
■教育目標　 ■卒業認定・学位授与の方針（DP）
(1) 現代社会におけるビジネスの役割と重要性についての理解を図る。 （１）自己と向き合い、社会人として生きる力を身に付けている。

　　①自己の良心と社会の規範・ルールに従って行動できる。　「倫理観・人間観」

(2) ビジネスにおけるマネジメントの役割と重要性についての理解を図る。 　　②自分の感情や欲求をコントロールして行動できる。　「自己管理能力」

　　③他者と協働して課題に取り組むことができる。　「チームワーク力」

(3) ビジネスにおける基本的なコミュニケーション能力を養成する。 　　④社会の一員としての意識をもってその発展に関わることができる。「市民としての社会的責任・勤労観」

（２）社会生活に必要な力を身に付けている。

(4) ビジネスが抱える諸問題を解明するデータ分析力を養成する。 　　①多様な価値観を尊重し、他者とつながるための意思疎通ができる。「コミュニケーション・スキル」

　　②多様な情報の中から必要なものを選択し、活用することができる。　「情報リテラシー」

(5) 現代社会の諸事象の中から問題を発見し、収集した情報を主体的に分析し、協働作業の中で 　　③獲得した情報や知識を使って物事を筋道立てて考えることができる。　「論理的思考力」

議論し、その成果を発信できる能力を養成する。 　　④社会の多様な問題を発見し、解決することができる。　「問題解決力」

　　⑤人類の文化・社会と自然への理解を背景として、物事を考察することができる。「幅広い視野」

（３）現代社会を生きる自己を実現するための力を身に付けている。

■教育課程の編成 　　①自己にふさわしいキャリアを構想できる。　「キャリアを構想する力」

　本学の教育課程は、本学の「DP（ディプロマ・ポリシー：卒業認定・学位授与の方針）」に掲げる人材を養成するために、 　　②一定分野または特定分野の知識・技能を獲得している。「基礎的な専門性」

全学生を対象に開講する「全学共通科目」、学部や学科の学びの特色によって配置された「学部共通科目」及び （４）社会の多様な問題に取り組む実践力を身に付けている。

「学科等の専攻科目（基礎科目-基幹科目-発展科目）」により編成しています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自らが立てた新たな課題に向き合うことができる。「課題探究力」

１年
仏教学Ⅰ 女性・ジェンダー論 基礎ゼミナールⅠ キャリアデザイン基礎 英語Ⅰ 英語Ⅱ 情報科学概論 数学基礎 数学応用

仏教学Ⅱ 女性と言語文化 基礎ゼミナールⅡ ライフマネジメントⅠ 中国語Ⅰ　　中国語Ⅱ 情報処理基礎演習Ⅰ 哲学 宗教学

韓国語Ⅰ　　韓国語Ⅱ 情報処理基礎演習Ⅱ 政治学 文学

はじめての手話 心理学 生活の科学

ウエルネス・スポーツⅠ 生物のしくみ 法学

ウエルネス・スポーツⅡ

ウエルネス・スポーツ論

２年 親鸞・人と思想Ⅰ 女性と政治 ライフマネジメントⅡ 実用英語Ⅰ メディアと文化 国際社会と日本

親鸞・人と思想Ⅱ 女性と経済 こころと身体のﾌｨｯﾄﾈｽ 実用英語Ⅱ 総合講座（生命） 太宰府学

　（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽを含む） ｷｬﾘｱｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 総合講座（人権・平和）

ボランティア論

九州の自然 九州の歴史と文化

◆学科専攻科目

現代社会学概論Ⅰ・Ⅱ 社会学入門 データからみる社会 実務英語Ⅰ・Ⅱ

現代社会とビジネス 現代社会と環境 社会学史 調査データの集め方

現代社会とメディア

現代社会と地域 産業社会学 理論社会学 調査データの読み方 ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ

