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●学部：全科履修生、選科履修生、科目履修生  ●大学院：修士選科生、修士科目生

出願・新規入学・継続入学・学び方等に関するご相談は
学習センターまたは本部・学生サポートセンター（043-276-5111）へ

※大学院：修士全科生・博士全科生（年1回募集・選考試験あり）8月中旬～8月下旬（予定）

出願期間・出願方法について、くわしくは
本学ウェブサイトまたは学生募集要項でご確認ください。

入学のチャンスは年2回 4月 10月

あなたはどの

領域を極めますか？



「興味ある分野を、集中して学びたい」
そのようなニーズにお応えする
放送大学の学習（履修証明）プログラムです。

「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）」は、2006年から放
送大学が実施している学習プログラム（履修証明プログラム）で、学
校教育法第105条「履修証明制度」※ に対応しています。本学が指
定する特定の授業科目群（本冊子掲載の20プラン）に沿って専門分
野を体系的に学び、申請することで、修了者には法に基づく認証状
と証明書のほか、希望者には携帯できる認証カードが交付されます。
履歴書への記載や、博物館などボランティア活動での提示など、ご
自身の活動やキャリアアップに役立ちます。
※学校教育法第105条「履修証明制度」とは…
社会人などを対象とした、2007年に始まった新しい履修・学習の証明制度。大学など
が開設した一定のまとまりある学習プログラム（履修証明プログラム）の修了者に対し
て、大学などが法に基づく「履修証明書」（certificate）を交付できる制度です。「履修証
明制度」の詳細については、文部科学省のウェブサイトにてご確認ください。

学習計画を立てる際の
履修モデルとして

学士とは別に
特定の専門分野の修得を
証明するものとして

ある専門分野を
体系的に学ぶ際の
道しるべとして

認証状取得そのものを
目標として

卒業への道のりの
ステップとして

※認証状取得のために修得した
単位は、卒業要件に必要な単位と
してもカウントされます。

の活用方法は

Be expert !

Acquis�i�!

で認証状を取得するまで

認証取得条件を満たされた方には、申請
すれば「認証状」が交付されます。また希
望される方には携帯できる「放送大学科目
群履修認証カード」を発行いたします。

（※イメージ）

入  学

全科履修生、選科履
修生、または科目履修
生として入学

認証状申請

認証取得条件を満た
したら、認証状を申請

認証状取得を目指す
プランの認証取得条
件を満たす

※入学手続・科目登録の段階では認証状の申請は必要ありません。

認証取得
条件充足

選科履修生の方
科目履修生の方全科履修生の方

卒業を目指す 一科目から学ぶ
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を利用するには
本制度は教養学部の全科履修生・選科履修生※・科目履修生※が対
象です。在学していない方が履修を希望される場合は、年2回の
募集期間に入学手続きを行ってください。
※選科履修生・科目履修生が本制度を利用するには、本学全科履修生への入学
資格（高校卒業等）を満たしていることが条件となります。入学資格を満たし
ていれば全科履修生でなくても利用できます。
※本制度は本学の卒業要件ではありません。必ずしも取得する必要はありません。

「履修証明制度」の詳細については文部科学省のウェブサイトにてご確認ください。

在学生・過去に在学されていた方へ
本冊子では、2022年度に開講している科目のみを掲載していま
す。このほか、認証取得条件に含まれる科目のうち、閉講となって
いる科目については、本学ウェブサイトまたは学習センター等で配
布している「科目群履修認定制度（放送大学エキスパート）について
～認証取得の手引き～」（2022年度版）でご案内していますので必
ずご確認ください。

認証取得条件・手続き等について
認証取得条件は「単位数」で指定されています。放送大学の放送
授業は1科目2単位で、オンライン授業は1科目1単位または
2単位のものがあり、面接授業（スクーリング）は1科目1単位と
なっています。
なお、「認証状」は在学期間中および在学期間終了翌学期中まで
申請することができます。

その他詳細については、本学ウェブサイトまたは学習センター等
で配布している「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）に
ついて～認証取得の手引き～」（2022年度版）をご覧ください。
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福祉コーディネータプラン

社会生活企画プラン
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市民活動支援プラン
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宇宙・地球科学プラン
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学校地域連携コーディネーター 28

データサイエンス・リテラシー 30

データサイエンス応用基礎 32

認証プラン名 認証状の名称 掲載ページ

2022年度認証の
20プラン一覧

このパンフレットの条件による申請は、2022年4月1日より受付を開始します。

※「認証状」、「証明書」及び「カード」には「認証状の名称」が記載されます。
「認証プラン名」は記載されませんので、ご了承ください。
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1 健康福祉指導プラン 2 福祉コーディネータプラン

