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1．外国語学部で学ぶということ 

                           

外国語学部長 村田 真一 

 

入学したばかりのみなさんも、本学部で勉強を続けているみなさんも、新しい言語をしっかりマスタ

ーして世界へ飛び立ちたいという大きな目標を掲げ、学習意欲をかきたてていることでしょう。私たち

は、そのような心意気に応えるべく、みなさんと向き合っていきたいと思っています。 

『外国語学部ハンドブック』は、とくに研究コース制に沿った学習を射程に収めた履修計画の立て方

と勉強するにあたっての心構えを中心に編まれています。履修要覧と合わせて読みこんだうえで、新学

期からの授業に臨みましょう（段落末尾にあるカッコ内の算用数字は、とくに関連する章の番号）。 

 

（1） 外国語学部は何を学ぶところか 

 外国語を学ぶのは、とてもワクワクする体験です。みなさんが思い描いているイメージは、外国語が

上手に話せるようになって、学習対象にしている地域の人たちと自由にコミュニケーションがとれるよ

うになる「異次元体験」でしょうか。あるいは、イメージのレベルを超えて、本格的な地域研究にとり

かかる計画を着々と進めている人もいるかもしれませんね。 

スタート地点はどこでもかまいませんが、ゴールは遙かかなたにおいておきましょう。だいじなのは、

専攻する外国語と英語と母語をつねに言語として捉えること。これが、外国語学部生としての言語学習

の基本です。本学部の掲げる「3 言語×3 視座」のポリシーに明確に示されているように、まず、専攻言

語をしっかり学び、みなさんがこれまで学習してきた最初の外国語であり、さまざまな場面で用いられ

ている英語力のブラッシュアップを図るとともに、母語を言語として相対化することを身近な目標にし

ましょう（2～5）。 

言語の数だけ異なる世界があるからこそ、新しい言語を学ぶことは未知の世界に触れる楽しい経験で

す。私自身、状況に合わせて 4 言語をほぼ日常的に使い、そのほかにも、必要性に迫られてスラブ諸語

で書かれたテクストを読むため、いわゆる多言語使用者なのでしょう。しかし、そのような言語すべて

について、「読む・書く・聴く・話す」が同じレベルでできる必要はまったくないと思っています。それ

よりも、言語はそれぞれ異なる世界観であり、そこには行動様式や文化価値が密接に結びついていると

いう事実を日々実感しています。ですから、ここでもその視点の重要性を強調しておきます。 

なお、専攻語以外に複数の言語を同時に学びたい場合、労多くして．．．という結果にもなりかねない

ため、専攻語の必修課程を終えた 3 年次からの履修をすすめます。 

「どの言語がいちばんむずかしいでしょうか」という質問をよく受けます。しかし、特定の言語がと

くにむずかしいという見方に客観性はありません。入り口が迷路や険しい崖になっている言語、また、

どこまで進んでも到達点が遠ざかるように見える言語など、言語は実にさまざまな地形や風景をもって

いるからです。いずれにしても、母語を含め、ことばは生涯にわたって磨きをかけなくてはなりません。

この点では、語学は音楽やスポーツにも通じるところがありますね。 

もうひとつ指摘しておきます。みなさんが、「雨が降っている」「雨続きだ」という文に出逢ったら、

それをどう解釈しますか。字義どおり、「雨降り」でしょうか。書き手は、晴れている日を思い描いてい

るかもしれないし、雪を懐かしんでいる可能性もあります。つまり、前後の文脈やモダリティ、音調と

いっただいじな条件を仮に脇へおいておいても、これは、「雨が降っていない」状態を表現している文と

もとれるのです。舞台やドラマで響く「あなたなんか大嫌い！」という台詞のほうが、もっとわかりや

すいでしょう。文は多義的である場合がひじょうに多く、文字どおり捉えていたのでは理解できない表

現が、至るところで私たちを待ちかまえています。そして、これが外国語の場合はどうなっているか考

えてみると、さらにおもしろいと思いませんか。 

さて、ここで、次の点をしっかりおさえておきましょう。みなさんには、言語を学びながら、歴史・

文化・社会・経済・政治などを専門的かつ多面的に研究することが求められています。9 つの研究コース

では、各々が選んだ研究テーマにそって、地域の特性や他の地域との関わり方などを深く研究し、その
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成果を卒業論文にまとめるだいじなプロセスが待っています。これが、大学で学ぶ醍醐味ともいえるで

しょう（4～7）。 

どうですか。ここまでくると、外国語学習はもう「異次元体験」に留まりませんね。  

 

（2） どう学ぶのか 

 とくに中級以上のレベルの語学のモチベーションを高めるためには、テーマを絞って研究を行なう努

力の積み重ねが欠かせません。いくつもの言語を「つまみ食い」していると、言語習得のためだけにこ

とばを学ぶことにもなりかねません。たくさんの外国語を勉強するチャンスに恵まれていると、ついそ

れを忘れがちです。 

優秀な成績を収めて留学へ出かけるのも一つの身近な目標ですが、それで「しめ」ではありません。

サッカーでいえば、ボールコントロールやドリブルをほぼマスターし、試合では相手チームのマークが

外せるようになってくる段階、ギター演奏なら、アルペッジョが楽々できるようになり、譜面なしであ

る程度の曲が奏でられる段階が、語学学習の 2 年終了時に相当するかもしれません。そして、留学する

場合、出発前だけでなく、帰ってからの勉強のしかたも重要になるという点も覚えておきましょう（5, 8）。 

「研究コースで学びながら専門性を高めていく段階で、外国語を使ってどう勉強すればよいのでしょ

うか」という質問もよく受けます。私は、読書と映画鑑賞を推奨しています。少し難しい本でも関心の

あるテーマなら読み進められるし、映画は、いうまでもなく、台詞や画像などが絡み合う楽しい芸術で

す。作品選定に迷ったら、候補を挙げて教員に相談するとよいでしょう。私たちがそのための時間を惜

しむことはありません。外国語でなくても、大学時代に読んでおきたい本を 3 冊挙げるとしたら、ダン

テの『神曲』、ゲーテの『ファウスト』、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』でしょう。再読に

たえうる古典作品の読書経験は、一生の糧になります。 

外国語を専攻して卒業したら、それを駆使して就ける職業はさまざまです。ただし、みなさんを行き

たい地域へ直ちに派遣してくれるような企業はまずないと考えておいたほうがよいでしょう。大学院へ

進学した場合も、習得した言語を用いてすぐれた内容の研究発表がすぐにできるようになるケースはご

く稀です。時間が必要なのです。「先行（専攻？）逃げ切り」はできません。つまり、仕事に使う場合も、

語学は永遠に学ばなくてはならないのです。冒頭で、ゴールは遙かかなたにおこうと書いたのは、そう

いう意味です（5，9）。 

 

（3） 関連部局やウェブサイトなど 

履修に関わる 4 年間のスケジュールをよく確認しましょう。また、巻末には、学部にとくに関連する

事務局の案内が載っています（7, 10）。 

このほか、LOYOLA からも、履修関係や留学などについてだいじなアナウンスがあるので、毎日一度

は必ずチェックしてください。そして、わからないことが出てきた場合、まず自分で履修要覧とハンド

ブックをよく読みこんだうえで、それぞれの学科の教員に尋ねましょう。 

それから、学部のウェブサイトや学部長ブログにも粋のよい情報が舞い込むはずですから、ぜひ閲覧

してください。 

 

 外国語学習は、「楽しく少しずつ詰め込む」のが秘訣ですが、絶えず、やや背伸びすることを心がけま

しょう。うまくいったあかつきには、ロシア語なら、ウラジオストクからサンクトペテルブルクまでの

広大な地域が、スペイン語なら、本土以外にも、海を越えて中南米などの地域が「自分のもの」になる

のですから。目標はつねに大きくもちたいですね。 

履修や留学の制度は整っていますが、充実した学生生活にできるかどうかは、みなさん自身の主体性

と目標の立て方で決まります。そして、「言語を」学ぶだけでなく、「言語によって」さまざまなことを

学び、歴史認識や文化価値を問題意識の主軸に据えてほしいと強く願っています。 

言語習得は楽ではありませんが、それに取り組んだことにけっして悔いは残らないはずです。この『ハ

ンドブック』を片手に、将来を見据えた魅力的なプランを思い思いにデザインしてください。みなさん

を心から応援しています！ 
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2．カリキュラム概要説明：本ハンドブックとともに必ず『履修要覧』を熟読すること 

（1）用語説明・注意 

  〇単位：大学では授業科目の履修を通じて単位を取得し、卒業要件を満たすことで学位を得る 

      一般に講義科目は 1科目 2単位、語学科目は 1科目 1単位となる 

  〇学期：上智大学は 6ヶ月を 1サイクルとするセメスター制を採用している 

      春学期：4月〜9月  秋学期：9月〜3 月 

      原則として全ての科目が学期ごとに完結し、各学期末に成績評価が行われる 

  〇成績評価：上智大学では原則として ABCDFの 5 段階で評価が出される 

        A(100〜90 点)B(89〜80点)C(79〜70 点)D(69〜60点)は合格、F(59点以下)は不合格 

〇GPA(Grade Point Average)：A(4 点), B(3 点), C(2 点), D(1点), F(0点)として以下の計算式で

算出される 

        4xAの修得単位数+3xBの修得単位数+2xCの修得単位数+1xDの修得単位数 

                  履修登録科目の総単位数 

   →GPAは交換留学のための選抜試験での評価対象等になる 
〇Loyola（ロヨラ）：授業、留学、学生生活他に関連する情報の告知、履修登録、時間割・シラバス

掲示、学生の呼び出しなどが行われる上智大学の学事システムの名称。各学生
に提供される ID（学生番号）とパスワードを使って学内外からアクセスできる 

 
（2）履修についての概観 
 
①全学共通科目  ②語学科目  ③学科科目 

ウ
ェ
ル
ネ
ス
と
身
体 

キ
リ
ス
ト
教
人
間
学 

選
択
科
目 

英
語
学
科
学
生
は
英
語
以
外
の
一
つ
の 

言
語
を
選
択 

英
語
学
科
以
外
の
学
生
は
英
語 

第一主専攻科目 
第二主専攻または副専攻科目 

（研究コースを一つ選んで専門研究を行う） 
その他 

専
攻
語
習
得
の
た
め
の
科
目 

専
攻
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
地
域

に
関
す
る
基
礎
知
識
を
学
ぶ
科
目 

卒業論文／卒業研究  

演習科目 

コア科目 

導入科目 

 

卒業要件：上記①〜③のカテゴリーの科目を、それぞれ指定されたとおりに 124 単位修得 

①全学共通科目 22 単位（英）／26 単位（独仏西露葡） を修得しなければならない 

  ▷ウェルネスと身体（必修）：1科目 2 単位 

  ▷キリスト教人間学（選択必修）：2科目 4単位 

  ▷選択科目：16単位（英語学科）／20単位（独仏西露葡） 

   多様な選択肢の中から自由に履修してよいが、以下の 2点には注意すること 

   ・高学年向け教養科目：3年次以降に 2単位以上履修する必要がある 

   ・語学科目：8 単位まで全学共通科目の選択科目として充当できる 

 ★3・4 年次は学科科目を多数履修する必要が見込まれるため、「高学年向け教養科目」以外は 1，2 年

次に履修し終えておくことを勧める 
 

②語学科目 8単位（英）／4単位（独仏西露葡）を修得しなければならない 

  ▷英語学科学生は英語以外の指定された言語を一つ選び 8単位修得 

  ▷独仏西露葡の学科生は英語を 4単位修得 
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③学科科目 94単位：第一主専攻科目、第二主専攻／副専攻科目、その他 からなる 

 第一主専攻科目：専攻語の習得に努め、専攻語が使用される地域についての知見を得る 

 →各学科が開講する必修・選択科目を、指定するとおりに修得しなければならない 

  ▷「話す／聴く／書く／読む」4技能について専攻語の実践的な運用能力を身につける 

   ・英語学科：English Skills や English Composition（1〜2 年次）、「英語・英語圏研究科目」など 

   ・独仏西露葡学科：1〜2年次の「基礎〜語 I」「同 II」、3〜4年次の「総合〜語」など 

    ▷専攻語が使用される地域（〜語圏）に関する基礎知識とともに、専門研究を進めるにあたって必要

なリテラシーとスキルを身につける 

     ・「〜語圏基礎科目」や「英語・英語圏基礎科目」（英語学科のみ）など 

 ★「第一主専攻科目」のより詳しい説明は本ハンドブック pp. 8〜14、また『履修要覧』を参照 

 

 第二主専攻／副専攻科目：9つの研究コースから一つを選んで専門研究を行う 

 →各研究コースの科目群は、以下の 4種類に分かれている 

  ▷導入科目（1〜4年次）：各研究コースの学問領域に関わる基礎知識や方法論を学ぶ 

   ＊このほかに研究コース共通の「コース共通導入科目」もある 

  ▷コア科目（2〜4年次）：各研究コースに関わるより専門性の高い知識や方法論を学ぶ 

  ▷演習科目（3・4年次）：専門領域に関する考察を深め、独自にテーマを設け研究を行う 

   ▷卒業論文・卒業研究（4年次）：研究成果を論文等のかたちに結実させる 

 →研究コースを「第二主専攻」または「副専攻」として選択し、選択した研究コースで開講されてい

る科目を以下のように履修しなければならない 

        第二主専攻            副専攻  

 

 

 

 

 

 

*「アジア研究」「中東・アフリカ研究」「国際政治論研究」「市民社会・国際協力論研究」の各研究コースでは、演習

科目は 4科目 8単位履修しなければならない。詳細は本ハンドブック pp. 20〜23と『履修要覧』を参照 

 

 その他：卒業に必要な単位として充当できるその他の科目 

   〇学科ごとに充当できる科目が異なる→『履修要覧』の各学科「標準配当表」を参照 

   〇第二主専攻／副専攻で指定された要件を超えて履修した科目は卒業に必要な単位と認められる 

    ex.導入科目を 5科目 10単位修得した → 10−6=4単位は学科科目「その他」に充当される 

   〇選択した研究コースとは別のコース開講の導入、コア科目も学科科目「その他」に充当される 

   〇「語学科目」：専攻語以外の言語を自由に選択して 8単位まで充当される 

   〇開講科目担当表に掲載されていない他学部開講の学科科目も卒業に必要な単位と認められる 

 

（3）専攻語以外の外国語の習得について：外国語科目のカテゴリーは全部で 3つある 

   ①専攻語：所属学科で集中的に学ぶ専門としての言語 

   ②語学科目（必修）： 

        ・英語学科は英語以外の言語を一つ選んで通常 2年間で 8単位履修 

    ・独仏西露葡の各学科は英語科目(ACADEMIC COMMUNICATION 1,2)を通常 1年次に 4単位履修 

   ③語学科目（選択）：専攻語以外の任意の言語を選んで最大 16単位まで卒業単位に充当できる 

    ・8単位まで全学共通科目の選択科目として充当可能 

    ・8単位まで「学科科目：その他」に充当可能 

▷導入科目 3科目 6単位         

▷コア科目 10科目 20単位            

▷演習科目 2(4*)科目 4(8*)単位      

▷卒業論文・卒業研究 2科目 6単位 

→合計 36(40*)単位 

▷導入科目 3科目 6単位 

▷コア科目5科目10単位 

 

 

→合計 16単位 

★導入科目は選択した研究コ

ースから最低 2 科目を履修す

れば、他の研究コース開講の

導入科目や学部開講のコース

共通導入科目でも充当できる 
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  ▷複数言語の運用能力の習得を目指そう！ 

