
別表（1） 英米学科・ロシア学科・中国学科・イスパニア学科の必要取得単位数 
 
 

科目種別 必要取得単位数 履修条件 

学科専攻語学 44 単位 各階程において取得する単位数は次のとおり

第Ⅰ階程 12 単位 

第Ⅱ階程 12 単位 

第Ⅲ階程 12 単位 

第Ⅳ階程 8 単位 

ただし，第２部英米学科から英米学科への転部

者の各階程における必要取得単位数は，次のと

おり 

第Ⅰ階程 10 単位 

第Ⅱ階程 10 単位 

第Ⅲ階程 20 単位 

第Ⅳ階程 8 単位 

（転部者については，そのうち 4 単位は自由

選択単位への算入対象とする。） 

兼修語学 8 単位 各階程において取得する単位数は次のとおり

第Ⅰ階程 4 単位 

第Ⅱ階程 4 単位 

学科基礎科目 12 単位 各学科の設置する学科基礎科目から 12 単位を 

取得する。 

全学共通科目 16 単位 人文領域，社会科学領域，自然・人間科学領域 

からそれぞれ少なくとも１科目を履修する。 

コース科目 20 単位 各コースが設置するコース科目から 20 単位を 

取得する。 

研究指導，卒業論文 16 単位 

（内，卒業論文の

単位は 8 単位） 

卒業論文は自由選択。 

卒業論文により 8 単位が取得できない場合は， 

所属コースのコース科目からこれに代えて 8 単

位取得しなければならない。 

自由選択単位 8 単位 他コース・他学科の開講科目および自学科・自

コース開設科目で規定の単位数を超えて取得した

ものについては，原則として「自由選択単位」と

して卒業必要単位に算入する。規定の単位数

は，第２部英米学科から英米学科への転部者の専

攻語学については 44 単位とし，そのほかにつ 

いては必要取得単位数とする。 



別表（２）国際関係学科の必要取得単位数 
 
 

科目種別 必要取得単位数 履修条件 

学科専攻語学 24 単位 各階程において取得する単位数は次の

とおり 

第Ⅰ階程 8 単位 

第Ⅱ階程 8 単位 

第Ⅲ階程 4 単位 

第Ⅳ階程 4 単位 

兼修語学 8 単位 各階程において取得する単位数は次の

とおり 

第Ⅰ階程 4 単位 

第Ⅱ階程 4 単位 

学科基礎科目 8 単位 各学科の設置する学科基礎科目から 8 

単位を取得する。 

全学共通科目 12 単位 人文領域，社会科学領域，自然・人間

科学領域からそれぞれ少なくとも１科

目を履修する。 

コース科目 主専攻 28 単位 各コースが設置するコース科目から主

専攻 28 単位，副専攻 20 単位を取得す

る。 副専攻 20 単位 

研究指導，卒業論文 16 単位 

（内，卒業論文の

単位は 8 単位） 

卒業論文は自由選択。 

卒業論文により 8 単位が取得できない

場合は，所属コースのコース科目から

これに代えて 8 単位取得しなければな 

らない。 

自由選択単位 8 単位 他コース・他学科の開講科目および自

学科・自コース開設科目で規定の単位

数を超えて取得したものについては， 

原則として「自由選択単位」として卒

業必要単位に算入する。規定の単位数 

は必要取得単位数とする。 



別表（3）英米学科，ロシア学科，中国学科，イスパニア学科 履修科目表 

【 】内の数字は授業コード

単位数の表示の無い科目は，半期２単位 

科目種別 科目名称 注 

学 科

専攻 

語学 

英米学科 Ⅰ階程： 

専攻英語Ⅰ講読[１]（短編小説） [通年 2 単位] 

専攻英語Ⅰ講読[２]（メディア英語基礎）[通年 2 単 

 

  位] 

  専攻英語Ⅰ講読[３]（戯曲）[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅰ作文[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅰ会話[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅰ文法[半期 1 単位] 