介護予防や健康維持のため、
中高年者・健常人に適切な
運動実践を促す指導者を目指します。

福祉NPOや地域で活躍する人に求められる
福祉や保険の知識、活動知見を高めます。

認証状の名称  健康福祉運動指導者 認証状の名称 福祉コーディネータ

◎：必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 運動と健康（’22） ◎
2 食と健康（’18） ◎
3 在宅看護論（’17） ◎
4 リハビリテーション（’19） ◎
5 高齢期の生活変動と社会的方策（’19） ◎
6 健康と社会（’17）
7 健康への力の探究（’19）
8 睡眠と健康（’21）
9 公衆衛生（’19）

10 感染症と生体防御（’18）
11 今日のメンタルヘルス（’19）
12 看護学概説（’22）
13 認知症と生きる（’21）
14 基礎看護学（’16）
15 死生学のフィールド（’18）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 社会福祉ー新しい地平を拓く（’22） ○
2 人間にとって貧困とは何か（’19） ○
3 子どもの人権をどうまもるのか（’21） ○
4 高齢期の生活変動と社会的方策（’19） ○
5 社会保障の国際動向と日本の課題（’19） ○
6 家族問題と家族支援（’20） ○
7 ライフステージと社会保障（’20） ○
8 社会福祉実践とは何か（’22） ○
9 地域福祉の課題と展望（’22） ○

10 今日のメンタルヘルス（’19） ○
11 地域包括ケアシステムと在宅医療（’18） 【1単位】 ○
12 死生学のフィールド（’18） ○
13 社会福祉と法（’20） ○
14 情報化社会と国際ボランティア（’19） ○
15 健康と社会（’17）
16 運動と健康（’22）
17 公衆衛生（’19）
18 リスク社会の家族変動（’20）
19 人口減少社会の構想（’17）
20 子育て支援ー法と政策を学ぶ（’20） 【1単位】
21 女性のキャリアデザインの展開（’17） 【1単位】
22 食と健康（’18）
23 在宅看護論（’17）
24 認知症と生きる（’21）
25 乳幼児の保育・教育（’21）
26 雇用社会と法（’21）
27 家族と高齢社会の法（’17）
28 都市と地域の社会学（’18）
29 社会調査の基礎（’19）
30 福祉心理学（’21）
31 障害者・障害児心理学（’21）
※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群48単位の中から、必修科目10単
位を含めて、20単位以上を修得すること。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群104単位の中から、選択必修科目
10単位を含めて、20単位以上を修得すること。

認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます

※「福祉コーディネータ」は、放送大学独自の呼称です。
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3 社会生活企画プラン 4 心理学基礎プラン

個人・コミュニティ・組織など、社会の
仕組みを科学的にプランニングする

「社会生活プランナー※」を目指します。

心理学を包括的に理解するため、
入門・初級から、さらにより高い
レベルを目指します。

認証状の名称  社会生活プランナー 認証状の名称  心理学基礎

◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 社会学概論（’21） ○
2 ライフステージと社会保障（’20） ○
3 人口減少社会の構想（’17） ○
4 生涯学習を考える（’17） ○
5 災害社会学（’20） ○
6 都市と農山村からみる身近な経済（’18） ○
7 都市と地域の社会学（’18） ○
8 市民自治の知識と実践（’21）
9 健康と社会（’17）

10 健康への力の探究（’19）
11 人間にとって貧困とは何か（’19）
12 社会福祉ー新しい地平を拓く（’22）
13 社会と産業の倫理（’21）
14 社会統計学入門（’18）
15 ソーシャルシティ（’17）
16 リスク社会の家族変動（’20）
17 財政と現代の経済社会（'19）
18 緑地環境の計画（’21）
19 行政学概説（’20）
20 家族と高齢社会の法（’17）
21 社会福祉と法（’20）
22 色と形を探究する（’17）
23 海からみた産業と日本（’22）
24 世界の中の日本外交（’21）
25 新時代の組織経営と働き方（’20）
26 環境と社会（’21）
27 情報技術が拓く人間理解（’20）
28 暮らしに活かす不動産学（’22）
29 経営学概論（’18）
※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群96単位の中から、選択必修科目8
単位以上を含めて、20単位以上を修得すること。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群56単位の中から、必修科目2単
位、選択必修科目8単位以上を含めて、20単位以上を修得す
ること。

※「社会生活プランナー」は、放送大学独自の呼称です。

［注］2015年度発行分までの認証状の名称は「社会企画士」となります。

認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 心理学概論（’18） ◎
2 心理と教育へのいざない（’18） ○
3 発達科学の先人たち（’16） ○
4 教育・学校心理学（’20） ○
5 発達心理学概論（’17） ○
6 心理学統計法（’21） ○
7 心理学研究法（’20） ○
8 錯覚の科学（’20）
9 知覚・認知心理学（’19）