   〇英語学科：②で選択したのと同じ言語を③でも履修し、英語以外にもう一つの言語を習得 

         ②で選択したのと違う一つの言語を③で履修し、「3つ目の外国語」を習得 

   〇他学科：②の必修 4単位に加え、③でも英語を履修し、英語の運用能力をさらに高める 

        ③では専攻語や英語以外の一つの言語を履修し、「3つ目の外国語」を習得 

 

（4）研究コースとは〜外国語学部では 9つの研究コースを設置している 

 (a)北米研究コース：アメリカ合衆国やカナダなどを中心とする地域研究 

 (b)ヨーロッパ研究コース：西欧からロシアまで広がる諸地域を対象とする研究 

 (c)ラテンアメリカ研究コース：ラテンアメリカ諸国を対象とする地域研究 

 (d)ロシア・ユーラシア研究コース：主として旧ソ連の諸地域を対象とする研究 

 (e)言語研究コース：理論言語学、応用言語学、言語聴覚障害学などを対象とした研究 

 (f)アジア研究コース：アジア太平洋地域、東南アジア、南アジアを中心とする諸地域を扱う研究 

 (g)中東・アフリカ研究コース：中東、北アフリカ、サブサハラアフリカを対象とする地域研究 

 (h)国際政治論研究コース：国際関係論、国際経済、国際政治史などを対象とした研究 

 (i)市民社会・国際協力論研究コース：開発援助、貧困、社会運動や国際教育などを対象にした研究 

 ★特に(f)〜(i)の 4コースは、総合グローバル学部（以下 FGSと略す）の協力のもと開設している 

 ★各研究コースのより詳しい説明は本ハンドブック pp. 15〜23を参照 

 

（5）研究コースで専門研究 

 「自分はどの研究コースでどのようなテーマに取り組むか」を 1
、
年次から
、、、、

考えていこう！ 

  1年次〜：複数の研究コースの＜導入科目＞や＜コース共通導入科目＞を履修 

   【基礎】：専門領域の基礎知識・方法論を学ぶ 

   【模索】：自身の問題関心を探究するに最適な研究コースを探す 

     ▽ 

  2年次〜：徐々に選択する研究コースを絞りつつ各研究コースの＜コア科目＞を履修 

   【発展】：自身の関心ある分野のより専門性の高い科目を履修する 

   【選択】：2年次秋学期に自分の研究コースを決定 

       ▽ 

  3年次〜4年次：＜導入＞＜コア＞を履修し、原則として 3年次から＜演習科目＞を履修し始める 

   【深化】：自身の問題関心の中からより具体的な研究テーマが徐々に見えてくる 

       ：広く知識を学びつつ、自分の研究テーマに関する考察を深めていく 

   【研究】：演習科目の担当教員の指導を受け、研究成果を＜卒業論文・卒業研究＞としてまとめる 

 

（6）演習科目（Seminar）の履修について 

 演習科目（通称「ゼミ」）は、2年〜3 年次までに蓄積した知識や学んできた方法論をベースに、よ

り高度に専門的な知見を獲得し、問題関心を深めて、自分の研究を行う場である。演習科目の履修は

他の科目と比べてやや複雑なので、以下の説明をよく読んで理解しよう。 

  

  〇演習科目は 3年次春学期から 2年間履修することを勧める 

  〇「アジア研究」「中東・アフリカ研究」「国際政治論研究」「市民社会・国際協力論研究」の各研究

コースを第二主専攻として選択した場合は、演習科目は 4 科目 8単位履修しなければならない。 

〇演習科目によっては、履修希望者に対し選抜を行う、あるいは履修登録の条件として一定の事前 

手続き（たとえば担当教員とのコンタクトや志望理由書の提出など）を課す場合がある。 

▷FGS開講の演習科目はすべて選抜が行われる。11月（予定）に定められた書式により申請を行い、

重要！ 

 

推奨！ 

 

推奨！ 

 

一つに限らず、いろいろなコー

スの科目を履修してもよい 
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それを受けて選抜された者のみが履修可能となる（選抜された場合、辞退は認められない） 

   ▷外国語学部開講の演習科目については、選抜は実施しない。ただし、なんらかの履修条件が設け

られる場合がある。詳細は「演習ガイダンス」等で確認し、それに従うこと（履修条件のない演

習科目は、4 月に履修登録を行うのみ） 

  〇FGS開講の演習科目の履修にあたっての制限： 

   FGS の学生が主体であるため、外国語学部学生については、1 つの演習科目への受け入れ上限を 1

学年 3名までとする 

  〇演習科目履修に向けたスケジュール概要 

   ▷2年次 11月 「演習ガイダンス（外国語学部教員担当分）」の実施 

    履修を希望する演習科目が対象となっているガイダンスには出席必須 

   ▷2年次 11月 FGS演習科目選抜（FGS開講演習科目の履修を希望する者のみ） 

   ▷3年次 4月 演習科目履修登録（選抜を実施した演習は選抜された者のみ可能） 

  〇研究コースを第二主専攻として選択する場合 

   ▷演習科目を第二主専攻の要件を超えて履修した場合、修得した単位は「学科科目：その他」に充

当する 

  〇研究コースを副専攻として選択する場合でも演習科目を履修できる 

   ▷修得した単位はすべて「学科科目：その他」に充当する 

   ▷ただし、FGS開講の演習科目は副専攻の場合は履修することができない 

 

（7）卒業論文・卒業研究について 

  研究コースで学んできた知識や方法論を駆使して、自身の問題関心をもとに設定した研究テーマに

関して卒業論文あるいは卒業研究を完成させる。履修にあたっての注意事項は以下のようになる。 

 

  〇原則として演習科目の担当教員の指導を受けて完成させる 

  〇研究コースを第二主専攻として選択する場合、2科目 6単位を履修しなければならない 

   ▷必ず選択した研究コースの「卒業論文･卒業研究 I」「同 II」を履修する 

   ▷原則として 4年次春学期に「卒業論文･卒業研究 I」、秋学期に「同 II」をそれぞれ履修する 

   ▷Iと IIの同時履修が可能となる条件については『履修要覧』を参照 

  〇研究コースを副専攻として選択する場合は、履修できない 

  〇卒業論文とは：論文形式の研究成果で、表紙、目次、本文、注記、文献目録などからなる 

  〇卒業研究とは：論文以外の形式で、その内容・完成度において卒業論文と同等のもの 

   ・翻訳作品、ドキュメンタリー・フィルムなどの映像作品など 

   ・卒業研究として認められるかどうかは、指導教員と相談すること 

 ★履修上のより細かい説明や、執筆作成要領は『履修要覧』にあるので、熟読すること 

 

（8）外国語学部学科科目の時間割表について：LOYOLA 上で参照する 

 「外国語学部コース科目」か、各自が所属する学科ごとの「〜語学科科目」かのどちらかを参照する 

  〇『履修要覧』の所属学科開講科目の時間割は所属学科ごとの「〜語学科科目」を参照 

  〇『履修要覧』の研究コース開講科目の時間割は「外国語学部コース科目」を参照 

  〇『履修要覧』の「開講科目担当表」備考欄に(コ)の記号がある科目は「外国語学部コース科目」を参照 

  〇同備考欄に（他）の記号がある科目はその科目の開講元の学部・学科の時間割を参照 
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【メモ】 
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3．各学科カリキュラム（第一主専攻科目）の説明 

（1）英語学科カリキュラム（英語学科生の第一主専攻） 

【必修科目】 

1・2年次で履修する以下の科目によって構成され、全てクラス分けされています。合計 16単位。 

① English Skills A-1・A-2（1年次生対象、4単位）、English Skills B-1・B-2（2年次生、4単位） 

週 2 回行われるこの講義は、様々なアクティビティを通じて、英語「で」考え、発信し、議論でき

るアカデミックな英語運用能力の向上を目指します。 

② English Composition A-1・A-2（1 年次生、2 単位）、English Composition B-1・B-2（2 年次生、2

単位）週 1 回行われるこの講義では、学術論文を執筆するための基礎的な論文作法や研究方法につ

いて学びます。2年次生では長めの論文作成（2000-3000単語）にも挑戦します。 

③ Cultures of the English-Speaking World 1・2（1年次生、4単位） 

週 2 回行われるこの講義では、主に英語が公用語とされている地域の文化についての基礎知識を身

につけるとともに、プレゼンテーションやディスカッション能力の向上を目指します。 

 

【選択科目】 

選択科目は必修科目とは異なり、自分の興味関心に沿って講義を選ぶことができます。合計 20単位。 

① ［英語圏基礎科目］（2年次生、4 単位） 

本科目群は、英語圏に関する歴史や文化、また言語そのものに関する研究の基礎知識を身に付ける

ことを目的としています。2年次に、4単位分の講義を履修してください。本科目群から 4単位以上

取得した場合は、他の科目群（「英語・英語圏研究科目」や「その他」など）に算入することはでき

ません（いわゆる、「ムダ単」となります）。 

② ［英語・英語圏研究科目］（［3・4年次英語科目］からも履修可能。16単位） 

英語運用能力の向上や英語圏に関する知識を深めます。選択した研究コースとの相乗効果を考えな

がら受講すると効果的です。また、国際教養学部が開講する科目も履修できるので、是非挑戦して

みて下さい（ただし、国際教養学部開講科目の履修には所定の手続きが必要です）。 

＊②を履修にするにあたっての注意事項＊ 

・講義によって履修年次が異なるので、注意してください。 

・一部の講義は、研究コース（例：北米研究コース）の「コア科目」として履修できます。英語学科

の「選択科目」として履修した場合は、研究コースの「コア科目」としては算入できません。また、

逆の場合も同じですので、履修時に注意して選んで下さい。 

 

 
1 年次 2 年次 3・4年次 

必修科目 English Skills A-1（春・2単位） English Skills B-1 （春・2単位）   

  English Composition A-1（春・1単位） English Composition B-1 （春・1単位）   

  Cultures of English-Speaking World 1（春・2単位） English Skills B-2 （秋・2単位）   

  English Skills A-2 （秋・2単位） English Composition B-2 （秋・1単位）   

  English Composition A-2（秋・1単位）     

  Cultures of English-Speaking World 2（秋・2単位）     

選択必修   

［英語圏基礎科目］から履修（4単位） 

American Studies 1, 2, Migration 

Studies, English Linguistics 1, 2 など 

  

  

           ［英語・英語圏研究科目（［3・4年次英語科目］を含む）］を履修）（16単位） 

Social Violence 1, 2, Debate in Business English 1, 2, Australian Society 1,2, Discussion on Contemporary 

Issues 1, 2, English Conversation A, B, Development of Japanese Civilization 1*, 2*など 

*国際教養学部開講科目のため、所定の手続きが必要 
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（2）ドイツ語学科カリキュラム（ドイツ語学科生の第一主専攻） 

【必修科目】 

1 年次必修科目：「基礎ドイツ語Ⅰa-1」「同Ⅰa-2」（各 2 単位）、「基礎ドイツ語Ⅰb-1」「同Ⅰb-2」（各 4

単位）、「ドイツ語圏研究 A」「同 B」（各 2 単位） 

2 年次必修科目：「基礎ドイツ語Ⅱa-1」「同Ⅱa-2」（各 2単位）、「基礎ドイツ語Ⅱb-1」（6単位）、「同Ⅱb-2」

（2 単位）、「ドイツ語圏研究 C」「同 D」（各 2単位） 

① ＜1年次＞ 

・「基礎ドイツ語Ⅰa-1」「同Ⅰa-2」（週 2 回）は、日本人教員一人が担当する初級文法の授業です。 

・「基礎ドイツ語Ⅰb-1」「同Ⅰb-2」（週 4 回）では、ネイティブ教員と日本人教員の連携により、3

クラスに分かれて 4技能を伸ばしながら実践的なドイツ語運用能力の向上を目指します。 

② ＜2年次＞ 

・「基礎ドイツ語Ⅱa-1」「Ⅱa-2」（週 2回）は、日本人教員一人が担当する中級文法の授業です。 

週 1 回は中級文法、もう１回は、独文読解の中で中級文法の応用力を養います。 

・「基礎ドイツ語Ⅱb-1」では秋学期からの在外履修に備え、3 クラスに分かれて週 6 回の集中授業が行わ

れます。「基礎ドイツ語Ⅱb-2」（週 2回）は引き続き 4技能を伸ばしながらドイツ語運用能力を高めます。 

〔使用教科書〕「基礎ドイツ語Ⅰb」（1年次）・「基礎ドイツ語Ⅱb」（２年次）では“Menschen”（Hueber

出版社）教科書＋ワークブックを使います。 

③ 「ドイツ語圏研究 A」「同 B」「同 C」「同 D」（週１回）では、ドイツ語圏の文化・社会・思想・政治・言語

などの基礎知識を学び、各分野の諸問題について考えます。 

④ 「基礎ドイツ語Ⅰa-1」、「同Ⅰa-2」、「基礎ドイツ語Ⅰb-1」、「同Ⅰb-2」、「基礎ドイツ語Ⅱa-1」、「同Ⅱa-2」、

「基礎ドイツ語Ⅱb-1」、「同Ⅱb-2」は個別に評価され、単位が付与されます。成績が不合格の場合には再

履修しなければなりません。同一科目を 2 年連続未修得の場合は、退学になります。 

 

【選択科目】 

3・4年次選択科目：「ドイツ語Ⅲ」（4単位）、「専門読解準備コース」（4単位） 

① 「ドイツ語Ⅲ」は、「話す」技能を伸ばす「口頭表現 A～C」と「聞く」技能を伸ばす「聴解 A～C」があり、

それぞれ 2科目（2 単位）選択します。「聴解 A-1」、「聴解 A-2」のように各科目の 1，2を続けて履修する

ことが望まれます。 

② 「専門読解準備コース」は、「言語」「思想・文化」「政治・社会」に関する専門的な内容の読解をするた

めの入門的な授業です。それぞれの科目から 2科目（4 単位）を選択します。 

③ 在外履修・交換留学から戻った学生は、「日独比較研究」科目（履修要覧参照）の中から 4 単位履修し、

ドイツ語圏からの留学生とともに各分野の日独比較研究を深めていきます。 

 

【在外履修により換算される科目と単位：合計 10単位】 

「基礎ドイツ語Ⅱa-2」「同Ⅱb-2」（各 2 単位）、「ドイツ語圏研究 D」（2 単位）、「ドイツ語Ⅲ」（4 単位）

の合計 10単位が習得可能である。成績は在外履修終了時に行うテスト（ケルンオフィスか四谷キャンパ

ス）で決定する。 

加えて、以下のように最大で４単位の追加取得が可能である。 

・在外履修中の講義・演習科目→「第二主専攻か副専攻」の２単位に充当可能。 

・春季休暇中の留学先での語学の授業→「学科科目・その他」の 2単位に充当可能。 

 

【第一主専攻科目の標準配当】 

1 年次 単位 2 年次 単位 3・4年次 単位 

【必修科目】 【選択科目】 

基礎ドイツ語Ⅰa-1 2 基礎ドイツ語Ⅱa-1 2 ドイツ語Ⅲ 

口頭表現 A, B, C 

聴解 A,B,C 

各

1 

計

4 基礎ドイツ語Ⅰa-2 2 基礎ドイツ語Ⅱa-2 2 

基礎ドイツ語Ⅰb-1 4 基礎ドイツ語Ⅱb-1 6 

基礎ドイツ語Ⅰb-2 4 基礎ドイツ語Ⅱb-2 2 専門読解準備コース 各 計
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ドイツ語圏研究 A 2 ドイツ語圏研究 C 2 言語 A,B 

