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駒澤大学学士課程教育の方針 

 

教育の理念 

 建学の理念に則った教育を実践するため、教養教育分野、専門教育分野を通じた学問研究の成果の着実

な学びにより、自身をより優れた人間に成長させる自己形成能力の涵養をめざし、社会の動きに対する正

確な洞察力・判断力の醸成を支援しつつ、将来的に社会の発展、地域の文化的・経済的発展に貢献できる

駒澤人を育成する教育を行う。 

 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 教育理念を達成するため、「教養教育分野」「専門教育分野」「情報判断力」「行動力」「自己表現力」とい

う５つの観点から、総合的に学位授与の判断を行う。 

・宗教教育科目の単位を修得し、建学の理念に対する理解をもとに幅広い教養を身につけていること（教 

養教育分野） 

・専門知識を体系的に修得していること（専門教育分野） 

・広い視野に立ち公正かつ的確な分析と判断ができること（情報判断力） 

・主体的なコミュニケーションを通じて地域社会・国際社会で活躍できる能力を身につけること（行動 

力） 

・卒業論文、卒業研究、レポート等の作成またはプレゼンテーション等に必要な技術を身につけること 

（自己表現力） 

以上に述べた事項を達成し、豊かな想像力と実践力をもって社会に貢献しうると期待できる者に学位を

授与する。 

 

教育課程の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 駒澤大学の教育理念を実現するため、専門教育科目においては体系的な知識の修得と理解を深め、講義

及び演習での学びや、卒業論文等の作成を通して総合的な判断力と優れた人間性を養うことを目指した教

育課程を編成する。 

以上の教育課程を実施するため、専門教育科目においてはシームレスに積み上げることのできる教育課

程を設置する。全学共通科目においては主体的な履修を促し、学生自らが成長するための教育課程を設置

する。 

 

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

駒澤大学の教育理念を理解し、本学で学ぶ強い意欲を持ち、基礎的な学力を有する学生を受け入れる。

そのために多様な入試制度を設けて選抜を行う。 

 



- 1 -

仏教学部 

教育研究上の目的 

 仏教学部は、建学の理念である「仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神」に則って教育を行う中心的学部であり、

それらを体系的に多角的視野から学び、仏教による人間教育を行なう。学んだ事柄をその後の多様な人生の中に自

ら活かし、広く社会に発信することができる人材を養成することを目的とする。 

 

学位授与の方針 

・人文科学・社会科学・自然科学における幅広い教養を身につけるとともに、専門領域の知識を充分修得している

こと。 

・他分野にも共通する基本的な研究方法を学び、それによって研究・考察した結果を、他者にわかりやすく発表で

きること。 

・専門領域の学習研究の成果である卒業論文が、一定の基準に達していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 128 単位以上修得していること。 

 

入学者受け入れ方針 

 一般入試 
仏教学部では、あらゆる分野をカバーする教員から、仏教や禅の歴史や思想を体系的に学ぶことのできるカリキュ

ラムを設けている。また、駒澤大学には、仏教や禅に関する厖大な図書資料等を所蔵する図書館や、禅に関する史資

料を保管し紹介する禅文化歴史博物館があり、仏教や禅に興味のある学生を受け入れる充分な態勢を整え、仏教や禅

に関心を持ち、学習・研究する意欲を持つ学生を求めている。 

 判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの 1 科目、の３科目について学力試験を実

施し、総合的に判定する。 

 

推薦入試 

 仏教学部では、広い視野に立ちながら多くの関係文献を丹念に読解していく基本的な学習態度が継続的に求められ

る。そこで「推薦 A 方式」の入試では、高校でのすべての科目を十分習得し、日常的な学習の習慣が身についている

学生を求めている。 

 また仏教や禅を学ぶ上で有効な能力に関わる各種検定の資格取得者、および曹洞宗の僧籍を有する人を対象に「推

薦 B 方式」の入試を実施する。高校時代に得た各種資格における能力を積極的に活かし得る学生、また曹洞宗僧侶と

して生涯にわたって禅および仏教の修学をつづける意欲ある学生を求めている。 

 判断基準 

・仏教および禅を学ぶ強い関心と意欲を有し、入学後の目標を明確にしていること。 

・高校でのすべての科目の基礎的な学力の水準を備えていること。 

・仏教学部のカリキュラムを修得する上で必要な国語・外国語・歴史に関する、十分な基礎能力を有していること。 

・与えられた課題に対し、自分の視点や意見を論理的に表現できる文章力・コミュニケーション能力等を有している

こと。 

・大学生活に適応できる思考力、コミュニケーション能力を有して、周囲の人々と豊かな人間関係を構築できること。 
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仏教学部 禅学科 
  

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

禅学科の研究と教育の目的は、建学の理念の「曹洞宗立宗の精神」を中心に、禅の思想と実践を専門的に学ぶこと

にある。そのために、インドに始まり中国・日本へと伝承された禅の思想と実践について、燈史や語録などの禅籍を

読みといて幅広く学び、また道元禅師・瑩山禅師が示された正伝の仏法を追究し、それらを自らの人生と現代社会に

生かしていくことを目的とする。 

・人文科学・社会科学・自然科学における幅広い教養を身につけるとともに、専門領域の知識を充分修得してい

ること。 

・他分野にも共通する基本的な研究方法を学び、それによって研究・考察した結果を、他者にわかりやすく発表

できること。 

・専門領域の学習研究の成果である卒業論文が、一定の基準に達していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 128 単位以上修得していること。 

 

教育課程の編成方針 

 禅の基礎的な体系的知識や研究方法を身につけながら、次第に具体的な問題意識や課題をもって、主体的な学習・

研究活動を継続して行えるよう教育課程を編成する。禅学科では、禅の教義や実践的意義、教団の歴史的展開および

社会・文化に与えた影響などを修得するカリキュラム、道元禅師・瑩山禅師を中心とした曹洞宗の歴史や思想を学習

するカリキュラム、禅の基礎的な実習カリキュラム等を通じて、その学びの中で得た禅の考え方や生き方を拠り所と

しながら、その後の豊かな人生を実現することが出来るよう教育する。また、教育課程においては、先入観のない学

びの姿勢をもつとともに、自ら探求して物事の本質を明らかにする力を育ててゆく。 

 実施項目 

・１、２年次は、禅学科・仏教学科の区別はない。専門研究への導入として、仏教や禅の基礎知識を修得する宗教教

育科目と、未知の領域・環境への対応やコミュニケーションを円滑にするための教養教育科目・外国語科目を履修す

ることで、建学の理念を理解し、幅広く豊かな教養を身につける。また、仏教の各分野・領域の体系的知識を修得し

ながら、その後の研究の基礎となる語学や、仏教および禅の研究方法を修得する。２年次には、曹洞宗の宗旨の根幹

に位置づけられる「坐禅」を必修科目として実習する。 

・３年次に、禅学科と仏教学科の学科分けが行われる。禅学科に進んだ者は、禅に関する自らの研究課題を持ち、必

修科目である「演習Ⅰ」を中心に、より専門的・主体的な研究を行う。４年次には、「演習Ⅰ」を継続してより深め

る「演習Ⅱ」と、「卒業論文」を必修とする。 

・128 単位中 88 単位を専門科目とする。（＊平成 26 年度以降の入学生適用） 

・他分野の領域との研究方法の関連性を学ぶため、広域選択分野を開設する。 

・小人数グループに担当教員を置き、学生生活を支援する。 

・曹洞宗の僧籍を有する学生は、僧侶として修めるべき基礎教育科目を履修することができる。 

 

入学者受け入れ方針 

 一般入試 

仏教学部では、あらゆる分野をカバーする教員から、仏教や禅の歴史や思想を体系的に学ぶことのできるカリキ

ュラムを設けている。また、駒澤大学には、仏教や禅に関する厖大な図書資料等を所蔵する図書館や、禅に関する

史資料を保管し紹介する禅文化歴史博物館があり、仏教や禅に興味のある学生を受け入れる充分な態勢を整え、仏

教や禅に関心を持ち、学習・研究する意欲を持つ学生を求めている。 

 判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの 1 科目、の３科目について学力試験を実



- 3 -

施し、総合的に判定する。 

  

 推薦入試 

 仏教学部では、広い視野に立ちながら多くの関係文献を丹念に読解していく基本的な学習態度が継続的に求められ

る。そこで「推薦 A 方式」の入試では、高校でのすべての科目を十分習得し、日常的な学習の習慣が身についている

学生を求めている。 

 また仏教や禅を学ぶ上で有効な能力に関わる各種検定の資格取得者、および曹洞宗の僧籍を有する人を対象に「推

薦 B 方式」の入試を実施する。高校時代に得た各種資格における能力を積極的に活かし得る学生、また曹洞宗僧侶と

して生涯にわたって禅および仏教の修学をつづける意欲ある学生を求めている。 

 判断基準 

・禅および仏教を学ぶ強い関心と意欲を有し、入学後の目標を明確にしていること。 

・高校でのすべての科目の基礎的な学力の水準を備えていること。 

・禅学科のカリキュラムを修得する上で必要な国語・外国語・歴史に関する、十分な基礎能力を有していること。 

・与えられた課題に対し、自分の視点や意見を論理的に表現できる文章力・コミュニケーション能力等を有している

こと。 

・大学生活に適応できる思考力、コミュニケーション能力を有して、周囲の人々と豊かな人間関係を構築できること。 
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仏教学部 仏教学科 
 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

仏教学科の研究と教育の目的は、建学の理念の「仏教の教義」を中心に、広い立場から専門的に学ぶことにある。

そのために、東アジアの広範な地域に広まった仏教の歴史と多様な文化を理解し、様々な言葉で書かれた仏典を読み

といて、仏教の普遍的な真理を追究し、それらを自らの人生と現代社会に生かしていくことを目的とする。 

・人文科学・社会科学・自然科学における幅広い教養を身につけるとともに、専門領域の知識を充分修得してい

ること。 

・他分野にも共通する基本的な研究方法を学び、それによって研究・考察した結果を、他者にわかりやすく発表

できること。 

・専門領域の学習研究の成果である卒業論文が、一定の基準に達していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 128 単位以上修得していること。 

 

教育課程の編成方針 

 釈尊に始まり、広く東アジアの広域に展開した仏教の各領域の基礎的な体系的知識や研究方法を身につけながら、

次第に具体的な問題意識や課題をもって、主体的な学習・研究活動を継続して行えるよう教育課程を編成する。仏教

学科では、仏教の教義や実践的意義、教団の歴史的展開および社会・文化に与えた影響などを多角的視野から学び、

広汎な視点に立脚し、様々な仏教の思想や文化を修得し、それぞれが興味を持った分野について、より深く研究して

いくとともに、その学びの中で得た仏教の考え方や生き方を拠り所としながら、その後の豊かな人生を実現すること

が出来るよう教育する。また、教育課程においては、自らの身心をかえりみ、誤った思い込みなどに気づくように努

めるとともに、決まり切った常識を疑い、自ら探求して物事の本質を明らかにする姿勢を育ててゆく。 

 実施項目 

・１、２年次は、禅学科・仏教学科の区別はない。専門研究への導入として、仏教や禅の基礎知識を修得する宗教教

育科目と、未知の領域・環境への対応やコミュニケーションを円滑にするための教養教育科目・外国語科目を履修す

ることで、建学の理念を理解し、幅広く豊かな教養を身につける。また、仏教の各分野・領域の体系的知識を修得し

ながら、その後の研究の基礎となる語学や、仏教および禅の研究方法を修得する。２年次には、曹洞宗の宗旨の根幹

に位置づけられる「坐禅」を必修科目として実習する。 

・３年次に、禅学科と仏教学科の学科分けが行われる。仏教学科に進んだ者は、仏教に関する自らの研究課題を持ち、

必修科目である「演習Ⅰ」を中心に、より専門的・主体的な研究を行う。４年次には、「演習Ⅰ」を継続してより深

める「演習Ⅱ」と、「卒業論文」を必修とする。 

・128 単位中 88 単位を専門科目とする。（＊平成 26 年度以降の入学生適用） 

・他分野の領域との研究方法の関連性を学ぶため、広域選択分野を開設する。 

・小人数グループに担当教員を置き、学生生活を支援する。 

・曹洞宗の僧籍を有する学生は、僧侶として修めるべき基礎教育科目を履修することができる。 

 

 

入学者受け入れ方針 

 一般入試 

 仏教学部では、あらゆる分野をカバーする教員から、仏教や禅の歴史や思想を体系的に学ぶことのできるカリキ

ュラムを設けている。また、駒澤大学には、仏教や禅に関する厖大な図書資料等を所蔵する図書館や、禅に関する

史資料を保管し紹介する禅文化歴史博物館があり、仏教や禅に興味のある学生を受け入れる充分な態勢を整え、仏

教や禅に関心を持ち、学習・研究する意欲を持つ学生を求めている。 

 判断基準 

・①国語、②英語③世界史、日本史、地理、政治･経済、数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施し、
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総合的に判定する。 

  

 

 推薦入試 

仏教学部では、広い視野に立ちながら多くの関係文献を丹念に読解していく基本的な学習態度が継続的に求められ

る。そこで「推薦 A 方式」の入試を実施し、高校でのすべての科目を十分習得し、日常的な学習の習慣が身について

いる学生を求めている。 

 また仏教や禅を学ぶ上で有効な能力に関わる各種検定の資格取得者、および曹洞宗の僧籍を有する人を対象に「推

薦 B 方式」の入試を実施する。高校時代に得た各種資格における能力を積極的に活かし得る学生、また曹洞宗僧侶と

して生涯にわたって禅および仏教の修学をつづける意欲ある学生を求めている。 

 判断基準 

・禅および仏教を学ぶ強い関心と意欲を有し、入学後の目標を明確にしていること。 

・高校でのすべての科目の基礎的な学力の水準を備えていること。 

・仏教学科のカリキュラムを修得する上で必要な国語・外国語・歴史に関する、十分な基礎能力を有していること。 

・与えられた課題に対し、自分の視点や意見を論理的に表現できる文章力・コミュニケーション能力等を有している

こと。 

・大学生活に適応できる思考力、コミュニケーション能力を有して、周囲の人々と豊かな人間関係を構築できること。 
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文学部 

