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教育方法 テーラーメイド教育（担任制度・少人数授業・学修ポートフォリオ・駒沢女子大学教科書シリーズ・授業録画システム・再指導再試験制度・学修支援センタ―）

駒沢女子大学　人間総合学群　カリキュラムツリー
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住住空空間間デデザザイインン学学類類 

 
【専門ゼミ科目】 
・インテリアデザインスタジオⅠⅡⅢⅣ 
・建築デザインスタジオⅠⅡⅢⅣ 
・卒業研究 
 
【インテリアデザイン関連科目】 
・インテリアデザインⅠⅡ 
・インテリアデザイン論 
・インテリアデザイン計画ABC 
・家具デザインⅠⅡⅢ ・家具デザイン論 
・陶芸デザイン入門 ・陶芸デザインAB 
・テキスタイルデザイン入門 
・テキスタイルデザインAB 
・インテリア・プレゼンテーション 
・加工・材料学 ・芸術論  
・工芸デザイン論 
・インテリアプロダクト論 ・デザインと心理 
・グラフィック・コミュニケーション学 
・インテリアの知識と技術ⅠⅡ 
 
【建築デザイン関連科目】 
・建築デザインⅠⅡ ・建築デザイン論 
・建築計画ABCD 
・構造力学ⅠⅡ ・建築構造ⅠⅡ 
・日本建築史 ・西洋建築史 
・ランドスケープ論 ・建築環境設備 
・環境工学 ・建築材料 ・建築生産  
・都市デザイン論 ・建築法規 
 
【基本科目】 
・住空間デザインの基礎ⅠⅡ 
・設計製図ⅠⅡ  ・グラフィックデザイン 
・福祉住環境デザイン 
・環境デザイン ・色彩デザイン 
・CAD ⅡⅢ 
・プレゼンテーション技法 
・インターンシップ入門 
・インターンシップ実習 
・フィールドワーク 
 1年次の専門教育科目 
・平面と立体表現の基礎 
・製図の基礎 
・図学と透視画の基礎 
・建築・インテリアデザイン入門 
・プロダクトデザイン入門 
・CADⅠ 

心心理理学学類類 観観光光文文化化学学類類 人人間間文文化化学学類類 

DP3 社会的責務を果たすことのできる専門力と判断力の養成 DP2 自己実現のためのコミュニケーション力と社会性の養成 

建学の精神を学ぶ 
 
【建学の精神を学ぶ科目】 
・仏教学ⅠⅡ 
・駒沢女子大学入門 

初年次教育 
 
【初年次教育科目】 
・基礎ゼミⅠⅡ 

DP4 文化の創造的担い手となるための技術力と実践力の養成 DP1 自立した現代女性にふさわしい教養力と人間性の養成 

専門教育科目 

 
教養知 
 
【人間を学ぶ科目】 
・哲学 
・人間と思想 
・人間と文化ⅠⅡ 
・生命の科学 
・倫理学 
・人権の基礎 
・女性の人権 
・心理学ⅠⅡ 
・生涯学習論ⅠⅡ 
・社会福祉概論ⅠⅡ 

 
技法知 
 
【日本語育成科目】 
・言語表現演習ⅠⅡ 
 
【外国語育成科目】 
・英語AⅠⅡ ・英語BⅠⅡ ・英会話ⅠⅡ 
・Receptive EnglishⅠⅡ 
・Productive EnglishⅠⅡ 
・フランス語ⅠⅡ ・ドイツ語ⅠⅡ 
・スペイン語ⅠⅡ ・中国語ⅠⅡ 
 
【情報力育成科目】 
・コンピュータ演習ⅠⅡ 

 
入門 
 
【入門科目】 
・日本文化入門ⅠⅡ 
・人間関係入門ⅠⅡ 
・英語コミュニケーション入門ⅠⅡ 
・観光文化入門ⅠⅡ 
・心理学入門（心理学概論）ⅠⅡ 
・住空間デザイン入門ⅠⅡ 

 
教養知 
 
【文化と歴史を学ぶ科目】 
・日本の歴史 
・世界の歴史 
・戦争と平和の歴史ⅠⅡ 
・西洋文化史 
・日本美術史 
・比較文化 
・日本の文化 
・観光地理（日本） 
・観光地理（世界） 
・日本文学 
・外国文学 