現代社会とジェンダー 家族社会学 社会意識論 調査データの扱い方 ビジネスコミュニケーション

地域社会学 環境社会学 ソフトウェア演習A・B

現代社会と仏教 社会問題論 医療社会学 量的調査法 ソフトウェア演習C・D

福祉社会学 宗教社会学 質的調査法

社会調査実習演習

現代経済論 ベンチャー起業論

観光学概論 経営史

マーケティング概論 観光産業論 ホスピタリティと経営戦略 組織行動論 ビジネス実務演習Ⅰ 経営情報論Ⅰ・Ⅱ 基礎専門ゼミナールⅠ・Ⅱ

女性とビジネス 観光経営論 経営管理論 リスクマネジメント セールスマネジメント 会計と簿記

ロジスティクス 消費社会論

国際ビジネス 仏教とビジネス ビジネスと倫理 ビジネス実務演習Ⅱ マーケティングリサーチ 専門ゼミナールⅠ・Ⅱ

ファイナンス 交通産業論 国際ボランティア インターンシップⅠ・Ⅱ

観光政策・行政論 ソーシャルビジネス論

卒業ゼミナールⅠ・Ⅱ

現代社会特殊講義Ⅰ・Ⅱ

女性 基礎ゼミナール ライフマネジメント 語学 情報 一般教養

健康・スポーツ
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自己と向き合い、人としての在り方や生き方について
考える力を育てるための科目群

人に学び、人とのつながりの中で、人生を豊かにつく
りあげるための科目群 社会の諸問題を考え、自分の意見を人に伝えるための技術を身につけるための科目群

基礎ゼミナール ライフマネジメント

本学の建学の精神を理
解し、自己を見つめなお
す機会を提供することを
目的とする科目群です。

自らをより深く理解し、ま
た自らと社会との関係に
ついて考える機会を提供
することを目的とする科目
群です。

大学を自らの居場所とす
るための人間関係を構築
することと、大学での学び
に必要なスキルを修得
し、能動的な学修姿勢へ
の転換を図ることを目的と
する科目群です。

自分自身を客観的に見
つめ、自らのキャリアを主
体的に設計することを目
的とする科目群です。

グローバル化の進む社会
において多様な人々との
円滑なコミュニケーション
を可能にし、相互理解を
築いていくための基本技
能を修得することを目的と
する科目群で、国際共通
語といわれる英語に関連
する科目だけでなく、中
国語や韓国語、フランス
語やドイツ語も開講され
ています。

現代社会を生きる上で必須の知識といえる情
報関連機器について、その仕組みを理解する
だけでなく、自らの目的に応じて使いこなすこと
ができるだけの基本的なスキルの修得を目的と
した科目群です。

価値観が多様化する現代社会において自律的
に生きていくために不可欠な知識を学ぶための
科目群です。学部の特性に応じた開講科目を
配置することで、それぞれの学部の必要性によ
り適切に対応できるようになっています。

健康・スポーツ

社会生活を送るために必要な健全な身体の維持増
進についての知識を修得するための科目群です。
実技中心科目と理論中心科目で構成されています。

◆全学共通科目
◆学部共通科目

・カリキュラムのポイント ・現代社会の諸相を理解し、現代社会を
生きるための幅広い教養を身につけるた
めの科目群。

本学における学士力
　筑紫女学園大学は、専攻分野にかかわらず、大学卒業者にふさわしい力を次のとおり定義します。学位の専攻分野も踏まえた
力については、国際的通用性を踏まえてDP（ディプロマ・ポリシー：卒業認定・学位授与の方針）を定めています。「本学における
学士力」のうち、各学位の専攻分野を踏まえた力を次のとおり定めます。これらの学士力を身に付け、各教育課程の卒業要件を
満たした学生に対し、「学士」の学位を授与します。

