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追手門学院大学　社会学部カリキュラムマップ

学部人材 
養成目的

（１）社会のなりたち、しくみ、解決が求められる諸問題などを明らかにできる人材を養成する。 
（２）自分自身が将来にわたって職業人として、そして家庭人、社会人として幸せな生活を築いていくための知識やスキルを身につけた人材を
養成する。

ディプロマ 
ポリシー 1

①社会に生起する出来事を観察してそこから課題を
見出し、社会学の知見を生かして考察して自分なり
の解決策や企画を提示することができる。

②社会学的な見方によって社会全般および身近な組織や地域を理解し、それを踏まえて自
分の役割を考えることができる。

科目区分
主体的研究科目群 (1) 学部共通科目群 (2)

科目コード 演習科目 (1-1) 科目コード 学部コア科目 (2-1) 科目コード 学部教養科目 (2-2)

4 年次

FS11403 卒業論文

FS11402 卒論演習２

FS11401 卒論演習１

3年次 
または 

3年次以上

FS11302 専門演習２ FS21304 社会学理論

FS11301 専門演習１ FS21303 社会学史

FS21302 質的調査２

FS21301 量的調査２

2年次 
または 

2年次以上

FS11202 基礎演習２ FS21206 社会統計学 FS22206 社会福祉概論２

FS11201 基礎演習１ FS21205 文化人類学 FS22205 社会福祉概論１

FS21204 社会学概論２ FS22204 哲学概論２

FS21203 社会学概論１ FS22203 哲学概論１

FS21202 質的調査１ FS22202 法律学概論２

FS21201 量的調査1 FS22201 法律学概論１

1年次 
または 

1年次以上

FS11101 社会学入門演習 FS21104 社会調査基礎

FS21103 社会文化論基礎２

FS21102 社会文化論基礎１

FS21101 社会学基礎

必修要件 ２０単位

カリキュラム 
ポリシー 2

社会における多様な問題群に関する知識を得ると共
に、それを自分なりに消化し、解決に向けた方策を
筋道立てて考察できるようになるための素材と訓練
を課すための科目

社会学の基本的な知識や分析用具を身につ
け、使えるようにするための体系的知識の
習得と訓練を課すための科目

社会学の隣接領域の知識を得ながら、社会
の多様なあり方を包括的に考察することが
できるようにするための科目

アドミッショ
ンポリシー 3

1．大学の学びに必要な基礎学力としての知識や能力がある（知識・理解） 
2．物事を多面的かつ論理的に考察することができる（思考・判断） 
3．自分の考えを的確に表現し、伝えることができる（表現） 
4．社会、人間、文化、自然などにかかわる諸問題に深い関心を持ち、社会に積極的に貢献する意欲がある（関心・意欲） 
5．積極的に他者と関わり、対話を通して相互理解に努めようとする態度がある（態度）

（※）卒業要件単位数：124単位（基盤教育科目：28単位以上、学科科目66単位以上、残り30単位は自由選択）

1. ディプロマ・ポリシー
学位授与方針。

2.カリキュラム・ポリシー
教育課程の編成・実施方針。

3.アドミッション・ポリシー
入学者受け入れ方針。
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③社会学の理論や方法を用いて具体的な社会事象や人間関係を把握し、そこから自分の考えなどを言語表現、身体表現を
通じて的確に伝え、よりよい社会関係を構築することができる。

④社会学的な見方や考え方をより
広い分野で応用するための知的な
蓄積を持つことができる。

専攻科目群 (3) 発展科目群 (4)

科目コード 現代社会学コース 
(3-1) 科目コード 社会文化デザインコース

(3-2) 科目コード スポーツ文化コース
(3-3) 科目コード 展開科目 (4-1)

FS31311 現代社会リサーチ特論2 FS32307 コミュニケーション表現特論 FS33304 スポーツ文化特論2 FS41302 地球環境論２

FS31310 現代社会リサーチ特論1 FS32306 アート環境創造特論 FS33303 スポーツ文化特論1 FS41301 地球環境論１

FS31309 医療社会学 FS32305 演劇・ダンス演習 FS33302 組織社会学

FS31308 ジェンダーの社会学 FS32304 メディア文化構想特論 FS33301 生涯スポーツ論

FS31307 ダイバーシティーの社会学 FS32303 広告の社会学

FS31306 犯罪社会学 FS32302 サブカルチャー特論

FS31305 比較文化論 FS32301 現代文化論

FS31304 現代社会特論

FS31303 環境社会学

FS31302 現代社会論

FS31301 リスク社会論

FS31216 現代社会論演習２ FS32214 社会文化デザイン演習２ FS33208 社会と健康 FS41282 地誌学2

FS31215 現代社会論演習１ FS32213 社会文化デザイン演習１ FS33207 スポーツ戦略論 FS41281 地誌学1

FS31214 現代社会リサーチ演習２ FS32212 コミュニケーション表現演習２ FS33206 スポーツマーケティング論 FS41280 自然地理学概説2

FS31213 現代社会リサーチ演習１ FS32211 コミュニケーション表現演習１ FS33205 スポーツ文化創造論 FS41279 自然地理学概説1

FS31212 病いの社会学 FS32210 演劇論 FS33204 スポーツ心理学 FS41278 人文地理学概説2

FS31211 人権問題論 FS32209 人間関係論 FS33203 スポーツ教育学 FS41277 人文地理学概説1

FS31210 福祉社会学 FS32208 身体表現論 FS33202 スポーツ文化論 FS41276 東洋史概説2

FS31209 家族問題論 FS32207 コミュニケーションの社
会学 FS33201 スポーツ社会学 FS41275 東洋史概説1

FS31208 社会問題論 FS32206 芸能文化論 FS41274 西洋史概説2

FS31207 食と農の社会学 FS32205 芸術社会論 FS41273 西洋史概説1

FS31206 消費社会論 FS32204 文化社会学 FS41272 日本史概説2

FS31205 都市社会論 FS32203 マスコミ論 FS41271 日本史概説1

FS31204 科学技術論 FS32202 現代メディア論 FS41270 教育心理学

FS31203 グローバル社会論 FS32201 サブカルチャー論

FS31202 流行の社会学

FS31201 情報社会学

FS32102 コミュニケーション表現入門演習2

FS32101 コミュニケーション表現入門演習1

４６単位以上
【講義】 
２年次までに身につける知識や考え方を踏まえ、各プログラムにおける基礎的な知識を身につけ、それをもとに専門的知
識を一般社会において活用できるよう訓練を課すための科目 
【演習】 
２年次までに身につける知識や考え方、および、各プログラムにおける基礎的な知識を踏まえ、それを自分自身の課題に
引きつけて活用し、ひとまとまりの考察や作品として提示することができるよう訓練を課すための科目

専門科目における学びを踏まえ、
卒業後の自身の進路を念頭に置い
て、必要と見込まれる知識や考え
方を身につけ、社会生活における
専門知識の活用へとつなげられる
よう訓練を課すための科目