思想・文化 A,B 

政治・社会 A,B 

2 

２ 

4 

ドイツ語圏研究 B 2 ドイツ語圏研究 D 2 

☆ドイツ語学科の在外履修制度 

 在外履修は、2年次秋学期（半年間）にドイツ語圏の協定大学に語学留学して単位が認定されるドイツ

語学科独自の制度です。2年次春学期までに学んだドイツ語の基礎知識をもとにドイツ語圏の大学でドイ

ツ語を集中的に勉強します。また、在外履修終了後には引き続き 3年次で交換留学や一般留学を半年間・

1 年間続けることができるので、合計で最大１年半の留学が可能です。ドイツ語圏への交換留学は在外履

修が前提となります（ドイツ語既習者を除く）。在外履修の参加には、１年次秋学期のドイツ語Ⅰa-2 と

b-2 の成績が「C」以上であること、2 年次春学期のドイツ語Ⅱa-1 と b-１を履修し、かつドイツ語圏研

究 A,B,C3科目のうち 2つまでを履修していることが条件となります。また、協定大学からの留学生をド

イツ語学科に受け入れているため、在外履修や交換留学から戻った学科生は留学生と一緒に授業を受け、

学生生活を共に過ごして日常的な交流をはかることができます。 

【在外履修協定校】（2017年1月現在）  

ヴュルツブルク大学、エアフルト大学、デュースブルク・エッセン大学、ニュールンベルク経済工科

大学、バンベルク大学、ブレーメン州立経済工科大学、ベルリン自由大学、チュービンゲン大学、ベ

ルリン工科大学、ボン大学、フライブルク大学、ヴィアドリナ欧州大学、トリアー大学、ハンブルク

大学、ミュンヘン大学、バイロイト大学、ザールラント大学、ハレ＝ヴィッテンベルク大学、ハイデ

ルベルク大学、ルートヴィヒスハーフェン大学、バーダーホルン大学、ロストック大学、アイヒシュ

テット大学、グラーツ大学、ケルン大学。 

 

【在外履修と第一主専攻／第二主専攻（副専攻）カリキュラム】 

1 年次 

 第一主専攻：必修科目を履修し、 1年次終わりに在外履修希望者は留学先を決める 

 第二主専攻（副専攻）：＜導入科目＞などを履修する。早めに研究コースを決めることが望ましい。 

2 年次春学期 

 第一主専攻：必修科目を履修 

 第二主専攻（副専攻）：＜コア科目＞を含め、自分の関心のある研究コースの科目を履修 

2 年次秋学期：在外履修協定校での勉強を開始→帰国後に取得した単位を換算・認定 

 第二主専攻（副専攻）：研究コースと、そのコースを第二主専攻とするか副専攻とするかを決定し、

LOYOLA で登録（登録作業は留学先から行う） 

３年次：交換留学・一般留学する学生は引き続き半年間・1年間ドイツの大学で勉強する 

 →帰国後に留学で取得した単位を専門読解準備コースの科目や研究コース科目に換算 

 

【第二主専攻・副専攻履修の目安】在外履修＋交換留学・一般留学（半年間・1年間）の場合 

第二主専攻として履修する場合 

1 年次 2 年次 3 年次（半年・1年） 4 年次 単位 

導入科目 在外履修 交換留学

一般留学 

交換留学

一般留学 

導入科目 6 

 コア科目 コア科目 20 

 演習科目 4(8) 

 卒業論文・卒業研究 6 

副専攻として履修する場合 

導入科目 在外履修 交換留学

一般留学 

交換留学

一般留学 

導入科目 6 

 コア科目 コア科目 10 

★以下のサイトに在校生向けＱ＆Ａも含めた詳しい説明がありますので、そちらも参照して下さい。 

（http://dept.sophia.ac.jp/fs/international/ryugaku/zaigai/） 

http://dept.sophia.ac.jp/fs/international/ryugaku/zaigai/
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（3）フランス語学科カリキュラム（フランス語学科生の第一主専攻） 

★【基礎フランス語 I-1＋同 I-2：12単位】（必修）＋【基礎フランス語 II−1＋同 II-2：12単位】（必修） 

 ＋【総合フランス語 III/IV：8単位】（選択）＋【フランス語圏基礎科目 A〜D：8単位】（必修） 

 →これらの科目を修得しなければならない 

★基礎フランス語の評価について 

〇基礎フランス語 I 及び II は学期ごとの授業全体に対して一つの評価及び 6 単位の単位付与が行われ

る 

〇基礎フランス語の再履修：「I-1」「I-2」「II-1」「II-2」の順に修得しなければならず、それぞれ不合

格（評価 F）となった場合は再履修となる。なお「I-1」「I-2」「II-1」「II-2」を 2年連続して修得で

きない場合は退学となる 

 

【基礎フランス語科目】1〜2年次に基礎力を身につける（1回 90分授業×6回／週） 

 1年次：基礎フランス語 I-1（春 6単位）＋基礎フランス語 I-2（秋 6単位） 

  〇週 6回のうち 4回は「コミュニケーション」、2 回は「文法」の授業 

   ▶「コミュニケーション」：聴く、話すを中心に総合的なアプローチで行われる授業 

   ▶「文法」：基礎的な文法力を身につける授業。 

  〇「コミュニケーション」は 3グループ（ABC）、「文法」は 2グループ（XY）に分かれる 

  〇ネイティブ教員と日本人教員がチームを作ってそれぞれ授業を担当 

  〇使用教科書：Berthet et al., Alter Ego +A1, Hachette, 2012 / 山崎吉朗ほか『とことんフランス語—

—フランス語文法のレシピ』朝日出版社、2012 年。 

 2年次：基礎フランス語 II-1（春 6単位）＋基礎フランス語 II-2（秋 6単位） 

  〇週 6回のうち 3回は「コミュニケーション」、3 回は「専門研究へのフランス語」の授業 

   ▶コミュニケーション：聴く、話す、読む、書くの 4技能のさらなる向上を目指す授業 

▶専門研究へのフランス語：社会学、宗教学、言語学、哲学、経済学といった専門分野に関わる教

材を使いながら、基礎力の強化をはかる授業 

〇「コミュニケーション」は 3グループ（ABC）、「専門研究へのフランス語」は 2グループ（XY）に

分かれる 

〇ネイティブ教員と日本人教員がチームを作ってそれぞれ授業を担当 

〇使用教科書：Berthet et al., Alter Ego +A1, Hachette, 2012, Grammaire / Barthélémy et al., Zénith 3. Méthode 

de français B1, CLE International, 2013 / M.-P. Caquineau et al., Les 500 exercices de grammaire B1, 

Hachette, 2005. 

【総合フランス語科目】3〜4年次に実践的な運用能力を身につける（1回 90分授業） 

 3年次：総合フランス語 III（春 3単位＋秋 3単位）： 4技能を実践的なレベルに伸ばす 

   ▶表現演習 III：現代フランスの政治や社会に関する資料を使って、「話す」「書く」力を伸ばす 

   ▶聴解演習 III：芸術、文化、文学等に関するニュースや批評などを資料に「聴く」力を伸ばす 

      ▶講読演習 III：政治、歴史、文化等に関する資料を使って、「読む」力を伸ばす 

 4年次：総合フランス語 IV（春 1単位＋秋 1単位） 

 ▶総合演習 IV：多様なテキストや映像を用いながら、それぞれのテーマについてのレポート、プレ

ゼン、ディスカッションを行うことを通して、フランスの現代社会に関する理解を深めるととも

に、高度なフランス語の運用能力を獲得する 

 ▶特別演習 S：留学帰国者など上級者向けの授業。「総合演習 IV」の代わりに履修することもでき 

  る 

【フランス語圏基礎科目】原則として 1〜2年次に修得すること（各科目 2単位ずつ合計 8単位） 

 ▷フランス語圏研究 A（1年次春学期）：フランス語圏の歴史と文化に関わる教養を獲得する 

 ▷フランス語圏研究 B（1年次秋学期）：フランス語圏の政治と宗教に関わる諸問題を考察する 

 ▷フランス語圏研究 C（2年次春学期）：フランス語圏の社会と経済に関わる諸問題を考察する 

 ▷フランス語圏研究 D（2年次秋学期）：学科教員の専門研究を紹介。各分野のエッセンスに触れる 
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（4）イスパニア語学科カリキュラム（イスパニア語学科生の第一主専攻） 

イスパニア語学科の学生は、第一主専攻必修科目として、①イスパニア語を習得するための語学科目

と、②イスパニア語圏に関する基礎知識を学ぶイスパニア語圏基礎科目を履修します。 

 

①イスパニア語語学科目 

 

＜1 年次＞ 

「基礎イスパニア語 I」（計 6 単位）は、基礎的な文法を学びつつ「読む」「書く」能力の養成を中心と

した「基礎イスパニア語 I A-1」（春学期）「基礎イスパニア語 I A-2」（秋学期）（週 4コマ、4単位）と、

「聞く」「話す」力を身につけることに主眼を置いた「基礎イスパニア語 I B-1」（春学期）「基礎イスパ

ニア語 I B-2」（秋学期）（週 2コマ、2単位）とに分かれて開講されています。両方に合格すると「基礎

イスパニア語 II」に進むことができます。 

 

＜2 年次＞ 

「基礎イスパニア語 II」は、文法事項をより詳しく学びつつ、より高度な「読む」「書く」力を養成す

る「基礎イスパニア語 II A-1」（春学期）「基礎イスパニア語 II A-2」（秋学期）（週 4コマ、4単位）と、

より自由にイスパニア語で「聞く」「話す」ことができるようになることを目指す「基礎イスパニア語 II 

B-1」（春学期）「基礎イスパニア語 II B-2」（秋学期）（週 2コマ、2単位）とに分かれています。両方に

合格すると「総合イスパニア語」に進むことができます。 

 

＜3・4年次＞ 

「話す・聞く」「読む」「読む・話す」「書く」「読む・書く」といったスキル別に毎学期 7 科目開講さ

れている「総合イスパニア語」（各 1 単位）から、2 年間で 8 単位を修得します。各自が強化したい分野

を選択して履修し、イスパニア語の運用能力をさらに高めます。卒業するまで常にイスパニア語に触れ

ていてほしいという考えから、4年次で最低 2単位を履修するという条件があります。 

 

②イスパニア語圏基礎科目 

 

イスパニア語が話されている地域について知るための科目群です。「イスパニア語圏研究入門」では、

イスパニア語圏についての基礎知識を得るとともに、大学で学習、研究を進めていく上で必要なリテラ

シー、スキルを身につけます。「西米概史」「西概史」では、どの研究コースを選択するとしても、すべ

ての研究の前提となるイスパノアメリカとスペインの歴史を学びます。「西・西米文学史」については、

なぜ文学史？と疑問に思うかもしれません。しかし、スペイン、イスパノアメリカの文学は、イスパニ

ア語圏の文化、社会、政治などあらゆるものを写し出す鏡であることから、イスパニア語学科では伝統

的に文学史の授業を必修としています。 

 

 

 1 年次 2 年次  

春学期 イスパニア語圏研究入門 西概史* ＊のついた科目は、イスパニア語学科生は研究

コース科目として履修することはできません。 秋学期 西米概史* 西・西米文学史* 
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表 1 ロシア語学科第一主専攻科目 

  履修
年次 

学
期 科目名 単

位 

必
修
科
目 

 基礎ロシア語科目 
 

1 
春 基礎ロシア語 I-1 6 

 秋 基礎ロシア語 I-2 6 
 

2 
春 基礎ロシア語 II-1 6 

 秋 基礎ロシア語 II-2 6 
 ロシア語圏基礎科目 
 

1 
春 ロシア・ユーラシア文化入門 1  2 

 春 ロシア・ユーラシア地域研究入門 1  2 
 秋 ロシア地域研究方法論 2 

選
択
科
目 

 ロシア語研究科目 
 2 秋 ロシア語通訳法入門 2 
 

3･4 

春 ロシア語文法研究1 2 
 秋 ロシア語文法研究2 2 
 春 ロシア語翻訳法1 2 
 秋 ロシア語翻訳法2 2 
 春 ロシア語通訳法1 2 
 秋 ロシア語通訳法2 2 
 春 ロシア語アクティヴ・コミュニケーション１ 2 
 秋 ロシア語アクティヴ・コミュニケーション２ 2 
 春 ロシア語翻訳基礎研究1 2 
 秋 ロシア語翻訳基礎研究2 2 
 春 ロシア語原書講読1 2 
 秋 ロシア語原書講読2 2 
 春 現代ロシア語研究1 2 
 秋 現代ロシア語研究2 2 
 春 ロシア語文献研究A-1 2 
 秋 ロシア語文献研究A-2 2 
 春 ロシア語文献研究B 2 

 

（5）ロシア語学科カリキュラム（ロシア語学科生の第一主専攻） 

【基礎ロシア語科目の概要】 

「基礎ロシア語 I-1」「同 I-2」「同 II-1」「同 II-2」は，週 6回 540分の授業からなり，それぞれ

6 単位である。 

1 年次生向けの「基礎ロシア語 I-1」「同 I-2」は，「総合」（週 3 回），「会話」（週 2 回），「文法」

（週 1回）の授業に分かれており，各授業の担当教員は異なる。また，「総合」と「会話」は，複数

のクラスに分かれて少人数クラスで授業が行われ，春学期と秋学期で担当教員も交代する。 

2 年次生向けの「基礎ロシア語 II-1」「同 II-2」は，「ドリル」（週 2 回），「会話」（週 2 回），「講

読」（週 2回）の授業に分かれており，各授業の担当教員は異なる。なお，週 2回の「講読」は 2人

の教員によってそれぞれ個別に授業が進められる。また，「ドリル」と「会話」は，複数のクラスに

分かれて少人数クラスで授業が行われ，春学期と秋学期で担当教員も交代する。 

テキストは，「基礎ロシア語 I-1」「同 I-2」の「総合」と「会話」は同一のテキストを使用するが、

「文法」は個別のテキストを使用する。「基礎ロシア語 II-1」「同 II-2」は「ドリル」「会話」「講読」

とも、それぞれ個別のテキストを使用する。 

 

【基礎ロシア語科目の評価と再履修】 

「基礎ロシア語 I-1」「同 I-2」および「同 II-1」「同 II-2」に対する評価および単位付与は，「総

合」「会話」「文法」および「ドリル」「会話」「講読」の全体に対して一括して行われ，個別に評価

され単位が与えられるわけではない。 

「基礎ロシア語 I-1」「同 I-2」「同 II-1」「同 II-2」は，順番に履修していかなければならない。

不合格となった場合には再履修となる。なお，「基礎ロシア語 I-1」「同 I-2」または「同 II-1」「同

II-2」が 2 年連続して不合格となった場合は，卒業の見込みがないものと見なされ，退学となる。 

 

【ロシア語圏基礎科目】 

「ロシア・ユーラシア文化入門 1」「ロシア・ユー

ラシア地域研究入門 1」は，ロシア語圏の文化・社

会についての基礎知識を，「ロシア地域研究方法論」

は，ロシア語圏の学習･研究に必要なリテラシーや

スキルを学ぶ。 

 

【ロシア語研究科目】 

3 年次以上に配当されているロシア語研究科目か

ら 6 科目 12 単位を履修することがロシア語学科の

卒業要件となっている。なお，「ロシア語通訳法入

門」は「基礎ロシア語 I-2」の単位を修得していな

ければ､またその他のロシア語研究科目は，「基礎

ロシア語 II-2」の単位を修得していなければ履修す

ることができない。 

各選択科目の内容やテキスト等については，シラ

バスを参照のこと。 
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（6）ポルトガル語学科カリキュラム（ポルトガル語学科生の第一主専攻） 