ビジネス社会コース

３年

２年

コースでの学びの土台となる基幹科
目を学ぶ学修。

基幹科目から発展科目へと学びの
幅を広げ、ビジネス社会の多様性を
知る学修。

社会調査

各コースごとに専門的な知識を修得
しながら、実社会とのかかわりの中で
実践的な力の養成。

３年

・現代社会を理解するために、社会学の基礎的
な知識と技能を身につけるための科目群。

・現代社会をより深く知るための調査方法
やデータ分析方法を身につけるための科
目群。

現代社会実務
各コースにおける学びの土台となる
社会学の基礎を身につける学修。

1年
（基礎科目）

（基幹科目・発展科目　他）

◆全学共通科目 ◆学部共通科目　　（履修できる科目は学部によって異なります）

仏教

・現代社会の諸事象の中から問題を
発見し、収集した情報を主体的に分
析し、協働作業の中で議論し、その
成果を発信できるための科目群。

ビジネス社会の多様性を学んだうえ
で、関心のある領域を決め、深くそ
れを研究。

・カリキュラムのポイント ・現代社会を構成する機能の中で、ビジ
ネスが果たさなければならない役割を説
明することができるための科目群。

・ビジネス組織の目標を達成していくための、効
果的なマネジメントのあり方を説明することがで
きるための科目群。

・ビジネス組織の目標を達成していくための、効
果的なコミュニケーションのあり方を説明するこ
とができるための科目群。

ビジネス社会の多様性を知るための
学びを深め、インターンシップ等で
それを体得。

社会学基礎理解

各コースの基礎について学ぶととも
に、社会学的な知識を現代社会理
解に応用する方法を修得。

・現状分析、要因分析の方法に沿っ
て問題を解明していく方法と実践力
を身に付けるための科目群。

４年

・現代社会に必要なコミュニケーションな
らびに情報リテラシー能力を身につけ、
活用するための科目群。

２年

現代社会理解

1年



■教育目標　

(1) 現代メディア社会におけるメディアならびにポピュラー文化に関する基本的な知識と技能の獲得を図る。 ■卒業認定・学位授与の方針（DP）
（１）自己と向き合い、社会人として生きる力を身に付けている。

(2) 現代メディア社会におけるメディアに関して、基幹となるテーマから各論的事項までのより深い 　　①自己の良心と社会の規範・ルールに従って行動できる。　「倫理観・人間観」

理解力を養成する。 　　②自分の感情や欲求をコントロールして行動できる。　「自己管理能力」

　　③他者と協働して課題に取り組むことができる。　「チームワーク力」

(3) 現代メディア社会におけるポピュラー文化に関して、基幹となるテーマから各論的な事項まで 　　④社会の一員としての意識をもってその発展に関わることができる。「市民としての社会的責任・勤労観」

のより深い理解力を養成する。 （２）社会生活に必要な力を身に付けている。

　　①多様な価値観を尊重し、他者とつながるための意思疎通ができる。「コミュニケーション・スキル」

(4) 現代社会におけるメディアならびにポピュラー文化に関して、多角的視点からの理解を図る。 　　②多様な情報の中から必要なものを選択し、活用することができる。　「情報リテラシー」

　　③獲得した情報や知識を使って物事を筋道立てて考えることができる。　「論理的思考力」

(5) 現代社会の諸事象の中から問題を発見し、収集した情報を主体的に分析し、協働作業の 　　④社会の多様な問題を発見し、解決することができる。　「問題解決力」

中で議論し、その成果を発信できる能力を養成する。 　　⑤人類の文化・社会と自然への理解を背景として、物事を考察することができる。「幅広い視野」

（３）現代社会を生きる自己を実現するための力を身に付けている。

■教育課程の編成 　　①自己にふさわしいキャリアを構想できる。　「キャリアを構想する力」

　本学の教育課程は、本学の「DP（ディプロマ・ポリシー：卒業認定・学位授与の方針）」に掲げる人材を養成するために、 　　②一定分野または特定分野の知識・技能を獲得している。「基礎的な専門性」

全学生を対象に開講する「全学共通科目」、学部や学科の学びの特色によって配置された「学部共通科目」及び （４）社会の多様な問題に取り組む実践力を身に付けている。

「学科等の専攻科目（基礎科目-基幹科目-発展科目）」により編成しています。 　　これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自らが立てた新たな課題に向き合うことができる。「課題探究力」