教育研究上の目的 

 自己形成と学問研究を一体とする「行学一如」という建学の理念を踏まえ、文学部は、人間に関わる人文学の諸学

の智に元づき、人間の本質の理解および社会の諸問題の解決に取り組むことで、社会に貢献できる幅広い教養と専門

性を身につけた人材の育成を目的とする。 

 

学位授与の方針 

文学部が掲げる教育理念は、自己形成と学問研究を一体とする「行学一如」という建学の理念を踏まえ、社会に貢

献できる専門知識と幅広い教養と専門性を身につけた人材の育成です。すなわち、確固とした専門知識の修得を不可

欠の前提としながらも、その専門知識のみに偏ることのない広い視野に立ち、公正かつ的確な判断を下すことのでき

る人材の育成を目標としています。 

・「行学一如」の精神に則り、広範で多様な人文学領域の基礎的知識を修得し、問題の発見と問題解決の能力を有

する。 

・各学科が求める専門的知識と幅広い教養を身につけ、現代社会が抱える諸問題に多角的な観点から的確に対応で

きる。 

・国際的視野に立ち、必要な知識・技術を偏ることなく学び、豊かな創造力と表現力を持って社会の発展に貢献が

できる。 

 

教育課程の編成方針 

 文学部では、学位授与に要求される能力を修得するために、以下の方針でカリキュラムを編成しています。 

・専門科目を学ぶための基礎科目を１年次に必修科目として配置し、学年進行に合わせて段階的な学修の積み上げ

を可能とする科目構成とする。 

・人間や社会、文化について考究するとともに、問題と見解を的確に表現できる人材の育成を目指す。そのため、

少人数制の演習科目の充実を図り、実践的に学ぶ環境を整え、プレゼンテーション能力の開発を重視する。 

・「卒業論文」を重要科目として位置づけており、指導教員の担当する卒業演習に参加し、学生がお互いに切磋琢

磨する環境の中で研究を深め、４年間の集大成としての卒業論文の作成を指導する。 

 

入学者受け入れ方針 

一般入試・推薦入試 

文学部は、６つの学科（国文学科・英米文学科・地理学科・歴史学科・社会学科・心理学科）で構成されており、

学生は、これらの領域で行われる教育・研究を通して、多様な観点から、人間や社会、文化について深く学び、ま

た、教養を広め、感性を養い、自己の考えを的確に伝える表現力を磨くことになります。文学部は、既存の概念に

縛られずに研究対象と向き合い、他人との討議によって、異なる意見にも耳を傾け、自己の考えを改めて謙虚な姿

勢で問い直せる知的生産力の高い人材の育成を目指します。私たちが入学を期待するのは、以下のような学生です。 

・鋭い感性を磨き、幅広い教養を身につけたい人 

・人間や社会、文化に関する問題を深く探求したい人 

・論理的な思考力、柔軟な発想力、的確な表現力を養いたい人 

 

 ※各学科の入学者受け入れ方針を参照のこと 
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文学部 国文学科 

 
教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

国文学科は、複雑な現代社会に対応できる幅広い基礎教養と、国文学に関する専門的な知識を習得させる。すなわち、

上代から現代までの日本文学を研究する国文学と、文学を成り立たせている日本語そのものの研究を行う国語学を二つ

の柱として、古来日本人が育んできた研ぎ澄まされた感性を身に付け、人間への深い洞察力や、論理的な思考力を有す

る人材の育成を目的とする。 

判断基準 

・宗教に対する理解と寛容な態度を修得していること。 

・人文・社会・自然に対する豊かな教養を修得していること。 

・外国語の確かな運用能力と異文化を理解するための基礎力を修得していること。 

・心身の健康維持に関する正しい知見を獲得していること。 

・国文学においては、上代から現代に至る古今の文学の的確な読解を通して、広く日本の知性と感性のありようを理解

し把握していること。 

・国語学においては、古今の日本語の特質を実証的に解明することによって、広く日本の言語文化を体系的に把握して

いること。 

・国文学・国語学に関して、それぞれの全体的見通しを持つことができるようになっていると共に、各時代・各 

領域を専門的に学習して、基礎的・専門的知識を獲得していること。 

・自ら調査・研究・発表する訓練を通じて、自発性・積極性が備わっていること。 

・最終学年までに培った総合的・多角的な教養と幅広く学習してきた専門的基礎知識を踏まえ、より専門分野に特化し

た卒業論文を作成し、研究上で一定レべルに達していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 126単位以上修得していること。 

 

教育課程の編成方針 

国文学科は、国文学を学ぶ上で必須の知識である仏教への理解を深め、また人文・社会・自然にわたる幅広い教養分

野を修得し、複雑な現代社会に柔軟に対応できる総合的・基礎的な力を備えさせる。その上で、上代から現代までの日

本文学を研究する国文学と、文学を成り立たせている日本語そのものの研究を行う国語学を二つの柱として、古来日本

人が育んできた研ぎ澄まされた感性を身に付け、人間への深い洞察力や、論理的な思考力を有する人材を養成すること

を目的とする。 

実施項目 

・宗教教育科目(1年次必修 4単位)で、宗教に対する理解と寛容な態度を学ぶ。 

・教養教育科目については、人文・社会・自然※の分野のうち、それぞれ選択科目を 4単位以上履修し、多角的な知識 

 と広い視野を養う。 

・外国語科目については、英語必修 4単位、選択必修 6単位を履修する。その際、英語以外の外国語の履修を義務付け 

ている。外国語の確かな運用能力を高め、異文化を学ぶための基礎力を養い、グローバルな視点、国際性を身につけ 

る。 

・保健体育科目(1年次必修 2 単位)で、心身の健康維持に関する正しい知見を獲得する。 

・学科・学年の枠を越えた全学共通科目を設置することによって、在学中に幅広く教養教育・外国語・保健体育の分野 

を学修することを可能とする。 

・教養教育・外国語・保健体育・専門教育の全科目を通じて「広域選択」30単位を設け、自由度の高いカリキュラムと 

して、学生の学びの方向性を学生自身に委ねる。 

・専門教育科目については、必修科目 40単位、選択必修科目 28 単位以上を履修する。 

 ※平成 26 年度以降入学生はライフデザイン分野も含む。 



- 8 -

以下に記す体系的な履修制度（平成 21 年度以降の学生を対象とする）によって、総合的でしかも専門的な教育を行

なう。 

 

１年次：専門基礎教育として、必修科目を置く。 

◎「日本語文法入門」(4単位)＝高校で修得した国語力を確認し、大学での専門教育への橋渡しとする。 

◎「基礎国文学Ⅰ・Ⅱ」、「基礎国語学」(各 4単位、計 12 単位)＝2年次以降の専門教育への導入として、国文学・国 

 語学の基礎的な知識、研究方法、問題の発掘の仕方などを学ぶ。 

◎「漢文学」(4単位)＝専門教育及び日本人の文化理解の基礎となる漢文学の基礎を学び、高校までの学習の不足を補 

う。  

○成績＝以上の講義科目については、各講義に即して小テスト・レポート・定期試験など 

によって、公平性を以て総合的に成績を判定し、到達点に達しない場合は、次年度の履修を促す。 

 

２・３年次：講義科目と少人数クラスによる演習科目とを組み合わせて、専門発展教育を行なう。 

 

４年次：専門応用教育。３年次までの学習をもとにし、より限定された専門分野を深く考究し、卒業論文として成果を

まとめる。 

 ※以下は 2～4 年次の履修 

◎「文学史Ⅰ・Ⅱ」、「国語史」、「国語学史」（選択必修として各 4単位、計 12 単位）＝国文学・国語学に関して 

 幅広い見通しを持てるようにする。 

◎研究（選択必修として各 4単位、計 8 単位）・特講（選択科目として各 4単位）＝各領域・各時代をより専門的に学 

び、自らの専門分野の知識と問題意識を高める。 

○成績＝以上の講義科目については、各講義に即して小テスト・レポート・定期試験などによって、公平性を以て総合 

的に成績を判定し、到達点に達しない場合は、次年度の履修を促す。 

◎演習（２～４年次必修として各学年 4単位、計 12 単位）＝専門的な調査・研究・資料作成・発表の方法を学び、学 

生相互の討議を通じて自身で問題を設定し考える能力を身に付ける。 

○成績＝演習科目については、出席・発表・作成資料・質疑応答・発表後のレポートなどに基づき、公平性を以て総合 

的に成績を判定する。 

◎卒業論文（必修として 8 単位） 

○成績＝論文内容と口頭試問によって、その成果を判定する。 

 
入学者受入れ方針 

一般入試 

国文学科では、大学における専門教育は、高校までの履修課程において修得された知識を基礎として発展的に展開さ

れる。それゆえ、高校で学んだ現代文・古典の諸分野における基礎的な学力を身に付けていることが、大学での学習に

必要不可欠である。当学科では、国文学研究に必須の常用漢字・文学史・文法といった基本的知識を着実に修得してお

り、長文読解力・理解力があり、更に、大学入学後により高度な専門的学習を理解し深化させ得る読解力・思考力・感

性を身に付けている学生を求めている。 

判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの 1 科目、の３科目について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 
推薦入試  

国文学科では、一般的な受験勉強で身につけるスキルとは異なる能力、また、一般入試では測れない可能性を発掘す

るために、推薦入試を実施する。受験勉強のみに捉われることなく多様な知的好奇心を抱き、柔軟な視点・発想を有し



- 9 -

て自らの関心を掘り下げようとする者、日本の文学作品や文化に関心を抱いて日頃から読書に慣れ親しみ、言葉や人間

に対する理解を深めようとする者の、自発性・積極性が、入学後の専門的な学習に引き継がれることを期待している。

特に国文学・国語学に強い関心を持ち、それを支える幅広い知識・読書経験などを有する学生を求めている。 

判断基準 

・国文学への強い関心と意欲を有していること。 

・常用漢字・文学史・文法等、大学での学修に対応できる基礎学力を有していること。 

・的確な読解力、論理的な思考力、自分の意見を十全に表現する文章力を有していること。 

・自ら課題を発見し、解決を試みる意欲を有していること。 

・大学生活に適応できるコミュニケーション能力を有していること。 
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文学部 英米文学科 
 
教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

英米文学科は、英米を初めとする英語圏の文学および英語学の教育研究を通じて、豊かな感受性とともに人間と社会

に対する広範な理解力と深い洞察力、高い英語運用能力を身につけ、様々な文化環境において国際的に協調して活躍で

きる人材の養成を目的とする。 

  判断基準 

・宗教に対する理解と寛容な態度を修得していること。 

・人文・社会・自然に対する豊かな教養を修得していること。 

・英米を初めとする英語圏の文学および英語学についての体系的な知識と研究方法を修得していること。 

・高い英語運用能力を身につけていること。 

・自ら課題をみつけて調査、研究、発表できる自立性と積極性を備えていること。 

・専門分野の学習研究を踏まえた卒業論文が一定のレヴェルに達していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 124 単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

英米文学科では、幅広い教養の学習によって基礎的な力を養成するとともに、専門分野の英米を初めとする英語圏の

文学および英語学の教育研究においては、講義、少人数クラスによる演習、ゼミの効果的で体系的な配置により、豊か

な感受性とともに人間と社会に対する広範な理解力と深い洞察力によって様々な文化環境において国際的に協調して

活躍できる人材を育成することを目的とする。 

  実施項目 

・１年次から宗教教育科目、教養教育科目、外国語科目、保健体育科目のほかに、「スピーチ・アンド・コミュニケー

ションⅠ」、「英語演習」、「英語学概論」を必修科目とし、実践的な英語運用能力を高めるとともに、専門教育へ

の導入教育とする。 

・１年次から選択科目として英米文化を履修できるようにし、英米文学、英語学を広い文化的視野から学べるようにす

る。 

・２年次においては、「作品講読」、「スピーチ・アンド・コミュニケーションⅡ」、「英語表現法」、「英語史」を

必修科目として、さらに実践的な英語運用能力を高めるとともに、専門分野の学習研究のための視野を広げ、基礎力

を養成する。 

・英語の運用能力については、２年次以降においても、「TOEIC(R)・TOEFL(R)講座」、「オーラル・イングリッシュ」、

「翻訳演習」を選択科目として、実践的な力のさらなる強化に対応できるようにする。 

・２年次以降においては、イギリス・アメリカの文学史を選択必修科目として英米文学への全体的な見通しを持てるよ

うにするとともに、イギリス・アメリカ文学の特講・演習科目、演劇演習、および英語学の演習科目を選択科目とし

て、専門分野の学習研究をさらに深められるようにする。 

・以上の授業・講義科目については、各講義に即した小テスト、レポート、期末試験などを含めて、総合的にその成果

を判定する。 

・３年次には少人数の「３年次ゼミ」を必修科目とし、きめ細かな指導を通して個別の専門領域の学習研究を深めるこ

とができるようにする。 

・４年次には少人数の「４年次ゼミ」を選択科目とし、さらに個別の専門領域の学習研究を深められるようにするとと

もに、学位取得のための卒業論文作成についての指導もする。 

・以上の演習科目、「３年次ゼミ」、「４年次ゼミ」については、出席、資料作成、発表、質疑応答、レポートなどに

基づき、総合的にその成果を判定する。 

・卒業論文については４年間の学習研究の到達度を測るものとし、論文内容と口頭試問によってその成果を判定する。 
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入学者受入れ方針 

 一般入試 

英米文学科では、高校までに学習する英語力を確実に身につけ、英米文学および英語学の学習研究に対する関心と、

英語の運用能力を高めようとする熱意を持ち、様々な文化環境において国際的に活躍しようと志す学生を求めている。 

判断基準 

・①英語、②国語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 
推薦入試 
英米文学科では、特定の分野において優れた能力を有し、英語の基礎力と、英米文学および英語学の学習研究に対す

る関心、英語の運用能力を高めようとする熱意を持ち、様々な文化環境において国際的に活躍しようと志す学生を求め

ている。 

判断基準 

・基礎的な学力の水準を備えていること。 

・英米文学および英語学への強い関心と熱意を有していること。 

・英米文学および英語学の学習研究に対応できる基礎能力を有していること。 

・大学生活に十分に対応できる思考力、コミュニケーション能力、協調性を有していること。 

・自分の考えを自分の言葉で的確に表現できる能力を有していること。 
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文学部 地理学科 
 
