身に
つけることを目標とします。また，「日本語
で論理的文章を書く能力」の基礎を身に
つけることを目標とします。

1.現代社会における「健康と福祉」に関す
る諸問題を知る。
2.それらの問題に対してどのような対応
がなされているかを知る。

データの整理・分析に必要な知識，技術
を学ぶ。またデータ分析のためのソフト
ウェアを使いこなせるようになる。

簡易なプログラミング言語である
VisualBasicなどを用いて受講者自身がコ
ンピュータ上でマルチメディアコンテンツ
などを自力で作成できるようになり，基礎
的な情報リテラシーを身につけ，プログラ
ミングは楽しいと感じられるようになること
を目標とする。

ディプロマ・ポリシー
 【２．汎用的技能】

科目の教育目標

科目名

・ディプロマ・ポリシーに特に強く関連するものは◎，関連するものは○を記入する。 


	学部共通（基礎ゼミ・ｷｬﾘﾌﾟﾗ入門Ⅱ以外）