【基礎ポルトガル語科目の概要】 

 1 年次春学期・秋学期、2 年次春学期・秋学期の順に割り振られている「基礎ポルトガル語 I-1」、「同

I-2」、「同 II-1」、「同 II-2」は、第一主専攻の学びの根幹ともいえる、きわめて重要な必修科目です。

ここで徹底的にポルトガル語の基礎力を鍛えます。それぞれ週 6 コマの授業からなり、いずれも 6 単位

です。 

 「基礎ポルトガル語 I-1」は「文法」（週 2 コマ）、「会話・作文」（週 3 コマ）、「語彙・表現」（週 1 コ

マ）からなります。「文法」と「会話・作文」は複数のクラスに分かれて授業が行われ、後者は主として

ネイティブの教員が担当します。「基礎ポルトガル語 I-2」では、「語彙・表現」が「講読とダイアログ」

（週 1コマ）に入れ替わります。 

 「基礎ポルトガル語 II-1」は「会話・作文」（週 3 コマ）、「講読」（週 1 コマ）、「文法」（週 1 コマ）、

「主題研究 1」（週 1 コマ）という構成になり、「主題研究 1」以外はやはり複数クラス編制となります。

「会話・作文」は引き続きネイティブ教員が担当します。「基礎ポルトガル語 II-2」では「文法」と「主

題研究 1」が「速読」（週 1 コマ）と「主題研究 2」（週 1コマ）に置き換わります。 

 

【基礎ポルトガル語科目の評価と再履修】 

 「基礎ポルトガル語 I-1」、「同 I-2」、「同 II-1」、「同 II-2」の成績評価および単位付与は、それぞれ

を構成する授業ごとになされるのではなく、全体に対して一括して行われます。これらの科目は履修の

順序が定められており、不合格となった場合には翌年度に再履修の上、合格するまでは上位科目の履修

はできません。なお、1 年次の 2 科目、2 年次の 2 科目それぞれについて、2 年連続で修得し終えること

ができなかった場合、退学となります。 

 

【ポルトガル語圏基礎科目】 

 語学科目と並行して、1・2 年次にはポルトガル語圏の各地域を学ぶため基礎となる 5科目（各 2単位）

が必修として設定されています。1年次春学期の「ポルトガル語圏研究入門」では資料の探し方、レポー

トの書き方など学問のためのスキルを習得します。このほか、1年次春学期から 2年次秋学期まで順に「ポ

ルトガル史」、「ブラジル史」、「ポルトガル語圏アフリカ史」、「アジアとポルトガル語圏」と履修してい

きます。これら 4 科目は、ポルトガル語圏の主要な国または地域ごとにその歴史や概要を学ぶことが目

的です。 

 なお、「ポルトガル語圏研究入門」を除く 4科目は、特定の研究コースの導入科目あるいはコア科目と

しても位置づけられていますが、ポルトガル語学科生はポルトガル語圏基礎科目として履修するため、

これら科目の単位を研究コースの単位として算入することはできないので、注意してください。 

 

【総合ポルトガル語科目】 

 3・4年次の語学科目として「総合ポルトガル語 A-1」（春学期）、「同 A-2」（秋学期）から「同 J-1」、「同

J-2」まで、合計 14 科目（各 1 単位）が用意されています。ポルトガル語での発表やディスカッション

を行うものや、ポルトガル語文献の講読を行うもの、また題材もポルトガル、ブラジル、その他のポル

トガル語圏に関するものなど、科目により内容は異なっているので、詳しくはシラバスを参照して確認

してください。これらのなかから 8科目（8単位分）を修得することが必要ですが、自身の必要や関心に

応じて履修する科目を選択することができます。ただし、多くの科目は履修者数の上限が定められてい

るので、履修希望者がそれを超過した科目については抽選等による調整が行われることもあります。ま

た、8単位のうち少なくとも 2単位分は 4年次で履修する決まりとなっているので、3年次ですべての必

要単位を修得してしまうことはできません。なお、3年次で修得したのと同一の総合ポルトガル語科目を、

4 年次で再度履修するといった重複履修も可能となっています。 
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4．研究コースカリキュラム（第二主専攻科目／副専攻科目）の説明 

（1）北米研究コース 

【北米研究へのいざない】 

本コースでは、アメリカ合衆国（以下アメリカ）とカナダ、中南米を研究対象地域とします。日本社

会では、アメリカの文化や生活習慣はとても身近ですが、私たちの理解は表層的です。また、近年の沖

縄の米軍基地問題のように、日米関係に大きな影響力を持つ課題も多くあります。一方、カナダはアメ

リカほど注目されませんが、世界に先駆け多文化主義政策を打ち出した国です。北米地域を経済学、政

治学、歴史学、宗教学、文化心理学、移民研究などの視点から、多面的に考察することで北米地域に関

する知識を深めるだけではなく、私たちが住む日本社会を相対化してみましょう。 
 
【北米研究コース】 

 導入科目：北米地域について研究を深めるにあたり、具体的にどのようなテーマや方法論を選ぶかを考え

る、いわば「ウィンドーショッピング」的な科目です。まずは、北米地域に関する基礎知識をしっかりと

学び、コア科目履修のための足場を組み立てましょう。 

 コア科目：いよいよ北米地域に関する様々な専門知識を身につけていきます。4つの科目群（①国際政治・

経済系、②文学・思想・歴史系科目、③多文化社会系科目、④メディア・表象系科目）に分類されていま

すが、興味ある科目群から集中的に履修してもいいですし、複数の科目群から組み合わせて履修しても構

いません。ただし卒業論文へ結びつく研究の方向性を意識しながら科目を選択することを勧めます。 

 演習科目：担当教員の指導を受けながら、自分の研究を深めていきます。それまでの講義科目とは異なり、

自主的かつ積極的な学習が求められます。なお同一担当者の演習科目を 3年次より 2年間履修することを

勧めます。 

 卒業論文・卒業研究（副専攻の場合は履修不可）：大学での勉学の集大成となります。先行研究のレビュ

ーおよび問題設定に示した方向性にしたがい、語学を駆使した資料収集、現地調査で材料を得て、それを

自分なりに考察・分析して結論を導くといった作業になるでしょう。他では味わえない格別の達成感とな

るはずです。原則として、英語での論文執筆となります。 

 ＊北米研究コースを副専攻として選択する場合、演習、卒業論文・研究の履修は必要ありません。 
 
【履修モデル】以下のモデルに従う必要はありませんが、参考にして自身の履修計画を立てましょう 

①北米社会や文化の成り立ちを歴史的な視点から学びたい 

導入科目(6 単位) 北米地域研究入門 B-1・B-2 

コア科目(20) 

 

Introduction to History of USA 1・2, American Women’s History 1・2, アメリカ社会史*, 

Topics in American History, Issues in American Society, 北米風土論*  *週 2回開講 4単位科目 

演習(4) Seminar (North American History)1・2, もしくは Seminar (North American Studies)1・2 

 
②北米と中南米の政治・経済関係について学びたい 

導入科目(6 単位) 北米地域研究入門 A-1・A-2, ラテンアメリカ地域研究入門 

コア科目(20) 

 

アメリカ政治外交 1・2, ラ米経済概論, ラ米経済特論,  国際政治史 1・2, 

外交政策 1・2, The U.S. in International Relations of Asia-Pacific 

演習(4) Seminar (North American Studies)1・2, もしくは演習（ラ米経済）1・2など 

 
③移民・マイノリティなどの視点から北米地域の多文化社会について学びたい 

導入科目(6 単位) 北米地域研究入門 A-1・A-2, グローバル・ヒストリー入門 

コア科目(20) 

 

American Women’s History 1・2, History of Japanese Immigration 1・2, Minority Language 

Education 1・2, Psychology of Discrimination, 難民とアメリカ*  *週 2回開講 4単位科目 

演習(4) Seminar (Globalization and Migration)1・ 2, もしくは Seminar（ Qualitative Methods in 

Psychology）1・2 
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（2）ヨーロッパ研究コース 

【ヨーロッパ研究コースについて】 

 外国語学部生であれば、ヨーロッパに興味をもって大学での専攻を選択した人も少なくないでしょう

し、今後、専攻語を学ぶ過程で必ず何らかの形でヨーロッパを意識させられることがあるでしょう。し

かし、「ヨーロッパ」という言葉が表す概念や地理的境界は非常に多義的で、私たちは身近に感じられる

ヨーロッパのことを実はあまりよくわかっていないのです。本研究コースは、各自の専攻外国語とその

言語圏のさまざまな事象、たとえば歴史、社会、芸術、政治・経済などを入り口として、それらを包括

するヨーロッパへの理解を深めることを目指しています。具体的には、①ヨーロッパの特定の国または

地域に関わる事象、②ヨーロッパ全域に関わる事象、③ヨーロッパの特定の国または地域間の関係や比

較、④EUまたは EUと構成国との関係、を研究対象とします。 
 
【ヨーロッパ研究コースの科目群】※『履修要覧』も必ず参照すること 

 ▶導入科目：ヨーロッパ史を通観する「ヨーロッパ史概論」は、本研究コースを第二主専攻として選択

する場合は必ず履修しましょう。さらに「ヨーロッパの宗教と社会」もしくは「ヨーロッパの芸術と文

化」のいずれか 1 科目を履修してください。ヨーロッパについての幅広い基礎知識を身につけるととも

に、2年次以降の専門的な学習、研究の対象を絞り込んでいくことができるでしょう。 

 ▶コア科目：導入科目の履修を通して固まってきた各自の関心のあり方に沿って、特定の分野における

より専門的な知識を学ぶことになります。効率的な科目選択のための目安として、歴史系、宗教・社会・

文化系、芸術系、政治・経済系の 4 系列に分類されていますが、複数の系列から履修してもかまいませ

ん。本研究コースのコア科目は多彩で数も多く、ともすれば場当たり的な選択になりがちです。大切な

のは、常に卒業論文へと結びつく学習、研究の方向性を意識しながら科目を選択していくことです。 

 ▶演習科目：各自が設定したテーマについての調査・研究成果を報告し、教員、他の受講生との議論を

通して、卒業論文・卒業研究へと発展させていく場です。他の研究コースにも言えることですが、ヨー

ロッパ研究の場合は特に、各自の専攻外国語と英語に加え、別のヨーロッパ系の言語が必要とされるこ

とが少なくありません。欧文文献の精読やフィールドワークに対応できるよう、早くから語学力を鍛え

ておくことも重要です。なお、同一担当者の演習科目を 3年次より 2年間履修することを勧めます。 

 ▶卒業論文・卒業研究（副専攻の場合は履修不可）：自身が履修する「演習科目」の担当教員の指導を

受けながら、大学 4 年間の集大成としての研究成果を作成します。卒業論文の場合、先行研究のレビュ

ーおよび問題設定により示した方向性にしたがい、資料収集、現地調査で材料を得て、それを自分なり

に考察・分析して結論へと導くといった作業になるでしょう。真剣に取り組んで完成させたときの達成

感は、他では味わえない格別のものであるはずです。 

 

【履修モデル】以下のモデルに従う必要はありませんが、参考にして自身の履修計画を立てましょう 

①フランスとスペインの歴史的関係を研究したい 

導入科目（6単位） ヨーロッパ史概論、グローバルヒストリー入門、ヨーロッパの芸術と文化 

コア科目（20単位） 西洋史概説 I・II・III、フランス近現代史研究、フランス語圏の歴史研究、西洋
史特講（フランス史の諸問題）、西概史、西史特講 A・B、近現代スペイン研究 

演習科目（4単位） 演習（フランス語圏の歴史）1・2あるいは演習（西史）1・2 

 
②EUにおけるドイツの役割を研究したい 

導入科目（6単位） ヨーロッパ史概論、ヨーロッパ政治経済入門、ヨーロッパの宗教と社会 

コア科目（20単位） ドイツ近現代史、日独環境比較研究、ヨーロッパ政治経済論、EU―法と社会、ド
イツ政治研究、EU の現在と過去、日独経済比較研究、ドイツ法 I・II、特講（EU
研究） 

演習科目（4単位） 演習（日独政治比較）1・2 
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（3）ラテンアメリカ研究コース 

【ラテンアメリカ研究の魅力】 

 ラテンアメリカはメキシコ、キューバ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチンなど、中南米

およびカリブの諸国からなる地域です。固有の先住民文化と、植民者・奴隷・移民がヨーロッパ、アフ

リカ、アジアの各地からもたらした諸文化とが混じり合い、まるで万華鏡のような独特の混淆文化を生

み出しています。経済面では新興国と最貧国とが同居し、また各国内の貧富の差も大きく、成長と貧困

の両方の顔をのぞかせています。他方、政治的には近年、左翼政権が相次いで登場し、米国追従からの

脱却を図るといった、1つの地域的志向性を見てとることもできます。そして日本とは、移民や経済的関

係を通して深いつながりがあります。遠くて近い、多様でいて共通の地域性も有するラテンアメリカは、

いままでにない新たな視点、着想、思考を私たちに気付かせてくれるはずです。 

 

【科目の構成と概要】 ※主は第二主専攻として、副は副専攻として履修する場合を指します 

▶導入科目（1年次～；主・副とも最低 3科目 6単位、コース共通導入科目を含めることも可能） 

 本研究コースの基礎となる科目である「ラテンアメリカ地域研究入門」では、各教員が 1 回ずつそれ

ぞれの専門分野の概況と、それを研究する意義や醍醐味について話します。受講者が特定の関心や問題

意識を持つきっかけとなることを意図している科目なので、本研究コースを第二主専攻とする場合も、

副専攻とする場合も、履修することを強く推奨します。「西米概史」と「ブラジル史」では、それぞれイ

スパニア語圏地域とブラジルの概史を理解し、専門的な学びのための土台とします（「西米概史」はイス

パニア語学科の学生、「ブラジル史」はポルトガル語学科の学生は本研究コースの科目として履修できま

せん。詳細は『履修要覧』を参照すること）。 

▶コア科目（2年次～；主最低 10科目 20単位、副最低 5科目 10単位） 

 特定の分野ごとに専門的に学ぶための科目群です。あくまでも目安としてですが、大きく 2 つのサブ

カテゴリーに分けられています。人文科学系の科目では文学、言語、歴史、芸術などの分野を、社会科

学系の科目では政治、経済、社会などの分野を、それぞれ学ぶことができます。また主たる対象地域で

も、イスパニア語圏地域を中心とするものとブラジルを中心とするものに大半の科目は分かれます。「西

米」（＝イスパノアメリカ）を冠した科目は前者に該当します。「ラ米」（＝ラテンアメリカ）を冠した科

目も、その多くはイスパニア語圏に比重を置いています。こうした分野や地域を参考に、自身の興味・

関心を踏まえて計画的に履修し、問題意識を明確にしていくよう心がけてください。 

▶演習科目（3年次～；主のみ最低 2科目 4単位、副必須ではないが履修することも可能） 

 少人数制・参加型の専門的な授業で、大学で専門分野を極めるための中心的場であり、個別の研究テ

ーマに深く取り組むことのできる機会となります。担当教員ごとにテーマが設定され、文献の輪読、発

表、ディスカッションなどをおこなう、主体的で密度の濃い学びの場です。留学等により履修できない

学期・年度が生じる場合は別ですが、そうでなければ 3 年次から 4 年次にかけて同一教員の演習を継続

して履修することが基本です。複数年ゼミを継続することは、充実した卒業論文を執筆するためには必

要不可欠なので、強く推奨します。 ＊FGS開講のゼミは副専攻の場合、履修できません。 

▶卒業論文・卒業研究（4年次；主のみ 2科目 6単位、副履修不可） 

 自身が履修する「演習科目」の担当教員の指導を受けながら、大学 4 年間の集大成としての研究成果

を作成します。卒業論文の場合、先行研究のレビューおよび問題設定により示した方向性にしたがい、

資料収集、現地調査で材料を得て、それを自分なりに考察・分析して結論へと導くといった作業になる

でしょう。真剣に取り組んで完成させたときの達成感は、他では味わえない格別のものであるはずです。 

【履修モデル】以下のモデルに従う必要はありませんが、参考にして自身の履修計画を立てましょう 

ラテンアメリカの社会を中心に学ぶ場合（第二主専攻として履修）の一例（ポルトガル語学科生の場合） 

導入科目 ラテンアメリカ地域研究入門、西米概史、ラ米現代史概論 

コア科目 

 

