履修モデル①

For Global Life
『国際的・地球的課題に対する解決策をコーディネートして、世界に効果的に情報発信できる実務家』

基幹教育

高年次基幹科目 [5]
共創発想法 [2]
機械学習と人工知能 [1]
総合科目 [3]
データマイニングと情報可視化 [1]
日本事情 [2]
アカデミック ・ フロンティア I [1] 科学の歴史 Ａ [1]

高年次基幹科目 [4]
現代社会 I [2]
現代社会 II [2]

共通基礎科目 [6]
共創デザイン思考発想法 [1]
フィールド調査法 [1]
科学論 [1]
データサイエンス基礎 [1]
複雑系科学入門 [2]

レクチャーシリーズ [2]
レクチャーシリーズ [2]

理系ディシプリン科目 [1.5]
現代化学 [1.5]

共通基礎科目 [2]
グローバル ・ ヒストリー [1]
グローバル ・ エシクス [1]

ものの見方 ・ 考え方
学び方を学ぶ

基幹教育セミナー [1]
基幹教育セミナー [1]

エリア横断科目 [6]
デザイン思考プロセス演習 [1]
ビッグデータ処理 [1]
実データ解析技法 [1]
科学技術社会論 [1]
複雑系科学論 [2]

２年次 ： ３７.５単位

海外留学
バンドン工科大学 等

経験科目 [2]
異文化対応２ [1]
海外活動 A 1 [1]

修学ナビゲーター
興味関心の把握、授業選択の指導など
３年次 ： ３４単位

[ ]

１年次 ： ３９.５単位

エリア発展科目 [20]
Stress and Nutrition [1]
東アジア地域研究 [1]
Biochemistry [1]
開発経済学 [1]
Cognitive science [1]
国家と政治 [1]
多文化共生の世界秩序 [1]
比較史 [1]
人間社会研究法 [1]
地球の変動 [1]
異文化とコミュニケーションＡ [1] 社会の中の地球科学 [1]
生き方の人類学 [1]
環境保全 ・ 再生 [1]
国際福祉論 [1]
環境地理学 [1]
比較地域研究 [1]
環境都市政策 [1]
国際関係論 [1]
環境ガバナンス [1]

[ ]

チューター
開講授業 ・ 教員の紹介、 興味関心の拡大、 課題発見の指導など

[ ]

言語文化科目 [2]
◆第 1 外国語 [2]
学術英語Ｃ・ テーマベース [1]
学術英語Ｃ・ スキルベース [1]

[ ]

エリア基礎科目 [10]
Brain & Information [1]
言語コミュニケーション論 [1]
社会共生論 [1]
地域研究基礎論 [1]
政治 ・ 経済基礎論 [1]
歴史基礎論 [1]
地球の理解 [1]
自然環境と社会 [1]
自然災害 ・ 資源 [1]
地球環境実習 [1]

[ ]

経験科目 [1]
異文化対応 1 [1]

[ ]

言語文化科目 [14]
◆第 1 外国語 [10]
【英語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽ】
Global Issues RW 1･2 [2]
Global Issues LS 1･2 [2]
Japanese Issues 1･2 [2]
Academic Issues 1 ～ 4 [4]
◆第 2 外国語 [4]
中国語 I･II [4]

他者と協働して課題に
取り組むチーム型学習

[ ]

総合科目 [1]
人と人をつなぐ技法 [1]

自ら設定した課題に
取り組む上で
必要な科目を履修

]

健康 ・ スポーツ科目 [1]
健康 ・ スポーツ科学演習 [1]

課題審査
ディグリー・プロジェクト課題例

[

サイバーセキュリティ科目 [1]
サイバーセキュリティ基礎論 [1]

政治学 ( メイン )
地球科学 ( サブ )
の２つの分野からアプローチ

「資源外交」

文系ディシプリン科目 [8]
政治学入門 [2] 地理学入門 [2]
経済学入門 [2] 社会学入門 [2]
理系ディシプリン科目 [8]
デザイン思考 [1]
情報科学 [1.5]
プログラミング演習 [1]
社会と数理科学 [1]
身の回りの化学 [1]
最先端地球科学 [1.5]
自然科学総合実験 ( 基礎 ) [1]

高年次基幹科目 [2]
社会統計学 A [1]
社会統計学 B [1]

これまでに得た学知を
組み合わせて、
課題の解決策の
創造に取り組む

エリア発展科目 [4]
議論と創造のコミュニケーション A [1]
議論と創造のコミュニケーション B [1]
メディアとコミュニケーション [1]
大気海洋科学 [1]

