
2022年入学生 こども学部国際教養こども学科 履修モデルＡ（一般） 

◯教養科目（語学は選択する）   

 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 

教養科目 

・日本のことばと文学 
・環境デザイン入門 
・社会と人権 
・情報処理論 
・国際社会概論 
・世界の自然 
・基礎セミナーⅠ・Ⅱ 
・基礎専門英語Ⅰ・Ⅱ 
・ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・Ⅱ 
・初級中国語Ⅰ・Ⅱ 
・初級韓国語Ⅰ・Ⅱ 
・日本概論 
・日本文化論 
・異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 
・日本語Ⅰａｂ 留学生のみ 
・日本語Ⅱａｂ 留学生のみ 
・日本研究入門 留学生のみ 
・日本語学入門 留学生のみ 
・日本芸術入門 留学生のみ 
・日本のことばと文学 留学生のみ 
・スポーツと健康Ⅰ 
・スポーツと健康Ⅱ 

・プログラミング演習 
・基礎セミナーⅢ・Ⅳ 
・基礎専門英語Ⅲ・Ⅳ 
・ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ・Ⅳ 
・中級中国語Ⅰ・Ⅱ 
・中級韓国語Ⅰ・Ⅱ 
・日本語Ⅲａｂ 留学生のみ 
・日本語Ⅳａｂ 留学生のみ 

・英書購読Ａ 
・英書購読Ｂ 
 

 

専門科目 

・大学で学ぶⅠ 
・大学で学ぶⅡ 
・こども学Ⅰ 
・こども家庭福祉 
・地域社会と中小企業 
 

・キャリアを考えるⅠ 
・キャリアを考えるⅡ 
・国際こども学研修 
・国際ビジネス入門 
・国際こども学 
・経営のしくみと戦略 
・こども学Ⅱ 
・こどもと玩具 
・世界の中の日本 
・こども製品開発とビジネス 
・流通政策論 
・情報とコンプライアンス 
・マルチメディア演習 
・組織活動と環境問題 
・国際協力とボランティア 
・ライフスタイル論 
・短期語学留学Ⅰ 
・国際時事社会Ⅰ 
・国際時事社会Ⅱ 
・国際社会研究 
・国際文化研究 
・国際ビジネス表現Ⅰ 
・日本語学 留学生のみ 
・日本芸術 留学生のみ 
・商業作文Ⅰ 留学生のみ 
・商業作文Ⅱ 留学生のみ 
・プレゼンテーションⅠ 留学生のみ 
・プレゼンテーションⅡ 留学生のみ 
・世界の中の日本 留学生のみ 

・キャリア形成論Ⅰ 
・キャリア形成論Ⅱ 
・セミナーⅠ 
・セミナーⅡ 
・世界の政治・経済と宗教 
・児童文化研究 
・コミュニケーション論 
・世界のこども産業 
・こどもの権利 
・国際こども文化研究 
・ボランティア活動演習 
・インターンシップ実習（国内外） 
・世界の食生活 
・国際協力演習 
・ビジネス実務 
・国際平和論 
・マーケティング論 
・少子高齢化と国際社会 
・短期語学留学Ⅱ 
・上級英語 
・上級中国語Ⅰ・Ⅱ 
・上級韓国語Ⅰ・Ⅱ 
・世界のこどもの遊び 
・世界の教育事情 
・国際文化交流論 
・国際ビジネス表現Ⅱ 

・社会人の基礎Ⅰ 
・社会人の基礎Ⅱ 
・卒業研究Ⅰ 
・卒業研究Ⅱ 
・卒業論文 
・地域社会論 
・こども学フィールドワークａｂ 
・レクリエーション演習 
・世界遺産 
・こどもとデザイン 
・日本企業と国際社会 
・ＮＰＯ・ＮＧＯと市民ネットワーク 

