人間科学研究科 博士前期課程
全体のマップ

行動学系
人間行動学講座
講義科目
特定演習
特定研究
行動学系
行動生態学講座
講義科目
特定演習
特定研究

社会学・人間学系
社会環境学講座
講義科目
特定演習
特定研究

共生学系
グローバル共生学
講座
講義科目
特定演習
特定研究

共生学系
未来共生学講座
講義科目
特定演習
特定研究

人間科学研究科
博士前期課程

社会学・人間学系
基礎人間科学講座
講義科目
特定演習
特定研究

教育学系
臨床教育学講座
講義科目
特定演習
特定研究

教育学系
教育環境学講座
講義科目
特定演習
特定研究

人間科学研究科 行動学系

カリキュラムマップ

学習目標：専門性と学識、デザイン力、教養、国際性、学際性、実践性

学年
修士論文 【専門性】

M2
特定演習・実習・特定研究 【デザイン力・実践性】
基礎心理学特定演習Ⅰ・Ⅱ
社会心理学特定研究Ⅰ・Ⅱ
応用認知心理学特定演習Ⅰ・Ⅱ
臨床死生学・老年行動学特定研究Ⅰ・Ⅱ
社会心理学特定演習Ⅰ・Ⅱ
環境行動学特定研究Ⅰ・Ⅱ
臨床死生学・老年行動学特定演習Ⅰ・Ⅱ
安全行動学特定研究Ⅰ・Ⅱ
環境行動学特定演習Ⅰ・Ⅱ
人間行動学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ
安全行動学特定演習Ⅰ・Ⅱ
人間行動学方法実習Ⅰ・Ⅱ
基礎心理学特定研究Ⅰ・Ⅱ
応用認知心理学特定研究Ⅰ・Ⅱ

M1

比較発達心理学特定演習Ⅰ・Ⅱ
行動生理学特定演習Ⅰ・Ⅱ
行動統計科学特定演習Ⅰ・Ⅱ
生物人類学特定演習Ⅰ・Ⅱ
比較行動学特定演習Ⅰ・Ⅱ
比較発達心理学特定研究Ⅰ・Ⅱ
行動生理学特定研究Ⅰ・Ⅱ
行動統計科学特定研究Ⅰ・Ⅱ

生物人類学特定研究Ⅰ・Ⅱ
比較行動学特定研究Ⅰ・Ⅱ
行動生態学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ
行動生態学方法実習Ⅰ・Ⅱ

【教養・専門
性・学際性】

講義科目 【専門性】
基礎心理学特講Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
応用認知心理学特講Ⅰ・Ⅱ
社会心理学特講Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学・老年行動学特講Ⅰ・Ⅱ
環境行動学特講Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

安全行動学特講Ⅰ・Ⅱ
比較発達心理学特講Ⅰ・Ⅱ
行動生理学特講Ⅰ・Ⅱ
行動統計科学特講Ⅰ・Ⅱ
生物人類学特講Ⅰ・Ⅱ

比較行動学特講Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
行動科学特別講義Ⅰ・Ⅱ

講義科目（必修） 【専門性・学際性】
人間科学学際研究特講

共通科目・他の学系講義科目および特定演習・高度教養科目・他研究科の授業科目 【教養・国際性・学際性】
コンフリクトの文明学特定演習Ⅰ・Ⅱ
コンフリクトの人文学特講Ⅰ・Ⅱ
インターンシップＡ・Ｂ
地域言語Ⅰ・Ⅱ
人間科学方法演習
人間科学基礎実習

人間科学専門演習Ⅰ・Ⅱ
英語による論文作成・研究発表演習
フィールド調査・評価入門
フィールド調査法特講
社会における科学技術特定演習
多文化医療通訳概論

認知脳科学論
医療通訳論Ⅰ・Ⅱ
認知脳科学論特定演習
エスノグラフィーの基礎理論
国際健康開発論特講
キャリアデザイン特講

高度副プ
ログラム・
知のジム
ナスティッ
クス（高度
教養プロ
グラム）

総合人間科学特講Ⅰ～Ⅳ
人間科学国際特講Ⅰ～Ⅵ
総合人間科学実習Ⅰ・Ⅱ

人間科学研究科

社会学・人間学系

カリキュラムマップ

学習目標：専門性と学識、デザイン力、教養、国際性、学際性、実践性

学年
修士論文 【専門性】

M2
特定演習・実習・特定研究 【デザイン力・実践性】
社会学理論特定演習Ⅰ・Ⅱ
経験社会学特定研究Ⅰ・Ⅱ
現代社会学特定演習Ⅰ・Ⅱ
社会データ科学特定研究Ⅰ・Ⅱ
社会調査特定演習Ⅰ・Ⅱ
コミュニケーション社会学特定研究Ⅰ・Ⅱ
コミュニケーション社会学特定演習Ⅰ・Ⅱ
文化社会学特定研究Ⅰ・Ⅱ
文化社会学特定演習Ⅰ・Ⅱ
福祉社会論特定研究Ⅰ・Ⅱ
福祉社会論特定演習Ⅰ・Ⅱ
社会環境学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ
社会学理論特定研究Ⅰ・Ⅱ
社会環境学方法実習Ⅰ・Ⅱ
現代社会学特定研究Ⅰ・Ⅱ

