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NEWS! 日本を世界に発信する
新学科が外国語学部に誕生

国際日本学科

3つの特徴

4年間の学びの流れと卒業後の進路

入学定員150名　2022年4月開設予定

（仮称）
実践的な言語コミュニケーション能力を持ち、日本を世
界に発信する能力を身につけ、グローバル共生社会が直
面する課題に取り組むことができる人材を養成します。

国際日本学の
基礎を学ぶ

体系的な語学研修
日本人学生は英語、留学生は日本語を学ぶ

※設置構想中のため掲載内容は予定であり変更となる場合があります

異文化理解能力を高め
グローバル共生社会の
課題を知る

国際機関
NGO、NPO
文化施設
官公庁、地方自治体の
国際交流部局
メディア、
ジャーナリズムなど

海外または国内の協定校で
語学・文化研修プログラムを実施

2年次春期に、日本人学生は海外、留学生は国内
の協定校で学修。英語や日本語、現地国や地域の
文化、歴史の学びを通して異文化を体験します

1

言語コミュニケーション能力向上をめざし
語学教育を重視

1年次に5つの語学科目を受講。その後は2年次
春期の語学・文化研修プログラムのほか、より実
践的な語学スキルトレーニングを行います

2

学生同士が英語と日本語を共通言語として
異文化理解を深める

1年次から4年次までの少人数セミナーでは、学
生同士が互いに協力し、教え合いながら学び、異
文化理解能力を身につけます

3

1年次 2年次 3・4年次 想定できる進路

国際日本学の
専門分野を研究し、
グローバル共生社会に
貢献できる人材へ

LINE版
帝京図鑑を見る
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C O N T E N T S

MesSagE

異文化への理解を深め、
語学力とコミュニケーション力をあわせもつ、
国際社会で活躍する人材を育成します

　6つの言語コースを有する外国語学科では、ことばを極めたい、関
心ある国や地域の文化、政治、経済のことをもっと知りたい、世界に
いる同世代の若者と色々なテーマで話し合いたい、卒業後は専攻する
言語を使う職業に就きたいなど様々な理由を持った学生たちが、飛躍
する4年間にしたいと切磋琢磨し頑張っています。カリキュラム構成
は、2年次秋期の留学までに、「集中語学プログラム」で語学力と教養
を高め、留学では、語学力のさらなる向上を、そして文化体験を通し、
人間的にひと回りもふた回りも成長していただきます。帰国後は語学
力に磨きをかけると共に、専門性を深め、自発的な学び、将来を見据
えた「自分づくり」をしていただくことを願っています。留学は自ら
を律し、また将来の自立にも役立つよい機会です。世界に出ていくこ
とで、多面的なものの見方、ものごとを相対化する習慣も身に付けら
れるでしょう。グローバル化する世界で生きていく力を本学科で培っ
ていただくことを願っています。

今関雅夫
外国語学部長
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外国語学科、3つの特徴

「集中語学プログラム」では、少人数
制のクラスによる授業を展開。週6〜
8時限の必修語学とネイティブ教員に
よる発信力重視の授業で基礎的な語学	
力と知識を高めて留学に臨みます。

留学前は
徹底的に言語を学ぶ

1

　世界各地の提携校で充実した留学生
活を送ります。語学の授業はもちろん、
現地で実際の文化を体験する体験型授
業も用意。現地で生活する利点を最大
限にいかしたプログラムです。

Global	Campus	Program
全員留学

2

　帰国後は語学を用いて専門性を深め
ていきます。アクティブラーニングを
重視し、自ら問題を発見し解決する学
習態度を養成。グローバルに活躍し、
世界的に遍在する問題に対処する力を
つけます。

留学後の
フォローアップ

3

外国語学科では、留学前の集中語学プログラ
ムや徹底したサポートで原則として2年次秋
期（第4セメスター）に全員が留学をします。

Global	Campus	Program
留学も自分流！	全員留学

週6〜8コマの必修語学授業とネイティブ教
員による発信力重視の授業、さらに留学先に
関する徹底した準備教育を少人数で効率的に
学びます。

少人数クラスの授業

6つのコースでの専攻言語のほかに2つの言
語が選択できます。

カリキュラムの充実

語学学習専用施設Telaco
（Teikyo	Language	Commons）

語学学習の進め方に関する疑問があれば、ネ
イティブ教員や常駐スタッフに聞くことがで
きます。また初心者用から上級者用までの語
学教材が豊富にそろっています。

Support for
Students学生へのサポート

BACKUP SYSTEM
Three Main 
Features
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# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

はじめての留学の記録とし
てつけていた日記と留学先
からいただいた修了証。

YUKINE 
ICHIKAWA

- Senior -

必携品。英語コースの学生
はだいたい単語帳をもって
いるんですよ。

　高校までの私は、先生への質問が苦手で、自分で解決し
ようとしていましたが、このコースの先生方は、距離が近
いこともあって些細なことでも質問するように促してくれ
るんです。語学力の向上はもちろん、わからないことをわ
からないといえる精神的な成長があり、性格も前向きに。

市川由希音さん
英語コース4年／東京都立南平高等学校出身

学生を後押しする環境がある

学生たちに聞く！

MEMORIES

- English Course -

　グローバルなコミュニケーションで最も使われている
英語を、実践的に身につけるとともに、英語圏の文化
・社会も学び、真の国際理解と幅広い視野を養います。
TOEIC®や教員免許試験のための学習支援体制なども整
備されています。

英語
コース

MON TUE WED THU FRI

1 オセアニア
文化論Ⅰ

発展途上地域の
社会と文化Ⅰ

2 PresentationⅠ アジア・
アフリカ研究Ⅰ

国際
コミュニケーション
Ⅰ－Ⅰ（中国語）

3 翻訳論Ⅰ
職業と業界選択Ⅰ
（キャリアデザイン

の進め方）

キャリア
デザイン
演習Ⅰ

4 グローバル
スタディーズ演習Ⅰ 宗教文化論Ⅰ 国際ボランティアと

地域理解Ⅰ
SPI（企業
就職）Ⅰ

5

留学先のルームメイトが中
国人だったことから中国語
に関心が湧きました。また
就活対策としてSPIなどの
講義も受講。

TIME TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

授業の特色と内容
C l a s s e s

　映画に描かれたイギリスやアイルランド
などの英語圏の労働者階級の日常生活をと
おして、文化、政治、音楽の特徴を学習し
ながら、その背後にある文化的、社会的事
象について積極的な意見交換を行います。

English	through	Cinema

映画から英語圏の社会を学ぶ

　英語学とは、読み書きとしての英語では
なく、英語という言語自体への理解を深め
る学問です。イギリス英語とアメリカ英語
の違い、英語の歴史と世界的な広がりなど
について広く学んでいきます。

英語学入門

研究対象としての英語

　国連で採択された「持続可能な開発目標
（SDGs）」を紐解きながら国内外の課題を
研究します。文献とアンケート調査を行い、
豊かで持続可能な社会を創るための新しい
価値観や解決のアイディアを話し合います。

西向堅香子ゼミ
国際協力演習

世界の持続可能性を考えよう！

　チョーサーの『カンタベリー物語』や劇
作品など、中世〜近代の傑作を英語で読む
ことで、イギリス文学の基礎知識を身につ
けながら、分析力、速読力、聞き取り能力
の向上をめざします。

英米文学入門

英語で読むイギリス文学

　急速な経済発展を遂げている途上国です
が、国家間や国内格差は深刻な状況です。
社会の諸課題を学びつつ、豊かな文化にも
触れ視野を広げ思考を深めます。

発展途上地域の社会と文化

グローバル化と格差社会

　インディアンや東洋人など、アメリカ映
画が生み出してきた「エスニック・マイノ
リティ」の問題に迫ります。さまざまな映
像と文献を分析しながら、授業は学生の発
表とディスカッションを中心に進めます。