・消費者問題論 
・多文化共生概論 
・比較文化論 
・こども関連法とビジネス 
・グローバル教育 
・生涯教育論 



2021年入学生 こども学部国際教養こども学科 履修モデルＢ（小学校教諭一種免許） 

◯教養科目（語学は選択する）※赤字は免許・資格取得の必修科目    

 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 

教養科目 

・日本のことばと文学 
・環境デザイン入門 
・日本国憲法 
・情報処理論 
・脳と心 
・生命と細胞 
・基礎セミナーⅠ・Ⅱ 
・基礎専門英語Ⅰ・Ⅱ 
・ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・Ⅱ 
・初級中国語Ⅰ・Ⅱ 
・初級韓国語Ⅰ・Ⅱ 
・日本語Ⅰａｂ（選択）留学生のみ 
・日本語Ⅱａｂ（選択）留学生のみ 
・日本概論 
・日本文化論 
・異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 
・日本研究入門 留学生のみ 
・日本語学入門 留学生のみ 
・日本芸術入門 留学生のみ 
・日本のことばと文学 （留学生のみ） 
・スポーツと健康Ⅰ 
・スポーツと健康Ⅱ 

・心理学概論 
・プログラミング演習 
・基礎セミナーⅢ・Ⅳ 
・基礎専門英語Ⅲ・Ⅳ 
・ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ・Ⅳ 
・中級中国語Ⅰ・Ⅱ 
・中級韓国語Ⅰ・Ⅱ 
・日本語Ⅲａｂ 留学生のみ 
・日本語Ⅳａｂ 留学生のみ 

・英書購読Ａ（選択） 
・英書購読Ｂ（選択） 

 

専門科目 

・大学で学ぶⅠ 
・大学で学ぶⅡ 
・こども学Ⅰ 
・こども家庭福祉 
・地域社会と中小企業 
 

・キャリアを考えるⅠ 
・キャリアを考えるⅡ 
・国際こども学研修 
・国際ビジネス入門 
・国際こども学 
・経営のしくみと戦略 
・こども学Ⅱ 
・こどもと家庭 
・こどもと玩具 
・こどもの保健 
・世界の中の日本 
・こども製品開発とビジネス 
・マルチメディア演習 
・国際協力とボランティア 
・ライフスタイル論 
・短期語学留学Ⅰ 
・国際時事社会Ⅰ 
・国際時事社会Ⅱ 
・国際社会研究 
・国際文化研究 
・国際ビジネス表現Ⅰ 
・日本語学 留学生のみ 
・日本芸術 留学生のみ 
・商業作文Ⅰ 留学生のみ 
・商業作文Ⅱ 留学生のみ 
・プレゼンテーションⅠ 留学生のみ 
・プレゼンテーションⅡ 留学生のみ 
・国際交流 留学生のみ 
・アジアの中の日本 留学生のみ 

・キャリア形成論Ⅰ 
・キャリア形成論Ⅱ 
・セミナーⅠ 
・セミナーⅡ 
・世界の政治・経済と宗教 
・こどもと医学ａｂ 
・児童文化研究 
・コミュニケーション論 
・世界のこども産業 
・こどもの権利 
・国際こども文化研究 
・ボランティア活動演習 
・インターンシップ実習（国内外） 
・世界の食生活 
・国際協力演習 
・国際平和論 
・マーケティング論 
・少子高齢化と国際社会 
・短期語学留学Ⅱ 
・上級英語 
・上級中国語Ⅰ・Ⅱ 
・上級韓国語Ⅰ・Ⅱ 
・世界のこどもの遊び 
・世界の教育事情 
・国際文化交流論 
・国際ビジネス表現Ⅱ 
 

・社会人の基礎Ⅰ 
・社会人の基礎Ⅱ 
・卒業研究Ⅰ 
・卒業研究Ⅱ 
・卒業論文 
・地域社会論 
・こども相談演習 
・こども学フィールドワークａｂ 
・子育て実践観察研究ａｂ 
・世界遺産 
・こどもとデザイン 
・ＮＰＯ・ＮＧＯと市民ネットワーク 

・生涯教育論 
・グローバル教育 
 



教科に関する科目 

・社会 
・音楽（選択） 
・図画工作（選択） 
・家庭（選択） 
・体育（選択） 

・国語 
・算数 
・理科 
・生活（選択） 

  

教職に関する科目 

・教職概論 
・教育課程総論（小） 

・教育原理 
・音楽科指導法 
・図画工作科指導法 
・家庭科指導法 
・体育科指導法 
・道徳教育の研究 
・特別活動の研究 

・教育心理学 
・国語科指導法 
・社会科指導法 
・算数科指導法 
・理科指導法 
・生活科指導法 
・教育方法論（小） 
・生徒指導の研究 
・教育相談の研究 
・初等教育実習事前事後指導（小） 
・初等教育実習（小） 

・臨床心理学 a 
・教育社会論 
・教職実践演習（幼・小） 

 


