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１　授業科目の構成
　本学の授業科目は、大きく分けて「A　リテラシー教育プログラム」「B　課題探究プログラム」「C　専門主専
攻コースプログラム」「D　副専攻・キャリアアッププログラム」の４つのプログラムから構成され、これらを一
定のルールと自らの選択により、4年間で系統的かつ計画的に学修します。これら４つのプログラムは、互いに
作用し合い、専攻分野の理解を深めるよう設計されています。
　また、この４つのプログラムは、自己実現に向けて４段階にステップアップし、理想の進路・就職の実現をサポー
トする仕組みにもなっています。

A　リテラシー教育
プログラム

C　専門主専攻コース
プログラム

B　課題探究プログラム

D　副専攻・キャリア
アッププログラム

相互作用

相乗効果

４つのプログラム

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 卒　業

Step１
自分を知り
将来を考える

Step２
目標設定

Step３　自己実現に向けてスキルアップ 理想の進路
・

就職の実現Step４　実社会体験・企業分析・就職活動等

Ａ　リテラシー教育プログラム

Ｂ　課題探究プログラム

Ｃ　専門主専攻コースプログラム

Ｄ　副専攻・キャリアアッププログラム
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　各プログラムにはそれぞれの目的があり、その内容は次のとおりです。

Ａ  リテラシー教育プログラム 将来のキャリアデザインのための導入教育

Ｂ　課題探究プログラム 課題探究・応用実践能力の育成（教養）

Ｃ　専門主専攻コースプログラム 実学を中心とする目的別専門教育（コース制）

Ｄ　副専攻・キャリアアッププログラム プラスαの実学専門知識の修得・キャリアアップ

Ａ１　HDP

PDPⅠ～Ⅲ
○自己実現を果たすための自己分析とキャリアプラン構築を通じて将来の
目標を明確にするとともに、実社会で必要不可欠な問題解決、自己表現
及びコミュニケーション能力を育成します。

SDPⅠ
○日本経済新聞等を教材にし、実際に掲載されている記事に基づくケース
スタディーにより、社会・経済情勢・企業分析等の基礎的なビジネスス
キルを学びます。

SDPⅡ ○SDPⅠでの学修成果をベースに、業界研究を行いながら、社会・企業か
ら求められる人材の理解を深め、就職活動に活かせる職業観を養います。

Ａ２　情報リテラシー コンピュータ操作のスキルを修得します。

Ａ３　外国語コミュニケーション 国際化に対応するため、英語を中心とした外国語運用能力を養います。

※ HDP：ヒューマンディベロップメントプログラム
※ PDP：パーソナルディベロップメントプログラム
※ SDP：ソーシャルディベロップメントプログラム

Ｂ１　経済と社会
Ｂ２　文化とコミュニケーション
Ｂ３　ひとと環境
Ｂ４　自然と科学
Ｂ５　ケーススタディー

専門分野にとらわれず、現代社会の抱えるさまざまな問題について、自分
自身で課題を発見し、探究する能力を養います。

専　　門　　科　　目 専門領域について、高度な知識や技術を体系的に修得します。

Ｄ１　副専攻
　　　プログラム

副専攻プログラム 学科にとらわれず他学科の専門分野を体系的に学びます。
　•副専攻プログラム
　　それぞれの目的に応じた11のプログラムがあります。
　•他学部・他学科開放科目
　　他学部、他学科で開講している科目の一部が履修できます。
　　（1科目からの履修も可能です。）

他学部・他学科
開放科目

Ｄ２　キャリアアッププログラム
資格取得、企業研修（インターンシップ）、ボランティア活動、海外研修及
び企業との連携による教育プログラム等の学修を通じて、将来の目標に向
けたスキルアップを図ります。
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