
2014～2019年度入学生適用科目名 システム表示名
青年の心と身体 大学生活と相互理解
老人福祉論 高齢者福祉論

コア Freshers' English 自分でデザインする英語学習
TOEFL Preparation intermediate TOEFL Preparation Introduction

TOEFL Preparation advanced TOEFL Preparation Intermediate

TOEIC Preparation intermediate TOEIC Preparation Introduction

TOEIC Preparation advanced TOEIC Preparation Intermediate

IELTS Preparation intermediate IELTS Preparation Introduction

IELTS Preparation advanced IELTS Preparation Intermediate

Presentation Skills Presentation Skills Intermediate

Discussion Skills Discussion Skills Intermediate

Writing Skills Writing Skills (Essay)

多読で学ぶ英語と文化 多読で学ぶ英語と文化Ⅰ
コア 文章読解講座 語彙・読解講座
発展 古典日本語Ａ 古典に学ぶ日本語表現

キャリア発展講義／（グローバルキャリアセミナー） グローバルキャリアセミナー
キャリア発展講義／（仕事とジェンダー） キャリア発展講義

健康・スポーツ発展BⅣ 健康・スポーツ演習Ｂ
音楽への招待 芸術への招待／＜1＞
美術への招待 芸術への招待／＜2＞
人間と美術 芸術への招待／＜3＞
サブカルチャーと文学 カルチュラル・スタディーズ／＜1＞
ファッションと文化 カルチュラル・スタディーズ／＜2＞
映像と文化 カルチュラル・スタディーズ／＜3＞
映像と人間 カルチュラル・スタディーズ／＜4＞
市民生活と法Ⅰ 市民生活と法Ａ
市民生活と法Ⅱ 市民生活と法Ｂ

発展 日本と世界の経済 グローバル経済論
科学的に考える サイエンス・トピックス
環境と科学（地球と環境） 地球と環境
環境と科学（（地球と環境）以外） 環境科学トピックス

発展 科学と哲学 科学史

教養カリ 新旧カリキュラム読替表 ＜2014～2019年度入学生用＞
以下の科目については、新旧カリキュラムで名称が異なるため、読み替えが必要です。

                       シラバス検索や履修登録を行う際に注意してください。
科目区分

発展

桃李成蹊 発展 C群

英語

健康・スポーツ演習A／
<1>・<3>・<7>・<11>・<13>・<17>・<21>・
<23>・<27>・<31>・<33>・<37>・<41>・<43>・
<47>

発展 演習
健康・スポーツの発展ＡⅣ

健康・スポーツ演習Ａ／
<2>・<4>・<5>・<6>・<8>・<9>・<10>・<12>・
<14>・<15>・<16>・<18>・<19>・<20>・<22>・
<24>・<25>・<26>・<28>・<29>・<30>・<32>・
<34>・<35>・<36>・<38>・<39>・<40>・<42>・
<44>・<45>・<46>・<48>・<49>・<50>

