
前期 後期 前期 後期
宗教教育 必修

科目 選択 坐禅 社会と宗教（１）（２） 自然と宗教（１）（２） 文化と宗教（１）（２）

【3年次履修推奨科目：1科目】

日本文化の基礎 人文地理学の基礎（１）（２） 伝統文化発展（１）（２） 古典芸能発展（１）（２） 子どもと文化発展（１）（２） 近現代の文化発展（１）（２） 教養実践演習（人文）

168コマ 【1・2年次履修推奨科目群：57科目】

伝統文化入門（１）（２） 日本文学を学ぶ（１）～（４） 英語圏文化を学ぶ（１）（２） 日本史を学ぶ（１）～（４） 子どもと文化入門（１）（２） テーマで学ぶ言葉の力（１）（２） 日本美術（１）（２）

古典芸能入門（１）（２） 外国文学を学ぶ（１）～（７） 教育心理を学ぶ（１）（２） 世界史を学ぶ（１）（２） 大衆文化を学ぶ（１）（２） テーマで学ぶ日本の位相（１）（２） 西洋美術（１）（２）

近現代の文化入門（１）（２） 日本の詩歌を学ぶ（１）（２） 科学史（１）～（４） 考古学を学ぶ（１）（２） 日本文化の諸相を知る（１）～（４） 日本文化の深層を読み解く（１）～（４） 音楽（１）（２）

【2・3年次履修推奨科目群：10科目】

ﾄﾞｲﾂ語で学ぶ教養（人文Ⅰ） 中国語で学ぶ教養（人文Ⅰ） ﾛｼｱ語で学ぶ教養（人文Ⅰ）

ﾄﾞｲﾂ語で学ぶ教養（人文Ⅱ） 中国語で学ぶ教養（人文Ⅱ） ﾛｼｱ語で学ぶ教養（人文Ⅱ）

ﾌﾗﾝｽ語で学ぶ教養（人文Ⅰ） ｽﾍﾟｲﾝ語で学ぶ教養（人文Ⅰ）

ﾌﾗﾝｽ語で学ぶ教養（人文Ⅱ） ｽﾍﾟｲﾝ語で学ぶ教養（人文Ⅱ）

【1～４年次履修科目群：37科目】

教養特殊講義（人文） 英語で学ぶ教養（言語Ⅰ） 英語で学ぶ教養（文化Ⅰ） 英語で学ぶ教養（言語Ⅲ） 英語で学ぶ教養（文化Ⅲ） 英語で学ぶ教養（言語Ⅴ） 英語で学ぶ教養（文化Ⅴ） 英語で学ぶ教養（言語Ⅶ） 哲学（１）～（４） 宗教の見方（１）（２） 論理学（１）～（４）

ｽﾎﾟｰﾂ科学で学ぶ教養（文化） 英語で学ぶ教養（言語Ⅱ） 英語で学ぶ教養（文化Ⅱ） 英語で学ぶ教養（言語Ⅳ） 英語で学ぶ教養（文化Ⅳ） 英語で学ぶ教養（言語Ⅵ） 英語で学ぶ教養（文化Ⅵ） 英語で学ぶ教養（言語Ⅷ） 倫理学（１）～（８） 世界の宗教（１）（２） 東洋倫理

社会 【3年次履修推奨科目：1科目】

57科目 日本国憲法 政治学の基礎 社会学の基礎（１）～（６） 人間と教育 統計的分析を考える 政治システムを考える 市場経済を考える 現代教育を考える 教養実践演習（社会）

