神学部

Faculty of Foreign Studies

フランス語
学科

イスパニア語
学科

ロシア語
学科

ポルトガル語
学科

P.104

P.106

P.108

P.110

P.112

P.114

総合人間科学部

「ことば」
を中心に据えた学問で
「知」
を切り拓く

法学部

各国の
「言語」
を通じて
地球的視野で考え行動する

ドイツ語
学科

文学部

外国語学部

英語
学科

外国語学部とは Faculty of Foreign Studies、直訳すれば外国研究学部です。

村田 真一

外国語学部長
ロシア語学科教授

A

言葉だけでなく、
その言語圏にある
国々の歴史や文化背景も学びます
外国語の運用能力はもちろん、各国の歴史や文化背景も含め、広く深く立
体的な視野から対応する力をつけます。英語学科であれば、イギリスやア
メリカだけでなく英語を話す国や地域すべてが対象になりますから、その
人の興味次第でどんどん世界が広がります。語学力という武器に加え、地

センスや才能よりもやる気と
コツコツ学び続ける粘り強さが大切です

言語運用能力と専門分野を融合して多角的な研究を行います。

地域研究を通して立体的な視野をもつ
「 研究コース」
2年次秋学期末に9つの
「研究コース」
から1つを選択・登録し、自分が関心をもった領域について専門的な研究を行います。
知識の獲得だけでなく、物事から問題を発見する能力、そしてそれを解決する能力を養うことを目指します。
（詳細はP.102参照）

「3 言語×3 視座」
を身につけ、世界規模で人を、地域をつないでいく人物に
「読む・聞く・書く・話す」
の的確な言語運用能力を身につけ、言語圏の文化、政治、経済、国際関係などを踏まえて
自分の専攻分野を絞り込んでいきます。3つの視座を得るためには、3言語の運用能力が不可欠なのです。

複合的なグローバル・コンピテンシー
（グローバル対応能力）の育成
〈 3言語 〉

〈 3視座 〉

英語

グローバル化
する世界

語学は勉強した分だけ必ず結果につながります。上智の語学プログラムは

かなりハードに組まれていますので、基礎を学ぶ最初の 1、2 年次は特に大
年先の自分に投資している」という気持ちで、自分なりの目標をもって積

日本語

み重ねていけば、必ず上達します。

専攻語
（英語学科は
他の言語）

国際色が豊かで
自分の世界を広げることができる学部です
学部全体で毎年 300 人以上の学生が海外留学するほか、外国籍の教員が

自己と他者とグローバルな協調

大学院

A

対象地域

短期大学部

らではの
Q 上智の外国語学部な
魅力を教えてください

日本

理工学部

変かもしれませんが、どうか諦めないでついてきてください。
「10 年先、20

国際教養学部

Q 語学はどうすれば上達するのでしょうか？
A

的確な運用能力を駆使して言語学や地域 研究などの専門分野を体系的に学び、

総合グローバル 学部

球的視野や素養が身につく学部です。

グローバル社会が求める新しい
「知」を切り拓きます。また、単なる
「語学」にとどまらず、

外国語学部

専攻は演劇を主軸に据えたロシア文
化論。社会科学の視点からロシアを
研究するうちに、文学や演劇の虜に。
最近は、モダニズム演劇、戯曲･映
画におけるエクフラシスや間芸術性
に関する論文を執筆しています。

Q

外国語学部の
学びの特徴は何ですか？

経済学部

SHINICHI
MURATA

実 践的な
「ことば」
のトレーニングによって体 得する外国語運用能力を武器に、

〈 外国語学部 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/

非常に多いなど、国際色あふれる学部です。また、各学科の言語を用いて
有志の学生たちが演技を披露する 12 月の「語劇祭」は、語学習得へのモチ
究や言語学、国際政治などを体系的に学ぶことができるのも大きな魅力の
一つといえるでしょう。
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〈 英語･専攻語 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/en/

上智社会福祉専門学校

ベーションが高まると好評です。9 つの研究コースから 1 つを選び、地域研
〈 留学ガイド Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/international/ryugaku/
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ロシア・ユーラシア研究コース
ロシア・ユーラシア地域について専門的か
つ総合的に学ぶことのできる本コースで

外国語学部の学生は、9 つの「研究コース」から 1 つを選択・登録し、
「第二主専攻」または「副専攻」として習得します。

は、高度なロシア語力を基礎に、ロシアを

「第二主専攻」は、開設科目群を履修していくことにより、

はじめとする旧ソ連地域の歴史・政治・経

「副専攻」は多様な関心に基づく履修計画に合わせて科目を履修することができます。

「導入」ステージで培った方法論や基礎

自分の研究テーマを追究し、学んだこと

科目」と各研究コースが開講する「導入

知識を土台に、
「コア」では各研究コー

を自分のことばで表現するステージです。

科目」があります。このステージでは、

スが用意するより専門性の高い科目を履

文献を通じて学んだこと、調査したこと

言語学や歴史学、政治学、社会学など

修していきます。多様な学びを通じて知

学問分野の方法論、調査の仕方、論文

識を深め、自分の問題関心をさまざまな

門研究の経験豊かな担当教員が 伴走者

の書き方など研究上の技法、世界諸地

角度から捉える複眼的な視点を養いま

としてサポートします。
「卒業論文・卒

域に関する幅広い基礎知識などを、主に

す。主に 2 〜 4 年次で履修します。

業研究」という一つの作品をつくり上げ

を発表し合い、切磋琢磨する場です。専

ロシア文化

ロシア史

ロシア語学

言語研究コース
人間にのみ備わる言語能力の科学的研究
諸外国語に関する実証的研究を通じて言
語の普遍性と多様性への理解を深めます。
また、社会、歴史、文化、教育など人間の
さまざまな営みにおける言語の機能・役割
について考察します。

導 入

コ ア

演 習

言語学概論

文法論

日本語学

日本語学概説

言語処理入門

音声学・音韻論

Introduction to the Study of

言語聴覚障害学概論

外国語教育学

Language

翻訳論

Applied Linguistics

応用言語研究入門

Sociolinguistics

言語聴覚障害学

アジア研究コース※
私たちにとって身近なアジアについて、知
に、主に東南アジア、南アジア、アジア太
平洋地域を対象に、
そこに住む人々の歴史、
文化、社会、宗教について、地域研究と
グローバル・スタディーズを連携させなが

導 入

コ ア

演 習

グローバル・ヒストリー

東南アジア史

アジア研究（A 〜 F）

東南アジア研究概説

東南アジアのイスラームと社会

Globalization and Migration

南アジア研究概説

南アジアの社会と政治

東アジア研究概説

アジアの人権問題

ら学び、方法論も身につけます。

総合グローバル 学部

中東・アフリカ研究コース※
導 入

コ ア

演 習

北米地域研究入門 A

アメリカ政治外交

North American History

北米地域研究入門 B

Topics in American History

North American Studies

American Womenʼs History

Globalization and Migration

太平洋地域の科目も用意し、一つの学問

History of Japanese Immigration

分野や国にはとらわれない「総合的な知性

中東やアフリカは日本と深い結びつきがあ
るだけでなく、有力な宗教の一つであるイ
スラームはさまざまな影響を世界に与えて
います。現地密着型の地域研究とグロー
バル・スタディーズを連携させながら、両
地域の歴史、文化、社会、宗教について学
び、方法論も身につけます。