M1

科学哲学特定演習Ⅰ・Ⅱ
現代思想特定演習Ⅰ・Ⅱ
比較文明学特定演習Ⅰ・Ⅱ
人類学特定演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
科学技術と文化特定演習
科学哲学特定研究Ⅰ・Ⅱ
現代思想特定研究Ⅰ・Ⅱ
比較文明学特定研究Ⅰ・Ⅱ

人類学特定研究Ⅰ・Ⅱ
科学技術と文化特定研究Ⅰ・Ⅱ
基礎人間科学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ
基礎人間科学方法実習Ⅰ・Ⅱ

【教養・専門
性・学際性】

講義科目 【専門性】
社会学理論特講
社会学説史特講
現代社会学特講
計量社会学特講
経験社会学特講
宗教社会学特講
社会情報学特講
社会データ科学特講

コミュニケーション社会学特講
メディアと社会特講
家族社会学特講
ジェンダー論特講
文化社会学特講
比較社会学特講
社会変動論特講
社会保障政策論特講Ⅰ

社会保障政策論特講Ⅱ
比較福祉論特講Ⅰ
比較福祉論特講Ⅱ
市民活動論特講
ボランティア社会論特講
人間科学基礎理論特講
科学哲学特講
認知システム論特講

言語・情報論特講
現代思想論特講
哲学的人間学特講
表象・記号学特講
現象学的な質的研究特講
比較文明学特講
文明動態学特講
比較思想史特講

人類学理論特講
グローバル化と文化特講
異文化理解特講
応用人類学特講
政治経済の人類学特講
人類学文献講読特講
科学技術と文化特講
社会学・人間学特別講義Ⅰ・Ⅱ

講義科目（必修） 【専門性・学際性】
人間科学学際研究特講

共通科目・他の学系講義科目および特定演習・高度教養科目・他研究科の授業科目 【教養・国際性・学際性】
コンフリクトの文明学特定演習Ⅰ・Ⅱ
コンフリクトの人文学特講Ⅰ・Ⅱ
インターンシップＡ・Ｂ
地域言語Ⅰ・Ⅱ
人間科学方法演習
人間科学基礎実習

人間科学専門演習Ⅰ・Ⅱ
英語による論文作成・研究発表演習
フィールド調査・評価入門
フィールド調査法特講
社会における科学技術特定演習
多文化医療通訳概論

高度副プ
ログラム・
知のジム
ナスティッ
クス（高度
教養プロ
グラム）

認知脳科学論
医療通訳論Ⅰ・Ⅱ
認知脳科学論特定演習
エスノグラフィーの基礎理論
国際健康開発論特講
キャリアデザイン特講

総合人間科学特講Ⅰ～Ⅳ
人間科学国際特講Ⅰ～Ⅵ
総合人間科学実習Ⅰ・Ⅱ

人間科学研究科 教育学系

カリキュラムマップ

学習目標：専門性と学識、デザイン力、教養、国際性、学際性、実践性

学年
修士論文 【専門性】

M2
特定演習・実習・特定研究 【デザイン力・実践性】
教育人間学特定演習Ⅰ・Ⅱ
教育工学特定演習Ⅰ・Ⅱ
教育心理学特定演習Ⅰ・Ⅱ
教育コミュニケーション学特定演習Ⅰ・Ⅱ
臨床心理査定演習Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学特定演習Ⅰ・Ⅱ
教育人間学特定研究Ⅰ・Ⅱ
教育工学特定研究Ⅰ・Ⅱ

M1

教育心理学特定研究Ⅰ・Ⅱ
教育コミュニケーション学特定研究Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学特定研究Ⅰ・Ⅱ
認知臨床心理学特定研究I・Ⅱ
臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ
臨床心理実習Ⅰ・Ⅱ
臨床教育学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ
臨床教育学方法実習Ⅰ・Ⅱ

教育社会学特定演習Ⅰ・Ⅱ
教育制度学特定演習Ⅰ・Ⅱ
生涯教育学特定演習Ⅰ・Ⅱ
教育文化学特定演習Ⅰ・Ⅱ
教育社会学特定研究Ⅰ・Ⅱ
教育制度学特定研究Ⅰ・Ⅱ
生涯教育学特定研究Ⅰ・Ⅱ
教育文化学特定研究Ⅰ・Ⅱ