程文清ゼミ
英米文学演習

アメリカ映画の悪者とは？

MUST-HAVE
ITEM

VARIOUS
SUBJECTS
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

●Speaking/ListeningⅤ・Ⅵ
●Reading/WritingⅤ・Ⅵ
●Presentation	and	Debate	
　SkillsⅤ・Ⅵ
●プレセミナー
東アジア近現代史
ヨーロッパ近現代史
海外語学研修Ⅰ〜Ⅹ
海外文化研修Ⅰ〜Ⅴ
フィールドワークⅠ・Ⅱ
留学事後研修Ⅰ・Ⅱ

●PresentationⅠ・Ⅱ
◎国際協力演習Ⅰ・Ⅱ
◎グローバルスタディーズ演習Ⅰ・Ⅱ
◎翻訳・通訳演習Ⅰ・Ⅱ
◎英語学演習Ⅰ・Ⅱ
◎英米文学演習Ⅰ・Ⅱ
◎西洋思想演習Ⅰ・Ⅱ
◎比較文化演習Ⅰ・Ⅱ
◎国際関係論Ⅰ・Ⅱ
◎国際開発論Ⅰ・Ⅱ
◎発展途上地域の社会と文化Ⅰ・Ⅱ
◎アジア・アフリカ研究Ⅰ・Ⅱ
◎国際ボランティアと地域理解Ⅰ・Ⅱ
◎グローバルビジネスⅠ・Ⅱ
◎翻訳論Ⅰ・Ⅱ
◎通訳論Ⅰ・Ⅱ
◎英語学Ⅰ〜Ⅳ
◎TESOLⅠ・Ⅱ
◎グローバルイングリッシュⅠ・Ⅱ
◎英米文学史Ⅰ・Ⅱ
◎英米文学研究Ⅰ・Ⅱ
◎西洋思想Ⅰ・Ⅱ
◎西洋批評論Ⅰ・Ⅱ
◎比較文化論Ⅰ・Ⅱ
◎比較社会論Ⅰ・Ⅱ
◎比較芸術論Ⅰ・Ⅱ
◎比較言語論Ⅰ・Ⅱ
領域横断演習Ⅰ・Ⅱ

●PresentationⅢ・Ⅳ
◎国際協力演習Ⅲ・Ⅳ
◎グローバルスタディーズ演習
　Ⅲ・Ⅳ
◎翻訳・通訳演習Ⅲ・Ⅳ
◎英語学演習Ⅲ・Ⅳ
◎英米文学演習Ⅲ・Ⅳ
◎西洋思想演習Ⅲ・Ⅳ
◎比較文化演習Ⅲ・Ⅳ
卒業論文・卒業制作Ⅰ・Ⅱ
領域横断演習Ⅲ・Ⅳ

●Speaking/ListeningⅠ〜Ⅳ
●Reading/WritingⅠ〜Ⅳ
●Presentation	and	Debate	
　SkillsⅠ〜Ⅳ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
◎Business	EnglishⅠ・Ⅱ
◎English	through	CinemaⅠ・Ⅱ
◎English	through	MusicⅠ・Ⅱ
◎Public	SpeakingⅠ・Ⅱ
◎IdiomsⅠ・Ⅱ
◎TOEIC®Ⅰ・Ⅱ
◎TOEFL®Ⅰ・Ⅱ
◎英語学入門Ⅰ・Ⅱ
◎英米文学入門Ⅰ・Ⅱ
◎西洋文化入門Ⅰ・Ⅱ
◎グローバルスタディーズ入門
　Ⅰ・Ⅱ
◎翻訳・通訳入門Ⅰ・Ⅱ
オセアニア文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ・Ⅱ
ロシア文化論Ⅰ・Ⅱ
選択英語（多読）Ⅰ・Ⅱ
選択ロシア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語中級Ⅰ・Ⅱ
選択イタリア語上級Ⅰ・Ⅱ
検定英語Ⅰ〜Ⅲ
検定フランス語Ⅰ〜Ⅲ
検定ドイツ語Ⅰ〜Ⅲ
検定スペイン語Ⅰ〜Ⅲ
検定中国語Ⅰ〜Ⅲ
検定コリア語Ⅰ〜Ⅲ

外国語の基礎力を磨き、運用能力を
効率よく身につけます。また、3年
次からの専門科目の基礎を学びます。

年1 Freshman

｢プレセミナー｣ がスタートします。
異文化対応力の向上をめざします。
秋期にはGlobal	Campus	Program
（全員留学）を実施します。

専門科目の履修が本格化します。ま
た学生主導の「演習」がスタートし
ます。「Presentation」の授業では、
総合的な英語運用力と自己表現力を
磨きます。

「演習」で専門研究を深めます。
「Presentation」では英語力の総仕
上げを行います。

年2 Sophomore

年3 Junior

年4 Senior

English Course

Webシラバス
を見る

外国語学科
英語コース

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

フランスの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
ドイツの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
スペインの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

ラテンアメリカの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
中国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
韓国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

2・3年次共通専門科目

※参考費用は、現地授業料および　居住費の合計金額です。
※留学先・費用は予定です。詳細は　本学ホームページをご覧ください。

［フィリピン／マレーシア］約50万円〜70万円
［オーストラリア／ニュージーランド］約100万円〜120万円
［イギリス／アイルランド／アメリカ］約100万円〜150万円
［カナダ］約90万円

参考費用

英語コース留学先

名門ダラム大学の敷地内に校舎と寮
があり、本場イギリス英語を学ぶとと
もにダラム大生との交流も可能です。

帝京大学　
ダラムキャンパス

イギリス

ロサンゼルス中心に位置する名門私
立研究大学。英語集中プログラムの受
講生は大学構内全施設の利用が可能。

南カリフォルニア
大学

アメリカ

人種の多様性に富んだリバーサイド
で、さまざまな国から集まった学生
と多国間交流を楽しめます。

カリフォルニア大学
リバーサイド校

アメリカ

全米トップ10に入る優良英語プロ
グラムにチューター制度など、きめ
細かいサービスが充実しています。

デラウェア大学

アメリカ

CNNやコカコーラが本社を構えるジ
ョージア州の中核都市に本部を置く4
年制大学で実践的な学習が特徴です。

コロンバス
州立大学	

アメリカ

大都市メルボルンの中心地にあり、
繁華街や文化施設などにも近く、国
際色ゆたかなキャンパスです。

ビクトリア大学

オーストラリア

緑あふれる街並みと、キャンパス近
郊は芸術や文化的施設が多く、日本
人サポートもあります。

クライストチャーチ
工科大学

ニュージーランド

教員と学生の距離が近く、手厚い教
育が特色です。開放的なキャンパス
でショッピングモール等も近いです。

デ・ラ・サール大学
ダスマリニャス

フィリピン

キャンパスは国際色ゆたかで活気に
あふれています。ショッピングモー
ルやテーマパークも隣接しています。

サンウェイ大学

マレーシア

歴史ある英語教育プログラムは丁寧
な指導に定評があり、安全で親しみ
やすい都市です。

カルガリー大学

カナダ

のどかな雰囲気で治安がよく、落ち
着いてカナダの生活を楽しめる環境
です。

カレッジ・オブ・ザ
・ロッキーズ

カナダ

首都ダブリンに本部があり、言語教
育に力を入れ、35か国以上からの
留学生が学んでいます。

ダブリンシティ
大学

アイルランド

Global Campus Program

全員留学！
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# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

留学時に買ったドイツ定番
のじゃがいも料理のレシピ
本。すべて翻訳しました。

HARUNA 
MICHITANI

- Senior -

プレゼンテーションの講義
では、辞書（電子と紙）と
文法書が大活躍します。

　セミナーではドイツの磁器を研究していますが、かつて
日本から輸出された焼き物が影響を与えています。また、
留学中に本場のドイツ料理を経験したこともあり、日独の
貿易にも興味が広がりました。語学を磨き、将来はそうし
たドイツとつながりのある仕事がしてみたいです。