 
実践知 
 
【実習科目】 
・ボランティア実習Ⅰ 
・海外英語研修Ⅰ 
 
【就業力育成科目】 
・進路設計 
 
【健康体育科目】 
・女性と健康ⅠⅡ 
・スポーツⅠⅡ 

 
日本文化専攻 
 
【専門ゼミ科目】 
・日本文化ゼミⅠⅡⅢⅣ 
・卒業論文 
 
【主幹科目・応用の分野】 
・仏教文学 
・児童文学 
・日本の詩歌 
・国語教育概論ⅠⅡ 
・書道実習ⅠⅡ 
・日本の文化財ⅠⅡ 
・文化交流史ⅠⅡ 
 
【主幹科目・言語の分野】 
・古典文学概論＜1年次から履修可＞ 
・近代文学概論 
・日本語学概論ⅠⅡ 
・古典文学Ⅰ（上代･中古） 
・古典文学Ⅱ（中世・近世） 
・近現代文学Ⅰ（近代） 
・近現代文学Ⅱ（現代） 
・日本語学ⅠⅡ 
・日本文学史ⅠⅡ 
・中国文学ⅠⅡ（漢文学） 
 
【主幹科目・歴史の分野】 
・日本史Ⅰ（古代） ・日本史Ⅱ（中世） 
・日本史Ⅲ（近世） ・日本史Ⅳ（近現代） 
・日本文化史ⅠⅡ 
・地域文化概論＜1年次から履修可＞ 
・歴史資料論 
・民俗資料論 
・歴史考古学 
・歴史地理学 
 
【基本科目】 
・日本語表現ⅠⅡ 
・日本語表現の実践ⅠⅡ 
・日本の文化と歴史ⅠⅡⅢⅣ 

 
人間関係専攻 
 
【専門ゼミ科目】 
・人間関係ゼミⅠⅡⅢⅣ  
・卒業論文 
 
【主幹科目・総合科目】 
・哲学と思想 
・アンケート調査法 
・フィールドワークの技法 
・人間関係学実習ⅠⅡ 
・現代社会総合講座ⅠⅡ 
 
【主幹科目・身体文化の分野】 
・身体文化論ⅠⅡ  ・化粧文化論 
・服装と文化ⅠⅡ  ・和装の文化ⅠⅡ 
・流行論・ビューティービジネス 
 
【主幹科目・コミュニケーションの分野】 
・恋愛の心理学 ・家族関係の心理学 
・自己分析の心理学 ・ビジネスと心理学 
・セルフプロデュース ・チームビルディング 
・自己表現法ⅠⅡ 
・コミュニケーション実習ⅠⅡ 
・報道とメディア ・メディアと社会 
・広告の研究 ・表現活動とメディア 
 
【主幹科目・社会の分野】 
・文化人類学 
・社会学研究ⅠⅡ 
・家族と現代社会 ・環境問題と市民 
・国際社会論 ・グローバリズム論 
・社会学特論 ・職業の世界 
・組織マネジメント ・経済とビジネスⅠⅡ 
 
【基本科目】 
・人間関係の基礎・化粧の文化史 
・コミュニケーションの心理学 
・コミュニケーションの社会学 
・現代社会の論点 ・国際社会の論点 
・企画と表現 

 
英語コミュニケーション専攻 
 
【専門ゼミ科目】 
・英語コミュニケーションゼミⅠⅡⅢⅣ 
・卒業論文 
 
【主幹科目】 
・英語コミュニケーション専攻研究A～H 
・イギリス文学ⅠⅡ 
・アメリカ文学ⅠⅡ 
・英語学概論ⅠⅡ 
・英語教育学概論ⅠⅡ 
・アメリカの文化と歴史ⅠⅡ 
・異文化理解ⅠⅡ 
・時事英語ⅠⅡ＜1年次から履修可＞ 
・英語音声学ⅠⅡ 
・映画の英語ⅠⅡ＜1年次から履修可＞ 
・ことばの世界ⅠⅡ 
・英語圏文化ⅠⅡ 
・国際法ⅠⅡ 
・キャリア・イングリッシュⅠⅡⅢⅣ 
・通訳・ガイドⅠⅡ 
・日本紹介の英語 
・ボランティア英語 
・Japan StudiesⅠⅡ 
・海外留学準備 
・６か月留学 
 
【基本科目】 
・English WorkshopⅠⅡⅢⅣ 
・Academic ReadingⅠⅡⅢⅣ 
・Academic SpeakingⅠⅡⅢⅣ 
・ライティング･使える英作文ⅠⅡ 
・Academic WritingⅠⅡ 

人間文化学類共通科目（実習科目） 
・日本文化実習 ・仏教文化実習 ・日本文化研修 ・身体文化実習ⅠⅡ 

・プレゼンテーション実習 ・グラマー・使える英文法ⅠⅡ 

 
【専門ゼミ科目】 
・観光文化ゼミⅠⅡⅢⅣ 
・卒業研究 
 
【観光の外国語科目】 
・観光の英語 ・観光ガイドブック講読 
・観光のフランス語 ・観光のドイツ語 
・観光のスペイン語 ・観光の中国語 
・観光の韓国語 ・観光サービスの英語ⅠⅡ 
 