１年
仏教学Ⅰ 女性・ジェンダー論 基礎ゼミナールⅠ キャリアデザイン基礎 英語Ⅰ 英語Ⅱ 情報科学概論 数学基礎 数学応用

仏教学Ⅱ 女性と言語文化 基礎ゼミナールⅡ ライフマネジメントⅠ 中国語Ⅰ　　中国語Ⅱ 情報処理基礎演習Ⅰ 哲学 宗教学

韓国語Ⅰ　　韓国語Ⅱ 情報処理基礎演習Ⅱ 政治学 文学

はじめての手話 心理学 生活の科学

ウエルネス・スポーツⅠ 生物のしくみ 法学

ウエルネス・スポーツⅡ

ウエルネス・スポーツ論

２年 親鸞・人と思想Ⅰ 女性と政治 ライフマネジメントⅡ 実用英語Ⅰ メディアと文化 国際社会と日本

親鸞・人と思想Ⅱ 女性と経済 こころと身体のﾌｨｯﾄﾈｽ 実用英語Ⅱ 総合講座（生命） 太宰府学

　（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽを含む） ｷｬﾘｱｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 総合講座（人権・平和）

ボランティア論

九州の自然 九州の歴史と文化

◆学科専攻科目

現代社会学概論Ⅰ・Ⅱ 社会学入門 データからみる社会 実務英語Ⅰ・Ⅱ

現代社会とビジネス 現代社会と環境 社会学史 調査データの集め方

現代社会とメディア

現代社会と地域 産業社会学 理論社会学 調査データの読み方 ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ

現代社会とジェンダー 家族社会学 社会意識論 調査データの扱い方 ビジネスコミュニケーション

地域社会学 環境社会学 ソフトウェア演習A・B

現代社会と仏教 社会問題論 医療社会学 量的調査法 ソフトウェア演習C・D

福祉社会学 宗教社会学 質的調査法

社会調査実習演習

メディア論

ポピュラー文化論

文化と現代社会

メディアリテラシー演習 文化表象演習 メディア産業論 文化産業論 基礎専門ゼミナールⅠ・Ⅱ

メディア・IT活用演習 メディアコンテンツ論 表象文化論

メディアコンテンツ演習 大衆文化史

ポピュラー文化演習

ジャーナリズム論 テレビ論 サブカルチャー論 文化政策論 ソーシャルメディア論 ITと現代社会 専門ゼミナールⅠ・Ⅱ

映画・映像論 広告論 マンガ・アニメ論 オタク文化論 現代ネットワーク社会 地域とメディア インターンシップⅠ・Ⅱ

出版論 ファッション文化論 ポピュラー文化と九州

メディア倫理（法含む） 卒業ゼミナールⅠ・Ⅱ

文化とグローバリズム 現代社会特殊講義Ⅰ・Ⅱ

文化と芸術
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自己と向き合い、人としての在り方や生き方について
考える力を育てるための科目群

人に学び、人とのつながりの中で、人生を豊かにつく
りあげるための科目群 社会の諸問題を考え、自分の意見を人に伝えるための技術を身につけるための科目群

基礎ゼミナール ライフマネジメント

本学の建学の精神を理
解し、自己を見つめなお
す機会を提供することを
目的とする科目群です。

自らをより深く理解し、ま
た自らと社会との関係に
ついて考える機会を提供
することを目的とする科目
群です。

大学を自らの居場所とす
るための人間関係を構築
することと、大学での学び
に必要なスキルを修得
し、能動的な学修姿勢へ
の転換を図ることを目的と
する科目群です。

自分自身を客観的に見
つめ、自らのキャリアを主
体的に設計することを目
的とする科目群です。

グローバル化の進む社会
において多様な人々との
円滑なコミュニケーション
を可能にし、相互理解を
築いていくための基本技
能を修得することを目的と
する科目群で、国際共通
語といわれる英語に関連
する科目だけでなく、中
国語や韓国語、フランス
語やドイツ語も開講され
ています。

現代社会を生きる上で必須の知識といえる情
報関連機器について、その仕組みを理解する
だけでなく、自らの目的に応じて使いこなすこと
ができるだけの基本的なスキルの修得を目的と
した科目群です。

価値観が多様化する現代社会において自律的
に生きていくために不可欠な知識を学ぶための
科目群です。学部の特性に応じた開講科目を
配置することで、それぞれの学部の必要性によ
り適切に対応できるようになっています。

