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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部では、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部で培っ
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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外国語学部では、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。

4 5 外国語学部　外国語学科

- Three Points -
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 )

F E A T U R E S

学生へのサポート

B A C K U P   S Y S T E M
Support for Students
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- ENGLISH COURSE -

MON TUE WED THU FRI

1 オセアニア
文化論Ⅱ

2 英米文学史Ⅱ PresentationⅡ 通訳論Ⅱ 特別活動の
指導法（中・高）

3 グローバルスタ
ディーズ演習Ⅱ

国際コミュニケ
ーションⅠ－Ⅱ

心身の発達と学習
過程（中・高）

アジア・
アフリカ研究Ⅱ

4 教育情報
リテラシー

English	Teaching
Ⅳ

5 イギリス文化論Ⅱ

授業の特色と内容
ClassesVARIO US SUBJECTS

　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

　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Ⅰ・Ⅱ

　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

　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Ⅰ・Ⅱ

　グローバル化の一方、歪みも生じていま
す。特に発展途上国においては、急速な経
済発展を続ける一方で、格差も生じていま
す。アジア、アフリカ地域を中心に、各国
の問題を見ていきます。

発展途上地域の社会と文化
Ⅰ・Ⅱ

　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

世界の持続可能性を考えよう！

研究対象としての英語

映画から英語圏の社会を学ぶ

アメリカ映画の悪者とは？

グローバル化の弊害

英語で読むイギリス文学

　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

必修や教職に必要な科目
が中心。「Presentation」
は1年から継続する講義
で、徐々に上達。

TIME 
TABLE
時間割（例）

3年次秋期の場合

　施設の充実度と全員留学制度に魅力を感じて帝京大学に
進学しました。留学先のマレーシアで、多種多様な国と地
域の学生たちの英語にふれたのは印象深かったです。卒業
後の目標は英語教員。3年次に養護施設での実習や模擬授
業を経験し、先生になるための心構えも身につけています。

中津未来さん
英語コース4年／千葉県立千葉北高等学校出身

プレゼンテーションの授業で
スピーチ上手に！

MIKU NAKATSU
- Senior -

マレーシアでの語学留学の修了証書。英
語力やTOEIC®の点数も向上しました。

- MEMORIES -

手帳2冊（バイト用と課題用）、単語帳、
USBメモリふたつ、電子辞書は必携品。

- MUST ITEM -

/ STUDENT LIFE /
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●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

Curriculum
4年間の学びの流れ

外国語学科
英語コース

●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

●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

ENGLISH 
COURSE

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〜60万円
［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110万円〜150万円
［カナダ］約90万円

参考費用

英語コース留学先例

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。

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。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。

ビクトリア大学

オーストラリア

緑あふれる街並みで、キャンパス近
郊は芸術や文化的施設が多い。日本
人サポートあり。

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。開放的なキャンパスでシ
ョッピングモール等も近い。

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。

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
な指導に定評あり。安全でフレンド
リーな住みやすい都市。

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。

カレッジ・オブ・ザ
・ロッキーズ

カナダ

首都ダブリンに本部を置く新規校。
言語教育に力を入れており、35か
国以上からの留学生が学んでいる。

ダブリンシティ
大学

アイルランド

GLOBAL CAMPUS 
PROGRAM全員

			留学！

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

「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 年
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。

1 年
Freshman

｢プレセミナー｣ がスタート。
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。

年2 Sophomore

専門科目の履修が本格化。ま
た学生主導の「演習」がスター
ト。「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。

3 Junior 4 Senior



10 11 外国語学部　外国語学科

授業の特色と内容
ClassesVARIO US SUBJECTS

　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Ⅰ〜Ⅳ

　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Ⅰ

　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Ⅰ〜Ⅳ

　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Ⅰ・Ⅱ

　「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

ドイツ文化圏でテーマを設定

書いて習得するドイツ語能力

ドイツは日本と似ている？

現代のドイツ文化を知る

翻訳でドイツ語力を高める

日常会話でも役立つ表現

- GERMAN COURSE -

MON TUE WED THU FRI

1 言語学
基礎講義Ⅱ

2 ドイツ語翻訳Ⅱ ドイツ語文法Ⅳ

3
国際コミュニケ
ーションⅡ－Ⅱ
（ロシア語）

選択イタリア語
初級Ⅱ

世界の情勢
（アジア）Ⅱ

ドイツの社会と
文化Ⅳ

4
国際コミュニケ
ーションⅠ－Ⅱ
（スペイン語）

セミナーⅡ ドイツ語会話Ⅷ

5 ドイツ語表現Ⅱ

　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

語学に興味があり、ドイ
ツ語以外の言語も複数学
んでいます。外国語学科
ならではの時間割です。

TIME 
TABLE
時間割（例）

3年次秋期の場合

/ STUDENT LIFE /

　2年次の「全員留学」でベルリンへ。ドイツ語づけの日々
でしたが、大学で学んだことをいかせましたし、後半はド
イツ語での生活が楽しくなりました。国際交流サークルに
も所属し、留学生や外国人の先生とのイベントで異文化に
もふれています。いまはロシア語の勉強にもとりくみ中です。

