
カリキュラムマップ（履修体系図）
【文化芸術コース】

等

専門技能系科目 文化芸術社会の展望
アカデミックライティング 多領域横断型科目 グローバル化と共生社会

共生の時代の経済・産業政策

文化芸術コース専門科目 現代共生コース専門科目 政策科学コース専門科目
〔文化財論系〕 特別研究／プロジェクト研究 〔言語科学系〕 〔経済･統計分析系〕
博物館学 特別研究Ⅰ 一般言語学 ミクロ経済学
文化財科学 プロジェクト研究Ⅰ 英語学 マクロ経済学
先史考古学 英語構文学 経済政策
歴史考古学 言語規格論 経済学史
西洋考古学 近代イギリス文学 〔政策評価系〕
民俗学 現代イギリス文学 財政学
視覚文化学 近代アメリカ文学 金融論
〔日本語・日本文学系〕 現代アメリカ文学 労働経済学
日本古典文学Ａ 外国語教育論 国際経済学
日本古典文学Ｂ 〔歴史地域学系〕 〔会計情報系〕
日本現代文学Ａ 西洋古典学 会計情報
日本現代文学Ｂ 西洋史 財務会計
日本語学Ａ ドイツ語圏地域史 原価計算
日本語学Ｂ 中国史 イノベーション論
日本語史 南アジア史 経営史
〔思想・芸術科学系〕 イスラーム史
倫理学 日本古代史
日本倫理思想史 日本近現代史
東アジア思想史 〔国際地域論系〕
中国古典学Ａ 現代ヨーロッパ論
中国古典学Ｂ フランス地域論
美術史 Intercultural Studies
音楽学 国際関係論
現代音楽思想 現代アメリカ論

ラテンアメリカ・カリブ地域論
共生社会論
中国社会論
〔現代法政論系〕
憲法
民法
刑法
商法
労働法
政治学
行政学

文化芸術コース専門科目 現代共生コース専門科目 政策科学コース専門科目
〔文化財論系〕 〔言語科学系〕 〔経済･統計分析系〕
博物館資料活用論 言語類型論 産業組織論
考古資料保存論 言語構造論 マクロ金融分析
考古学資料調査 言語統語論 産業発展論
文化財保護活用論 言語文書処理 経済理論史
古代地中海文化論 イギリス近代小説論 現代企業論
民俗文化論Ａ イギリス現代小説論 〔政策評価系〕
民俗文化論Ｂ 近代アメリカ文化論 地方財政論
ルネサンス視覚文化論 アメリカ現代小説論 企業統治論
〔日本語・日本文学系〕 第二言語習得論 雇用政策論
日本仏教文学論Ａ 〔歴史地域学系〕 貿易政策論
日本仏教文学論Ｂ ヨーロッパ古典文化史 経営組織論
日本近代文学論Ａ グローバルヒストリー論 〔会計情報系〕
日本近代文学論Ｂ ドイツ文化論 実証会計
日本語学方法論 中国近世史 国際財務報告
日本語学資料論 南アジア近現代史 管理会計
〔思想・芸術科学系〕 西アジア地域史 産業創出論
生命環境倫理思想 日本古代地域史 中小企業論
日本宗教文芸思想 近代日本政治思想史 サービスマーケティング論
東アジア思想文化論 〔国際地域論系〕 グローバル経営論
中国宗教思想 多言語教育論 ベンチャー企業論
視覚芸術論 フランス文化論 政策科学コース特設講義
音楽文化史 Quantitative Analysis of Culture
地域アート・プロジェクト論 平和学
文化芸術コース特設講義 修士学位論文等中間報告会 アメリカ社会論