コア 健康・スポーツの基礎

日本語力

キャリア教育 発展

社会と文化

コア

総合文化

人間と文化 発展

コア

科学技術と文化

健康・
スポーツ



2014～2019年度入学生適用科目名 システム表示名科目区分
ドイツ語基礎ＡⅢ ドイツ語演習言語と文化Ⅰ
ドイツ語基礎ＢⅢ ドイツ語演習検定対策Ⅰ
フランス語基礎ＡⅢ フランス語演習言語と文化Ⅰ
フランス語基礎ＢⅢ フランス語演習検定対策Ⅰ
スペイン語基礎ＡⅢ スペイン語演習言語と文化Ⅰ
スペイン語基礎ＢⅢ スペイン語演習検定対策Ⅰ
中国語基礎ＡⅢ 中国語演習言語と文化Ⅰ
中国語基礎ＢⅢ 中国語演習検定対策Ⅰ
韓国語基礎ＡⅢ 韓国語演習言語と文化Ⅰ
韓国語基礎ＢⅢ 韓国語演習検定対策Ⅰ
ドイツ語演習 言語と文化Ⅰ ドイツ語演習言語と文化Ⅲ
ドイツ語演習 言語と文化Ⅱ ドイツ語演習言語と文化Ⅳ
ドイツ語演習 検定対策Ⅰ ドイツ語演習検定対策Ⅲ
ドイツ語演習 検定対策Ⅱ ドイツ語演習検定対策Ⅳ
フランス語演習 言語と文化Ⅰ フランス語演習言語と文化Ⅲ
フランス語演習 言語と文化Ⅱ フランス語演習言語と文化Ⅳ
フランス語演習 検定対策Ⅰ フランス語演習検定対策Ⅲ
フランス語演習 検定対策Ⅱ フランス語演習検定対策Ⅳ
スペイン語演習 言語と文化Ⅰ スペイン語演習言語と文化Ⅲ
スペイン語演習 言語と文化Ⅱ スペイン語演習言語と文化Ⅳ
スペイン語演習 検定対策Ⅰ スペイン語演習検定対策Ⅲ
スペイン語演習 検定対策Ⅱ スペイン語演習検定対策Ⅳ
中国語演習 言語と文化Ⅰ 中国語演習言語と文化Ⅲ
中国語演習 言語と文化Ⅱ 中国語演習言語と文化Ⅳ
中国語演習 検定対策Ⅰ 中国語演習検定対策Ⅲ
中国語演習 検定対策Ⅱ 中国語演習検定対策Ⅳ
韓国語演習 言語と文化Ⅰ 韓国語演習言語と文化Ⅲ
韓国語演習 言語と文化Ⅱ 韓国語演習言語と文化Ⅳ
韓国語演習 検定対策Ⅰ 韓国語演習検定対策Ⅲ
韓国語演習 検定対策Ⅱ 韓国語演習検定対策Ⅳ
ドイツ語会話Ⅰ ドイツ語演習コミュニケーションⅠ
ドイツ語会話Ⅱ ドイツ語演習コミュニケーションⅡ
ドイツ語会話Ⅲ ドイツ語演習コミュニケーションⅢ
ドイツ語会話Ⅳ ドイツ語演習コミュニケーションⅣ
フランス語会話Ⅰ フランス語演習コミュニケーションⅠ
フランス語会話Ⅱ フランス語演習コミュニケーションⅡ
フランス語会話Ⅲ フランス語演習コミュニケーションⅢ
フランス語会話Ⅳ フランス語演習コミュニケーションⅣ
スペイン語会話Ⅰ スペイン語演習コミュニケーションⅠ
スペイン語会話Ⅱ スペイン語演習コミュニケーションⅡ
スペイン語会話Ⅲ スペイン語演習コミュニケーションⅢ
スペイン語会話Ⅳ スペイン語演習コミュニケーションⅣ
中国語会話Ⅰ 中国語演習コミュニケーションⅠ
中国語会話Ⅱ 中国語演習コミュニケーションⅡ
中国語会話Ⅲ 中国語演習コミュニケーションⅢ
中国語会話Ⅳ 中国語演習コミュニケーションⅣ
韓国語会話Ⅰ 韓国語演習コミュニケーションⅠ
韓国語会話Ⅱ 韓国語演習コミュニケーションⅡ
韓国語会話Ⅲ 韓国語演習コミュニケーションⅢ
韓国語会話Ⅳ 韓国語演習コミュニケーションⅣ
異文化理解B 異文化理解トピックス

コア

発展

国際教養
初修外国語
異文化理解



2014～2019年度入学生適用科目名 システム表示名科目区分
現代世界の地理 現代社会の地理
現代日本の地理 日本の国土と社会
国際教養総合講義／（国際文化交流論） 国際文化交流論
近現代アジア史Ａ 近現代のアジアＡ
近現代アジア史Ｂ 近現代のアジアＢ
近現代欧米史Ａ 近現代の欧米Ａ
近現代欧米史Ｂ 近現代の欧米Ｂ
歴史トピックス／（中東地域史の諸問題） 中東地域史
歴史トピックス／（日本女性史） 共生社会トピックス（日本女性史）
アジア地域理解 外国の自然と社会Ｂ
北米地域理解 外国の自然と社会Ａ
イスラーム世界理解 異文化理解トピックス（イスラーム世界）
地域理解トピックス／（地元学実践演習） 地元学実践演習
地域理解トピックス／（地域づくりの時代） 地域づくり論

国際教養

コア

発展
国際教養科目