道谷榛名さん
ドイツ語コース4年／愛知県私立星城高等学校出身

日本とドイツをつなぐ仕事がしたい

学生たちに聞く！

- German Course -

　文法を確実に習得する基礎的な授業から、ドイツ語で
の自由な会話をめざす講座まで、さまざまなレベルの授
業があります。また、絵画、音楽、文学、演劇、建築、
思想など、ドイツ語圏の豊穣な文化や社会情勢を幅広く
学び、ドイツ語とその文化圏への理解を深めます。

ドイツ語
コース

授業の特色と内容
C l a s s e s

　高度なものづくりの技術、勤勉で真面目
な国民性、文学や芸術の遺産など、ドイツ
と日本は似ている部分が多いといわれます。
日本との比較を通じて、ドイツに関する基
本的知識を学ぶ講義です。

ドイツの社会と文化

ドイツは日本と似ている？

　１年次の授業で学んだ基礎文法を用いな
がら、簡単な作文の作成をとおしてドイツ
語の記述方法を少しずつ学んでいきます。
留学先で役立つドイツ語のコミュニケーシ
ョンスキルを身につけるのが到達目標です。

ドイツ語作文

書いて習得するドイツ語能力

　自分が興味をもっているドイツ文化圏を
中心にしたテーマについて、資料の作成と
発表を行うゼミです。ドイツ語の文献とイ
ンターネットを使った情報収集能力と文章
作成能力、発表能力を伸ばします。

海老坂高ゼミ
セミナー

ドイツ文化圏でテーマを設定

　ドイツ語の基礎として、テーマごとに基
本的な表現を学びます。挨拶、喫茶店、都
市の紹介などの場面や、職業、休暇、食べ
物などのテーマごとにドイツ語の表現を学
ぶことで、会話力を磨きます。

ドイツ語会話

日常会話でも役立つ表現

　論文から詩まで、さまざまな形式のテキ
ストの翻訳を通じ、ドイツ語の文法力、語
彙力、読解力を総合的に向上させることが
ねらいです。音読やディクテーションの機
会も設け、発音の正確さも身につけます。　

ドイツ語翻訳

翻訳でドイツ語力を高める

　「近代ドイツにおけるモノの文化史」を
テーマにしたゼミ。現代ドイツ文化を概観
する書籍を参考書とし、自分自身で選択し
た興味のあるテーマについて、情報の収集
と資料の作成、研究発表を行います。

大田浩司ゼミ
セミナー

現代のドイツ文化を知る

MON TUE WED THU FRI

1 初級者のための
TOEIC対策講座Ⅰ

言語学基礎講義
Ⅰ

2 ロシア文化論 ドイツ語翻訳Ⅰ 生活の医学Ⅰ SPI（企業就職）
Ⅰ

3 IdiomsⅠ 国際開発論Ⅰ 中国の
社会と文化Ⅰ

フランスの
社会と文化Ⅰ

4 ドイツ語会話Ⅶ ドイツ語文法Ⅲ セミナーⅠ

5 ドイツ語表現Ⅰ

ドイツ語を学ぶと近隣諸国
の文化や歴史などへも関心
が湧き、ロシアやフランス
に関する講義をとりました。
語学をとおして学びが発展
していきます。

TIME TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

MEMORIES

MUST-HAVE
ITEM

VARIOUS
SUBJECTS
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

●ドイツ語文法Ⅰ・Ⅱ
●ドイツ語作文Ⅰ
●ドイツ語講読Ⅰ
●ドイツ語会話Ⅴ・Ⅵ
●プレセミナー
東アジア近現代史
ヨーロッパ近現代史
海外語学研修Ⅰ〜Ⅹ
海外文化研修Ⅰ〜Ⅴ
フィールドワークⅠ・Ⅱ
留学事後研修Ⅰ・Ⅱ

●ドイツ語文法Ⅲ・Ⅳ
●ドイツ語表現Ⅰ・Ⅱ
●ドイツ語翻訳Ⅰ・Ⅱ
●ドイツ語会話Ⅶ・Ⅷ
●セミナーⅠ・Ⅱ
●言語学基礎講義Ⅰ・Ⅱ
領域横断演習Ⅰ・Ⅱ
国際関係論Ⅰ・Ⅱ
国際開発論Ⅰ・Ⅱ
発展途上地域の社会と文化Ⅰ・Ⅱ
アジア・アフリカ研究Ⅰ・Ⅱ
国際ボランティアと地域理解Ⅰ・Ⅱ
グローバルビジネスⅠ・Ⅱ
翻訳論Ⅰ・Ⅱ
通訳論Ⅰ・Ⅱ
英語学Ⅰ〜Ⅳ
TESOLⅠ・Ⅱ
グローバルイングリッシュⅠ・Ⅱ
英米文学史Ⅰ・Ⅱ
英米文学研究Ⅰ・Ⅱ
西洋思想Ⅰ・Ⅱ
西洋批評論Ⅰ・Ⅱ
比較文化論Ⅰ・Ⅱ
比較社会論Ⅰ・Ⅱ
比較芸術論Ⅰ・Ⅱ
比較言語論Ⅰ・Ⅱ

●ドイツ語プレゼンテーション
　Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文・卒業制作Ⅰ・Ⅱ
◎卒業セミナーⅠ・Ⅱ
領域横断演習Ⅲ・Ⅳ

●基礎ドイツ語Ⅰ〜Ⅷ
●ドイツ語会話Ⅰ〜Ⅳ
●プラクティスドイツ語Ⅰ〜Ⅳ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●ドイツ事情Ⅰ・Ⅱ
フランス事情Ⅰ・Ⅱ
スペイン語圏事情Ⅰ・Ⅱ
中国事情Ⅰ・Ⅱ
韓国事情Ⅰ・Ⅱ
ロシア文化論Ⅰ・Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ・Ⅱ
オセアニア文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
グローバルスタディーズ入門Ⅰ・Ⅱ
Business	EnglishⅠ・Ⅱ
English	through	CinemaⅠ・Ⅱ
English	through	MusicⅠ・Ⅱ
Public	SpeakingⅠ・Ⅱ
IdiomsⅠ・Ⅱ
TOEIC®Ⅰ・Ⅱ
TOEFL®Ⅰ・Ⅱ
英語学入門Ⅰ・Ⅱ
英米文学入門Ⅰ・Ⅱ
西洋文化入門Ⅰ・Ⅱ
翻訳・通訳入門Ⅰ・Ⅱ
選択英語（多読）Ⅰ・Ⅱ
選択ロシア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語中級Ⅰ・Ⅱ
選択イタリア語上級Ⅰ・Ⅱ
検定ドイツ語Ⅰ〜Ⅲ
検定英語Ⅰ〜Ⅲ
検定フランス語Ⅰ〜Ⅲ
検定スペイン語Ⅰ〜Ⅲ
検定中国語Ⅰ〜Ⅲ
検定コリア語Ⅰ〜Ⅲ

日常のコミュニケーションに必要な
ドイツ語の基礎を確実に定着させる
ことに重点を置きます。またドイツ
語圏の文化や社会について幅広い知
識を得ることもめざします。

年1 Freshman

「プレセミナー」や専門科目の履修
がスタートします。ドイツ語の4能
力（話す・聞く・読む・書く）を
総合的に向上させ、秋期はGlobal	
Campus	Program（全員留学）を実
施します。

3、4年次合同で行われる「セミナ
ー」で、ドイツ語圏の文化や社会に
ついての理解を深めるとともに、プ
レゼンテーションとディスカッショ
ンの力を伸ばします。

卒業論文・卒業制作または卒業セミ
ナーのいずれかを選択し、専門研究
の集大成とします。

年2 Sophomore

年3 Junior

年4 Senior

German Course

Webシラバス
を見る

外国語学科
ドイツ語コース

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

ドイツ語コース留学先

Global Campus 
Program

全員留学！

ドイツの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
フランスの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
スペインの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

ラテンアメリカの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
中国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
韓国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