民族芸術論
現代オセアニア論
現代中国論
〔現代法政論系〕
人権論
民事法制論

特別研究／プロジェクト研究 刑事司法論
特別研究Ⅱ 経済法制論
プロジェクト研究Ⅱ 社会保障法

比較政治制度論
地方自治論
現代共生コース特設講義

修士学位論文等成果発表会

修　士　論　文　（　個　別　課　題　報　告　書　）

学 位 授 与 方 針
（ディプロマポリシー）

教育課程編成の方針
（カリキュラムポリシー）

１年次

２年次

①国内外の文化芸術全般を学術的知
見と科学的手法を用いて，多角的に
理解する。

②各種の文化資源を適切に取り扱う
ための専門の能力・技術を習得する
とともに，その価値を的確に見極め
るための眼識を養う。

③習得した知識・技能を文化資源の
学術的評価や利活用に関する国・地
方自治体の文化振興のための施策に
つなげる能力を養う。

①文化財論，日本語・日本文学，思
想・芸術科学の各方面にわたる最新
の学問理論と方法論に立脚した高度
な専門知識・技能を習得しているこ
と。

②共生の視点に立って他国の文化的
価値を尊重しつつ，我が国の優れた
文化を広く全世界に向けて発信して
いく力を身に付けていること。

③習得した知識・技能を文化資源の
学術的評価や利活用等に関する国・
地方自治体の文化振興のための施策
に繋げることのできる実践力・応用
力を身に付けていること。

専門研究に必要
な基礎的技術を
習得する。



カリキュラムマップ（履修体系図）
【現代共生コース】

等

専門技能系科目 文化芸術社会の展望
アカデミックライティング 多領域横断型科目 グローバル化と共生社会

共生の時代の経済・産業政策

現代共生コース専門科目 文化芸術コース専門科目 政策科学コース専門科目
〔言語科学系〕 特別研究／プロジェクト研究 〔文化財論系〕 〔経済･統計分析系〕
一般言語学 特別研究Ⅰ 博物館学 ミクロ経済学
英語学 プロジェクト研究Ⅰ 文化財科学 マクロ経済学
英語構文学 先史考古学 経済政策
言語規格論 歴史考古学 経済学史
近代イギリス文学 西洋考古学 〔政策評価系〕
現代イギリス文学 民俗学 財政学
近代アメリカ文学 視覚文化学 金融論
現代アメリカ文学 〔日本語・日本文学系〕 労働経済学
外国語教育論 日本古典文学Ａ 国際経済学
〔歴史地域学系〕 日本古典文学Ｂ 〔会計情報系〕
西洋古典学 日本現代文学Ａ 会計情報
西洋史 日本現代文学Ｂ 財務会計
ドイツ語圏地域史 日本語学Ａ 原価計算
中国史 日本語学Ｂ イノベーション論
南アジア史 日本語史 経営史
イスラーム史 〔思想・芸術科学系〕
日本古代史 倫理学
日本近現代史 日本倫理思想史
〔国際地域論系〕 東アジア思想史
現代ヨーロッパ論 中国古典学Ａ
フランス地域論 中国古典学Ｂ
Intercultural Studies 美術史
国際関係論 音楽学
現代アメリカ論 現代音楽思想
ラテンアメリカ・カリブ地域論
共生社会論
中国社会論
〔現代法政論系〕
憲法
民法
刑法
商法
労働法
政治学
行政学

