
通信教育部のカリキュラム体系

教養科目
卒業要件30単位卒業要件30単位

＋

専門科目
卒業要件60単位

＋

自由選択科目教養科目 専門科目

＋

卒業要件34単位

自由選択科目教養科目 専門科目

卒業要件単位：合計124単位以上



史 学 文化財学

通信教育部専門科目の学科目間の関係図

史 学 文化財学

史学講読Ⅰ 文化財学講読Ⅰ
史学講読Ⅱ 文化財学講読Ⅱ

専門基礎知識の修得

学問の基礎的展望

東洋史概論 考古学概論
西洋史概論 美術史概論

史料学概論

日本史特殊講義 奈良文化論 考古学特殊講義
東洋史特殊講義 言語伝承論 美術史特殊講義
西洋史特殊講義 江戸文学論 仏教考古学
古文書学 歴史文学論 文化財修復学

専門知識の細分・拡大

書学 史 学論 財修復学
神話伝承論 建築史
書誌学
平安文学論
観光論
歴史地理学
シルクロード学
民俗学

史学演習Ⅰ 文化財学演習Ⅰ
史学演習Ⅱ 文化財学演習Ⅱ

専門知識の深化

史学演習Ⅱ 文化財学演習Ⅱ
史学演習Ⅲ 文化財学演習Ⅲ

卒業論文



教養一般 教養語学 専門基礎知識の修得 学問の基礎的展望 専門知識の細分・拡大 専門知識の深化

人間論Ⅰ (T2) 英語Ⅰ (S1) 史学講読Ⅰ (T2) 史料学概論 (T4) シルクロード学 (T2) 文化人類学 (T2)

人間論Ⅱ (T2) 英語Ⅱ (S1) 考古学概論 (T4) 奈良文化論 (S2) 心理学基礎 (S2)

国際関係論Ⅰ (T2) 英語Ⅲ (S1) 神話伝承論 (S2) 経営学基礎 (S2)

国際関係論Ⅱ (T2) 中国語 (S1) 仏教考古学 (S2)

環境論Ⅰ (T2)

環境論Ⅱ (T2)

情報基礎・倫理 (T2)

健康論 (T2)

スポーツ実技 (S1)

人間論Ⅲ (T2) 史学講読Ⅱ (S2) 美術史概論 (T4) 江戸文学論 (T2) 社会学基礎 (S2)

人間論Ⅳ (T2) 東洋史概論 (T4) 歴史文学論 (T2) 情報処理 (S2)

国際関係論Ⅲ (T2) 西洋史概論 (T4) 書誌学 (T2)

環境論Ⅲ (T2) 平安文学論 (T2)

環境論Ⅳ (T2) 民俗学 (T2)

法学概論 (T2) 文化財修復学 (S2)

国際関係論Ⅳ (S2)

データ処理論 (S1)

東洋史特殊講義 (T2) 史学演習Ⅰ (S2) 現代文学論 (T2)

言語伝承論 (T2) 史学演習Ⅱ (S2) 自然地理学 (T2)

観光論 (T2) 地理情報ｼｽﾃﾑ (S2)

古文書学 (T2) 臨床心理学 (S2)

日本史特殊講義 (S2)

考古学特殊講義 (S2)

美術史特殊講義 (S2)

歴史地理学 (S2)

西洋史特殊講義 (T2) 史学演習Ⅲ (S2) 人文地理学 (T2)

建築史 (T2) 卒業論文 (R8) 気候学 (T2)

28単位選択必修 2単位選択必修 4単位必修 12単位選択必修 30単位選択必修 14単位必修

4単位必修 8単位選択必修 10単位選択必修 14単位必修

※科目名右横の記号(例:T2,S2)の｢T｣はﾃｷｽﾄ科目､｢S｣はｽｸｰﾘﾝｸﾞ科目を表し､数字は単位数を表しています。

教 養 科 目 専 門 科 目
自 由 選 択 科 目

卒業要件単位数　合計124単位

卒業要件単位数　合計124単位

１
年
次
入
学
生

３
年
次
編
入
学
生

１
年
次

教養科目30単位一括認定

合計34単位一括認定

２
年
次

通信教育部 履修モデル　［史学コース］　

３
年
次

４
年
次

専門科目から合計60単位修得

教養科目、専門科目、自由選択科目から合計34単位修得

教養科目から合計30単位修得 専門科目から合計60単位修得

概論と各論から24単位選択



教養一般 教養語学 専門基礎知識の修得 学問の基礎的展望 専門知識の細分・拡大 専門知識の深化

人間論Ⅰ (T2) 英語Ⅰ (S1) 文化財学講読Ⅰ (T2) 史料学概論 (T4) シルクロード学 (T2) 文化人類学 (T2)

人間論Ⅱ (T2) 英語Ⅱ (S1) 考古学概論 (T4) 奈良文化論 (S2) 心理学基礎 (S2)

国際関係論Ⅰ (T2) 英語Ⅲ (S1) 神話伝承論 (S2) 経営学基礎 (S2)