教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

地理学科は、地域の環境や文化の本質についてフィールドワークなどを通して理解し、自然と人間の関係について考

え、行動できる力を身につけ、広く社会に貢献できる人材の養成を目的とする。 

判断基準 

・建学の理念を理解していること。 

・人文・社会・自然に対する豊かな教養を修得していること。 

・文化や環境の地域的空間的特性に対する十分な知識を修得していること。 

・地表現象に対する適切な観察能力を有していること。 

・フィールドワーク、観測、測量、計量的分析法、地理情報システムなど、地域文化や環境の理解に必要な技術を

身につけていること。 

・正確な文章表現ができていること。 

・プレゼンテーションや円滑な対人関係を構築するスキルを有していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 126 単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

1 年次には地理学の対象と領域、観点についてまず理解させる。加えて、地理や地域統計を利用した基礎的な分析ス

キルを身につけさせる。2年次には地理における表現技法の基礎となる地図について学ばせる。2・3年次には地域文化

や地域環境に関する講義および実習を広く履修させる。特に 3年次にはフィールドワークの実習を実施し、野外調査に

有用なさまざまなスキルを身につける。また、測量および地理情報システムに関する高度な技能と知識をもった人材を

養成する。4 年次には、卒業論文の作成・執筆を通じて、地域の諸問題に対する答えを見出す深い洞察力を持った専門

知識人たる人材を育成することを目的とする。 

実施項目 

・自然地理学、人文地理学の「入門」「実習科目」を 1年次必修として配置する。 

・専門科目の多くを 2年次より履修可能とし、特に専攻別に必要な講義科目を、5 科目 20 単位選択必修として配置

する。 

・2年次に、「地図学」を必修科目として配置する。 

・3年次に、「調査法」または「演習」を選択必修として履修するように配置する。 

・4年次に、「地理学演習」および「卒業論文」を必修科目として配置する。 

 
入学者受け入れ方針 

一般入試 
地理学科では、高等学校で習得すべき基本事項を身につけているとともに、自然環境や人間が営む広い意味での文化

現象など、地域と人間の関連に対して深い関心を持ち、地域や世界とのつながりに関心を有する学生を求めている。 

判断基準 

・①国語、②英語、③地理、日本史、世界史、政治・経済、数学のうち 1 科目の３科目からなる学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 
推薦入試 

地理学科では、自然環境や人間が営む広い意味での文化現象など、地域と人間の関連に対して深い関心を持ち、

それらに対して積極的に調査研究した経験を有する学生や身体的な実践や経験を通して地域と密接にかかわり、地

域や世界とのつながりに関心を有する学生を求めている。たとえば、地理・地学のオリンピック代表、またはその

国内選考などにおいて優秀な成績を修めた経験や、スポーツやボランティアなどによる交流、長期の旅行や留学な

どの経験は高く評価される。 
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判断基準 

・大学での学習に対応できる基礎的な学力水準を備えていること。 

・地域と人間との関連に強い関心と意欲を有していること。 

・フィールドワークに対して積極的に取り組む姿勢を有すること。 
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文学部 歴史学科 
 
教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

歴史学科は、日本史学、外国史学および考古学のそれぞれの専攻分野において、史資料の読解やフィールドワークな

どをはじめとする研究に必要な能力を身につけると同時に、その能力を広く活かし、社会に貢献することのできる有益

な人材の養成を目的とする。 

そこで、歴史学に関する学問内容を理解し、その専門知識を習得するとともに、自ら設定した課題について、歴史学

の学問領域の研究方法を用いて考察することができること、また、歴史学の成果を社会に還元することができること、

そして、歴史研究の基礎の上に、史料講読、原書講読、実習などにより裏打ちされた専門的な知識を学び、人間社会の

発展の過程を総合的に考察し、把握する能力によって、それぞれの分野の歴史的変化を広い視野で洞察できる思考力、

応用力などを身につけていることについて判断し、学位を授与している。 

判断基準 

・宗教に対する理解と寛容な態度を修得していること。 

・人文・社会・自然に対する豊かな教養を修得していること。 

・外国語の確かな運用能力と異文化理解を身につけていること。 

・心身の健康維持に関する正しい知識を得ていること。 

・歴史学の基礎的・専門的知識を学ぶだけでなく、調査・研究・発表能力を身につけ、歴 

史を広く洞察し、人間社会の発展過程を理解できる能力を身につけていること。 

・卒業論文において自ら設定した問題について、史資料収集、分析、論述により解答を導 

き出し、発表する能力を身につけていること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を１２４単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

講義や演習、実習などを通じて、歴史研究の基礎的な手法、および専門的な知識を教授し、人間社会の一般的な発展

の過程を総合的に考察し、把握する能力を習得させることを目的とする。これによって時代の変化を広い視野から洞察

できる歴史的感覚、思考力応用力を持ち、社会・地域の各分野で活躍できる人材を育成することを目的とする。 

 歴史学科では、卒業論文が大学における歴史研究の到達点であると考えている。1年次の「基礎演習」、3年次の「演

習Ⅰ」、4 年次の「演習Ⅱ」が基軸となる科目と位置付け、宗教・教養教育・外国語科目や、史料・原書講読、発掘実

習、各種の講義科目により、多様な知識・教養を身につけさせ、さらにそれを深化させて、総合力をつけ、卒業論文を

作成できるよう教育課程を編成している。 

実施項目 

・1 年次から宗教教育科目、教養教育科目、外国語科目、保健体育科目のほかに、専門基礎教育のために専攻別の基礎

演習、概説を置いて専門教育への導入教育ちし、各専攻に応じた歴史への興味を深めるような教育を行う。さらに専

門教育への橋渡しとして、日本史学専攻では史学史、考古学専攻では考古学史と史学概論を必修とする。 

・1年次から他専攻の概説が履修できるようにして、歴史を広い視野で勉強できるよう構成する。 

・1年次の専門科目はレポート、定期試験を行い、出席、授業態度など総合的に評価する。 

・2 年次から日本史学では史料講読・古文書研究・時代史・特講、外国史学では史料講読・各説・特講、考古学では考

古学実習・各説・特講を置き、さらに歴史を広く、深く研究していく専門的知識を学ばせる。また、特講・各説は関

連分野として広く勉強してもらうため、専攻を超えて受講できるように配慮する。 

・2年次以降の専門科目も、レポート、小テスト、定期試験を行い、慎重に成績判定する。 

・3 年次には演習Ⅰを必修とし、2 年次までと 3 年次に並行して学ぶ専門的な知識を活かし、歴史を総合的に研究し、

考察する能力を身につけるよう指導する。なお、考古学専攻では考古発掘実習を 3年次必修として置いており、発掘

による史料収集、分析、報告書を作成する実験実習を実施する。 

・4 年次には演習Ⅱを必修とし、広い視野から洞察できる歴史的感覚、思考力、応用力を養い、資料収集、分析、論述
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により、卒業論文を完成させ、自ら設定した問題の解答を導き出し、発表する能力を身につけさせる。 

・歴史学科では、歴史研究の到達点が卒業論文の完成にあると考え、論文作成を指導する。 

・卒業論文は、執筆に至るまでの経過と、論文の内容および口頭試験によって成績を判定する。 

・必修最低単位１２４単位の内訳は、専攻それぞれの特色を活かした単位を設定し、初期の目的を達成するために妥当

な配分とする（日本史学専攻：必修２８単位・選択必修２０単位・瀬名卓２８単位・広域選択１８単位、外国史学専

攻：必修２４単位・選択必修２０単位・選択２０単位・広域選択２２単位、考古学専攻：必修３８単位・選択必修１

０単位・選択２８単位・広域選択１８単位） 

 
入学者の受け入れ方針 

一般入試 
歴史学科では、歴史学を学ぼうとする熱意を持ち、歴史に対する旺盛な好奇心を有すること、教養と専門知識を習得

するための基礎的な学力とコミュニケーション能力を持っていることを学生に望んでおり、自主的に学ぶ姿勢があり、

資料を的確に理解する力、物事を論理的に考察する思考能力、自分の考えを論述できる力を持っている学生を求めてい

る。 

判断基準 

・①国語、②英語、③全学部統一日程入試および T 方式は世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうち 1 科目、S

方式は世界史または日本史から 1 科目、の３科目について学力試験を実施し、総合的に判定する。 

 
推薦入試 
歴史学科では、日頃から歴史に関する文献・資料を読んだり、遺跡・史跡や、博物館・歴史資料館・記念館などの歴

史（もしくは歴史上の人物）に関する施設を訪ね歩いたりするような、知的好奇心にあふれ、積極的に学修しようとい

う意欲を持ち（推薦Ａ方式）、あるいは、歴史に限らず様々な分野において高度な経験を積み、かつ卓越した技能や成

果・業績を有し（推薦Ｂ方式）、入学後は率先垂範して研究活動に取り組み、リーダーシップを発揮できる学生を求め

ている。 

判断基準 

・歴史学に対する強い関心と意欲を有していること。 

・自分の意見・考えを論理的に主張できる、柔軟な思考力、コミュニケーション能力を有していること。 

・みずからの課題を設定し、それを解決できる能力を有していること。 

・文章の内容を正確に読解し、かつ自分の意見・考えを正確に文章表現できる能力を有していること。 

・歴史に関する知識をもとに、身近な問題に置き換え、客観的に考える能力を有していること。 

・特殊技能、もしくは学業以外の活動において高度な経験・業績を有し、高く評価されていること。 

・技能や経験・業績を大学生活に生かし、周囲に好影響を及ぼす可能性を有していること。 
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文学部 社会学科 

 
 
教育研究上の目的 

社会学科は、現代社会の諸問題を客観的、科学的に分析し、実践的に対処できるための基本的で幅広い知識と専門的

知識、技術を身につけ、社会人および職業人として活かせる人材を育成することを目的とする。 

 

 

学位授与の方針 

社会学専攻では、社会学の専門的な講義科目を受講することによって、社会学の体系的なリテラシーを習得している

こと、演習科目を履修することによって主体的な問題意識と問題解決能力を体得できていること、さらには卒業論文等

の執筆を通して自らの問題意識に基づいて的確に問題設定を行い、その解答を導き出すとともに、社会に対してそれを

発信できる表現力を身につけていることなどによって、学士（社会学）の学位を授与している。 

社会福祉学専攻では、社会福祉学の専門的な講義科目を受講することによって、社会福祉学における広範な対象や領

域の知識を習得していること、演習科目を履修することによって福祉現場や今後の社会生活に対処していくための技

術・問題解決能力を体得できていること、さらには卒業論文等の執筆を通して自らの問題意識に基づいて的確に問題設

定を行い、その解答を導き出すとともに、社会に対してそれを発信できる表現力を身につけていることなどによって、

学士（社会福祉学）の学位を授与している。 

 

 

教育課程の編成方針 

社会学専攻、社会福祉学専攻ともに、基礎的な情報処理能力や隣接学問分野の基礎知識の獲得を基本として、各学問

領域における「理論」、「方法」、「実践」の３側面において、基礎的なものから応用的なものへと体系的に配置した

カリキュラムを編成している。さらに、主体的な問題解決能力を形成していくために、学年の進行に沿った少人数によ

る演習授業を段階的に配置している。 

 

 

入学者の受け入れ方針 

社会学科では、現代社会に対して強い関心を持ち、社会に積極的に貢献したいと考える学生を一般入試及び推薦入試

により求めている。 

一般入試では、①国語、②英語、③世界史・日本史・地理・政治・経済・数学のうちの１科目について学力試験を実

施し、入学者の受け入れを判断している。 

  推薦入試では、一般入試以外の方法により、それぞれの学問領域に関連した知識、資料や問題の基礎的理解力、分析 

力、論理的思考能力ならびに学習意欲、社会的活動などの実践力などを総合的に評価し、入学者の受け入れを判断して 

いる。 
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文学部 社会学科社会学専攻 
 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

 社会学の専門的な講義科目を受講することによって、社会学の体系的なリテラシーを習得していること、演習授業を

履修することによって主体的な問題意識と問題解決能力を体得できていること、さらには卒業論文を執筆することによ

って自らの問題意識に基づいて的確に問題設定を行い、その解答を導き出すとともに、社会に対してそれを発信できる

表現力を身につけていること、以上によって、学士（社会学）の学位を授与している。 

・学位、すなわち学士（社会学）の授与に関しては、以下の要件を満たす必要がある。 

① 宗教科目や教養科目を履修することによって、豊かな感性と幅広い教養を身につけていること。 

② 社会学におけるカリキュラムを充分に修得して基礎的な知識を体得するとともに、データ処理に関する情報リ

テラシーを充分に体得していること。 

③ 演習授業を履修することによって主体的な問題意識と問題解決能力を体得できていること。 

④ 卒業論文や演習レポートを執筆することによって自らの問題意識に基づいて的確に問題設定を行い、その解答

を導き出すとともに、しなやかな感性に基づいて、社会に対してそれを発信できる表現力を身につけているこ

と。 

・卒業に必要な単位数は 124 単位であり、そのなかで専門科目に関するその構成は必修科目 32 単位、選択必修科目 10

単位（以上）、および選択科目 34 単位である（平成 26年度以降入学者）。 

 