ラ米先住民の歴史と社会、ラ米政治社会特論、ラ米経済概論、ラ米経済特論、ブラジル社会
開発協力、特講ブラジル社会開発論、ブラジル社会概論、アフロ・ブラジル文化論、ブラジ
ル文学、ブラジル現代文学特講 

演習科目 演習（ラ米社会研究）1・2 
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表 1 ロシア・ユーラシア研究コース科目 

 
履修年
次 

科目名 

導
入
科

目 

1～4 

ロシア・ユーラシア文化入門 1/2 

ロシア・ユーラシア地域研究入門1/2 

中東欧地域研究入門 

中央アジア地域研究入門 

 コース共通導入科目 

コ
ア
科

目 

共通科目 

2 ロシア・ユーラシア地域研究方法論 

人文科学系科目 

2～4 

ロシア語史1/2 

ロシア史1/2 

ロシア文化史 

ロシア芸術（音楽）A/B 

ロシア演劇A 

3･4 

ロシア演劇B-1/B-2 

ロシア語原書講読1/2 

現代ロシア語研究1/2 

ロシア語文献研究B 

社会科学系科目 

2～4 

ロ シ ア 政 治 ・ 外 交 A - 1 / A - 2 / B 

ロシア・ユーラシアの経済概論・経済特論  

ロシア・ユーラシアの国際関係A/B 

3･4 ロシア語文献研究A-1/A-2 

演
習
科

目 

3･4 

演習（古代ロシア語）1/2 

演習（ロシア語学）1/2 

演習（ロシア文学）1/2 

演習（ロシア文化）1/2 

演習（ロシア語通訳・翻訳研究）1/2 

演習（ロシア政治・外交）1/2 

演習（ロシア経済）1/2 

演習（ロシア社会）1/2 

 4 卒業論文・卒業研究I/II 

 

（4）ロシア・ユーラシア研究コース 

【注目されるロシア・ユーラシア研究】 

ロシア・ユーラシア地域（旧ソ連地域）の経済発展はめ

ざましい。中でもロシアは，2013年の国別購買力平価 GDP

は世界第 6位（図 1），一人当たり購買力平価 GDPは BRICS

諸国の中では最も高い（図 2）［出典：国際通貨基金ホー

ムページ（http://www.imf.org/external/data.htm）］。こ

うした経済発展を背景に，その国際的重要性も増大してお

り，国際機関，報道機関，グローバル企業では，ロシア語

やロシア・ユーラシア地域に関する知識を有した人材に対

する需要がますます増大している。 

 

【ロシア・ユーラシア研究コース科目】 

ロシア･ユーラシア研究コースは，こうした需要に応え，

学部レベルでロシア・ユーラシア地域について総合的に学

習・研究を行うことができる我が国唯一のコースである。 

導入科目では，ロシア・ユーラシア地域の文化・社会の

概要を学び，コア科目・演習科目における本格的な学習･

研究の基礎を身に付ける。 

コア科目では，ロシア・ユーラシア地域の言語・歴史・

文化・芸術・政治・外交･経済・国際関係について，より

深い学習･研究を行う。なお，科目名の後ろの記号は，1

は春学期，2 は秋学期の開講を意味し，A と B はそれぞ

れ内容が異なることを意味する。 

演習科目では，担当教員の指導を受けながら，学生自

身が研究テーマを決め，学生同士で切磋琢磨しながら主

体的に研究を行い，最終的に卒業論文・卒業研究をまと

める。可能な限り同一担当者の演習科目を 3 年次より 2

年間にわたって履修することを勧める。 

2016 年度の卒業論文のテーマは，「ロシア人の宗教観」

「『砂漠の白い太陽』における神話性」「ベリンスキーの

文芸理論」「ロシア文学と日本漫画における聖女像」「古

代・中世書物の物語性」「エルドマンとブルガーコフ」「極

東地域の水産業」「ブルガーコフとチェーホフの戯曲」「チ

ェーホフの宗教観」「スターリン様式建築のイデオロギー

と変容」「ロシア語学習教材の実態」「ロシアのスーパー

マーケットチェーン」「活動体の定義」（いずれも論文の

正式な題名ではない）などがある。 

 

【第二主専攻と副専攻】 

 第二主専攻と副専攻の違いは単位数の違いと卒業論

文･卒業研究の有無であるが，多くの学生が，副専攻とし

てではなく，第二主専攻として，ロシア・ユーラシア研

究コースを選択することを期待している。 
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（5）言語研究コース 

【言語研究へのいざない】 

私たちは日々ことばによって考え、伝達し、行動しています。ことばは知覚・記憶など他の心の働き

と密接に関連し、人間精神の基盤をなしています。ことばを話し理解する能力は人間以外の動物にはな

い人間独自の能力です。世界の言語の多様性は驚くほどですが、その一方でどの言語にも見られる基本

的な性質があり、表層的な多様性の背後に思いがけない共通性が潜んでいます。人々はどのように言語

を獲得するのか、ことばの教育はどのように実践していくべきか、実際のコミュニケーションの場で人

はどのように言語を使用しているか、ことばの障害とはどういうものか、など考えたことはありますか？

言語研究コースでは、以下の 3 つの視点からことばの仕組みやあり方について考えることで、言語の本

質に迫っていきます。 

①言語能力を文の構造や発音の仕組み、言葉の意味等の観点から科学的・包括的に研究する。 

②日本語および諸外国語に関する経験的・記述的研究を通して言語の普遍性と多様性を深く考える。 

③社会•文化•歴史•科学・教育•心理などの様々な人間の営みにおける言語の機能・役割を考察する。 

【言語研究コースでの学びの流れ】 

言語研究コースは「コア科目」で「理論言語学」「応用言語学」「言語聴覚障害学」「翻訳・通訳科目」

の 4 領域にわたり 120 科目以上を提供し、皆さんの多様な言語研究への興味・関心に応えます。3・4 年

次で履修する演習科目もそれら 4つの領域で開講されます。 

 言語研究コースを第二主専攻とする場合の履修の流れ（履修モデル）を下の表に示します。モデルに縛

られる必要はありませんが、自身の勉強の指針としてください。なお、言語研究コースを副専攻として

選択する場合は演習科目、卒業論文・卒業研究は必要ありません。 

＊詳細は『履修要覧』を参照すること 

＊上記とあわせてコース共通導入科目（全学共通科目）の「言語と人間Ⅰ・Ⅱ」の履修を強く勧めます。 

 

 

コア科目 

2 年～ 

（20 単位） 

4 領域の 120 以上の科目でより専門的に学びます。履修は複数の領域にまたがっても構いません。 

理論言語学 応用言語学 言語聴覚障害学 翻訳・通訳科目 

人間の言語の構造

と機能を学びま

す。言語の仕組み

の中核をなす音

声、文法、意味な

どについての科目

があります。 

社会との関係の中で言語を考

える領域、外国語習得・外国語

教授法に関する実証的な研究

領域、コンピューターによる言

語情報処理を学ぶ領域などが

含まれます。 

成人・小児の言語・コ

ミュニケーションの

障害について学びま

す。 

翻訳・通訳の実践的スキ

ルの獲得とその学問的

基盤を学びます。 

科目例 文法論 1・2 言語処理入門、Sociolinguistics 言語聴覚障害学概論 翻訳論、英語通訳基礎 

 

 

演習科目 

3 年～ 

（4 単位） 

理論言語学 応用言語学 言語聴覚障害学 翻訳・通訳科目 

「コア科目」同様に 4 つの領域で開講されます。各自の興味・問題意識に基づいてテーマを選定し、能

動的に研究をすすめます。3 年次からの履修を勧めます。 

科目例 演習(日本語学) 1･2 演習（外国語教育学）1･2 演習（言語聴覚障害学）1･2 演習（通訳とフラン

ス文化理解）1･2 

卒業論文 

・卒業研究 

4 年  

（6 単位） 

自ら選定したテーマに関して卒業論文を執筆し、言語研究コースの勉学の成果を形に残します。大学生

活の集大成といえましょう。なお、副専攻の場合は履修できません。 

導入科目 

1 年～ 

（6 単位） 

言語の科学的な研究に必要な最も基本的な知識（音と意味を結びつける仕組みの本質、言語研究の諸分

野とそこでのさまざまなアプローチ、言語の普遍性と多様性の基本的な側面、など)を学びます。 

科目例 言語学概論 1･2、日本語学概説 1･2、Introduction to the Study of Language1･2、応用言語研究入門 1･2 
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（6）アジア研究コース 

【アジア研究コースの紹介】 
本コースでは、、アジア太平洋地域、東南アジア、南アジアを研究対象地域とします。日本は地理的に

はアジアの一部に属しながらも、近現代史においては、アジアから時には孤立し、時には協力体制を作
り上げてきました。そのような私たちの足元でありながらも複雑な関係を有しているアジアを、それぞ
れの国・地域の歴史・文化・社会・宗教などの視点から具体的に学んでいきます。また同時に、研究に
必要な実践的方法論（フィールドワーク等）も身に付けます。専攻語、第二外国語、現地に密着した地
域研究の方法論を駆使して、アジアと私たちとの関わりを学んでいきましょう。 

 

【アジア研究コース】 

 導入科目：より具体的で専門的なアジア研究を行うための土台となる導入科目の履修を通じて、まずは基

礎力を養います。アジア地域の研究を深めるにあたり、具体的にどのような地域･テーマを選ぶかを決定

するのに重要な科目群となります。興味関心を幅広く持って、多様な科目を「ウィンドーショッピング」

的に履修することもお勧めです。 

 コア科目：「導入科目」で得た基礎的な知識や研究のための方法論をベースにして、「コア科目」では、よ

り高度で専門的な授業が開講されます。各自の知的「問いかけ」に基づき、自分の興味関心のある分野を

積極的に履修してください。本コースは、2 つの科目群（人文科学系科目と社会科学系科目）に分類され

ていますが、興味ある科目群から集中的に講義を履修してもいいですし、異なる科目群から組み合わせて

履修しても構いません。 

 演習科目：担当教員の指導を受けながら、自分の研究を深めていきます。それまでの講義科目とは異なり、

自主的かつ積極的な学習が求められます。このコースでは演習科目を 4 科目 8 単位修得しなければなりま

せん。同一担当者の演習科目を 3・4 年次に連続して履修することが原則です。また受講人数制限があり

えますので、2 年次秋学期に行われるゼミ説明会への参加が必須です。 

 卒業論文・卒業研究：大学での勉学の集大成となります。日本語、英語、その他の外国語を駆使し、文献

収集と解読、実地調査などを行い、卒業論文にまとめていきます。 

＊この研究コースを副専攻として選択する場合、FGS 開講の演習、卒業論文・卒業研究は履修できませ

ん。 

 

【履修モデル】以下のモデルに従う必要はありませんが、参考にして自身の履修計画を立てましょう 

①東南アジアの遺跡について宗教や歴史的観点から学びたい  

導入科目(6 単位) 宗教と文明, 東南アジア研究概説, フィールドワーク論 

コア科目(20) 

 

東南アジア考古学, 東南アジア史（前近代）, 東南アジア文化論 A・B, Indian Religions A・B,アジア文化遺産研

究, 南アジアの文化と芸術, 特講（文化財保存と国際協力）, 特講（東南アジアの宗教） 

演習(8) アジア研究 A-1・2, もしくは, アジア研究 D-1・2 

 

②ASEAN 地域と日本の様々な協力関係(経済・政治・人的)について興味がある 

導入科目(6 単位) 東南アジア研究概説, 市民が関わる国際協力, フィールドワーク論 

コア科目(20) 

 

東南アジア政治社会論, 東南アジア政治文化論, アジアの環境と開発, NGO と社会運動の人類学, 国際協力論 1・

2, 特講（現代アジア社会）, 国際政治経済論 2, アジアとグローバル企業, 特講（文化財保存と国際協力） 

演習(8) アジア研究 B-1・2, もしくは, アジア研究 E-1・2 

 

③アジア地域の植民地化・脱植民地化の過程と諸影響について幅広く学びたい 

導入科目(6 単位) グローバル・ヒストリー, 東南アジア研究概説, 南アジア研究概説 

コア科目(20) 

 

東南アジア史（近現代）1・2, アジアとポルトガル語圏, 東南アジア政治社会論, 東南アジア政治文

化論, 特講（現代アジア社会）, アジアの人権問題, アジアとグローバル企業, 比較政治学 1・2 

演習(8) アジア研究 C-1・2, もしくは, アジア研究 E-1・2 

 

英語名の科目は講

義も英語！ 
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（7）中東・アフリカ研究コース 

【中東・アフリカ研究の魅力】 

 中東やアフリカは日本からみると、地理的にも文化的にも遠い地域に感じられるかもしれません。し

かし実際には、イスラームは国際社会の広い地域に様々な影響を与えており、また経済的には資源の調

達先、成長が見込まれる市場、そして開発援助の供与先としても、日本との関係は決して希薄ではあり

ません。そうした観点から中東・アフリカ地域について研究することは、大いに意義のあることでしょ

う。ただ、もう 1 つ別な観点があることも忘れてはなりません。文化的、社会的に大きく異なっている

からこそ、それを学ぶことではじめて気付かされる見方、考え方があるはずで、ひいては自文化を相対

化し、あらためて見つめ直す格好の契機となるのではないでしょうか。中東やアフリカと真摯に向き合

えば、そうした醍醐味を実感できるに違いありません。 

 

【科目の構成と概要】 ※主は第二主専攻として、副は副専攻として履修する場合を指します 

▶開講元と履修者数制限についての注意 

 本研究コースは外国語学部開講の科目も少なからず含んでいるものの、多くの科目は総合グローバル

学部開講の科目です。後者のうち演習科目はとりわけ、履修できる外国語学部生の枠には限りがありま

す。演習科目の履修が必修となる第二主専攻として選択する場合、とくに注意してください。 

▶導入科目（1年次～；主・副とも最低 3科目 6単位、コース共通導入科目を含めることも可能） 

 中東、アフリカを学ぶ上で基礎となる科目として、本研究コースでは 8 科目を導入科目に指定してい

ます。このうち「中東研究概説」と「アフリカ研究概説」のいずれか 2単位を履修することを勧めます。 

▶コア科目（2年次～；主最低 10科目 20単位、副最低 5科目 10単位） 

 特定の分野ごとに専門的に学ぶための科目群です。大半の科目は、主たる対象地域を中東（北アフリ

カを含む）かサハラ以南のアフリカかのいずれかとするものです。また、分野別にみると、歴史、宗教、

芸術・文化、政治、経済、社会などを扱う科目が揃っています。対象地域や分野を参考に、自身の興味・

関心を踏まえて計画的に履修し、問題意識を明確にしていくよう心がけてください。 

▶演習科目（3年次～；主のみ最低 4科目 8単位、副必須ではないが外国語学部開講の演習なら履修も可） 

 少人数制・参加型の専門的な授業で、大学における学問のハイライトといっても過言ではありません。

担当教員ごとにテーマが設定され、文献の輪読、発表、ディスカッションなどをおこなう、主体的で密

度の濃い学びの場です。3 年次から 4 年次にかけて同一教員の演習を継続して履修することが原則です。

また受講人数制限がありえますので、2年次秋学期に行われるゼミ説明会への参加が必須です。 

▶卒業論文・卒業研究（4年次；主のみ 2科目 6単位、副履修不可） 

 自身が履修する「演習科目」の担当教員の指導を受けながら、大学 4 年間の集大成としての研究成果

を作成します。卒業論文の場合、先行研究のレビューおよび問題設定により示した方向性にしたがい、

資料収集、現地調査で材料を得て、それを自分なりに考察・分析して結論へと導くといった作業になる

でしょう。真剣に取り組んで完成させたときの達成感は、他では味わえない格別のものであるはずです。 

＊この研究コースを副専攻として選択する場合、FGS開講の演習、卒業論文・卒業研究は履修できません。 

 