123コマ 法学の基礎 経済学の基礎 統計学の基礎 国際政治を考える 政治参加を考える 現代経済を考える

現代文明と哲学（１）（２） 現代社会と都市論（１）（２） 現代社会と宗教（１）（２） 応用倫理学（１）（２） 現代社会と社会科学論（１）（２）

ﾄﾞｲﾂ語で学ぶ教養（社会Ⅰ） ﾌﾗﾝｽ語で学ぶ教養（社会Ⅱ） ｽﾍﾟｲﾝ語で学ぶ教養（社会Ⅰ） ﾛｼｱ語で学ぶ教養（社会Ⅰ）

ﾄﾞｲﾂ語で学ぶ教養（社会Ⅱ） 中国語で学ぶ教養（社会Ⅰ） ｽﾍﾟｲﾝ語で学ぶ教養（社会Ⅱ） ﾛｼｱ語で学ぶ教養（社会Ⅱ）

ﾌﾗﾝｽ語で学ぶ教養（社会Ⅰ） 中国語で学ぶ教養（社会Ⅱ）

【1～４年次履修科目群：17科目】

教養特殊講義（社会） 民族と文化（１）（２） 日本の文化と社会（１）（２） ｽﾎﾟｰﾂ科学で学ぶ教養（歴史と社会Ⅰ） Culture & Society Ⅰ Culture & Society Ⅲ 英語で学ぶ教養（歴史と社会Ⅰ）

文化人類学概論（１）（２） アジアの文化と社会（１）（２） ｽﾎﾟｰﾂ科学で学ぶ教養（歴史と社会Ⅱ） Culture & Society Ⅱ Culture & Society Ⅳ 英語で学ぶ教養（歴史と社会Ⅱ）

自然 【3年次履修推奨科目：1科目】

37科目 自然科学へのいざない 生物学の基礎 化学の基礎 遺伝子と生命を考える 人間の心理を考える 汚染問題を考える 自然観察実習 教養実践演習（自然）

109コマ 心理学の基礎 数学の基礎 物理学の基礎 進化と生態を考える 心と体を考える 資源と環境を考える 微分積分学発展

現代の化学 現代の宇宙像 地球温暖化を考える 線型代数学発展

現代の人類学 現代の物理 地球と生命の歴史 確率・統計学発展

生命と環境 宇宙科学入門 人類学入門 人類と自然科学 線型代数学入門 微分積分学入門

太陽系・地球環境システム入門 地球システムと自然災害 気象と自然災害 人類と宇宙環境 確率・統計学入門

【1～４年次履修科目群：3科目】

教養特殊講義（自然） ｽﾎﾟｰﾂ科学で学ぶ教養（自然） ｽﾎﾟｰﾂ科学で学ぶ教養（健康）

ライフ 【3年次履修推奨科目：2科目】

26科目 ※新入生セミナー キャリアデザイン（１） 日本語リテラシー（１）～（７） プログラミング初級 メディアと文化発展 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文化発展 教養実践演習（総合）

75コマ ＩＣＴリテラシー ビジネスリテラシー（１）～（４） キャリアデザイン（２）（３） ライフデザインを考える

※は除く

駒澤大学の歴史 メディアと文化入門 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文化入門 プログラミング入門

【1～４年次履修科目群：2科目】

教養特殊講義（総合） ※世田谷６大学連携総合講座Ⅰ～Ⅴ ｽﾎﾟｰﾂ科学で学ぶ教養（余暇）

選必 英語ⅠAａ 英語ⅠBａ 英語ⅠAｂ 英語ⅠBｂ

ﾄﾞｲﾂ語ⅠAａ ﾄﾞｲﾂ語ⅠBａ ﾄﾞｲﾂ語ⅠAｂ ﾄﾞｲﾂ語ⅠBｂ

ﾌﾗﾝｽ語ⅠAａ ﾌﾗﾝｽ語ⅠBａ ﾌﾗﾝｽ語ⅠAｂ ﾌﾗﾝｽ語ⅠBｂ

中国語ⅠAａ 中国語ⅠBａ 中国語ⅠAｂ 中国語ⅠBｂ

ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠAａ ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠBａ ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠAｂ ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠBｂ

ﾛｼｱ語ⅠAａ ﾛｼｱ語ⅠBａ ﾛｼｱ語ⅠAｂ ﾛｼｱ語ⅠBｂ

選択 英語 TOEIC (R) Reading Ⅰ 学術英語資格試験Ⅰａ（読解） TOEIC (R) Reading Ⅱ 学術英語資格試験Ⅰｂ（聴解・会話） TOEIC (R) Speaking 英語ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅡａ TOEIC (R) Writing 英語ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅡｂ

