
育成人材像

育成能力

Fundamentals of EnglishⅠ_ELP011 → Fundamentals of EnglishⅡ_ELP013

Oral Fluency Ⅰ_ELP012 → Oral Fluency Ⅱ_ELP_014 → Oral Fluency Ⅲ_ELP120 → Oral Fluency Ⅳ_ELP123

Intermediate Writing Skills_ELP218
Basic Writing Skills_ELP115 → Intermediate Practical Discussion Skills_ELP216 → Advanced Practical Discussion Skills_ELP421

Intermediate Reading Skills_ELP217 → Advanced Reading Skills_ELP422

TOEIC Ⅰ_ELP021 → TOEIC Ⅱ_ ELP022
TOEIC: Vocabulary Ⅰ_ELP125 → TOEIC: Vocabulary Ⅱ_ELP126
TOEIC: Grammar & Listening　Ⅰ_ELP127 → TOEIC: Grammar & Listening　Ⅱ_ELP128

English Pronunciation_ELP124 → Spoken Business English_ELP329
Business English Writing_ELP330

コンピュータ技能Ⅰ_ISM190  → コンピュータ技能Ⅱ_ISM290
情報メディア論 _ISM101

ジェンダー論_GES101
世界の中の日本_IRS101
歴史・文化の視点_CUL112

異文化理解_CUL110
コミュニケーションの基礎_COM101

ビジネス入門_BUS101

基礎ゼミⅠ_SEM180 → 基礎ゼミⅡ_SEM181 　→ 就職キャリア演習a  SEM385

留学プランニング_COP101 就職キャリア演習b  SEM386

航空・空港キャリア概論a_COP218 → 航空・空港キャリア実習_COP290
航空・空港キャリア概論b_COP219

旅行・ホテル・観光キャリア概論 　COP220

比較文化概論_CUL215 → 文化人類学_ANT201
宗教学概論_REL101
倫理学概論_ETH101

日本地理_GEO203 → 地理学a_GEO211 → 地理学b_GEO212
地誌_GEO305

外国史概説_HIS101
アメリカ文学概論_LIT215 → 近代イギリス文学_LIT325

中国語ⅠＡ_WCN011 → 中国語ⅠＢ_WCN012 → 中国語Ⅱ_WCN113 → 中国語Ⅲ_WCN215 → 中国語Ⅳ_WCN316

韓国語ⅠA_WKR011 → 韓国語ⅠＢ_WKR012 → 韓国語Ⅱ_WKR113 → 韓国語Ⅲ_WKR216 → 韓国語Ⅳ_WKR317
ドイツ語ⅠA_WDE011 → ドイツ語ⅠＢ_WDE012 → ドイツ語Ⅱ_WDE113 → ドイツ語Ⅲ_WDE214 → ドイツ語Ⅳ_WDE315

フランス語ⅠA_WFR011 → フランス語ⅠB_WFR012 → フランス語Ⅱ_WFR113 → フランス語Ⅲ_WFR214 フランス語Ⅳ_WFR315

スペイン語ⅠA_WES011 → スペイン語ⅠB_WES012 → スペイン語Ⅱ_WES113 → スペイン語Ⅲ_WES214
ポルトガル語ⅠA_WPT011 → ポルトガル語ⅠB_WPT012 → ポルトガル語Ⅱ_WPT113 → ポルトガル語Ⅲ_WPT214

ハンガリー語ⅠＡ＿WHU011 → ハンガリー語ⅠB＿WHU012 → ハンガリー語Ⅱ＿WHU113 → ハンガリー語Ⅲ＿WHU216 → ハンガリー語Ⅳ＿WHU317

ハンガリー文化研究a_CUL240 → ハンガリー文化研究b_CUL241

ポーランド語ⅠA_WPL011 → ポーランド語ⅠB_WPL012 → ポーランド語Ⅱ_WPL113 → ポーランド語Ⅲ_WPL214

チェコ語ⅠA_WCZ011 → チェコ語ⅠB_WCZ012 → チェコ語Ⅱ_WCZ113 → チェコ語Ⅲ_WCZ214

国際日本学_CUL101 → 政治学入門_POL101
経済学入門_ECS101 → 経済原論a_ECS301

社会学入門_SOC201 経済原論b_ECS302
日本国憲法_LAW101 → 法律学概論_LAW105
日本の歴史a_HIS212
日本の歴史b_HIS213
中欧の社会と文化_CUL226

スポーツ科学Ⅰa_SPS112
スポーツ科学Ⅰb_SPS113
International Volunteering_IRS251

国際交流論_IRS110 → 文化交流史a (日本：アジア）_CUL326 → 国際機構論_IRS440
国際協力論_IRS115 文化交流史b (日本：欧米)_CUL323 国際関係論_IRS225
国際交流・協力実践_IRS220 国際法_LAW310
日本と北米_IRS330 → アメリカ対外関係論_IRS450 国際経済学_ECS310
日本と中南米_IRS331
日本とヨーロッパ_IRS332 中欧地域文化研究_CUL465