相澤眞冬さん
ドイツ語コース4年／宮城県国立仙台高等専門学校出身

留学で成長する語学力

MAFUYU AIZAWA
- Senior - 売り切れ必至の100円朝食＠ソラティオ

キッチンの数量限定「スペシャル定食」。

- MY FAVORITE -

いまもときどき見返すことのある、文法

や表現の基礎を学んだドイツ語の教科書。

- MUST ITEM -



12 13 外国語学部　外国語学科

●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

Curriculum
4年間の学びの流れ

外国語学科
ドイツ語コース

●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

●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

GERMAN
COURSE

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

ドイツ語コース留学先例

GLOBAL CAMPUS 
PROGRAM

全員留学！

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

［ドイツ］約80万円〜90万円参考費用

※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。

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 年
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。

1 年
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。

年2 Sophomore

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。

3 Junior 4 Senior



14 15 外国語学部　外国語学科

授業の特色と内容
ClassesVARIO US SUBJECTS

　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Ⅰ〜Ⅳ

　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Ⅰ・Ⅱ

　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

　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Ⅰ

　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Ⅰ

　フランスとフランス語圏の文化と社会に
ついて学びます。漫画、アート、歌、物語、
文学、学術資料など、さまざまな素材にと
りくみ、それらのテーマについて口頭発表
を行います。

ボォ・小林シルヴィゼミ
セミナー

伝達する力で語学力を磨く

フランス語で自分の考えを表現する

フランス語は発音が重要 日仏の文化を通してフランス語を学ぶ

マルチな視点でフランス語！

「書く力」を鍛えてワンランクアップ

- FRENCH COURSE -

MON TUE WED THU FRI

1 フランス語
会話Ⅴ

フランス語
作文Ⅰ

2 会計学原理Ⅰ フランス語
会話Ⅵ

3 フランス語
文法Ⅰ プレセミナー フランス語

講読Ⅰ
フランス語
文法Ⅱ

4 国際コミュニケ
ーションⅠ－Ⅰ 情報リテラシーⅠ 教育学Ⅰ

5 日本文化Ⅱ－Ⅰ 日本史Ⅰ

　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やフランスでの
短期研修など、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

朝早いのが苦手なので授
業はなるべく午後に。生
活習慣に沿った時間割が
組めるのも大学のよさ。

TIME 
TABLE
時間割（例）

2年次春期の場合

/ STUDENT LIFE /

　グローバル化の時代、英語以外の言語の必要性を感じ、
高校時代からフランス語を学んでいます。少人数のクラス
編成やネイティブの先生の指導など、充実した学習環境に
加え、昨年はフランスに留学し、世界中の学生と交流し言
語を通したコミュニケーションの楽しさを再確認しました。

魚野彩さん
フランス語コース3年／
埼玉県立伊奈学園総合高等学校出身

フランス語で世界を広げたい

AYA UONO
- Junior -

小学生のころに出会って、いまは原文で
読むのにも挑戦している世界的名作です。

- RECOMMEND -

交換留学で帝京大学に来ていたサキナに
フランスで再会！　町のお祭りでの一枚。

- MEMORIES -

/ STUDENT LIFE /



16 17 外国語学部　外国語学科

●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

Curriculum
4年間の学びの流れ

外国語学科
フランス語コース

●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

●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 年
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。

1 年
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。

年2 Sophomore

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。

3 Junior 4 Senior

FRENCH
COURSE

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

フランス語コース留学先例

GLOBAL CAMPUS 
PROGRAM

全員留学！

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

［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。



18 19 外国語学部　外国語学科

授業の特色と内容
ClassesVARIO US SUBJECTS

　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
Ⅰ〜Ⅳ

　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Ⅰ〜Ⅳ

　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

　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

　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Ⅰ・Ⅱ

　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

知識以外も学んでほしい

美術大国スペイン

文法と語彙力を磨く

日常表現からスペインを知る

スペイン語圏の水先案内人に

コミュニケーション力UP

- SPANISH COURSE -

MON TUE WED THU FRI

1 英米文学入門Ⅰ 言語学基礎講座Ⅰ 知的財産法Ⅰ

2 英米文学史Ⅰ スペイン語
表現Ⅰ

日本語教育
方法論Ⅰ

3 教育の
方法と技術 ビジネスマナー スポーツ実技Ⅰ English	

TeachingⅡ セミナーⅠ

4 English	
TeachingⅢ

スペイン語会話
Ⅶ

スペイン語
翻訳Ⅰ 英語学Ⅰ スペイン語

文法Ⅲ

5 インターン
シップⅠ TESOLⅠ

　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

1、2年次に必修でとれ
なかった英語の教職科目
を、余裕ができた3年次
にまとめて履修しました。

TIME 
TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

/ STUDENT LIFE // STUDENT LIFE /

　スペイン語を学べる環境を探して帝京大学にたどりつき、
全員留学があると知って、ここしかないと決めました。ス
ペイン語圏に惹かれたのは知人の影響。入学してからは、
スペイン人女優のSNSをフォローしたり音楽を聴いたり、
スペイン語だらけの日々で、いまでは身体の一部です！