複数指導教員制 （メイン・ サブ）
課題設定の指導、 卒業研究の指導
４年次 ： １３単位

履修モデル②

For Changing Society
『国際社会の課題を解決するための新しい社会の仕組みや、価値の創出をデザインする専門家』
理系ディシプリン科目 [1.5]
生態系の科学 [1.5]

共通基礎科目 [2]
グローバル ・ ヒストリー [1]
グローバル ・ エシクス [1]

基幹教育

総合科目 [3]
日本事情 [2]
グローバル社会を生きる I [1]

ものの見方 ・ 考え方
学び方を学ぶ

基幹教育セミナー [1]
基幹教育セミナー [1]

共通基礎科目 [6]
共創デザイン思考発想法 [1]
フィールド調査法 [1]
科学論 [1]
データサイエンス基礎 [1]
複雑系科学入門 [2]

高年次基幹科目 [5]
共創発想法 [2]
機械学習と人工知能 [1]
データマイニングと情報可視化 [1]
科学の歴史 Ａ [1]
エリア横断科目 [6]
デザイン思考プロセス演習 [1]
ビッグデータ処理 [1]
実データ解析技法 [1]
科学技術社会論 [1]
複雑系科学論 [2]

２年次 ： ３７.５単位

海外留学
フィリピン大学 等

比較地域研究 [1]
東アジア地域研究 [1]
開発経済学 [1]
国際関係論 [1]
日本経済史 [1]
地域史 [1]
比較史 [1]
生物多様性科学 [1]
環境都市政策 [1]
環境ガバナンス [1]

経験科目 [2]
異文化対応２ [1]
海外活動 A 1 [1]

修学ナビゲーター
興味関心の把握、授業選択の指導など
３年次 ： ３４単位

[ ]

１年次 ： ３９.５単位

エリア発展科目 [20]
Physiology and Behavior [1]
Stress and Nutrition [1]
病態生理 [1]
生命情報科学 [1]
多文化共生の世界秩序 [1]
人間社会研究法 [1]
メディアとコミュニケーション [1]
国際福祉論 [1]
生き方の人類学 [1]
地域生態論 [1]

[ ]

チューター
開講授業 ・ 教員の紹介、 興味関心の拡大、 課題発見の指導など

[ ]

言語文化科目 [2]
◆第 1 外国語 [2]
学術英語Ｃ・ テーマベース [1]
学術英語Ｃ・ スキルベース [1]

[ ]

エリア基礎科目 [10]
Molecular & Cell Biology [1]
Brain & Information [1]
社会哲学論 [1]
言語コミュニケーション論 [1]
社会共生論 [1]
地域研究基礎論 [1]
政治 ・ 経済基礎論 [1]
歴史基礎論 [1]
地球の理解 [1]
自然環境と社会 [1]

[ ]

経験科目 [1]
異文化対応 1 [1]

[ ]

言語文化科目 [14]
◆第 1 外国語 [10]
【英語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽ】
Global Issues RW 1･2 [2]
Global Issues LS 1･2 [2]
Japanese Issues 1･2 [2]
Academic Issues 1 ～ 4 [4]
◆第 2 外国語 [4]
中国語 I･II [4]

他者と協働して課題に
取り組むチーム型学習

[ ]

総合科目 [1]
人と人をつなぐ技法 [1]

課題審査
ディグリー・プロジェクト課題例

自ら設定した課題に
取り組む上で
必要な科目を履修

]

健康 ・ スポーツ科目 [1]
健康 ・ スポーツ科学演習 [1]

社会学 ( メイン )
健康医学 ( サブ )
の２つの分野からアプローチ

[

サイバーセキュリティ科目 [1]
サイバーセキュリティ基礎論 [1]

レクチャーシリーズ [2]
レクチャーシリーズ [2]

「貧困問題」

文系ディシプリン科目 [8]
社会思想史 [2] 政治学入門 [2]
社会学入門 [2] 経済学入門 [2]
理系ディシプリン科目 [8]
デザイン思考 [1]
情報科学 [1.5]
プログラミング演習 [1]
社会と数理科学 [1]
生命の科学Ａ [1]
基礎生物学概要 [1.5]
地球と宇宙の科学 [1]

高年次基幹科目 [2]
社会統計学 A [1]
社会統計学 B [1]

高年次基幹科目 [4]
現代社会 I [2]
社会と健康 [2]

これまでに得た学知を
組み合わせて、
課題の解決策の
創造に取り組む

エリア発展科目 [4]
言語とコミュニケーション A [1]
異文化とコミュニケーション [1]
環境保全 ・ 再生 [1]
保全遺伝学 [1]