ヨーロッパ 研究コース

国際政治論研究コース※

コ ア

演 習

グローバル化の人類学

現代中東社会論

中東・アフリカ研究（A 〜 F）

グローバル化と宗教

東方イスラーム世界論

アフロ・ブラジル研究

中東研究概説

アフリカ史

北アフリカ社会経済

アフリカ研究概説

イスラームとジェンダー

フランス語圏の歴史

フランス語圏アフリカの社会と経済
理工学部

構築」を目指します。

導 入

国際教養学部

学などさまざまな学問分野から研究を行い

ロシア文学

ロシア・ユーラシアの国際関係

関係を自ら構築できる優れた実務家・専門

的関心と関わりを深めることができるよう

北米研究コース

ます。北米と関係が深いメキシコ、アジア・

ロシア経済

ロシア芸術（音楽）

外国語学部

る喜びを味わってください。

導入、コア、演習に記載している科目名は一例です。
※■色の 研究コースは主に総合グローバル 学部の開講科目によって構成されています。
総合グローバル 学部開講の 演習科目には定員制が 設けられています。
＊西、西米、ラ米とはそれぞれ、スペイン、イスパノアメリカ（イスパニア 語を公用語とするアメリカ諸国）
、ラテンアメリカの略称です。

歴史学、心理学、政治学、経済学、社会

ロシア政治・外交

ロシア・ユーラシア経済概論

経済学部

外国語学部が開講する「コース共通導入

アメリカ合衆国とカナダを対象地域とし、

ロシア政治・外交

ロシア・ユーラシア文化入門

済・社会・文化に精通し、日本と同地域の

を通して人間精神の本質に迫り、日本語・

1 〜 2 年次に身につけます。

ロシア・ユーラシア地域研究入門

家を育成します。

演 習

コ ア

演 習

法学部

導 入

コ ア

総合人間科学部

ある地域や学問分野についての系統的な学習と研究を行うもので、卒業論文の執筆が課せられます。

導 入

文学部

体系的な専門研究を通して、課題発見力、問題解決力を養い、
世界諸地域への深い理解と複眼的な思考力を獲得します

神学部

研究コースで自分の専門を究める

多様な民族、言語、宗教、文化を内包す
パ全体や域内の特定の国、サブリージョン
におけるさまざまな事象、さらには EU に
関する問題を、国家や国境といった枠組み
にとらわれない俯瞰的視点から深く掘り下

導 入

コ ア

演 習

ヨーロッパ史概論

European Cinema

イギリス文化・文学研究

ヨーロッパの宗教と社会

ヨーロッパの社会と言語

日独社会研究

ヨーロッパの芸術と文化

フランス近現代史研究

日仏社会研究

ヨーロッパ政治経済入門

近現代ポルトガル研究

西美術＊

今日の国際社会の政治は極めて複雑であ
り、
安全保障と経済が密接に結びつく一方、
国際関係と国内の政治経済も日常的に共
振しています。日米中といった主要国の外
交を含めた国際政治分野を深くかつ体系
的に学ぶことで、国際政治の構図と問題の
本質を見抜く力を培います。

ラテンアメリカ研究コース

市民社会・国際協力論研究コース※

コ ア

演 習

国際関係論入門

国際政治学

アメリカ政治外交

国際関係論概説

グローバル・ガバナンス論

国連と紛争解決

グローバル化と政治学

日本外交論

外交政策

平和学

中国政治外交

国際政治史

大学院

げて学び、研究していきます。

導 入

短期大学部

るヨーロッパ。本コースではそのヨーロッ

ラテンアメリカは世界でも類を見ない多様
性を誇る地域です。先住民固有の文化に

個性あふれる文化、豊富な資源などから日
本にとって重要な地域の過去と現在を深く
掘り下げます。
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コ ア

演 習

ラテンアメリカ地域研究入門

西・西米文学特講＊

西・西米演劇研究＊

西米概史＊

ブラジル政治概論

ブラジル政治経済研究

ブラジル史

ラ米経済概論＊

ラ米社会研究＊
ポップカルチャー研究

経済的困窮、格差、先住民、部族間衝突、
地球環境問題、インターネットとソーシャ
ルメディア、ボランティア活動、移民問題、
市民による反対運動など、グローバルな課
題や地球レベルで起こる出来事に対して
「人びと」の視点から分析し、国際社会に

導 入

コ ア

演 習

市民が関わる国際協力

国際政治経済論

国際協力論

市民社会・国際協力論概説

グローバリゼーションと市民社会

国際教育開発論

グローバル化と経済学

グローバル化と発展途上国

開発経済学

グローバル社会学

特講（国際人口移動）

グローバル市民社会論

上智社会福祉専門学校

加え、ヨーロッパ、アフリカ、アジアとほ
ぼすべての地域の文化が混淆しています。

導 入

働きかける人を創ります。
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Department of English Studies

教員数：17人 嘱託教員：2人

文学部

設置年：1958年

神学部

英語学科
〈 英語学科 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/english/

学生数（全学年）
：819人［ 男子・177人 ／女子・642人 ］

総合人間科学部

教育方針

教養を身につけさせ、世界中どのような場所でも活躍できる人材として社会に送り出すこと」でした。時代とと
もに世界は大きく変わりましたが、私たちの使命は今も変わっていません。急速に進展する地球化の流れの中で、
教養教育については、幅広いだけでなく、より深い専門性をもった人材育成を目指して 9 つの研究コースを用意
しています。この学科で学んだ卒業生たちは多種多様な分野に進み、世界中で活躍しています。

英語・英語圏研究科目

English Skills

Intercultural Interaction

読む、聞く、書く、話す、という英語の４技能の能
力を総合的に訓練します。

English Composition

異なる背景をもつ人がコミュニケーションをとる際、
どのような問題が、なぜ生じるのか、その問題をど
のように解決できるのか、さまざまな事例を見なが
ら学生と一緒に考えます。

英語でリサーチペーパーや論文を書ける能力を育成
します。

Cultural Psychology

英国米国を含む、英語圏の社会・文化事情につい
て学びます。

〈 教員・研究分野

〈 カリキュラムの特徴･履修科目 〉

※は嘱託講師

英語圏基礎科目

Cultural Psychology は、
心理学の実験などを通して、
個人や集団における文化差を解明していく面白い分
野です。日本人とアメリカ人は心理学的にどう違う
のか？ といった疑問に答えてくれます。

Cultures of the
English-Speaking World

毎回さまざまな分野で活躍する英語学科の卒業生
たちを講師に招き、それぞれの人生の軌跡、職歴、
現在の仕事や職場、業界などについて聴くキャリア
教育の授業です。

英文学講読
英文学の作品を精読することを通して、英語を緻密
に読む訓練をするとともに、作品の書かれた時代背
景について学び、
「人間とは何か」という普遍的な問
題について考えます。