教育環境学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ
教育環境学方法実習Ⅰ・Ⅱ

【教養・専門
性・学際性】

講義科目 【専門性】
教育人間学特講Ⅰ・Ⅱ
外国教育史特講
教育哲学特講
教育思想史特講
教育工学特講Ⅰ・Ⅱ
教育心理学特講
人格心理学特講

教育コミュニケーション学特講Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学特講Ⅰ・Ⅱ
臨床心理面接特講Ⅰ・Ⅱ
心理療法特講
障がい児（者）心理学特講Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学研究法特講
教育社会学特講

高等教育論特講
教育動態学特講
教育制度学特講
学校経営学特講
日本教育史特講
生涯教育学特講
共生教育学特講

ジェンダーと教育特講
教育文化学特講
学校社会学特講
コミュニティ教育学特講
教育学特別講義Ⅰ・Ⅱ

講義科目（必修） 【専門性・学際性】
人間科学学際研究特講

共通科目・他の学系講義科目および特定演習・高度教養科目・他研究科の授業科目 【教養・国際性・学際性】
コンフリクトの文明学特定演習Ⅰ・Ⅱ
コンフリクトの人文学特講Ⅰ・Ⅱ
インターンシップＡ・Ｂ
地域言語Ⅰ・Ⅱ
人間科学方法演習
人間科学基礎実習

人間科学専門演習Ⅰ・Ⅱ
英語による論文作成・研究発表演習
フィールド調査・評価入門
フィールド調査法特講
社会における科学技術特定演習
多文化医療通訳概論

認知脳科学論
医療通訳論Ⅰ・Ⅱ
認知脳科学論特定演習
エスノグラフィーの基礎理論
国際健康開発論特講
キャリアデザイン特講

高度副プ
ログラム・
知のジム
ナスティッ
クス（高度
教養プロ
グラム）

総合人間科学特講Ⅰ～Ⅳ
人間科学国際特講Ⅰ～Ⅵ
総合人間科学実習Ⅰ・Ⅱ

人間科学研究科 共生学系

カリキュラムマップ

学習目標：専門性と学識、デザイン力、教養、国際性、学際性、実践性

学年
修士論文 【専門性】

M2
特定演習・実習・特定研究 【デザイン力・実践性】
共生の人間学特定演習Ⅰ・Ⅱ
共生社会論特定演習Ⅰ・Ⅱ
共生行動論特定演習Ⅰ・Ⅱ
共生教育論特定演習Ⅰ・Ⅱ
共生の人間学特定研究Ⅰ・Ⅱ
共生社会論特定研究Ⅰ・Ⅱ

M1

共生行動論特定研究Ⅰ・Ⅱ
共生教育論特定研究Ⅰ・Ⅱ
未来共生学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ
未来共生学方法実習Ⅰ・Ⅱ

国際協力学特定演習Ⅰ・Ⅱ
多文化共生学特定演習Ⅰ・Ⅱ
地域創生論特定演習Ⅰ・Ⅱ
コンフリクトと共生特定演習Ⅰ・Ⅱ
国際協力学特定研究Ⅰ・Ⅱ
多文化共生学特定研究Ⅰ・Ⅱ

地域創生論特定研究Ⅰ・Ⅱ
コンフリクトと共生特定研究Ⅰ・Ⅱ
グローバル共生学フィールドワーク実習
Ⅰ・Ⅱ
グローバル共生学方法実習Ⅰ・Ⅱ

【教養・専門
性・学際性】

講義科目 【専門性】
共生の人間学特講Ⅰ・Ⅱ
共生社会論特講Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
共生行動論特講Ⅰ・Ⅱ
共生教育論特講Ⅰ・Ⅱ

国際協力学特講Ⅰ・Ⅱ
教育と国際開発
多文化共生学特講Ⅰ・Ⅱ
地域創生論特講Ⅰ・Ⅱ

コンフリクトと共生特講Ⅰ・Ⅱ

講義科目（必修） 【専門性・学際性】
人間科学学際研究特講

共通科目・他の学系講義科目および特定演習・高度教養科目・他研究科の授業科目 【教養・国際性・学際性】
コンフリクトの文明学特定演習Ⅰ・Ⅱ
コンフリクトの人文学特講Ⅰ・Ⅱ
インターンシップＡ・Ｂ
地域言語Ⅰ・Ⅱ
人間科学方法演習
人間科学基礎実習

人間科学専門演習Ⅰ・Ⅱ
英語による論文作成・研究発表演習
フィールド調査・評価入門
フィールド調査法特講
社会における科学技術特定演習
多文化医療通訳概論

認知脳科学論
医療通訳論Ⅰ・Ⅱ
認知脳科学論特定演習
エスノグラフィーの基礎理論
国際健康開発論特講
キャリアデザイン特講

高度副プ
ログラム・
知のジム
ナスティッ
クス（高度
教養プロ
グラム）

総合人間科学特講Ⅰ～Ⅳ
人間科学国際特講Ⅰ～Ⅵ
総合人間科学実習Ⅰ・Ⅱ

