
　本学は、外国語学部のみの単科大学です。学部
は、英米学科、ロシア学科、中国学科、イスパニア
学科、国際関係学科の計5学科と夜間の外国語学部
第2部英米学科から構成されています。
　英米学科、ロシア学科、中国学科、イスパニア学科
は、それぞれの言語とそれが使用されている地域に
関する学習・研究を目的としています。これらの学科
の最大の特徴は3年生から選択する「コース制」に
あります。それは分野別に用意された「語学文学」
「法経商」「総合文化」「国際コミュニケーション」の
4コース、第2部では「英語学・英語研究」「英語圏
文化文学」「法経商」の3コースの中から学生自ら
が自由に選択し、それぞれの言語圏での専門分野
の実践的探求をするもので、本学独自のカリキュラ
ムです。
　国際関係学科は、学科専攻語学の英語を修得
し、それに加えて政治、経済、文化の諸相における
国家間、地域間の関係について研究するものです。

　本学では専攻語学として、英米学科・第2部英米
学科と国際関係学科では英語を、その他の学科で
はそれぞれ、ロシア語、中国語、イスパニア（スペイン）
語を学びます。これらの「語学」は一般の大学の「外
国語」科目とは異なり、1年生から4年生まで履修する
もので、高度な言語運用能力とその言語についての
専門的な知識の修得を目標としています。具体的に
は、Ⅰ階程からⅣ階程まで設けられ、入門から、段階
的に高度な専門領域に進むようになっています。

英米学科／国際関係学科／
第2部英米学科では

●ロシア語 ●中国語
●イスパニア語 ●ドイツ語
●フランス語

●イタリア語 ●ポルトガル語 ●ポーランド語 ●インドネシア語
●朝鮮語 ●東欧諸語 ●東洋諸語（アラビア語等）
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講読、作文、発音、文法、
会話の各クラスを通して、
英文の基本的な構造を理
解し、応用するための英語
力を養成します。また、英英
辞典の活用法など、英語を
専門として学ぶための基
本的な方法を学びます。

Ⅰ階程で学んだ基礎を発
展させ、多種多様な英語
表現を適切に理解すると
ともに、さまざまな場面に
おいて、英語で情報発信
できる能力を養成します。

英語を専門として扱うた
めに、本格的な英米文学
作品や英語による研究
書を理解する読解力と、
英語を用いて専門的な
議論を行う能力を養成し
ます。

Ⅲ階程に続き、専門とし
ての英語運用能力を
修得し、また高度で専
門的な内容に基づき、
英語での論文作成を
可能にする能力を身に
つけます。

から1つを選択

ロシア学科／中国学科／
イスパニア学科では

●英語

学部5学科と
夜間の第2部英米学科から構成

卒業までの履修の流れ

学科専攻語学

　「外大生なら、外国語を2カ国語以上使いこなせな
ければならない」。本学では、このような社会のニーズ
に対応した高度な語学能力修得を目指しています。
　それぞれ専攻する語学のほかにもう1つの外国語
の履修を必須とし、実践的能力をしっかりと身につけ
られるようカリキュラムを組んでいます。
　また、グローバル社会を先導する人材を養成すると
いう本学の使命から、その他の外国語を学ぶための
カリキュラムとして「自由選択語学」を設けています。
　また、兼修語学の言語を修得した後、さらに下表の
別の言語を履修することもできます。

兼修語学

　さらに多くの言語を学びたい人には、兼修語学以外に
自由選択語学があり、以下の言語を学ぶことが可能です。
　自由選択語学は、1年生から履修可能となっています。
※1：受講希望者数等の理由により、その年次には開講されない講座もあ
ります。
※2：第2部英米学科の時間帯に自由選択語学は開講していませんが、
昼間の授業で履修することが可能です。

自由選択語学

1年生 2年生 3年生 4年生

Ⅰ階程
英
米
学
科
／
第
2
部
英
米
学
科

ロシア語の発音と文法を
学びます。

文の構造、ロシア語特有
の文法現象について本格
的に学ぶのと並行して、
ロシア語の文章を読む
練習をします。会話の授
業では基本的な表現と
ともに聞き取りの力をつけ
ます。