〉
坂本 光代〈 教授 〉

社会文化理論と言語習得、マイノリティ教育、
バイリンガル教育

大塚 祐子〈 准教授 〉
理論言語学、統語論、トンガ語、
ポリネシア諸語、オーストロネシア諸語

出口 真紀子〈 教授 〉

マーク・カウフマン〈 准教授 〉

外国語学部の学生は 2 つの「専攻」を履修します。英語学科の学生

〜 103 参照）の中から一つを選び、体系的に専門分野の学習と研究

は「第一主専攻」として英語の 4 技能（読む・聞く・書く・話す）を

ができます。また、多くの学生が数週間程度の短期留学制度ある

集中的に鍛え上げる
「専攻語科目」
や、
英語圏の文化や歴史を学ぶ
「英

いは半年から 1 年間の交換留学制度を利用して海外経験を深めます。

和泉 伸一〈 教授 〉
第 2 言語習得研究、英語教育、
フォーカス・オン・フォーム、CLIL

語圏基礎科目」
「英語・英語圏研究科目」を履修します。
「第二主

単位認定制度により、1 年間留学しても 4 年間で卒業することが可

ジョン・ウィリアムズ〈 教授 〉

東郷 公德〈 教授 〉

ギャヴィン・フルカワ〈 助教 〉

専攻」ではそれぞれの関心に合わせて 9 つの「研究コース」
（P.102

能です。

小川 公代〈 教授 〉
英文学（近代イギリス小説）
、映画論

リサ・フェアブラザー〈 教授 〉

ロバート・マッキンタイヤー〈 助教 〉

ケネス・オキモト〈 教授 〉
アメリカン・メディア

飯島 真里子〈 准教授 〉
グローバルヒストリー、移民史

小塩 和人〈 教授 〉

ローレンス・ウィリアムズ〈 准教授 〉

クリストファー・イシャウッド〈 講師 〉※
日本近代文学、日本近代史、文学理論、比較文学、
思想史、社会暴力研究、アジアパシフィック文学など

3年次

4年次

全学共通科目（P.36参照）

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲

仲間と議論しています。2 年次にはアメリカ留学

アメリカの人種問題など、英語スキルを活かして

を経験し、同国の英語教育の現状を学ぶなど、

▲
▲
▲
▲

アジア研究コース

▲

国際政治論研究コース

▲

市民社会・国際協力論研究コース

▲

▲

▲

▲
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主に総合グローバル 学部の開講科目によって構成

各コースの詳細は
P.102 〜103を参照

収穫の多い時間を過ごしました。私は高校 1 年の

語研究コースを選択。ゼミでは英語が世界的に

ときに経験したホームステイがきっかけで、英語

広がることのデメリットなど、外国語教育につい

が好きになりました。志望する人の中には英語が

て批判的な視点から学び、状況の解決策を考え

好きで得意な方も多いでしょう。ただ、英語学科

たりしています。このほか、中国語やアラビア語、

の本質は英語を使って英語圏を中心とした社会の

法律やメディアなど、興味と将来に必要な教養

大貫 瑞夏

さまざまな事象を学ぶことです。みなさんの興味

溝口 凌平

が身につけられる科目を積極的に履修しています。

英語学科3年

を引きつけるものがきっとあるはずです。

英語学科4年

上智社会福祉専門学校

▲

中東・アフリカ研究コース

深められる科目を中心に履修。第二主専攻は言

大学院

応用言語学のゼミに所属し、英語教育を中心に

学べる最適な学科です。第一主専攻では翻訳や

▲

上智の英語学科は語学も英米文化も同じ密度で

ラテンアメリカ研究コース

言語研究コース

主に外国語学部の開講科目によって構成

充実した留学は上智ならでは
夢は英語教員

ヨーロッパ 研究コース

ロシア・ユーラシア研究コース

短期大学部

▲

▲

〈 Student’s Voices 〉
英語と英米文化を
同じ密度で学べる環境

北米研究コース

選択科目

オードリィ・モレル〈 講師 〉※
ヒューマン・アニマル・スタディ、
クリティカル・シンキング、カリキュラム開発

Cultural Psychology

American Studies 英文学講読
Topics in Linguistics

研究
コース科目

応用言語学

理工学部

▲

▲

European Cinema

Academic Writing Introduction to Translation
Business Communication Minority Language Education
Presentation Skills

英語圏
基礎科目

104

英文学（18・19 世紀）
、紀行文、
ポストコロニアル理論

▲

Intercultural Interaction

英語・英語圏
研究科目

社会言語学、談話分析、言語イデオロギー

異文化間インターアクション、社会言語学

北原 真冬〈 教授 〉
音声学、音韻論、認知科学

シェイクスピア入門

必修科目

英文学（シェイクスピア）

歴史学（環境・公共政策）

English Skills English Composition
Cultures of the English-Speaking World

▲

必修科目

映画製作、ヨーロッパ映画

文学創作、現代文学

国際教養学部

2年次

文化心理学

総合グローバル 学部

石井 紀子〈 教授 〉

日米関係史、アメリカ女性史、アメリカ社会史

1年次

外国語学部

卓越した英語力養成と幅広い教養教育という教育の 2 本の柱を、さらに一層太く強固なものにしています。特に

英語と社会

必修科目

経済学部

英語学科が創立以来半世紀以上にわたり教育上の使命としてきたのは、
「学生たちに実践的な英語力と幅広い

〈 科目紹介 〉
法学部

実践的な英語力と幅広い教養を身につけた
世界に羽ばたく人材を養成する

※科目の詳細については、上智大学 Web サイトのシラバスをご 覧ください。

105

2019/04/25 17:58

Department of German Studies

教員数：9人

文学部

設置年：1958年

神学部

ドイツ語学科
〈 ドイツ語学科 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/german/

学生数（全学年）
：283人［ 男子・93人 ／女子・190人 ］

総合人間科学部

教育方針

ます。1 年次よりドイツで出版されている教科書を使用し、コミュニケーション重視の言語教育を行います。そ
れとともに、ドイツ語圏の言語・思想・環境・政治・社会・メディアについての授業も提供し、ドイツ語圏の文
成するだけでなく、高いコミュニケーション能力と専門的知見・方法論を兼ね備え、国際社会で活躍できる人材
を育成することが、本学科の目標です。