10 神経・生理心理学（’22）
11 臨床心理学概論（’20）
12 社会・集団・家族心理学（’20）
13 交通心理学（’17）
14 危機の心理学（’17）
15 産業・組織心理学（’20）
16 司法・犯罪心理学（’20）
17 心理的アセスメント（’20）
18 学習・言語心理学（’21）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。



認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます
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5 臨床心理学基礎プラン 6 市民活動支援プラン

人と人との実践的かかわりに関する
臨床心理学の基礎的知識の
習得を目指します。

政治的な教養、法的な枠組みを学び、
市民活動への高度なサポート能力を
育成します。

認証状の名称  臨床心理学基礎 認証状の名称  市民政策論

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群58単位の中から、必修科目4単
位、選択必修科目14単位以上を含めて、20単位以上を修得
すること。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群102単位の中から、20単位以上
を修得すること。

※�なお、臨床心理士資格取得を希望される方は、放送大学「修士課程案内」の
臨床心理学プログラムの頁をご参照ください。

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 臨床心理学概論（’20） ◎
2 心理カウンセリング序説（’21） ◎
3 感情・人格心理学（’21） ○
4 思春期・青年期の心理臨床（’19） ○
5 精神分析とユング心理学（’17） ○
6 認知行動療法（’20） ○
7 乳幼児・児童の心理臨床（’17） ○
8 中高年の心理臨床（’20） ○
9 心理臨床と身体の病（’16） ○

10 発達心理学概論（’17）
11 教育・学校心理学（’20）
12 肢体不自由児の教育（’20）
13 心理学統計法（’21）
14 心理学研究法（’20）
15 社会・集団・家族心理学（’20）
16 神経・生理心理学（’22）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

※本プランを取得しても、臨床心理士
資格審査の受験資格は取得できません。

無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 市民自治の知識と実践（’21）
2 社会と産業の倫理（’21）
3 グローバル化時代の日本国憲法（’19）
4 政治学入門（’22）
5 環境問題のとらえ方と解決方法（’17）
6 情報セキュリティ概論（’22）
7 日本政治外交史（’19）
8 現代の国際政治（’22）
9 ヨーロッパ政治史（’20）

10 行政学概説（’20）
11 現代東アジアの政治と社会（’20）
12 刑法と生命（’21）
13 日本政治思想史（’21）
14 雇用社会と法（’21）
15 行政法（’22）
16 市民生活と裁判（’22）
17 民法（’22）
18 国際法（’19）
19 財政と現代の経済社会（’19）
20 現代日本の政治（’19）
21 中東の政治（’20）
22 NPO・NGOの世界（’21）
23 著作権法（’22）
24 空間と政治（’22）
25 情報化社会と国際ボランティア（’19）
26 地域コミュニティと教育（’18）
※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。詳しくは、「科目群履修認証制度（放送
大学エキスパート）について〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。�
【廃止となるプラン】本プランは2023年3月31日をもって廃止されますが、経過措置とし
て2028年3月31日まで申請が可能です。ただし、2023年度以降は新規科目の追加は行い
ませんので、科目の閉講や有効期限等に十分注意してください。なお、放送授業科目の開
設期間はおおむね4年間です（開設期間は事情により変更することがあります）。



7 異文化コミュニケーショ　ンプラン

ボランティア活動などの場において、
異なる文化の人々と交流するための
コミュニケーション力を高めます。

認証状の名称  異文化理解支援

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 任意の外国語科目 【4単位】【面接授業も可】［注］ ◎
2 コミュニケーション学入門（’19） ○
3 日本語学入門（’20） ○
4 国際理解のために（’19）

5 社会と産業の倫理（’21）

6 歴史のなかの人間（’22）

7 世界文学への招待（’22）

8 西洋哲学の根源（’22）

9 博物館で学ぶ文化人類学の基礎（’20）

10 社会保障の国際動向と日本の課題（’19）

11 現代東アジアの政治と社会（’20）

12 日本政治外交史（’19）

13 現代の国際政治（’22）

14 ヨーロッパ政治史（’20）

15 中東の政治（’20）

16 アジア産業論（’17）

17 中国と東部ユーラシアの歴史（’20）

18 東南アジアの歴史（’18）

19 総合人類学としてのヒト学（’18）

20 「人新世」時代の文化人類学（’20）

21 フィールドワークと民族誌（’17）

22 人文地理学からみる世界（’22）

23 哲学・思想を今考える（’18）

24 現代フランス哲学に学ぶ（’17）

25 日本仏教を捉え直す（’18）
26 西洋音楽史（’21）

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

27 韓国朝鮮の歴史と文化（’21）
28 都市から見るヨーロッパ史（’21）

29 近現代ヨーロッパの歴史（’22）

30 世界文学の古典を読む（’20）

31 文学・芸術・武道にみる日本文化（’19）

32 アメリカの芸術と文化（’19） 

33 情報化社会と国際ボランティア（’19）

34 世界の中の日本外交（’21）

35 開発経済学：アジアの農村から（’20）
36 グローバル経済史（’18）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