さまざまなジャンルのテキ
ストに触れて、言葉のスタ
イルにどのような違いが
あるのか、修辞法にどの
ような傾向があるのかを
考えます。

Ⅲ階程の内容からさら
に高度になり、会話の
授業は対話だけではな
く、人前で自分の意見を
述べる練習も行います。

ロ
シ
ア
学
科

中国語の基本的な発音と
文法、簡単な会話の際に
必要な語彙力を養成しま
す。本学科の最大の特長
である発音教育に重点を
置きます。

応用力養成に向けた準備
を整えます。講読では、中
国で報道された新聞や中
国語と日本語を話題にし
たエッセイなどが取り上げ
られます。聞き取りや文法
解析能力、語彙力など総
合的な力が養われます。

高難度の短編小説、散
文、映画、文芸評論、報
道記事などを対象とし、中
国語で中国作品を味わ
い、日常会話以上のきめ
細やかな表現力を養成し
ます。

高度な作品、本格的な
翻訳能力、豊かできめ
細やかな表現力の修
得を目指します。

中
国
学
科

基本的な文法事項およ
び正確な発音を修得し、
さらにテキス卜の講読や
会話・作文練習を通して
言語運用の基礎を築き
ます。

より高度な文法事項を
修得するとともに、会話、
作文、講読を通して正確
に情報を発信・受信する
力を育成し、また言語の
理解に不可欠な文化的
背景を学びます。

さらなる言語運用能力の
向上を目指すとともに、時
事問題なども取り上げな
がら、より幅広い分野での
言語の理解に努めます。

Ⅲ階程に続き、歴史的、
文化的な背景知識に
基づいて情報を理解
するとともに、自らの見
解を効果的に発信する
ための能力を身につけ
ていきます。

イ
ス
パ
ニ
ア
学
科

日本語を介することなく
英語を理解し、運用する
能力を養成します。英作
文では、概念を理論的に
構成し、一定の長さのエッ
セイが書けるようにします。

メディアに取り上げられる国際
社会の問題に目を向けながら英
文を読み、議論します。多種多
様な表現を身につけ、スピーチ
やエッセイなど自己表現に使え
るようにします。英作文では、論
文作成の技法・リサーチペー
パーの作成方法を学びます。

各種の英語文献、メディ
アに取り上げられるニュー
スを通して、世界の問題を
さまざまな角度から検討
し、議論、発表する能力の
修得を目指します。

自身の意見を理路整然と
構成し、それを効果的に
伝える総合的な自己表現
能力を養います。具体的
に、ディスカッション・プレゼ
ンテーション能力、交渉
力、英語での論文作成能
力の修得を目指します。

国
際
関
係
学
科

Ⅱ階程 Ⅲ階程 Ⅳ階程

カリキュラム概要 Curriculum 科目／コース Subjects / Courses

語学 Language Study

学科専攻語学

兼修語学・学科基礎科目・全学共通科目

語学文学コース/ゼミナール

法経商コース/ゼミナール

総合文化コース/ゼミナール

学科専門科目/ゼミナール

英語学・英語研究コース/ゼミナール

英語圏文化文学コース/ゼミナール

法商経コース/ゼミナール

国際コミュニケーションコース（希望者選抜制）/ゼミナール（※第2部英米学科除く）

英米学科
ロシア学科
中国学科
イスパニア学科

第2部英米学科

国際関係学科

資格・課程科目および自由選択語学（課程科目重複等により履修が難しい場合があります）
1年生 2年生 3年生 4年生

教職課程

司書課程・学校図書館司書教諭課程

日本語学課程

自由選択語学（第2部英米学科の時間帯に自由選択語学は開講していませんが、昼間の授業で履修することが可能です。）

学科基礎科目
　学科基礎科目では専攻する言語圏の社会や文化に関する基礎的知識の
修得、国際関係学科では国際関係学に関する基礎的知識を修得するための
科目が開設されています。

