
英語 ドイツ語 フランス語 中国語 日本語

社会人の基礎 スポーツフィールド実習Ⅱ

スポーツ特殊講義Ⅱ

コミュニティスポーツ論

英会話6 教職教養演習2

英会話5 教職教養演習1

全学教職ゼミ2

全学教職ゼミ１

自然科学総論

人文科学総論 スポーツビジネス論

社会科学概論2 スポーツマネジメント論

文章理解演習 スポーツ政策論

キャリア数学4 発育発達論

キャリア数学3 高齢者スポーツ論

キャリア形成論3 障害者スポーツ論

英会話4 検定ドイツ語4 実用フランス語4 中国語会話中級4 日本語聴解上級2 国際異文化理解2 グローバルキャリア論 スポーツマッサージ実習Ⅱ 海外インターンシップ

英会話3 検定ドイツ語3 実用フランス語3 中国語会話中級3 日本語聴解上級1 国際異文化理解1 社会科学概論1 スポーツマッサージ実習Ⅰ 国際現地研修

英語講読4 検定ドイツ語2 実用フランス語2 中国語会話中級2 日本語読解上級2 オープンゼミ2 キャリア英語 スポーツ生理学

英語講読3 検定ドイツ語1 実用フランス語1 中国語会話中級1 日本語読解上級1 オープンゼミ1 リーダーズプログラム11 スポーツ栄養学

AcademicEnglish２ ドイツ語表現中級2 フランス語表現中級2 中国語講読中級4 リーダーズプログラム10 コーチング論

AcademicEnglish１ ドイツ語表現中級1 フランス語表現中級1 中国語講読中級3 リーダーズプログラム9 スポーツ心理学

English for Conversation 3 ドイツ語読解中級2 フランス語読解中級2 中国語講読中級2 リーダーズプログラム8 スポーツフィールド実習Ⅰ

English for Qualification 3 ドイツ語読解中級1 フランス語読解中級1 中国語講読中級1 リーダーズプログラム7

リーダーズプログラム6

文章論演習

キャリア数学2

キャリア数学1

インターンシップ実習

インターンシップ基礎

キャリア形成論2

キャリア形成論1

ことばと文化( 韓国語・朝鮮語)2

ことばと文化( 韓国語・朝鮮語)1 オーストラリアと国際社会2

比較文化概論2 オーストラリアと国際社会1 リーダーズプログラム5 

比較文化概論1 現代の子どもと教育2 リーダーズプログラム4 Japan ProgramⅩ

日本文化論2 現代の子どもと教育1 リーダーズプログラム3 Japan ProgramⅨ

日本文化論1 人間関係と心理 リーダーズプログラム2 Japan ProgramⅧ

日本の近現代史2 余暇とレクリエーション リーダーズプログラム1 Japan ProgramⅦ

日本の近現代史1 共生社会と福祉 追手門学院大学

リーダーズ・スクール・ゼミナール Japan ProgramⅥ

民俗学入門 社会調査入門 教師力養成演習2 Japan ProgramⅤ

日本の伝統芸能 ジェンダー論 教師力養成演習1 Japan ProgramⅣ

日本の文学 メディア論 生物学2 教員への道Ⅱ Japan ProgramⅢ

アジアの文学2 社会学入門 生物学1 教員への道Ⅰ Japan ProgramⅡ

検定英語4 アジアの文学1 現代企業入門 自然地理学 表現コミュニケーション２ Japan ProgramⅠ

検定英語3 欧米の文学 ファイナンス入門 地学 表現コミュニケーション１ 短期海外セミナー

検定英語2 異文化理解 日本経済入門 環境の科学 プロジェクト8 海外セミナー

検定英語1 芸術学入門 入門経済学2 宇宙と物理学 プロジェクト7 交換留学Ⅱ

English for Conversation 2 考古学入門 入門経済学1 入門化学2 プロジェクト6 交換留学Ⅰ

English for Conversation 1 くらしと文化＊ 国際関係入門 入門化学1 プロジェクト5 交換留学スペイン

English for Qualification 2 中国語会話基礎2 スポーツ概論 アジアの文化2 現代社会と人権2 入門物理学2 プロジェクト4 交換留学台湾

English for Qualification 1 中国語会話基礎1 体育概論 アジアの文化1 現代社会と人権1 入門物理学1 プロジェクト3 地域学入門2 交換留学ドイツ

実用英語2 中国語会話入門2 余暇生活実習3 言語学入門 日本国憲法＊ 入門統計学2 プロジェクト2 地域学入門1 交換留学オランダ

実用英語1 中国語会話入門1 余暇生活実習2 世界の歴史 市民生活と法2 入門統計学1 プロジェクト1 地域文化創造演習 交換留学韓国

教養ゼミ2 英会話2 中国語講読基礎4 余暇生活実習1 アジアと国際社会2 市民生活と法1 数的処理の基礎 インターンシップ実習4 地域文化創造研究 交換留学イギリス

教養ゼミ1 英会話1 中国語講読基礎3 応用体育3 アジアと国際社会1 法学入門 入門数学2 インターンシップ実習3 ボランティア論 交換留学タイ

入門コンピュータ2 英語L.L.2 ドイツ語表現初級 フランス語表現初級 中国語講読基礎2 日本語聴解中級2 応用体育2 人文地理学入門 市民社会と政治2 入門数学1 日本事情４ インターンシップ実習2 オーストラリアを学ぶ2 交換留学中国

入門コンピュータ1 英語L.L.1 ドイツ語表現入門 フランス語表現入門 中国語講読基礎1 日本語聴解中級1 応用体育1 宗教と社会 市民社会と政治1 科学技術史2 日本事情３ インターンシップ実習1 オーストラリアを学ぶ1 交換留学アメリカ

日本語表現 英語講読2 ドイツ語読解初級 フランス語読解初級 中国語講読入門2 日本語読解中級2 基礎体育2 倫理学入門 心理学入門 科学技術史1 日本事情２ プロジェクト入門 北摂を学ぶ スポーツ特殊講義Ⅰ 交換留学オーストラリア

新入生演習 英語講読1 ドイツ語読解入門 フランス語読解入門 中国語講読入門1 日本語読解中級1 基礎体育1 哲学入門 基礎力リテラシー 自然科学概論＊ 日本事情１ キャリアデザイン論 追手門ＵＩ論 トレーニング論 交換留学インド

3年次
または

3年次以上

4年次

2年次
または

2年次以上

追手門学院大学　基盤教育科目カリキュラムマップ

基盤教育機構は、本学の建学の精神に基づき全学的な協力体制のもとに、学生の生涯にわたる学修の基盤となる教養を身につけ、生きる力、学ぶ力、考える力を育成するための教育を確立し、その充実を図る。

科目区分
追大UI科目 スポーツキャリア科目 国際交流科目

外国語科目 キャリア科目群
自然系社会系人文系体育科目

基礎科目群 教養科目群　 総合科目群

初年次科目 日本事情