［注］�科目No.1「任意の外国語科目」については、同一もしくは異なる外国語を合計4単位
修得すること。放送授業、オンライン授業、面接授業いずれも可。ただし、認証プランの
趣旨からして、コミュニケーションを重視する面接授業の履修を推奨します。なお、外
国語科目であれば、科目の開講年度に関わらず過去に修得した単位も認めます。外国語
科目を4単位以上修得しても、認証取得条件として認められるのは4単位のみです。ま
た、他大学等で修得した単位は認められませんので、本学の外国語科目を履修してくだ
さい。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群134単位（「任意の外国語科目【4
単位】」を含む。）の中から、必修科目4単位、選択必修科目2
単位を含めて、20単位以上を修得すること。

10 11
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認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます

8 日本の文化・社会探究プラン 9 宇宙・地球科学プラン

日本の文化と社会の全体像を、
過去から現在まで総合的に把握し、
未来に向けて発想力・構築力・表現力の
養成を目指します。

宇宙・地球のことを学びながら、
自然のシステム、社会・人文的システムの
理解を深めます。

認証状の名称  日本の文化と社会 認証状の名称  宇宙・地球科学

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群46単位の中から、必修科目4単位
を含めて、20単位以上を修得すること。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群50単位の中から、選択必修科目8
単位以上を含めて、20単位以上を修得すること。

◎：必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 日本文学における古典と近代（’18） ◎
2 日本語学入門（’20） ◎
3 日本文学と和歌（’21）
4 漢文の読み方（’19）
5 『方丈記』と『徒然草』（’18）
6 日本近現代史（’21）
7 日本政治外交史（’19）
8 日本政治思想史（’21）
9 日本美術史の近代とその外部（’18）

10 日本仏教を捉え直す（’18）
11 日本の古代中世（’17）
12 日本文学の名作を読む（’17）
13 文学・芸術・武道にみる日本文化（’19）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 自然科学はじめの一歩（’22） ○
2 はじめての気象学（’21） ○
3 初歩からの宇宙の科学（’17） ○
4 物理の世界（’17） ○
5 生物環境の科学（’16） ○
6 ダイナミックな地球（’21） ○
7 宇宙の誕生と進化（’19） ○
8 太陽と太陽系の科学（’18） ○
9 初歩からの数学（’18）

10 初歩からの化学（’18）
11 初歩からの生物学（’18）
12 解析入門（’18）
13 入門線型代数（’19）
14 力と運動の物理（’19）
15 生物の進化と多様化の科学（’17）
16 場と時間空間の物理（’20）
17 量子物理学（’21）
18 正多面体と素数（’21）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます

【廃止となるプラン】本プランは2023年3月31日をもって廃止されますが、経過措置とし
て2028年3月31日まで申請が可能です。ただし、2023年度以降は新規科目の追加は行い
ませんので、科目の閉講や有効期限等に十分注意してください。なお、放送授業科目の開
設期間はおおむね4年間です（開設期間は事情により変更することがあります）。
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10 環境科学プラン

環境に関するあらゆる課題を
科学的に検証し、
持続可能社会のリーダーを目指します。

認証状の名称  環境科学の基礎

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群65単位の中から、選択必修科目8
単位以上を含めて、20単位以上を修得すること。

◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 はじめての気象学（’21） ○
2 物理の世界（’17） ○
3 化学結合論ー分子の構造と機能（’17） ○
4 初歩からの宇宙の科学（’17） ○
5 生物環境の科学（’16） ○
6 ダイナミックな地球（’21） ○
7 化学反応論ー分子の変化と機能（’17） ○
8 エントロピーからはじめる熱力学（’20） ○
9 身近な統計（’18）

10 入門微分積分（’22）
11 生活環境と情報認知（’20）
12 環境の可視化（’15）
13 緑地環境の計画（’21）
14 量子物理学（’21）
15 量子化学（’19）
16 現代を生きるための化学（’22）
17 物理演習（’16） 【1単位】
18 環境と社会（’21）
19 エネルギーと社会（’19）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。
※�本プランで指定された認証取得条件を満たすことにより、千葉大学工学部へ
の3年次編入学（自己推薦枠）の受験資格の一部を満たすことができます。�
詳細は、千葉大学工学部ウェブサイトをご覧ください。

継続的に何かを勉強する
時 の ひとつ の目標と
してとても有効で、クリア
することで達成感を
得られました。

自分の興味のある分野で
さらに知識や興味を深め 
た いと思って い た の で、 

科目を選ぶ際の非常に
いい導きになりました。

〜 2018年実施のインタビューより

1
取得した方々の声

を

分野別に科目を系統的に
学べるので、まとめて勉強
するときのガイドライン
になりました。



11 芸術系博物館プラン

美術館・演劇博物館などの
活動を通じて、芸術文化の普及に
貢献する人を育てます。

認証状の名称  芸術系博物館活動支援

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 博物館概論（’19） ◎
2 著作権法（’22） ◎
3 博物館資料論（’18） ○
4 博物館教育論（’22） ○
5 博物館展示論（’16） ○
6 博物館資料保存論（’19） ○
7 博物館情報・メディア論（’18） ○
8 博物館経営論（’19） ○
9 西洋芸術の歴史と理論（’16） ○