語学文学コース（→21、22ページ）
専攻した言語を基礎に、その言葉を用いる地域の文化、文学、言語について体系的に学んでいくことを目的とします。

全学共通科目
　グローバルな視野に立って学問を継承し文化を創造するためには、専攻
分野にかかわりなく、ベースとなる教養を身につけなければなりません。
　本学では、専門科目を学んでいく上で必要な基礎知識と実践的な学問探求
ができる柔軟な思考を生むために、全学共通科目を用意しています。
　全学共通科目とは、人文、社会科学、自然・人間科学の各領域にまたがり、
学問をするための方法論を修得できる科目群で構成されています。

科目例

英米学科

科目例

1年生／2年生

3年生／4年生

●英国史　●米国史　●英国の社会　●米国の社会　●英語学概論
●英文学史 他

人文領域
●社会学　●歴史学入門　●言語学　●音声学　●古典語
●日本文学論 他

ロシア学科
●ロシア文化史　●ロシアの社会　●ロシア文学史 他

中国学科
●中国文化論　●中国社会論　●中国地域論他

社会科学領域
●憲法　●ミクロ経済学　●マク口経済学　●国際経営論 他

自然・人間科学領域
●統計学　●情報科学概論　●社会心理学入門
●スポーツ方法 他

イスパニア学科
●イスパニアの社会　●中南米文化史　●イスパニア文学史 他

国際関係学科
●国際関係概論　●国際政治史　●比較文化論 他

英米学科
●英米文学特殊講義　●イギリス文学特殊講義　●英米文化特殊講義
●英米文化研究演習　●文学翻訳演習　●英語学特殊講義
●音韻論・形態論講義　●通訳理論演習　●メディア英語演習
●英語方言学演習 他
ロシア学科
●ロシア文学特殊講義　●ロシア語学特殊講義　●ロシア文化特殊講義
●ロシア文学研究演習　●ロシア語学演習

イスパニア学科
●イスパニア文学特殊講義　●イスパニア語学特殊講義
●イスパニア文化特殊講義　●ラテンアメリカ文化特殊講義
●ラテンアメリカ文学特殊講義　●ラテンアメリカ文学研究演習
●イスパニア語学演習他

中国学科
●中国文学特殊講義　●中国語学特殊講義　●中国文化特殊講義
●中国文学研究演習　●中国語学演習

日本・アジア
●日本語の文法　●日本語の音声　●日本の文化　●アジア言語文化
●アジア言語文化の諸問題　●アジア言語学 他
ヨーロッパ
●西洋古典学　●歴史思想研究　●西洋史研究　●中欧文化史
●フランス文学論 他

環境と人間
●スポーツ文化論　●臨床心理学演習　●社会心理学演習
●小学校英語教育論　●科学文化論　●人間関係論 他

法経商コース（→23ページ）
法律、経済、ビジネスといった社会科学の諸領域について、理論的・実務的・総合的な専門知識と思考能力を身につけることを目的とします。

●民法　●行政法　●商法　●労働法　●経済法　●国際法「基本」　●政治学　●国際機構論　●ミクロ経済政策　●マクロ経済政策
●経済学のための情報処理　●産業組織の経済学　●経済学演習　●経済学特殊講義　●開発経済論　●経営学　●会計学　●マーケティング論
●国際取引法　●英米法　●国際商務論　●商業英語　●ビジネス中国語　●商業イスパニア語　●国際ビジネスコミュニケーション 他

国際コミュニケーションコース※希望者選抜制（→25ページ）
会議通訳者・翻訳者などのスペシャリストの育成を目指すコースです。※国際コミュニケーションコースは定員制です。

●リスニング分析　●オーラル・プレゼンテーション　●通訳（基礎）　●放送通訳　●会議通訳（逐次）　●会議通訳（同時）　●翻訳　●模擬国連
●パブリック・スピーチ　●メディア英語　●映画研究　●神戸研究　●コミュニケーション研究　●グローバル・ビジネス　●社会の中の英語
●コミュニケーション学概論　●コミュニケーション理論　●翻訳理論　●出版研究　●英語論文の書き方他

