
６６条の６に定める科目

社会科・地理歴史科・公民科 英語科 国語科 商業科
※１：社会科、※２地理歴史科、※３公民科

◎教職実践演習（中・高）

◎教育実習事前・事後指導

○（備考2）教育実習２

◎教育実習１

○国際法（※３） ◎国語学史 ◎会社法 ◎（備考４）国語科教育研究２ ◎博物館実習

◎（備考４）国語科教育研究１

◎（備考３）英語科教育研究２

◎（備考３）英語科教育研究１

◎教育課程論 ◎教育相談 ＊社会教育概論２ ○哲学基礎（※１、※３） ○アメリカ史 ◎書道２（中学校のみ必修） ◎職業指導論 ◎（備考４）国語科教育論２ ○（備考２）Advanced English２ ◎社会教育概論２ ○文化人類学 ◎社会教育課題研究２

◎特別支援教育論 ◎特別活動と総合的な学習の指導論 ＊社会教育概論１ ○倫理学概論２（※１、※３） ○イギリス史 ◎書道１（中学校のみ必修） ◎商法 ◎（備考４）国語科教育論１ ○（備考２）Advanced English１ ◎社会教育概論１ ○地誌学２ ◎社会教育課題研究１

◎教育心理学 ○（備考1）道徳教育論 ＊社会問題論 ○倫理学概論１（※１、※３） ○アメリカ文化講義 ◎漢文学２ ◎中級会計学原理 ◎（備考３）英語科教育論２ ○（備考２）Communication（EAP) ○地誌学１ ◎社会教育計画２

＊（備考1）道徳教育論 ○哲学概論２（※１、※３） ○イギリス文化講義 ◎漢文学１ ◎初級会計学原理 ◎（備考３）英語科教育論１ ○（備考３）情報科学各論２ ○人文地理学概説２ ◎社会教育計画１

○哲学概論１（※１、※３） ◎Communication(EAP) ◎日本文学概説２ ◎初級簿記（経営のみ） ◎（備考２）商業科教育論２ ○（備考３）情報科学各論１ ○人文地理学概説１ ◎社会教育概論２

○国際経済学（※３） ○米文学概論２ ◎日本文学概説１ ◎（備考２）商業科教育論１ ○日本史概説２ ◎社会教育概論１

○経済学基礎（※１、※３） ○米文学概論１ ◎日本文学史２ ◎（備考１）社会科・公民科教育論 ○日本史概説１

○マクロ経済学（※１、※３） ○英文学概論２ ◎日本文学史１ ◎（備考１）社会科・地理歴史科教育論 ○西洋史概説２ ○比較教育学

○ミクロ経済学（※１、※３） ○英文学概論１ ◎日本語学概説２ ◎（備考１）社会科教育論２（公民分野） ○西洋史概説１ ○人権問題論

○コース基礎演習２（※１、※３） ◎英語音声学２ ◎日本語学概説１ ◎（備考１）社会科教育論１（地理歴史分野） ○東洋史概説２ ○社会問題論

○コース基礎演習１（※１、※３） ◎英語音声学１ ◎国語学２（文章表現） ○東洋史概説１ ○職業指導論

○社会学概論２（※１、※３） ◎英語学概論２ ◎国語学１（音声言語） ○社会教育行政

○社会学概論１（※１、※３） ◎英語学概論１ ○教育心理学

○法律学基礎（経営学部のみ）（※１、※３）

○政治学概論２（※１、※３）

○政治学概論１（※１、※３）

○法律学概論２（※１、※３）

○法律学概論１（※１、※３）

◎人文地理学概説２（※１、※２）

◎人文地理学概説１（※１、※２）

◎自然地理学概説２（※１、※２）

◎自然地理学概説１（※１、※２）

◎地誌学２（※１、※２）

◎地誌学１（※１、※２）

◎東洋史概説２（※１、※２）

◎東洋史概説１（※１、※２）

◎西洋史概説２（※１、※２）

◎西洋史概説１（※１、※２）

◎日本史概説２（※１、※２）

◎日本史概説１（※１、※２）

◎教育行政学 ◎教育方法学 ○経済学（基礎２）（※１、※３） ◎入門簿記（経済のみ） ◎日本国憲法 ◎博物館情報・メディア論 ○自然地理学 ○博物館情報・メディア論