TOEIC (R) Listening Ⅰ 英語多読・多聴ａ TOEIC (R) Listening Ⅱ 英語多読・多聴ｂ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｲﾝ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（実践） 英語ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（応用）

実用英会話（日常生活編） 英語ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅠａ 実用英会話（旅行編） 英語ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅠｂ 学術英語資格試験Ⅱａ（読解） 学術英語読解ａ 学術英語資格試験Ⅱｂ（聴解・会話） 学術英語読解ｂ

ビジネス英語Ⅰ 英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠａ ビジネス英語Ⅱ 英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠｂ 英語ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ

ﾄﾞｲﾂ語 ﾄﾞｲﾂ語ⅠAａ（選） ﾄﾞｲﾂ語ⅠBａ（選） ﾄﾞｲﾂ語ⅠAｂ（選） ﾄﾞｲﾂ語ⅠBｂ（選） ﾄﾞｲﾂ語Ⅱａ（選） ﾄﾞｲﾂ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟａ ﾄﾞｲﾂ語Ⅱｂ（選） ﾄﾞｲﾂ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟｂ

ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAａ ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBａ ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAｂ ﾄﾞｲﾂ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBｂ

ﾌﾗﾝｽ語 ﾌﾗﾝｽ語ⅠAａ（選） ﾌﾗﾝｽ語ⅠBａ（選） ﾌﾗﾝｽ語ⅠAｂ（選） ﾌﾗﾝｽ語ⅠBｂ（選） ﾌﾗﾝｽ語Ⅱａ（選） ﾌﾗﾝｽ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟａ ﾌﾗﾝｽ語Ⅱｂ（選） ﾌﾗﾝｽ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟｂ

ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAａ ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBａ ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAｂ ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBｂ

中国語 中国語ⅠAａ（選） 中国語ⅠBａ（選） 中国語ⅠAｂ（選） 中国語ⅠBｂ（選） 中国語Ⅱａ（選） 中国語ｽｷﾙｱｯﾌﾟａ 中国語Ⅱｂ（選） 中国語ｽｷﾙｱｯﾌﾟｂ

中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAａ 中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBａ 中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAｂ 中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBｂ

ｽﾍﾟｲﾝ語 ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠAａ（選） ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠBａ（選） ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠAｂ（選） ｽﾍﾟｲﾝ語ⅠBｂ（選） ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱａ（選） ｽﾍﾟｲﾝ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟａ ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅱｂ（選） ｽﾍﾟｲﾝ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟｂ

ｽﾍﾟｲﾝ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAａ ｽﾍﾟｲﾝ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBａ ｽﾍﾟｲﾝ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAｂ ｽﾍﾟｲﾝ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBｂ

ﾛｼｱ語 ﾛｼｱ語ⅠAａ（選） ﾛｼｱ語ⅠBａ（選） ﾛｼｱ語ⅠAｂ（選） ﾛｼｱ語ⅠBｂ（選） ﾛｼｱ語Ⅱａ（選） ﾛｼｱ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟａ ﾛｼｱ語Ⅱｂ（選） ﾛｼｱ語ｽｷﾙｱｯﾌﾟｂ

ﾛｼｱ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAａ ﾛｼｱ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBａ ﾛｼｱ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAｂ ﾛｼｱ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝBｂ

その他 朝鮮語ⅠAａ（選） 朝鮮語ⅠBａ（選） 朝鮮語ⅠAｂ（選） 朝鮮語ⅠBｂ（選） 朝鮮語Ⅱａ（選） 朝鮮語Ⅱｂ（選）

必修

選択 余暇学 健康・ｽﾎﾟｰﾂ論２

生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅰ（前期・基礎） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅰ（後期・基礎） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅱ（前期・基礎） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅱ（後期・基礎） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅲ（前期・基礎） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅲ（後期・基礎） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅳ（前期・基礎） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅳ（後期・基礎）