総合文化コース（→24ページ）
専攻した言語を生かしながら、世界各地の文化研究や相互比較を通して、文化に関わる多様な学問領域を学んでいくことを目的とします。

英米学科・ロシア学科・中国学科・イスパニア学科
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に高度になり、会話の
授業は対話だけではな
く、人前で自分の意見を
述べる練習も行います。

ロ
シ
ア
学
科

中国語の基本的な発音と
文法、簡単な会話の際に
必要な語彙力を養成しま
す。本学科の最大の特長
である発音教育に重点を
置きます。

応用力養成に向けた準備
を整えます。講読では、中
国で報道された新聞や中
国語と日本語を話題にし
たエッセイなどが取り上げ
られます。聞き取りや文法
解析能力、語彙力など総
合的な力が養われます。

高難度の短編小説、散
文、映画、文芸評論、報
道記事などを対象とし、中
国語で中国作品を味わ
い、日常会話以上のきめ
細やかな表現力を養成し
ます。

高度な作品、本格的な
翻訳能力、豊かできめ
細やかな表現力の修
得を目指します。

中
国
学
科

基本的な文法事項およ
び正確な発音を修得し、
さらにテキス卜の講読や
会話・作文練習を通して
言語運用の基礎を築き
ます。

より高度な文法事項を
修得するとともに、会話、
作文、講読を通して正確
に情報を発信・受信する
力を育成し、また言語の
理解に不可欠な文化的
背景を学びます。

さらなる言語運用能力の
向上を目指すとともに、時
事問題なども取り上げな
がら、より幅広い分野での
言語の理解に努めます。

Ⅲ階程に続き、歴史的、
文化的な背景知識に
基づいて情報を理解
するとともに、自らの見
解を効果的に発信する
ための能力を身につけ
ていきます。

イ
ス
パ
ニ
ア
学
科

日本語を介することなく
英語を理解し、運用する
能力を養成します。英作
文では、概念を理論的に
構成し、一定の長さのエッ
セイが書けるようにします。

メディアに取り上げられる国際
社会の問題に目を向けながら英
文を読み、議論します。多種多
様な表現を身につけ、スピーチ
やエッセイなど自己表現に使え
るようにします。英作文では、論
文作成の技法・リサーチペー
パーの作成方法を学びます。

各種の英語文献、メディ
アに取り上げられるニュー
スを通して、世界の問題を
さまざまな角度から検討
し、議論、発表する能力の
修得を目指します。

自身の意見を理路整然と
構成し、それを効果的に
伝える総合的な自己表現
能力を養います。具体的
に、ディスカッション・プレゼ
ンテーション能力、交渉
力、英語での論文作成能
力の修得を目指します。

国
際
関
係
学
科

Ⅱ階程 Ⅲ階程 Ⅳ階程

カリキュラム概要 Curriculum 科目／コース Subjects / Courses

語学 Language Study

学科専攻語学

兼修語学・学科基礎科目・全学共通科目

語学文学コース/ゼミナール

法経商コース/ゼミナール

総合文化コース/ゼミナール

学科専門科目/ゼミナール

英語学・英語研究コース/ゼミナール

英語圏文化文学コース/ゼミナール

法商経コース/ゼミナール

国際コミュニケーションコース（希望者選抜制）/ゼミナール（※第2部英米学科除く）

英米学科
ロシア学科
中国学科
イスパニア学科

第2部英米学科

国際関係学科

資格・課程科目および自由選択語学（課程科目重複等により履修が難しい場合があります）
1年生 2年生 3年生 4年生

教職課程

司書課程・学校図書館司書教諭課程

日本語学課程

自由選択語学（第2部英米学科の時間帯に自由選択語学は開講していませんが、昼間の授業で履修することが可能です。）

学科基礎科目
　学科基礎科目では専攻する言語圏の社会や文化に関する基礎的知識の
修得、国際関係学科では国際関係学に関する基礎的知識を修得するための
科目が開設されています。