2・3年次共通専門科目
［ドイツ］約80万円〜100万円参考費用

※参考費用は、現地授業料および居住費の合計金額です。
※留学先・費用は予定です。詳細は本学ホームページをご覧ください。

ゲーテ・インスティトゥート
ベルリン校

ドイツ

国立の語学学校。ドイツの首都ベ
ルリンの中心部に位置し、文化施
設や商業施設にアクセス至便。文
化プログラムでは大都市ベルリン
の多彩な文化を体験できます。

ゲーテ・インスティトゥート
フライブルク校

ドイツ

国立の語学学校。黒い森とライン
川に囲まれた美しい小都市フライ
ブルクでおちついて勉強できます。
文化プログラムでは南ドイツの豊
かな歴史と文化にふれることがで
きます。

ライプツィヒ大学

ドイツ

ドイツ語教育の世界的拠点。少人
数制授業が特徴で、一人ひとりに
学習と生活をサポートするチュー
ターがつきます。



14 15 外国語学部　外国語学科

- French Course -

　国際機関でも公用語とされることの多いフランス語。
本コースでは、文法や発音・会話の徹底した反復訓練は
もちろん、その歴史と現在を学ぶ授業など、言語と文化
に浸る4年間の学びのなかで、生きたフランス語を習得
していきます。

フランス語
コース

授業の特色と内容
C l a s s e s

　フランス語を初歩から学べる入門講座で
す。「見る・聞く」「話す」「読む」「文法」の
4つの観点から授業を進めていきます。フ
ランス語圏の人と会話できるよう、特に発
音に力を入れています。

フランス語会話

フランス語は発音が重要

　社会の出来事を扱うビデオ資料を通じ、
ルポルタージュの構造、語彙、文法を説明
します。テーマに応じてディスカッション
を行い、自分の考えをレジュメやレポート、
短い論述文などにまとめていきます。

フランス語表現

フランス語で自分の考えを表現する

　フランス語で書かれた文学作品や文化論
を翻訳し、各自興味のあるテーマを見つけ
てプレゼンテーションを行います。日仏の
言語表現力を身につけ、自分の意見を的確
に相手に伝えるスキルの習得をめざします。

鵜飼敦子ゼミ
セミナー

伝達する力で語学力を磨く

　日本とフランス語圏の文化について、フ
ランス語で書かれた文章を講読します。そ
の内容は、料理のレシピから日本の古典文
学までさまざまですが、留学先での自国の
文化紹介や旅行時に役立つものばかりです。

フランス語講読

日仏の文化を通してフランス語を学ぶ

　さまざまな課題を通じてフランス語で
「書く」力のレベルアップをめざします。
学生は簡単なメモやメッセージ、そして短
い個人的な手紙（例えば礼状など）を書け
るようになることをめざします。

フランス語作文

「書く力」を鍛えてワンランクアップ

　フランス語の映画、ドラマ、アニメのセ
リフを聞き取り、和訳し、字幕を制作する
グループワークを行います。フランス語学
習の成果を形に残すとともに、言語を使い、
表現する段階に進むことがねらいです。

ル・ルー・ブレンダン	ゼミ
セミナー

映像でフランス語の表現を身につける

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

留学中、休みの日はパリに
出かけることもしばしば。
映画のような風景に感動。

MIYU 
KAKIMOTO

- Senior -

思い出の詰まった教科書。
留学時に使ったものは書き
込みも多く一生モノです。

　同期は大体が初心者でしたが、1・2年次の必修「基礎フ
ランス語」で会話から文法まで基礎からきっちり学べます。
少人数制なので先生の指導も行き届き、高校のクラスに近
い雰囲気です。留学で身についたコミュニケーション力や
経験をいかし、卒業後の進路を選びたいと考えています。

垣本未悠さん
フランス語コース4年／神奈川県立追浜高等学校出身

基礎からきっちりと学ぶ

学生たちに聞く！

MON TUE WED THU FRI

1 言語学基礎講義Ⅱ

2 セミナーⅡ 対人関係心理学Ⅱ フランス語表現Ⅱ

3 フランス語会話Ⅷ
国際

コミュニケーション
Ⅰ－Ⅱ（英語）

フランス語文法Ⅳ ドイツの社会と
文化Ⅱ

4 キャリアデザイン
と職業選択ⅢB フランス語翻訳Ⅱ 金融論Ⅱ 初級者のための

TOEIC対策講座Ⅱ

5

語学漬けなので、合間に心
理学や金融論などの他学部
のオープン科目を入れて学
びの視野を広げました。木
曜日は全休にして就活の準
備をしました。

TIME TABLE
時間割（例）

3年次秋期の場合

MEMORIES

MUST-HAVE
ITEM

VARIOUS
SUBJECTS
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

●フランス語文法Ⅰ・Ⅱ
●フランス語作文Ⅰ
●フランス語講読Ⅰ
●フランス語会話Ⅴ・Ⅵ
●プレセミナー
東アジア近現代史
ヨーロッパ近現代史
海外語学研修Ⅰ〜Ⅹ
海外文化研修Ⅰ〜Ⅴ
フィールドワークⅠ・Ⅱ
留学事後研修Ⅰ・Ⅱ

●フランス語文法Ⅲ・Ⅳ
●フランス語表現Ⅰ・Ⅱ
●フランス語翻訳Ⅰ・Ⅱ
●フランス語会話Ⅶ・Ⅷ
●セミナーⅠ・Ⅱ
●言語学基礎講義Ⅰ・Ⅱ
領域横断演習Ⅰ・Ⅱ
国際関係論Ⅰ・Ⅱ
国際開発論Ⅰ・Ⅱ
発展途上地域の社会と文化Ⅰ・Ⅱ
アジア・アフリカ研究Ⅰ・Ⅱ
国際ボランティアと地域理解Ⅰ・Ⅱ
グローバルビジネスⅠ・Ⅱ
翻訳論Ⅰ・Ⅱ
通訳論Ⅰ・Ⅱ
英語学Ⅰ〜Ⅳ
TESOLⅠ・Ⅱ
グローバルイングリッシュⅠ・Ⅱ
英米文学史Ⅰ・Ⅱ
英米文学研究Ⅰ・Ⅱ
西洋思想Ⅰ・Ⅱ
西洋批評論Ⅰ・Ⅱ
比較文化論Ⅰ・Ⅱ
比較社会論Ⅰ・Ⅱ
比較芸術論Ⅰ・Ⅱ
比較言語論Ⅰ・Ⅱ

●フランス語プレゼンテーション
　Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文・卒業制作Ⅰ・Ⅱ
◎卒業セミナーⅠ・Ⅱ
領域横断演習Ⅲ・Ⅳ

●基礎フランス語Ⅰ〜Ⅷ
●フランス語会話Ⅰ〜Ⅳ
●プラクティスフランス語Ⅰ〜Ⅳ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●フランス事情Ⅰ・Ⅱ
ドイツ事情Ⅰ・Ⅱ
スペイン語圏事情Ⅰ・Ⅱ
中国事情Ⅰ・Ⅱ
韓国事情Ⅰ・Ⅱ
ロシア文化論Ⅰ・Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ・Ⅱ
オセアニア文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
グローバルスタディーズ入門Ⅰ・Ⅱ
Business	EnglishⅠ・Ⅱ
English	through	CinemaⅠ・Ⅱ
English	through	MusicⅠ・Ⅱ
Public	SpeakingⅠ・Ⅱ
IdiomsⅠ・Ⅱ
TOEIC®Ⅰ・Ⅱ
TOEFL®Ⅰ・Ⅱ
英語学入門Ⅰ・Ⅱ
英米文学入門Ⅰ・Ⅱ
西洋文化入門Ⅰ・Ⅱ
翻訳・通訳入門Ⅰ・Ⅱ
選択英語（多読）Ⅰ・Ⅱ
選択ロシア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語中級Ⅰ・Ⅱ
選択イタリア語上級Ⅰ・Ⅱ
検定フランス語Ⅰ〜Ⅲ
検定英語Ⅰ〜Ⅲ
検定ドイツ語Ⅰ〜Ⅲ
検定スペイン語Ⅰ〜Ⅲ
検定中国語Ⅰ〜Ⅲ
検定コリア語Ⅰ〜Ⅲ