【履修モデル】以下のモデルに従う必要はありませんが、参考にして自身の履修計画を立てましょう。 

マグレブ地域（北アフリカ西部）の社会を中心に学ぶ場合（第二主専攻での履修）の一例 

導入科目(6単位) 中東研究概説、アフリカ研究概説、グローバル化と宗教 

コア科目(20単位) 中東イスラーム史（前近代）、中東社会論、民衆イスラーム論、イ
スラームとジェンダー、中東イスラーム思想論、アフリカ社会経
済論、フランス語圏の歴史研究1・2、フランス語圏アフリカの社
会と経済、北アフリカ社会開発論、特講（イスラーム圏総合研究） 

演習科目(8単位) 演習（北アフリカ社会経済）1・2 
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（8）国際政治論研究コース 

【国際政治論研究コースについて】 

現代、特に冷戦終結後の世界は、さまざまな対立軸が生起するとともに、国家以外のアクターが重要

度を増しているなど、きわめて複雑化してきています。本コースは、このような複雑な世界の動向を、

国際政治・国際関係論を中心に理論面から理解することを目的とします。したがって 1・2年次の早い段

階から基礎理論の習得が重要になりますが、外国語学部生がこの研究コースで学ぶ意味は、各自が第一

主専攻とする地域と関連づけて研究を進めていくことにあるでしょう。 

なお、この研究コースは、総合グローバル学部の科目を中心に構成されています。特に第二主専攻と

して履修する場合には、演習科目に人数制限が課せられている、必修とされる前提科目があるなど、い

くつかの制約があります。その点にも注意して履修計画を綿密に立てることが不可欠です。 

 

【国際政治論研究コースの科目群】 

 導入科目：国際関係論、政治学、社会学など社会科学の基礎理論を学びます。世界を読み解くツールとし

ての理論をしっかりと自分のものとし、コア科目履修に備えましょう。 

 コア科目：「理論・国際系」「地域系」2つの科目群から構成されています。どちらから何単位とらなけれ

ばならないといった履修上の制限はありませんが、両科目群はいわばそれぞれ「総論」と「各論」に位置

づけられるものですので、両者をバランスよく履修し、理論から分かることと個別事例から見えてくるこ

とを複眼的に把握していくのが望ましいでしょう。 

 演習科目：担当教員の指導を受けながら、自分の研究を深めていきます。講義科目と比べ能動的な学びの

比重が増します。このコースでは演習科目を 4科目 8単位修得しなければなりません。同一担当者の演習

科目を 3・4 年次に連続して履修することが原則です。また受講人数制限がありえますので、2 年次秋学

期に行われるゼミ説明会への参加が必須です。 

 卒業論文・卒業研究：大学での勉学の集大成となります。履修している演習科目の担当教員の指導を受け

ながら、資料の収集と分析、現地調査などの結果に自らの考察を加え、研究成果としてまとめます。 

＊この研究コースを副専攻として選択する場合、FGS開講の演習、卒業論文・卒業研究は履修できません。 

 

【履修モデル】 以下のモデルに従う必要はありませんが、参考にして自身の履修計画を立てましょう 

①国連など国際機関の機能について体系的に学びたい 

導入科目(6 単位) 国際関係論入門、国際関係論概説、グローバル化と政治学 

コア科目(20) 

 

国際政治学 1・2、グローバル・ガバナンス論 1・2、国際制度論 1・2、国連研究 1・2 

特講（国際機構）A・B 

演習(8) 演習（国際制度論）1・2 または 演習（国連と紛争解決） 

 

②BRICS諸国の政治発展について学びたい 

導入科目(6 単位) 国際関係論入門、国際関係論概説、グローバル化と政治学 

コア科目(20) 

 

比較政治学 1・2、グローバル化と発展途上国、国際政治経済論 1・2、中国政治外交 1・2 

ブラジル政治概論、ロシア政治・外交 A-1・A-2 

演習(8) 演習（比較政治学）1・2 または 演習（ロシア政治・外交）1・2 

 

③領土紛争について各国はどのように対処してきたのか学びたい 

導入科目(6 単位) 国際関係論概説、グローバル化と政治学、Introduction to Global Studies 1 

コア科目(20) 

 

国際政治学 1・2、外交政策 1・2、日本外交論、特講（平和研究） 

中国政治外交 1・2、ロシア・ユーラシアの国際関係 1・2、ヨーロッパ政治経済論 

演習(8) 演習（外交政策）1・2 または 演習（国連と紛争解決）1・2 

 

 

英語名の科目は

講義も英語！ 
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（9）市民社会･国際協力論研究コース 

【市民社会･国際協力論研究コースについて】 

この研究コースでは、国家や大きな国際組織の視点から世界を眺めるのではなく、人々の生活、意識、

そして行動から世界を考察します。たとえば、貧困者はどのような構造から生み出され、それを変革し

自ら発展していくためにどのような試みを行っているのか、原子力発電に反対する人々は世界の現状を

どのように理解し、またどのような世界を未来で実現しようとしているのか、国家によって迫害された

人々、難民などある特定の国家に属さない人々はなぜそのような状態に陥り、どのような経験をしてい

るのか、といった観点から世界を理解しようとします。 

より具体的には、たとえば南アジアの人々の経済的困窮、中南米の先住民がおかれている状況、アフ

リカの部族間の衝突、先進諸国内での貧富の格差拡大、世界各地で環境問題を訴える人々、インターネ

ットや SNSなどを使って世界を動き回る人々、自然災害の被害に対して世界中から集まるボランティア、

市民同士で国境を越えて協力する活動など、さまざまな事象が研究対象となります。 

 

【市民社会･国際協力論研究コース】 

 導入科目：経済学、政治学、社会学、歴史学や宗教学の基礎理論を学ぶとともに、「市民社会･国際協力論

研究」に関わる基礎知識を吸収します。 

 コア科目：国際協力論、開発経済学、国際教育学などより高度な理論を学ぶと同時に、国境を越えた人間

の移動、グローバル化の中の社会と文化、貧困の実態と克服への努力、途上国の教育問題、市民主導によ

る社会運動などの実際を学びます。これらの多様な授業の履修を通して、自身の問題関心を徐々に具体化

していくことが肝心です。 

 演習科目：担当教員の指導を受けながら、自分の研究を深めていきます。講義科目と比べ能動的な学びの

比重が増します。このコースでは演習科目を 4科目 8単位修得しなければなりません。同一担当者の演習

科目を 3・4 年次に連続して履修することが原則です。また受講人数制限がありえますので、2 年次秋学

期に行われるゼミ説明会への参加が必須です。 

 卒業論文・卒業研究：大学での勉学の集大成となります。履修している演習科目の担当教員の指導を受け

ながら、資料の収集と分析、現地調査などの結果に自らの考察を加え、研究成果としてまとめます。 

＊この研究コースを副専攻として選択する場合、FGS開講の演習、卒業論文・卒業研究は履修できません。 

 

【履修モデル】以下のモデルに従う必要はありませんが、参考にして自身の履修計画を立てましょう。 

①途上国の経済開発について体系的に学びたい 

導入科目(6 単位) 市民社会･国際協力論概説、グローバル化と経済学 1・2 

コア科目(20) 

 

国際経済学 1・2、国際協力論 1・2、開発経済学、グローバル化と発展途上国、 

国際政治経済論 1・2、アフリカ社会経済論、特講（国際人口移動） 

演習(8) 演習（開発経済学）1・2 または 演習（国際政治経済論）1・2または演習（国際協力論）1・2 

 

②ラテンアメリカを対象地域として市民運動の意義について探究したい 

導入科目(6 単位) 市民社会･国際協力論概説、市民が関わる国際協力、グローバル社会学 

コア科目(20) 

 

ブラジル社会開発協力、グローバリゼーションと市民社会 1・2、グローバル化と文化 1・2、 

特講ブラジル社会開発論、ラ米政治社会特論、ブラジル社会概論、国際協力論 1・2 

演習(8) 演習（ラ米社会研究）1・2 または 演習（ブラジル社会研究）1・2 
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5．外国語学部における「外国語」の習得について 

＜母語と外国語＞ 

 外国語学部生のみなさんは、英語、ドイツ語、フランス語、イスパニア語、ロシア語、ポルトガル語

のいずれかを専攻語として学んでいきます。ほとんどのみなさんが自然に獲得した言語（つまり母語）

は日本語でしょう。外国語として、つまりその言語が通常用いられていない日本という環境で、その言

語を学ぶことを決めたわけです。その動機は人それぞれでしょうが、大学生になってから新しい外国語

を学ぶ、または英語学科生の場合すでに学習を進めてきている英語の能力をさらに伸ばす、という目的

を達成するには、いずれにせよ相当の覚悟と努力が必要です。 

 

＜英語と「その他の」外国語＞ 

 新たに専攻語を学ぶ人は、その言語を偏りなく総合的に使えるようになることが目標となります。単

に「ぺらぺら」と話せるようになるだけなら大学で学ぶ意味はあまりありません。状況に応じて適切に

使いこなせるようになること、「この人の～語はしっかりしている」と信頼されるレベルに到達すること

を目指すべきです。一方で、英語という言語の国際語としての立場は揺るぎありません。英語以外の言

語に堪能であることは大きな意義を持ちますが、同時に英語という言語が世界で持っている力も最大限

に活用すべきです。したがって、大学で新しい言語を学びながら、これまで学習を続けてきた英語の運

用能力も伸ばしていくことが重要です。そこで、必修である 4 単位に加え、各自のニーズ、レベルに合

わせて全学共通科目や学科科目としてさらに英語科目を履修することを強く勧めます。新たな言語の学

習と英語の学習とを平行させ、英語を過度に礼賛するのでもなく逆にコンプレックスを持つのでもなく、

自分にとって適度な付き合い方を見つけることができれば、外国語学部生として理想的な形です。 

 一方、英語学科生は、初習ではない言語である英語を専攻語として学びます。すでに母語レベルまた

はそれに近いレベルで身につけている人も少なくないはずです。大学で専攻語として英語を学ぶという

ことの意味を認識し、自分の英語のレベルが実際にはどのようなものなのか、欠けている点はどこなの

かといったことに自覚的に学習を進める必要があります。また、カリキュラム上、英語以外にもう一つ

の外国語を学ぶことが求められています。国際語である英語の使い手であるということは、意識しない

ところで単眼的な視点でしか物事を見られないことになる危険性もはらんでいます。別の外国語を学ぶ

という経験は、その言語の運用能力を身につけるだけではなく、異なる視点を得るという成果につなが

り、今後の国際社会では必須であると言えるでしょう。必修で選択し、「初級」「中級」と 2 年間履修す

る言語を、ぜひ「上級」まで続けてより高いレベルへと到達してください。 

 

＜母語としての日本語、外国語としての日本語＞ 

日本で外国語を学ぶ外国語学部生は、日本語についての意識も高めなければなりません。多くの学部

生にとっての母語である日本語は、国内でも国外でも多くの人に学ばれ用いられている言語です。自分

たちが外国語やそれを通して外国の文化を学んでいるのと同じように日本語や日本文化を学習している

人たちがいること、自分たちがその状況を経験的に理解できる立場にいることに自覚的でいましょう。

専攻語である外国語を通して、日本に居住する外国語母語話者や、外国に居住する日本語母語話者、日

本語学習者などに貢献することができるかもしれません。 

また、母語である日本語でも、学術的なテクストを正しく読み取ったり、フォーマルな場面に合わせ

て適切に書いたり話したりするには訓練が必要です。日本語の表現力、理解力の向上も目指しましょう。 

 

 以上のように、外国語学部では、学部生が複言語能力を持つことを目指しています。みなさんが、日

本語、英語、英語以外の外国語を、それぞれの目的に応じた形、レベルで活用しつつ、それらの言語の

学習を通して得られる複眼的な視点を持って活躍できる人物となることを願っています。 
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6．履修モデル 

【研究コースの選び方】 

 各研究コースは 4 年間を通じて段階的に専門知識を深めるよう設計されているため、1 年次から目的を

持ってコースを決めていくことが必要です。もちろん、専攻語そのものの言語研究や専攻語の地域研究

（例：英語と北米研究コース）を選択しても構いませんが、第二外国語を活用して、専攻語が使用され

ていない地域の研究をすることもできます。履修モデルを参考に、独自の履修計画を立ててみましょう。 

 

モデル(1) 専攻語がもつ社会的機能について研究したい （例：英語学科生×言語研究コース） 

＜語学科目＞初級から上級まで「ドイツ語」を履修（1 年次〜3 年次にかけて） 

＜学科科目＞（詳しくは p.8「英語学科カリキュラム」を参照） 

 言語研究に関連する科目を集中的に選択し、基礎知識を習得 

例）「英語圏基礎科目」で Language Learning and Teaching1･2, 

「英語・英語圏研究科目」で Introduction to Psycholinguistics などを選択する  

＜第二主専攻＞「英語の社会的機能を研究したいので、迷わず言語研究コース！」 

導入科目  Introduction to the Study of Language, 言語学概論 1･2, 応用言語学入門 I･II 

 

英語だけではなく、第二外国語（ドイツ語）の言語と社会に関しても学んでみよう 

コア科目 ヨーロッパの社会と言語 A・B, Minority Language Education 1･2, 異文化コミュニケ
ーション 1･2, Intercultural Interaction 1･2, ヨーロッパの社会と言語 A･B,ドイツ語圏
の社会と言語 

  

日本における英語の社会的役割と影響に関する論文を書きたい 

→            

 

 

モデル(2) 専攻語と英語を駆使して研究を深めたい（例：イスパニア語学科生×北米研究コース） 

＜語学科目＞必修「ACADEMIC COMMUNICATION」に加え、英語科目をさらに 4 科目履修して 

英語力をアップ 

＜学科科目＞（詳しくは p.12「イスパニア語学科カリキュラム」を参照） 

 「基礎イスパニア語」「総合イスパニア語」で、文献調査や現地調査ができる言語運用能力を習得 

 「イスパニア語圏研究入門」「西米概史」で、中南米地域の基礎知識を身につける 

＜第二主専攻＞「北米と中南米地域の社会の両方に興味があり、研究コースを決められないのですが･･･。」   

  →北米研究とラテンアメリカ研究から導入科目を履修しながら決めましょう。6 単位以上履修しても OK! 