健康・スポーツ

社会生活を送るために必要な健全な身体の維持増
進についての知識を修得するための科目群です。
実技中心科目と理論中心科目で構成されています。

ライフマネジメント 語学 情報 一般教養

健康・スポーツ

・現代社会の諸相を理解し、現代社会を
生きるための幅広い教養を身につけるた
めの科目群。

・現代社会を理解するために、社会学の基礎的
な知識と技能を身につけるための科目群。

・現代社会をより深く知るための調査方法
やデータ分析方法を身につけるための科
目群。

現代社会実務

本学における学士力
　筑紫女学園大学は、専攻分野にかかわらず、大学卒業者にふさわしい力を次のとおり定義します。学位の専攻分野も踏まえた
力については、国際的通用性を踏まえてDP（ディプロマ・ポリシー：卒業認定・学位授与の方針）を定めています。「本学における
学士力」のうち、各学位の専攻分野を踏まえた力を次のとおり定めます。これらの学士力を身に付け、各教育課程の卒業要件を
満たした学生に対し、「学士」の学位を授与します。

メディア社会コース

◆全学共通科目
◆学部共通科目

◆全学共通科目 ◆学部共通科目　　（履修できる科目は学部によって異なります）

仏教 女性 基礎ゼミナール

メディアとポピュラー文化について学
ぶための基礎となる基幹講義科目と
基幹演習科目。

３年　　　　　＜専門ゼミは別途＞

コースの基礎となる基幹（講義）科目
を学ぶとともに、発展（講義）科目に
おいて個々の内容をさらに深める学
修。
４年　　     ＜卒業ゼミは別途＞

発展講義科目において個々の内容
をさらに深めるとともに、他コースと
連携した科目により幅広く学ぶ学
修。

・現代社会に必要なコミュニケーションな
らびに情報リテラシー能力を身につけ、
活用するための科目群。

（基幹科目・発展科目　他）

1年
コースの根幹となる基幹（講義）科目
を学び、コース内容に関する基礎を
身につける学修。

２年　　　　＜基礎専門ゼミは別途＞

各コースごとに専門的な知識を修得
しながら、実社会とのかかわりの中で
実践的な力の養成。

・カリキュラムのポイント

・現代社会の諸事象の中から問題を
発見し、収集した情報を主体的に分
析し、協働作業の中で議論し、その
成果を発信できるための科目群。

・カリキュラムのポイント ・現代メディア社会において、メディアなら
びにポピュラー文化を分析・理解するうえ
での基本的な知識を持つための科目群。

・現代メディア社会におけるメディアの意味や役
割について分析・説明することができるための
科目群。

・現代メディア社会においてポピュラー文化の
意味や役割について分析・説明することができ
るための科目群。

・現代メディア社会におけるメディア
ならびにポピュラー文化と関わる
様々な事項についての知識を持つ
ための科目群。

各コースにおける学びの土台となる
社会学の基礎を身につける学修。

２年
各コースの基礎について学ぶととも
に、社会学的な知識を現代社会理
解に応用する方法を修得。

３年

（基礎科目）

1年 現代社会理解 社会学基礎理解 社会調査



■教育目標　 ■卒業認定・学位授与の方針（DP）
(1) 人間と社会環境や自然環境との調和のための、基本的な知識と技能の獲得を図る。 （１）自己と向き合い、社会人として生きる力を身に付けている。

　　①自己の良心と社会の規範・ルールに従って行動できる。　「倫理観・人間観」

(2) 人間と社会環境や自然環境との調和に関して、基幹となるテーマから各論的事項までの 　　②自分の感情や欲求をコントロールして行動できる。　「自己管理能力」

より深い理解力を養成する。 　　③他者と協働して課題に取り組むことができる。　「チームワーク力」

　　④社会の一員としての意識をもってその発展に関わることができる。「市民としての社会的責任・勤労観」

(3) 環境共生に関して、多角的視点からの理解を図る。 （２）社会生活に必要な力を身に付けている。

　　①多様な価値観を尊重し、他者とつながるための意思疎通ができる。「コミュニケーション・スキル」

(4) 現代社会の諸事象の中から問題を発見し、収集した情報を主体的に分析し、協働作業の 　　②多様な情報の中から必要なものを選択し、活用することができる。　「情報リテラシー」

