
(別　表）

共通教育機構 情報と社会 コンピュータ・リテラシーⅠ コンピュータ・リテラシーⅡ

コンピュータ・リテラシーⅢ 英語Ⅰ（総合） 英語Ⅱ（総合）【iクラスは除く】

英語Ⅲ（トピックス） 英語Ⅳ（トピックス）【pクラスは除く】 英語Ⅴ（アドバンスⅠ）
英語Ⅵ（アドバンスⅡ）【dクラスは除く】 外国人のための日本語Ⅰ 外国人のための日本語Ⅱ

哲学 歴史学 心理学

社会学 法学 経済学

政治学 統計学 医学

数学 物理学 化学

生物学 生命と倫理 憲法

人権論 女性学 文学

環境問題 やまぐちの歴史と文化【bクラスは除く】 生涯現役社会論

社会生活論 家族と生活 生活環境論

スポーツ実技Ⅰ スポーツ実技Ⅱ 健康スポーツ理論

国際情勢 国際理解 国際交流【海外語学・文化研修／グローバル学生交流は除く】

中国語Ⅰ 中国語Ⅱ【dクラスは除く】 韓国語Ⅰ

韓国語Ⅱ【dクラスは除く】 スペイン語Ⅰ スペイン語Ⅱ

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ 生涯学習論

コミュニケーション論 音楽 美術

環境マネジメントシステム論 環境関連法規 内部監査員研修

環境理論特別講義Ⅰ 環境理論特別講義Ⅱ 教師論

教育哲学 教育心理学 教育社会学

国語科教育法Ⅰ 国語科教育法Ⅱ 英語科教育法Ⅰ

英語科教育法Ⅱ 福祉科教育法Ⅰ 福祉科教育法Ⅱ

家庭科教育法Ⅰ 家庭科教育法Ⅱ 学校の文化と特別活動

教育方法学 生徒指導 カウンセリング

教育相談 図書館概論 図書館情報技術論

図書館制度・経営論 図書館サービス概論 児童サービス論

情報サービス論 情報サービス演習Ⅰ 情報サービス演習Ⅱ

図書館情報資源概論 情報資源組織論 情報資源組織演習Ⅰ

情報資源組織演習Ⅱ 図書館サービス特論 図書館情報資源特論

図書・図書館史 学校経営と学校図書館 学校図書館メディアの構成

学習指導と学校図書館 読書と豊かな人間性 情報メディアの活用

博物館概論 博物館教育論 博物館経営論

博物館資料保存論 博物館資料論 博物館展示論

博物館情報メディア論

開設学部等 提供科目名

履修対象科目一覧表（平成25年度）



開設学部等 提供科目名

国際文化学部 アジア文化論 実践韓国語Ⅲ 日本語教授法Ⅱ

欧米文化論 実践韓国語Ⅳ 日本語教育評価法

比較政治論 韓国語リスニングⅠ 日本語教材・教具論Ⅰ

国際経済論 韓国語リスニングⅡ 日本語教材・教具論Ⅱ

文化人類学 韓国語リスニングⅢ 日本語学概論

宗教文化論 韓国語リスニングⅣ 現代日本語文法

組織経営運営論 韓国語講読Ⅰ 日本語Ⅱ（語彙論）

ＮＧＯ・ＮＰＯ論 韓国語講読Ⅱ 日本語音声学

フィールドワーク実践論 韓国語講読Ⅲ 日本語表現学

欧米社会論 韓国語講読Ⅳ 日本語史

中国社会論 韓国語作文Ⅰ 芸能文化論

韓国社会論 韓国語作文Ⅱ 地域文化論

英語学概論Ⅰ イスラーム教文化論 生活美学

英語学概論Ⅱ アジア外交史 生活造形学

中国語学概論 欧米外交史 文芸創作論

韓国語学概論 現代社会論 企画・創造論

言語学概論 英米文学 美術史

実践英語Ⅰ 英米文学史 デザイン史

実践英語Ⅱ 英語史 デザイン概論

実践英語Ⅲ 韓国文学 造形表現論

実践英語Ⅳ 英語音声学 日本文学Ⅰ（中古）

アカデミック英語Ⅰ イギリス文学講読Ⅰ 日本文学Ⅱ（中世）

アカデミック英語Ⅱ イギリス文学講読Ⅱ 日本文学Ⅲ（近世）

アカデミック英語Ⅲ アメリカ文学講読Ⅰ 日本文学Ⅳ（近代）

アカデミック英語Ⅳ アメリカ文学講読Ⅱ 日本古典芸能論

ディベイトⅠ 異文化交流論 古典資料論

ディベイトⅡ 国際関係論 近代文学資料論

実践中国語Ⅰ 日本文化論 歴史史料論

実践中国語Ⅱ 生活文化論 日本近代文学Ⅰ

実践中国語Ⅲ 日本社会論 近世文芸論

実践中国語Ⅳ 日本アジア交流史 企画デザイン論

中国語リスニングⅠ 文化創造ワークショップ 地域デザイン学

中国語リスニングⅡ 仏教文化論 色彩論

中国語リスニングⅢ 国際協力論 視覚情報論

