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教育目標 科目系統 1年次 2年次 3年次 4年次

現代社会と歴史Ⅱ 現代社会と思想・宗教Ⅰ 現代社会と思想・宗教Ⅱ

世界の地誌Ⅲ（アメリカ）

現代の社会について問題意
識を持ち、それに基づいて文
学、言語、芸術、歴史、政治、
経済などの様々な学問を融
合・横断した学際的学修を行
う。

異なる文化に触れて、多様な
価値観に対する理解を深め
る。

国際交流の現場において必
須な諸文化についての知識、
社会科学や人文科学の裏付
けを伴う的確な判断力や感
性を養う。

歴
史
社
会
・
地
域
系
統

国際文化論 比較文化論Ⅰ

アジア地域文化入門 ヨーロッパ地域文化入門

アメリカ地域文化入門

Cross-Cultural
Communication

Communication in a
Global Rnvironment

現代社会と歴史Ⅰ

アジア文化論ⅩⅢ（中国の社会1） アジア文化論ⅩⅣ（中国の社会2）

ヨーロッパ文化論Ⅲ（ヨーロッパの思想・宗教） ヨーロッパ文化論Ⅹ（ヨーロッパの政治経済）

ヨーロッパ地域論Ⅱ（イギリス） ヨーロッパ地域論Ⅲ（フランス）

アメリカ文化論Ⅶ（アメリカの社会2） アメリカ文化論Ⅷ（アメリカの社会3）

Topics in
Japanese Society

Topics in
US Society

Topics in
UK Society

Introduction to
Global IssuesⅠ

(Business)

Introduction to
Global IssuesⅡ

(Entrepreneurship)

アジア文化論Ⅰ（日本史1）

社会情報分析の基礎 世界の地誌Ⅰ（日本・中国） 世界の地誌Ⅱ（ヨーロッパ）

アジア文化論ⅩⅥ（中国の政治経済）

アジア文化論Ⅱ（日本史2） アジア文化論Ⅴ（日本の思想・宗教） アジア地域論Ⅱ（東アジアの社会と文化）

Contemporary
Global IssuesⅡ

(Japan and
Globalization)

Japanese Society
from a

Comparative Perspective
Tourismn in Japan

Japan and the
Japanese in

Western Writings

アジア文化論Ⅲ（中国史1） アジア文化論Ⅳ（中国史2） アジア文化論Ⅵ（中国の思想・宗教）

アジア文化論ⅩⅠ（日本の社会1） アジア文化論ⅩⅡ（日本の社会2） アジア文化論ⅩⅤ（日本の政治経済）

ヨーロッパ地域論Ⅳ（ドイツ・中欧） ヨーロッパ地域論Ⅴ（地中海）

アジア文化論ⅩⅦ（比較文化） アジア地域論Ⅲ（東南アジアの社会と文化） アジア地域論Ⅳ（南・西アジアの社会と文化）

ヨーロッパ文化論Ⅰ（ヨーロッパ史1） ヨーロッパ文化論Ⅱ（ヨーロッパ史2） ヨーロッパ文化論Ⅷ（ヨーロッパの社会1） ヨーロッパ文化論Ⅸ（ヨーロッパの社会2）

アメリカ文化論Ⅸ（アメリカの政治経済）

アメリカ文化論ⅩⅡ（比較文化） アメリカ地域論Ⅱ（北米） アメリカ地域論Ⅲ（中南米）

ヨーロッパ文化論ⅩⅠ（比較文化） ヨーロッパ地域論Ⅵ（東欧・北欧）

アメリカ文化論Ⅰ（アメリカ史1） アメリカ文化論Ⅱ（アメリカ史2） アメリカ文化論Ⅲ（アメリカの思想・宗教） アメリカ文化論Ⅵ（アメリカの社会1）

国際コミュニケーション論Ⅱ 国際コミュニケーション論Ⅲ 対照言語学 社会言語学

第2言語習得論

国際文化特論Ⅰ 国際文化特論Ⅱ 国際文化特論Ⅲ

比較文化論Ⅱ 国際コミュニケーション論Ⅰ

現代社会と文学Ⅰ 現代社会と文学Ⅱ 現代社会と芸術Ⅰ 現代社会と芸術Ⅱ

アメリカ文化論Ⅴ（アメリカの文学） アメリカ文化論Ⅳ（アメリカの芸術）

アジア文化論Ⅸ（日本の文学） アジア文化論Ⅶ（日本の芸術） アジア文化論Ⅹ（中国の文学） アジア文化論Ⅷ（中国の芸術）

コミュニケーション論Ⅰ（ジェンダー） コミュニケーション論Ⅴ（アジア） コミュニケーション論Ⅵ（ヨーロッパ） コミュニケーション論Ⅶ（アメリカ）

ヨーロッパ文化論Ⅵ（英語圏の文学） ヨーロッパ文化論Ⅶ（ヨーロッパ大陸の文学） ヨーロッパ文化論Ⅳ（ヨーロッパの芸術1） ヨーロッパ文化論Ⅴ（ヨーロッパの芸術2）