10 世界文学への招待（’22）
11 西洋音楽史（’21）
12 舞台芸術の魅力（’17）
13 都市から見るヨーロッパ史（’21）
14 世界文学の古典を読む（’20）
15 日本文学の名作を読む（’17）
16 色と形を探究する（’17）
17 『方丈記』と『徒然草』（’18）
18 日本文学における古典と近代（’18）

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

19 日本美術史の近代とその外部（’18）
20 文学・芸術・武道にみる日本文化（’19）［注］

21 アメリカの芸術と文化（’19）［注］

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

[注]�科目No.20「文学・芸術・武道にみる日本文化（'19）」と科目No.21「アメリカの芸
術と文化（'19）」は2020年度より選択科目に追加となりましたが、2019年度にこの科
目の単位を修得した場合も修得単位として認定します。

※ 本プランを修得しても、学芸員の資格は得られません。学芸員資格取得を目
指す方は、冊子「2022年度　教員免許状及び各種資格について」をご確認く
ださい。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群70単位の中から、必修科目4単
位、選択必修科目2単位以上を含めて、20単位以上を修得す
ること。

（ 公財）日本博物館協会から推薦をいただいています。

認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます

16 17



12 歴史系博物館プラン

歴史や文化遺産についての
知識を身につけ、地域や博物館などで
活躍する人を育てます。

認証状の名称  歴史系博物館活動支援

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 博物館概論（’19） ◎
2 著作権法（’22） ◎
3 日本近現代史（’21） ○
4 人文地理学からみる世界（’22） ○
5 生涯学習を考える（’17） ○
6 博物館教育論（’22） ○
7 博物館資料論（’18） ○
8 博物館展示論（’16） ○
9 博物館資料保存論（’19） ○

10 博物館情報・メディア論（’18） ○
11 博物館経営論（’19） ○
12 「人新世」時代の文化人類学（’20） ○
13 歴史のなかの人間（’22）
14 韓国朝鮮の歴史と文化（’21）
15 都市から見るヨーロッパ史（’21）
16 日本の古代中世（’17）
17 フィールドワークと民族誌（’17）
18 日本仏教を捉え直す（’18）
19 考古学（’18）
20 東南アジアの歴史（’18）
21 日本美術史の近代とその外部（’18）

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

22 文学・芸術・武道にみる日本文化（’19）［注］

23 日本の近世（’20）
24 中国と東部ユーラシアの歴史（’20）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

[注]�科目No.22「文学・芸術・武道にみる日本文化（'19）」は2020年度より選択科目に
追加となりましたが、2019年度にこの科目の単位を修得した場合も修得単位として認
定します。

※ 本プランを修得しても、学芸員の資格は得られません。学芸員資格取得を目
指す方は、冊子「2022年度　教員免許状及び各種資格について」をご確認く
ださい。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群80単位の中から、必修科目4単
位、選択必修科目2単位以上を含めて、20単位以上を修得す
ること。

（ 公財）日本博物館協会から推薦をいただいています。

認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます
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13 自然系博物館プラン

博物館学の一般的基礎に、自然科学の
専門性も加え、自然系博物館の活動を
支援する人を育てます。

認証状の名称  自然系博物館活動支援

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 博物館概論（’19） ◎
2 初歩からの宇宙の科学（’17） ○
3 生物環境の科学（’16） ○
4 ダイナミックな地球（’21） ○
5 博物館資料論（’18） ○
6 博物館教育論（’22） ○
7 博物館資料保存論（’19） ○
8 博物館展示論（’16） ○
9 博物館情報・メディア論（’18） ○

10 博物館経営論（’19） ○
11 植物の科学（’21） ○
12 人文地理学からみる世界（’22） ○
13 物理の世界（’17）
14 化学結合論ー分子の構造と機能（’17）
15 宇宙の誕生と進化（’19）
16 生物の進化と多様化の科学（’17）
17 量子物理学（’21）
18 量子化学（’19）

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

19 物理演習（’16） 【1単位】
20 総合人類学としてのヒト学（’18）
21 現代を生きるための化学（’22）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

※  本プランを修得しても、学芸員の資格は得られません。学芸員資格取得を目指す
方は、冊子「2022年度　教員免許状及び各種資格について」をご確認ください。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群61単位の中から、必修科目2単位、
選択必修科目2単位以上を含めて、20単位以上を修得すること。