国際関係論Ⅱ (T2) 中国語 (S1) 仏教考古学 (S2)

環境論Ⅰ (T2)

環境論Ⅱ (T2)

情報基礎・倫理 (T2)

健康論 (T2)

スポーツ実技 (S1)

人間論Ⅲ (T2) 文化財学講読Ⅱ (S2) 美術史概論 (T4) 江戸文学論 (T2) 社会学基礎 (S2)

人間論Ⅳ (T2) 東洋史概論 (T4) 歴史文学論 (T2) 情報処理 (S2)

国際関係論Ⅲ (T2) 西洋史概論 (T4) 書誌学 (T2)

環境論Ⅲ (T2) 平安文学論 (T2)

環境論Ⅳ (T2) 民俗学 (T2)

法学概論 (T2) 文化財修復学 (S2)

国際関係論Ⅳ (S2)

データ処理論 (S1)

東洋史特殊講義 (T2) 文化財学演習Ⅰ (S2) 現代文学論 (T2)

言語伝承論 (T2) 文化財学演習Ⅱ (S2) 自然地理学 (T2)

観光論 (T2) 地理情報ｼｽﾃﾑ (S2)

古文書学 (T2) 臨床心理学 (S2)

日本史特殊講義 (S2)

考古学特殊講義 (S2)

美術史特殊講義 (S2)

歴史地理学 (S2)

西洋史特殊講義 (T2) 文化財学演習Ⅲ (S2) 人文地理学 (T2)

建築史 (T2) 卒業論文 (R8) 気候学 (T2)

28単位選択必修 2単位選択必修 4単位必修 12単位選択必修 30単位選択必修 14単位必修

4単位必修 8単位選択必修 10単位選択必修 14単位必修

合計34単位一括認定

２
年
次

通信教育部 履修モデル　［文化財学コース］

３
年
次

４
年
次

専門科目から合計60単位修得

教養科目、専門科目、自由選択科目から合計34単位修得

教養科目から合計30単位修得 専門科目から合計60単位修得

概論と各論から24単位選択

※科目名右横の記号(例:T2,S2)の｢T｣はﾃｷｽﾄ科目､｢S｣はｽｸｰﾘﾝｸﾞ科目を表し､数字は単位数を表しています。

教 養 科 目 専 門 科 目
自 由 選 択 科 目

卒業要件単位数　合計124単位

卒業要件単位数　合計124単位

１
年
次
入
学
生

３
年
次
編
入
学
生

１
年
次

教養科目30単位一括認定



教養一般 教養語学 専門基礎知識の修得 学問の基礎的展望 専門知識の細分・拡大 専門知識の深化

人間論Ⅰ (T2) 英語Ⅰ (S1) 史学講読Ⅰ (T2) 史料学概論 (T4) シルクロード学 (T2) 文化人類学 (T2)

人間論Ⅱ (T2) 英語Ⅱ (S1) 考古学概論 (T4) 奈良文化論 (S2) 心理学基礎 (S2)

国際関係論Ⅰ (T2) 英語Ⅲ (S1) 神話伝承論 (S2) 経営学基礎 (S2)

国際関係論Ⅱ (T2) 中国語 (S1) 仏教考古学 (S2)

環境論Ⅰ (T2)

環境論Ⅱ (T2)

情報基礎・倫理 (T2)

健康論 (T2)

スポーツ実技 (S1)

人間論Ⅲ (T2) 史学講読Ⅱ (S2) 美術史概論 (T4) 江戸文学論 (T2) 社会学基礎 (S2) 生涯学習概論 (T2)

人間論Ⅳ (T2) 東洋史概論 (T4) 歴史文学論 (T2) 情報処理 (S2) 博物館概論 (T2)

国際関係論Ⅲ (T2) 西洋史概論 (T4) 書誌学 (T2) 博物館経営論 (T2)

環境論Ⅲ (T2) 平安文学論 (T2) 博物館資料論 (T2)

環境論Ⅳ (T2) 民俗学 (T2) 博物館資料保存論 (T2)

法学概論 (T2) 文化財修復学 (S2) 博物館展示論 (T2)

国際関係論Ⅳ (S2) 博物館教育論 (T2)

データ処理論 (S1) 博物館情報・メディア論 (T2)

東洋史特殊講義 (T2) 史学演習Ⅰ (S2) 現代文学論 (T2) 博物館実習(一) (S3)

言語伝承論 (T2) 史学演習Ⅱ (S2) 自然地理学 (T2)

観光論 (T2) 地理情報ｼｽﾃﾑ (S2)

古文書学 (T2) 臨床心理学 (S2)

日本史特殊講義 (S2)

考古学特殊講義 (S2)

美術史特殊講義 (S2)

歴史地理学 (S2)

西洋史特殊講義 (T2) 史学演習Ⅲ (S2) 人文地理学 (T2) 博物館実習(二) (S3)

建築史 (T2) 卒業論文 (R8) 気候学 (T2)