教育課程の編成方針 

 基礎的な情報処理能力の体得のうえに、【理論】、【方法論】、【各論】および【実践】からなる体系的に構成され

たカリキュラムを学修することによって、社会学の体系的なリテラシーを体得させたうえで、少人数による演習授業お

よび卒業論文執筆を通じて、現代社会に対する透徹した認識に基づく主体的な問題解決能力をもった人材を養成する。

あわせて、「社会調査士」の資格取得を推奨している。 

・専門教育科目は、【理論】、【方法論】、【各論】、【実践】の４つの領域から構成している。 

①【理論】関連の科目として、社会学概論、社会学史、社会学原論、社会学古典研究および現代社会学理論研究を配

置する。 

②【方法論】関連の科目として、「社会学基礎研究」、「社会調査」、「情報処理実習」、「統計学基礎演習」、「質

的調査法演習」、「社会統計学演習」を配置している。これらの多くは、社会調査協会が定めた「社会調査士」の

資格認定科目として認定されている。 

③【各論】科目として、「市民社会論」、「家族とジェンダーの社会学」、「文化社会学」、「宗教文化論」、「都

市社会学」、「マス・コミュニケーション論」、「産業と変動の社会学」、「雇用と労働の社会学」、「社会心理

学」、「環境社会学」、「比較社会論」、「国際社会論」、「異文化コミュニケーション論」、「社会階層論」、

「犯罪と逸脱の社会学」、「政治社会論」、「宗教文化論」、「災害社会学」などをそれぞれ配置している。 

④【実践】科目として、「社会参加実習」、「社会調査実習」、「社会学演習Ⅰ」、「社会学演習Ⅱ」を配置し、フ

ィールドワークを重視した教育を行っている。 

・緊密に構成された４領域を基礎的なものから応用的なものへと体系的に学習することによって、社会学の基本的なリ

テラシーと現代社会に関する透徹した認識を持ち、主体的に実践できる人材を養成する。 

・２年次においては、「基礎文献講読演習」を必修科目に設定して文献を読み込むトレーニングを行い、３～４年次に

おいては、「社会学演習」を必修科目として配置している。個別領域に重点を置いた演習をふまえて、フィールドワ

ーク研究を行い、４年次には集大成としての卒業論文や演習レポートを執筆することになっており、主体的な問題関

心および問題解決能力をもった人材形成を行うことを目的とする。 

・学科内の社会福祉分野にかかわる科目や、法学、心理学、経済学、政治学などの隣接学問分野の科目を配置して一般

教養的授業科目を編成することによって、幅広く深い教養や判断力を養い、豊かな人間性を育成することを目的とす

る。 
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・必修科目（32 単位）、選択必修科目（10 単位）、および選択科目（34 単位）の単位数については、所期の目的を達

成するために妥当な配分になっている。 

・成績評価については、例えば卒業論文の審査に示されるように、しばしば複数の教員によって厳正に行われている。 

 
入学者受け入れ方針 

一般入試 

社会学科社会学専攻では、現代社会に対して強い関心を持った学生を求めている。 

判断基準                                                           

①国語、②英語、③世界史・日本史・地理・政治・経済・数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施し総

合的に判定する。 

 

 推薦入試 

社会学科社会学専攻では、現代社会に対して強い関心を持った学生を求めている。 

判断基準 

・提示された資料や問題に対する基礎的理解力、および論理的思考力をもっていること。 

・身近な社会現象や国内外の社会問題について、その基礎的理解力と論理的思考力をもっていること。 

・文章の読解力や論理的構成力をもっていること。 

・社会学を学ぼうとする意欲、社会に対する関心や洞察力をもっていること。 

・高校時代に様々な経験をもっていること。 
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文学部 社会学科社会福祉学専攻 
 
教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

 社会学科社会福祉学専攻は、現代社会の諸問題を客観的、科学的に分析し、実践的に対処できるための基本的で幅広

い知識と専門知識、技術を身につけ、社会人および職業人として活かせる人材を育成することを目的とする。 

判断基準 

・建学の理念を理解していること。 

・幅広い教養と洞察力を有していること。 

・社会福祉学における基礎的な知識を体得するとともに、今後の社会生活・日常生活への応用力を身につけていること。 

・主体的な問題意識と問題解決能力、表現力を体得できていること。 

・自らの問題意識に基づいて的確に問題設定を行い、その解答を導き出せること。 

・福祉専門職を目指す学生については、社会福祉の現場で必要となる支援技術を充分に体得していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 124単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

 教育課程は、社会福祉学の基礎知識の獲得を目指すための理論教育、社会福祉実践の基礎となる方法論教育、及び社

会福祉の援助技術の獲得に向けた演習・実習科目（学外の配属実習を含む）、主体的な課題発見能力と問題解決能力を

獲得させるための少人数による演習科目と卒業論文の執筆、将来の職業選択を踏まえたキャリア関連科目等を体系的に

配置し、福祉の専門的能力及び社会人としての応用能力を涵養する。また、福祉の専門的実践分野を志向する学生につ

いては、社会福祉士、精神保健福祉士の国家資格取得を目指す。 

実施項目 

・初年次教育を充実させ、社会福祉の体験的理解を通じて、基本的な福祉実践力と人権意識を涵養する。 

・卒業後の希望進路に応じた履修モデルを提示し、進路選択やキャリア形成を見据えた系統だった指導カリキュラムを

通じ、学生の進路希望や適性に応じた指導を展開する。 

・社会福祉士・精神保健福祉士をはじめ、福祉関連の資格取得に向けた実践的なカリキュラムを用意し、指導を展開す

る。 

・専門教育科目は、【理論】、【方法論】、および【演習・実習】の 3 つの領域により構成する。4 年間を通して、理

論・方法論から実践へと体系的に配置された専門科目を学習することによって、社会福祉学の専門性と実践力・応用

力を備えた人材を養成する。 

 ①福祉に関する制度や政策の分析能力、問題発見能力、課題解決能力を養うため、福祉と人権・社会保障論をはじめ

社会福祉の各分野論（「公的扶助論」、「児童福祉論」、「老人福祉論」、「障害者福祉論」、「精神保健福祉論」、

「地域福祉論」等）を配置する。 

 ②援助の方法及び技術を活用し、主体的な思考と判断に基づき実践できる能力を高めるため、「社会福祉援助技術総

論」、「社会福祉援助技術各論」、「精神保健福祉援助技術各論」を配置する。 

 ③講義形式だけでなく、実践能力を体験的に修得するため、「ソーシャルワーク演習」、「社会福祉援助技術演習」、

「社会福祉援助技術現場実習」（学外の配属実習を含む）、「精神保健福祉援助演習」、「精神保健福祉援助実習」

（学外の配属実習を含む）をそれぞれ配置する。 

・2 年次において、社会福祉の諸問題に主体的にアプローチし、社会福祉の研究に関する基礎力を養成する社会福祉基

礎演習を配置する。この習得を条件に 3 年次の社会福祉専門演習Ⅰ、さらには 4 年次の社会福祉専門演習Ⅱにおいて

研究テーマの設定、研究の実施へと発展させ、4 年次に集大成としてのゼミ論・卒業論文を執筆する。これにより、

社会福祉への主体的な問題解決能力をもった人材形成を行う。 

・学科内の社会学分野にかかわる科目や、法学、心理学、経済学、政治学などの隣接学問分野の科目を配置して一般教

養的授業科目を編成することによって、幅広く深い教養や判断力を養い、豊かな人間性を育成する。 

・専門科目の必修科目（32 単位）、選択科目（54 単位以上）の単位数については、所期の目的を達成するために妥当
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な配分とする。 

・通常の成績評価と異なる評価としては、社会福祉援助技術現場実習において、国からその指導者資質を認可された学

外の専門家（配属実習先の施設・機関の実務者）の評価を踏まえて総合的に判定する。 

 
入学者受け入れ方針 

一般入試 

 社会学科社会福祉学専攻では、高い人権意識を有し、福祉社会の形成に寄与できる人材を養成するため、社会福祉の

諸問題に対して強い関心を持ち、積極的に社会に貢献したいと考える学生を求めている。 

<判断基準> 

 ①国語、②英語、③政治・経済、世界史、日本史、地理、数学のうちの１科目、の 3教科について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 

推薦入試 

社会学科社会福祉学専攻では、①社会福祉の理論を幅広く理解する基礎的学力を有している②自ら問題意識をもって

主体的に学びを深めることができる③ボランティア活動などの社会的活動に意欲的に熱意をもって取り組める④将来、

社会福祉の専門的知識技術を得て、国内外での活躍を希望するような学生を求めている。 

  判断基準 

  ・福祉に関する国内外の社会問題について、単に課題に対する知識量を測るのではなく、提示された資料や問題の基 

礎的理解力、分析力、および論理的思考能力を有していること。 

・社会福祉学を学ぼうとする意欲を有していること。 

・社会福祉の諸問題の理解力、ボランティア活動等の社会福祉に関する実践経験を有していること。 
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文学部 心理学科 
 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

 心理学科は、理論と実践の両面から幅広く人の心と行動に関する知識を学ぶことを通して、客観的な分析、判断、洞

察など科学的なものの観方および考え方を身につけた、社会の広い分野で活躍できる人間性の豊かな人材の養成を目的

とする。 

それは、心理学についての高度な専門性と幅広い教養や市民意識を基礎力として、積極的に社会を支え、変革を試み

ることが可能な創造的な人材であり、さらには国境を越え、地球的な視野に立って個人の幸せや人類の将来を考えよう

とする志を持った人材である。 

【科学的な課題探究能力】 

１．心理学分野における基礎的な知識を理解していること 

２．心理学分野における専門的知識を体系的に理解していること 

３．実証的な方法により課題を発見し、分析する力を身につけていること 

 ・実証的な研究デザインに関する知識 

 ・データを収集し分析するための情報処理力と数理能力 

４．情報や知識を論理的かつ多面的に整理し、提示できること 

【実践的な課題解決能力】 

１．人間を複眼的、重層的に理解するための社会、文化、自然に関する知識を習得していること 

２．コミュニケーション・スキルを身につけていること 

 ・他者の話を公平に聴くことができる 

 ・論理的かつ分かりやすく話したり書いたりすることができる 

 ・適切な自己主張ができる  

 ・他者と協調、共同して生産的な活動に従事することができる 

３．社会人として自立する力を備えていること 

 ・自ら計画し、行動し、評価し、改善ができる 

 ・社会の一員として、ルールや規範に従い行動できる 

【宗教への理解】 

１．宗教に対する理解と寛容な態度を習得していること                                                                

【人文・社会・自然に対する教養】 

１．人文・社会・自然についての豊かな教養を習得していること 

２．幅広い教養と洞察力を有していること 

以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 124単位以上修得していること。  

                          

教育課程の編成方針 

 心理学科は、学位授与の方針を達成するために、教育課程を大きく専門教育、基礎教育、教養教育の区分に分け、そ

れらを体系的に学習できるように編成する。これらの科目は、直接的あるいは相互補完的に科学的な課題探究能力およ

び実践的な課題解決能力の向上を促すことを目的とし、各科目は講義形式ならびに少人数の演習・実習形式のクラス編

成のもとに双方向的な授業を行う。 

【専門教育】 

１．心理学における基盤的知識を体系的に学習する 

 （1年次「心理学概論」、2年次「心理学基礎実験」「心理学研究法」、３年次「禅心理学」「心理学実験演習」、 

 4 年次「演習」の必修科目を配置） 

２．心理学における専門的知識を幅広く学習する 

 （専門領域についての科目を１年次から選択必修として履修、また、多様な専門選択科目を２年次から選択履修） 
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３．情報や知識を論理的かつ多面的に整理し、提示する力を磨くために段階的に学習する 

 （３年次選択科目「心理学特殊演習」、４年次必修「演習」などの演習科目、さらに卒業論文の作成によって涵養す 

る） 

【基礎教育】 

１．コミュニケーション・スキルおよび言語操作能力を開発する 

 （キャリア教育入門、実験実習科目・演習科目・外国語科目を中心に学習） 

２．情報リテラシーに習熟する 

 （１年次必修「コンピュータ実習」、選択科目「情報処理Ⅰ・Ⅱ」、卒業論文等によって学習） 

３．数理データ操作技術を堪能にする 

 （１年次必修「心理統計学」その他の実験実習科目、卒業論文を通して学習） 

【初年次の教育】 

１．高校と大学、および大学の基礎教育と専門教育を有機的に関連づける導入教育を履修する 

 （１年次全員履修科目「心理学入門」。専任教員全員が分担して担当する。これにより大学での学修のスキルを学ぶ 

とともに、各教員の研究に耳を傾けることにより、自らの学修計画を立てる） 

２．自立した人間として常に社会貢献をするという意識をもたせるため、1年次よりキャリア意識を開発する(1年次全 

員履修科目「キャリア教育入門」) 

【教養教育】 

１．社会、文化、自然に関する知識に基づき、人間や社会への認識力を拡大する 

 （宗教教育科目、全学共通科目、保健体育科目の履修） 

２．キャリア教育の一環として、社会人として自立する力を涵養する 

 （演習など少人数科目のほか、ボランティア活動、サークル活動などへの参加を促す） 

【教育方法と成績評価】 

１．各教科の教育内容に関しては、授業担当者と学科が共同してシラバスを作成する 

２．講義科目や実験実習科目に関しては、GPA制度を採用し、成績評価の適切性について随時教員間で協議する 

 

入学者受入れ方針 

一般入試 

 心理学科では、周囲の意見を採り入れようとする態度と、自ら考え行動する自立性とを兼ね備え、なおかつ社会の一

員としてのルールや規範を尊重する社会性と、人と関わるための基本的な技術を備えている、また、文系理系に限定さ

れない幅広い知的好奇心を持ち、積極的に学びに取り組み、一つひとつの事柄を堅実に遂行し、少しくらいの失敗にへ

こたれず、明るい表情で目標に向かって進んでいくことができる学生を求めている。 

判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの 1 科目、の３科目について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 

推薦入試 

 心理学科では、周囲の意見を採り入れようとする態度と、自ら考え行動する自立性とを兼ね備え、なおかつ社会の一

員としてのルールや規範を尊重する社会性と、人と関わるための基本的な技術を備えている。また、文系理系に限定さ

れない幅広い知的好奇心を持ち、積極的に学びに取り組み、一つひとつの事柄を堅実に遂行し、少しくらいの失敗にへ

こたれず、明るい表情で目標に向かって進んでいくことができる学生を求めている。 

 判断基準 

・大学での学習を遂行するための基礎的な学力の水準を備えていること。 

・科学的な態度を把握するための図や表などの数値データの読解力を備えていること。 
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経済学部 
教育研究上の目的 

経済学部は、経済・経営・社会の諸問題を幅広い視野から発見・分析し、実践的に解決する能力を培うために、豊か

な教養と人間力を有し、経済学、商学および現代経済学の基礎学力とそれを駆使する応用力を備えた人材を、建学の理

念にもとづき、養成することを目的とします。 

 