1年次のなかでも最も重要な「基礎
フランス語Ⅰ〜Ⅷ」を中心にフラン
ス語文法を徹底的に身につけます。

年1 Freshman

実践的フランス語に移行し、「プレ
セミナー」が開始。秋期はGlobal	
Campus	Program（全員留学）を実
施します。

学生主導で授業を計画、運営してい
く「セミナー」に加え、専門教育を
実施。多彩な知識も得られます。

フランス語を「専門言語」として学
んだ集大成となる、卒業論文・卒業
制作または卒業セミナーを選択しま
す。

年2 Sophomore

年3 Junior

年4 Senior

French Course

Webシラバス
を見る

外国語学科
フランス語コース

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

フランス語コース留学先

Global Campus 
Program

全員留学！

［フランス］約70万円〜90万円
［カナダ］約80万円

参考費用

※参考費用は、現地授業料および居住費の合計金額です。
※留学先・費用は予定です。詳細は本学ホームページをご覧ください。

オルレアン大学

フランス

ロワール渓谷のなかにあり、周
囲には歴史ある古城が集まって
います。少人数制のクラスで、
教員の個別フォローもあり。

クレルモン・
オーヴェルニュ大学

フランス

キャンパスは町の中心に近く、
安全で住みやすい都市です。日
本人が少ないので、勉強するに
は絶好の環境です。

ジョンキェール予科大学

カナダ

予科大学（セジェップ）とはケ
ベック州独自の公立高等教育機
関。ゆたかな環境のもと、アッ
トホームな雰囲気で学べます。

フランスの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
ドイツの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
スペインの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

ラテンアメリカの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
中国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
韓国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

2・3年次共通専門科目
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- Spanish Course -

　本コースでは、語学習得とともにスペインおよびラテ
ンアメリカ文化への理解を深めます。スペイン語による
プレゼンテーション能力を高めたり、日本に住むラテン
アメリカの方々と交流したりするなど、座学にとどまら
ない実践的な学びにより、スペイン語圏の国々と日本と
の架け橋として活躍できる人材の育成をめざしています。

スペイン語
コース

授業の特色と内容
C l a s s e s

　スペイン語圏の人と会話ができるように
なるためには、まず文法を理解し、ボキャ
ブラリーを増やすことが必要です。本講義
では、基本的かつ実践的なスペイン語の会
話、文法、単語を学びます。

プラクティススペイン語

文法と語彙力を磨く

　スペインには世界的に有名な画家や建築
家が多数います。本講義はスペイン美術の
変遷にはじまり、歴史的・社会的な背景や、
スペイン美術と欧米美術との関係について
も見ていきます。

スペインの社会と文化

美術大国スペイン

　スペインとラテンアメリカの社会、文化、
歴史、経済、政治など、多岐にわたるテー
マのなかから興味のある分野を選択し、互
いに発表・討論することで、知識だけでな
く社会人としての基礎力も培います。

江原裕美ゼミ
セミナー

知識以外も学んでほしい

　語学は、「読む・聞く」のインプットと
「話す・書く」のアウトプットでなりたっ
ています。スペイン語の基礎知識をふまえ、
これらの能力を意識した練習を行い、コミ
ュニケーション力を高めます。

スペイン語会話

コミュニケーション力UP

　スペイン語圏を構成するスペインとラテ
ンアメリカ諸国の自然環境や歴史を学びま
す。最終的にはそれぞれの地域の自然や文
化を学ぶ観光ツアーを企画、構成したうえ
で、プレゼンテーションをしてもらいます。

スペイン語圏事情

スペイン語圏の水先案内人に

　はるか昔より、スペインはさまざまな文
化や文明に影響を与え、また影響を受けな
がら発展してきました。スペインおよびラ
テンアメリカの歴史、芸術、習慣等をテー
マにスペイン語圏事情を理解します。

プラナス・ナバロ・イネス	ゼミ
セミナー

日常表現からスペインを知る

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

メキシコで買った聖書はき
れいな文語体のスペイン語
を学ぶのに最適です。

YASUNORI 
TAKAKU
- Senior -

留学中には世界遺産のテオ
ティワカン遺跡へ。太陽の
ピラミッドに登頂！

　メキシコに留学しましたが、留学前にはメキシコが舞台
のディズニー映画『リメンバー・ミー』を題材に、先生が
物語の背景にある現地の文化を解説してくれました。スペ
イン語圏の文化を深く学べるのもこのコースのおもしろさ
です。語学への興味が増し、ラテン語も学びはじめました。

高久泰徳さん
スペイン語コース4年／千葉県立柏井高等学校出身

語学だけでなく文化も学ぶ

学生たちに聞く！

MON TUE WED THU FRI

1 宗教学Ⅰ スペイン語文法Ⅲ 言語学基礎講義Ⅰ スペイン語翻訳Ⅰ

2 セミナーⅠ スペイン語表現Ⅰ
国際

コミュニケーション
Ⅰ－Ⅰ（ドイツ語）

選択
イタリア語
初級Ⅰ

3
国際

コミュニケーション
Ⅲ－Ⅰ（英語）

スペインの社会と
文化Ⅰ

スペイン語
会話Ⅶ

4 観光資源論Ⅰ

5 人類学Ⅰ 世界の情勢
（アメリカ）Ⅰ

1年次からいろんな語学に
挑戦。ヨーロッパの語学を
学ぶうえで背景にある歴史
や文化も大切になるので、
オープン科目で人類学や宗
教学を受講しました。

TIME TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

MEMORIES

RECOMMEND

VARIOUS
SUBJECTS



20 21 外国語学部　外国語学科

CURRICULUM
4年間の学びの流れ

●スペイン語文法Ⅰ・Ⅱ
●スペイン語作文Ⅰ
●スペイン語講読Ⅰ
●スペイン語会話Ⅴ・Ⅵ
●プレセミナー
東アジア近現代史
ヨーロッパ近現代史
海外語学研修Ⅰ〜Ⅹ
海外文化研修Ⅰ〜Ⅴ
フィールドワークⅠ・Ⅱ
留学事後研修Ⅰ・Ⅱ

●スペイン語文法Ⅲ・Ⅳ
●スペイン語表現Ⅰ・Ⅱ
●スペイン語翻訳Ⅰ・Ⅱ
●スペイン語会話Ⅶ・Ⅷ
●セミナーⅠ・Ⅱ
●言語学基礎講義Ⅰ・Ⅱ
領域横断演習Ⅰ・Ⅱ
国際関係論Ⅰ・Ⅱ
国際開発論Ⅰ・Ⅱ
発展途上地域の社会と文化Ⅰ・Ⅱ
アジア・アフリカ研究Ⅰ・Ⅱ
国際ボランティアと地域理解Ⅰ・Ⅱ
グローバルビジネスⅠ・Ⅱ
翻訳論Ⅰ・Ⅱ
通訳論Ⅰ・Ⅱ
英語学Ⅰ〜Ⅳ
TESOLⅠ・Ⅱ
グローバルイングリッシュⅠ・Ⅱ
英米文学史Ⅰ・Ⅱ
英米文学研究Ⅰ・Ⅱ
西洋思想Ⅰ・Ⅱ
西洋批評論Ⅰ・Ⅱ
比較文化論Ⅰ・Ⅱ
比較社会論Ⅰ・Ⅱ
比較芸術論Ⅰ・Ⅱ
比較言語論Ⅰ・Ⅱ

●スペイン語プレゼンテーション
　Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文・卒業制作Ⅰ・Ⅱ
◎卒業セミナーⅠ・Ⅱ
領域横断演習Ⅲ・Ⅳ