International
Business Communication

Ⅰ

International
Business CommunicationⅡ

コミュニケーション論Ⅱ（通訳・翻訳） コミュニケーション論Ⅲ（映像メディアと情報） コミュニケーション論Ⅳ（ジャーナリズム）

国
際
関
係
・
世
界
経
済
系
統

世界経済の仕組みⅠ 世界経済の仕組みⅡ

文
化
・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
系
統

ミクロ経済学Ⅰ ミクロ経済学Ⅱ マクロ経済学 国際マーケティング

国際経済学Ⅰ 国際経済学Ⅱ ヨーロッパの経済 アジア太平洋の経済

国際関係史Ⅰ 国際関係史Ⅱ 国際関係論Ⅰ 国際関係論Ⅱ

経済分析の基礎Ⅰ（消費者と企業） 経済分析の基礎Ⅱ（政府と経済政策） 政治分析の基礎

アメリカと国際関係Ⅰ アメリカと国際関係Ⅱ 国際協力論 国際協力とNPO

開発経済学 国際協力特講Ⅰ（民主化とガバナンス） 国際協力特講Ⅱ（移民・難民）

国際法Ⅰ 国際法Ⅱ 国際組織論 地球環境論

アジア太平洋と国際関係Ⅰ アジア太平洋と国際関係Ⅱ ヨーロッパと国際関係Ⅰ ヨーロッパと国際関係Ⅱ

イスラムと国際関係Ⅰ イスラムと国際関係Ⅱ

国際文化交流論 国際環境協力論 国際協力特講Ⅲ（観光・文化財保護・まちづくり） 国際協力特講Ⅳ（社会協力）

Readings in
Global Issues

Contemporary
Global IssuesⅡ

(US Society and UK
Society)

Readings in
Global Business

Contemporary
Global IssuesⅠ

(Economy and Business)

国際ビジネス事情Ⅰ 国際ビジネス事情Ⅱ

演習 国際入門演習 国際基礎演習Ⅰ 国際基礎演習Ⅱ 国際専門演習 国際卒研演習

国際社会特論Ⅰ（政治） 国際社会特論Ⅱ（経済） 国際社会特論Ⅲ（国際協力）

ジ

ェ
ン
ダ
ー

ジェンダー論Ⅰ（表象） ジェンダー論Ⅱ（法と労働）

ジェンダー論Ⅲ（セクシュアリティー） ジェンダー論Ⅳ（地域と階層）
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英語上級IIIＡ 英語上級IIIＢ

資格英語Ⅰ(TOEIC) 資格英語Ⅱ(TOEIC) 時事英語Ⅱ(メディア) 時事英語Ⅰ(ジャーナル)

異文化コミュニケーションを可
能にする実践的言語能力、
情報スキルを体得する。

外国語

英語中級ⅠＡ 英語中級ⅠＢ 英語上級IＡ 英語上級IＢ

英語中級ⅡＡ 英語中級ⅡＢ 英語上級IIＡ 英語上級IIＢ

英語特別演習Ⅳ（通訳）Ａ 英語特別演習Ⅳ（通訳）Ｂ

フランス語特別演習Ⅳ（上級講読）

中国語初級 A 中国語初級 B

中国語中級Ⅰ（文法）A 中国語中級Ⅰ（文法）B 中国語特別演習Ⅰ（上級会話）

英語特別演習Ⅴ（アカデミック・ライティング）Ａ 英語特別演習Ⅴ（アカデミック・ライティング）Ｂ

フランス語初級A フランス語初級 B

資格英語Ⅳ(TOEFL) 資格英語Ⅲ(TOEIC)

英語特別演習Ⅰ（プレゼンテーション・ディスカッション） 英語特別演習Ⅱ（アカデミック・リーディング） 英語特別演習Ⅲ（アカデミック・リーディング） English Seminar

フランス語特別演習Ⅶ（総合）　 フランス語特別演習Ⅷ（総合）　

フランス語中級Ⅰ（文法）A フランス語中級Ⅰ（文法）B フランス語特別演習Ⅰ（上級会話）　 フランス語特別演習Ⅱ（上級会話）　 フランス語特別演習Ⅴ（上級講読） フランス語特別演習Ⅵ（上級講読）　

フランス語中級Ⅲ（会話）A　 フランス語中級Ⅲ（会話）B　

フランス語中級Ⅱ（講読）A フランス語中級Ⅱ（講読）B フランス語特別演習Ⅲ（上級講読）

中国語特別演習Ⅱ（上級会話）　 中国語特別演習Ⅴ（資格対策）　 中国語特別演習Ⅵ（資格対策）　

中国語中級Ⅱ（講読）A 中国語中級Ⅱ（講読）B 中国語特別演習Ⅲ（上級講読） 中国語特別演習Ⅳ（上級講読） 中国語特別演習Ⅶ（総合）　 中国語特別演習Ⅷ（総合）　　

日本語ⅡB（留学生対象）

日本語学概論Ⅰ　 日本語学概論Ⅱ 日本語学各論Ⅰ（文学・表記） 日本語学各論Ⅱ（音声・音韻）　 日本語学各論Ⅲ（文法）　

中国語中級Ⅲ（会話）A　 中国語中級Ⅲ（会話）B　

日本事情（留学生対象） 日本語ⅠA（留学生対象） 日本語ⅠB（留学生対象）

日本語ⅡA（留学生対象）

メディア表現法

教職 英語学概論

日本語学各論Ⅳ（日本語史）

ドイツ語初級A ドイツ語初級B ドイツ語中級A ドイツ語中級B

イタリア語初級A イタリア語初級B イタリア語中級A イタリア語中級B

インターンシップや海外研究旅行などを
通じて、実社会と触れ合う中で、目的意
識を高め、実践的能力を育む。

インターンシップ実習

海外事情／フィールドワーク

専門分野に関連した、より専
門的な科目・諸資格に関する
科目について学修する。

法令・財務

公務員志望者のための公法 公務員志望者のための私法 企業法務 企業会計と財務

法令の解釈と作成

日本語教育実習

日本語教師

日本語教育研究Ⅰ 日本語教育研究Ⅱ

映像メディア 映像文化論 地理情報論


