
教養展開科目
GV141 博物館で歴史を読み解く
GY107 学生ボランティア実践入門
GZ111 エネルギーについて学ぶ 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG102 ドイツ語Ⅰマスター 他

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー
GD102 データサイエンスＡ 他

国際教養学部国際教養学科カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

●◆▼ ●◆■▼

CP13：英語での議論および発表などを通じた情報発信能力の向上

CP12：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

CP11：コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、チームワーク、リーダシップの涵養

CP10：グローバルな社会、日本、地域のなかの現実的な諸課題への取組

CP9：課題の設定とその解決に具体的に取り組むことができる知識・技術・方法の修得

CP8：グローバル／地域の課題の解決のために諸領域の知識を活用

CP7：多様な文化・価値観、社会や人類が直面する地球規模の課題に対する理解

CP6：人文社会科学・自然科学、生命科学の諸領域の俯瞰的な理解

CP5：多様な文化・価値観、社会や人類が直面する地球規模の課題に対する理解

CP4：世界における日本の役割を理解し、地球社会の持続的発展のための社会的な学び

CP3：人文社会科学・自然科学、生命科学の諸領域を混合し、グローバルな視座の獲得

CP2：社会規範・倫理性・他者との協働

CP1：向上心・向学心・主体的な学びに基づく学習技法

国際科目
GJ101 日本とアジア
GJ156 国際社会へのパスポート 他

地域科目
GL101 地域づくりと地方の再生
GL112 地方創生時代の地域イノベーション 他

3年次にメジャー選択

専門科目

普遍教育

専門基礎科目

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

クロスメジャー
プロジェクト

ZA378～392 クロスメ
ジャープロジェクトⅠＧ・
ⅠＪ・ⅠＳ
ZA393 クロスメジャープロ
ジェクトⅡ

グローバルスタディーズ

ZA210 世界史と世界地理
ZA211 都市住環境論
ZA212 国際組織論
ZA224 国際移動論概説
ZA313 国際人権論 他

グローバルスタディーズ

ZA304 民族と国民
ZA306 ヨーロッパ言語論

ZA307 移民論

ZA314 国際関係と歴史認識
ZA315 日本の高等教育政策
ZA360 異文化間教育論
ZA401 近代世界システム論
ZA406 安全保障論 他

現代日本学

ZA213 工業デザイン
ZA226 現代社会と民俗
ZA228 日本と宗教
ZA254 クリティカル日本論
ZA255 現代言語社会論 他

現代日本学

ZA325 日本の言語文化
ZA327 文化と言語

ZA394 地方創生論

ZA328 地域社会とスポーツ振
興
ZA338 日本の近代化過程
ZA407 メディアミックス
ZA409 人口減の社会論
ZA410 教育システム論 他

総合科学

ZA215 経済政策と科学技術
ZA216 生命倫理
ZA217 サイエンスコミュニケーション論
ZA341 視覚情報処理
ZA352 サイエンスカフェ 他

総合科学

ZA344 境界科学論
ZA346 科学哲学

ZA375 科学と社会的意思決定

ZA348 健康科学論
ZA356 科学技術社会論
ZA350 医療と文化
ZA413 スポーツ医科学
ZA415 環境とくらし 他

ワールド科目

ZA230 海外派遣プログラムＢ

ZA231 海外派遣プログラムＣ

ZA232 海外派遣プログラムＤ

ZA233 海外派遣プログラム認定
Ｂ

ZA234 海外派遣プログラム認定
Ｃ

ZA235 海外派遣プログラム認定
Ｄ
他

フィールド科目

ZA241 フィールド・スタディＢ
（GV国内）
ZA242 フィールド・スタディＢ
（GV海外）
ZA243 フィールド・スタディＣ
（GI国内）
ZA244 フィールド・スタディＣ
（GI海外）
ZA245 地域ＰＢＬ型実習Ｂ
ZA246 地域ＰＢＬ型実習Ｃ
ZA247 持続的地域貢献活動実習
Ａ
ZA248 持続的地域貢献活動実習
Ｂ
ZA364 社会調査実習Ａ
ZA365 社会調査実習Ｂ
ZA366 社会調査実習Ｃ
ZA367 社会調査実習Ｄ

英語科目
GE131 Interaction
GE234 Writing(Advanced)
GE304 海外研修英語 他

教養コア科目
GA101 倫理
GA102 免疫とアレルギー
GA103 ランドスケープを創る
GA104 火山の恩恵と災害Ｂ 他

俯瞰科目

ZA101 国際教養学入門
ZA102 人文社会科学基礎
ZA103 自然科学基礎
ZA104 生命科学基礎
ZA105 グローバルイシュー論
ZA106 現代日本論
ZA107 総合科学論
ZA108 グローバルイシュー演習
ZA109 現代日本課題演習
ZA110 総合科学コミュニケーション演
習

スキル形成科目

ZA111 国際教養ＣＡＬＬ英語Ⅰ
ZA112 アカデミックライティング
(日)Ⅰ
ZA113 アカデミックライティング
(英)Ⅰ
ZA114 研究方法論Ⅰ
ZA115 史資料分析Ⅰ
ZA116 質的調査法Ⅰ
ZA117 量的調査法Ⅰ
ZA118 プレゼンテーションメソッ
ド
ZA119 総合科学基礎実験実習
ZA120 情報処理演習

ワールド科目

ZA229 海外派遣プログラムＡ
ZA121 海外派遣プログラム認定Ａ
他

フィールド科目

ZA239 フィールド・スタディＡ
（GSP国内）
ZA240 フィールド・スタディＡ
（GSP海外）
ZA123 地域ＰＢＬ型実習Ａ

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー 他

スキル形成科目

ZA201 国際教養ＣＡＬＬ英語Ⅱ
ZA250 Current AffairsⅠ
ZA368 Current AffairsⅡ
ZA202 アカデミックライティン
グ(日)Ⅱ
ZA203 アカデミックライティン
グ(英)Ⅱ
ZA204 研究方法論Ⅱ
ZA205 史資料分析Ⅱ
ZA218 質的調査法ⅡＡ
ZA220 量的調査法ⅡＡ
ZA222 自然言語処理
ZA223 科学的思考法Ⅰ
他

●▲

●▲ ●▲ ●▲

●◆■▼

●▲◆■▼ ●▲▼ ●▲▼ ●▲▼

●DP5
高い問題解決能力

ZA417  メジャープロジェクトⅠ
ZA418  メジャープロジェクトⅡ

●◆■▼

●◆■▼

●▲ ●▲ ●▲ ●▲▼ ●▲▼

●▲▼

●▲◆■▼

●◆▼ ●◆▼

●▲◆

インテンシブ・
イシュー各論

ZA372 フィールド
から学ぶ
ZA374 千葉の地域
資源と活用
ZA377 社会と科学
技術の界面

●▲

インテンシブ・イシュー
モジュール科目群
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