上記の目標を達成するためのプログラムの中で特筆すべきは、在外

基礎ドイツ語Ⅰa
ドイツ語の初級文法を身につけることを目標として
います。練習問題を数多くこなし、実践的な文法力
を修得してもらいます。

ドイツ語圏の文化・歴史・思想について、日本との
比較を意識しながら学んでいきます。あわせてプレ
ゼンテーションの仕方も学びます。

ドイツ語Ⅲ聴解

ドイツ語圏研究 C

基礎ドイツ語Ⅰｂ

ビデオ教材、ラジオ、インターネットなどを利用し
ながら、ドイツ語の聴解力の向上を目指します。

ドイツ語圏に留学するに当たって必要な知識を身に
つけてもらいます。文化や習慣の相違とその影響を
学んでいきます。

日本人とネイティヴが交代で授業を担当し、会話、
聴解、作文の総合的な言語能力を修得してもらい
ます。

専門読解準備コース
研究に取り組むのに必要な語彙や文体に慣れてもら
うため、比較的簡単な学術的テキストを丁寧に読ん
でいきます。

基礎ドイツ語Ⅱ a
ドイツ語の文法事項を幅広く扱っていきます。中・
上級レベルの文法事項を導入するとともに諸項目間
の関連性を体系的に整理します。

ドイツ語圏研究 D
学科教員が各自の専門分野について初歩的な解説
を行ったうえで、ドイツ語やドイツ語圏に関係する
具体的な諸問題を論じていきます。

ドイツ語圏基礎科目

基礎ドイツ語Ⅱb

ドイツ語圏研究 A

日本人とネイティヴが交代で授業を担当し、話し言
葉、書き言葉の両面にわたって中級レベルの総合的
なドイツ語力を養っていきます。

ドイツ語圏の政治・経済・社会について、日本との
比較を意識しながら学んでいきます。あわせてレポ
ートの書き方も学びます。

ドイツ語を学習します。また、ドイツの大学とドイツ語学科との協
定により、毎年多くのドイツ人学生が本学科にやってくるので、本

早期に、より多くの学生がドイツ語圏で半年間、勉強できます。そ

学科の学生は在外履修を終えた後も、ドイツ人とともに学び、ドイ

のほかに交換留学の制度もあるので、ドイツ語を修得し、ドイツ文

ツ人と議論をし、文化や価値観の違いを体験でき、国際社会で活

化を経験する数多くの機会があります。この在外履修や交換留学を

躍するための能力を磨くことができます。

実り豊かなものにするために、1 年次と 2 年次の春学期に集中的に

3年次

4年次

浅見 昇吾〈 教授 〉
ドイツの現代思想に基づく生命倫理の研究

木村 護郎クリストフ〈 教授 〉
ヨーロッパ言語社会論、ドイツ語圏社会研究

アンゲラ・リプスキ〈 教授 〉
ドイツ語教育：文法、誤答分析、言語学

ライノルト・オプヒュルス鹿島〈 教授 〉
ドイツ現代文化研究（ディスクール分析）
：
ヨーロッパ映画と大衆文化

髙橋 由美子〈 教授 〉
ドイツ語学、意味論、語用論、
説教話などのテキスト分析

川名 真矢〈 助教 〉
ドイツ語意味論、ドイツ語教育

河﨑 健〈 教授 〉

高橋 亮介〈 教授 〉

外国語取得、言語政治、異文化間能力

ドイツ政治学：ドイツの政党政治

チェザル･コンスタンティネスク〈 講師 〉

理論言語学：ドイツ語を対象とした
語彙意味的研究

理工学部

2年次

〈 教員・研究分野 〉
国際教養学部

履修という制度です。この制度によって、一般的な留学時期よりも

1年次

ドイツ語圏研究 B

プレゼンテーションやディスカッションを中心にし
て、表現能力、コミュニケーション能力の向上を目
的としています。

総合グローバル 学部

〈 カリキュラムの特徴･履修科目 〉

ドイツ語Ⅲ表現

外国語学部

化や価値観、思考方法などを理解・共有できる能力を修得してもらいます。ドイツ語や地域研究の専門家を養

専攻語科目

経済学部

ドイツ語学科では、ネイティヴの教員と日本人教員が連携し、集中的かつ効率的なドイツ語教育を実践してい

〈 科目紹介 〉
法学部

言語の運用能力を総合的に高める語学指導と
多彩な地域研究から ドイツ語圏の現在 に迫る

全学共通科目（P.36参照）
▲

▲

▲

▲

ヨーロッパ 研究コース

ドイツの言語や社会、文化に加え、研究コース

ドイツ語を選んだのは、ヨーロッパ言語の中で英

ラテンアメリカ研究コース

科目では中東・アフリカを選択。1 年次からペル

語と似ているからというのが最初の理由でした。

シア語も履修しています。本学科には
「在外履修」

しかし 4 年間学び続けた今では、ドイツ語は英語

という、現地の大学で集中的に学べる独自の制

と全く異なる響きや魅力をもった言葉であり、出

▲
▲
▲
▲

ロシア・ユーラシア研究コース

度があります。個人的には 2 年次からメディア系

会えて良かったと心から思っています。ドイツ語

アジア研究コース

のベンチャー企業でインターンをしており、その

学科では言語学分野で第 2 言語習得と多言語社

▲

言語研究コース

▲
▲

国際政治論研究コース

▲

市民社会・国際協力論研究コース
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主に総合グローバル 学部の開講科目によって構成

▲

主に外国語学部の開講科目によって構成

▲

▲

必修科目

各コースの詳細は
P.102 〜103を参照

経験を活かして、将来は自分の知らない人、物、

会としてのドイツについて学びました。将来は大

場所と出会い、それらを多くの人に伝えたいと思

学院に進学してさらに知識を深めた後、DaF とい

っています。納得するまで勉強し、行き着いた大
学や学科がみなさんに適した場所だと思います。

青木 大地
ドイツ語学科3年

う外国語としてのドイツ語分野で外国語習得に
関わる仕事をしたいと考えています。

上智社会福祉専門学校

▲

中東・アフリカ研究コース

大学院

外国語習得研究を
目指して

短期大学部

▲

▲

現地に 没入 して学べる
在外履修が本学科の目玉

北米研究コース

研究
コース科目

〈 Student’s Voices 〉

▲

▲

専門読解準備コース言語 A・B
専門読解準備コース思想・文化 A・B
専門読解準備コース政治・社会 A・B

ドイツ語圏研究 B
ドイツ語圏研究 D

▲

ドイツ語圏研究 A
ドイツ語圏研究 C

ドイツ語Ⅲ表現 A・B
ドイツ語Ⅲ聴解 A・B

基礎ドイツ語Ⅱ a・b

▲

ドイツ 語圏
基礎科目

基礎ドイツ語Ⅰa・b

▲

専攻語科目

田中 慈
ドイツ語学科4年

※科目の詳細については、上智大学 Web サイトのシラバスをご 覧ください。
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Department of French Studies

教員数：9人

〈 フランス語学科 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/french/

文学部

設置年：1958年

神学部

フランス語学科
Facebook のページも開設しています。上記サイト参照。
ツイッター @SOPHIAETUDESFR でも質問などを受け付けます。

学生数（全学年）
：329人［ 男子・86人 ／女子・243人 ］

総合人間科学部

〈 科目紹介 〉

教育方針

語圏」は、世界で二番目に多くの国や地域にまたがって広がっています。フランス語学科では、高いフランス語
能力を養成し、これを基盤としてフランスやフランス語圏を総合的に学ぶためのプログラムを提供します。思想、
外国語学部に設置されるさまざまな研究コースで開講する専門講義や演習で、専門的な知識や研究のための方
法論の獲得、またフランスはもちろん、世界に広がるフランス語圏地域への多角的で深い理解を促します。この
ようにして、国際的な舞台で活躍するために欠くことのできない高い教養を養うことを目指しています。

フランス語圏研究 B（政治と宗教）

基礎フランス語Ⅰ

表現演習、聴解演習、講読演習など、それぞれフ
ランス語の 4 技能を集中的に強化することを目的と
した豊富な科目群からなります。総合的なフランス
語運用能力の強化を図る「総合演習」や「特別演習」
といった科目も用意されています。

1 年次秋学期に履修します。春学期に学んだフラン
ス語圏に関する広い知識を基盤として、この授業で
はより具体的に、
近現代フランスの政治構造や制度、
また現在のフランスでもきわめて重要なトピックと
なっている宗教をめぐる諸問題について学び、考え
ます。

