
Kyoritsu
women’s university

Your key
to the world

世界を開く鍵がここにある



�SE
Pro�r��

A��� S�u��e�A��� S�u��e�

C�m���ica�i�� S�u��e�

Gl�b�� S�u��e�

エリア・スタディーズコース
世界諸地域の社会や文化を、歴史・社会・思想・宗教など、多角的な視点から学ぶ。

こんな
先輩たちが
います

コミュニケーション力
授業でのプレゼンテー
ションやディスカッショ
ン、そしてゼミ合宿など交
流の機会を通して相手
へ「伝える力」、相手を
「理解する力」を養う。

21世紀の今、世界はかつてないほどの速さでダイナミックな変化を遂げています。
そんな現代世界が直面しているさまざまな課題をいかに解決するか。
社会をとりまく事態は複雑化していて、専門的な知識や技術があれば
すぐに解決できる、というものではありません。
時代が求めているのは、他の分野ともつながり、手を携えて課題に取り組める力です。
共立女子大学国際学部は、人文・社会科学の両分野を備える融合的な学部です。
基礎から専門まで、多彩な科目群のなかから、教員のアドバイスを得ながらも、
自分の関心にしたがって主体的にカリキュラムを組むことができます。
とくに、1年次から4年次まで、全ての学生が必ずゼミナール（少人数制の演習科目）
に参加できるのは国際学部の特長です。
世界を開く「たくましく、しなやかな学び」が、ここにはあります。