生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅰ（前期・応用） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅰ（後期・応用） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅱ（前期・応用） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅱ（後期・応用） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅲ（前期・応用） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅲ（後期・応用） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅳ（前期・応用） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ実習Ⅳ（後期・応用）

生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅰ（ｼｰｽﾞﾝ基礎A） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅰ（ｼｰｽﾞﾝ応用A） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅱ（ｼｰｽﾞﾝ基礎A） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅱ（ｼｰｽﾞﾝ応用A）

生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅰ（ｼｰｽﾞﾝ基礎B） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅰ（ｼｰｽﾞﾝ応用B） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅱ（ｼｰｽﾞﾝ基礎B） 生涯ｽﾎﾟｰﾂ演習Ⅱ（ｼｰｽﾞﾝ応用B）

仏教と人間（１） 新入生セミナー 仏教と人間（２） 駒澤大学の歴史

英語ⅠAａ 英語ⅠBａ 英語ⅠAｂ 英語ⅠBｂ 英語ⅡAａ/英語ⅡBａ/（英語ⅡDａ） 英語ⅡAｂ/英語ⅡBｂ/（英語ⅡDｂ）

キャリアデザイン（１） ビジネスリテラシー（１）～（４） キャリアデザイン（２） キャリアデザイン（３） ライフデザインを考える

ＩＣＴリテラシー プログラミング入門 プログラミング初級

日本語リテラシー（１）～（７） 日本文化の基礎

教
養
教
育
科
目

【1～４年次履修科目】外国文化（１）～（５）

※赤字は前回配布資料から変更した箇所

人文 【1年次履修推奨科目群：3科目】 【2年次履修推奨科目群：8科目】

116科目

【1年次履修推奨科目群：12科目】

英語ⅡAｂ/英語ⅡBｂ/（英語ⅡDｂ）

ﾄﾞｲﾂ語ⅡAｂ/ﾄﾞｲﾂ語ⅡBｂ/（ﾄﾞｲﾂ語ⅡDｂ）

ﾌﾗﾝｽ語ⅡAｂ/ﾌﾗﾝｽ語ⅡBｂ/（ﾌﾗﾝｽ語ⅡDｂ）

駒澤人
育成

基礎プログラム

初年次教育

実用英語教育

日本語リテラシー

キャリア教育

ICT教育

【2年次履修推奨科目群：16科目】

後期

健康・ｽﾎﾟｰﾂ実習（１～１２）

健康・ｽﾎﾟｰﾂ論１

ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡAａ/ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡBａ/（ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡDａ）

ﾛｼｱ語ⅡAａ/ﾛｼｱ語ⅡBａ/（ﾛｼｱ語ⅡDａ）

【1年次履修推奨科目群：13科目】

【1・2年次履修推奨科目群：4科目】

ﾌﾗﾝｽ語ⅡAａ/ﾌﾗﾝｽ語ⅡBａ/（ﾌﾗﾝｽ語ⅡDａ）

中国語ⅡAａ/中国語ⅡBａ/（中国語ⅡDａ）

英語ⅡAａ/英語ⅡBａ/（英語ⅡDａ）

ﾄﾞｲﾂ語ⅡAａ/ﾄﾞｲﾂ語ⅡBａ/（ﾄﾞｲﾂ語ⅡDａ）

中国語ⅡAｂ/中国語ⅡBｂ/（中国語ⅡDｂ）

ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡAｂ/ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡBｂ/（ｽﾍﾟｲﾝ語ⅡDｂ）

ﾛｼｱ語ⅡAｂ/ﾛｼｱ語ⅡBｂ/（ﾛｼｱ語ⅡDｂ）

３年次 ４年次１年次
前期 後期

2021年度　全学共通科目履修系統図

全
学
共
通
科
目

保
健
体
育
科
目

外
国
語
科
目

【1・2年次履修推奨科目群：10科目】

【2年次履修推奨科目群：7科目】

前期

【2年次履修推奨科目群：5科目】

仏教と人間

２年次

【2・3年次履修推奨科目群：10科目】

【1年次履修推奨科目群：6科目】

【1・2年次履修推奨科目群：11科目】