フランス語圏基礎科目

フランス語圏研究 C（社会と経済）

フランス語圏研究 A（歴史と文化）

2 年次春学期に履修します。1 年次に学んだ歴史や
文化、政治や宗教に関する知識をベースとして、今
度は現代フランスやフランス語圏の社会、つまり家
族やジェンダー、移民、労働、貧困、社会保障とい
ったトピックを取り上げて学びます。

1 コマ 100 分、週 6 コマの授業を日本人とネイティ
ヴの教員で協力して行っています。コミュニケーシ
ョンパートと文法パートに分かれ、特にコミュニケ
ーションパートは 3 つのグループに分かれ、密度の
濃い学習を実現しています。

基礎フランス語Ⅱ
1 コマ 100 分、週 6 コマの授業を日本人とネイティヴ
の教員で協力して行っています。コミュニケーショ
ンパートと「専門研究へのフランス語」パートに分
かれていて、特にコミュニケーションパートでは 3
つのグループで実践的な学習をします。また「専門
研究へのフランス語」では、3・4 年次に本格的にな
る専門研究に資するよう、各教員が宗教学、社会学、
言語学、歴史学など専門分野の入門的要素を含む
教材を使い、フランス語力の総合的な強化を図りま
す。

1 年次春学期に履修します。中世･近世から近現代
にいたるフランスの歴史を、政治、社会、文化、言
語の各側面から学び、同時になぜ広大な地域にフラ
ンス語圏が広がっていくにいたったのか、その歴史
と現在について学びます。

外国語学部

哲学、言語学、社会学、宗教学、政治学、経済学、歴史学、文学などを専門とするフランス語学科の教員が、

総合フランス語科目

経済学部

フランスは EU 域内で中心的な存在であり、世界の主要国の一つです。フランス語が使用される地域「フランス

専攻語科目

法学部

フランス語圏の研究を通して
現代社会の多元的諸相を理解する

フランス語圏研究 D（総論）

総合グローバル 学部

2 年次秋学期に履修します。1 年次からのフランス
やフランス語圏に関する知識や考察の積み重ねを基
盤としたうえで、この授業ではフランス語学科の複
数の教員が輪講形式で、各自の専門研究の魅力を
わかりやすく伝え、3・4 年次に学生がそれぞれの研
究を行うための導入を図ります。

〈 カリキュラムの特徴･履修科目 〉
域における政治、社会、思想、歴史、文化などを広く、深く学びます。

底して学びます。3・4 年次にはフランス語のより実践的な運用能力

さらに学科生は、自らの関心に基づき、下記に図示される多様な研

〈 教員・研究分野 〉

を身につけます。

究コースの中から一つを選び、基礎から発展へ体系的に知識を積み

またフランス語圏基礎科目では、フランスやフランス語圏の国や地

重ね、専門研究を行い、卒業論文･卒業研究に結実させます。

岩﨑 えり奈〈 教授 〉
北アフリカ社会経済
エルヴェ・クショ〈 教授 〉
フランス思想、フランス哲学

3年次

4年次

原田 早苗〈 教授 〉

ヨーロッパ経済

福崎 裕子〈 教授 〉

日仏対照言語学

フランス文学、フランス語通訳養成教育

シモン･サルヴラン〈 准教授 〉

ブリウー・モンフォール〈 准教授 〉
牧 陽子〈 准教授 〉
家族社会学、ジェンダー

理工学部

2年次

日仏比較政治

フランス語教授法、応用言語学

シモン・テュシェ〈 教授 〉

1年次

髙𣘺 暁生〈 教授 〉
フランス近現代史（フランス革命史、
フランス植民地主義の歴史）

国際教養学部

1・2 年次ではフランス語の 4 技能（読む・聞く・書く・話す）を徹

全学共通科目（P.36参照）
総合演習Ⅳ
特別演習 S

▲
▲

▲

聴解演習Ⅲ

▲

▲

▲

表現演習Ⅲ
講読演習Ⅲ

▲

基礎フランス語Ⅱ－1
基礎フランス語Ⅱ－2

▲

基礎フランス語Ⅰ－1
基礎フランス語Ⅰ－2

▲

専攻語科目

▲
▲
▲

フランス語を使って
世界を客観的に見る

▲

北米研究コース

幼少と高校時代に 5 年程を過ごしたフランスは、

でフランスの歴史や政治、経済、文学などを学び、

自分にとって第 2 の故郷。フランス語の習得がア

多面的に考える力がつきました。また、他学科で

イデンティティーの確立に不可欠と思い、専攻を

開講している国ごとに異なる歴史教科書の授業

決めました。フランス語を用いて議論するなど授

▲
▲

では、現代の世界の問題と強い関連性を見つけ、

業はハードで、課題やテストに追われる毎日です

アジア研究コース

今後も研究するつもりです。2 年次から英語の授

が、その分自身の成長を実感できるはずです。課

▲

言語研究コース

▲
▲

国際政治論研究コース

▲

市民社会・国際協力論研究コース
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主に総合グローバル 学部の開講科目によって構成

▲

▲

▲

主に外国語学部の開講科目によって構成

各コースの詳細は
P.102 〜103を参照

業が必須でなくなるので フランス語脳 ばかり育

外活動でも学科生が中心のフランス語劇サーク

たないよう、Psychology in English（心理学）な

ルに所属し、授業でお世話になっている先生方

どを履修して力をつけました。将来はやりたいこ
とだらけですが、まずは渡仏をかなえます。

上野 佑花
フランス語学科2年

から直接発音指導をしてもらっています。真剣に
学びたい学生には絶好の環境だといえます。

上智社会福祉専門学校

▲

中東・アフリカ研究コース

大学院

週 6 コマのフランス語の授業の中で、日仏両言語

ラテンアメリカ研究コース

▲

研究
コース科目

フランス語で友人と議論
授業はハードだが成長を実感

ヨーロッパ 研究コース

ロシア・ユーラシア研究コース

必修科目

短期大学部

〈 Student’s Voices 〉

フランス語圏研究 A（歴史と文化）
フランス語圏研究 B（政治と宗教）
フランス語圏研究 C（社会と経済）
フランス語圏研究 D（総論）

▲

フランス語圏
基礎科目

宮澤 開吾
フランス語学科3年

※科目の詳細については、上智大学 Web サイトのシラバスをご 覧ください。

109

2019/04/25 17:58

Department of Hispanic Studies

教員数：10人

文学部

設置年：1958年

神学部

イスパニア語学科
〈 イスパニア 語学科 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/hispanic/

学生数（全学年）
：318人［ 男子・119人 ／女子・199人 ］

ス

パ

ニ

総合人間科学部

イ

ア

広大にして多彩な西語圏を
「ことばと地域研究」の両面からとらえる

〈 科目紹介 〉

西概史

基礎イスパニア語Ⅰ

3、4 年次の選択科目。イスパニア語圏の政治、社会、
文化を扱った専門的なテキストの講読や速読の訓練
を行います。

イスパニア語とイスパニア語圏を学ぶ学生が、その
背景として最低限知っておくべきスペインとイベリア
半島の歴史を概観します。

総合イスパニア語 C

西米概史

3、4 年次の選択科目。ネイティヴ教員が担当し、
イスパニア語でのディベートやプレゼンテーション
能力を磨きます。

先スペイン期からのイスパノアメリカの歴史を概観
し、今日のイスパノアメリカ社会がいかにして形成
されてきたのかを学びます。

1 年次の必修科目。ABC から始めて、文法、会話、
作文、講読の各分野におけるイスパニア語の基礎を
徹底的に養います。

教育方針

イスパニア語を公用語とする地域は、ヨーロッパ（スペイン）
、南北アメリカ大陸（メキシコほか 16 カ国）
、カリ
ブ海地域（キューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコ米自治領）
、そしてアフリカ（赤道ギニア）というように世
界的な広がりを見せています。さらに、国際連合の公用語の一つに数えられているほか、アメリカ合衆国におい
では、イスパニア語およびイスパニア語圏についての専門的知見と高い異文化コミュニケーション能力を兼ね備
え、世界を複眼的かつ相対的にとらえることのできる人物を育成することを目指しています。

