
カリキュラム・ポリシー

部局名　　医学部　保健学科　看護学専攻

　　・医学部保健学科（看護学専攻）では、本学科のディプロマ・ポリシーを実現するため、以下のとおり体系的な教育課程の編成を行っている。

1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

臨床心理学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

ひとと生活 解剖学演習 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

援助技術論 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） 治療的コミュニケーション論 周産期トピックス

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） セルフヘルプ論 統合看護実習

看護実践基盤実習(援助関係） 生涯発達看護論 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 看護管理論

病い論 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 在宅看護学Ⅱ リカレント教育論

メンタルヘルス論 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 卒業研究

地域看護学概論 母性看護学概論 看護実践統合演習 統合看護実習

研究ゼミナール 地域看護活動論 リフレクション演習 卒業研究

地域看護実習 保健医療福祉論

研究ゼミナール 在宅看護学Ⅰ

家族看護学

看護研究方法論

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 看護原論

力学基礎 1 力学基礎 2 ひとと環境

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

保健学初年次セミナー

臨床心理学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

ひとと生活 解剖学演習 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

援助技術論 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） 治療的コミュニケーション論 周産期トピックス

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

看護実践基盤実習(援助関係） 生涯発達看護論 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

病い論 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

メンタルヘルス論 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 統合看護実習 卒業研究

地域看護学概論 母性看護学概論 看護実践統合演習 卒業研究

研究ゼミナール 地域看護活動論 リフレクション演習

地域看護実習 保健医療福祉論

研究ゼミナール 在宅看護学Ⅰ

家族看護学

看護研究方法論

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 看護原論

力学基礎 1 力学基礎 2 ひとと環境

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

保健学初年次セミナー

現代医療と生命倫理

初期体験実習

ＩＰＷ概論

看護の知への誘い

健康科学概論

ひととして、看護
専門職者として生
涯成長していく能

力

総合教養科目(区分：社会生活と法)

総合教養科目(区分：職業と学び)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：職業と学び)

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   

基礎教養科目(区分：惑星学)

ＩＰＷ概論

看護の知への誘い

健康科学概論

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

人間性と倫理性

豊かな人間性と教
養を持ち、保健医
療における高い倫
理性、柔軟性、当
事者性を身に付け
た看護専門職とな
るための基礎的能

力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

現代医療と生命倫理

初期体験実習

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

身体の仕組みと働きⅡ 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

ひとと生活 解剖学演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

援助技術論 治療援助技術演習 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 看護情報学

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 統合看護実習

生活援助技術演習 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 統合看護実習 看護管理論

看護実践基盤実習(援助関係） 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 卒業研究 リカレント教育論

病い論 母性看護学概論 看護実践統合演習 卒業研究

メンタルヘルス論 地域看護実習 リフレクション演習

研究ゼミナール 研究ゼミナール 家族看護学

看護研究方法論

保健学初年次セミナー 看護原論

ひとと環境

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

身体の仕組みと働きⅡ 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

ひとと生活 解剖学演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

援助技術論 治療援助技術演習 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 看護情報学

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 統合看護実習

生活援助技術演習 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 統合看護実習 看護管理論

看護実践基盤実習(援助関係） 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 卒業研究 リカレント教育論

病い論 母性看護学概論 看護実践統合演習 卒業研究

メンタルヘルス論 地域看護実習 リフレクション演習

研究ゼミナール 研究ゼミナール 家族看護学

看護研究方法論

保健学初年次セミナー 看護原論

ひとと環境初期体験実習

ＩＰＷ概論 セクシュアリティ・ジェンダー看護論

看護の知への誘い

健康科学概論

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

現代医療と生命倫理 身体の仕組みと働きⅠ

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

看護の知への誘い

健康科学概論

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

現代医療と生命倫理 身体の仕組みと働きⅠ

初期体験実習

ＩＰＷ概論 セクシュアリティ・ジェンダー看護論

創造性

論理的に事象を解
釈し、ケアリングの
視点を持ち、より
よいケアを創造す
る能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

主体的・自律的に
行動し、看護の独
自性・専門性を探
求する能力



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

ひとと生活 国際保健 災害保健 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ ＩＰＷ統合演習

援助技術論 死生看護論 看護実践統合演習 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 看護トピックス

援助関係論 公衆衛生学 保健医療福祉論 統合看護実習 周産期トピックス

保健行政論 地域看護活動論 在宅看護学Ⅰ 卒業研究 看護情報学

地域看護学概論 地域看護実習 家族看護学 看護政策論

研究ゼミナール 研究ゼミナール 看護研究方法論 看護管理論

統合看護実習

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リカレント教育論

保健学初年次セミナー 看護原論

卒業研究

ひとと生活 国際保健 災害保健 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ ＩＰＷ統合演習

援助技術論 死生看護論 看護実践統合演習 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 看護トピックス

援助関係論 公衆衛生学 保健医療福祉論 統合看護実習 周産期トピックス

保健行政論 地域看護活動論 在宅看護学Ⅰ 卒業研究 看護情報学

地域看護学概論 地域看護実習 家族看護学 看護政策論

研究ゼミナール 研究ゼミナール 看護研究方法論 看護管理論

統合看護実習

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リカレント教育論

保健学初年次セミナー 看護原論

卒業研究

ＩＰＷ概論

健康科学概論

看護の知への誘い

地域・国際社会に
おける多彩な
Well-beingと健康
課題に関心をもち
探求する能力

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：アジア史)