中国語リスニングⅣ 情報管理分析論 視聴覚表現論

中国語講読Ⅰ 中国文学 服飾造形論

中国語講読Ⅱ 中国文学史 国際服飾文化論

中国語講読Ⅲ 日本文学史Ⅰ 映像概論

中国語講読Ⅳ 日本文学史Ⅱ 陶芸制作論

中国語作文Ⅰ 日本文学史Ⅲ 写真概論

中国語作文Ⅱ 日本民俗文化論 特別デザイン論

実践韓国語Ⅰ 第二言語習得論

実践韓国語Ⅱ 日本語教授法Ⅰ



開設学部等 提供科目名

社会福祉学部 医学一般 ソーシャルワーク論Ⅳ 精神保健福祉論Ⅲ

精神医学Ⅰ ソーシャルワーク論Ⅴ 福祉レクリエーション

精神医学Ⅱ ソーシャルワーク論Ⅵ カウンセリング

精神保健学Ⅰ 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ 権利擁護論

精神保健学Ⅱ 精神科ソーシャルワーク論Ⅱ 介護技術Ⅰ

発達心理学Ⅰ 精神科ソーシャルワーク論Ⅲ デスエデュケーション

発達心理学Ⅱ 精神科ソーシャルワーク論Ⅳ 保育原理

臨床心理学Ⅰ 介護福祉論 コミュニケーション技法Ⅰ（視覚障害）

臨床心理学Ⅱ 公的扶助論 コミュニケーション技法Ⅱ（聴覚障害）

社会学原論 社会福祉運営管理論 居住環境論

福祉社会学 就労支援論 社会老年学

社会福祉調査 福祉ボランティア論 障害者教育総論

福祉統計 教育福祉論 障害児の心理Ⅰ（知的障害）

民法Ⅰ 健康福祉論 障害児の心理Ⅱ（肢体不自由）

民法Ⅱ 国際福祉論 障害者の心理Ⅰ（知的障害）

行政法 家族福祉論Ⅰ 障害者の心理Ⅱ（病弱）

福祉文化論 家族福祉論Ⅱ 障害者の生理・病理Ⅰ（知的障害）

社会福祉原論Ⅰ 地域福祉論Ⅰ 障害者の生理・病理Ⅱ（肢体不自由）

社会福祉原論Ⅱ 地域福祉論Ⅱ 病弱者の生理・病理

社会保障論Ⅰ 児童福祉論 障害児教育支援法

社会保障論Ⅱ 高齢者福祉論 障害者とｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｯｸﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

ソーシャルワーク論Ⅰ 障害者福祉論 病弱教育

ソーシャルワーク論Ⅱ 司法福祉論 発達障害論

社会福祉発達史 医療福祉論Ⅰ 発達障害支援論

社会福祉政策論 医療福祉論Ⅱ 障害者教育福祉論

福祉行財政論 精神保健福祉論Ⅰ

ソーシャルワーク論Ⅲ 精神保健福祉論Ⅱ



開設学部等 提供科目名

看護栄養学部 人間発達学 心の健康科学 公衆衛生学

社会福祉学 臨床病態学Ⅰ 臨床病態学Ⅱ

保健医療福祉システム論 リハビリテーション論 生化学

精神保健学 医療と安全 人間行動科学

家族社会学 臨床栄養学 微生物学

看護学原論Ⅱ 看護倫理 エンドオブライフケア論

成人看護学Ⅰ 成人看護学Ⅱ 老年看護学Ⅰ

小児看護学Ⅰ 母性看護学Ⅰ 地域看護学Ⅰ

地域看護学Ⅱ 精神看護学 家族看護論Ⅰ

国際看護論 在宅看護論Ⅰ 看護マネジメント論

医療事情 家族看護論Ⅱ 看護教育論

看護組織論 高齢者ケア論 発達障害ケア論

看護診断 地域ケア論 養護概説Ⅰ

養護概説Ⅱ 学校保健 基礎化学

基礎生物学 疫学 産業看護論

周産期病態学特論 リプロダクティブヘルス論Ⅰ 助産学概論

助産診断・技術学Ⅰ リプロダクティブヘルス論Ⅱ 助産管理論

基礎化学 公衆衛生学 健康管理学

人体の構造と機能Ⅰ 人体の構造と機能Ⅱ 生化学Ⅰ

生化学Ⅱ 基礎病態学 臨床医学入門

臨床病態学 臨床病態学 食品科学

食品機能学 食事設計論 食品衛生学

食品衛生学実験 基礎栄養学 病態栄養学

応用栄養学 ライフステージ栄養学Ⅰ 栄養教育論

栄養教育論演習 栄養カウンセリング論 栄養ケアマネジメント論

臨床栄養学Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 公衆栄養学

栄養政策論 給食経営管理論Ⅰ 給食経営管理論Ⅱ

食材のサイエンス 食品加工学 高齢者ケア論

地域ケア論 発達障害ケア論 服飾造形論

居住環境論 家庭電気・機械