語学文学コース（→21、22ページ）
専攻した言語を基礎に、その言葉を用いる地域の文化、文学、言語について体系的に学んでいくことを目的とします。

全学共通科目
　グローバルな視野に立って学問を継承し文化を創造するためには、専攻
分野にかかわりなく、ベースとなる教養を身につけなければなりません。
　本学では、専門科目を学んでいく上で必要な基礎知識と実践的な学問探求
ができる柔軟な思考を生むために、全学共通科目を用意しています。
　全学共通科目とは、人文、社会科学、自然・人間科学の各領域にまたがり、
学問をするための方法論を修得できる科目群で構成されています。

科目例

英米学科

科目例

1年生／2年生

3年生／4年生

●英国史　●米国史　●英国の社会　●米国の社会　●英語学概論
●英文学史 他

人文領域
●社会学　●歴史学入門　●言語学　●音声学　●古典語
●日本文学論 他

ロシア学科
●ロシア文化史　●ロシアの社会　●ロシア文学史 他

中国学科
●中国文化論　●中国社会論　●中国地域論他

社会科学領域
●憲法　●ミクロ経済学　●マク口経済学　●国際経営論 他

自然・人間科学領域
●統計学　●情報科学概論　●社会心理学入門
●スポーツ方法 他

イスパニア学科
●イスパニアの社会　●中南米文化史　●イスパニア文学史 他

国際関係学科
●国際関係概論　●国際政治史　●比較文化論 他

英米学科
●英米文学特殊講義　●イギリス文学特殊講義　●英米文化特殊講義
●英米文化研究演習　●文学翻訳演習　●英語学特殊講義
●音韻論・形態論講義　●通訳理論演習　●メディア英語演習
●英語方言学演習 他
ロシア学科
●ロシア文学特殊講義　●ロシア語学特殊講義　●ロシア文化特殊講義
●ロシア文学研究演習　●ロシア語学演習

イスパニア学科
●イスパニア文学特殊講義　●イスパニア語学特殊講義
●イスパニア文化特殊講義　●ラテンアメリカ文化特殊講義
●ラテンアメリカ文学特殊講義　●ラテンアメリカ文学研究演習
●イスパニア語学演習他

中国学科
●中国文学特殊講義　●中国語学特殊講義　●中国文化特殊講義
●中国文学研究演習　●中国語学演習

日本・アジア
●日本語の文法　●日本語の音声　●日本の文化　●アジア言語文化
●アジア言語文化の諸問題　●アジア言語学 他
ヨーロッパ
●西洋古典学　●歴史思想研究　●西洋史研究　●中欧文化史
●フランス文学論 他

環境と人間
●スポーツ文化論　●臨床心理学演習　●社会心理学演習
●小学校英語教育論　●科学文化論　●人間関係論 他

法経商コース（→23ページ）
法律、経済、ビジネスといった社会科学の諸領域について、理論的・実務的・総合的な専門知識と思考能力を身につけることを目的とします。

●民法　●行政法　●商法　●労働法　●経済法　●国際法「基本」　●政治学　●国際機構論　●ミクロ経済政策　●マクロ経済政策
●経済学のための情報処理　●産業組織の経済学　●経済学演習　●経済学特殊講義　●開発経済論　●経営学　●会計学　●マーケティング論
●国際取引法　●英米法　●国際商務論　●商業英語　●ビジネス中国語　●商業イスパニア語　●国際ビジネスコミュニケーション 他

国際コミュニケーションコース※希望者選抜制（→25ページ）
会議通訳者・翻訳者などのスペシャリストの育成を目指すコースです。※国際コミュニケーションコースは定員制です。

●リスニング分析　●オーラル・プレゼンテーション　●通訳（基礎）　●放送通訳　●会議通訳（逐次）　●会議通訳（同時）　●翻訳　●模擬国連
●パブリック・スピーチ　●メディア英語　●映画研究　●神戸研究　●コミュニケーション研究　●グローバル・ビジネス　●社会の中の英語
●コミュニケーション学概論　●コミュニケーション理論　●翻訳理論　●出版研究　●英語論文の書き方他

総合文化コース（→24ページ）
専攻した言語を生かしながら、世界各地の文化研究や相互比較を通して、文化に関わる多様な学問領域を学んでいくことを目的とします。

英米学科・ロシア学科・中国学科・イスパニア学科