  専攻英語Ⅰ発音[半期 1 単位] 

  Ⅱ階程： 

  専攻英語Ⅱ講読[１]（小説）[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅱ講読[２]（英語学入門）[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅱ講読[３]（詩）[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅱ作文[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅱ会話[通年 2 単位] 

  専攻英語Ⅱ総合英語コミュニケーション[通年 2 単 

  位] 

  Ⅲ階程： 

  専攻英語Ⅲ講読[１]（文学）[通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅲ講読[２]（英語学基礎）[通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅲ講読[３][通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅲ会話[通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅲ総合英語[１]（文学）[通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅲ総合英語[２]（コミュニケーション）[通 

  年 4 単位] 

  Ⅳ階程： 

  専攻英語Ⅳ講読[１]（文学）[通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅳ講読[２]（英語学発展）[通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅳ講読[３][通年 4 単位] 

  専攻英語Ⅳ作文[通年 4 単位] 

 ロシア学科 Ⅰ階程： 

  専攻ロシア語Ⅰ[１] [通年 2 単位] 

  専攻ロシア語Ⅰ[２] [通年 2 単位] 

  専攻ロシア語Ⅰ[３] [通年 2 単位] 

  専攻ロシア語Ⅰ[４] [通年 2 単位] 

  専攻ロシア語Ⅰ[５] [通年 2 単位] 

 



  専攻ロシア語Ⅰ[６] [通年 2 単位]  

Ⅱ階程： 

専攻ロシア語Ⅱ講読[１] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅱ講読[２] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅱ文法[１] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅱ文法[２] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅱ作文会話[通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅱ会話[通年 2 単位] 

Ⅲ階程： 

専攻ロシア語Ⅲ講読[１] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅲ講読[２] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅲ講読[３] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅲ講読[４] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅲ作文[通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅲ会話[通年 2 単位] 

Ⅳ階程： 

専攻ロシア語Ⅳ講読[１] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅳ講読[２] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅳ講読[３] [通年 2 単位] 

専攻ロシア語Ⅳ会話 [通年 2 単位] 

中国学科 Ⅰ階程： 

 専攻中国語Ⅰ[１]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅰ[２]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅰ[３]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅰ[４]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅰ[５]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅰ[６]［通年 2 単位］ 

 Ⅱ階程： 

 専攻中国語Ⅱ講読[１]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅱ講読[２]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅱ講読[３]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅱ文法［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅱ作文［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅱ会話［通年 2 単位］ 

 Ⅲ階程： 

 専攻中国語Ⅲ講読[１]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅲ講読[２]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅲ講読[３]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅲ講読[４]［通年 2 単位］ 

 専攻中国語Ⅲ講読[５]［通年 2 単位］ 



  専攻中国語Ⅲ作文会話［通年 2 単位］  

Ⅳ階程： 

専攻中国語Ⅳ講読[１]［通年 2 単位］ 

専攻中国語Ⅳ講読[２]［通年 2 単位］ 

専攻中国語Ⅳ講読[３]［通年 2 単位］ 

専攻中国語Ⅳ作文［通年 2 単位］ 

イスパニア学科 Ⅰ階程： 

 専攻イスパニア語Ⅰ[１]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅰ[２]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅰ[３]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅰ[４]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅰ[５]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅰ[６]［通年 2 単位］ 

 Ⅱ階程： 

 専攻イスパニア語Ⅱ講読[１]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅱ講読[２]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅱ文法［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅱ作文［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅱ会話[１]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅱ会話[２]［通年 2 単位］ 

 Ⅲ階程： 

 専攻イスパニア語Ⅲ講読[１]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅲ講読[２]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅲ講読[３]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅲ作文［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅲ会話[１]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅲ会話[２]［通年 2 単位］ 

 Ⅳ階程： 

 専攻イスパニア語Ⅳ講読[１]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅳ講読[２]［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅳ作文［通年 2 単位］ 

 専攻イスパニア語Ⅳ会話［通年 2 単位］ 

兼 修 

語学 

必修語学 兼修英語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修英語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