（ 公財）日本博物館協会から推薦をいただいています。

認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます

20 21
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14 工学基礎プラン 15 計算機科学基礎プラン

技術の基礎となる自然科学の科目、
工学と社会のかかわり、社会の問題を学び、
工学を専門とする方が必須とする教養を
身につけます。

計算機科学および数理系の知識を
身に付け、計算機に関わる問題に
対応できる人材を育成します。

認証状の名称  工学基礎 認証状の名称  計算機科学の基礎

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群44単位の中から、20単位以上を
修得すること。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群62単位の中から、必修科目6単位、
選択必修科目2単位を含めて、20単位以上を修得すること。

無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 身近な統計（’18）
2 初歩からの数学（’18）
3 新しい時代の技術者倫理（’15）
4 環境問題のとらえ方と解決方法（’17）
5 初歩からの化学（’18）
6 初歩からの生物学（’18）
7 物理の世界（’17）
8 化学結合論ー分子の構造と機能（’17）
9 入門線型代数（’19）

10 入門微分積分（’22）
11 解析入門（’18）
12 生物環境の科学（’16）
13 力と運動の物理（’19）
14 場と時間空間の物理（’20）
15 化学反応論ー分子の変化と機能（’17）
16 メディアと知的財産（’16）
17 問題解決の数理（’21）
18 海からみた産業と日本（’22）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。
※�本プランで指定された認証取得条件を満たすことにより、千葉大学工学部へ
の3年次編入学（自己推薦枠）の受験資格の一部を満たすことができます。詳
細は、千葉大学工学部ウェブサイトをご覧ください。

◎：必修科目、◯：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 計算の科学と手引き（’19） ◎
2 コンピュータの動作と管理（’17） ◎
3 コンピュータとソフトウェア（’18） ◎
4 情報理論とデジタル表現（’19） ○
5 情報ネットワーク（’18） ○
6 データ構造とプログラミング（’18） ○
7 身近な統計（’18） ○
8 情報学へのとびら（’22）
9 入門線型代数（’19）

10 入門微分積分（’22）
11 解析入門（’18）
12 微分方程式（’17）
13 線型代数学（’17）
14 統計学（’19）
15 身近なネットワークサービス（’20）
16 データの分析と知識発見（’20）
17 アルゴリズムとプログラミング（’20）
18 記号論理学（’14）
19 数値の処理と数値解析（’22）
20 自然言語処理（’19）
21 Webのしくみと応用（’19）
22 Javaプログラミングの基礎（’16） 【1単位】
23 Ｃ言語基礎演習（’20） 【1単位】
24 問題解決の数理（’21）
25 数理最適化法演習（’20） 【1単位】
26 データベース（’17）
27 デジタル情報の処理と認識（’22）
28 Rで学ぶ確率統計（’21）【1単位】
※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。詳しくは、「科目群履修認証制度（放送
大学エキスパート）について〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。�
【廃止となるプラン】本プランは2023年3月31日をもって廃止されますが、経過措置とし
て2028年3月31日まで申請が可能です。ただし、2023年度以降は新規科目の追加は行い
ませんので、科目の閉講や有効期限等に十分注意してください。なお、放送授業科目の開
設期間はおおむね4年間です（開設期間は事情により変更することがあります）。



Q. エキスパートの認証を
取得したことによって、実際に
どのようなメリットがありましたか。Q. 

自分なりの満足を
得ることができた

自己啓発の
目的を達成する
ことに役立った

教養を深める
ことができた

体系的な科目履修
を達成することが
できた

〜 2018年実施の調査より

90.2%

85.9%

89.8%

82%
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16 地域貢献リーダー人材育成プラン

地域社会のさまざまな問題解決に
主体的に取り組める
リーダーの育成を目指します。

認証状の名称  地域貢献リーダー人材

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群80単位の中から20単位以上を修
得すること。

2
取得した方々の声

無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 健康への力の探究（’19）
2 人間にとって貧困とは何か（’19）
3 社会福祉ー新しい地平を拓く（’22）
4 学校と社会を考える（’17）
5 社会と産業の倫理（’21）
6 市民自治の知識と実践（’21）
7 問題解決の進め方（’19）
8 社会学概論（’21）
9 社会調査の基礎（’19）

10 高齢期の生活変動と社会的方策（’19）
11 リスク社会の家族変動（’20）
12 人口減少社会の構想（’17）
13 地域福祉の課題と展望（’22）
14 認知症と生きる（’21）
15 生涯学習を考える（’17）
16 地域コミュニティと教育（’18）
17 市民生活と裁判（’22）
18 環境問題のとらえ方と解決方法（’17）
19 NPO・NGOの世界（’21）
20 家族と高齢社会の法（’17）
21 フードシステムと日本農業（’22）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