世界を知るなら共立へ

国際学部で培われるチカラ

世界で活躍する講師の方々のお話を聞いて
見聞を広める講演会 ハロウィンやクリスマスなどの

イベントに合わせてゼミ仲間との懇親会懇親会 見聞を深め、現地の学生と交流する海外研究旅行

学内では味わえない体験を授業で学ぶ学外研修 多様な意見を聞き、考える力を養う学内授業 卒業研究の成果を発表し合う成果発表会

共立の国際を選んだ理由 受験生へのエール国際学部のココが好き！

学修する上での基本的な技能や幅広い知
識を学ぶことで、自分の興味のある分野を
見つけていきます。ゼミ内での活動を通し
て交友を深めていきます。

1年次 3年次

コースで学びながら
深く勉強したい分野を
見つけよう

3つのコースと9つのメジャーの中から深く
勉強したい分野を選択します。専門的な授
業を通して、3年次以降深く掘り下げて研究
したい内容を見つけていきます。

大学生活に慣れ、
学修の土台を築こう

いよいよ専門、
具体的な研究テーマ
を決めよう

専門演習で、1つのテーマに対して多様なア
プローチがあることを学び、視野を広げて
思考する力を身につけ、4年次の卒業研究
につなげます。

4年間の総仕上げ、
卒業研究をまとめよう

指導教員からのアドバイスを受けつつ、資料
の収集や分析、現地調査などを進め、卒業研
究を仕上げていきます。

主体性
受け身で知識をイン
プットするのではな
く、得られた知識をも
とに自ら考え、表現し、
行動する能力を養う。

柔軟性
多様な学問領域のアプ
ローチや、異なる文化
の背景を知ることで、自
らの「思い込み」に気づ
き、柔軟な思考を養う。

視野を広げる、国際学部の学び
国際学部の先輩たちに質問！

2年次

国際関係や国際法、国際経済に加え、政府や国際機関、NGOを通じた国際協力や国際文化交流を学ぶ。

1年次から選択可能な、
英語の特別プログラム

2年次に進級時、
3つのコースと
9つのメジャーより
1つを選択します。

4年次

掲載情報はすべて作成した時点（2022年）のものです。感染症流行以前の写真ならびに撮影時のみマスクを外して撮影した写真を使用しています。

【共立の国際学部を選んだ理由】

共立の穏やかな雰囲気の中で、海外について

色んな視点からのびのびと自由に学ぶことが

できる環境に魅力を感じました。

また、大学の立地の良さにも惹かれました。

【国際学部のココが好き！】

ゼミの先生と距離が近く、

切磋琢磨しあえる仲間に出会えるところ！

日々成長できます！

【受験生へのエール】

国際学部と言っても経済・法学・言語など

いろんな授業があり、自分が熱中できる

分野を見極めることができます。

大学受験で得た学びは必ず今後に

活きてくるので、一生に一度の受験勉強、

悔いが残らないように頑張ってください！

1，立地の良さ。
2，興味があった国際経済とビジネスについて、

　理解を深められるコースがあったから。

【共立の国際学部を選んだ理由】

1，良い友達が沢山いるところ
　頑張っている仲間に刺激を受け、

　自身を高めることが出来ます！！

2，ゼミの先生との距離の近さ
　学生想いの先生とともに、自分の

　好きな分野の研究を続けています。

【国際学部のココが好き！】

【受験生へのエール】

皆さん受験勉強お疲れ様です。

大学受験を頑張ったら楽しい4年間が待っています!! 

大学生活は、人生で1番学ぶことが多く、

1番遊べる期間でもあります(̂ )̂/ 

皆さんには、後悔しないような受験をして

いただきたいです。可能性は無限なので、

自身の可能性を広げてみてください。

応援しています。

【共立の国際学部を選んだ理由】

国際学部のある大学を希望していた中で、
GSEという英語に特化した授業があることに
魅力を感じたからです！

【国際学部のココが好き！】

外国語はもちろん、国際文化や
社会問題について、
自分が学びたいことを学べるところ！

【受験生へのエール】

今は辛いことが多いかもしれませんが、
振り返ると受験も貴重な経験だったと
思えます。素敵なキャンパスライフを
想像して、頑張ってください！
共立の周りはお店が多く、
お散歩すると楽しいですよ！

文化の核心であるとともに、地域を超えて人々を結びつける役割も担う言語や芸術表現を中心に学ぶ。
コミュニケーション・スタディーズコース

グローバル・スタディーズコース

●アジア研究
●ヨーロッパ研究
●アメリカ研究

●国際コミュニケーション
●比較文化
●思想・表象文化

●国際関係
●国際経済
●国際協力・国際公共政策

9つのメジャー
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エリア・スタディーズコース コミュニケーション・スタディーズコース

比較文化国際コミュニケーション 思想・表象文化
3 Majors

アジア研究 ヨーロッパ研究 アメリカ研究
3 MajorsA��� S�u��e�A��� S�u��e� C�m���ica�i�� S�u��e�

● フランスの年次有給休暇とバカンス
̶フランスから学ぶ日本の休暇制度̶

● Multiculturalism of Canada from various perspectives

● English Acquisition in Asia

卒論テーマ 〈コミュニケーション・スタディーズコース〉
● 急成長による中国のごみ問題̶北京市の事例を中心に̶
● 現代社会における女性の「老い」の捉え方̶白髪・化粧の考察を通して̶
● 日米の愛情表現における言語・非言語コミュニケーション比較
● アメリカの肥満者̶貧困層をさらに苦しめる食品企業̶

My research and teaching interests cover various 
areas of International Relations, including Foreign 
Policy and Strategic Studies. At Kyoritsu, I teach 
International Relations and Comparative Politics, 
as well as Academic English.

【研究紹介】

【Mark先生から受験生へ】
Study International Relations, and you will know 
the world!

＃オーストラリア　＃国際法　＃アジア研究　
＃グローバリゼーション　＃趣味は温泉　
＃365日ハイテンション

Asada_zemi

My research is about globalization and higher 
education. I’m interested in the relationship of 
education with society and culture. I focus on 
how nations, institutions, and individuals aspire 
to be global. I’ve done research in Japan, ASEAN 
countries (Vietnam, Cambodia, Indonesia, and 
Malaysia), and the US.

【研究紹介】

【Asada先生から受験生へ】
Discover yourself and the world through 
education!