ロシア学 

科， 中国 

  兼修英語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 学科， イ 

  兼修英語Ⅱ [２] [通年 2 単位] スパニア 

   学科の必 

  兼修ロシア語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 修の兼修 

  兼修ロシア語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 語学は英 

  兼修ロシア語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 語 



  兼修ロシア語Ⅱ [２] [通年 2 単位]  

 

兼修中国語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修中国語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修中国語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修中国語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

 
兼修イスパニア語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修イスパニア語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修イスパニア語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修イスパニア語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

 

英米学科

は英語以

外の「必

修語学」

から１種

類を選択 

 

兼修フランス語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修フランス語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修フランス語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修フランス語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

 

 

兼修ドイツ語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修ドイツ語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修ドイツ語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修ドイツ語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

 

自由選択語学 兼修英語Ⅲ [１] [通年 2 単位] 

兼修英語Ⅲ [２] [通年 2 単位] 

 

  

兼修ロシア語Ⅲ (半期１単位) 

兼修中国語Ⅲ (半期１単位) 

兼修イスパニア語Ⅲ (半期１単位) 

兼修フランス語Ⅲ (半期１単位) 

兼修ドイツ語Ⅲ (半期１単位) 

 

 

 

 

 

 
自由選択

語学のう

ち， 英語

Ⅲは， 英

米学科の

学生は原

則として

履修する

ことがで

きない 

イタリア語Ⅰ   [通年 2 単位] イ

タリア語Ⅱ   [通年 2 単位] ポル

トガル語 Ⅰ [通年 2 単位] ポル

トガル語 Ⅱ [通年 2 単位] イン

ドネシア語 [通年 2 単位] 朝鮮語

Ⅰ         [通年 2 単位] 

朝鮮語Ⅱ       [通年 2 単位] エ

スペラント語   [通年 2 単位] 

東欧諸語１・２・３・４ [各半期１単位] 



  東洋諸語 [通年 2 単位]  

学 科 

基 礎

科目 

英米学科 英国史 英国の文化

米国史 米国の文化 

英国の社会１ 英国の社会２ 

 