●基礎スペイン語Ⅰ〜Ⅷ
●スペイン語会話Ⅰ〜Ⅳ
●プラクティススペイン語Ⅰ〜Ⅳ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●スペイン語圏事情Ⅰ・Ⅱ
フランス事情Ⅰ・Ⅱ
ドイツ事情Ⅰ・Ⅱ
中国事情Ⅰ・Ⅱ
韓国事情Ⅰ・Ⅱ
ロシア文化論Ⅰ・Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ・Ⅱ
オセアニア文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
グローバルスタディーズ入門Ⅰ・Ⅱ
Business	EnglishⅠ・Ⅱ
English	through	CinemaⅠ・Ⅱ
English	through	MusicⅠ・Ⅱ
Public	SpeakingⅠ・Ⅱ
IdiomsⅠ・Ⅱ
TOEIC®Ⅰ・Ⅱ
TOEFL®Ⅰ・Ⅱ
英語学入門Ⅰ・Ⅱ
英米文学入門Ⅰ・Ⅱ
西洋文化入門Ⅰ・Ⅱ
翻訳・通訳入門Ⅰ・Ⅱ
選択英語（多読）Ⅰ・Ⅱ
選択ロシア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語中級Ⅰ・Ⅱ
選択イタリア語上級Ⅰ・Ⅱ
検定スペイン語Ⅰ〜Ⅲ
検定英語Ⅰ〜Ⅲ
検定フランス語Ⅰ〜Ⅲ
検定ドイツ語Ⅰ〜Ⅲ
検定中国語Ⅰ〜Ⅲ
検定コリア語Ⅰ〜Ⅲ

スペイン語を学習するための基礎を
徹底して習得。スペイン語圏の文化
などについても理解を深めていきま
す。

年1 Freshman

「プレセミナー」や専門科目の履
修がスタート。秋期にはGlobal	
Campus	Program（全員留学）を実
施します。

3年次・4年次合同で行う「セミナ
ー」で、発表・ディベートの能力を
伸ばし、主体的な語学学習を発展さ
せます。

4年間の集大成として、卒業論文・
卒業制作または卒業セミナーを選択。
高度な専門研究にチャレンジします。

年2 Sophomore

年3 Junior

年4 Senior

Spanish Course

Webシラバス
を見る

外国語学科
スペイン語コース

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

スペイン語コース留学先

Global Campus 
Program

全員留学！

スペインの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
ラテンアメリカの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
フランスの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

ドイツの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
中国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
韓国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

2・3年次共通専門科目

グラナダ大学

スペイン

アルハンブラ宮殿をはじめ文化遺産が豊富で歴史的
に重要なスペイン南部の都市。治安がよく住みやす
いので留学生にも人気が高い学術観光都市です。

サンティアゴ・デ・コンポステラ大学

スペイン

文化的、歴史的、宗教的に重要なスペイン北西部
の都市です。人口10万人のうち3分の1は学生
という学園都市。治安もいいので安心です。

［スペイン］約110万円〜130万円参考費用

※参考費用は、現地授業料および居住費の合計金額です。
※留学先・費用は予定です。詳細は本学ホームページをご覧ください。



22 23 外国語学部　外国語学科

- Chinese Course -

　世界で最も多くの人びとが使う中国語は、中国経済の
成長とともに今後も需要が期待される言語です。中国語
コースではネイティブ教員の指導による基礎訓練ととも
に、中国の歴史や人びとの習慣などの文化的側面に発展
させた授業も加え、言語を多面的に学んでいきます。

中国語
コース

授業の特色と内容
C l a s s e s

「聞く・話す・読む・書く」という言語習
得の方法を繰り返すことで中国語の基礎的
な力を身につけます。また、中国語を学ぶ
のに欠かせない中国人の考え方や伝統文化
についても織り交ぜて紹介します。

基礎中国語

中国語の基礎を習得する

　中国の社会状況や中国人の暮らしぶりを
「文化」と「歴史」の両面にわたって多角
的に学び、映像資料なども活用し現代中国
の生活様式を理解するとともに、日本文化
との比較をとおして異文化理解を深めます。

中国の社会と文化

中国のリアルを立体的に学ぶ

　中国の歴史、文化、社会、経済、哲学、
文学、芸術などのなかから、学生それぞれ
が興味のあるテーマを選び、参考文献や資
料の調査と情報の整理を行い、レポートの
作成と発表、討論を行います。

劔重依子ゼミ
セミナー

中国への興味をレポートに

　3年次の留学先のひとつ台湾で話されて
いる「台湾華語」を繁体字と注音符号で学
習する授業です。中国語の「普通話」との
違いを理解しながら、現代標準漢語の単語
と文法の基礎を身につけていきます。

プラクティス中国語

台湾から中国語にアプローチ

　4年生が対象の授業です。中国語による
プレゼンテーションの実施を目標に、各過
程で必要となる語学力、幅広い知識や想像力、
情報を収集する能力などを、グループによ
る協働作業を織り交ぜながら確認します。

中国語プレゼンテーション

実践的中国語

　東アジアの政治、社会、文化等について、
各自が知的関心にしたがってテーマを選び、
学術的な調査方法に則って研究を行うこと
で、主題を発見し、仮説を立て、文献に基
づき理論を組み立てる力を養います。

山﨑直也ゼミ
セミナー

東アジアをさらに深く考察

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

台南の奇美博物館で見た、
台湾のアーティストによる
影を用いた美しい作品。

NANAMI 
TSUKAMOTO

- Senior -

講義や就活がオンラインに
なり、電気スタンドを照明
代わりに利用しています。

　世界でもっとも使われている言語を学びたいとこのコー
スに進学しました。台湾の大学併設の中国語センターに留
学したので、日本語を学ぶ現地の学生と交流し、語学力が
向上したのもいい思い出。下町のような温かい雰囲気に惹
かれ、将来は台湾で働くことも考えています。

塚本七海さん
中国語コース4年／千葉県立匝瑳高等学校出身

将来は留学先の台湾で働きたい

学生たちに聞く！

MON TUE WED THU FRI

1 言語学基礎講義
Ⅰ

2 中国語表現Ⅰ セミナーⅠ
国際

コミュニケーション
Ⅲ－Ⅰ（英語）

中国語文法Ⅲ

3 書道用具用材
研究Ⅰ 領域横断演習Ⅰ 中国の

社会と文化Ⅰ 中国語翻訳Ⅰ SPI（企業就職）
Ⅰ

4 中国語会話Ⅶ アジアの
国際関係Ⅰ 産業実務演習Ⅰ

5

英語やアジアに関する講
義も積極的にとっていま
す。書道経験があり受講し
た「書道用具用材研究」は
筆や半紙について学ぶこの
コースらしい講義です。

TIME TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

MEMORIES

STAY
HOME

VARIOUS
SUBJECTS
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

●中国語文法Ⅰ・Ⅱ
●中国語作文Ⅰ
●中国語講読Ⅰ
●中国語会話Ⅴ・Ⅵ
●プレセミナー
東アジア近現代史
ヨーロッパ近現代史
海外語学研修Ⅰ〜Ⅹ
海外文化研修Ⅰ〜Ⅴ
フィールドワークⅠ・Ⅱ
留学事後研修Ⅰ・Ⅱ

●中国語文法Ⅲ・Ⅳ
●中国語表現Ⅰ・Ⅱ
●中国語翻訳Ⅰ・Ⅱ
●中国語会話Ⅶ・Ⅷ
●セミナーⅠ・Ⅱ
●言語学基礎講義Ⅰ・Ⅱ
領域横断演習Ⅰ・Ⅱ
国際関係論Ⅰ・Ⅱ
国際開発論Ⅰ・Ⅱ
発展途上地域の社会と文化Ⅰ・Ⅱ
アジア・アフリカ研究Ⅰ・Ⅱ
国際ボランティアと地域理解Ⅰ・Ⅱ
グローバルビジネスⅠ・Ⅱ
翻訳論Ⅰ・Ⅱ
通訳論Ⅰ・Ⅱ
英語学Ⅰ〜Ⅳ
TESOLⅠ・Ⅱ
グローバルイングリッシュⅠ・Ⅱ
英米文学史Ⅰ・Ⅱ
英米文学研究Ⅰ・Ⅱ
西洋思想Ⅰ・Ⅱ
西洋批評論Ⅰ・Ⅱ
比較文化論Ⅰ・Ⅱ
比較社会論Ⅰ・Ⅱ
比較芸術論Ⅰ・Ⅱ
比較言語論Ⅰ・Ⅱ