＃アメリカ　＃比較文化　＃ジェンダー　
＃国際協力・国際公共政策　＃比較国際教育
＃日本語ペラペラ！　＃だけど英語で話してネ

ドイツ、フランスを中心としたヨーロッパ近現代
史が専門です。
国境や教育、博物館の歴史を研究しています。

【研究紹介】

【西山先生から受験生へ】
外の世界に一歩踏み出して、自分の可能性を高め
よう。
＃ドイツ　＃ヨーロッパ研究
＃国際コミュニケーション　＃比較文化
＃登山とドライブが趣味です！

Nishiyama_zemi

アメリカにおける1970年代以後のインドシナ難民
の受け入れとコミュニティ形成を中心に社会・文
化を歴史的に研究しています。

【研究紹介】

【佐原先生から受験生へ】
国際学部で社会を分析する視野を学び、世界へ
羽ばたきましょう！
＃アメリカ研究　＃移民・マイノリティ　
＃英語と文化　＃都市・コミュニティ
＃ジェンダー　＃国際コミュニケーション　
#映画が好き！

Sahara_zemi

Asanuma_zemi

Mark_zemi

卒論テーマ 〈エリア・スタディーズコース〉
● 被災地復興におけるツーリズムの役割と可能性̶岩手県久慈市の事例̶
● 南北戦争の和解と遺産
● 江戸前寿司のグローバル化̶英米仏を例に̶
● 人間と化粧̶なぜヒトは化粧をするのか̶

● 箸の歴史̶日中の比較̶
● A Comparative Study of English Education 
     in Japan and Nepal

● The Origins and Future of Co�ee Production

日本語の文法の中でも、「ウナギ文」「カキ料理構
文」などおもしろい名前の付いた構文が見られる
名詞述語文を中心に研究をしています。

【研究紹介】

【佐藤先生から受験生へ】
大学で「学ぶ楽しさ」を一緒に味わいましょう。
＃国際コミュニケーション　＃アジア研究
＃日本語教師　＃本当に優しい

Sato_zemi

情報化時代に伴い大量に創出された中国語の新
語について、語義的および構造的な成立過程の調
査を行っています。

【研究紹介】

【李先生から受験生へ】
中国語を覚えると同時に中国社会または中国文化
にも関心を持てば、語学の学習が無味乾燥なもの
にならず、楽しみながら取り組めるはずでしょう。
＃中国研究　＃比較文化　＃ことばと社会　
＃コミュニケーション　#最近卓球にハマっています

Li_zemi

社会学・フランス地域研究。フランスの移民の社会
参加の問題を研究しています。イスラムと西欧文明、
国民統合、多文化主義などさまざまなテーマが関連
する分野です。

【研究紹介】

【辻山先生から受験生へ】
関心のある分野をみつけて、本をたくさん読みましょう。

＃ヨーロッパ　＃移民・マイノリティ　＃フランス語と文化
＃ジェンダー　＃フランス映画ならまかせて

Tsujiyama_zemi

【石井先生から受験生へ】
高校での日頃の勉強は、大学入学後の学びに必
要な知識を得るためのものです。
地道にしっかり勉強しましょう。
＃ヨーロッパ　＃都市・コミュニティ
＃人文地理学　＃バスク地方研究
＃バスクチーズケーキのバスクだよ
＃趣味は息子とポケモンバトル　

Ishii_zemi

【研究紹介】
中国の歴史について研究しています。とくに、17
世紀から20世紀にかけての清代に関心があり
ます。授業では、「外国」の「歴史」という二つの
壁を少しでも低くして、親しみを感じてもらえる
ように、なるべく映像や写真を取り入れるように
しています。

【浅沼先生から受験生へ】
中国語を勉強すると世界が広がる！ビジネスもエ
ンタメも盛り沢山です。

＃中国　＃中国の歴史　＃アジア研究　＃比較文化
＃中国のドラマ・映画を知るならこの先生！

【上田先生から受験生へ】
日本のことも、世界のことも。よくばりが魅力の
国際学部で待っています。
＃日本近現代史　＃グローバリゼーション
＃アジア研究　＃趣味は野球観戦

Ueda_zemi

Takano_zemi

地域的・民族的に多様性を持つカナダが、いかに
諸利害を調整し、国家の統合を図ってきたのかを、
歴史と政治の両面に注目して研究しています。

【研究紹介】

【高野先生から受験生へ】
知的好奇心を大切にして、大学で人生の選択肢を
広げてくださいね。

＃移民・マイノリティ  ＃国際コミュニケーション　
＃カナダ研究  ＃英語と文化  
＃ジョギングと旅行が趣味

Sugano_zemi

【宇野先生から受験生へ】
つねに好奇心をもち、頭と心の引き出しをふやして
下さい。
＃東アジア研究　＃比較文化　＃表象文化　
＃中国語と漢字　＃文学・芸術　
＃クラシック音楽が好き

