
環境共生学部カリキュラムの概要（共通科目群） [令和３年度(2021年度)入学者（環境資源学専攻・食健康環境学専攻）] 

 １ 年 次 ２ 年 次 ３ 年 次 ４ 年 次 卒業に必要な

単位数 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

共
通
科
目
群 

基
盤
科
目 

外国語 

Basic English Ⅰ ② Basic English Ⅱ ② Basic English Ⅲ ① Basic English Ⅳ ①     

８単位以上 

 Intermediate English Ⅰ (1) Intermediate English Ⅱ (1)     

（前期） 

Advanced EnglishⅠ (1), English for Studying Abroad (1), English for Global BusinessⅠ (1), English for Global BusinessⅢ (1), Language and CultureⅠ (1) 

（後期） 

Advanced EnglishⅡ (1), English for Global BusinessⅡ(1), English for Global BusinessⅣ(1),Selected Readings in English (1),Language and CultureⅡ(1), Intensive English (2) 

 Moyaist Global Entry Training (1) Moyaist Global TrainingⅠ (1) Moyaist Global TrainingⅡ (1) Moyaist Global TrainingⅢ (1)    

Basic English Ⅰ～Ⅳ６単位は必修、その他の英語科目から、Intermediate English Ⅰ、Ⅱを含めた２単位以上選択必修 

フランス語入門ＡⅠ (1) 

フランス語入門Ｂ (2) 

ドイツ語入門ＡⅠ (1) 

ドイツ語入門Ｂ (2) 

中国語入門ＡⅠ (1) 

中国語入門Ｂ (2) 

韓国語入門ＡⅠ (1) 

韓国語入門Ｂ (2) 

フランス語入門ＡⅡ (1) 

フランス語基礎 (2) 

ドイツ語入門ＡⅡ (1) 

ドイツ語基礎 (2) 

中国語入門ＡⅡ (1) 

中国語基礎 (2) 

韓国語入門ＡⅡ (1) 

韓国語基礎 (2) 

フランス語発展Ⅰ (1) 

 

ドイツ語発展Ⅰ (1) 

 

中国語発展Ⅰ (1) 

 

韓国語発展Ⅰ (1) 

フランス語発展Ⅱ (1) 

 

ドイツ語発展Ⅱ (1) 

 

中国語発展Ⅱ (1) 

 

韓国語発展Ⅱ (1) 

  

健康スポーツ科学 

健康の科学 ②  

３単位以上 生涯スポーツ実習Ⅰ (1) 生涯スポーツ実習Ⅱ (1)  

健康の科学２単位は必修、生涯スポーツ実習Ⅰ１単位及び生涯スポーツ実習Ⅱ１単位から１科目１単位以上選択必修 

情報処理 情報処理入門 ②  ２単位 

キャリアデザイン 
プレゼミナール ① 

キャリア形成論 ① 
インターンシップ１～７［各１] ※自由科目とし卒業要件の単位数に含めない  ２単位 

地域理解と 

リーダーシップ 

もやいすと（地域）ジュニア育成（2）、もやいすと（防災）ジュニア育成（2） 
２単位以上 

もやいすと（地域）ジュニア育成２単位及びもやいすと（防災）ジュニア育成２単位から１科目２単位以上選択必修 

減災リテラシー入門 (2)  

  もやいすとシニア育成(2) 

 Kumamoto Studies (2) もやいすとシニア（グローバル）育成 (2) グローバル実践活動 (1)  

新熊本学：ことば、表現、歴史 (2)、新熊本学：熊本の生活と環境 (2)、新熊本学：地域のビジネスリーダーに学ぶ (2)、新熊本学：地域社会と協働 (2) 
２単位以上 

新熊本学全 4 科目 8 単位から、1 科目 2 単位以上選択必修 

教
養
科
目 

人間と文化 

哲学の基礎(2)、科学の思想(2)、Performing Arts of Japan (日本芸能論)(2)、日本の文化(2)、人間と宗教(2)、心理学入門(2)、人権と文化(2)、現代世界と歴史(2)、近代日本の歩み(2)、現代の文学(2)、人間と芸術(2)、 

西洋文化圏の理解(2)、東アジア文化圏の理解(2) 2 単位以上 

全 11 科目 22 単位から、１科目２単位以上選択必修 

自然と環境 
環境と生物圏(2)、エネルギーと社会(2)、海の生物資源(2)、人間と植物生産(2)、暮らしの中の化学技術(2)、環境と生きる(2)、住まいと地域環境(2)、食と健康(2)、持続可能な開発と教育(2) 

2 単位以上 
全９科目 18 単位から、１科目２単以上選択必修 

社会と世界 
現代の国際関係(2)、世界の経済(2)、国際協力論(2)、生活と憲法(2)、現代社会と政治(2)、現代社会と法律(2)、情報と社会(2)、マスメディア論(2)、現代社会と企業(2) 

2 単位以上 
全９科目 18 単位から、１科目２単位以上選択必修 

上記の 25 単位の他に４単位以上を修得し、共通科目群から併せて 29 単位以上を修得すること。 4 単位以上 

共通科目群合計  29 単位以上 

専門科目群 必修科目及び選択必修科目を含め 107 単位以上を修得すること。(専門科目群の説明を参照のこと) 107 単位以上 

合計 必修科目及び選択必修科目を含め 136 単位以上を修得すること。 136 単位以上 

(注１) 単位数の◯印は必修科目、（ ）印は選択科目、[ ]印は自由科目の単位数を表します。開設時（前期、後期）は変更されることがあります。 

(注２) 環境共生学部の他専攻における専攻専門科目は、20 単位を上限として卒業要件として認められます。 

 

