
 

卒業要件及び取得可能学位（学部） 

 

１．学 位 

 所定の期間在学し、卒業に必要な単位を修得した学生は卒業が認定され、次の学位が与えられます。 

 健康福祉学部 総合福祉学科   学士（総合福祉学） 

        食健康学科    学士（食健康学） 

        食健康栄養学科  学士（食栄養学） 

 人間関係学部 心理学科     学士（心理学） 

        子ども発達学科  学士（子ども学） 

 

２．卒業要件 

 
【平成 25年度入学者】 
 
健康福祉学部  総合福祉学科 

教養科目 

学びの基礎を身につける科目 4 

 22 

国語表現力を高める科目   2 

英語表現力を高める科目   1 

情報処理技能を高める科目   1 

世界を理解する科目   2 

就業力を高める科目   2 

幅広い知識を身に付け創造力を高める科目   8 

専門科目 

学部共通科目    6 

 84 

学科コア科目   28 

基礎専門科目 

ただし、専門科目必修 18単位以外の専門科目もこの 32

単位以上に含めることができる。また、32単位を超え

て履修した単位は自己設計科目 18単位に含めることが

できる。 

 32 

専門科目 
ただし、18単位を超えて履修した単位は自己設計科目

18単位に含めることができる。 
 18 

自己設計科目 
自己設計科目の各学科の指定する科目、教養科目及び専門科目の中から 18

単位必修 
 18 18 

合計 124単位 

 

健康福祉学部 食健康栄養学科 

教養科目 

学びの基礎を身につける科目 4 

 22 

国語表現力を高める科目   2 

英語表現力を高める科目   1 

情報処理技能を高める科目   1 

世界を理解する科目   2 

就業力を高める科目   2 

幅広い知識を身に付け創造力を高める科目   8 

専門科目 (＊2) 

学部共通科目   6 

 84 
専門基礎分野  24 

専門分野  26 

専門発達分野 (＊1)   

自己設計科目 
自己設計科目の各学科の指定する科目、教養科目及び専門科目の中から 18

単位必修 
 18 18 

合計 124単位 

(＊1) 「専門発達分野」から「自己設計科目」へ読み替えることができる。 

(＊2) 「専門科目」の各分野に定められた単位数以外に「専門科目（自己設計科目に含めた科目は除外する）」から 

   28単位以上を修得すること。 



 

 

人間関係学部 心理学科 

教養科目 

学びの基礎を身につける科目 4 

22 

国語表現力を高める科目   2 

英語表現力を高める科目   1 

情報処理技能を高める科目   1 

世界を理解する科目   2 

就業力を高める科目   2 

幅広い知識を身に付け創造力を高める科目   8 

専門科目 

学部共通科目   6 

84 

共通専門科目 

（心理学実験･心理学検査実習･データ解析実習のうち 2科目必修） 
 26 

コース別専門科目 

（ただし内訳は、自コース 18単位以上、他コース各 12単位以上とする。

超えた単位数は専門科目関連科目・自己設計科目に含めることができる） 

 42 

専門関連科目 

（ただし、超えた単位数は自己設計科目に含むことができる） 
 10 

自己設計科目 
自己設計科目の各学科の指定する科目、教養科目及び専門科目の中から 18

単位必修 
 18 18 

合計 124単位 

 

 

 

人間関係学部 子ども発達学科 

教養科目 

学びの基礎を身につける科目 4 

22 

国語表現力を高める科目   2 

英語表現力を高める科目   1 

情報処理技能を高める科目   1 

世界を理解する科目   2 

就業力を高める科目   2 

幅広い知識を身に付け創造力を高める科目   8 

学部共通科目 学部共通科目 6 

84 

学科コア科目 学科コア科目  8 

学科選択科目 学科選択科目 12 

関連専門科目 
ただし、学科選択科目のうち卒業に必要な単位数を超えた 8単位まで含め

ることができる。 
 58 

自己設計科目 
自己設計科目の各学科の指定する科目、教養科目及び専門科目の中から 18

単位必修 
 18 18 

合計 124単位 

 



 

【平成 24年度入学者】 
 
健康福祉学部  総合福祉学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 2 

学科専門科目 
共通専門科目 

必修科目 32 

選択科目 

（ただし、自コースのコース別専門科目必修 18単位以外

の自他コース別専門科目もこの 42単位以上に含めること

ができる。また、他学部・他学科の開放科目も 10単位ま

でこの 42単位に含めることができる） 

42 

コース別専門科目 自コース科目 18 

合計 124単位 

 