  米国の社会１ 米国の社会２ 

  英語圏の文化と社会１ 

  英語圏の文化と社会２ 

  英文学史１ 英文学史２ 

  米文学史１ 米文学史２ 

  英語学概論１ 英語学概論２ 

  英語研究入門１ 英語研究入門２ 

 ロシア学科 ロシア文化史１ ロシア文化史２ 

  ロシアの社会１ ロシアの社会２ 

  ロシア地域論１ ロシア地域論２ 

  ロシア地域論３ ロシア地域論４ 

  ロシア文学史１ ロシア文学史２ 

  ロシア史１ ロシア史２ 

  ロシア語学入門 ロシア学入門 

  ロシア文化入門１ ロシア文化入門２ 

 中国学科 中国文化論 中国社会論 

  中国経済論 中国の法と政治 

  現代中国論 中国地域論 中国歴史論 

中国文学史１ 中国文学史２ 

  中国語学基礎論１ 中国語学基礎論２ 

東洋思想１ 東洋思想２ 

 イスパニア学科 イスパニア文化史１ イスパニア文化史２ 

  中南米文化史１ 中南米文化史２ 

  イスパニアの社会１ イスパニアの社会２ 

  中南米の社会１ 中南米の社会２ 

  中南米地域研究１ 中南米地域研究２ 

  イスパニア文学史１ イスパニア文学史２ 

  ラテンアメリカ文学史１ 

  ラテンアメリカ文学史２ 

  イスパニア語学概論１ イスパニア語学概論２ 

Preparación para el DELE（DELE 対策演習）１ 

Preparación para el DELE（DELE 対策演習）２ 

全 学 人文領域 宗教学入門  

共 通  哲学概論 日本思想史 

科目  仏教学 倫理学入門 

  ジェンダー論入門 社会学入門 



  アメリカ地域論 ヨーロッパ地域論入門  

西洋史 

東洋史入門 日本史入門 

歴史学入門 言語学入門 

日本語学概論１ 日本語学概論２ 

日本文学論入門 

日本文化入門 

近現代日本社会入門 

言語学基礎論１ 言語学基礎論２ 

音声学１ 音声学２ 

古典語（ラテン語）１ 

古典語（ラテン語）２ 

海外派遣留学科目１ 海外派遣留学科目２ 

海外派遣留学科目３ 海外派遣留学科目４ 

海外協定校短期研修１ 海外協定校短期研修２ 

社会科学領域 憲法１ 憲法２  

 現代の法 現代の政治 

 地域経済と企業 

 現代日本経済論１ 現代日本経済論２ 

 経済経営入門 

 現代国際法政問題

現代国際経済問題 

 現代国際文化問題 

 インターンシップ（就業体験）１[半期 1 単位] 

 インターンシップ（就業体験）２[半期 1 単位] 

 現代の企業経営 

 国際ビジネス・コミュニケーション 

 商業ロシア語１ 商業ロシア語２ 

 ビジネス中国語１ ビジネス中国語２ 

 商業イスパニア語１ 商業イスパニア語２ 

 現代世界経済論１ 現代世界経済論２ 

 社会開発論 社会人類学入門 

自然・人間科学 自然の認識１ 自然の認識２  

領域 東の科学 西の科学 

 数理の世界１ 数理の世界２ 

 情報科学概論１ 情報科学概論２ 

 情報科学概論３ 

 人権論 人権教育 環境と人間 

 人間形成論入門 

 社会心理学入門１ 社会心理学入門２ 



  臨床心理学入門１ 臨床心理学入門２ 

生涯教育論１ 生涯教育論２ 

児童英語教育 

スポーツ方法１[半期 1 単位] 

スポーツ方法２[半期 1 単位] 

教育原理 教育哲学 教育史 

神戸・教育インターンシップ１[半期 1 単位] 

神戸・教育インターンシップ２[半期 1 単位] 

神戸・教育インターンシップ３[半期 1 単位] 

キャリアデザイン ジャーナリズム論１ 

 

* ー 

ス 科

目 

全てのコースで

コース科目とし

て 

認定される 

模擬国連  

 語学文学コ

ース 

英

米

学

科 

【基礎】 

英米文学・文化研究入門 英米文学と視覚文化

英米文学と社会 比較文学  現代の思想と文化

英語史１ 英語史２ 統語論講義 

意味論講義 語用論・談話分析講義

音声学・音韻論講義 構文研究 

語法文法研究 応用言語学１ 応用言語学２ 

文学翻訳演習 

メディア英語演習１ メディア英語演習２ 

通訳演習１ 通訳演習２ 

社会言語学 小学校英語教育論 

リスニング分析１ リスニング分析２ 

オーラル・プレゼンテーション１ 

通訳（基礎） 会議通訳（逐次） 翻訳

パブリック・スピーチ 映画研究 

翻訳理論 メディア論 

英語学特殊講義（現代社会）１【51100300，51100500】

英語学特殊講義（現代社会）２【51100400，51100600】 

 

   

【発展】 

英米文学特殊講義【31510100，31510800】

イギリス文学特殊講義 

アメリカ文学特殊講義

英語圏文学特殊講義 

英詩・演劇特殊講義 

英米文化特殊講義【31520100，31520200】 



   英語学特殊講義 

イギリス文学研究演習１ 

イギリス文学研究演習２ 

アメリカ文学研究演習１ 

アメリカ文学研究演習２ 

英語圏文学研究演習 

英米文化研究演習

Advanced Writing１ 

Advanced Writing２ 

英語学研究演習１【32551100，32551300，32551500】

英語学研究演習２【32551200，32551400，32551600】

小学校英語教育論演習 

英語教育学演習 

オーラル・プレゼンテーション２ 

放送通訳 

会議通訳（同時） 

 