現代共生コース専門科目 文化芸術コース専門科目 政策科学コース専門科目
〔言語科学系〕 〔文化財論系〕 〔経済･統計分析系〕
言語類型論 博物館資料活用論 産業組織論
言語構造論 考古資料保存論 マクロ金融分析
言語統語論 考古学資料調査 産業発展論
言語文書処理 文化財保護活用論 経済理論史
イギリス近代小説論 古代地中海文化論 現代企業論
イギリス現代小説論 民俗文化論Ａ 〔政策評価系〕
近代アメリカ文化論 民俗文化論Ｂ 地方財政論
アメリカ現代小説論 ルネサンス視覚文化論 企業統治論
第二言語習得論 〔日本語・日本文学系〕 雇用政策論
〔歴史地域学系〕 日本仏教文学論Ａ 貿易政策論
ヨーロッパ古典文化史 日本仏教文学論Ｂ 経営組織論
グローバルヒストリー論 日本近代文学論Ａ 〔会計情報系〕
ドイツ文化論 日本近代文学論Ｂ 実証会計
中国近世史 日本語学方法論 国際財務報告
南アジア近現代史 日本語学資料論 管理会計
西アジア地域史 〔思想・芸術科学系〕 産業創出論
日本古代地域史 生命環境倫理思想 中小企業論
近代日本政治思想史 日本宗教文芸思想 サービスマーケティング論
〔国際地域論系〕 東アジア思想文化論 グローバル経営論
多言語教育論 中国宗教思想 ベンチャー企業論
フランス文化論 視覚芸術論 政策科学コース特設講義
Quantitative Analysis of Culture 音楽文化史
平和学 地域アート・プロジェクト論
アメリカ社会論 修士学位論文等中間報告会 文化芸術コース特設講義
民族芸術論
現代オセアニア論
現代中国論
〔現代法政論系〕
人権論
民事法制論
刑事司法論 特別研究／プロジェクト研究
経済法制論 特別研究Ⅱ
社会保障法 プロジェクト研究Ⅱ
比較政治制度論
地方自治論
現代共生コース特設講義

修士学位論文等成果発表会

修　士　論　文　（　個　別　課　題　報　告　書　）

学 位 授 与 方 針
（ディプロマポリシー）

教育課程編成の方針
（カリキュラムポリシー）

１年次

２年次

①コミュニケーションツールとして
の外国語の運用能力を高めるととも
に，国内外の歴史や各地域の地域特
性，法制度・社会制度について専門
的に理解する。

②グローバル化と共生の時代に相応
しい歴史理解と価値観に立って，共
生社会の実現に向けた諸課題の解決
のための方策を探る力を養う。

③習得した知識・技能等を社会のグ
ローバル化への対応に役立てたり，
共生の時代に適した社会制度や法制
度を国や地域に対して構想したりす
ることのできる能力を養う。

①言語科学，歴史地域学，国際地域
論，現代法政論の各方面にわたる最
新の学問理論と方法論に立脚した高
度な専門知識・技能を習得している
こと。

②グローバル化と共生の時代に相応
しい歴史理解と価値観に立って，共
生社会の実現に向けた諸課題の解決
のための方策を探る力を身に付けて
いること。

③習得した知識・技能等を社会のグ
ローバル化への対応に役立てるとと
もに，共生の時代に適した法制度・
社会制度を構想することのできる実
践力・応用力を身に付けていること。

専門研究に必要
な基礎的技術を
習得する。



カリキュラムマップ（履修体系図）
【政策科学コース】

等

専門技能系科目 文化芸術社会の展望
アカデミックライティング 多領域横断型科目 グローバル化と共生社会

共生の時代の経済・産業政策

政策科学コース専門科目 文化芸術コース専門科目 現代共生コース専門科目
〔経済･統計分析系〕 特別研究／プロジェクト研究 〔文化財論系〕 〔言語科学系〕
ミクロ経済学 特別研究Ⅰ 博物館学 一般言語学
マクロ経済学 プロジェクト研究Ⅰ 文化財科学 英語学
経済政策 先史考古学 英語構文学
経済学史 歴史考古学 言語規格論
〔政策評価系〕 西洋考古学 近代イギリス文学
財政学 民俗学 現代イギリス文学
金融論 視覚文化学 近代アメリカ文学
労働経済学 〔日本語・日本文学系〕 現代アメリカ文学
国際経済学 日本古典文学Ａ 外国語教育論
〔会計情報系〕 日本古典文学Ｂ 〔歴史地域学系〕
会計情報 日本現代文学Ａ 西洋古典学
財務会計 日本現代文学Ｂ 西洋史
原価計算 日本語学Ａ ドイツ語圏地域史
イノベーション論 日本語学Ｂ 中国史
経営史 日本語史 南アジア史

