
10．カリキュラムツリー
　　10．文科 カリキュラムツリー

他者と協働しながら課題解決に導くためのリーダーシップ力を養う科目区分であり、「現代社会の諸課題の解決」「課題解決実践演
習」「リーダーシップ開発」の3つの科目群から成る。いずれも選択科目とする。

新たな価値を創造し社会を生き抜くための基礎的な力やキャリア意識を養う科目区分であり、「英語A」「英語B」を選択必修科目と
する。「人間を理解するための教養」「社会を理解するための教養」「自然を理解するための教養」「身体と健康を管理する教養」
「キャリアを創造するための教養」の5つの科目群から2単位を選択必修科目とする。

初年次教育科目で、自己を確立し生涯学び続けるための基礎的な力を養う科目区分であり、「基礎ゼミナール」「論理的思考」を必修
科目とする。

 DP3との関連性が とても高い科目 DP4との関連性が とても高い科目

教
養
教
育
科
目

ことばの仕組みⅡ
現代のことばⅡ

古典文学を読む Ｉ・Ⅱ
近代現代文学を読むⅠ・Ⅱ
文学とことばのセミナー

英語学概論
英米文学概論

News EnglishⅠ・Ⅱ

発達心理学Ⅰ・Ⅱ
社会心理学

臨床心理学Ⅰ・Ⅱ
健康心理学
教育心理学
認知心理学

伝統文化論
地域文化論

こども文化論
ジェンダー論

映像メディア論
出版メディア論

環境文化論
からだと健康

東京学

ことばの仕組みⅠ
現代のことばⅠ
古典文学の歴史
近代文学の歴史

英文法

心理学概論

協働とリーダーシップコア

創造とキャリアコア

自律と努力コア

ひとりの女性・ひとりの人間と
して日々の生活を豊かに充実し
て生き、主体的に社会に参加し
て責任ある役割を果たすため
に、以下の「自律と努力コア」
「創造とキャリアコア」「協働
とリーダーシップコア」に区分
する。

専
門
基
礎
科
目

CP2
日本文学・表現コース、英語
コース、心理学コースの各分野
を学ぶ目的や方法を理解するた
めの諸科目、及び「文章表現
法」「コミュニケーション
論」、プレゼンテーションの力
を伸ばす「伝える技術」などの
共通科目を設け、自律した人間
として成長していくための文章
表現能力やコミュニケーション
能力の養成を目指す。

カリキュラム・ポリシー

CP1

カウンセリング論

秘書実務を学ぶⅠ・Ⅱ
キャリアデザイン演習

TOEIC演習Ⅰ
英語音声学

ReadingⅠ・Ⅱ
WritingⅠ・Ⅱ

ListeningⅠ・Ⅱ
Oral EnglishⅠ・Ⅱ

自己開発トレーニング
心理データ解析演習（SPSS）

文章表現法
コミュニケーション論

伝える技術

 DP2との関連性が とても高い科目

WritingⅠ
Oral EnglishⅠ

DP4

【知識・理解】
 ことばをとおして世界と関り、広く社会
に貢献するための知識と教養をもち、そ
れを伝えることができる。

【技能】
 文章表現の技術を身につけ、コミュニ
ケーション・スキルを修得し、社会の
人々と協働して行動することができる。

【関心・意欲・態度】
 社会的リテラシーとリーダーシップを有
し、まわりの人々への思いやりをもった
配慮と想像力を兼ねそなえ、自律した市
民としての学習意欲を身につけている。

 DP1との関連性がとても高い科目

こころと行動
アートと心理

English for Special Purposes CⅠ・Ⅱ
English for Special Purposes DⅠ・Ⅱ

TOEIC演習Ⅱ
英語学演習
英語学研究

文学創作演習

Business EnglishⅠ・Ⅱ
通訳法Ⅰ・Ⅱ
翻訳法Ⅰ・Ⅱ

観光英語を学ぶⅠ・Ⅱ
漢字を学ぶ

秘書実務を学ぶⅠ・Ⅱ

ディプロマ・ポリシー

DP3

【思考・判断・表現】
 文学・文化・英語・人間心理に通じ、
自分に相応しい社会的テーマを見つけ出
し追求する問題意識を持ち、表現するこ
とができる。

CP3

音楽とこころ
児童文学

映画・演劇論
サブカルチャー論
アニメの物語学

DP１ DP2

文学とことばのセミナー

専
門
発
展
科
目

CP4

日本文学・表現コース、英語
コース、心理学コースの３つの
分野に、これまでの学修を深め
ていく専門科目を配置する。専
門発展科目では、学生の関心・
意欲や目指している将来像にし
たがって、各分野の科目を履修
すると同時に、一つの分野にと
どまらない幅広い知識・教養の
獲得を目指す。
 また、それぞれの学修をもとに
設定したテーマを追求し、専門
的知識・技術修得の成果を生か
す演習科目を配置し、思考能
力・表現能力の更なる向上をサ
ポートする。

古典文学の研究Ⅰ・Ⅱ
近代現代文学の研究Ⅰ・Ⅱ

英米文学演習
英米文学研究

English for Special Purposes AⅠ・Ⅱ
English for Special Purposes BⅠ・Ⅱ

コミュニケーション心理
性格とは何か
消費者の心理

文学に見る行動心理

専
門
基
幹
科
目

「専門基礎科目」で得た知識・
技能との繋がりをもとに、豊か
な文化的教養、社会に出て役立
つ実践的な知識を涵養するため
の科目を設けて、未来を切り開
く積極性や、他者を思いやる豊
かな人間性をもった女性を育成
する。
 また、各分野の全体像を理解す
るための科目を配し、専門性を
発展させる基盤を作り上げる。

文学とことばの卒業セミナー　卒業セミナー　　心理学卒業演習

※各科目は「カリキュラム・マップ」でディプロマ・ポリシーとの対応関係が「◎」の科目を記述している。

人の心を理解し、他者を
思いやり、人のために尽
くす価値観を大事にする
ことができる。（主体性
を持って多様な人々と協
働して学ぶ態度）

将来にわたり、ことばとこ
ころに対する深い理解を持
つことを心がけ、自分と人
の人生を大切にすることが
できる。（主体性を持って
多様な人々と協働して学ぶ
態度）

AP3 AP4 AP5 AP6
他者との意思疎通をはか
り、目的達成に向かって
協働できるようなコミュ
ニケーションの能力を有
している。（主体性を
持って多様な人々と協働
して学ぶ態度）

AP1
高等学校卒業相当の知識
があり、入学後の修学に
必要な技能を有してい
る。
（知識・技能）

AP2
「国語」と「英語」に興味
と学習意欲を持ち、聞く・
話す・読む・書くという基
礎的な技能を高めることに
喜びを見出すことができ
る。また、数量的な思考力
を養うために「数学」を幅
広く学修しているとより良
い。（知識・技能）

課題に対して多様なものの
見方ができ、論理的に考え
る力を有し、授業を通して
「自分」を認識できる思考
力・判断力を持つ事ができ
る。（思考力・判断力・表
現力）

アドミッション・ポリシー
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科
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