平成30年度入学生

生活未来科

ビジネスキャリアコース

カリキュラム・ツリー

１回生

２回生

学修成果を得るために

前期

後期

3126 日本企業論

3150 経営学総論

3190 日本経済とビジネス

3137 事業計画論

3160 経理実務Ⅰ

3170 経理実務Ⅱ

3180 マーケティング

3305 観光ビジネス

3138 ビジネス実務概論

3310 地域活性化論

1630 生活と未来

前期

後期

1700 社会調査法
3905 ゼミナールⅠ

必要な項目

ビジネスの専門知識や
企業マーケティングに

3191 オフィス実務演習Ⅰ

3192 オフィス実務演習Ⅱ

関する知識を身につけ

3920 ゼミナールⅡ

3951 卒業研究Ⅰ

3952 卒業研究Ⅱ

る

3810 ビジネス実践演習Ⅰ

3820 ビジネス実践演習Ⅱ

2440 食農ビジネス
3200 文書作成Ⅰ

3205 文書作成Ⅱ

8425 情報概論

3210 データ処理Ⅰ

3215 データ処理Ⅱ

3220 データベース
3230 ホームページ作成
3225

3134 ビジネス文書

3133 オフィススタディ

3235 イラスト・画像処理Ⅰ

3436 イラスト・画像処理Ⅱ

プレゼンテーション・
ビデオ編集

情報処理能力を身につ
ける

1590 介護保険実務
Ⅰ

1700 社会調査法
1105

2430

コミュニケーション演
習

カラーコーディネート
論

8001 基礎ゼミナールⅠ

3311 ホスピタリティ論

3133 オフィススタディ

3134 ビジネス文書

3191 オフィス実務演習Ⅰ

3801 インターンシップⅠ

3802 インターンシップⅡ

3430

3137 事業計画論
3192 オフィス実務演習Ⅱ

ビジネスコミュニケー

ビ

ション能力を身につけ

ジ

る

ネ
ス

カラーコーディネート

に

演習

3443 プロダクトデザインⅠ

3444 プロダクトデザインⅡ

3235 イラスト・画像処理Ⅰ

3436 イラスト・画像処理Ⅱ

関

につける

す
る

8005 基礎ゼミナールⅡ

8190 キャリアデザイン

デザイン表現能力を身

知

基礎処理能力やキャリ
8195 数の世界

ア設計能力を身につけ

3138 ビジネス実務概論

る

識
と
技

3133 オフィススタディ
3134 ビジネス文書

術

3138 ビジネス実務概論
3191 オフィス実務演習Ⅰ

3192 オフィス実務演習Ⅱ

1700 社会調査法
2305 食育実践演習
2410

2175 応用栄養学

フードスペシャリスト
論

2400 食料経済

2440 食農ビジネス

2425 食品加工実習

2170 基礎栄養学

2150

1610

グリーンプランニング
Ⅰ

3341 医療事務総論

1615
1215

2415

論

食品の官能評価・鑑別
論

1590 介護保険実務

スペシャリストを目指
した知識やスキルを身

2105 公衆衛生学

む)
Ⅱ

フードコーディネート

2160 食品衛生学

食品材料学(加工学を含
グリーンプランニング

2420

につける

1505 発達と老化の理解

高齢者に対する支援と
介護保険制度

2110 社会福祉概論
3342 医療事務演習
3340 医薬と検査
1540 解剖生理学
１回生
前期

２回生
後期

学修成果を得るために

前期

後期
3952 卒業研究Ⅱ

3905 ゼミナールⅠ

3920 ゼミナールⅡ

3951 卒業研究Ⅰ

1630 生活と未来

3810 ビジネス実践演習Ⅰ

3820 ビジネス実践演習Ⅱ

力 ・

学修成果を得るために

前期

後期
3952 卒業研究Ⅱ

3905 ゼミナールⅠ

3920 ゼミナールⅡ

3951 卒業研究Ⅰ

1630 生活と未来

3810 ビジネス実践演習Ⅰ

3820 ビジネス実践演習Ⅱ

3801 インターンシップⅠ

3802 インターンシップⅡ

Ⅱ

協

２回生
後期

調 働

3802 インターンシップⅡ

１回生
前期

協
チームワーク実践力

3311 ホスピタリティ論
3801 インターンシップⅠ

必要な項目

必要な項目
解
課題解決力PDCA

決
力

課
題

Ⅲ

平成30年度入学生

基礎教養科目

カリキュラム・ツリー

１回生
前期
8305 英語Ⅰ

２回生
後期

前期

学修成果を得るために
後期

必要な項目

8305 英語Ⅰ
8310 英語Ⅱ
語学

8325 英会話
8330 フランス語Ⅰ

8335 フランス語Ⅱ

8125 心理学

8125 心理学

知
8145 社会学
8105 人権と差別

8205 日本語・日本事情Ⅰ

8210 日本語・日本事情Ⅱ

8115 文字とことばの歴史

8118 奈良の伝統行事

8116 奈良とお茶

8119 奈良の伝統工芸

自己理解・
8105 人権と差別

相互理解

識
と
教
養

地域・奈良

8117 奈良の食と文化
8250 健康・スポーツ論
8110 国語表現法

8255 健康・スポーツ実習

8250 健康・スポーツ論

8110 国語表現法

国語
8135 日本の憲法

憲法

8195 数の世界
8001 基礎ゼミナールⅠ

健康

数学

会
貢
献

8005 基礎ゼミナールⅡ
キャリア
8190 キャリアデザイン

の
基
盤

8425 情報概論
情報
8405 情報処理演習Ⅰ

社

8410 情報処理演習Ⅱ

8415 情報処理演習Ⅲ

8420 情報処理演習Ⅳ