ロ

シ

ア

学

科 

【基礎】 

ロシア文学特殊講義１【33510500，33510700】

ロシア文学特殊講義２【33510600】 

ロシア語学特殊講義１【33530300，33530700， 

33530900】 

ロシア語学特殊講義２【33530400】

ロシア文化特殊講義１【33520100】

ロシア文学研究演習１【33640100）】 

ロシア語学演習１【33650100，33650300】

ロシア語学演習２【33650200】 

【発展】 

ロシア文学特殊講義１【33510100，33510300】

ロシア文学特殊講義２【33510200，33510400】

ロシア語学特殊講義１【33530100，33530500】

ロシア語学特殊講義２【33530200，33530600， 

33530800，33531000】 

ロシア文化特殊講義２【33520200】

ロシア文学研究演習２【33640200】 

 

中

国

学

科 

【基礎】  

中国文学特殊講義１【34510100，34510500】

中国文学特殊講義２【34510400，34510600】 

中国語学特殊講義１【34530100，34530700，34531100】

中国語学特殊講義２【34530200，34530800】 

中国文化特殊講義１【34520100，34520300】 

 



   中国文学研究演習１【34640100】  

中国語学演習１【34650100】 

【発展】  

中国文学特殊講義１【34510300】
中国文学特殊講義２【34510200】  
中国語学特殊講義１【34530300，34530500， 
34530900】  
中国語学特殊講義２【34530400，34530600， 
34531000，34531200】  

中国文化特殊講義２【34520200，34520400】 

中国文学研究演習２【34640200】 

中国語学演習２【34650200】 

イ

ス

パ

ニ

ア

学

科 

【基礎】  

イスパニア文学特殊講義１【35510100】 

イスパニア文学特殊講義２【35510200】 

ラテンアメリカ文学特殊講義１【35610100】 

ラテンアメリカ文学特殊講義２【35610200】 

イスパニア語学特殊講義１【35530100】 

イスパニア語学特殊講義２【35530200】 

イスパニア文化特殊講義１【35520300】 

イスパニア文化特殊講義２【35520400】 

ラテンアメリカ文化特殊講義１【35620100】 

ラテンアメリカ文化特殊講義２【35620200】 

イスパニア文学研究演習１【35740100】 

イスパニア文学研究演習２【35740200】 

ラテンアメリカ文学研究演習１【35840100】 

ラテンアメリカ文学研究演習２【35840200】 

イスパニア語学演習１【35750100】 

イスパニア語学演習２【35750200】 

 

【発展】 

イスパニア文学特殊講義１【35510300】 

イスパニア文学特殊講義２【35510400】 

ラテンアメリカ文学特殊講義１【35610300】 

ラテンアメリカ文学特殊講義２【35610400】 

イスパニア語学特殊講義１【35530300】 

イスパニア語学特殊講義２【35530400】 

イスパニア文化特殊講義１【35520100】 

イスパニア文化特殊講義２【35520200】 



   ラテンアメリカ文化特殊講義１【35620300】

ラテンアメリカ文化特殊講義２【35620400】

イスパニア文学研究演習１【35740300】 

イスパニア文学研究演習２【35740400】 

ラテンアメリカ文学研究演習１【35840300】

ラテンアメリカ文学研究演習２【35840400】

イスパニア語学演習１【35750300】 

イスパニア語学演習２【35750400】 

 

国際法政コース 【基礎】 

社会学 移民社会論 統計学１ 統計学２ 

民法１ 民法２ 政治学１ 政治学２ 

国際政治学１ 国際政治学２ 文化と政治

比較政治１ 比較政治２ 

国際法「基本」１ 国際法「基本」２ 

国際政治経済学 

アジア国際関係史１ アジア国際関係史２ 

アメリカ政治１ 中国法政論 

ロシアの社会２※ 
 
 

