
卒業までに必要な単位数（大学） 

 

（１） 卒業に必要な単位数 

 

≪ 2021 年度入学生 人間科学科 ≫ 

卒業に必要な単位数は下表のとおりです。 

 小計 合計 

共通教養科目  ● 20 単位 

124 単位 

外国語科目 同一外国語で ● 4 単位 

専門科目 

学科基礎科目 

プロゼミ  4 単位 

導入科目 ● 4 単位 

入門科目 ● 4 単位 

演習 ● 8 単位 

学科選択専門科目 ● 12 単位 

卒業研究  4 単位 

自由履修科目 

下記のものは自動的に自由履修科目単位としてカウント

されます。 

・卒業論文 

・現代人間学部共通科目 

・上記●の単位を超えて修得した単位 

・他学部他学科専門科目（全学開講欄が○のもの） 

※資格課程専用科目を含めることができません。 

64 単位 

 

 

（２） 履修の要領 

 

 各課程合わせて 124 単位 

 各課程（共通教養、外国語、専門科目、自由履修科目）それぞれについて必要単位数を満たしてく

ださい。 

① 共通教養 20 単位 

② 外国語 4 単位 

③ 専門科目 プロゼミ 4単位 導入科目 4単位 入門科目 4 単位 演習 8 単位 学科選択専門科目

12 単位 卒業研究 4単位 

④ 自由履修科目 64 単位 

共通教養科目、外国語科目、導入科目、演習科目、人間科学科選択専門科目を卒業所要単位数を超

えて修得した単位は、自由履修科目単位としてカウントされます。また、卒業論文、現代人間学部

共通科目、他学部他学科専門科目も含まれます。ただし、資格課程専用科目を除きます。 



 

（１）卒業に必要な単位数 

 

≪ 2019～2020 年度入学生 人間科学科 ≫ 

卒業に必要な単位数は下表のとおりです。 

 小計 合計 

共通教養科目  ● 20 単位 

124 単位 

外国語科目 同一外国語で ● 4 単位 

専門科目 

プロゼミ  4 単位 

演習 ● 4 単位 

学科専門科目 ● 12 単位 

卒業研究  10 単位 

自由履修科目 

下記のものは自動的に自由履修科目単位としてカウント

されます。 

・現代人間学部共通科目 

・上記●の単位を超えて修得した単位 

・他学部他学科専門科目（全学開講欄が○のもの） 

※資格課程専用科目を含めることができません。 

70 単位 

 

 

（２）履修の要領 

 

 各課程合わせて 124 単位 

 各課程（共通教養、外国語、専門科目、自由履修科目）それぞれについて必要単位数を満たしてく

ださい。 

⑤ 共通教養 20 単位 

⑥ 外国語 4 単位 

⑦ 専門科目 プロゼミ 4単位 演習 4単位 学科専門科目 12 単位 卒業研究 10 単位 

⑧ 自由履修科目 70 単位 

共通教養科目、外国語科目、演習科目、人間科学科専門科目を卒業所要単位数を超えて修得した単

位は、自由履修科目単位としてカウントされます。また、現代人間学部共通科目、他学部他学科専

門科目も含まれます。ただし、資格課程専用科目を除きます。 

 

 

 

 

 



 

（１）卒業に必要な単位数 

 

≪ 2018 年度入学生 身体環境共生学科 ≫ 

卒業に必要な単位数は下表のとおりです。 

 小計 合計 

共通教養科目  ● 20 単位 

124 単位 

外国語科目 同一外国語で ● 4 単位 

専門科目 

プロゼミ  4 単位 

演習 ● 4 単位 

学科専門科目 ● 12 単位 

卒業研究  10 単位 

自由履修科目 

下記のものは自動的に自由履修科目単位としてカウント

されます。 

・現代人間学部共通科目 

・上記●の単位を超えて修得した単位 

・他学部他学科専門科目（全学開講欄が○のもの） 

※資格課程専用科目を含めることができません。 

70 単位 

 

 

≪ 2015～2017 年度入学生 身体環境共生学科 ≫ 

卒業に必要な単位数は下表のとおりです。 

 小計 合計 

共通教養科目  ● 24 単位 

124 単位 

外国語科目 同一外国語で ● 4 単位 

専門科目 

プロゼミ  4 単位 

演習 ● 4 単位 

学科専門科目 ● 12 単位 

卒業研究  10 単位 

自由履修科目 

下記のものは自動的に自由履修科目単位としてカウント

されます。 

・現代人間学部共通科目 

・上記●の単位を超えて修得した単位 

・他学部他学科専門科目（全学開講欄が○のもの） 

※資格課程専用科目を含めることができません。 

66 単位 

 



 

（２）履修の要領 

 

 各課程合わせて 124 単位 

 各課程（共通教養、外国語、専門科目、自由履修科目）それぞれについて必要単位数を満たしてく

ださい。 

① 共通教養 2018 年度入学生 20 単位  2015～2017 年度入学生 24 単位 

② 外国語 4 単位 

③ 専門科目 プロゼミ 4単位 演習 4単位 学科専門科目 12 単位 卒業研究 10 単位 

④ 自由履修科目 2018 年度入学生 70 単位  2015～2017 年度入学生 66 単位 

共通教養科目、外国語科目、演習科目、身体環境共生学科専門科目を卒業所要単位数を超えて修得

した単位は、自由履修科目単位としてカウントされます。また、現代人間学部共通科目、他学部他

学科専門科目も含まれます。ただし、資格課程専用科目を除きます。 

 

 

【留意事項】 

※人間科学科は、2019 年度に身体環境共生学科から名称変更した。 

 

 