複数指導教員制 （
・
）
課題設定の指導、 卒業研究の指導
４年次 ： １３単位

履修モデル③

For Future Science
『文理を超えた学際的知見を修得し、国内外大学院に進学し、諸科学の境界・学際的領域の研究者』
理系ディシプリン科目 [1.5]
生態系の科学 [1.5]

共通基礎科目 [2]
グローバル ・ ヒストリー [1]
グローバル ・ エシクス [1]

基幹教育

総合科目 [3]
日本事情 [2]
グローバル社会を生きる I [1]

ものの見方 ・ 考え方
学び方を学ぶ

基幹教育セミナー [1]
基幹教育セミナー [1]

高年次基幹科目 [5]
共創発想法 [2]
機械学習と人工知能 [1]
データマイニングと情報可視化 [1]
環境問題と自然科学 [1]

共通基礎科目 [6]
共創デザイン思考発想法 [1]
フィールド調査法 [1]
科学論 [1]
データサイエンス基礎 [1]
複雑系科学入門 [2]

エリア横断科目 [6]
デザイン思考プロセス演習 [1]
ビッグデータ処理 [1]
実データ解析技法 [1]
科学技術社会論 [1]
複雑系科学論 [2]

２年次 ： ３７.５単位

海外留学
ロンドン大学 等

開発経済学 [1]
地球物質科学 [1]
大気海洋科学 [1]
地球の変動 [1]
社会の中の地球科学 [1]
生物多様性科学 [1]
環境保全 ・ 再生 [1]
流域環境学 [1]
環境都市政策 [1]
環境ガバナンス [1]

経験科目 [2]
異文化対応２ [1]
海外活動 A 1 [1]

修学ナビゲーター
興味関心の把握、授業選択の指導など
３年次 ： ３４単位

[ ]

１年次 ： ３９.５単位

エリア発展科目 [20]
進化生物学 [1]
発生生物学 [1]
Stress and Nutrition [1]
多文化共生の世界秩序 [1]
人間社会研究法 [1]
先史社会を知る A [1]
比較地域研究 [1]
東アジア地域研究 [1]
地域生態論 [1]
国際関係論 [1]

[ ]

チューター
開講授業 ・ 教員の紹介、 興味関心の拡大、 課題発見の指導など

[ ]

言語文化科目 [2]
◆第 1 外国語 [2]
学術英語 C ・ テーマベース [1]
学術英語 C ・ スキルベース [1]

[ ]

エリア基礎科目 [10]
Molecular & Cell Biology [1]
Brain & Information [1]
言語コミュニケーション論 [1]
社会共生論 [1]
地域研究基礎論 [1]
政治 ・ 経済基礎論 [1]
歴史基礎論 [1]
地球の理解 [1]
自然環境と社会 [1]
地球環境実習 [1]

[ ]

経験科目 [1]
異文化対応 1 [1]

[ ]

言語文化科目 [14]
◆第 1 外国語 [10]
【英語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽ】
Global Issues RW 1･2 [2]
Global Issues LS 1･2 [2]
Japanese Issues 1･2 [2]
Academic Issues 1 ～ 4 [4]
◆第 2 外国語 [4]
中国語 I･II [4]

他者と協働して課題に
取り組むチーム型学習

[ ]

総合科目 [1]
人と人をつなぐ技法 [1]

課題審査
ディグリー・プロジェクト課題例

自ら設定した課題に
取り組む上で
必要な科目を履修

]

健康 ・ スポーツ科目 [1]
健康 ・ スポーツ科学演習 [1]

環境学 ( メイン )
社会科学 ( サブ )
の２つの分野からアプローチ

[

サイバーセキュリティ科目 [1]
サイバーセキュリティ基礎論 [1]

レクチャーシリーズ [2]
レクチャーシリーズ [2]

高年次基幹科目 [2]
社会統計学 A [1]
社会統計学 B [1]

「フューチャーアース」

文系ディシプリン科目 [8]
地理学入門 [2] 社会学入門 [2]
心理学入門 [2] 経済学入門 [2]
理系ディシプリン科目 [8]
デザイン思考 [1]
情報科学 [1.5]
プログラミング演習 [1]
社会と数理科学 [1]
身の回りの物理学 A [1]
基礎化学 [1.5]
地球と宇宙の科学 [1]

高年次基幹科目 [4]
科学の歴史 Ａ [1]
環境調和型社会の構築 [1]
地球の進化と環境 [2]

これまでに得た学知を
組み合わせて、
課題の解決策の
創造に取り組む

エリア発展科目 [4]
Bioethics [1]
メディアとコミュニケーション [2]
国家と政治 [1]
地域史 [1]

複数指導教員制 （メイン・ サブ）
課題設定の指導、 卒業研究の指導
４年次 ： １３単位