総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)

総合教養科目(区分：企業と経営)

総合教養科目(区分：現代社会論)

外国語第Ⅱ

初期体験実習 ひとと環境

総合教養科目(区分：言語科学)

総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)

総合教養科目(区分：社会思想史)

総合教養科目(区分：政治と社会)

総合教養科目(区分：西洋史)

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)

総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ

外国語第Ⅱ

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)

総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ

総合教養科目(区分：現代社会論)

総合教養科目(区分：言語科学)

総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)

総合教養科目(区分：社会思想史)

総合教養科目(区分：政治と社会)

地域性・国際性

多様な文化・価値
観を尊重し、地域・
国際社会で活躍
する基礎的能力

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：アジア史)

総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)

総合教養科目(区分：企業と経営)

初期体験実習 ひとと環境

ＩＰＷ概論

健康科学概論

看護の知への誘い

総合教養科目(区分：西洋史)



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

薬と生体反応 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

身体の仕組みと働きⅡ 解剖学演習 慢性期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

健康と栄養 感染看護論 治療・回復期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 治療的コミュニケーション論 看護情報学

感染・免疫学 治療援助技術演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 新生児健康障害論 看護政策論

臨床心理学 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

病理学 生涯発達看護論 母性看護学 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

ひとと生活 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

生活援助技術演習 死生看護論 周産母子健康障害論 統合看護実習 卒業研究

看護実践基盤実習(援助関係） 母性看護学概論 フィジカルアセスメント演習 卒業研究

病い論 疾病の成り立ちと治療Ⅰ　 看護実践統合演習

メンタルヘルス論 疾病の成り立ちと治療Ⅱ　 リフレクション演習

保健行政論 疾病の成り立ちと治療Ⅲ（こども）　 保健医療福祉論

統計学 疾病の成り立ちと治療Ⅳ（精神）　 在宅看護学Ⅰ

地域看護学概論 公衆衛生学 家族看護学

研究ゼミナール 地域看護活動論 看護研究方法論

地域看護実習

研究ゼミナール

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 基礎有機化学１ 基礎有機化学２

保健学初年次セミナー 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

身体の仕組みと働きⅠ

看護原論

ひとと環境

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

薬と生体反応 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

身体の仕組みと働きⅡ 解剖学演習 慢性期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

健康と栄養 感染看護論 治療・回復期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 治療的コミュニケーション論 看護情報学

感染・免疫学 治療援助技術演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 新生児健康障害論 看護政策論

臨床心理学 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

病理学 生涯発達看護論 母性看護学 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

ひとと生活 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

生活援助技術演習 死生看護論 周産母子健康障害論 統合看護実習 卒業研究

看護実践基盤実習(援助関係） 母性看護学概論 フィジカルアセスメント演習 卒業研究

病い論 疾病の成り立ちと治療Ⅰ　 看護実践統合演習

メンタルヘルス論 疾病の成り立ちと治療Ⅱ　 リフレクション演習

保健行政論 疾病の成り立ちと治療Ⅲ（こども）　 保健医療福祉論

統計学 疾病の成り立ちと治療Ⅳ（精神）　 在宅看護学Ⅰ

地域看護学概論 公衆衛生学 家族看護学

研究ゼミナール 地域看護活動論 看護研究方法論

地域看護実習

研究ゼミナール

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 基礎有機化学１ 基礎有機化学２

保健学初年次セミナー 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

身体の仕組みと働きⅠ

看護原論

ひとと環境

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)

総合教養科目(区分：環境学入門)

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)
医療の基礎学力と
専門知識を習得し
た看護専門職者と
して、保健医療福
祉チームにおいて
協働する能力

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習

ＩＰＷ概論

健康科学概論

総合教養科目(区分：食と健康)

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習

ＩＰＷ概論

健康科学概論

総合教養科目(区分：食と健康)

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：環境学入門)

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

専門性と協働

人々の生活の質
（QOL）の向上をめ
ざし、幅広い知識
と確かな技術・豊
かな感性を備えて
看護実践する能
力

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
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感染・免疫学 治療援助技術演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 新生児健康障害論 看護政策論

臨床心理学 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

病理学 生涯発達看護論 母性看護学 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

ひとと生活 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

生活援助技術演習 死生看護論 周産母子健康障害論 統合看護実習 卒業研究

看護実践基盤実習(援助関係） 母性看護学概論 フィジカルアセスメント演習 卒業研究

病い論 疾病の成り立ちと治療Ⅰ　 看護実践統合演習

メンタルヘルス論 疾病の成り立ちと治療Ⅱ　 リフレクション演習

保健行政論 疾病の成り立ちと治療Ⅲ（こども）　 保健医療福祉論

統計学 疾病の成り立ちと治療Ⅳ（精神）　 在宅看護学Ⅰ

地域看護学概論 公衆衛生学 家族看護学

研究ゼミナール 地域看護活動論 看護研究方法論

地域看護実習

研究ゼミナール

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 基礎有機化学１ 基礎有機化学２

保健学初年次セミナー 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

身体の仕組みと働きⅠ

看護原論

ひとと環境

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

総合教養科目(区分：環境学入門)

専門性と協働

科学的・論理的思
考力、実行力、コ
ミュニケーション能
力を持ち、リー
ダーシップを発揮
する能力

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習

ＩＰＷ概論

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)

総合教養科目(区分：食と健康)

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)