●中国語プレゼンテーション
　Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文・卒業制作Ⅰ・Ⅱ
◎卒業セミナーⅠ・Ⅱ
領域横断演習Ⅲ・Ⅳ

●基礎中国語Ⅰ〜Ⅷ
●中国語会話Ⅰ〜Ⅳ
●プラクティス中国語Ⅰ〜Ⅳ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●中国事情Ⅰ・Ⅱ
フランス事情Ⅰ・Ⅱ
ドイツ事情Ⅰ・Ⅱ
スペイン語圏事情Ⅰ・Ⅱ
韓国事情Ⅰ・Ⅱ
ロシア文化論Ⅰ・Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ・Ⅱ
オセアニア文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
グローバルスタディーズ入門Ⅰ・Ⅱ
Business	EnglishⅠ・Ⅱ
English	through	CinemaⅠ・Ⅱ
English	through	MusicⅠ・Ⅱ
Public	SpeakingⅠ・Ⅱ
IdiomsⅠ・Ⅱ
TOEIC®Ⅰ・Ⅱ
TOEFL®Ⅰ・Ⅱ
英語学入門Ⅰ・Ⅱ
英米文学入門Ⅰ・Ⅱ
西洋文化入門Ⅰ・Ⅱ
翻訳・通訳入門Ⅰ・Ⅱ
選択英語（多読）Ⅰ・Ⅱ
選択ロシア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語中級Ⅰ・Ⅱ
選択イタリア語上級Ⅰ・Ⅱ
検定中国語Ⅰ〜Ⅲ
検定英語Ⅰ〜Ⅲ
検定フランス語Ⅰ〜Ⅲ
検定ドイツ語Ⅰ〜Ⅲ
検定スペイン語Ⅰ〜Ⅲ
検定コリア語Ⅰ〜Ⅲ

中国語学習の必修科目として、基礎
的な語学訓練に重点を置いた科目群
を設定。「選択言語」を履修するこ
とも可能。

年1 Freshman

「中国語文法Ⅰ・Ⅱ」では、基礎の完
成をめざします。秋期にはGlobal	
Campus	Program（全員留学）を実
施。

2年次の ｢プレセミナー｣ に続き ｢セ
ミナー｣ が開始。他者と共通理解が
できるコミュニケーション能力を養
います。

中国語学習を集約する学年。卒業論
文・卒業制作または卒業セミナーの
いずれかを選択。さらなる成長をめ
ざします。

年2 Sophomore

年3 Junior

年4 Senior

Chinese Course

Webシラバス
を見る

外国語学科
中国語コース

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

中国語コース留学先

Global Campus 
Program

全員留学！

中国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
フランスの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
ドイツの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

スペインの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
ラテンアメリカの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
韓国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

2・3年次共通専門科目

義
ギ

守
シュ

大学

台湾

台湾における提携校です。国際
化に力を入れており、交換留学
もさかんです。書道、絵画等、
中国文化のイマージョンプログ
ラムも充実しています。

北
ペ

京
キン

語言大学

中国

首都にあり外国語教育の最高峰
です。比類のない実績があり、
国際感覚が磨かれることが期待
できる環境です。

華
カ

東
トウ

師範大学

中国

国際都市上海にキャンパスがあ
る1951年設立の国家教育部直
属の総合研究型大学で、19学
部65の学科から毎年多くの優
秀な人材が輩出し続けています。

［中国］約50万〜80万円
［台湾］約60万円

参考費用

※参考費用は、現地授業料および居住費の合計金額です。
※留学先・費用は予定です。詳細は本学ホームページをご覧ください。
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- Korean Course -

　多様な分野で活発な交流をしている隣国であり、近年
K-Cultureの影響でもっと身近な国となった韓国。コリ
ア語コースではネイティブ教員の「生きた韓国語」にふ
れながら実践的に学習を進め、同時に韓国・朝鮮の歴史
や文化、東アジアの文化への総合的な理解も深めていき
ます。

コリア語
コース

授業の特色と内容
C l a s s e s

　1年生を対象にしたスピーキング中心の
授業です。コリア語の仕組みと子・母音の
正しい発音を学習し、文法事項やフレーズ
を応用することで自然なイントネーション
で文章が読めるように練習を重ねます。

コリア語会話

会話力をレベルアップ

　中・上級文法と表現を身につけるととも
に、聴解能力とコミュニケーション能力を
向上させ、資格検定試験のための土台をつ
くります。「聞く、話す、読む、書く」の４
つの機能のバランスよい発達をめざします。

コリア語文法

全方位的にコリア語を高める

　韓国の言語と文化、および異文化コミュ
ニケーションに関して、それぞれが興味の
あるテーマを定め、発表と全員での議論を
行うゼミです。論文の書き方や討論のやり
方などを基礎から学べます。

閔由眞ゼミ
セミナー

韓国の言語や文化を討論

　韓国の社会・文化に関する資料を利用し、
現在の朝鮮半島の事情について理解を深め
る授業です。今日の韓国を理解するために
伝統社会の風習と文化を中心に学習し、そ
の定着の度合いや変化の諸相を考えます。

韓国事情

韓国の歴史と現在

上級レベルの語彙力と表現法を身につけ、
短文や長文の構成能力を向上させる授業で
す。作文練習を通して細かいエラーを修正
しながら、文法的に的確な文の生成能力を
高めることを目標とします。

コリア語表現

留学後も語学力をブラッシュアップ

　韓国の文化・歴史・社会に関するテーマ
を自分自身で設定し、文献や参考資料から
調べ、整理した内容を発表します。オリジ
ナリティとして、自分自身の意見が込めら
れているかどうかが大切です。

原智弘ゼミ
セミナー

オリジナリティある見解を

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

韓国で知ったブックスタン
ドの活用術。資料を広げ、
レポートなどに便利。

MAHIRO 
SEKIGUCHI

- Senior -

留学先・釜山の人気観光ス
ポット「広

かんあんり
安里」。広安大

橋がかかり、眺めがいい！

　K-POPが好きだったこともありコリア語は身近でした。2
年次に受けた「コリア語会話」は、先生が流行にも敏感で、
会話にも盛り込んでくれるのが楽しかったです。でも、韓
国人の先生はみなさん厳しい。その分きちんと身につきま
すし、努力した分上達したことが実感できます。

関口まひろさん
コリア語コース4年／
東京都立広尾高等学校出身

厳しくも楽しい、だから上達する

学生たちに聞く！

MON TUE WED THU FRI

1 女性史Ⅰ コリア語文法Ⅲ 言語学基礎講義
Ⅰ アパレル管理学

2 コリア語表現Ⅰ 韓国の社会と
文化Ⅰ セミナーⅠ コリア語会話Ⅶ

3 領域横断演習Ⅰ 情報処理Ⅰ

4 国際ボランティア
概論Ⅰ コリア語翻訳Ⅰ

5

韓国でフェミニズムが盛ん
だったので受講した「女性
史」やファッションが好き
で受講した「アパレル管理
学」など、興味に応じてオ
ープン科目を活用。

TIME TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

MEMORIES

MUST-HAVE
ITEM

VARIOUS
SUBJECTS
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

●コリア語文法Ⅰ・Ⅱ
●コリア語作文Ⅰ
●コリア語講読Ⅰ
●コリア語会話Ⅴ・Ⅵ
●プレセミナー
東アジア近現代史
ヨーロッパ近現代史
海外語学研修Ⅰ〜Ⅹ
海外文化研修Ⅰ〜Ⅴ
フィールドワークⅠ・Ⅱ
留学事後研修Ⅰ・Ⅱ