中欧地域社会研究 _CUL470
日本とアジア_IRS218 → アジア国際関係論_IRS445
アジアの女性論_GES225 → 開発と女性_GES435
日本文化論_CUL235 → 文化遺産_CUL365
西洋美術_ART211
Introduction to NGO/NPOs_NPG251 → ＮＧＯ/ＮＰＯ  Studies_NPG252 → 国際開発論_ECS415

ＮＧＯ/ＮＰＯ  Practice_NPG315

言語学概論 LNG205 → 第二言語習得論 LED305 → 社会言語学_LEG325 → 言語学 LEG326

英語学概論a_LNG214 → 児童英語教授法Ⅰ_LED315 → 児童英語教授法Ⅱ_LED316 → 発達心理学_PSY301

英語学概論b_LNG215 英米児童文学a_LIT355 → 英米児童文学b_LIT455

日本語学概論a_LNG212 → 日本語の音声_LNG223 → 日本語教授法a  (教授法）LEG211 → 日本語教育事情_LED310 → 日本語教育実習_LED480

日本語学概論b_LNG213 日本語の語彙・意味LNG222 日本語教授法b　(コースデザイン・評価）_LED212

日本語の文法a_LNG216 日本語教授法c　（教材・教具）_TCP230

日本語の文法b_LNG217
翻訳の基礎(英日）_ITR301

観光通訳（英日）_ITR410

国際コミュニケーション入門_COM205 → 異文化間コミュニケーション論_COM310

異文化適応論_CUL359
言語・非言語コミュニケーション論_COM315

Images of Japan:Literature and Film_LIT351
Variable Topics in Culture and Society in Japan_CUL351
Selected Topics in Japanese Manga and Animation_VPR351

Intensive Weekend English_ELP202

Introduction to Academic English_ELP203

English Project Education: Newspaper Writing Ⅰ_PJE255 → English Project Education: Newspaper Writing Ⅱ_PJE256

Mentor Program Ⅰ_PJE258 → Mentor Program Ⅱ_PJE259

English Teaching Methodology Ⅰ_LED317 → English Teaching Methodology Ⅱ_LED417

Oral English for Children a_LED320 → Oral English for Children b_LED420

Presentation Skills_COP402

国際交流演習Ⅰ_SEM380 → 国際交流演習Ⅱ_SEM480 → 卒業論文_STH490
国際交流研修a　(海外）_DRE217 → 国際交流研修ｂ　（海外）_DRE218 → 国際交流研修c　（海外）_DRE219 → 国際交流研修d　（国内）_DRE220

コミュニケーションインターンシップ_INO280

国際交流インターンシップ_IND386

教養

日本の文化と社会、歴史をグローバル化社会という観点から捉え
なおし、人文学を学ぶことの意義を明確にしながら、国際的な教養
を身につける。

国際交流学科履修系統図（2018年度入学）

英語力と日本語コミュニケーション能力を身につけ、国内外の
国際的な場で活躍できる人材の育成を目指しています。「英語
を学ぶ」だけでなく、「英語で学ぶ」ことを通して、実践的な英語
力とコミュニケーション能力を養成していきます。

読む・書く・話す・聞くの四技能を基礎から上級まで学ぶことで、実
践的な英語力を身につける。特に、1年次に集中的に学び、グロー
バル教育の基礎とする。

情報
これからの情報社会で必要とされるパソコンやインターネットなどに
関する知識と技能を修得し、実務能力を養う。

英語

言語学、英語と日本語の知識と教育、その関連領域を学び、言語
を用いる専門技能と教育の場における実践力を育成する。また、
母語や外国語による個人間のコミュニケーションとマスコミュニケー
ションを捉えなおしながら、異文化間コミュニケーションの基礎能力
を育成する。
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英語で学び、英語で発信するスキルを身につけ、より高度な実践
的な英語力を育成する。

海外研修によって外国語でのコミュニケーションとその地域の文化
と社会を体験し、自らの視野を広げる。3年次からは専門的な知識
を学び、自ら学び、発信する能力を養う。

1・2年次は大学での学習に必要なスキルと社会人となるための基
礎力を身につける。3年次からは専門的な知識を学び、自ら学び、
発信する能力を養う。

世界の
文化と
言語

英語以外の諸言語を第二外国語として学び、そのコミュニケーショ
ン能力を身につける。そして、その言語が用いられている地域の文
化と社会、国際関係等を学び、その地域を総合的に理解する力を
育成する。

国際交
流・協

力

国際教養として国内外の政治・経済・法律等を学び、
日本とグローバル化社会の社会的基礎を身につける。

国際交流と協力の理論と方法、歴史を学び、開発と協
力を行う組織についても学ぶことで、国内外でアドミニ
ストレーターとして活動するための能力を育成する。
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