 

学位授与の方針 

経済学部では、建学の理念にもとづき、次のような素養・能力を身につけ、所定の卒業単位を修得したと判断される

場合に、学位が授与されます。 

・社会人・職業人として備えるべき幅広い教養と人間力 

・経済学、商学および現代経済学についての基礎学力と応用力 

・専門的知識をもとに、経済・経営・社会の諸問題を発見・分析し実践的に解決する能力 

・レポート・論文作成やプレゼンテーションなどの専門的能力やコミュニケーション能力 

 

教育課程の編成方針 

経済学部では、経済・経営・社会の諸問題を発見・分析し、その実践的な解決を図るための能力を養成するには、豊

かな教養と経済学、商学および現代経済学についての基礎学力と応用力を身につけることが必要であると考え、以下の

ような教育課程を編成し実施します。 

・豊かな人間力やコミュニケーション力を培うための全学共通科目の教育 

・高校から大学へのステップアップのための初年次教育 

・経済学、商学および現代経済学の入門のための基礎科目の教育 

・経済学、商学および現代経済学の専門的知識を身につけるための専門科目の教育 

・2年次から 4 年次までの少人数による専門的なゼミナールやプロクラスでの教育 

・経済社会を担う社会人・職業人となるためのキャリアデザイン科目の教育 

 

入学者受入れ方針 

 経済学部では、経済・経営・社会に対する強い興味や関心をもち、経済学、商学および現代経済学を学ぶ意欲をもつ

以下のような人を、多様な入学試験を通じて受け入れます。 

・基礎的学力を備え、さらに幅広い教養や専門的知識を身につけたいと思う人 

・現代の経済や社会の問題に強い興味と関心を持つ人 

・経済や社会のあり方について問題意識をもち、主体的に問題を考えようとする人 

・経済社会の担い手として企業やビジネスにおいて専門的職業人となることをめざす人 

・公務員や団体・NPO 職員として国・地域・コミュニティに貢献することめざす人 

・専門的資格を取得しプロフェッショナルとして社会に貢献することをめざす人 
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経済学部 経済学科 
 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

経済学科は、経済理論ならびに経済の歴史に関する広範な知識を踏まえて経済社会の現状や仕組みを分析し、そこ

にある社会的課題を発見・解決する能力を持ち、公正で豊かな社会を担える自立した人材の養成を目的とする。 

判断基準 

・建学の理念を理解していること。 

・幅広い教養と洞察力を有していること。 

・経済理論やミクロ経済学等の、経済学に関する基礎的な知識を備えていること。 

・理論・統計、経済史、政策、社会・環境、世界経済などの専門教育科目、および演習（ゼミ）等の少人数授業を通

じて、経済学に関する応用的、実践的知識をふまえた問題解決能力を備えていること。 

・現代社会で必要とされるコンピュータを用いた文書作成、情報処理、統計処理、プレゼンテーション等の能力を備

えていること。 

・コース制の活用や、自己のキャリア設計を見据えた履修を通じて、目的志向的な自己マネジメント能力を修得して

いること。 

・以上の事項を達成するために必要な科目を 124 単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

専門科目の学習を効果的に進めるために、経済学の主要な分野別に 5 つのコース（経済学、金融・財政、産業情報、

国際経済、生活・環境）を設け、それぞれの分野の体系的な学習に必要な専門科目を配置する。こうした教育課程の

体系を通じて、公正で豊かな社会を担える自立した人材の育成を目的とする。 

実施項目 

・教育課程の体系性を担保するため、１年次に導入教育科目を全員履修とする。 

・専門基礎科目として「経済理論（資本の原理）」と「ミクロ経済学」を必須科目とし、1 年次での履修を推奨する

ため、学生番号を指定したクラス別履修とする。 

・専門教育科目はコース制のもとに配置し、①経済学コース、②金融・財政コース、③産業情報コース、④国際経済

コース、⑤生活・環境コースの５コースを置く。 

・演習（ゼミ）では、各専門分野の教員の指導のもとで、発表、討論等を通じ、専門性を深めた知識を修得させる。

演習では原則として 2年次から 4年次まで同じ指導教員のもとで学修する。 

・コンピュータを用いた文書作成、統計処理、プレゼンテーションを学ぶ「基礎情報処理Ⅰ・Ⅱ」は 1 年次全員履修

科目とする。 

・卒業後の進路選択を見据えた「キャリア・デザイン」、「インターンシップ」、学外の専門家や実務家を講師に招

いて行う「現代経済事情」、「現代産業事情」などの科目履修を通じ、学生の主体的な自己マネジメント能力を全

面的に支援する。 

・商学科系科目、現代応用経済学科系科目、法学関連科目の履修を通じて、他の学問分野の知識も踏まえた社会の複

合的な問題の解決能力を修得させる。 

・教育効果を高めることを目的として、半期科目制度を一部科目で導入する。 

・「会計プロフェッショナルクラス」と「ＩＴプロフェッショナルクラス」を開設し、それぞれ、公認会計士・税理

士の資格の取得、ＩＴＣ関連資格の取得を支援する。 

 

 

入学者受入れ方針 

一般入試 

経済学科では、経済および社会の諸問題に対して強い関心と真摯な勉学姿勢を備えた学生を求めている。 
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判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治･経済、数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施

し、総合的に判定する。 

 
推薦入試 

経済学科では、高校で日常の授業に真剣に取り組み、優れた成績を残した学生を求め、多様な学生による学部教育

の活性化を期している。 

判断基準 

・現代の社会経済問題をめぐる基礎知識や問題意識を持ち、それに対する読解力、文章表現力や思考力、論理的構 

成力、コミュニケーション能力などを有していること。 

・専門的資格を高校在学時に取得しており、さらに高度な資格の取得に挑戦する意欲を有すること。 

・経済学を学ぶ意欲にあふれていること。 
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経済学部 商学科 
 
 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

商学科は、経済学および商学に関する高い見識と深い専門的知識および豊かなコミュニケーション能力を身につけ

ることにより、ビジネス界をはじめとする様々な分野でグローバルに活躍できる人材の養成を目的とする。 

判断基準 

・建学の理念を理解していること。 

・幅広い教養と洞察力を有していること。 

・流通、会計、金融、経営等の、商学に関する基礎的な知識を備えていること。 

・流通・情報、会計・経営、金融・貿易等の専門教育科目および演習（ゼミ）等の少人数授業を通じて、商学に関す

る応用的、実践的知識をふまえた問題解決能力を備えていること。 

・現代社会で必要とされるコンピュータを用いた文書作成、情報処理、統計処理、プレゼンテーション等の能力を備

えていること。 

・コース制の活用や、自己のキャリア設計を見据えた履修を通じて、目的指向的な自己マネジメント能力を修得して

いること。 

・以上の事項を達成するために必要な科目を 124 単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

専門科目の学習を効果的に進めるために、商学の主要な分野別に 3 つのコース（流通・情報、会計・経営、金融・

貿易）を設け、それぞれの分野の体系的な学習に必要な専門科目を配置する。こうした教育課程の体系を通じて、ビ

ジネス界をはじめとする様々な分野で活躍できる人材の育成を目的とする。 

実施項目 

・教育課程の体系性を担保するため、１年次に導入教育科目を全員履修とする。 

・1年次に専門基礎科目 7 科目を配置し、そのうち 3 科目を選択必修科目（3 科目中 2 科目（8 単位）以上の修得を要

する）として指定する。 

・専門教育科目はコース制のもとに配置し、①流通・情報コース、②会計・経営コース、③金融・貿易コースの 3 コ

ースを置く。 

・演習（ゼミ）では、各専門分野の教員の指導のもとで、発表、討論等を通じ、専門性を深めた知識を修得させる。

演習は原則として 2年次から 4年次まで同じ指導教員のもとで学修する。 

・コンピュータを用いた文書作成、統計処理、プレゼンテーションを学ぶ「情報入門Ⅰ・Ⅱ」は 1 年次全員履修科目

とする。 

・卒業後の進路選択を見据えた「キャリア・デザイン」、「インターンシップ」、学外の専門家や実務家を講師に招

いておこなう「現代経済事情」、「現代産業事情」などの科目履修を通じ、学生の主体的な自己マネジメント能力

を全面的に支援する。 

・経済学科系科目、現代応用経済学科系科目、法学関連科目の履修を通じて、他の学問分野の知識も踏まえた社会の

複合的な問題の解決能力を修得させる。 

・「会計プロフェッショナルクラス」と「ITプロフェッショナルクラス」を開設し、それぞれ、公認会計士・税理士

の資格の取得、ITC 関連資格の取得を支援する。 

 
入学者受入れ方針 

一般入試 

商学科では、経済および社会の諸問題に対して強い関心と真摯な勉学姿勢を備えた学生を求めている。 

判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施
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し、総合的に判定する。 
 
推薦入試 

商学科では、高校で日常の授業に真剣に取り組み、優れた成績を残した学生を求め、多様な学生による学部教育の

活性化を期している。 

判断基準 

・現代の社会経済問題をめぐる基礎知識や問題意識を持ち、それに対する読解力、文章表現力や思考力、論理的構成

力、コミュニケーション能力などを有していること。 

・専門的資格を高校在学時に取得しており、さらに高度な資格の取得に挑戦する意欲を有すること。 

・商学を学ぶ意欲にあふれていること。 
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経済学部 現代応用経済学科 
 
 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

現代応用経済学科は、激変する現代社会に関する最新の経済的知見を修得し、持続可能な経済社会の発展に貢献でき

る豊かな創造的能力を持ち、ビジネス経済やコミュニティ経済の世界で活躍できる人材の養成を目的とする。 

判断基準 

・建学の理念を理解していること。 

・幅広い教養と洞察力を有していること。 

・ビジネス経済やコミュニティ経済等に関する基礎的な知識を備えていること。 

・①ビジネス経済、②コミュニティ経済の諸系統からなる専門教育、および演習（ゼミ）等の少人数授業を通じて、

現代経済学に関する応用的、実践的知識をふまえた問題解決能力を備えていること。 

・現代社会で必要とされるコンピュータを用いた文書作成、情報処理、統計処理、プレゼンテーション等の能力を備

えていること。 

・コース制の活用や、自己のキャリア設計を見据えた履修を通じて、目的志向的な自己マネジメント能力を修得して

いること。 

・以上の事項を達成するために必要な科目を 124 単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

専門科目の学習を効果的に進めるために、現代経済学の主要な分野別に 2 つのコース（ビジネス経済コースおよびコ

ミュニティ経済コース）を設け、それぞれの分野の体系的な学習に必要な専門科目を配置する。こうした教育課程の体

系を通じて、公正で豊かな社会を担える自立した人材の育成を目的とする。 

実施項目 

・教育課程の体系性を担保するため、１年次に導入教育科目を全員履修とする。 

・1年次に専門基礎科目 14 科目を配置し、そのうち 10 科目を 1年次選択必修科目として指定し、1年次選択必修科目

10 科目のうち 5 科目（10 単位）以上を修得させる。2年次選択必修科目 12 科目のうち、6 科目（12 単位）以上を

修得させる。 

・専門教育科目はコース制のもとに配置し、①ビジネス経済コース、②コミュニティ経済コースの 2コースを置く。 

・演習（ゼミ）では、各専門分野の教員の指導のもとで、発表、討論等を通じ、専門性を深めた知識を修得させる。

演習は原則として 2年次から 4年次まで同じ指導教員のもとで学修させる。 

・コンピュータを用いた文書作成、統計処理、プレゼンテーションを学ぶ「情報入門Ⅰ・Ⅱ」は 1 年次全員履修科目

とする。 

・卒業後の進路選択を見据えた「キャリア・デザイン」、「インターンシップ」、学外の専門家や実務家を講師に招

いておこなう「現代経済事情」、「現代産業事情」、「トップ・マネジメント講座」、「ビジネス事例研究」など

の科目履修を通じ、学生の主体的な自己マネジメント能力を全面的に支援する。 

・経済学科系科目、商学科系科目、法学関連科目の履修を通じて、他の学問分野の知識も踏まえた社会の複合的な問

題の解決能力を修得させる。 

・「会計プロフェッショナルクラス」と「ITプロフェッショナルクラス」を開設し、それぞれ、公認会計士・税理士

の資格の取得、ITC 関連資格の取得を支援する。 

 

入学者受入れ方針 

一般入試 

現代応用経済学科では、経済および社会の諸問題に対して強い関心と真摯な勉学姿勢を備えた学生を求めている。 

判断基準 

①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治･経済、数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施し、
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総合的に判定する。 

 
推薦入試 

現代応用経済学科では、高校で日常の授業に真剣に取り組み、優れた成績を残した学生を求め、多様な学生による学

部教育の活性化を期している。 

判断基準 

・現代の社会経済問題をめぐる基礎知識や問題意識を持ち、それに対する読解力、文章表現力や思考力、論理的構成

力、コミュニケーション能力などを有していること。 

・現代経済学を学ぶ意欲にあふれていること。 
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法学部 

教育研究上の目的 

法学部は、学生が法律学および政治学とその隣接科目のみならず、広範な教養を身につけるとともに、大学教育を通

じて得た知識に立脚して均衡のとれた判断能力を養い、さらに、自らの知識と判断能力を社会全体の健全な発展のため

に活用して地域社会および国際社会において活躍する人材となることを、教育研究上の目的とする。 

 

学位授与の方針 

法学部は、以下に述べる各学科の教育目的を達成するため、「知識・理解」、「汎用的技能」、「態度・志向性」と

いう 3 つの観点から、総合的に学位授与の判断を行う。 

具体的には、宗教教育科目の単位を修得し、仏教・禅の精神および宗教に対する理解を深めていること、幅広い教養

と洞察力を有していること（知識・理解）、現代社会において有用な人材として活躍するに足る技能を身につけている

こと（汎用的技能）、すなわち、法律学科においては社会における法的紛争に対処するに必要な知識と応用力を体得し

ていること、政治学科においては社会における政治・行政問題の分析、解決ができる能力を有していること、そして、

法学部の学生として高い倫理観と社会的責任感を持つ人間性を有していること（態度・志向性）が、学位授与の基準と

なる。 

 