 

健康福祉学部 食健康栄養学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 2 

学科専門科目 

学科コア科目 6 

基礎専門科目 24 

専門科目 26 

応用専門関連科目 6 

合計 124単位 

※科目区分の定められた単位数以外に学科コア科目、基礎専門科目、専門科目および応用専門関連科目から 30単位以上

修得すること。 

 

 

 

人間関係学部 心理学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 12 

学科専門科目 

共通専門科目 

(心理学実験･心理学検査実習･データ解析実習のうち 2科目必修） 
32 

コース別専門科目 

（各コースから 8単位以上必修） 

原則として修得単位数の一番多いコースが卒業コースとなる 

38 

専門関連科目（ただし、他学部・他学科の開放科目を含めることができる） 12 

合計 124単位 

 

 

人間関係学部 子ども発達学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 12 

学科専門科目 

学科コア科目 18 

学科選択科目 12 

関連専門科目 

（ただし、学部共通科目及び学科選択科目の卒業に必要な単位数を超えた合計 8単

位まで含めることができる） 

52 

合計 124単位 



  
 

【平成 23年度入学者】 
 
健康福祉学部  総合福祉学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 2 

学科専門科目 
共通専門科目 

必修科目 32 

選択科目 

（ただし、自コースのコース別専門科目必修 18単位以

外の自他コース別専門科目もこの 42単位以上に含める

ことができる。また、他学部・他学科の開放科目も 10

単位までこの 42単位に含めることができる） 

42 

コース別専門科目 自コース科目 18 

合計 124単位 

 

健康福祉学部 食健康学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 2 

学科専門科目 

学科コア科目 6 

基礎専門科目 24 

専門科目 26 

応用専門関連科目 6 

合計 124単位 

※科目区分の定められた単位数以外に学科コア科目、基礎専門科目、専門科目および応用専門関連科目か

ら 30単位以上修得すること。 

 

 

人間関係学部 心理学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 12 

学科専門科目 

共通専門科目 

(心理学実験･心理学検査実習･データ解析実習のうち 2科目必修） 
32 

コース別専門科目 

（各コースから 8単位以上必修） 

原則として修得単位数の一番多いコースが卒業コースとなる 

38 

専門関連科目（ただし、他学部・他学科の開放科目を含めることができる） 12 

合計 124単位 

 

人間関係学部 子ども発達学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 12 

学科専門科目 

学科コア科目 18 

学科選択科目 12 

関連専門科目 

（ただし、学部共通科目及び学科選択科目の卒業に必要な単位数を超えた

合計 8単位まで含めることができる） 

52 

合計 124単位 



  
 

【平成 22年度入学者】 
 
健康福祉学部  総合福祉学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 2 

学科専門科目 
共通専門科目 

必修科目 32 

選択科目 

（ただし、自コースのコース別専門科目必修 18単位以

外の自他コース別専門科目もこの 42単位以上に含める

ことができる。また、他学部・他学科の開放科目も 10

単位までこの 42単位に含めることができる） 

42 

コース別専門科目 自コース科目 18 

合計 124単位 

 

健康福祉学部 食健康学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 2 

学科専門科目 

学科コア科目 6 

基礎専門科目 24 

専門科目 26 

応用専門関連科目 6 

合計 124単位 

※科目区分の定められた単位数以外に学科コア科目、基礎専門科目、専門科目および応用専門関連科目か

ら 30単位以上修得すること。 

 

人間関係学部 心理学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 12 

学科専門科目 

共通専門科目 

(心理学実験･心理学検査実習･データ解析実習のうち 2科目必修） 
32 

コース別専門科目 

（各コースから 8単位以上必修） 

原則として修得単位数の一番多いコースが卒業コースとなる 

38 

専門関連科目（ただし、他学部・他学科の開放科目を含めることができる） 12 

合計 124単位 

 

人間関係学部 子ども発達学科 

教養科目 
自己表現力を高める科目群 14 

人間と環境を総合的に理解する科目群 16 

学部共通科目 12 

学科専門科目 

学科コア科目 22 

学科選択科目 

（ただし、教養科目、学部共通科目、他学部・他学科科目（8単位まで）

を含めることができる） 

12 

関連専門科目 48 

合計 124単位 

 


