国際教養学部国際教養学科 カリキュラムマップ
カリキュラムポリシー

ディプロマポリシー
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

●DP5

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

高い問題解決能力

学
位
授
与
の
方
針

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：社会的課題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

▲DP4

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

専門的な知識・技術・技能

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

◆DP3
普遍的な教養

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

■DP2

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

地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

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

▼DP1

CP2：社会規範・倫理性・他者との協働

自由・自立の精神

CP1：向上心・向学心・主体的な学びに基づく学習技法

専門科目

ZA429 メジャープロジェクトⅠ
ZA430 メジャープロジェクトⅡ

4
年
次
グローバルスタディーズ

3
年
次

現代日本学

●▲

ZA307 民族と国民
ZA310 ヨーロッパ言語論
ZA312 移民論
ZA318 生物多様性論
ZA322 国際関係と歴史認識
ZA326 知識基盤社会論
ZA402 近代世界システム論
ZA404 環境ストレス応答論
ZA407 ＮＧＯ・ＮＰＯ論
ZA409 安全保障論
他

●▲

ZA331 イノベーションデザイン
ZA333 多文化接触論
ZA334 日本の食文化
ZA337 日本の言語文化
ZA354 日本の近代化過程
ZA355 東アジアの中の現代日本
ZA412 メディアミックス
ZA413 スポーツマネジメント国際比較
ZA415 教育システム論
ZA414 人口減の社会論
他

総合科学

●▲

ZA360 メディア論
ZA362 自然言語の計量と応用
ZA363 境界科学論
ZA368 健康科学論
ZA371 医療と文化
ZA378 科学技術社会論
ZA416 科学と社会的意思決定
ZA419 ユニバーサルデザイン
ZA420 スポーツ医科学
ZA423 デジタルアート
他

ワールド科目

現代日本学

ZA210 世界史と世界地理
ZA211 都市住環境論
ZA212 国際組織論
ZA306 ヨーロッパ社会論
ZA321 国際人権論
他

ZA213 工業デザイン
ZA214 クールジャパン論
ZA215 地方創生論
ZA329 製造業とサービス
ZA348 千葉学
他

●▲

2
年
次

普遍教育
国際発展科目群
英語科目

地域発展科目群

メジャープロジェクト科目

ZA236 海外派遣プログラムＣ

●▲

ZA237 海外派遣プログラムＤ

ZA383 クロス・メジャー・プロ
ジェクトワークⅠ
ZA384 クロス・メジャー・プロ
ジェクトワークⅡ

GP104 サッカー

初修外国語科目

スキル形成科目

国際科目

他

●▲

ZA216 経済政策と科学技術
ZA217 生命倫理
ZA218 サイエンスコミュニケーション論
ZA359 視覚情報処理
ZA373 サイエンスカフェ
他

俯瞰科目

教養コア科目 ● ◆ ■ ▼

●◆▼

他

GA101 倫理
GA102 免疫とアレルギー
GA103 ランドスケープを創る
GA104 地球の環境変遷と生物進化

地域科目 ● ◆ ■ ▼

●◆▼

GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター

総合科学

学術発展科目群

スポーツ・健康科目

●◆▼

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

1
年
次

●▲

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

他

教養展開科目 ● ◆ ■ ▼
GV118 大学と現代社会１
GY109 グローバルボランティアⅠ
GZ109 実験で体験する物理Ａ
他

●◆■▼

GJ101 日本とアジア
GJ124 留学学
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

●▲▼

ZA235 海外派遣プログラムＢ

3年次にメジャー選択
グローバルスタディーズ

●▲◆■▼

●▲◆■▼

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

● ▲▼

ZA238 海外派遣プログラム認定
Ｂ

ZA201 国際教養ＣＡＬＬ英語Ⅱ
ZA288 Current AffairsⅠ
ZA395 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
ZA223 質的調査法ⅡＡ
ZA225 量的調査法ⅡＡ
ZA227 自然言語処理
ZA228 科学的思考法Ⅰ
他

ZA239 海外派遣プログラム認定
Ｃ

スキル形成科目

ワールド科目

● ▲▼

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
ZA119 プレゼンテーションメソッ
ド
ZA123 総合科学基礎実験実習
ZA124 情報処理演習

専門基礎科目

ZA240 海外派遣プログラム認定
Ｄ
他

●▲▼

ZA234 海外派遣プログラムＡ
ZA125 海外派遣プログラム認定
Ａ
他

フィールド科目

●▲▼

ZA279 フィールド・スタディＢ
（GV国内）
ZA280 フィールド・スタディＢ
（GV海外）
ZA281 フィールド・スタディＣ
（GI国内）
ZA282 フィールド・スタディＣ
（GI海外）
ZA283 地域ＰＢＬ型実習Ｂ
ZA284 地域ＰＢＬ型実習Ｃ
ZA286 持続的地域貢献活動実習
Ａ
ZA287 持続的地域貢献活動実習
Ｂ
ZA391 社会調査士実習Ａ
ZA392 社会調査士実習Ｂ
ZA393 社会調査士実習Ｃ
ZA394 社会調査士実習Ｄ

フィールド科目

●▲▼

ZA277 フィールド・スタディＡ
（GSP国内）
ZA278 フィールド・スタディＡ
（GSP海外）
ZA146 地域ＰＢＬ型実習Ａ