教育課程の編成方針 

法学部においても、仏教・禅の精神および宗教に対する理解を深めることを目的として、宗教教育科目を必修とする。

また、教養教育科目の履修により、人間・社会・文化・自然に関する知識と教養を身につけさせ、外国語科目の履修に

より、コミュニケーション能力のみならず、異文化の理解をすすめる。専門科目については、体系的履修制度を構築し、

学生の学びの深化に応じたカリキュラムを提供する。すなわち、法律学科においては基礎的法学教育（法律学の基礎・

導入科目、初年次からの演習）からより高度な専門教育への段階的履修、政治学科においてはコース制に基づく多彩な

政治学科目の履修を通して、法的思考態度、社会や政治を見る眼を育むとともに、論理力、分析力、問題解決力などの

修得を促す編成とする。 

 

入学者受入れ方針 

 高校教育を通じて基礎的な学力を身につけていること、また、日々の勉学に対して真摯な姿勢を持っていることは、

大学教育を受けるために当然必要な資格であるが、法学部では、とりわけ、法学・政治学の基本となる公民、歴史、地

理などの社会科系科目に特に興味があり、それらの科目の基礎学力を有するとともに、主体的に問題を発見、分析・検

討する姿勢をもつ学生を求めている。特に、社会科一般に強い関心を持つ人、物事を深く考察し、興味深い問題の発見

やその解決に意欲を持つ人、新しいことへの関心を持ち、常に挑戦し続ける人を見出し、受け入れている。 

上記の目的のため、国語、外国語および選択教科（日本史、世界史、地理、政治・経済、数学の中から１科目）の３

教科からなる学力試験を実施するほか推薦入試を実施する。 
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法学部 法律学科 

 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

 法律学科は、基礎的な教養たる法律学の知識を習得させ、その上に立つ均衡のとれた判断能力を具備し、かつ、これ

を社会全体の健全な発展のために、活用できる人材を育成することを教育の目標とする。 

  判断基準 

・幅広い教養と洞察力を有していること 

・社会における法的紛争に対処するに必要な知識と応用力を体得していること 

・本学の建学の理念を理解し、寛容な態度を修得するとともに、法学部の学生として高い倫理観と社会的責任感をもつ

人間性を有していること 

 

教育課程の編成方針 

  実施項目 

・宗教教育科目の必修により、仏教・禅の精神および宗教に対する理解を深める。 

・教養教育科目の履修により、人間・社会・文化・自然に関する知識と教養を身につけさせる。 

・外国語科目の履修により、コミュニケーション能力のみならず、異文化の理解をすすめる。 

・基礎的法学教育（法律学科の基礎・導入教育、初年次からの演習）から、より高度の専門教育へ、という体系的履修

を通して、法的思考態度、社会を見る眼を育むとともに、論理力、分析力、問題解決力などの修得を促す。 

・昼間主コース（フレックスＡ）では、卒業に必要な単位数 128 単位中、90単位を専門教育科目とする。 

・夜間主コース（フレックスＢ）では、卒業に必要な単位数 124単位中、90単位を専門教育科目とする。 

 

入学者受入れ方針 

  一般入試 

 法学・政治学の基本となる公民、歴史、地理などの社会科系科目に特に興味があり、それらの科目の基礎学力を有す

るとともに、主体的に問題を発見、分析・検討することのできる能力の習得に関心がある学生を求める。特に、次のよ

うな学生の入学を期待する。 

・社会科一般に強い関心を持つ人 

・物事を深く考察し、興味深い問題の発見やその解決に意欲を持つ人 

・新しいことへの関心をもち、常に挑戦し続ける人 

判断基準 

 ①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの 1 科目、の 3科目について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 

  推薦入試 

 法学・政治学の基本となる公民、歴史、地理などの社会科系科目に特に興味があり、それらの科目の基礎学力を有す

るとともに、主体的に問題を発見、分析・検討することのできる能力の習得に関心がある学生を求める。特に次のよう

な学生の入学を期待する。 

・社会科一般に強い関心を持つ人 

・物事を深く考察し、興味深い問題の発見やその解決に意欲を持つ人 

・新しいことへの関心をもち、常に挑戦し続ける人 

  判断基準 

・高校における基礎的な学力を有し、日々の勉学に対して真摯な姿勢を持つ人を選考する。  
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法学部 政治学科 

 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

 政治学科は、政治学のみならず隣接科目を履修することにより、第 1 に感性と行動力を備えた実践的教養人の育成、

第 2 に次代を担える知識と能力の涵養、第 3 に地域社会、国際社会で活躍できる人材の養成を目的とする。 

  判断基準 

・幅広い教養と洞察力を有していること 

・現代社会における政治・行税問題の分析、解決ができる能力を有していること 

・本学の見学の理念を理解し、寛容な態度を修得するとともに、法学部の学生として高い倫理観と社会的責任感をもつ

人間性を有していること 

 

教育課程の編成方針 

 実施項目 

・宗教教育科目の必修により、仏教・禅の精神および宗教に対する理解を深める。 

・教養教育科目の履修により、人間・社会・文化・自然に関する知識と教養を身につけさせる。 

・外国語科目の履修により、コミュニケーション能力のみならず、異文化の理解をすすめる。 

・専門教育科目の体系的履修制度（多彩な政治学科目とコース制、演習）を通して、リーガルマインド、政治を見る眼

を育むとともに、論理的思考力、分析力、問題解決力などの実施をはかる。 

・卒業に必要な単位数 130単位中、92 単位を専門教育科目とする。 

 

入学者受入れ方針 

  一般入試 

 法学・政治学の基本となる公民、歴史、地理などの社会科系科目に特に興味があり、それらの科目の基礎学力を有す

るとともに、主体的に問題を発見、分析・検討することのできる能力の習得に関心がある学生を求める。特に、次のよ

うな学生の入学を期待する。 

・社会科一般に強い関心を持つ人 

・物事を深く考察し、興味深い問題の発見やその解決に意欲を持つ人 

・新しいことへの関心をもち、常に挑戦し続ける人 

判断基準 

 ・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの 1 科目、の 3科目について学力試験を実施

し総合的に判定する。 

 

  推薦入試 

 法学・政治学の基本となる公民、歴史、地理などの社会科系科目に特に興味があり、それらの科目の基礎学力を有す

るとともに、主体的に問題を発見、分析・検討することのできる能力の習得に関心がある学生を求める。特に、次のよ

うな学生の入学を期待する。・社会科一般に強い関心を持つ人・物事を深く考察し、興味深い問題の発見やその解決に

意欲を持つ人・新しいことへの関心をもち、常に挑戦し続ける人。 

判断基準 

・高校における基礎的な学力を有し、日々の勉学に対して真摯な姿勢を持っていること  
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経営学部 
 

教育研究上の目的 

環境変化に柔軟に対応し、社会生活のさまざまな場面で問題を見いだし、解決策が提案できる人材を養成する。その

ために、経営・管理・マーケティングの各分野について理論的・実践的知識を習得し、それを活用することで企業を取

り巻く諸問題を広範にわたって健全かつセンシブルに発見し解決しうる能力を身につけさせる。 

 

 

学位授与の方針 

上に掲げたような教育研究上の目的を果たすために、経営学部の学位授与においては以下の 5点を要件としている。 

1.建学の理念を理解していること。 

2.経営学、経済学、会計学に関する全般的な基礎知識や読解を中心とした基礎的な語学能力を修得していること。 

3.経営学全般に関する理論的・実践的知識を体系的に修得し、論理的な思考習慣を身に付けていること。 

4.幅広い教養と専門課程で修得した経営学の専門知識を融合し、広い視野に立って問題を発見し、解決に導く洞察力を

身に付けていること。 

5.理論的・実践的な専門知識を活用できるような高度なコミュケーション能力を外国語も含めて身に付けていること。 

 以上述べた事項を達成するために、経営学科、市場戦略学科それぞれが定める合計 124単位以上を修得していること

を学士（経営学）の授与条件とする。 

 

教育課程の編成方針 

教養教育については、人文、社会、自然科学、ライフデザインの各分野から幅広く選択できるよう科目を配置し、そ

の単位取得を卒業要件にも入れ、宗教教育科目、保健体育科目も合わせて、専門知識だけに偏らない健全な人間観、社

会観を育む科目構成を取っている。 

 専門教育については、多様な視角から企業経営を研究することができるよう経営学、経済学、会計学を基礎とし、そ

の上に学科毎に多様な専門科目を配置している。各学科には専門科目を体系的に学ぶことができるよう３つのコースを

配置している。さらに、それらを補完するものとして、実践的な性格の「特殊講義」を配置している。 

 外国語については、語学科目以外に専門教育に「外書講読」を配置し、専門との融合を図っている。 

 コミュニケーション能力の育成については２年次より少人数の演習科目を設置し、学生と教員の双方向の対話を重視

しながら、特定の領域に対するより高度な教育を実施している。 

 

入学者受入れ方針 

企業経営や社会・経済に対して関心があり、自ら問題意識を持って学修し自分を成長させたいという向上心があり、

かつ、学部教育を受ける上で基礎的な知識を備えている学生を受け入れる。 

 学力試験では、大学の教材を理解するために英語、国語を中心にした基礎的な読解力や理解力、表現力を有した上で、

数学的思考や社会に関する基礎知識が整っている学生を選抜する。 

 各種推薦入試においては、小論文や面接などによって、入学前から向学心をもち、積極的に行動し、自己研鑽を重ね

ている学生を選抜する。 

 帰国生・外国人留学生では、日本語でのコミュニケーションがスムーズに行えて、異文化に対する理解があり、グロ

ーバルな視点で国際社会を見ることができ、4 年間勉学に専念したいという学生を選抜する。 

 編入学試験では、入学前の学校で大学で学ぶ際の基礎的な知識や考え方を既に身に付けており、入学後の専門科目の

学修に支障がない理解力、表現力を有した学生を選抜する。 
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経営学部 経営学科 
 

 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

 経営学科は、経営学分野の理論的・実践的知識および企業経営に関する論理的思考習慣と研究姿勢を身につけ、企業

その他の組織において経営管理のプロフェッショナルとして活躍できる人材の養成を目的とする。 

判断基準 

・建学の理念を理解していること。 

・幅広い教養と洞察力を有していること。 

・外国語も含めた高度なコミュニケーション能力を修得していること。 

・企業を経営するうえで必要とされるさまざまな理論的・実践的知識を体系的に修得していること。 

・企業経営についての論理的思考習慣と研究姿勢を身につけ、企業その他の組織において発生する課題を解決するため

の専門的能力を修得していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を合計 124単位以上修得していること。 

 

教育課程の編成方針 

学位授与の方針を満たす人材養成のため、教育課程を宗教教育、教養教育、保健体育教育、外国語教育、専門教育の

5 つに区分するとともに、それらの有機的な結合を図る。経営学科における専門教育の中心となる経営学は主として株

式会社を代表とする企業およびその経営を対象としており、企業の形態や組織、経営の指針となる戦略の立案、財務・

生産・販売などの諸活動の機能や管理、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源の管理、企業と社会の関係やそのあ

り方など、多岐にわたっている。こうした企業経営を総合的に理解するためには会計学や経済学等の分野の知識が不可

欠であり、それらは経営学と密接に関わっている。本学科ではこのような経営学およびそれに関連する分野の専門教育

科目を数多く設置するとともに、本学科に学ぶ学生がそれら科目を系統的に学ぶための枠組みとして、専門教育課程に

関するコース制を設ける。 

（実施項目） 

・宗教教育科目として必修科目「仏教と人間」およびその他選択科目を設置する。 

・大学での学修生活にスムーズに適応できるよう、1年次に初年次教育科目として「新入生セミナー」を設置する。 

・人文、社会、自然科学、ライフデザインの各分野ごとに多様な科目を選択科目として設置し、学生が自ら積極的に教

養教育科目を履修できるようにする。また、健康を維持し、スポーツに親しむことを目的とした保健体育科目を選択科

目として設置する。 

・外国語（英語またはその他の言語）を学ぶための外国語科目を必修科目として設置する。さらに、学生の能力と興味

に応じて外国語の能力をさらに高めるための外国語科目を選択科目として設置する。外国語と専門科目の融合のために

「外書講読」を設置する。 

・専門教育課程に、「企業経営コース」、「企業会計コース」、「経済分析コース」の３つのコースを設置し、各コー

スで学ぶべき専門教育科目群を指定する。 

・1 年次の専門教育科目として、本学科で学ぶ上で必須となる経営学、経済学、会計学の基礎を学ぶ科目をコース共通

の必修科目として設置する。さらに、企業論および数学・統 

計、情報処理についてもその基礎を修得するための科目を選択科目として設置する。 

・2 年次以降の専門教育科目として、経営学、会計学および経済学の基本と応用を学ぶ専門教育科目を選択科目として

設置する。また、関連科目として、経営科学・情報システムと法律に関連した基本科目および各種言語による外書講読

科目を設置する。 

・2 年次より各教員による少人数の演習科目を設置し、教員とのコミュニケーションを重視しながら、特定の領域に対

するより高度な教育を実施する。 

・2年次以降の実践的な専門科目として、「特殊講義」を 4科目配置する。 
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入学者受入れ方針 

一般入試 

 経営学科は、経営学分野を中心とした理論的・実践的知識および企業経営に関する論理的思考習慣と研究姿勢を身に

つけ、企業その他の組織において経営・管理のプロフェッショナルとして活躍できる人材の育成を目的とする。よって、

本学科では、株式会社を代表とする企業およびその経営に興味を持つとともに、大学で学ぶ上で必要とされる日本語お

よび英語の基礎的な学力と社会科の素養や論理的な思考を備えた学生を求めている。 

判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治・経済、数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施し

総合的に判定する。 

 

推薦入試 

 経営学科は、経営学分野を中心とした理論的・実践的知識および企業経営に関する論理的思考習慣と研究姿勢を身に

つけ、企業その他の組織において経営・管理のプロフェッショナルとして活躍できる人材の育成を目的とする。このよ

うな人材となるためには、企業を経営するための高度なコミュニケーション能力とともに、さまざまな知識・見識およ

び豊かな教養をバランスよく身につけることが重要となる。そこで、本学科では、大学で学ぶうえで必要とされる基礎

的な学力を有し、社会・経済の変化に対する問題意識や理解力、論理的な表現能力を備えた学生を求めている。 

判断基準 

・基礎的な学力を備えていること。 

・日々の勉学に対する真摯な態度を有していること。 

・社会・経済の変化に対する問題意識や理解力を有していること。 

・自分の意見を文章や会話で論理的に表現できる能力を有していること。 
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経営学部 市場戦略学科 
 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