 

 

 

 



環境共生学部カリキュラムの概要（共通科目群） [令和３年度(2021年度)入学者（居住環境学専攻）] 

 １ 年 次 ２ 年 次 ３ 年 次 ４ 年 次 卒業に必要 

な単位数 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

共
通
科
目
群 

基
盤
科
目 

外国語 

Basic English Ⅰ ② Basic English Ⅱ ② Basic English Ⅲ ① Basic English Ⅳ ①     

８単位以上 

 Intermediate English Ⅰ (1) Intermediate English Ⅱ (1)     

（前期） 

Advanced EnglishⅠ (1), English for Studying Abroad (1), English for Global BusinessⅠ (1), English for Global BusinessⅢ (1), Language and CultureⅠ (1) 

（後期） 

Advanced EnglishⅡ (1), English for Global BusinessⅡ (1), English for Global BusinessⅣ (1), Selected Readings in English (1), Language and CultureⅡ (1), Intensive English (2) 

 Moyaist Global Entry Training (1) Moyaist Global TrainingⅠ (1) Moyaist Global TrainingⅡ (1) Moyaist Global TrainingⅢ (1)    

フランス語入門ＡⅠ (1) 

フランス語入門Ｂ (2) 

ドイツ語入門ＡⅠ (1) 

ドイツ語入門Ｂ (2) 

中国語入門ＡⅠ (1) 

中国語入門Ｂ (2) 

韓国語入門ＡⅠ (1) 

韓国語入門Ｂ (2) 

フランス語入門ＡⅡ (1) 

フランス語基礎 (2) 

ドイツ語入門ＡⅡ (1) 

ドイツ語基礎 (2) 

中国語入門ＡⅡ (1) 

中国語基礎 (2) 

韓国語入門ＡⅡ (1) 

韓国語基礎 (2) 

フランス語発展Ⅰ (1) 

 

ドイツ語発展Ⅰ (1) 

 

中国語発展Ⅰ (1) 

 

韓国語発展Ⅰ (1) 

フランス語発展Ⅱ (1) 

 

ドイツ語発展Ⅱ (1) 

 

中国語発展Ⅱ (1) 

 

韓国語発展Ⅱ (1) 

 

Basic EnglishⅠ～Ⅳ６単位は必修、その他の外国語科目から２単位以上選択必修 

健康スポーツ科学 

健康の科学 ②  

３単位以上 生涯スポーツ実習Ⅰ (1) 生涯スポーツ実習Ⅱ (1)  

健康の科学２単位は必修、生涯スポーツ実習Ⅰ1単位及び生涯スポーツ実習Ⅱ１単位から１科目１単位以上選択必修 

情報処理 情報処理入門 ②  ２単位 

キャリアデザイン 
プレゼミナール ① 

キャリア形成論 ① 
インターンシップ１～７［各１］ ※自由科目とし卒業要件の単位数に含めない  ２単位 

地域理解と 

リーダーシップ 

もやいすと（地域）ジュニア育成（2）、もやいすと（防災）ジュニア育成（2） 
２単位以上 

もやいすと（地域）ジュニア育成２単位及びもやいすと（防災）ジュニア育成２単位から１科目２単位以上選択必修 

減災リテラシー入門 (2)  

  もやいすとシニア育成 (2) 

 Kumamoto Studies (2) もやいすとシニア（グローバル）育成 (2) グローバル実践活動 (1)  

新熊本学：ことば、表現、歴史(2)、新熊本学：熊本の生活と環境(2)、新熊本学：地域のビジネスリーダーに学ぶ(2)、新熊本学：地域社会と協働(2) 
２単位以上 

新熊本学全４科目８単位から、１科目２単位以上選択必修 

教
養
科
目 

人間と文化 

哲学の基礎(2)、科学の思想(2)、Performing Arts of Japan (日本芸能論)(2)、日本の文化(2)、人間と宗教(2)、心理学入門(2)、人権と文化(2)、現代世界と歴史(2)、近代日本の歩み(2)、現代の文学(2)、人間と芸術(2)、 

西洋文化圏の理解(2)、東アジア文化圏の理解(2) ２単位以上 

全11科目22単位から、１科目２単位以上選択必修 

自然と環境 
環境と生物圏(2)、エネルギーと社会(2)、海の生物資源(2)、人間と植物生産(2)、暮らしの中の化学技術(2)、環境と生きる(2)、住まいと地域環境(2)、食と健康(2)、持続可能な開発と教育(2) 

２単位以上 
全９科目18単位から、１科目２単以上選択必修 

社会と世界 
現代の国際関係(2)、世界の経済(2)、国際協力論(2)、生活と憲法(2)、現代社会と政治(2)、現代社会と法律(2)、情報と社会(2)、マスメディア論(2)、現代社会と企業(2) 

２単位以上 
全９科目18単位から、１科目２単位以上選択必修 

上記の25単位の他に４単位以上を修得し、共通科目群から併せて29単位以上を修得すること。 ４単位以上 

共通科目群合計  29単位以上 

専門科目群 必修科目及び選択必修科目を含め107単位以上を修得すること。(専門科目群の説明を参照のこと) 107単位以上 

合計 必修科目及び選択必修科目を含め136単位以上を修得すること。 136単位以上 

(注１) 単位数の◯印は必修科目、（ ）印は選択科目、[ ]印は自由科目の単位数を表します。開設時（前期、後期）は変更されることがあります。 

(注２) 環境共生学部の他専攻における専攻専門科目は、20単位を上限として卒業要件として認められます。 

 