総合イスパニア語 A
3、4 年次の選択科目。イスパニア語圏の文化や時
事問題を題材として、ネイティヴ教員が高度な作文
技術の訓練を行います。

西・西米文学史

イスパニア語圏基礎科目

イスパニア語圏研究入門
学科教員の輪講で行われ、イスパニア語圏に関する
基礎知識を学びつつ、3、4 年次の専門研究に必要
な学問的スキルを習得します。

スペインおよびイスパノアメリカ文化の精華ともい
える文学の歴史をたどるとともに、文学作品鑑賞の
醍醐味を体験します。

総合グローバル 学部

〈 カリキュラムの特徴･履修科目 〉

2 年次の必修科目。1 年次に習得した基礎を確認し
つつ、文法、作文、会話、講読の各分野における運
用能力の向上を目指します。

外国語学部

ても、ヒスパニック人口が急増した結果、イスパニア語とその話者の存在感は大変大きくなっています。本学科

基礎イスパニア語Ⅱ

経済学部

総合イスパニア語 B

法学部

専攻語科目

〈 教員・研究分野 〉

外国語学部の学生は 2 つの「専攻」を選択して学ぶことになります。

する基礎知識を多面的に学んでいきます。一方、
「第二主専攻」は

イスパニア語学科生の場合、
「第一主専攻」は専攻語であるイスパ

各人が関心のある「研究コース」を選択し、開設科目群を履修して
いくことで、ある地域や学問分野についての系統的な学習と研究を
行うものです。最終学年ではこうした研究の成果を卒業論文にまと

を段階的に積み重ねると同時に、イスパニア語を使用する地域に関

めることが奨励されます。

幡谷 則子〈 教授 〉

ラテンアメリカの現代社会
─都市と農村の民衆組織と社会運動─

松原 典子〈 教授 〉

1年次

2年次

3年次

スペイン語形態論、スペイン語文法記述

谷 洋之〈 教授 〉
ラテンアメリカ経済論、メキシコ地域研究
吉川 恵美子〈 教授 〉

イスパノアメリカにおける民衆演劇の形成と展開

アインゲル･アロツ〈 准教授 〉
社会言語学、言語学史

エレーナ・ガジェゴ〈 准教授 〉
日本語・スペイン語翻訳論、
日本・スペイン比較文学
ベルナット・マルティ・オロバル〈 准教授 〉
思想史・宗教思想史

内村 俊太〈 准教授 〉

スペイン近世史、16 世紀における歴史編纂
理工学部

スペイン近世美術史、特に 16、17 世紀の絵画、
彫刻、美術理論

西村 君代〈 教授 〉

国際教養学部

ニア語の〈専攻語科目〉と〈イスパニア語圏基礎科目〉で構成され
ます。ここでは、イスパニア語の運用能力（読む、聞く、書く、話す）

長谷川 ニナ〈 教授 〉
日本とラテンアメリカにおける
文化的価値観の比較研究

4年次

全学共通科目（P.36参照）

▲

西・西米文学史

2 年次に語学留学も体験
イスパとの出会いに感謝

▲

北米研究コース

英語のほかにイスパニア語を学びたいと思い、
「外

たが、同じラテン語から派生しているイスパニア

国語を習得するなら上智」ということで決めまし

▲

た。将来の夢は映画監督。学科でも映画につい
て学んでおり、3 年次にはスペインに 1 年間留学

言語研究コース

ていますが、イスパニア語圏社会文化概論や特

して美術史と芸術史を勉強。フランス映画をよく

アジア研究コース

論の授業にも興味があります。課外では応援団

観るので、語学科目でフランス語も頑張っていま

に所属し、得意のトランペットで試合のたびに応

す。大学でどの学科に入るかは、さして重要では

▲
▲
▲
▲

中東・アフリカ研究コース

▲

国際政治論研究コース

▲

市民社会・国際協力論研究コース
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主に総合グローバル 学部の開講科目によって構成

▲

主に外国語学部の開講科目によって構成

▲

▲

必修科目

援しています。勉強やアルバイトとの両立は難し
各コースの詳細は
P.102 〜103を参照

いですが、充実した大学生活を送っています。み

五十嵐 泉

なさんも自分の道を信じて突き進んでください。

イスパニア語学科3年

ないかもしれません。大事なのは入ってから何を
するのか。大学は自らが進む道の「気づきの場」
なのだと思います。

上智社会福祉専門学校

語との比較言語学を学びたいと思い、志望学科
を変えました。今は理論言語学を中心に履修し

大学院

フランス在住経験からフランス語学科志望でし

ラテンアメリカ研究コース

▲

研究
コース科目

語学を学びながら夢に向かって邁進
目指すは映画監督

ヨーロッパ 研究コース

ロシア・ユーラシア研究コース

短期大学部

▲

▲

西概史

▲

イスパニア 語圏研究入門
西米概史

〈 Student’s Voices 〉

総合イスパニア 語（口頭表現、作文、読解、聴解）

▲

基礎イスパニア 語Ⅱ

▲

イスパニア語圏
基礎科目

基礎イスパニア 語Ⅰ

▲

専攻語科目

宇和川 輝
イスパニア語学科4年

※科目の詳細については、上智大学 Web サイトのシラバスをご 覧ください。
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Department of Russian Studies

教員数：8人

〈 ロシア 語学科 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/russian/

学生数（全学年）
：289人［ 男子・147人 ／女子・142人 ］

文学部

設置年：1958年

神学部

ロシア語学科
Facebook のページも開設しています。上記サイト参照。

総合人間科学部

教育方針

ス諸国など 15 の独立国の地域研究を目的としています。ソ連邦崩壊後の混乱から立ち直り、新生国家として新
しい世界秩序の中に位置づけられるにいたったロシアの現実に精通し、ロシアの人々の文化や精神性を理解し、
ア地域研究の専門家を輩出することを目指しています。

ロシア語圏基礎科目

基礎ロシア語Ⅰ・Ⅱ

ロシア語アクティヴ・
コミュニケーション

ロシア語およびロシア地域の研究に必要な基礎的語
学力の習得を目標とします。1・2 年次ともに、1 週
間に６回の授業を受けます。

ロシア語表現法
ロシア語を使ったプレゼンテーションの練習をしま
す。日常の会話表現だけでなく、人前で話す際に使
用する表現なども習得します。

また 1 年次に、ロシア・ユーラシアの政治、経済、文化、芸術、情
報リテラシーなどをテーマにした「地域研究方法論」
「文化入門」
「地
域研究入門」などのロシア語圏基礎科目を履修します。さらに、9