 市場戦略学科は、市場戦略に関する理論や応用を教育研究の中心的課題とし、企業において主体的かつ具体的に市場

戦略上の問題解決が図れる人材の養成を目的とする。ここでの市場戦略とは、新たな顧客価値を持つ製品・サービスの

創出や市場を介したその流通のために計画・実行される戦略を指す。 

判断基準 

・建学の理念を理解していること。 

・幅広い教養と洞察力を有していること。 

・外国語および情報通信技術の利用を含めた高度なコミュニケーション能力を修得していること。 

・企業活動において市場戦略の持つ役割及びその重要性を理解し、市場戦略に関わる理論を体系的に修得していること。 

・市場戦略にかかわる課題を発見し、その課題を定性的・定量的に分析、解決へと導くための専門的能力を修得してい

ること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を合計 124単位以上修得していること。 

 

教育課程の編成方針 

 学位授与の方針を満たす人材養成のため、教育課程を宗教教育、教養教育、保健体育教育、外国語教育、専門教育の

5 つに区分するとともに、それらの有機的な結合を図る。このうち、市場戦略学科での教育の中心となる専門教育につ

いては、二つの到達目標を設定し、それに従った専門教育課程の編成を行う。到達目標の一つは、製品やサービスの開

発・提供およびビジネスモデルの提案・構築に係る市場戦略の企画・実施に寄与できる人材の育成であり、もう一つは

そのような市場戦略を担う企業の設立・運営に寄与できる人材の育成である。本学科に学ぶ学生が専門教育科目を系統

的に学ぶための枠組みとして、専門教育課程に関するコース制を設けるとともに、専門教育科目を 1 年次科目、2 年次

科目、3・4 年次科目という区分で段階的に配置する。 

実施項目 

・宗教教育科目として必修科目「仏教と人間」およびその他選択科目を設置する。 

・大学での学修生活にスムーズに適応できるよう、1年次に初年次教育科目として「新入生セミナー」を設置する。 

・人文、社会、自然科学、ライフデザインの各分野ごとに多様な科目を選択科目として設置し、学生が自ら積極的に教

養教育科目を履修できるようにする。また、健康を維持し、スポーツに親しむことを目的とした保健体育科目を選択

科目として設置する。 

・外国語（英語またはその他の言語）を学ぶための外国語科目を必修科目として設置する。さらに、学生の能力と興味

に応じて外国語の能力をさらに高めるための外国語科目を選択科目として設置する。外国語と専門科目の融合のため

に「外書講読」を設置する。 

・専門教育課程に、「市場創造コース」、「戦略デザインコース」、「現代産業・起業コース」の３つのコースを設置

し、各コースで学ぶべき専門教育科目群を指定する。 

・１年次の専門教育科目として、必修科目「市場戦略概説」の他本学科で学ぶ上で必須となる経営学、経済学、会計学、

情報処理の基礎を学ぶ科目をコース共通の必修科目として設置する。さらに、数学・統計および企業論、簿記学につ

いてもその基礎を修得するための科目を選択科目として設置する。 

・２年次の専門教育科目として、本学科において中心的な学問分野であるマーケティング、企業論、経営情報・システ

ム、経営科学、および関連分野となる経済学、会計学、法律に関する基本を学ぶ科目を選択科目として配置する。な

お、この段階で３年次以降での専門教育を考慮し、コース共通で学ぶべき科目と、コースの特性にあわせて必要とな

る科目に分けた設置を行う。また、関連科目として経営学、会計学、経済学、法律に関連した科目を配置する。 

・２年次以降の実践的な専門科目として、「特殊講義」を４科目配置する。 

・３・４年次の専門教育科目として、「市場創造コース」には市場戦略の策定に係わる科目を配置し、「戦略デザイン

コース」には市場の分析と製品・サービスの供給システムの設計に係わる科目を配置する。「現代産業・起業コース」



- 37 -

には各種産業における企業経営に関する科目を配置する。また、関連科目として各種言語による外書講読科目および

法律に関連した科目を配置する。 

・２年次より各教員による少人数の演習科目を設置し、教員とのコミュニケーションを重視しながら、特定の領域に対

するより高度な教育を実施する。 

 

 

入学者受入れ方針 

一般入試 

 市場戦略学科では、製品やサービスの提供において開発から生産・販売・流通における一連のプロセスを総合的に捉

えられる人材、経営の意思決定において必須である情報の分析能力に長けた人材、さらには自ら事業を起こすあるいは

新たなビジネスモデルを提案する能力を持った人材の育成を念頭に置いている。よって、本学科では、製品・サービス

の企画・開発や流通に興味を持つとともに、大学で学ぶ上で必要とされる日本語および英語の基礎的な学力と社会科の

素養や論理的な思考を備えた学生を求めている。 

判断基準 

・①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治･経済、数学のうちの１科目、の３科目について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 

推薦入試 

市場戦略学科では、製品やサービスの提供において開発から生産・販売・流通における一連のプロセスを総合的に捉

えられる人材、経営の意思決定において必須である情報の分析能力に長けた人材、さらには自ら事業を起こすあるいは

新たなビジネスモデルを提案する能力を持った人材の育成を念頭に置いている。このような人材となるためには、高度

なコミュニケーション能力とともに、さまざまな知識・見識および豊かな教養を身につけることが重要となる。そこで、

本学科では、大学で学ぶうえで必要とされる基礎的な学力を有し、社会・経済の変化に対する問題意識や理解力、論理

的な表現能力を備えた学生を受け入れる。 

判断基準 

・基礎的な学力を備えていること。 

・日々の勉学に対する真摯な態度を有していること。 

・社会・経済の変化に対する問題意識や理解力を有していること。 

・自分の意見を文章や会話で論理的に表現できる能力を有していること。 
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医療健康科学部 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

医療健康科学部は診療放射線技師を養成する学部であり、医用放射線分野の高度な知識を基礎として医療技術の進歩

に寄与する意志と能力を有し、医療人としての豊かな人間性を身につけた人材の育成を目的とする。 

それは、診療放射線技師を目指す者としての診療画像および医用放射線科学領域における確かな基礎学力と専門知

識・技術を修得していることとともに、医療人としての強い責任感、医療技術の進歩に寄与する志、自ら考え行動する

力を有していること、さらに、宗教科目、教養科目、外国語科目の履修により、人と宗教の関わり、心身の健康に対す

る正しい理解、およびコミュニケーション能力を合わせて備えていることである。 

判断基準 

・宗教の教えに対する理解と寛容な態度を修得していること。 

・豊かな人間性と幅広い視野、外国語の確かな運用能力、コミュニケーション能力、心身の健康に対する正しい理解を備

えていること。 

・診療放射線技師を目指すものとしての、診療画像および医用放射線科学領域における確かな基礎学力と専門知識・技術

を習得していること。 

・医療人としての強い責任感と能力、医療技術の進歩に寄与する強い志、自ら考え行動する力を有していること。 

以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 134 単位以上修得していること。 

 
教育課程の編成方針 

医療健康科学部は２コース制の採用により、単に診療放射線技師資格取得のみにとどまらず、診療画像および医用放

射線科学領域における豊かな基礎力に支えられた先進的な専門知識・技術を備え、自ら考え行動できる医療人を、講義、

演習、実験、実習、総合研究と多様な授業形態をとおして育成する。同時に、教養科目として、宗教学、人文、社会科

学、外国語科目等を幅広く履修することより、医療人としての豊かな人間性、コミュニケーション能力を身につけた人

材を育成することを目的とする。 

実施項目 

・初年時に、専門分野の基礎となる数学、物理、化学、情報処理等の基礎科目に加え、少人数・ゼミ形式で行われる「科

学基礎論」を配置する。 

・診療放射線技師資格取得のため、診療放射線技師学校養成所指定規則に基づいて基礎分野、専門基礎分野、専門分野の

科目を専門科目として配置する。 

・多様化する診療放射線科学分野の学問領域に対応するため、２コース制を採用し、より各コースの専門性に特化した専

門科目を体系的に配置し、先進性の高い教育内容を実現する。 

・講義、演習、実験、実習、総合研究と多様な授業形態をとおして、基礎学力、応用力、問題解決能力を備えた医療人を

育成する。 

・専門科目として「医療宗教学」、「医療経済学」、「臨床医療人間学Ⅰ・Ⅱ」を配置し、幅広い視野をもった医療人を

育成する。 

・教養科目として、宗教、人文・社会科学、外国語科目等を幅広く履修することにより、医療人としての豊かな人間性、

コミュニケーション能力を身につけた人材を育成する。 

・卒業必要単位 134 単位中、104 単位を専門教育科目とする。 

 

入学者受け入れ方針 

一般入試 

医療健康科学部は診療放射線技師を養成する学部である。診療放射線技師には医療人としての資質とともに、理工学

的な基礎知識・学力が求められる。従って、大学では医学分野についてはもちろんのこと、放射線・放射能・画像のデ

ジタル処理技術などさまざまな理工学的内容も学ぶ。このため、高校での数学、物理、化学の履修は極めて重要で、そ
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の基礎をしっかり理解しておくことが必要である。この分野への強い関心、探究心をもった学生を求めている。 

判断基準 

・①数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B）、②理科（T方式は物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生

物から 1 科目、S方式は物理基礎・物理、化学基礎・化学から 1 科目）③英語、の３教科について、学力試験を実施

し、総合的に判定する。 

 

推薦入試 

医療健康科学部は診療放射線技師を養成する学部である。診療放射線技師には医療人としての資質とともに、理工学

的な基礎知識・学力が求められる。従って、大学では医学分野についてはもちろんのこと、放射線・放射能、画像のデ

ジタル処理技術などさまざまな理工学的内容も学ぶ。このため、出願資格として、全体の評定平均値は 3.5と比較的低

い値を設定しているが、数学、物理、化学の履修状況を重視し、特に、理科については出願条件を設けている。この分

野への強い関心・探求心をもった学生を求めている。 

判断基準 

・理数系科目の基礎学力、診療放射線科学分野への強い関心と意欲を有していること。 

・医療分野への関心度、医療人としての資質、科学的思考力、文章力を総合的に判定する。 
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医療健康科学部 診療放射線技術科学科 
 

 

教育研究上の目的ならびに学位授与の方針 

診療放射線技術科学科は診療放射線技師を養成する学科であり、医用放射線分野の高度な知識を基礎として医療技術

の進歩に寄与する意志と能力を有し、医療人としての豊かな人間性を身につけた人材の育成を目的とする。 

それは、診療放射線技師を目指す者としての診療画像および医用放射線科学領域における確かな基礎学力と専門知

識・技術を修得していることとともに、医療人としての強い責任感、医療技術の進歩に寄与する志し、自ら考え行動す

る力を有していること、さらに、宗教科目、教養科目、外国語科目の履修により、人と宗教の関わり、心身の健康に対

する正しい理解、およびコミュニケーション能力を合わせて備えていることである。 

判断基準 

・宗教の教えに対する理解と寛容な態度を修得していること。 

・豊かな人間性と幅広い視野、外国語の確かな運用能力、コミュニケーション能力、心身の健康に対する正しい理解を備

えていること。 

・診療放射線技師を目指すものとしての、診療画像および医用放射線科学領域における確かな基礎学力と専門知識・技術

を習得していること。 

・医療人としての強い責任感と能力、医療技術の進歩に寄与する強い志、自ら考え行動する力を有していること。 

以上に述べた事項を達成するために必要な科目を 134 単位以上修得していること。 

 

教育課程の編成方針 

診療放射線技術科学科は２コース制の採用により、単に診療放射線技師資格取得のみにとどまらず、診療画像および

医用放射線科学領域における豊かな基礎力に支えられた先進的な専門知識・技術を備え、自ら考え行動できる医療人を、

講義、演習、実験、実習、総合研究と多様な授業形態をとおして育成する。同時に、教養科目として、宗教学、人文、

社会科学、外国語科目等を幅広く履修することより、医療人としての豊かな人間性、コミュニケーション能力を身につ

けた人材を育成することを目的とする。 

実施項目 

・初年時に、専門分野の基礎となる数学、物理、化学、情報処理等の基礎科目に加え、少人数・ゼミ形式で行われる「科

学基礎論」を配置する。 

・診療放射線技師資格取得のため、診療放射線技師学校養成所指定規則に基づいて基礎分野、専門基礎分野、専門分野の

科目を専門科目として配置する。 

・多様化する診療放射線科学分野の学問領域に対応するため、２コース制を採用し、より各コースの専門性に特化した専

門科目を体系的に配置し、先進性の高い教育内容を実現する。 

・講義、演習、実験、実習、総合研究と多様な授業形態をとおして、基礎学力、応用力、問題解決能力を備えた医療人を

育成する。 

・専門科目として「医療宗教学」、「医療経済学」、「臨床医療人間学Ⅰ・Ⅱ」を配置し、幅広い視野をもった医療人を

育成する。 

・教養科目として、宗教、人文・社会科学、外国語科目等を幅広く履修することにより、医療人としての豊かな人間性、

コミュニケーション能力を身につけた人材を育成する。 

・卒業必要単位 134 単位中、104 単位を専門教育科目とする。 

 

 
入学者受け入れ方針 

一般入試 

診療放射線技術科学科は診療放射線技師を養成する学部である。診療放射線技師には医療人としての資質とともに、

理工学的な基礎知識・学力が求められる。従って、大学では医学分野についてはもちろんのこと、放射線・放射能・画
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像のデジタル処理技術などさまざまな理工学的内容も学ぶ。このため、高校での数学、物理、化学の履修は極めて重要

で、その基礎をしっかり理解しておくことが必要である。この分野への強い関心、探究心をもった学生を求めている。 

判断基準 

・①数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B）、②理科（T方式は物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生