本藤美来さん
スペイン語コース4年／
長野県私立長野清泉女学院高等学校出身

ゆくゆくはコロンビアで暮らしたい！

MIRAI HONDO
- Senior - 留学先のメキシコで購入した「おやすみ

なさいダースベイダー」のスペイン語版。

- MEMORIES -

マンスリースケジュール帳。フリースペ

ースたくさんでメモ魔の私にもぴったり。

- RECOMMEND -



20 21 外国語学部　外国語学科

●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

Curriculum
4年間の学びの流れ

外国語学科
スペイン語コース

●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

SPANISH
COURSE

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

スペイン語コース留学先例

GLOBAL CAMPUS 
PROGRAM

全員留学！
●：必修　◎：選択必修　無印：選択

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100万円〜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。

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 年
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。

1 年
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。

年2 Sophomore

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。

3 Junior 4 Senior



22 23 外国語学部　外国語学科

授業の特色と内容
ClassesVARIO US SUBJECTS

　中国語を総合的に学ぶ連続講義です。リ
スニングに重点を置いた授業からはじまり、
挨拶などシチュエーションごとの日常会話
を学び、中国語で簡単なやりとりができる
ようになってもらいます。

中国語会話Ⅰ〜Ⅳ

　2年次後期の全員留学に備え、初級段階
で学習した基本文法を固め、中級へのステ
ップアップをめざす授業です。文法の知識、
単語、文型の練習を繰り返し、中国語の土
台にある文化にふれることも意識します。

中国語文法Ⅰ・Ⅱ

　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

　中国文化は長年の歴史と多民族で構成さ
れています。本講義では、中国の伝統と文
化の形成過程と、現代中国文化がなりたつ
までの変遷を見ていきます。中国を知るた
めには欠かせない授業です。

中国の社会と文化Ⅰ〜Ⅳ

　語彙力と読解力の強化を中心に、台湾に
留学する学生のために繁体字の読み書きに
ついても指導します。到達目標は中国政府
公認の検定試験「HSK」の3級（基本的な
コミュニケーション能力）合格レベルです。

中国語講読Ⅰ・Ⅱ

　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

中国への興味をレポートに

中国語中級者をめざす

総合的に中国語を学ぶ

東アジアをさらに深く考察

中国語の力をさらに高める

文化を知り、中国人を知る

- CHINESE COURSE -

MON TUE WED THU FRI

1 危機管理論Ⅰ 言語学
基礎講義Ⅰ

統計学
入門Ⅰ

2 中国語
表現Ⅰ

3 中国語会話Ⅶ 中国の
社会と文化Ⅲ

中国語
文法Ⅲ SPI（企業就職）Ⅰ

4 中国語
翻訳Ⅰ

5 生活の医学Ⅰ 環境と生態Ⅰ 宗教
文化論Ⅰ セミナーⅠ

　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

「危機管理論」や「宗教
文化論」など、専門教育
科目以外の授業を意識的
に多く受講しました。

TIME 
TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

/ STUDENT LIFE // STUDENT LIFE /

　高校で中国人の友だちができたことがこのコースを選ん
だきっかけです。中国語は発音が難しいですが、ネイティ
ブ教員の授業や2年次の北京への留学などを経験し、レベ
ルアップした実感があります。これから就職活動が本格化。
語学力と行動力を武器にメディア関係に進みたい！

斉藤志步さん
中国語コース4年／神奈川県私立白鳳女子高等学校出身

多角的アプローチで語学力アップ

SHIHO SAITO
- Senior -

雑貨屋で見つけて気になって手にとった
本。ひとつひとつの言葉が胸に響きます！

- RECOMMEND -

お気に入りのペンでモチベーションを上
げて勉強に就職活動にがんばります！

- MUST ITEM -

/ STUDENT LIFE /



24 25 外国語学部　外国語学科

●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

Curriculum
4年間の学びの流れ

外国語学科
中国語コース

●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
検定ドイツ語Ⅰ〜Ⅲ
検定フランス語Ⅰ〜Ⅲ
検定スペイン語Ⅰ〜Ⅲ
検定コリア語Ⅰ〜Ⅲ