28単位選択必修 2単位選択必修 4単位必修 12単位選択必修 30単位選択必修 14単位必修

4単位必修 8単位選択必修 10単位選択必修 14単位必修

卒業要件単位数　合計124単位

１
年
次
入
学
生

３
年
次
編
入
学
生

１
年
次

教養科目30単位一括認定

合計34単位一括認定

２
年
次

３
年
次

４
年
次

専門科目から合計60単位修得

概論と各論から24単位選択

教 養 科 目 専 門 科 目
自 由 選 択 科 目

卒業要件単位数　合計124単位

教養科目、専門科目、自由選択科目から合計34単位修得

教養科目から合計30単位修得 専門科目から合計60単位修得

博物館学芸員資格科目

通信教育部 履修モデル　［史学コース］　※学芸員資格取得含む　

19単位必修

＋

＋

19単位必修

※博物館実習は、博物館
実習(一)、（二）の修了を
もって3単位の修得となりま
す。

※博物館実習は、博物館
実習(一)、（二）の修了を
もって3単位の修得となりま
す。

※科目名右横の記号(例:T2,S2)の｢T｣はﾃｷｽﾄ科目､｢S｣はｽｸｰﾘﾝｸﾞ科目を表し､数字は単位数を表しています。



教養一般 教養語学 専門基礎知識の修得 学問の基礎的展望 専門知識の細分・拡大 専門知識の深化

人間論Ⅰ (T2) 英語Ⅰ (S1) 文化財学講読Ⅰ (T2) 史料学概論 (T4) シルクロード学 (T2) 文化人類学 (T2)

人間論Ⅱ (T2) 英語Ⅱ (S1) 考古学概論 (T4) 奈良文化論 (S2) 心理学基礎 (S2)

国際関係論Ⅰ (T2) 英語Ⅲ (S1) 神話伝承論 (S2) 経営学基礎 (S2)

国際関係論Ⅱ (T2) 中国語 (S1) 仏教考古学 (S2)

環境論Ⅰ (T2)

環境論Ⅱ (T2)

情報基礎・倫理 (T2)

健康論 (T2)

スポーツ実技 (S1)

人間論Ⅲ (T2) 文化財学講読Ⅱ (S2) 美術史概論 (T4) 江戸文学論 (T2) 社会学基礎 (S2) 生涯学習概論 (T2)

人間論Ⅳ (T2) 東洋史概論 (T4) 歴史文学論 (T2) 情報処理 (S2) 博物館概論 (T2)

国際関係論Ⅲ (T2) 西洋史概論 (T4) 書誌学 (T2) 博物館経営論 (T2)

環境論Ⅲ (T2) 平安文学論 (T2) 博物館資料論 (T2)

環境論Ⅳ (T2) 民俗学 (T2) 博物館資料保存論 (T2)

法学概論 (T2) 文化財修復学 (S2) 博物館展示論 (T2)

国際関係論Ⅳ (S2) 博物館教育論 (T2)

データ処理論 (S1) 博物館情報・メディア論 (T2)

東洋史特殊講義 (T2) 文化財学演習Ⅰ (S2) 現代文学論 (T2) 博物館実習(一) (S3)

言語伝承論 (T2) 文化財学演習Ⅱ (S2) 自然地理学 (T2)

観光論 (T2) 地理情報ｼｽﾃﾑ (S2)

古文書学 (T2) 臨床心理学 (S2)

日本史特殊講義 (S2)

考古学特殊講義 (S2)

美術史特殊講義 (S2)

歴史地理学 (S2)

西洋史特殊講義 (T2) 文化財学演習Ⅲ (S2) 人文地理学 (T2) 博物館実習(二) (S3)

建築史 (T2) 卒業論文 (R8) 気候学 (T2)

28単位選択必修 2単位選択必修 4単位必修 12単位選択必修 30単位選択必修 14単位必修

4単位必修 8単位選択必修 10単位選択必修 14単位必修

博物館学芸員資格科目

通信教育部 履修モデル　［文化財学コース］　※学芸員資格取得含む　

19単位必修

＋

＋

19単位必修

※博物館実習は、博物館
実習(一)、（二）の修了を
もって3単位の修得となりま
す。

※博物館実習は、博物館
実習(一)、（二）の修了を
もって3単位の修得となりま
す。

※科目名右横の記号(例:T2,S2)の｢T｣はﾃｷｽﾄ科目､｢S｣はｽｸｰﾘﾝｸﾞ科目を表し､数字は単位数を表しています。

概論と各論から24単位選択

教 養 科 目 専 門 科 目
自 由 選 択 科 目

卒業要件単位数　合計124単位

教養科目、専門科目、自由選択科目から合計34単位修得

教養科目から合計30単位修得 専門科目から合計60単位修得

卒業要件単位数　合計124単位

１
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次
入
学
生

３
年
次
編
入
学
生

１
年
次

教養科目30単位一括認定

合計34単位一括認定

２
年
次

３
年
次

４
年
次

専門科目から合計60単位修得
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