中で議論し、その成果を発信できる能力を養成する。 　　③獲得した情報や知識を使って物事を筋道立てて考えることができる。　「論理的思考力」

　　④社会の多様な問題を発見し、解決することができる。　「問題解決力」

　　⑤人類の文化・社会と自然への理解を背景として、物事を考察することができる。「幅広い視野」

■教育課程の編成 （３）現代社会を生きる自己を実現するための力を身に付けている。

　本学の教育課程は、本学の「DP（ディプロマ・ポリシー：卒業認定・学位授与の方針）」に掲げる人材を養成するために、 　　①自己にふさわしいキャリアを構想できる。　「キャリアを構想する力」

全学生を対象に開講する「全学共通科目」、学部や学科の学びの特色によって配置された「学部共通科目」及び 　　②一定分野または特定分野の知識・技能を獲得している。「基礎的な専門性」

「学科等の専攻科目（基礎科目-基幹科目-発展科目）」により編成しています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）社会の多様な問題に取り組む実践力を身に付けている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自らが立てた新たな課題に向き合うことができる。「課題探究力」

１年
仏教学Ⅰ 女性・ジェンダー論 基礎ゼミナールⅠ キャリアデザイン基礎 英語Ⅰ 英語Ⅱ 情報科学概論 数学基礎 数学応用

仏教学Ⅱ 女性と言語文化 基礎ゼミナールⅡ ライフマネジメントⅠ 中国語Ⅰ　　中国語Ⅱ 情報処理基礎演習Ⅰ 哲学 宗教学

韓国語Ⅰ　　韓国語Ⅱ 情報処理基礎演習Ⅱ 政治学 文学

はじめての手話 心理学 生活の科学

ウエルネス・スポーツⅠ 生物のしくみ 法学

ウエルネス・スポーツⅡ

ウエルネス・スポーツ論

２年 親鸞・人と思想Ⅰ 女性と政治 ライフマネジメントⅡ 実用英語Ⅰ メディアと文化 国際社会と日本

親鸞・人と思想Ⅱ 女性と経済 こころと身体のﾌｨｯﾄﾈｽ 実用英語Ⅱ 総合講座（生命） 太宰府学

　（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽを含む） ｷｬﾘｱｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 総合講座（人権・平和）

ボランティア論

九州の自然 九州の歴史と文化

◆学科専攻科目

現代社会学概論Ⅰ・Ⅱ 社会学入門 データからみる社会 実務英語Ⅰ・Ⅱ

現代社会とビジネス 現代社会と環境 社会学史 調査データの集め方

現代社会とメディア

現代社会と地域 産業社会学 理論社会学 調査データの読み方 ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ

現代社会とジェンダー 家族社会学 社会意識論 調査データの扱い方 ビジネスコミュニケーション

地域社会学 環境社会学 ソフトウェア演習A・B

現代社会と仏教 社会問題論 医療社会学 量的調査法 ソフトウェア演習C・D

福祉社会学 宗教社会学 質的調査法

社会調査実習演習

生物的環境論 住まいと環境 環境と商品

エコシステム論 環境と健康

環境保護論

環境問題の科学 エコハウス論 循環型社会論 基礎専門ゼミナールⅠ・Ⅱ

環境と倫理 地域環境論 環境と経済

自然環境演習 地域デザイン 資源とエネルギー

住環境デザイン演習

動物と社会 子どもと環境 ビオトープ論 環境マネジメント 専門ゼミナールⅠ・Ⅱ

環境と文明 居住福祉論 エコツーリズム論 環境と企業社会 インターンシップⅠ・Ⅱ

ユニバーサルデザイン 地域デザイン演習 環境と経営

NPO論 卒業ゼミナールⅠ・Ⅱ

環境教育 現代社会特殊講義Ⅰ・Ⅱ

環境政策と法律

自分自身を客観的に見
つめ、自らのキャリアを主
体的に設計することを目
的とする科目群です。

グローバル化の進む社会
において多様な人々との
円滑なコミュニケーション
を可能にし、相互理解を
築いていくための基本技
能を修得することを目的と
する科目群で、国際共通
語といわれる英語に関連
する科目だけでなく、中
国語や韓国語、フランス
語やドイツ語も開講され
ています。