を
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17 日本文化を伝える国際ボラ　ンティア・ガイド（基礎力）養成プラン
認証状の名称  日本文化を伝える国際ボラン   ティア・ガイド（基礎力）養成

◎：必修科目、○：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 英語で「道」を語る（’21） ◎
2 文学・芸術・武道にみる日本文化（’19） ○
3 任意の外国語科目 【2単位】【面接授業も可】［注］ ○
4 国際理解のために（’19）
5 コミュニケーション学入門（’19）
6 日本近現代史（’21）
7 人文地理学からみる世界（’22）
8 社会と産業の倫理（’21）
9 日本の古代中世（’17）

10 日本文学における古典と近代（’18）
11 『方丈記』と『徒然草』（’18）
12 日本仏教を捉え直す（’18）
13 日本美術史の近代とその外部（’18）
14 世界の中の日本外交（’21）
15 情報化社会と国際ボランティア（’19）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
　詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
　〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。
［注］科目No.3「任意の外国語科目」については、同一もしくは異なる外国語を合計2単位
修得すること。放送授業、オンライン授業、面接授業、いずれも可。なお、外国語科目で
あれば、科目の開講年度に関わらず過去に修得した単位も認めます。外国語科目を2単
位以上修得しても、認証取得条件として認められるのは2単位のみです。また、他大学
等で修得した単位は認められませんので、本学の外国語科目を履修してください。

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群55単位の中から、必修科目2単
位、選択必修科目3単位以上を含めて、合計15単位以上を修
得すること。

※�本プランの認証取得条件は、2020年度より単位数型となり
ました。

伝統的な日本文化について幅広く学び、
日本に関心のある外国の方々に
外国語で伝える能力を身につけます。

認定心理士
12,300人以上が放送大学経由で
資格取得要件を満たしました。
（2020年度 累計）

こんな資格も目指せます

「全国通訳案内士」の資格取得を目指す
本プランの認証取得後、次のステップとして「全国通訳案内士」を
目指すことについて、全国通訳案内士の団体より推薦をいただい
ております。

【推薦いただいている団体】
一般社団法人日本観光通訳協会
協同組合全日本通訳案内士連盟
NPO法人 GICSS研究会（通訳ガイド&コミュニケーション・スキル
研究会）
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データサイエンス
リテラシープラン

データサイエンス・リテラシー

仕事などでデータサイエンスを
活用されたい方には、
こちらをおすすめします

詳しくは、次ページから掲載している
各プランの詳細をご確認ください

認証状の名称

データを収集・分析し、数理的思考に基づいて社会の様々な課
題を解決するためにデータサイエンスが活用されていることを
理解する。
データ・AIの活用領域、留意事項、およびデータを読み、説明し
取り扱うための知識を身に着ける。

認証取得後の目的

データサイエンス
アドバンスプラン

データサイエンス応用基礎認証状の名称

データを収集・分析し、数理的思考に基づいて社会の様々な
課題を解決するためにデータサイエンスを適用できること。
データサイエンティスト、アクチュアリー、データアナリストとして、
様々な専門領域で活躍するときに役立つ知識を理解すること。

認証取得後の目的

基礎的な科目から
学びたい方には、
こちらをおすすめします

新プランのご紹介
2021年度から科目群履修認証制度
（放送大学エキスパート）に新しく
２つのプランが追加になりました

18 学校地域連携　
　　コーディネータープラン

［認証取得条件］

＊�閉講科目を含む授業科目群55単位の中から、必修科目6単
位、選択必修科目2単位以上を含めて、合計14単位以上を修
得すること。
※�本プランの認証取得条件は、2020年度より単位数型となり
ました。

学校、地域、子どもなどに関わる知識で
学校支援活動や地域活動の要となる
コーディネーターを養成します。

◎：必修科目、○：選択必修科目、無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 現代教育入門（’21） ◎
2 地域コミュニティと教育（’18） ◎
3 生涯学習を考える（’17） ◎
4 教育社会学概論（’19） ○
5 教育の行政・政治・経営（’19） ○
6 心理と教育へのいざない（’18）
7 学校と法（’20）
8 市民自治の知識と実践（’21）
9 社会調査の基礎（’19）

10 情報化社会と国際ボランティア（’19）
11 問題解決の進め方（’19）
12 NPO・NGOの世界（’21）
13 博物館教育論（’22）
14 子ども・青年の文化と教育（’17）
15 心理カウンセリング序説（’21）
16 思春期･青年期の心理臨床（’19）
17 キャリアコンサルティング概説（’20） 【1単位】

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
　詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
　〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

認証状の名称  学校地域連携コーディネーター

※「学校地域連携コーディネーター」は、放送大学独自の呼称です。
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19 データサイエンスリテ　 ラシープラン
認証状の名称  データサイエンス・リテラシー

