
山口県立大学が科目等履修生に提供する授業科目（2019年度）

全学教育 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
英語Ⅰ 英語Ⅱ 英語Ⅲ
英語Ⅳ 外国人のための日本語Ⅰ 外国人のための日本語Ⅱ
社会学 経済学 政治学
法学 日本国憲法 科学と社会
化学 生物学 統計学
哲学 歴史学 文学
宗教学 心理学 生命と倫理
美術 人権論 コミュニケーション論
地域共生論 やまぐちの歴史と文化 国際情勢
地域環境論 社会生活論 生涯学習論
健康スポーツ理論 キャリアデザイン 教職論
教育原理（※１） 教育心理学 教育社会学
国語科教育法Ⅰ 国語科教育法Ⅱ 国語科教育法Ⅲ
国語科教育法Ⅳ 英語科教育法Ⅰ（※２） 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 道徳教育の指導法 学校の文化と特別活動
教育方法・教育課程論（※１） 生徒・進路指導論 生徒指導の理論及び方法
教育相談 図書館概論 図書館制度・経営論
図書館情報技術論 図書館サービス概論 情報サービス論
児童サービス論 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 博物館経営論 博物館資料論
博物館資料保存論 博物館展示論 博物館教育論
博物館情報・メディア論

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

開設学科等 提供科目名

（※１　科目名が変更になる可能性があります。）
（※２　前期は高等学校教諭一種免許状、後期は中学校教諭一種免許状用の科目になります。）



山口県立大学が科目等履修生に提供する授業科目（2019年度）

開設学科等 提供科目名

国際文化学科 異文化交流論 中国語講読Ⅰ メディア文化論
国際関係論 中国語講読Ⅱ アジア外交史
国際コミュニケーション論 時事中国語Ⅰ 英語史
アジア文化論 時事中国語Ⅱ 中国文学
欧米文化論 総合韓国語Ⅰ 中国文学史
比較政治論 総合韓国語Ⅱ 欧米外交史
国際経済論 プレゼンテーション韓国語 英語音声学
NGO・NPO論 韓国語表現 韓国社会・文化論
アジア社会論 時事韓国語 Media and Communication in Japan

欧米社会論 Cross-cultural Awareness Japanese Economy and Globalization

英語学概論Ⅰ Yamaguchi and the World インターカルチュラル・スタディーズ（英語）

英語学概論Ⅱ Japanese Modern Culture インターカルチュラル・スタディーズ（韓国語）

Politics of Japan Global Issues
言語学概論 Introduction to Buddhism

文化創造学科 日本文化論 日本語表記法 日本文学講読Ⅳ
生活文化論 日本語音声学 古典芸能論
日本史学概論 日本語表現学 古典資料論
日本アジア交流史 芸能文化論 近代文学資料論
文化創造ワークショップ 地域文化論 歴史史料論
日本文学史Ⅰ 文化創造論 日本文学概論
日本文学史Ⅱ デザイン文化論 近世文芸論
日本文学史Ⅲ 文芸創作論 サービスデザイン論
民俗文化論 企画・創造論 地域デザイン論
第二言語習得論 美術史概論 色彩表現論
日本語教授法 デザイン概論 服飾文化論
日本語教育入門 メディア表現論 工芸制作論
日本語教材・教具論 日本文学講読Ⅰ 写真概論
日本語教育実践演習 日本文学講読Ⅱ 観光まちづくり演習
日本語学概論 日本文学講読Ⅲ
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開設学科等 提供科目名

社会福祉学科 医学一般 ソーシャルワーク論Ⅲ 精神保健福祉論Ⅲ
精神医学Ⅰ ソーシャルワーク論Ⅳ 権利擁護論
精神医学Ⅱ ソーシャルワーク論Ⅴ 介護技術
精神保健学Ⅰ ソーシャルワーク論Ⅵ 死生学
精神保健学Ⅱ 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ コミュニケーション技法Ⅰ（視覚障害）

発達心理学Ⅰ 精神科ソーシャルワーク論Ⅱ コミュニケーション技法Ⅱ（聴覚障害）

発達心理学Ⅱ 精神科ソーシャルワーク論Ⅲ 居住環境論
臨床心理学Ⅰ 精神科ソーシャルワーク論Ⅳ 社会老年学
臨床心理学Ⅱ 介護福祉論 障害者教育総論
社会学原論 公的扶助論 障害児の心理Ⅰ（知的障害）
福祉社会学 社会福祉運営管理論 障害児の心理Ⅱ（肢体不自由）
社会福祉調査 就労支援論 障害者の心理Ⅰ（知的障害）
福祉統計 健康福祉論 障害者の心理Ⅱ（病弱）
民法Ⅰ 家族福祉論 障害者の生理・病理Ⅰ（知的障害）

民法Ⅱ 地域福祉論Ⅰ 障害者の生理・病理Ⅱ（肢体不自由）

行政法 地域福祉論Ⅱ 病弱者の生理・病理
福祉文化論 児童福祉論 障害児教育支援法
社会福祉原論Ⅰ 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

社会福祉原論Ⅱ 障害者福祉論 病弱教育
社会保障論Ⅰ 司法福祉論 発達障害論
社会保障論Ⅱ 医療福祉論Ⅰ 発達障害支援論
ソーシャルワーク論Ⅰ 医療福祉論Ⅱ 障害者教育福祉論
ソーシャルワーク論Ⅱ 精神保健福祉論Ⅰ 国際福祉論
福祉行財政論 精神保健福祉論Ⅱ
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開設学科等 提供科目名

看護学科 心の健康科学 保健医療福祉システム論 人間行動科学
高齢者ケア論 発達障害ケア論 地域ケア論
公衆衛生学 社会福祉学 臨床病態学Ⅰ
臨床病態学Ⅱ リハビリテーション論 生化学
精神保健学 医療と安全 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 公衆衛生看護学Ⅰ 公衆衛生看護学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
看護診断 養護概説Ⅰ 養護概説Ⅱ
学校保健 疫学

栄養学科 基礎化学 公衆衛生学 健康管理学
生化学Ⅰ 生化学Ⅱ 栄養政策論
臨床医学入門 臨床病態学 基礎病態学
食品機能学 食事設計論 食品科学
食品衛生学 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
学校栄養教育論Ⅰ ライフステージ栄養学Ⅱ 栄養ケアマネジメント論
学校栄養教育論Ⅱ 栄養カウンセリング論 栄養ケアマネジメント演習
栄養教育論演習 臨床栄養学Ⅱ 公衆栄養学
臨床栄養学Ⅰ 給食経営管理論Ⅱ 食材のサイエンス
給食経営管理論Ⅰ 機器分析学 居住環境論
食品加工学