●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

CHINESE
COURSE

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

中国語コース留学先例

GLOBAL CAMPUS 
PROGRAM

全員留学！

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

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
ゴ

言
ゲン

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
シ

範
ハン

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50万〜70万円
［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。

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 年
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。

1 年
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。

年2 Sophomore

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。

3 Junior 4 Senior



26 27 外国語学部　外国語学科

授業の特色と内容
ClassesVARIO US SUBJECTS

　コリア語のリスニング能力の向上をめざ
す授業です。CDを聴いて各単文や長文を
理解し、内容についての問題を解いた後、
スクリプトを用い細部をチェックし、上級
レベルの語彙力と文法能力も身につけます。

コリア語表現Ⅰ・Ⅱ

　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Ⅰ・Ⅱ

　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

　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Ⅰ〜Ⅳ

　映像資料や音楽等のメディアも適宜利用
しながら、朝鮮半島、とくに韓国の社会、
文化に対する理解を深めるために、本講義
では古代から近代までの、日本とのかかわ
りも含めた「歴史」を概観します。

韓国の社会と文化Ⅲ・Ⅳ

　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

韓国の言語や文化を討論

全方位的にコリア語を高める

留学後も語学力をブラッシュアップ

オリジナリティある見解を

「歴史」を知りさらに深まる語学力

会話力をレベルアップ

- KOREAN COURSE -

MON TUE WED THU FRI

1 オセアニア
文化論Ⅰ

言語学
基礎講義Ⅰ

グローバルスタ
ディーズ入門Ⅰ コリア語会話Ⅶ

2 コリア語表現Ⅰ コリア語文法Ⅲ 社会人基礎力
養成演習Ⅰ セミナーⅠ

3 国際コミュニケ
ーションⅠ－Ⅰ

中国の
社会と文化Ⅲ コリア語翻訳Ⅰ キャリア

デザイン演習Ⅰ

4 韓国の
社会と文化Ⅲ

5

　文化・経済の両面で歴史的に交流が活発な隣国であり、
近年は音楽などでますます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

1・2年次は必修の語学
を中心に、3年次からは
就職活動に対応した演習
を履修しはじめました。

TIME 
TABLE
時間割（例）

3年次春期の場合

/ STUDENT LIFE // STUDENT LIFE // STUDENT LIFE /

　日韓の国際関係に興味があり、その歴史的な背景につい
て学びたいと思っています。2年次の留学は、はじめての
海外で不安が先行しましたが、現地の学生のサポートもあ
り、語学の勉強はもちろん本場の韓国料理も堪能。留学後
も韓国の友人と交流が続き、語学力も向上しています。

小室大樹さん
コリア語コース4年／
東京都私立八王子実践高等学校出身

語学を通じて、国際関係を知る

DAIKI KOMURO
- Senior - バイク好きで、好きなレーサーが被って

いるヘルメットと同じブランドを愛用。

- MY FAVORITE -

空き時間はソラティオスクエアのコーナ

ーラウンジに。晴れていると富士山も。

- RECOMMEND -
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●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

Curriculum
4年間の学びの流れ

外国語学科
コリア語コース

●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

KOREAN
COURSE

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

コリア語コース留学先例

GLOBAL CAMPUS 
PROGRAM

全員留学！

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

［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、観光地やエンターテインメ
ント施設も近いため、現地学生との交流や
小旅行などさまざまなアクティビティも期
待できます。

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。近年
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、体系的かつ専門的です。

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。

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 年
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。

1 年
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。

年2 Sophomore

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。

3 Junior 4 Senior
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C a r e e r s
資格と就職先卒業生の声

O B  &  O GVoices of

VOICE #01

VOICE #02

VOICE #03

the FutureFor AFTER  
GRADUATION

　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。

　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。

　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。

小比類巻里菜さん

野口瑠加さん

中原葵さん

2019年卒業
（英語コース）

2019年卒業
（英語コース）

2017年卒業
（コリア語コース）

ANAエアポートサービス株式会社勤務

外資系生命保険会社勤務

株式会社バンダイナムコエンターテインメント勤務

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

NAME

YEAR OF 
GRADUATION

YEAR OF 
GRADUATION

YEAR OF 
GRADUATION

夢を後押しする
キャリアサポート

※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

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
社会教育主事任用資格
（社会教育士）

全日本空輸

ANAエアポートサービス

ANAスカイビルサービス

ANA沖縄空港

ANA成田エアポート　　
サービス

ダンロップタイヤ中央

AOKI

きらぼし銀行

東洋証券

青梅信用金庫

JR東海ツアーズ

東急ストア

大江戸温泉物語ホテルズ＆
リゾーツ

アパホテル

ハウスコム

那須信用組合

日野市役所

ほか

2020年3月時点

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

学生時代の友人は
一生の宝！

Where	
there	is	a	will,	
there	is	a	way.

2020年
(%)