○：選択必修科目�（○a、○bなど同一添え字の中から1科目以上履修すること）、
無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 情報技術が拓く人間理解（’20） 〇a
2 AIシステムと人・社会との関係（’20） 〇a
3 情報学へのとびら（’22） 〇b
4 情報セキュリティ概論（’22） 〇b
5 身近な統計（’18） 〇c
6 統計学（’19） 〇c
7 心理学統計法（’21） 〇c
8 社会統計学入門（’18） 〇c
9 計算の科学と手引き（’19） 〇d

10 Javaプログラミングの基礎（’16） 【1単位】 〇d
11 Ｃ言語基礎演習（’20） 【1単位】 〇d
12 Rで学ぶ確率統計（’21） 【1単位】 〇d
13 表計算プログラミングの基礎（’21） 【1単位】 〇d
14 データ構造とプログラミング（’18） 〇d
15 アルゴリズムとプログラミング（’20） 〇d
16 問題解決の進め方（’19）

17 日常生活のデジタルメディア（’22）

18 経済社会を考える（’19）

19 情報理論とデジタル表現（’19）
20 ソーシャルシティ（’17）

○：選択必修科目�（○a、○bなど同一添え字の中から1科目以上履修すること）、
無印：選択科目

科目名 必修
科目等

21 初歩からの数学（’18）

22 経営学概論（’18）  

23 数値の処理と数値解析（’22）

24 データの分析と知識発見（’20）

25 データベース（’17）

26 マーケティング（’21）

27 ユーザ調査法（’20）

28 サプライチェーン・マネジメント（’21）

29 経営情報学入門（’19） 

30 入門線型代数（’19）

31 社会調査の基礎（’19）

32 自然言語処理（’19）

33 問題解決の数理（’21） 

34 解析入門（’18） 
35 情報ネットワーク（’18）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
　詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
　〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

［認証取得条件］

※閉講科目を含む授業科目群74単位の中から、選択必修科目7
単位以上（ただし、同一添え字のある科目の中から1科目以
上履修すること）を含めて8単位以上を修得すること。

数理・データサイエンス・AIが、現在の社会変化に
深く寄与し、自らの生活とも密接に結びついている
ことを理解することで、データサイエンスを仕事等の
場で使いこなすための基礎的素養を身につけます。
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分野別プラン一覧
健康・福祉 
  健康福祉指導プラン P4
  福祉コーディネータプラン P5
 
市民・社会コミュニティー 
  社会生活企画プラン P6
  市民活動支援プラン P9
  地域貢献リーダー人材育成プラン P24
  学校地域連携コーディネータープラン P28
 
国際・文化 
  異文化コミュニケーションプラン P10
  日本の文化・社会探求プラン P12
  日本文化を伝える国際ボランティア・
  ガイド（基礎力）養成プラン P26
 
科学・数学 
  宇宙・地球科学プラン P13
  環境科学プラン P14
  計算機科学基礎プラン P23
  データサイエンスリテラシープラン P30
  データサイエンスアドバンスプラン P32
 
心理学 
  心理学基礎プラン P7
  臨床心理学基礎プラン P8
 
芸術・博物館 
  芸術系博物館プラン P16
  歴史系博物館プラン P18
  自然系博物館プラン P20
 
工学・技術 
  工学基礎プラン P22

20 データサイエンス
　  アドバンスプラン

認証状の名称  データサイエンス応用基礎

［認証取得条件］

＊閉講科目を含む授業科目群40単位の中から、必修科目8単
位、選択必修科目4単位以上�（ただし、同一添え字のある科目
の中から1科目以上選択すること）�を含めて12単位以上を
修得すること。

◎：必修科目、○：選択必修科目（○a、○bなど同一添え字の中から1科目以上履修すること）、
無印：選択科目

科目名 必修
科目等

1 データの分析と知識発見（’20） ◎
2 データ構造とプログラミング（’18） ◎
3 情報セキュリティ概論（’22） ◎
4 AIシステムと人・社会との関係（’20） ◎
5 統計学（’19） 〇a
6 心理学統計法（’21） 〇a
7 社会統計学入門（’18） 〇a
8 データベース（’17） 〇b
9 マーケティング（’21） 〇b

10 ユーザ調査法（’20） 〇b
11 サプライチェーン・マネジメント（’21） 〇b
12 自然言語処理（’19） 〇b
13 アルゴリズムとプログラミング（’20） 〇b
14 数値の処理と数値解析（’22）
15 経営情報学入門（’19）
16 問題解決の数理（’21）
17 解析入門（’18）
18 情報ネットワーク（’18）

※この他に、すでに閉講している対象科目も含まれます。
　詳しくは、「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）について
　〜認証取得の手引き〜」（2022年度版）をご覧ください。

データ駆動型社会においてデータサイエンスを学ぶ
ことの意義を理解することにより、分析目的に応じ
た適切なデータ分析⼿法の選択や、データ可視化
⼿法の選択などができるようになるための知識を身
につけます。
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