◎教育原論 ◎生徒指導論 ○経済学（基礎１）（※１、※３） ○（備考１）スポーツ学入門 ◎博物館教育論 ○生物学 ○博物館教育論

◎教職概論 ○（備考１）スポーツ実習２ ◎博物館展示論 ○自然科学概論 ○博物館概論

○（備考１）スポーツ実習１ ◎博物館資料保存論 ○科学技術の未来と歴史 ○教育方法学

○（備考２）Oral English２ ◎博物館資料論 ○民俗学入門 ○教育行政学

○（備考２）Oral English１ ◎博物館経営論 ○くらしと文化 ○教育原論

○（備考３）コンピュータ入門 ◎博物館概論 ○考古学入門 ○余暇とレクリエーション

○芸術学入門

○人文地理学入門

学校種 教科 最低修得単位数 最低修得単位数 最低修得単位数 最低修得単位数 履修方法について
（備考１～４）履修方法は以下の通りとする

履修方法について
（備考１～３）履修方法は以下の通りとする

必修科目：２１単位 必修科目：１２単位

社会科 - （備考１）の科目全てを修得すること

＜体育に関する科目＞

選択必修科目：８単位以上 選択必修科目：１２単位

英語科 選択科目：１単位 （備考３）の科目全てを修得すること
（備考１）の科目より、講義及び実技の両方の科目を
履修し２単位以上修得すること。

国語科 - （備考４）の科目全てを修得すること

＜外国語コミュニケーションの科目＞

地理歴史科 選択科目：５単位
（備考１）の科目のうち、「社会科教育論１
（地理歴史分野）」および「社会科・地理歴
史科教育論」を修得すること

①（備考２）の科目より、国際教養学科生は
Communication（EAP)を修得すること。

公民科 選択科目：９単位
（備考１）の科目のうち、「社会科教育論２
（公民分野）」および「社会科・公民科教育
論」を修得すること

②国際教養学科以外の学生は以下科目より２単位
以上修得すること。

商業科 選択科目：９単位 （備考２）の科目全てを修得すること
Oral English１、Oral English２、Advanced English１、
Advanced English２

英語科 選択科目：５単位 （備考３）の科目全てを修得すること

＜情報機器の操作に関する科目＞

国語科 選択科目：３単位 （備考４）の科目全てを修得すること
①（備考３）の科目より国際教養学部以外の学生はコ
ンピュータ入門を修得すること。

◎：必修科目

（備考1）道徳教育論
②国際教養学部の学生は以下科目より２単位以上
修得すること。

○：選択必修科目

（備考2）教育実習２ コンピュータ入門、情報科学各論１、情報科学各論２ ＊：選択科目

共通事項

…中学校教諭一種免許状取得予定者は必修科目。中
学校および高等学校教諭一種免許を取得予定の者は、
取得した「道徳教育論」の単位を高等学校教諭一種免
許状の「大学が独自に設定する科目」の修得単位数に
含むことができる

（備考1）道徳教育論…高等学
校教諭一種免許状取得予定
者のみ選択科目

各学科指定の一般的包括的内容を含む科目は全て修得すること。また一般的包括的内容を含む科目を修得した上で最低修得単位数を満たさない場合は、各学
科指定の選択科目より不足単位を補うこと。選択必修科目の履修方法については規程を参照し、所属学科の科目を修得すること。…中学校教諭一種免許状取得予定者は必修科目。中

学校および高等学校教諭一種免許を取得予定の者は、
取得した「教育実習２」の単位を高等学校教諭一種免許
状の「大学が独自に設定する科目」の修得単位数に含
むことができる

「教職に関する科目」及び「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち定める最低修得単位数を超えて修得した選択科目は「大学が独自に設定する科目」の修得単位数に含むことができる。

必修科目：６単位

２８単位

２４単位

２４単位

２８単位

３０単位

2年次
または

2年次以上

2年次
または

2年次以上

1年次
または

1年次以上

1年次
または

2年次以上

最低修得単位数
および

履修方法につい
て

最低修得単位数

最低修得単位数
および履修方法について

中学校

必修科目：１２単位

必修科目：１０単位 必修科目：８単位

（経済学科）４８単位（地域・社会・心理学科）４４単位（経営学科）３８単位

２８単位

３４単位

高等学校 必修科目：８単位

4年次 4年次

3年次
または

3年次以上

3年次
または

3年次以上

教育の基礎的
理解に関する科目

道徳、総合的な学習
の時間等の指導法

及び生徒指導、教育
相談等に関する科目

教育実践に
関する科目

教科に関する科目（一般的包括的内容を含む科目のみ）
教科の指導法に関する科目

基盤教育科目
（日本国憲法に関する科目、体育に関す
る科目、外国語コミュニケーションに関す
る科目、情報機器の操作に関する科目）

追手門学院大学　資格関連科目カリキュラムマップ

本学の教育方針は、追手門学院の教育理念「独立自彊・社会有為」に基づき、地域社会、国家および国際社会において、指導的役割を果たしうる人間の養成である。この教育方針に基づき、本学では、人文・社会科学系の中規模総合大学という特質を生かし、豊かな教養を基盤に、人文・社会科学に関する高度な知識を有するだけでなく、日本の歴史、文化等に対する深い造詣や、倫理的価値に対する鋭敏で健康な感受性をもった社会有為な教員・博物館学芸員・社会教育主事を養成することを理念としている。

科目区分

教職課程科目群

科目区分

学芸員科目群　

社会教育主事
科目群

教職に関する科目

大学が独自に
設定する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

必修科目 選択科目
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