総合グローバル学部カリキュラム基本構造（2018年次以降生） / FGS Curriculum structure for students until 2018 enrollment

科目区分
全学共通科目
26単位
/ UniversityWide General
Studies (26
credits)

語学科目 4単位
/Compulsory
Language
Courses（4
credits)

2年次生 / Second Year

1年次生 / First Year
ウエルネスと身体
Wellness, the Body & Culture
キリスト教人間学

3年次生 / Third Year

選択必修科目
Compulsory Elective Subjects

選択科目
Elective Subjects

4年次生 / Fourth Year

（2単位） /
(2 credits)
（4単位）/

Studies in Christian Humanism (4 credits)

全学共通科目（20単位）/ General Studies Electives Subjects (20 credits)
※語学科目は8単位まで卒業に必要な単位に充当可
*8 credits of Language courses can be appropriated for graduation requirement.

Academic Communication1 （2単位）
Academic Communication2 （2単位）
※1：「国際政治論」または「市民社会・国際協力論」領域をメジャーにした場合は
外国語学部の「4研究コース」のいずれかをマイナーあるいはサブメジャーとするこ
とができる。

100シリーズ / Introductory Course (100 series)
グローバル・スタディーズ入門（2単位）
/ Introduction to Global Studies (2 credits)

国際関係論入門

※1：If your major is either “International Politics” or “Civil SocietyInternational Cooperation”, you can choose your sub-major or minor from
one of the “four area studies courses” from Faculty of Foreign Studies.

（2単位）

/ Introduction to International Relations（2 credits)

地域研究入門 （2単位）
学科科目
94単位
/ FGSdepartment
-specific
Courses
(94 credits)

必修科目
Compulsory Subjects

/ Introduction to Area Studies (2 credits)
グローバル・スタディーズ基礎演習（2単位）
/ Freshman seminar (2 credits)

200シリーズ / Basic Course (200 series)
グローバル研究共通科目群 （6単位）/ Global Studies, Common (6 credits)
国際関係論共通科目群 （4単位）/ International Relations Studies, Common (4 credits)
地域研究共通科目群 （4単位）/ Area Studies, Common (4 credits)

300 ・400シリーズ / Specialized Course (300・400 series)
FGS4領域 （国際政治論領域、市民社会・国際協力論領域、アジア研究領域、中東・アフリカ研究領域）の科目群から選択
Choose your specialization from the FGS 4 Areas of specialization (i.e., International Politics, Civil Society
/International Cooperation, Asian Studies and Middle Eastern/African Studies)
■メジャー （18単位）/ Major (18 credits)

■サブメジャー（14単位）/ Sub-major (14 credits) ■マイナー （10単位） ※1 / Minor (10 credits)

400シリーズ

演習 （4単位） /Seminar (4 credits)

演習 （4単位） /Seminar (4 credits)
卒業論文・卒業研究 （6単位）/SENIOR THESIS B.A.THESIS (6)
専門論文・専門研究（2単位）/RESEARCH PAPER（2）

① 本学科開講科目 （「自主研究」を含む） / Faculty of Global Studies （including “Independent Studies”)
（26-34単位 / 26-34credits)）
② 外国語学部及び国際教養学部開講科目, 語学科目（地域諸語）, 教職課程科目/ Faculty of Foreign Language, Faculty of Liberal Arts, Languages,
programs for certification of junior and high school teachers
③上記②記載以外の他学部・他学科の「学科科目」は8単位まで充当可/ Credits of other Faculties excluding ② can be appropriated up to 8 credits.

計124単位（卒業に必要な単位数）
Total 124 credits (required for graduation )