【発展】 

比較地域研究１ 比較地域研究２ 

東南アジア地域論：政治 

民法３ 民法４ 民法５ 

商法１ 商法２ 行政法１  行政法２ 労

働法 国際取引法１ 国際取引法２ 法政

特論１ 法政特論２ 

途上国地域社会論１ 途上国地域社会論２ 

国際紛争処理法 

国際法「発展」１ 国際法「発展」２ 

国際私法１ 国際私法２ 

東南アジア地域論特殊講義：政治 

ヨーロッパ政治１ ヨーロッパ政治２ 

アフリカ政治１ アフリカ政治２ 

アメリカ政治２ ゲーム理論 移民社会論演習 

 

経済経営コース 【基礎】 

ミクロ経済学１ ミクロ経済学２ 

マクロ経済学１ マクロ経済学２ 

簿記原理 統計学１ 統計学２ 

経営学１ 経営学２ 神戸研究 

近代世界システム成立史 

 



   

【発展】 

 

国際経営論１ 国際経営論２ 

東南アジア地域論：経済 

商法１ 商法２ 労働法 

ミクロ経済政策１ ミクロ経済政策２ 

マクロ経済政策１ マクロ経済政策２ 

産業組織の経済学１ 産業組織の経済学２ 

経済学演習１ 経済学演習２ 

経済学特殊講義１ 経済学特殊講義２ 

経営学特殊講義１ 経営学特殊講義２ 

会計学１ 会計学２ 

マーケティング論１ マーケティング論２ 

国際商務論１ 国際商務論２ 

商業英語１ 商業英語２ 

国際金融論１ 国際金融論２ 

国際貿易論 貿易政策論 

開発経済論１ 開発経済論２ 

多国籍企業論１ 多国籍企業論２ 

金融論１ 金融論２ 

東南アジア地域論特殊講義：経済 

財政学１ 財政学２ 公共政策 

労働経済 計量経済学１ 計量経済学２ 

ゲーム理論 

多文化共生コー 【基礎】  

ス 宗教と社会の共生 ヨーロッパ地域論 

 移民社会論 朝鮮文化論１ 

 外国人学習者の観点から観た日本語 

 ロシア文化特殊講義１【33520100】 

 中国文化特殊講義１【34520300】 

 ラテンアメリカ文化特殊講義１【35620100】 

 ラテンアメリカ文化特殊講義２【35620200】 

 日本語の形と意味 日本語の多様性 

 民族誌学１ 近現代日本社会 

 アジアの文化と社会の共生１ 

 アジアの文化と社会の共生２ 

 アジア言語文化の諸問題 

 フランスの思想と社会１ 

 出版と編集１ 

 コミュニケーション学概論 



  コミュニケーション理論 

文化と政治 社会調査分析１ 社会調査分析２ 

言語と国家 社会人類学 コミュニケーション論

異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 

英米文学特殊講義（現代社会）１ 

英米文学特殊講義（現代社会）２ 

英語学特殊講義（現代社会）１【51100300，51100500】

英語学特殊講義（現代社会）２【51100400，51100600】

比較文化論１ バリアフリー論 日本手話 

 
【発展】 

比較地域研究１ 比較地域研究２ 

フランスの社会 朝鮮文化論２ 

東南アジア地域論：経済 

東南アジア地域論：政治 

ロシア文化特殊講義２【33520200】

中国文化特殊講義２【34520400】 

民族誌学２ 日本語の談話研究 

日本語変異の研究 

近現代日本社会研究１ 近現代日本社会研究２ 

言語文化の多様性とアジア１ 

言語文化の多様性とアジア２ 

フランスの思想と社会２ 出版と編集２ 

コミュニケーション研究 東南アジアの社会と文化

言語と文化 社会人類学研究 

東南アジア地域論特殊講義：経済

東南アジア地域論特殊講義：政治 

比較文化論２ ジェンダー共生論演習 

社会共生論演習 プロジェクト演習 

 