Uno_zemi

【菅野先生から受験生へ】
国際の“際”の視点から、世界の豊かな“差異”と
“彩”を一緒に研究しましょう！
＃国際関係　＃グローバリゼーション　
＃移民・マイノリティ　＃比較文化　
＃表象文化　＃アジア研究　
#中国語と文化　＃国際コミュニケーション 
＃1フライトで機内食2回以上食べたい！

Abe_zemi

Ichiyama_zemi

【橋川先生から受験生へ】
日本が誇るストーリー文化を研究し、留学して世界
に発信してみませんか？
＃アジア研究  ＃比較文化  ＃表象文化  ＃日本近代文学
＃夏目漱石  ＃サブカル  ＃マンガ・アニメ

Hashikawa_zemi

【市山先生から受験生へ】
ゼミではディスカッションやペアワークにおいて他
のゼミ生と仲良くなれます。
＃イギリス　＃国際コミュニケーション　＃ヨーロッパ研究
＃英語教育　＃英語の発音が綺麗すぎる

【阿部先生から受験生へ】
大学時代に多くの友人と良い本に出会って下さい。

＃アメリカ  ＃国際コミュニケーション  ＃アメリカ研究
＃ジェンダー　＃英語と文化  ＃映画大好き　＃象が好き
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グローバル・スタディーズコース

〈 Global Studies in English 〉 国際協力・国際公共政策国際関係 国際経済
3 Majors

海外で学ぶ

国内で学ぶ

長期留学

Gl�b�� S�u��e� �SE Pro�r��
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半年間 1年間

EUとヨーロッパ諸国を中心とする国際関係と比較
政治について学びます。経済・社会事象も政治と関
わるものについては、積極的に取り上げていきます。

大学は簡単に答えの出ない問題を考えるところ。
そのために読書を。

経済学を用いて、途上国の人びとの社会経済や生
活実態に留意しながら開発経済学研究を進めてい
ます。経済学は応用可能性が高いので開発や貧困
問題だけでなく途上国の教育経済学や、家族関
係・ジェンダー問題などにも関心があります。理論
や本で読んだ知識だけで途上国を語らず、一貫し
て生のデータに基づく計量経済学的な実証分析と
いうアプローチを取っています。現地調査では現地
語のフィリピノ語と英語を用いています。

【研究紹介】

【岡部先生から受験生へ】
大学では「Cool head but warm heart」の両方を
養えるよう我々がお手伝いします！
＃国際協力・国際公共政策　
＃国際経済・ビジネス　＃グローバリゼーション
＃親身で優しい　＃フィリピンLOVE

Okabe_zemi

2020～2021年度は新型感染症のため、現地留学はできなくなりましたが、
短期のオンライン語学研修などを実施しました。
2020～2021年度は新型感染症のため、現地留学はできなくなりましたが、
短期のオンライン語学研修などを実施しました。

卒論テーマ 〈グローバル・スタディーズコース〉
● 食品ロスの現状と削減のための提言̶小売段階の食品ロスを中心に̶
● 同性パートナーシップ制度の限界̶我が国における同性婚導入論̶
● 日米地位協定が沖縄にもたらす諸問題
● イギリスの移民政策とEU

● 国際刑事裁判所の刑事手続きとその問題
● An Analysis of Corporate Discrimination Today

-Finding Solutions to this Societal Problem

● An Assessment of Fast Fashion’s Negative Impact 
on our Environment 

新興国や発展途上国の経済、日本経済の問題、
特に、労働市場、国際金融・国際貿易と関連する
テーマを中心に研究しています。
最近は、日本企業の海外直接投資が国内経済に
与える影響、日本の対外援助が援助先の国々に与
える影響、副業保有と転職の関係などの実証研究
を行っています。

【研究紹介】

【鈴木先生から受験生へ】
大学では、広い視野で、いろいろなことにチャレン
ジしてください。
＃国際経済・ビジネス　＃グローバリゼーション　
＃国際協力・国際公共政策　＃アメリカ研究　
＃新任の先生です　＃共立女子中学高校卒業生
＃明るい！　＃パワフル！