【国家試験対策科目】 
・旅行法規ⅠⅡ  ・国内旅行実務論ⅠⅡ 
・海外旅行実務論ⅠⅡ 
・旅行業務取扱管理者試験特講 
 
【観光資源・文化関連科目】 
・世界遺産研究 ・地域観光資源研究 
・国内観光資源研究ABC 
・海外観光資源研究ABCDE 
・ミュージアム研究 ・西洋美術の旅 
・異文化交流ⅠⅡ 
・文化交流論（日本とアメリカ） 
・世界の文化と国際接遇 
・イスラーム文化論 ・キリスト教文化論 
 
【観光実務関連科目】 
・旅行業実務論 ・宿泊業・飲食業実務論 
・航空・空港業実務論 ・広告・メディア業実務論 
・エンターテインメント業実務論 
・ライフイベントデザイン実務論 
・短期インターンシップ実習AB 
・中期インターンシップ実習 
・海外インターンシップ実習 
・長期インターンシップ実習 
・国内旅行研修・海外旅行研修 
・海外留学(観光実務実習)準備 
・海外留学(観光実務実習) 
 
【基本科目】 
・観光学 ・観光政策論 
・観光マーケティング論 ・観光のPRとメディア 
・ホスピタリティ概論 ・ホスピタリティマネジメト 
・観光社会学 ・観光人類学 

 
【専門ゼミ科目】 
・心理学ゼミⅠⅡⅢⅣ 
・卒業論文 
 
【公認心理師関連科目】 
・公認心理師の職責 ・関係行政論 
・心理演習 ・心理実習 
 
【実践心理学A】 
・心理的アセスメントⅠⅡ 
・心理学的支援法ⅠⅡ 
・心理療法論ⅠⅡ ・心理学研究実践実習 
 
【実践心理学B】 
・健康・医療心理学 ・福祉心理学 
・教育・学校心理学 ・司法・犯罪心理学 
・産業・組織心理学 ・消費者心理学 
・コミュニティ心理学 ・スポーツ心理学 
 
【心理学関連科目】 
・人体の構造と機能及び疾病 
・精神疾患とその治療 ・教育相談 
・文芸と心理 ・言葉と心理 
 
【基礎心理学】 
・知覚・認知心理学 ・学習・言語心理学 
・感情・人格心理学 ・神経・生理心理学 
・社会・集団心理学（社会・集団・家族心理学Ⅰ） 
・家族心理学（社会・集団・家族心理学Ⅱ） 
・発達心理学Ⅰ 
・発達心理学Ⅱ（高齢者心理学） 
・障害者・障害児心理学 
・比較行動学 ・発達臨床 
・対人関係論 
 

【基本科目】 
・心理学の基礎 ・心理学実験ⅠⅡ 
・心理学研究法ⅠⅡ  ・臨床心理学概論 
・心理学統計法 ・心理データ解析法 
・心理学英語講読 

建築士受験資格 中学・高校 
国語教員免許 

中学・高校 
英語教員 
免許 

教養教育科目 

専門教育科目 

教養教育科目 

国内旅行業務取扱管理者 公認心理師 
認定心理士 

社会福祉主事 
（任用資格） 

1年次の専門教育科目 
・旅行法規Ⅰ 
・国内旅行実務論Ⅰ 

 
2年次以降の教養教育科目（一部） 
 
・仏教学ⅢⅣ 
 ・ボランティア実習Ⅱ 
・海外英語研修Ⅱ 
・国際協力実習 
・キャリアと教養演習ABCD 
・ビジネスとキャリア 
・就業への知識と技能AB 
・英語AⅢⅣ ・英語BⅢⅣ ・英会話ⅢⅣ 
・English Summer Seminar 
・フランス語ⅢⅣ ・ドイツ語ⅢⅣ 
・スペイン語ⅢⅣ ・中国語ⅢⅣ 
・コンピュータ演習ⅢⅣ 

 
教養知 
 
【社会と自然を学ぶ科目】 
・日本の政治       ・社会学ⅠⅡ 
・世界の政治       ・数学の世界 
・政治と市民参加     ・物理の世界 
・日本の経済       ・生物と生命 
・世界の経済       ・地球と宇宙 
・新聞と報道      ・物質と化学 
・グローバル共生論  ・情報と科学 
・法学                                     ・色彩と科学 
・法と社会                           ・統計の基礎 
・日本国憲法ⅠⅡ       ・統計の応用 