導入科目 北米研地域究入門 B-1・B-2, ラテンアメリカ地域研究入門 

 

移民問題に関心を持ち、北米と中南米の関係について政治、経済、社会の諸側面から考えたい 

コア科目 Introduction to History of U.S.A. 1･2, History of Japanese Immigration1･2, アメリカ政治
外交 1･2, ラ米経済概論, ラ米経済特論, 北米風土論, 国際政治史 1･2, 外交政策 1･2 

 

アメリカ合衆国におけるメキシコ系移民について英語で卒業論文を書きたい 

→ 

 

 

演習  演習 Seminar(Sociolinguistics) 1･2  卒業論文・卒業研究 

演習 Seminar (Globalization and Immigration)1･2  卒業論文・卒業研究 
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注意事項! 国際政治論研究をはじめ、市民社会・国際協力論研究、中東・アフリカ研究、アジア研究の各

コースでは、演習科目を 8 単位履修することが必要です。 

 

ｈ 

英語学科生以外は、専攻語（例

えばフランス語）の教員免許

に必要な科目に加えて、英語

教員の免許取得に必要な科目

を履修しなければならない。 

モデル(3)ロシアを国際政治論の視点から研究したい（例：ロシア語学科生×国際政治論研究コース） 

＜語学科目＞必修「ACADEMIC COMMUNICATION」4 科目を履修←ロシア語の習得を最優先！ 

＜学科科目＞（詳しくは p.13「ロシア語学科カリキュラム」を参照） 

 「基礎ロシア語科目」「ロシア語研究科目」を履修しロシア語の高度な言語運用能力を習得 

 「ロシア語圏基礎科目」で、ロシアを含む旧ソ連を構成した諸地域の基礎知識を身につける 

＜第二主専攻＞「ロシア・ユーラシア地域を国際関係論の視点から研究してみたい。」 

→国際政治論研究コースやロシア・ユーラシア研究コースの導入科目でしっかり方法論を学ぼう 

導入科目  国際関係論入門, 国際関係論概説,グローバル化と政治学,ロシア・ユーラシア地域研究
入門 2 

 

ロシア地域に関する専門知識の蓄積とともに、理論もしっかりと学びましょう 

コア科目 ロシア政治・外交 A-1･A-2, ロシア・ユーラシアの国際関係 A-1･A-2, 国際政治学 1･2, 比

較政治学 1･2, 国際政治史 1･2 

 1 年間ロシアに 留学 して、交換留学先で専門的な講義に出たり、現地調査や文献収集を行う。 

   

「冷戦後の国際秩序」に関する諸問題をロシアの国際関係を軸にして研究し、論文を執筆したい 

→ 

 

  

 

 

 

モデル(4) 英語教師を目指し、教職課程をとりたい（例：フランス語学科生×ヨーロッパ研究コース） 

＜語学科目＞必修「ACADEMIC COMMUNICATION」に加え、さらに英語科目を 6 科目履修して 

英語力アップ 

＜学科科目＞（詳しくは p.11「フランス語学科カリキュラム」を参照） 

「フランス語学科ですが、英語（中高教員免許）の教員免許を取得したい。」 

  →学科の必修・選択科目に加えて＜教職課程科目＞を必ず履修 

しましょう 

   ＊詳しくは課程センター（2 号館 1 階）に相談すること 

＜副専攻＞ 

導入科目 ヨーロッパ史概論, ヨーロッパの宗教と社会, ヨーロッパの芸術と文化 

   ↓ヨーロッパの社会・歴史・文化について幅広く学びたい 

コア科目 ヨーロッパの社会と言語Ｂ, フランス語圏の社会と言語, フランス近現代史研究, フラ

ンス語圏の歴史研究, European Cinema 1・2, ドイツ音楽, オーストリア文化史 

 

 

 

 

 

 

演習 演習（国際政治学）1・2 卒業論文・卒業研究 

  

副専攻は第二主専攻と比べて研究コース科目の必要単位数が 16 単位（導入 6 単位、コア 10 単

位）と少なく、主に教職課程科目を履修しなければならない学生向けです。迷っている場合に

は、まずは第二主専攻を選択するつもりで履修を進めましょう。 
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◎4月入学 

◎4月オリエンテーションキャンプ 

◎3月在校生ガイダンス（第 1回研究コース・専攻ガイダンス） 

〇7月第 2回研究コース・専攻ガイダンス（2 年次秋学期留学・

在外履修予定者対象） 

 

◎9月末第 2回研究コース・専攻ガイダンス 

◎11月演習ガイダンス 

 

◎1月研究コース・専攻決定 

◎3月在校生ガイダンス（各研究コースガイダンス） 

                 ＊3月在校生ガイダンス 

△12月専攻変更手続き（第二主専攻→副専攻） 

 

 

 

3月卒業 

△4月研究コース・専攻変更手続き（副専攻→第二主専攻） 

 

 

 

△1－3月専攻変更手続き（第二主専攻→副専攻） 

◎3月在校生ガイダンス（各研究コースガイダンス） 

１
年
次 

２
年
次 

３
年
次 

導入科目の履修開始 

コア科目の履修開始 

演習科目の履修開始 

7．履修に関わる 4年間のスケジュール 

                 春学期       秋学期 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ◎全員参加 〇該当者のみ参加 △正当な理由で変更を希望する者のみ可（詳細は『履修要覧』を参照すること）  

４
年
次 
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1年次：春学期から各研究コースの「導入科目」と、全研究コース共通の「コース共通導入科目」を履修開始（〜4年次） 

▶3 月在校生ガイダンス（第 1回研究コース・専攻ガイダンス）：翌年度に向けた履修等に関する説明会 

 

2年次：2年次春学期から各研究コースの「コア科目」を履修開始（〜4年次） 

 ▸9月末第 2回研究コース・専攻ガイダンス」を開催（必要手続き・スケジュール等を説明） 

 ―2年次秋学期留学・在外履修予定者対象は 7 月を予定。 

 ▶11月「演習ガイダンス（外国語学部教員開講分）」を開催：各教員による演習の内容、履修条件等の説明 

 ▶1月（予定）研究コースと専攻（第二主専攻または副専攻）を LOYOLAにて登録 

 ▶3 月在校生ガイダンス（各研究コースガイダンス） 

 

3年次：3年次春学期から各研究コースの「演習科目」を履修開始（〜4年次） 

 ▷北米研究、ヨーロッパ研究、ラテンアメリカ研究、ロシア・ユーラシア研究、言語研究のいずれかのコースを第二主専攻として選択した者は、 

演習科目を 2科目 4単位履修すればよい。ただし 3〜4年次にかけて同一担当教員の演習科目を 4科目 8単位履修する 

ことが望ましい。 

▷アジア研究、中東・アフリカ研究、国際政治論研究、市民社会･国際協力論研究のいずれかのコースを第二主専攻として選択した者は、演習科目

を 3〜4年次にかけて 4科目 8単位履修すること。なお、原則として同一担当教員の演習科目を履修すること。 

▷ 選抜が行われた演習科目（総合グローバル学部教員担当分）に関しては、選抜された者のみが履修登録をすることができる 

 ▶1－3月(予定)研究コース・専攻変更（第二主専攻→副専攻）の手続き☆★ 

―3年次秋学期に留学している者は単位換算時に行う 

 ▶3 月在校生ガイダンス（各研究コースガイダンス） 

 

4年次： 

 ▶4 月研究コース・専攻変更（副専攻→第二主専攻）の手続き☆★ 

―「卒業論文・卒業研究 I」の履修登録時に行う 

 ▶12 月専攻変更の手続き（第二主専攻→副専攻）★ 

―履修中止期間に行う 

 

☆専攻及び研究コースの変更は、卒業までにそれぞれ一回しか認められない 

★手続きの詳細については『履修要覧』を参照すること 
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8．留学について 

（1）留学の種類と特徴 
※以下は概要なので、詳細についてはグローバル教育センターHP、『留学ハンドブック』、外国語学
部 HP留学ガイド、を参照すること 

グローバル教育センター http://www.sophia.ac.jp/jpn/global/international 
  外国語学部留学ガイド http://dept.sophia.ac.jp/fs/international/ryugaku/ 
 a.交換留学 
  ・世界中の交換留学協定校（2016年度末現在、44か国 255校）から留学先を選んで留学する 
   ※最新の協定校の情報はグローバル教育センターの HPを参照 
  ・留学期間は 1年間または 1学期間 
  ・募集時期が留学先大学の地域により春と秋に分かれるので注意すること 
  ・留学中は本学にのみ学費を支払い、留学先の授業料は免除 
  ・留学中も在学扱いになるので 4年間で卒業も可能 
  ・留学先で修得した単位は本学の単位に換算できる（上限 30単位） 
  ・出願には学内選考基準を満たす必要がある 
 b. 交換留学（英語集中コース） 
  ・交換留学協定校で行われている英語集中コースへの 1学期間の留学 
  ・留学先（2016年度）：アメリカ合衆国 4校、オーストラリア 1校 
  ・本学にのみ学費を支払い、留学先の授業料は免除 
  ・留学先で修得した単位は本学の単位に換算できる 

・出願には学内選考基準を満たす必要がある 
c. 一般留学 

  ・学位授与権のある大学に、所属学部長・学科長の許可を得て留学する 
  ・留学先は上記の条件をクリアしていれば自由に選定できる 
  ・本学と同時に留学先の大学にも授業料を納める必要がある 
  ・留学時期を比較的自由に選べる（春のみ秋のみ、春・秋、秋・春の順など） 
  ・留学中も在学扱いになるので 4年間で卒業も可能 
  ・留学先で修得した単位は本学の単位に換算できる（上限 30単位） 

d. SAIMS プログラム 
 ・提携大学の ASEAN 4カ国 7大学に 1学期間留学する 

  ・留学中は本学にのみ学費を支払い、留学先の授業料は免除 
  ・留学中も在学扱いになるので 4年間で卒業も可能 
  ・留学先で修得した単位は本学の単位に換算できる（上限 30単位） 

 ・出願には学内選考基準を満たす必要がある 
e. LAP 
 ・中南米 6カ国 13の協定校への通常の交換留学（1学期もしくは 1年）に、渡航費の支給、インタ 

ーンシップの機会などが含まれる特別なプログラム 
・ペルーへの短期スタディツアー（春期休暇）、コロンビアでの短期語学研修（夏期休暇）もある（補 

助金の支給あり） 
 ・出願には学内選考基準を満たす必要がある 

 f. 海外短期語学講座 
  ・夏期・春期休暇中に 3〜5週間の語学プログラムに参加する留学 
  ・専攻語以外の言語での留学であれば、「語学科目」の単位を付与 
  ・海外短期語学講座を開講している留学先機関についてはグローバル教育センターHPを参照 
 g. 海外短期研修 
  ・夏期・春期休暇中に交換留学協定校が開講する短期研修プログラムに参加する留学 
  ・期間は 2〜6週間 
  ・研修終了者には全学共通科目（選択）か各学科の「学科科目」の単位を付与 
  ・語学に限らず、専門分野の講義を外国語で受講できる 
 h. 休学留学 
  ・留学先の制限はない 
  ・休学中、本学の授業料は減額措置を受けられる 



 

30 

 

 

  ・休学期間は修業年限に含まれないため、4年間での卒業はできない 
  ・留学先での修得単位は、本学の単位に換算することはできない 
 i. 実践型プログラム 
  ・学期中・休暇中に海外での現地研修（座学だけでなく、ボランティア活動やフィールドワークな 

ども含む）に参加する単位認定・付与型のさまざまなプログラムがある 
（2）単位換算制度 
  〇(1)のうち a～eの場合、留学先で修得した単位を本学の単位に換算できる 
  〇全学共通科目（選択）または学科科目（選択）の単位に換算できる 
  〇学科科目に換算する場合、第二主専攻または副専攻科目として換算することもできる 
  〇留学先によって平均的な単位換算数は異なるので、詳細は学科に問い合わせること 
  〇換算に必要な書類、換算手続きの詳細などは『留学ハンドブック』を熟読すること 
（3）留学の費用と各種奨学金 
  〇留学費用（1年）：＜学費＞＋＜滞在費＞＋＜渡航費＞＋＜その他＞ 
   ▶学費：交換留学の場合→本学の学費のみ 

一般留学・休学留学の場合→留学先の大学・学校に支払う学費は 5，6万円〜200万円とさまざま。
また留学先だけでなく本学の学費も支払う必要があるが、休学留学の場合には減免措置がある 

   ▶滞在費：120〜200万程度（滞在先の国や生活形態によってさまざま） 
   ▶渡航費：往復エコノミークラスで 10〜20万円程度（渡航先によりさまざま） 
   ▶その他：ビザ取得費用、保険料などがかかる 
  〇主な奨学金 
   ▶日本学生支援機構留海外留学支援制度：交換留学対象、月額 6～10万円 
   ▶グローバルリーダー養成奨励費：海外短期研修・交換留学対象、5〜30 万円 
   ▶海外留学奨励費：一般留学対象、上限 10万円（1学期）〜20万円（2学期） 
   ▶日本学生支援機構海外留学支援制度支援制度：短期研修・短期語学講座対象、月額 6～10万円 

※これ以外にも民間財団、企業、各国政府による奨学金制度がある。詳細は『留学ハンドブック』
やグローバル教育センターHPを参照すること 

（4）留学サポートについて ※以下のような手段を使って、早めに十分な情報収集をすること 
 ①グローバル教育センター（2号館 1階）開室時間：月〜金、9:30〜11:30 12:30〜17:00 
  ・大学のプログラムを利用した留学全般について情報提供 

※一般留学、休学留学の制度については学事センターに相談すること 
  ・交換留学先での学生の体験談や資料を公開 
 ②4月および 10月に行われる全学的な「留学ガイダンス」や 6月に行われる全学的な「留学フェア」 

に参加し、情報収集 
  ※日時・場所等はグローバル教育センターHPで確認 
 ③グローバル教育センターでカウンセラーによる「留学カウンセリング」やプロジェクト PDによる個

別留学相談を受ける（要予約） 
  ※グローバル教育センターの HPで随時予約を受け付けている 
 ④学科によっては個別の留学ガイダンスを実施している 

・ドイツ語学科：必修の学科科目「ドイツ語圏研究 C」（春学期）で留学全般についてのガイダンス
を実施。教員による留学制度やドイツでの生活全般の説明、留学帰国者による体
験談などを行う 

・フランス語学科：6〜7月学科が主催。教員による留学制度の説明、留学帰国者による体験談 
・イスパニア語学科：学科内組織「同学会」が主催。留学帰国者による体験談（2016年度は 12 月） 
・ポルトガル語学科：4〜5月学科が主催。教員による説明と留学帰国者による体験談 

 ⑤このほか、各学科の教員が随時、該当する語圏への留学について相談に応じる 
（5）その他の注意事項 

〇交換留学（a）と一般留学（c）のためには学事センターに「留学願」を提出しなければならない（交
換留学についてはグローバル教育センターの指示に従うこと） 

〇交換留学期間は変更できないため、半期あるいは 1年間の交換留学を延長するには、一般留学また
は休学に切り替える必要がある 

〇交換留学制度には、出願や留学先大学での授業登録などで、語学レベルの証明書提出等の条件が課
されている場合があるので注意すること 
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専攻語や英語を生か

した仕事がしたい 

途上国援助など国際

貢献がしたい 

中高の先生に 

なりたい 

専門分野の研究

者になりたい 

正直、何したいかなんてまだ 

ぜんぜんわかんないよ 

よくわからないけど、

ワークライフ 

バランス大事！ 

9．卒業後の進路について 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 大学入学時点で将来の目標が明確な人はごく僅かに過ぎない。「将来の目標が明確」とは、