〔思想・芸術科学系〕 イスラーム史
倫理学 日本古代史
日本倫理思想史 日本近現代史
東アジア思想史 〔国際地域論系〕
中国古典学Ａ 現代ヨーロッパ論
中国古典学Ｂ フランス地域論
美術史 Intercultural Studies
音楽学 国際関係論
現代音楽思想 現代アメリカ論

ラテンアメリカ・カリブ地域論
共生社会論
中国社会論
〔現代法政論系〕
憲法
民法
刑法
商法
労働法
政治学
行政学

政策科学コース専門科目 文化芸術コース専門科目 現代共生コース専門科目
〔経済･統計分析系〕 〔文化財論系〕 〔言語科学系〕
産業組織論 博物館資料活用論 言語類型論
マクロ金融分析 考古資料保存論 言語構造論
産業発展論 考古学資料調査 言語統語論
経済理論史 文化財保護活用論 言語文書処理
現代企業論 古代地中海文化論 イギリス近代小説論
〔政策評価系〕 民俗文化論Ａ イギリス現代小説論
地方財政論 民俗文化論Ｂ 近代アメリカ文化論
企業統治論 ルネサンス視覚文化論 アメリカ現代小説論
雇用政策論 〔日本語・日本文学系〕 第二言語習得論
貿易政策論 日本仏教文学論Ａ 〔歴史地域学系〕
経営組織論 日本仏教文学論Ｂ ヨーロッパ古典文化史
〔会計情報系〕 日本近代文学論Ａ グローバルヒストリー論
実証会計 日本近代文学論Ｂ ドイツ文化論
国際財務報告 日本語学方法論 中国近世史
管理会計 日本語学資料論 南アジア近現代史
産業創出論 〔思想・芸術科学系〕 西アジア地域史
中小企業論 生命環境倫理思想 日本古代地域史
サービスマーケティング論 日本宗教文芸思想 近代日本政治思想史
グローバル経営論 東アジア思想文化論 〔国際地域論系〕
ベンチャー企業論 中国宗教思想 多言語教育論
政策科学コース特設講義 視覚芸術論 フランス文化論

音楽文化史 Quantitative Analysis of Culture
地域アート・プロジェクト論 平和学

修士学位論文等中間報告会 文化芸術コース特設講義 アメリカ社会論
民族芸術論
現代オセアニア論
現代中国論
〔現代法政論系〕
人権論
民事法制論

特別研究／プロジェクト研究 刑事司法論
特別研究Ⅱ 経済法制論
プロジェクト研究Ⅱ 社会保障法

比較政治制度論
地方自治論
現代共生コース特設講義

修士学位論文等成果発表会

修　士　論　文　（　個　別　課　題　報　告　書　）

学 位 授 与 方 針
（ディプロマポリシー）

教育課程編成の方針
（カリキュラムポリシー）

１年次

２年次

①経済・統計分析，政策評価，会計
情報の各方面にわたる最新の学問理
論と方法論を学ぶ。

②国内外の経済産業をめぐる諸課題
を全世界的視野に立って的確にとら
える識見と具体的な解決の方策を探
る力を養う。

③グローバル化の進展によって我が
国の経済産業状況が一段と複雑化し
ている中で，政策的視点に立った的
確な助言や適切な提言等を国・地方
自治体・企業等に対して準備するこ
とのできる能力を養う。

①経済・統計分析，政策評価，会計
情報の各方面にわたる最新の学問理
論と方法論に立脚した高度な専門知
識・技能を習得していること。

②国内外の経済や産業をめぐる諸課
題に対して全世界的視野に立った解
決の方策を探る力を身に付けている
こと。

③グローバル化の進展によって我が
国の経済産業状況が一段と複雑化し
ている中で，政策的視点に立った的
確な助言や適切な提言等を国・地方
自治体・企業等に対して準備するこ
とのできる実践力・応用力を身に付
けていること。

専門研究に必要
な基礎的技術を
習得する。


	Sheet1
	Sheet2
	Sheet3