3 〜 4 年次では、
「ロシア語文法研究」
「翻訳研究」
「表現法」
「アク

つの研究コース（ P.102 〜 103 参照）から 1 つを選んで専門研究を

ティヴ・コミュニケーション」
「原書講読」
「文献研究」など中・上

行います。たとえば、ロシア・ユーラシア研究コースではロシア・

級のロシア語研究科目を学び、即戦力となる高度なロシア語力・コ

ユーラシアの国際関係や経済、芸術など、言語研究コースではロシ

ミュニケーション能力を身につけます。

ア語翻訳・通訳・文法・語史などを学び、研究します。

1年次

2年次

3年次

4年次

現代ロシアの経済・ビジネス、軍事･安全保障や政
治・外交に関連する文章を読み、これらの分野の基
礎的知識を獲得することを目的とします。

ロシア・ユーラシア地域の文学、美術、演劇、映画
などをオーディオ・ビジュアル教材なども使いなが
ら学びます。

ロシア・ユーラシア地域研究入門
ロシア・ユーラシア地域の歴史、政治、経済などの
基礎を学びます。

〈 教員・研究分野 〉
安達 祐子〈 教授 〉

湯浅 剛〈 教授 〉
ポスト･ソ連空間の安全保障、政治変動、
地域機構について研究

スヴェトラーナ・ラティシェヴァ〈 准教授 〉

原 求作〈 教授 〉
ロシア語史

秋山 真一〈 准教授 〉
ロシア語の統語論・コロケーション・
教育用の発音表記などを研究

佐山 豪太〈 講師 〉
ロシア語教育、語彙学習法、
コーパス言語学を研究

現代ロシア企業の発展過程、
ロシアにおける政治とビジネスの関係を分析

村田 真一〈 教授 〉
ロシア演劇とロシア文化に関して、
国内外の多数機関と共同で研究

翻訳、日露文化比較研究が専門。
作文による研究・教育活動を実践

ヴァルヴァラ・ムヒナ〈 准教授 〉
ロシアの移民受け入れ問題とロシア語圏から
日本への移住者の研究

▲

▲

ロシア 語表現法 ロシア 語アクティヴ・コミュニケーション
現代ロシア 語研究 ロシア 語翻訳研究 ロシア 語文献研究 A
ロシア 語文法研究 ロシア 語原書講読 ロシア 語文献研究 B 他

▲

▲

▲

▲

▲

▲

基礎ロシア 語Ⅱ－1·2

▲

▲

基礎ロシア 語Ⅰ－1·2

専攻語科目

ロシア・ユーラシア文化入門

理工学部

全学共通科目（P.36参照）

パソコンのロシア語入力スキル、情報リテラシー、
メディアリテラシーなどを学びます。

国際教養学部

を総合的に徹底して学びます。

ロシア語文法研究

総合グローバル 学部

1 〜 2 年次の「基礎ロシア語」は、文法や講読、ネイティヴ教員によ

ロシア地域研究方法論

ロシア語文献研究 A

オリジナル言語（日本語の原文）をターゲット言語
（ロシア語）に翻訳することを目的とします。さまざ
まなジャンルの教材を用います。

〈 カリキュラムの特徴･履修科目 〉
る会話など週 6 回 600 分の授業からなり、2 年間でロシア語の基礎

ロシア語だけを使ってコミュニケーションを図りま
す。特定の話題に関する意見や経験の発信、対話や
スキット練習を行います。

ロシア語の語がどのように結びついて文が構成され
るかという法則性（シンタックス）や、ロシア語の動
詞の特性を学びます。

ロシア語翻訳法

ロシア語圏基礎科目はロシア語学科の必修科目で
す。2 年次秋学期末にロシア・ユーラシア研究コー
スを第二主専攻または副専攻として選択する学生
にとっては、その基礎となる科目でもあります。

外国語学部

特に、日本とロシア、世界との関係を自ら積極的に構築できる人材を育成し、優れた実務家、ロシア・ユーラシ

専攻語科目

経済学部

ロシア語の運用能力習得と、ロシアをはじめ旧ソ連邦のバルト諸国、ウクライナ、中央アジア諸国、南コーカサ

〈 科目紹介 〉
法学部

日本とロシアの 架け橋 となるにふさわしい
幅広い知識と確かな語学力を習得する

▲

ロシア 語通訳法入門

ロシア地域研究方法論
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

▲
▲

未知のロシア語を通して
新たな自分を発見

ヨーロッパ 研究コース

小学 5 年から中学 2 年までの 3 年間、ロシアの現

自分にとって未知の世界だったロシア。その言語

ラテンアメリカ研究コース

地校に通っていました。会話力はあるものの細か

や文化を知ることで、新しい視座を得ることがで

い文法に疎く、ロシア語をビジネスレベルまで上

きると考え志望しました。現在は実践型プログラ

げたいと思っています。1、2 年次は基礎的なロシ

ムなどで知り合った海外の友人たちとも交流しな

▲
▲
▲
▲

ロシア・ユーラシア研究コース

ア語を身につけるために文法や会話の必修科目

がら、ロシア語学ゼミで多言語社会の課題につ

アジア研究コース

が週 6 回あり、授業は楽ではありませんが、身に

いて研究しています。また、ドイツ語やペルシア

つけたものはきっとみなさんの人生の財産になる

語などの他言語も学習して文化に触れるとともに、

▲
▲

中東・アフリカ研究コース

▲

国際政治論研究コース

▲

市民社会・国際協力論研究コース
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主に総合グローバル 学部の開講科目によって構成

▲

112

主に外国語学部の開講科目によって構成

▲

選択科目

▲

▲

必修科目

はずです。2 月からは交換留学が決まっており、
各コースの詳細は
P.102 〜103を参照

現在はロシア語通訳法入門を履修しながら、ス

仙場 美帆

ムーズな意思疎通が可能になるよう学んでいます。

ロシア 語学科2年

他学部の授業を履修できる制度を活用し、経済
学や社会学、法学などを学び、興味の幅を常に
広げられる環境を楽しんでいます。

上智社会福祉専門学校

言語研究コース

▲

研究
コース科目

大学院

現地校に通った 3 年間
学び直してビジネスに活かしたい

北米研究コース

短期大学部

〈 Student’s Voices 〉

▲

ロシア 語圏
基礎科目

平井 涼真
ロシア 語学科3年

※科目の詳細については、上智大学 Web サイトのシラバスをご 覧ください。
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Department of Luso-Brazilian Studies

教員数：8人

文学部

設置年：1964年

神学部

ポルトガル語学科
〈 ポルトガル 語学科 Web サイト 〉
http://dept.sophia.ac.jp/fs/luso-brazilian/

学生数（全学年）
：281人［ 男子・123人 ／女子・158人 ］

総合人間科学部

〈 科目紹介 〉
専攻語科目

総合ポルトガル語

ポルトガル史

基礎ポルトガル語Ⅰ

3・4 年次の選択必修科目です。学生の興味に沿っ
て履修するようになっていますが、基本的には 1・2
年次で学習したすべての基礎を駆使し、実践的な応
用力を身につけることを目標とします。自分の言い
たいこと、考え方を発表したり、難解な文章の精読
に取り組んだり、授業の形態はさまざまですが、会
話、作文、読解などの技術を取り込んだ総合的な語
学教育を目指します。