●コリア語文法Ⅲ・Ⅳ
●コリア語表現Ⅰ・Ⅱ
●コリア語翻訳Ⅰ・Ⅱ
●コリア語会話Ⅶ・Ⅷ
●セミナーⅠ・Ⅱ
●言語学基礎講義Ⅰ・Ⅱ
領域横断演習Ⅰ・Ⅱ
国際関係論Ⅰ・Ⅱ
国際開発論Ⅰ・Ⅱ
発展途上地域の社会と文化Ⅰ・Ⅱ
アジア・アフリカ研究Ⅰ・Ⅱ
国際ボランティアと地域理解Ⅰ・Ⅱ
グローバルビジネスⅠ・Ⅱ
翻訳論Ⅰ・Ⅱ
通訳論Ⅰ・Ⅱ
英語学Ⅰ〜Ⅳ
TESOLⅠ・Ⅱ
グローバルイングリッシュⅠ・Ⅱ
英米文学史Ⅰ・Ⅱ
英米文学研究Ⅰ・Ⅱ
西洋思想Ⅰ・Ⅱ
西洋批評論Ⅰ・Ⅱ
比較文化論Ⅰ・Ⅱ
比較社会論Ⅰ・Ⅱ
比較芸術論Ⅰ・Ⅱ
比較言語論Ⅰ・Ⅱ

●コリア語プレゼンテーション
　Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文・卒業制作Ⅰ・Ⅱ
◎卒業セミナーⅠ・Ⅱ
領域横断演習Ⅲ・Ⅳ

●基礎コリア語Ⅰ〜Ⅷ
●コリア語会話Ⅰ〜Ⅳ
●プラクティスコリア語Ⅰ〜Ⅳ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●韓国事情Ⅰ・Ⅱ
フランス事情Ⅰ・Ⅱ
ドイツ事情Ⅰ・Ⅱ
スペイン語圏事情Ⅰ・Ⅱ
中国事情Ⅰ・Ⅱ
ロシア文化論Ⅰ・Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ・Ⅱ
オセアニア文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
グローバルスタディーズ入門Ⅰ・Ⅱ
Business	EnglishⅠ・Ⅱ
English	through	CinemaⅠ・Ⅱ
English	through	MusicⅠ・Ⅱ
Public	SpeakingⅠ・Ⅱ
IdiomsⅠ・Ⅱ
TOEIC®Ⅰ・Ⅱ
TOEFL®Ⅰ・Ⅱ
英語学入門Ⅰ・Ⅱ
英米文学入門Ⅰ・Ⅱ
西洋文化入門Ⅰ・Ⅱ
翻訳・通訳入門Ⅰ・Ⅱ
選択英語（多読）Ⅰ・Ⅱ
選択ロシア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語初級Ⅰ〜Ⅳ
選択イタリア語中級Ⅰ・Ⅱ
選択イタリア語上級Ⅰ・Ⅱ
検定コリア語Ⅰ〜Ⅲ
検定英語Ⅰ〜Ⅲ
検定フランス語Ⅰ〜Ⅲ
検定ドイツ語Ⅰ〜Ⅲ
検定スペイン語Ⅰ〜Ⅲ
検定中国語Ⅰ〜Ⅲ

コリア語の基礎を徹底して習得する
必修科目群にとりくみます。「生き
たコリア語」にふれながら学習を進
めます。

年1 Freshman

段階的授業で、コリア語の運用レ
ベルを上げていきます。秋期には、
Global	Campus	Program（全員留
学）を実施。

学生が主体的に授業を運営する「セ
ミナー」がスタート。いままで学ん
できたコリア語のさらなる上達をめ
ざします。

コリア語のコミュニケーション能力
を集約。卒業論文・卒業制作、卒業
セミナーのひとつを選択し専門研究
にチャレンジ。

年2 Sophomore

年3 Junior

年4 Senior

Korean Course

Webシラバス
を見る

外国語学科
コリア語コース

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

コリア語コース留学先

Global Campus 
Program

全員留学！

韓国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
フランスの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
ドイツの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

スペインの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
ラテンアメリカの社会と文化Ⅰ〜Ⅳ
中国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

2・3年次共通専門科目
［韓国］約40万円〜70万円参考費用

※参考費用は、現地授業料および居住費の合計金額です。
※留学先・費用は予定です。詳細は本学ホームページをご覧ください。

水
スウォン

原大学校韓国

ソウルに近く、観光地や文化遺跡が多い場所に
ある総合大学です。IT関連と語学教育に力を入
れています。

釜
プ

山
サン

外国語大学校韓国

韓国では数少ない外国語大学校のひとつ。日本
語を学ぶ学生も多く、大学全体が日本への関心
も高いため、韓国人学生や地域社会との交流も
期待できます。

漢
ハニャン

陽大学校韓国

首都ソウルにあり、韓国内の大学ランキングで
もトップ10に入る実力校です。長年国際交流
に力を入れており語学教育に定評があります。

韓国外国語大学校韓国

首都ソウルに位置し、外国語教育では比類なき
伝統と実績を誇る外国語教育専門の総合大学で
す。語学プログラムは少人数で、学生のレベル
に応じた体系的なカリキュラムが特徴です。

崇
スンシル

実大学校韓国

2017年に開校120周年を迎えた「韓国最初の
大学」。独自開発教材を用いた細やかな語学教
育と、充実したサポート体制にも定評がある私
立総合大学です。
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OB & OGOB & OG CareersCareersCareersCareers
資格と就職先

教員免許
中学校教諭一種（英語）

教員免許
高等学校教諭一種
（英語）

学芸員

図書館司書

キャンプインストラクター
受験資格

2級ファイナンシャル・
プランニング

技能検定受検資格

司書教諭 社会教育士

卒業生の声

VOICES OF

2021年3月時点

AFTER  
GRADUATION

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

2021年
(%)

OB & OGOB & OG
For 

The 
Futu

re

VOICE #01

VOICE #03

VOICE #02

夢を後押しする
キャリアサポート

学生時代の友人は
一生の宝！

Where	
there	is	a	will,	
there	is	a	way.

　学んだ韓国語をいかし、モバイルゲームのアジア向け宣
伝担当を経験。現在は家庭用ソフトの日亜宣伝を担当して
います。語学や知識は学んで損はありません。時間のある
学生時代こそ貪欲に学ぶべき！　夢だった企業に入れたの
も、粘り強さと学生の味方になってくれる熱心なキャリア
サポートのおかげです。

　充実した学生生活は本人のとりくみ方しだい。そのよう
な気持ちから学生団体での活動や勉学にも励んできました。
なかでも、卒業セミナーのレポートやプレゼンテーション
で学んだ、物事を人に伝えるには結論から先に述べるとわ
かりやすいという観点は、金融機関に就職したいまも仕事
にいかされています。

　就職先を選ぶ際は成長性と経営理念を重視しました。現
在は空港のグランドスタッフとしてお客さま対応に奮闘す
る毎日ですが、かぎられた時間でたしかな情報をお伝えす
るためにも、英語コースの講義で学んだ英語力と関連校
「ユニタス」で身につけたコミュニケーション能力がとて
も役立っています。

中原葵さん

野口瑠加さん

小比類巻里菜さん

2017年卒業
（コリア語コース）

2019年卒業
（英語コース）

2019年卒業
（英語コース）

株式会社バンダイナムコエンターテインメント勤務

外資系生命保険会社勤務

ANAエアポートサービス株式会社勤務

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

NAME

YEAR OF 
GRADUATION

YEAR OF 
GRADUATION

YEAR OF 
GRADUATION

※2つ以上の資格（教員免許
を含む）を取得する場合は4
年以上かかることがあります。

主な進路

東急リゾーツ＆ステイ

関東マツダ

日本生命保険相互会社

オルビス

東日本三菱自動車販売会社

東京スバル

ロクシタンジャポン

楽天

東京キリンビバレッジ　　
サービス

埼玉トヨタ自動車

スターバックスコーヒー　
ジャパン

プリンスホテル

商工中金リース

銀座ルノアール

星野リゾートグループ

ほか