現代社会を生きる上で必須の知識といえる情
報関連機器について、その仕組みを理解する
だけでなく、自らの目的に応じて使いこなすこと
ができるだけの基本的なスキルの修得を目的と
した科目群です。

価値観が多様化する現代社会において自律的
に生きていくために不可欠な知識を学ぶための
科目群です。学部の特性に応じた開講科目を
配置することで、それぞれの学部の必要性によ
り適切に対応できるようになっています。

健康・スポーツ

・人間と自然環境との調和のための基礎
知識を持つための科目群。

・環境共生社会実現のための住まいやまちの
デザインのための知識と技能を獲得するための
科目群。

・環境共生社会実現のための個人や企業の活
動のあり方や社会全体の仕組みを説明すること
ができるための科目群。

・現代社会の諸事象の中から問題を発見し、収
集した情報を主体的に分析し、協働作業の中
で議論し、その成果を発信できるための科目
群。

社会生活を送るために必要な健全な身体の維持増
進についての知識を修得するための科目群です。
実技中心科目と理論中心科目で構成されています。

一般教養

健康・スポーツ

自己と向き合い、人としての在り方や生き方について
考える力を育てるための科目群

人に学び、人とのつながりの中で、人生を豊かにつく
りあげるための科目群 社会の諸問題を考え、自分の意見を人に伝えるための技術を身につけるための科目群

基礎ゼミナール ライフマネジメント

本学の建学の精神を理
解し、自己を見つめなお
す機会を提供することを
目的とする科目群です。

自らをより深く理解し、ま
た自らと社会との関係に
ついて考える機会を提供
することを目的とする科目
群です。

大学を自らの居場所とす
るための人間関係を構築
することと、大学での学び
に必要なスキルを修得
し、能動的な学修姿勢へ
の転換を図ることを目的と
する科目群です。

本学における学士力
　筑紫女学園大学は、専攻分野にかかわらず、大学卒業者にふさわしい力を次のとおり定義します。学位の専攻分野も踏まえた
力については、国際的通用性を踏まえてDP（ディプロマ・ポリシー：卒業認定・学位授与の方針）を定めています。「本学における
学士力」のうち、各学位の専攻分野を踏まえた力を次のとおり定めます。これらの学士力を身に付け、各教育課程の卒業要件を
満たした学生に対し、「学士」の学位を授与します。

環境共生社会コース

３年
人の環境に関する諸問題について
深化させて学び、実社会における問
題を考える学修。

４年
卒業ゼミなどにおいて、実際の問題
に取り組み自ら解決方法を考えてい
く力をつける学修。

・カリキュラムのポイント

（基幹科目・発展科目　他）

1年
人間と自然との関係について考える
基礎となる内容を学ぶ学修。

２年
人の環境に関する諸問題について
広く学び、演習によって具体的課題
に取り組む学修。

・カリキュラムのポイント ・現代社会の諸相を理解し、現代社会を
生きるための幅広い教養を身につけるた
めの科目群。

・現代社会を理解するために、社会学の基礎的
な知識と技能を身につけるための科目群。

・現代社会をより深く知るための調査方法
やデータ分析方法を身につけるための科
目群。

・現代社会に必要なコミュニケーションな
らびに情報リテラシー能力を身につけ、
活用するための科目群。

各コースにおける学びの土台となる
社会学の基礎を身につける学修。

２年
各コースの基礎について学ぶととも
に、社会学的な知識を現代社会理
解に応用する方法を修得。

３年
各コースごとに専門的な知識を修得
しながら、実社会とのかかわりの中で
実践的な力の養成。

1年 現代社会理解 社会学基礎理解 社会調査 現代社会実務
（基礎科目）

◆全学共通科目
◆学部共通科目

◆全学共通科目 ◆学部共通科目　　（履修できる科目は学部によって異なります）

仏教 女性 基礎ゼミナール ライフマネジメント 語学 情報
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