建国から現代までのポルトガルの歴史について映像
資料を利用しながら学んでいきます。

などに関する基礎知識を身につけることが重要です。そのためポルトガルやブラジルだけでなく、ポルトガル語

基礎ポルトガル語Ⅱ

教育方針

圏地域を総合的に理解します。本学科で培った能力は、ほかの言語圏へアプローチする際にも役立ちます。学
姿勢は、500 年前に大航海時代を切り拓いたポルトガル人航海士の精神に通じるものがあります。ポルトガル語
学科ではビジネス界だけでなく、NGO や NPO など幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指しています。

ポルトガル語圏研究入門
地域研究の視座を学ぶとともに、ブラジルを中心と
したポルトガル語圏諸国に関する文献資料・データ
収集、レポート執筆、プレゼンテーションなどの基
礎的技法を習得します。

カ研究、言語研究など 9 つの研究コース（ P.102 〜 103 参照）から 1

学びます。ポルトガル語圏はポルトガル、ブラジル、そしてアフリ

つを自分の関心に応じて選択し、その研究コースに用意される専門

カやアジアの複数の国・地域に広がっているため、各地域の歴史も

性の高い科目群を中心に学んでいきます。4 年次には少人数制の
「演

概観します。3・4 年次にはポルトガル語の高度な運用能力の向上

習」で 4 年間の学問の集大成として卒業論文や卒業研究に取り組む

を目指す実践的科目群と並行して、ヨーロッパ研究、ラテンアメリ

ことが奨励されます。

2年次

3年次

4年次

全学共通科目（P.36参照）

市之瀬 敦〈 教授 〉

エレナ・ヒサコ・トイダ〈 教授 〉

ニウタ・ジアス〈 准教授 〉

子安 昭子〈 教授 〉
国際関係論、政治と外交を中心に
ブラジル現代社会を研究

マウロ・ネーヴェス〈 教授 〉
ラテンアメリカやアジアのポップカルチャーに見る
社会情勢について研究

ルシーラ・エツコ・ギボ〈 助教 〉
言語学を専門とし、ポルトガル語と日本語の
接触現象について研究

田村 梨花〈 教授 〉
ブラジル地域研究が専門。
ブラジル貧困地域のコミュニティ教育を研究

矢澤 達宏〈 教授 〉
アフリカの政治および
ブラジルの黒人・人種間関係などについて研究

ポルトガル語の変異、
現代ポルトガル社会事情などについて研究

ブラジル文学、翻訳論を中心に、
ブラジル人の喜怒哀楽や気質を研究

児童教育学を専門とし、在日ブラジル人の
教育問題について研究

▲

基礎ポルトガル 語Ⅰ
基礎ポルトガル 語Ⅱ
（文法、会話・作文、語彙・
（会話・作文、講読、文法、速読、主題研究）
表現、講読とダイアログ）

〈 教員・研究分野 〉

理工学部

1年次

アジアのポルトガル語圏（マカオと東ティモール）
におけるポルトガルの影響、ブラジルおよび日本に
おける日系社会の様相を考察します。ポルトガル語
とアジアの深いつながりが理解できます。

国際教養学部

1・2 年次の「基礎ポルトガル語」でポルトガル語の基礎を徹底して

アジアとポルトガル語圏

総合グローバル 学部

〈 カリキュラムの特徴･履修科目 〉

ポルトガル語圏アフリカを学ぶための入門的な授業
です。アフリカ全体の歴史を追うとともに、ポルト
ガル語圏の５つの国々（アンゴラ、
モザンビークなど）
の事例も取り上げていきます。

外国語学部

生に求めるものは「未知なるもの」に挑戦する精神です。大きな変化を遂げつつある現在の国際社会へ飛び出す

植民地時代から現代に至る 500 年以上のブラジル
史の大きな流れを学ぶとともに、ブラジルが歴史的
にどんなプロセスを経て今に至ったのかについて考
えます。

ポルトガル語圏アフリカ史

ポルトガル語圏基礎科目

会話・作文、講読、文法、速読、主題研究に分か
れます。会話・作文では、さらに高度な四技能の表
現力を身につけます。講読では文章の精読、文法で
はポルトガル語の難解な文法項目を学び、速読では
新聞記事などの要旨を捉えることを目標とします。
主題研究は、特定のトピックに関するポルトガル語
文献を読み、理解を深めます。

ブラジル史
経済学部

異なる文化の人々とのコミュニケーションには、言語の習得だけではなく、言葉の背景にある社会、文化、歴史

文法、会話・作文、語彙・表現、講読とダイアログ
に分かれ、ポルトガル語の基礎知識をみっちり勉強
します。文法では基礎文法をしっかりと学び、
会話・
作文、語彙・表現、講読とダイアログでは、その知
識を応用し、コミュニケーションを重視しながらの
授業展開となります。

法学部

フロンティア・スピリッツにも似た、
語学・地域研究の叡智を学ぶ

総合ポルトガル 語（口頭表現、作文、読解）

▲

〈 Student’s Voices 〉

▲

ポルトガル 語圏アフリカ史
アジアとポルトガル 語圏

▲

ヨーロッパ 研究コース

海外旅行をきっかけに外国語を意識し、その中

ポルトガル語を活かしてポルトガル語圏の文化や

ラテンアメリカ研究コース

で地理的に日本のほぼ裏側に位置するブラジル

歴史・価値観を深めるとともに、アフロ･ブラジ

の文化や習慣の差異、
歴史的関わりに興味をもち、

ル研究のゼミで人種問題を学んでいます。グロー

▲

▲
▲
▲
▲

ロシア・ユーラシア研究コース

公用語のポルトガル語を選びました。授業では言

バル･コンピテンシー ･プログラムでは国際協力

言語研究コース

語はもちろん、その地域の社会や経済についても

に携わる方々の生の声を聞き、世界の課題を知り

アジア研究コース

学べ、それらが相補的に働くことで幅広い知識が

ました。大学のプログラムで訪れたワシントン

▲

研究
コース科目

▲
▲

国際政治論研究コース

▲

市民社会・国際協力論研究コース
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▲

▲

▲

主に外国語学部の開講科目によって構成

各コースの詳細は
P.102 〜103を参照

D.C．
やコートジボワールでは、人種や貧困の問

を改正していることから、日本の憲法改正を考え

題を目の当たりにしました。卒業後は国際機関の

る手掛かりになりそうです。将来はポルトガル語
が活かせる仕事がしたいと思っています。

本庄 玄紀
ポルトガル語学科2年

職員として、
途上国の子どもが教育の機会を得て、
夢を実現できる社会づくりに携わりたいです。

上智社会福祉専門学校

▲

中東・アフリカ研究コース

得られます。特に政治に関して、同国は数回憲法

大学院

上智ならではのグローバル教育
世界の現実を目の当たりに

▲

ポルトガル語を通して
日本との差異、歴史を紐解く

北米研究コース

必修科目

短期大学部

ポルトガル 語圏研究入門
ポルトガル史
ブラジル史

▲

ポルトガル語圏
基礎科目

▲

専攻語科目

加藤 彩花
ポルトガル語学科3年

※科目の詳細については、上智大学 Web サイトのシラバスをご 覧ください。
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