その目標の具体像と、そこに到達するための道筋が明らかな場合をいう。大学に入学してすぐ、

「私は〜になりたいです」と明言できる必要などない。そもそも大学に入学してすぐに卒業後

の進路を考えることには違和感も覚えるだろう。基本的には 4 年間の大学生活に集中し、この

大学・学部でしかできない勉強や経験を積み重ねてほしい。ただ、ここに至る人生 20 年ほど

のタイムスパン全体の中で捉えるなら、この 4 年間が「その先」の進路を徐々に考え始める時

間であることも否定できない。「自分は何がしたいのか」「自分に何ができるのか」「どんな人

生を送りたいのか」「働くというのはどういうことか」などについて考えつつ、卒業後の進路

を模索しながら過ごすことで、4 年間がより充実した時間になりうる。公務員や教員になろう

とするなら、早くからそれを見据えた計画を立てる必要もある。そこでここでは、卒業後の進

路を「一般企業への就職」「公務員になる」「中高の教員になる」「大学院に進学する」という 4

つに絞って大まかな見取り図を示したい。 

 

 

（1）一般企業への就職 

 1年次〜：準備 

 〇複数の言語の運用能力を高めよう：専攻語と英語（英語学科の場合は英語以外にもう一つの外国語）

の高い運用能力は、一般企業への就職に際して大きな武器になる。人によっては三つ目の外国語の習

得を目指してもいいだろう。特に近年ビジネスで重視される傾向のある中国語、ロシア語、イスパニ

ア語といった言語の習得は大きな付加価値を生む。言語の習得は一朝一夕にはできない。1 年次から

この点で高い意識を持って勉強に励むことを勧める。 

 

 〇外国語に関わる資格を取得しよう：志望先の業界によっては外国語の資格（スコア）が大きな意味

を持つ場合もある。各専攻語の検定試験について、どういう試験があるのか、自分が受験するにふさ

わしいレベルはどれくらいか等、まずは所属学科の教員や一般外国語の担当教員にたずねてみよう。 

 

 〇留学は就活時期を念頭に考えよう：長期・短期など、どのような留学がしたいのかを考え、留学時

期と就職活動の時期、卒業の時期について長期計画を立てよう。 

 

 3年次〜：本格的な就活の開始 

 ①12 月～、大学キャリアセンターが主催する「総合就職ガイダンス」に出席 

 ②自己分析と企業研究→自分に合った仕事、やりたいことができる業界を見定めていく。 



 

32 

 

 

  a.自己分析：「合う仕事」「つきたい職業」を模索しながら、長所・短所、好き・嫌い、関心、人生観

などを過去の経験を踏まえてできる限り把握し「自分」について知っていくプロセス。

OB・OG 訪問を活用したり、友人や親、先生などと話して、「外から見た自分」につい

て知ることも重要。 

  b.業界研究：無数の選択肢から自分に合う企業を見つけるには、自己分析とともに業界研究・企業研
究が必要だ。業界研究・企業研究には『会社四季報』『会社四季報女子版』などが役立
つ。『日本経済新聞』や一般紙の経済面、『週刊東洋経済』などの経済誌に目を通してお
くこともよい。キャリアセンターが開催するさまざまなガイダンスやセミナー（後述）、
インターン、OB・OG 訪問を活用することも有用である。 

 

 ③3 年次夏〜秋・冬にかけて 

  ▷インターンシップ： 

企業・公官庁での学生の職場体験を指す。同時に企業の宣伝という面もある。人気の企業には応募

者が殺到し、本採用よりインターンに採用されるほうが難関ということもある。インターンシップ

を選考過程に取り入れている企業もある。 

  ▷TOEIC 受験： 

義務ではないが、ビジネス英語は社会人の基本的スキルの 1 つだ。時間的余裕のあるうちに TOEIC
を受験してスコアをとっておこう。企業によっては TOEIC のスコアを選考の際の参考・基準にし
ているところもある。 

 

 ④3 年次 3 月〜エントリー： 

関心のある企業に自分の情報、自己 PR や志望動機、アンケートなどを送り、「その企業に興味が
ある」ことを意思表示する。エントリーの締め切りは企業によって異なるが、エントリーするとそ
の企業から資料やセミナーの日程を知らせるメール等が届く。 

 

 ⑤3 年次末〜説明会： 

選考とは無関係の業界研究イベント（オープンセミナー）と採用に関わる説明会（採用セミナー）
がある。採用セミナーは出席しないとその会社の選考を受けられないことも多く、選考の第一歩だ。
セミナー後に適性検査・筆記試験・面接が実施されるケースもある。 

 

 ⑥3 年次末〜エントリーシート（ES）： 

エントリーシート（ES）は選考試験の受験を決めた企業に提出する。企業によっては ES を一次
選考にするケースがあり、これをパスしないと次の選考に進めない。ES でとくに重要なのは自己
PR と志望動機だ。ES は、「日経就職 NAVI」「マイナビ」「リクナビ」等の就職サイトや企業ホー
ムページから入手するか、セミナー等で企業から直接配布される場合もある。提出も Web 入力の
方法と、紙媒体での提出がある。 

 

 ⑦4 年次 6 月〜面接・採用試験： 

2017 年卒では 6 月開始予定である。選考は一次面接から最終面接まで、個人面接と集団面接（グ

ループディスカッション GD）を含めて、通常 3～4 回の面接が行われる。一般教養試験・SPI（適

性試験）・Web テストなどが選考の初期に課されることも多い。内定が出るのはおおむね 4 年次の

夏以降になるだろう。 

 

★特に 3 年次末以降は以上のスケジュールを把握しておくことが就職活動のためには重要だが、1 年次か

ら、4 年間の勉強や留学について計画を立てる際に念頭においておく必要もあるだろう。 

 

★キャリアセンター（2 号館 1 階）では前述のガイダンスやセミナー以外にも、就職に関する質問、相談を随時受け付け

ている。詳しくはキャリアセンターの HP（http://www.sophia.ac.jp/index.php/jpn/career/career）を参照すること。 
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（2）公務員になる 

 国家公務員総合職や語学職（外務省や防衛省の専門職など）には海外留学や海外勤務のチャンスも

ある。国家公務員セミナー・見学会などの案内は、各省庁のホームページで公表され、1 年生から参

加できる場合もある。国家公務員には，一般に知られていない非常に多くの職種があるので、人事院

の「国家公務員試験採用情報 NAVI」を見てみよう。 

 公務員採用試験では、一般教養試験と行政・法律・経済などの専門試験を行うのが一般的だ。各省

庁・人事院・都道府県庁・市町村役場の採用ページを見てみよう。特に国家公務員総合職などは試験

突破のための専門学校に通っているライバルも多くハードルは高い。早くから情報を集め始める必要

がある。 

 

（3）中学校・高校の教員になる 

 外国語学部生は専攻語や専攻語以外の言語（英独仏西露葡語）の中・高の教職免許を取得できる（西

露葡語は高校のみ）。 

 

 スケジュール 

 教職志望者は、課程センターが実施する教職課程説明会に出席するところから始める。2 年次以降

に履修を開始することもできるが、特に初習言語（独仏西露葡）の学科生で英語の教職免許取得を希

望する者は、専攻語の教職免許を取得しなければ英語の取得もできないため、修得すべき科目数が必

然的に増えるということを念頭に、できる限り早く履修を始める方がよい。 

 ▷1 年次 4 月上旬：教職課程説明会（1 年次から履修する者対象） 

 ▷1 年次 9 月：教職課程 1 年次生・新規履修者ガイダンス 

       →1 年次 9 月 教職課程新規履修者履修申し込み（1 年次生） 

 ▷1 年次 3 月末：教職課程在校生新規履修者ガイダンス（2 年次から履修する者対象）  

       →2 年次 4 月 教職課程履修申し込み（2 年次以上） 

 ＊免許取得には「介護等体験」「教育実習」が必要であり、それぞれ実施時期が決まっている。説明会

に出席し、課程センターに問い合わせるなどして念入りに計画を練る必要がある。 

 

 外国語学部カリキュラムとの関係 

 ▷専攻語の教職免許（中高両方）を取得する場合に必要な単位数 

  教職に関する科目 33(35)単位＋教科に関する科目 20 単位＋教科または教職に関する科目 14 単位→合計 67(69)単位 

 ▷＜教科に関する科目＞（また＜教科または教職に関する科目＞の一部）は学科科目（第一主専攻科目・

第二主専攻／副専攻科目）によって構成されているので、免許取得を目指す教科（言語）の＜教科に

関する科目＞リスト（課程センターHP）を参照しながら、学科科目を計画的に履修するとよい。 

 ▷＜教職に関する科目＞の中には、各学科開講の教科教育法（例：,Method in Teaching English A, ロ

シア語科教育法 A など）があり、各言語の教職免許を取得するには、この中から 2 科目 4 単位（高

校）または 3 科目 6 単位（中学）を修得する必要がある（中学英語の場合は 4 科目 8 単位）。詳細は

『履修要覧』や『履修要覧（課程編）』を参照すること。なお、これらの科目は言語研究コースのコ

ア科目でもある。第二言語習得やバイリンガル教育といった外国語教育に関わる専門分野で勉強した

上で、教職免許を取得することを目指してもよい。 

 ▷課程科目は「学科科目：その他」に充当される。免許取得を目指す者は修得すべき単位が多いので、

研究コースを「副専攻」として選択することで教職課程科目の履修に集中するという選択肢もある。 

 

 留学との関係 

 一つの言語を中学生や高校生に教える立場に立とうとするなら、やはりその言語が使用されている

地域で学習・生活した経験は大きい。教職免許取得には通常より多くの単位修得が求められるが、教

職課程科目の一部は単位換算の対象にもなっている（課程センターに確認すること）。1 年の長期留学

でなくても、教育実習などの時期も考慮しつつ、半期や 1 ヶ月の短期留学を活用することを考えては
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どうだろう。留学の詳細は本ハンドブックを参照。 

 

 サポート体制 

 課程センター（2 号館 1 階）は定期的に説明会を開くほか、随時質問にも応じている。センターに

積極的に相談しに行くこと。また教員として就職活動をする際はキャリアセンターが相談を受け付け

ている。キャリアセンター主催の教職志望者向けのセミナー「教員研究シリーズ」にも参加しよう。

また各学科には教職担当の教員がいる。専攻語に関わる相談は担当教員に質問するとよい。 

 

 教員採用試験：赴任校決定までは 4 年次の丸 1 年を要す 

  ▷公立学校：各自治体教育委員会実施の教員採用試験受験 

       →合格者は採用候補者名簿に登録 

       →学校が欠員に応じて名簿から選び、面談など所定の手続を経て採用へ 

  ▷私立学校：原則として各自で調査する必要がある。キャリアセンターに求人情報が出ることもある。

また東京都や静岡県、愛知県他では「私学教員適性検査」を実施、成績順に「受験者名

簿」に記載され、各学校はその名簿から採用予定者を選ぶ。 

 

★教職課程科目履修の詳細については『履修要覧（課程編）』を熟読したうえで説明会に参加し、さらに

不明な点については課程センターに相談すること。教員採用に関しては、課程センターの他キャリアセ

ンターも相談に乗ってくれるだろう。  

 

（4）大学院に進学する 

 「国連関連機関で働きたい」「国際協力や国際交流に関わりたい」という希望もあるだろう。確かに本

学部で獲得した外国語の実践的な運用能力は、こうした進路には重要な能力だが、一般的には社会科学

系の専門分野について修士号以上の学位をもっていないと応募条件すら満たさない場合がほとんどで、

学部を卒業してすぐにそうした機関で働くことは非現実的だ。こうした進路希望を持つ者は大学院への

進学が必須となる。 

 他方、外国語学部で学ぶことのできる人文科学・社会科学の諸分野について、さらに自身の専門研究

を進めたいと考えた場合にも、大学院への進学が視野に入ってくる。 

 外国語学部からの大学院進学者の専攻は、文学、言語学、地域研究、国際関係論などが中心だが、政

治学、法学、歴史学、経済学、経営学などの専攻に進学する学生もいる。進学先として上智大学大学院

のほか、東京大学、東京外国語大学、一橋大学、慶應義塾大学、早稲田大学などの大学院が一般的だろ

う。英語を含む二つ以上の言語の高い運用能力はこうした進学に有利に働くが、この力を使って海外の

大学院へ進学することも考えよう。進学希望者は、なるべく早めに教員に相談して適切なアドバイスや

指導を受けよう。 

 

★参考：キャリアセンター「就職支援プログラム」（ガイダンス、セミナー） 

 総合就職ガイダンス、合同企業研究会、業界研究シリーズ、職業研究「卒業生アドバイス」シリ

ーズ、マスコミ研究シリーズ、採用試験対策シリーズ、内定者による就職活動アドバイスシリー

ズ、技術系就職シリーズ、公務員研究シリーズ、教員研究シリーズ、国際派就職シリーズ 

→各プログラムの詳細は LOYOLA「就職・キャリア支援」機能の「ガイダンス参照」で確認すること 
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10．外国語学部事務室ほか紹介 

 

◇外国語学部事務室（2号館 8階 2830） 

英語学科（03-3238-3719）    月—金 8:30-11:30  12:30-17:00 

ドイツ語学科（03-3238-3616）     月—金 9:00-11:30  12:30-17:00 

イスパニア語学科（03-3238-3716）   月—金 9:00-11:30  12:30-17:00 

ロシア語学科（03-3238-3951）     月—金 9:00-11:30  12:30-17:00 

ポルトガル語学科（03-3238-3709）   月—水、金 9:15-11:30 12:30-17:00 

                   木 9:15-11:30 

フランス語学科（03-3238-3744）   月、火 8:30-11:30  12:30-16:30 

       水 10:30-11:30 12:30-16:30 

           木 8:30-11:30   12:30-14:00 

                  金 8:30-11:30   12:30-16:00 

 

★外国語学部在校生用ウェブサイト http://dept.sophia.ac.jp/fs/student/ 

＊研究コース・専攻登録手続きなど重要情報が記載されているので、定期的にチェックしましょう  

 ＊パスワードは毎学期変更されます。LOYOLAにて取得してください（掲示板＞学科・専攻別） 

 

◇カリキュラムや履修手続きなどについては 

学事センター（2号館 1階）    月—金 9:30-11:30  12:30-17:00 

 

◇学生生活、奨学金、課外活動などの窓口は 

学生センター（2号館 1階）    月—金 9:30-11:30  12:30-17:00 

 

◇教職課程・学芸員課程については 

課程センター（2号館 1階、03-3238-3519）  月—金 9:30-11:30  12:30-17:00 

 

◇留学については 

グローバル教育センター（2号館 1階、03-3238-3521） 月—金 9:30-11:30  12:30-17:00 

 

◇心とからだの相談については 

保健センター（ホフマン・ホール 2階、03-3238-3394） 月—金 9:30-11:30  12:30-17:00 

     心の健康相談  月 13:00-15:45 

カウンセリングセンター（10号館 3階、03-3238-3559） 月—金 9:30-11:30  13:00-16:00 

 

◇専門研究の資料を探すなら 

図書館レファレンス（図書館 1階、03-3238-3507） 月—金 9:00-17:00 

アメリカ・カナダ研究所（図書館 7階、03-3238-3908） 月—金 9:00-11:30  12:30-17:00 

イベロアメリカ研究所（図書館 6階、03-3238-3530） 月—金 9:00-11:30  12:30-17:00 

ヨーロッパ研究所（図書館 7階、03-3238-3902）  月—金 10:00-11:30 12:30-17:00 

 

◇就職に関する情報については 

キャリアセンター（2号館 1階、03-3238-3581）  月—金 9:30-11:30  12:30-17:00 
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