Suzuki_zemi

ふだんから幅広く本を読む習慣を身につけてくださ
い。また、日頃から新聞やテレビのニュース報道を
フォローするようにしてください。

【寺地先生から受験生へ】

＃国際法　＃国際協力・国際公共政策　
＃国際関係　＃グローバリゼーション　
＃まるでお父さんのよう

Terachi_zemi

専門はアメリカの政治および地球環境政策です。
環境庁（現在の環境省）から大学に転身しました。
最近の研究はアメリカの選挙関係が多いです。

【研究紹介】

【細野先生から受験生へ】
入試対策も大事ですが、悔いの無い選択に向け
て、先生たちの専門が何で、何を教えているのか
をよく調べて、志望校を決めてください。

＃国際経済・ビジネス　＃国際協力・国際公共政策
＃都市・コミュニティ　＃アメリカ研究
＃時には優しく時には真剣に

Hosono_zemi

「国際法」の中でも、国家間構造の中で、いかに個
人の保護を行うかをテーマにした人の移動の研
究を行っています。

【研究紹介】

【立松先生から受験生へ】
「大学時代は人生の夏休み」などと言われていると
聞きますが、実際はかなり忙しいです。が、楽しいこ
とも多いのであともう少しがんばってください。

＃国際法　＃国際関係　＃移民・マイノリティ
＃国際協力・国際公共政策
＃さばさば系かと思いきや心配性

Tatematsu_zemi

【研究紹介】

留学者数
グローバル人材に対するニーズの高まりを受けて、国際学部でも毎年多数の在学生
が留学しています。毎年30名前後が海外の大学などで学んでいます。

留学で取得した単位の認定
半年または1年間留学しても4年間で卒業できるよう、国際学部では留学先で取得し
た単位を積極的に認定するよう努めています。認定単位数の上限は1年間は32単
位、半年は18単位です。

ネイティブ・スピーカーの講師陣
1年次から4年次までのゼミナールは英語
を母語とする教員が指導をします。

週2回のインテンシブ・クラス
必修の外国語に加えて、週2回のインテンシブ・
クラスで英語力を鍛えます。(１-２年次)

10人前後の少人数ゼミ
少人数ゼミでの親身な指導を通じて、専門
分野の知識を深め卒業論文も英語で書く。

英語 「で」 学ぶ
ただ英語「を」学ぶだけでなく、英語「で」国際ビ
ジネス、英米研究など多彩な分野を学びます。

1
POINT

2
POINT

3
POINT

4
POINT

まるで学内留学。キャンパスにいながら国際的感覚を養う特別プログラム。

多彩な留学プログラム。
毎年多数の在学生が留学しています。

留学体験者の声

留学に少しでも興味がある方は、勇
気を振り絞って外に出てみてくださ
い。世界観が180度変わり、視野が
広がりとても楽しくなります。

オーストラリア
クイーンズランド大学
１年間

中国は地域によって生活様式も異
なり、中国の広大さや歴史を感じる
ことができました。

中国
中国人民大学
1年間

カナダ
ウィニペグ大学
１年間

毎日自分の弱点を見つめなおし、
克服しようと努力することでみられ
る微々たる成長が新しいことに挑
戦する活力でした。

GSEは、1年次から選択可能な、英語
の特別プログラムです。英語圏のネイ
ティブ・スピーカーの先生から、専門
科目と語学を学ぶことができます。
卒業に必要な単位の半分を英語によ
る授業で取ることを通じて、国際教
養および英語コミュニケーション力
を身につけ、国際社会で即戦力とな
る人材を目指します。

国際学部の最新情報や、
詳細情報を知りたい方はコチラをCHECK！

共立女子大学国際学部
ホームページ

共立女子大学国際学部
広報委員会Instagram

国際学部の雰囲気や、
日常を感じたい方はコチラをCHECK！

Wha�
,
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【八十田先生から受験生へ】

＃国際関係　＃国際法　＃グローバリゼーション
＃ヨーロッパ研究　＃イタリア大好き
＃ワイン大好き

フィリピン
デ・ラ・サール　
アラネタ大学　
春季休暇中 ※オンライン

過去の留学・GSEプログラムで身に
着けた英語力の維持のため、参加
しました。
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