物から 1 科目、S方式は物理基礎・物理、化学基礎・化学から 1 科目）③英語、の３教科について、学力試験を実施

し、総合的に判定する。 

 

推薦入試 

診療放射線技術科学科は診療放射線技師を養成する学科である。診療放射線技師には医療人としての資質とともに、

理工学的な基礎知識・学力が求められる。従って、大学では医学分野についてはもちろんのこと、放射線・放射能、画

像のデジタル処理技術などさまざまな理工学的内容も学ぶ。このため、出願資格として、全体の評定平均値は 3.5と比

較的低い値を設定しているが、数学、物理、化学の履修状況を重視し、特に、理科については出願条件を設けている。

この分野への強い関心・探求心をもった学生を求めている。 

判断基準 

・理数系科目の基礎学力、診療放射線科学分野への強い関心と意欲を有していること。 

・医療分野への関心度、科学的思考力、文章力を有していること。 
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グローバル・メディア・スタディーズ学部 
教育研究上の目的 

グローバル・メディア・スタディーズ学部は、グローバルリテラシーとしての英語力および情報メディア応用力を

身につけ、グローバルな視点により物事の計画、設計および判断を行い、果敢に課題の解決に挑戦できる人材の養成

を目的とする。 

 

 

学位授与の方針 

グローバル・メディア・スタディーズ学部は、グローバルな問題を多角的に捉える広い視野、複雑化したメディアを

経由して大量のコンテンツが流れる仕組みの理解、固定した学問領域に捕らわれない自由な発想での研究の３つを柱と

する。研究対象とする中心的な学問分野は、メディアやコンテンツの本質について学際的なフレームワークで理解する

ための礎となる学問領域を範疇とする。すなわち人文科学系、社会科学系および情報学を含めた各学問分野である。こ

こで、情報学とは、あくまで人文科学、社会科学の範疇で理解しなければならない考え方、手法を中心とし、工学系分

野に含まれるものは中心に置かない。具体的には、経済学、経営学、社会学、政治学、政策学、文化学、法学、コミュ

ニケーション学、情報学といった既存の学問を基礎に置き、メディア、コンテンツを対象として応用する領域である。

社会科学を中心とした理論的枠組みを学修し、多元的・複合的な視座と、幅広い自由な発想で、世界のメディアをとお

して情報を発信できる人材を育成する。 

判断基準 

・建学の理念に基づき、理論と実践の両面からグローバルな課題を見出し、解決への道筋を追究する論理的思考力、問

題解決能力を備えること。・現代の教養であるメディアの本質を理解し、グローバルなコミュニケーションの技術を身

に付けること。・地球規模の問題解決に必須となる実践的英語力、IT リテラシーと、メディアとコンテンツを活用した

発信能力を十分修得していること。 

・グローバル社会の種々の問題発見、問題解決に実践的に取り組むための学問的基盤となる関連分野（経済学、経営学、

社会学、国際文化論、国際関係論、法学、メディア学、情報学）の科目を学際領域的、多重領域的に履修し、問題処理

能力を修得していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を１３２単位以上履修していること。 

 
教育課程の編成方針 

 学位授与の方針を満たす人材を育成するために、多様な専門科目の習得が可能となる柔軟な履修制度を採用し、学生

の自主的判断で学習計画を作成出来るようなカリキュラムを提供する。グローバル社会の課題は、様々な分野の専門性

を含んだ解決法が必要である。そのために、具体的には、グローバルなコミュニケーション能力の基盤となる英語力、

および IT リテラシー能力を修得するための科目を設定したうえで、急速に変化しつつあるメディアとコンテンツの本

質を理解し、それらを利活用できるようにするために、種々の専門領域（経済学、経営学、社会学、国際文化論、国際

関係論、法学、コミュニケーション学、情報学）にわたる学際的科目を配置する。さらに、これらの科目を基礎として、

実践的な就業力を育成するための科目も提供する。 

実施項目 

・本学部の特色である多様な専門科目を柔軟に組み合わせて履修できるようにするために、セメスター制を採用する。 

・初年次教育として、専門教育の基礎になる、情報リテラシー、メディアリテラシー、英語教育を必修科目として設定

する。 

・グローバルな環境下で活躍するための必須能力である実践的英語力を修得させるために、外国人教員を中心とした少

人数制の効果的な英語教育を実践する。 

・具体的な専門分野として、経済学、経営学、社会学、国際文化論、国際関係論、法学、コミュニケーション学、情報

学を取り上げ、その領域に関連する科目を系統的に選択必修科目として提供し、学際領域の基本とする。 

・長期・短期の留学、海外インターンシップなどの海外経験を可能とするために、幅広い専門分野の科目は、２年次以
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降柔軟に履修できるように設定する。 

・海外留学先で取得した単位を卒業単位として認定するだけでなく、海外企業でのインターンシップ、海外でのボラン

ティア活動に関しても、帰国後にレポートを提出し、審査に合格したものは卒業単位として認定する。 

・技術革新がめざましいメディアとコンテンツに理論と実践の両面からアプローチし、それぞれの理解を深めるために、

コンピューター・グラフィクス、映像、ウェブコンテンツなどの分野の第一線で活躍するクリエーターを講師に招き、

実践的なテクニックを修得できる授業を実施する。 

・大学の外部との連携により産業界の今を知り、学生の就業力を高め、さらにはグローバル化社会における経済成長の

一端を担うリーダーを育成するために、実務家と専任教員との共同授業を開講する。具体的には、最新のメディア、

コンテンツ、IT、文化産業などに関わる現場から第一線で活躍する専門家をゲストとして招き、専任教員との共同作

業による授業を実施する。 

・専門分野をより深く学習できる機会を与えるために、演習科目（ゼミ）を 2年次から設定する。 

・ネットワーク上に授業支援システムを設け、教材の提供、レポートの提出とそのフィードバック、学生への情報提供

など、学生と教員間の双方向のコミュニケーションによる効率的な学習支援を行う。 

 
入学者受け入れ方針 

一般入試 

本学部のカリキュラムをよく理解し、それに自主的、意欲的に取り組み、グローバル社会の中核を担うことをめざす

学生を求めている。 

判断基準 

・全学部統一日程入試は①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治･経済、数学のうちの１科目、の３科目、Ｔ

方式、Ｓ方式については①英語、②国語、世界史、地理、情報のうちの 1 科目、の２科目について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 

推薦入試 

 本学部のカリキュラムをよく理解し、それに自主的、意欲的に取り組み、グローバル社会の中核を担うことをめざす

学生を求めている。 

評価基準 

・英語に突出した能力を備えていること。 

・経済・社会のグローバル化によってもたらされるさまざまな問題について高校生にふさわしい基礎的知識と問題意識

を備え、論理的理解力、分析力、表現力などを有していること。 

・本学部の特色を理解し、自らを磨いていく意欲があること。 

・コミュニケーション能力があること。 
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グローバル・メディア・スタディーズ学部 グローバル・メディア学科 

 
 

学位授与の方針 

グローバル・メディア学科は、グローバルな問題を多角的に捉える広い視野、複雑化したメディアを経由して大量の

コンテンツが流れる仕組みの理解、固定した学問領域に捕らわれない自由な発想での研究の３つを柱とする。研究対象

とする中心的な学問分野は、メディアやコンテンツの本質について学際的なフレームワークで理解するための礎となる

学問領域を範疇とする。すなわち人文科学系、社会科学系および情報学を含めた各学問分野である。ここで、情報学と

は、あくまで人文科学、社会科学の範疇で理解しなければならない考え方、手法を中心とし、工学系分野に含まれるも

のは中心に置かない。具体的には、経済学、経営学、社会学、政治学、政策学、文化学、法学、コミュニケーション学、

情報学といった既存の学問を基礎に置き、メディア、コンテンツを対象として応用する領域である。社会科学を中心と

した理論的枠組みを学修し、多元的・複合的な視座と、幅広い自由な発想で、世界のメディアをとおして情報を発信で

きる人材を育成する。 

判断基準 

・建学の理念に基づき、理論と実践の両面からグローバルな課題を見出し、解決への道筋を追究する論理的思考力、問

題解決能力を備えること。・現代の教養であるメディアの本質を理解し、グローバルなコミュニケーションの技術を身

に付けること。・地球規模の問題解決に必須となる実践的英語力、IT リテラシーと、メディアとコンテンツを活用した

発信能力を十分修得していること。 

・グローバル社会の種々の問題発見、問題解決に実践的に取り組むための学問的基盤となる関連分野（経済学、経営学、

社会学、国際文化論、国際関係論、法学、メディア学、情報学）の科目を学際領域的、多重領域的に履修し、問題処理

能力を修得していること。 

・以上に述べた事項を達成するために必要な科目を１３２単位以上履修していること。 

 
教育課程の編成方針 

 学位授与の方針を満たす人材を育成するために、多様な専門科目の習得が可能となる柔軟な履修制度を採用し、学生

の自主的判断で学習計画を作成出来るようなカリキュラムを提供する。グローバル社会の課題は、様々な分野の専門性

を含んだ解決法が必要である。そのために、具体的には、グローバルなコミュニケーション能力の基盤となる英語力、

および IT リテラシー能力を修得するための科目を設定したうえで、急速に変化しつつあるメディアとコンテンツの本

質を理解し、それらを利活用できるようにするために、種々の専門領域（経済学、経営学、社会学、国際文化論、国際

関係論、法学、コミュニケーション学、情報学）にわたる学際的科目を配置する。さらに、これらの科目を基礎として、

実践的な就業力を育成するための科目も提供する。 

実施項目 

・本学部の特色である多様な専門科目を柔軟に組み合わせて履修できるようにするために、セメスター制を採用する。 

・初年次教育として、専門教育の基礎になる、情報リテラシー、メディアリテラシー、英語教育を必修科目として設定

する。 

・グローバルな環境下で活躍するための必須能力である実践的英語力を修得させるために、外国人教員を中心とした少

人数制の効果的な英語教育を実践する。 

・具体的な専門分野として、経済学、経営学、社会学、国際文化論、国際関係論、法学、コミュニケーション学、情報

学を取り上げ、その領域に関連する科目を系統的に選択必修科目として提供し、学際領域の基本とする。 

・長期・短期の留学、海外インターンシップなどの海外経験を可能とするために、幅広い専門分野の科目は、２年次以

降柔軟に履修できるように設定する。 

・海外留学先で取得した単位を卒業単位として認定するだけでなく、海外企業でのインターンシップ、海外でのボラン

ティア活動に関しても、帰国後にレポートを提出し、審査に合格したものは卒業単位として認定する。 

・技術革新がめざましいメディアとコンテンツに理論と実践の両面からアプローチし、それぞれの理解を深めるために、
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コンピューター・グラフィクス、映像、ウェブコンテンツなどの分野の第一線で活躍するクリエーターを講師に招き、

実践的なテクニックを修得できる授業を実施する。 

・大学の外部との連携により産業界の今を知り、学生の就業力を高め、さらにはグローバル化社会における経済成長の

一端を担うリーダーを育成するために、実務家と専任教員との共同授業を開講する。具体的には、最新のメディア、

コンテンツ、IT、文化産業などに関わる現場から第一線で活躍する専門家をゲストとして招き、専任教員との共同作

業による授業を実施する。 

・専門分野をより深く学習できる機会を与えるために、演習科目（ゼミ）を 2年次から設定する。 

・ネットワーク上に授業支援システムを設け、教材の提供、レポートの提出とそのフィードバック、学生への情報提供

など、学生と教員間の双方向のコミュニケーションによる効率的な学習支援を行う。 

 
入学者受け入れ方針 

一般入試 

本学部のカリキュラムをよく理解し、それに自主的、意欲的に取り組み、グローバル社会の中核を担うことをめざす

学生を求めている。 

判断基準 

・全学部統一日程入試は①国語、②英語、③世界史、日本史、地理、政治･経済、数学のうちの１科目、の３科目、Ｔ

方式、Ｓ方式については①英語、②国語、世界史、地理、情報のうちの 1 科目、の２科目について学力試験を実施し、

総合的に判定する。 

 

推薦入試 

 本学部のカリキュラムをよく理解し、それに自主的、意欲的に取り組み、グローバル社会の中核を担うことをめざす

学生を求めている。 

評価基準 

・英語に突出した能力を備えていること。 

・経済・社会のグローバル化によってもたらされるさまざまな問題について高校生にふさわしい基礎的知識と問題意識

を備え、論理的理解力、分析力、表現力などを有していること。 

・本学部の特色を理解し、自らを磨いていく意欲があること。 

・コミュニケーション能力があること。 
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総合教育研究部 

教育研究上の目的 

総合教育研究部は、自立した社会人として心身の健康維持ができ、社会で活躍するための幅広い教養を身につけ、様々

な問題に対して自分自身の考えを持ち、自ら人生設計ができる人材の養成を目的とする。適切な日本語や外国語を用い

た高度なコミュニケーション能力、教員免許取得のための要件など、学部・学科等の専門科目以外の知識や技能を習得

できる機会を提供する。 

 

教育課程の編成方針 

教育研究上の目的を実現するため、全学共通科目に宗教教育科目、教養教育科目、外国語科目、保健体育科目を設定

し、大学生活への適応性、幅広い教養、語学能力、将来の社会生活の基礎、健康維持に関する知識を有する人材を育成

する。教養教育科目の中には、人文分野、社会分野、自然分野、ライフデザイン分野を設け、幅広い教養教育ができる

ようにする。また、自然科学、日本文化、外国語等の科目において、教養特別履修制度を準備して、高度な教養教育の

機会を提供する。 

実施項目 

・宗教・哲学に対する多面的な理解を持った人材を養成する。 

・人間、文化、社会、自然について幅広く体系的な教養を身につけた人材を養成する。 

・外国語の確かな運用能力を涵養し、自己発信、他者理解を通して異文化理解を深め、国際交流と共生をめざす。 

・コンピュータを使いこなすスキルを養成するとともに、情報化社会におけるセキュリティや法規・ルール・マナーの

基礎を身につける。 

・心身の健康維持に関する正しい知識およびスポーツ・身体運動の実践により、健康的な社会生活を送る基盤を養成す

る。 

・自ら調べ、意見を組み立て、発表する力を養成する。 

 

 