リベラルアーツ

コース 

【基礎】 

宗教学基礎論 西洋哲学史 倫理学 社会学

フランス文化論１ 

ヨーロッパ文化史１ ヨーロッパ文化論１ 

ヨーロッパ文学論 

東洋史 日本史 日本文学論

言語類型論 歴史言語学 

古典語（ギリシャ語）１ 古典語（ギリシャ語）２ 

日本語教育の基礎 人間形成論 

日本語の文法 日本語の音声 日本の文化 

西洋古典学１ 哲学 

 



  自然科学（基礎）１ 自然科学（基礎）２ 

人間関係論１ 人間関係論２ 

スポーツ文化論１ スポーツ文化論２ 

中欧文化史１ ヨーロッパにおけるドイツ１ 

フランス文学論１ 小学校英語教育論 

社会調査分析１  社会調査分析２ 

ジェンダー論 文化芸術論１ 

 
【発展】 

フランス文化論２ 

ヨーロッパ文化史２ ヨーロッパ文化論２ 

日本文化の諸相１ 日本文化の諸相２ 

言語学研究１ 言語学研究２ 

小学校英語教育論演習 社会言語学

西洋古典学２ 西洋史研究 

アジア言語文化１ アジア言語文化２ 

歴史学特殊講義 

自然科学（発展）１ 自然科学（発展）２ 

スポーツ文化論演習「第１」１ 

スポーツ文化論演習「第１」２ 

スポーツ文化論演習「第２」１ 

スポーツ文化論演習「第２」２ 

一般言語学から見た日本語 日本語の統語論的研究日

本語の意味・機能研究 日本語音声・音韻の研究日

本文化研究１ 日本文化研究２ 

アジア言語学１ アジア言語学２ 

哲学特殊講義１ 哲学特殊講義２ 

中欧文化史２ ヨーロッパにおけるドイツ２ 

フランス文学論２ 

社会心理学演習１ 社会心理学演習２ 

臨床心理学演習１ 臨床心理学演習２ 

現代文明論 文化芸術論２ 

 

研 究

指導 

 

卒 業

論文 

研究指導（通年

４単位） 

 

卒業論文（半期

８単位） 

  

※「ロシアの社会２」は、ロシア学科の学生が履修した場合は「学科基礎科目」、その他の

学科の学生が履修した場合は「国際法政コース」科目として扱います。 



別表（4）国際関係学科 履修科目表  
 

単位数の表示の無い科目は，半期２単位 

（下線の科目は、複数コースで開講（別表（４）－２を必ず参照してください） 

科目種別 科目名称 注 

学科専攻語学 Ⅰ階程： 

専攻英語Ⅰ講読[１]［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅰ講読[２]（英語学）［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅰ作文［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅰ会話［通年 2 単位］ 

Ⅱ階程： 

専攻英語Ⅱ講読[１]（英語文学）［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅱ講読[２]（英語学）［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅱ作文［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅱ会話［通年 2 単位］ 

Ⅲ階程： 

専攻英語Ⅲ講読（英語学）［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅲ総合英語［通年 2 単位］ 

Ⅳ階程： 

専攻英語Ⅳ講読（英語学）［通年 2 単位］ 

専攻英語Ⅳ総合英語［通年 2 単位］ 

 

兼修語学 必修語学 兼修ロシア語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修ロシア語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修ロシア語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修ロシア語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

１ 種 類 を

選択 

   

兼修中国語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修中国語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修中国語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修中国語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

 

   

兼修イスパニア語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修イスパニア語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修イスパニア語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修イスパニア語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

 

   

兼修フランス語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

兼修フランス語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修フランス語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修フランス語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

 



   

兼修ドイツ語Ⅰ [１] [通年 2 単位] 

 

兼修ドイツ語Ⅰ [２] [通年 2 単位] 

兼修ドイツ語Ⅱ [１] [通年 2 単位] 

兼修ドイツ語Ⅱ [２] [通年 2 単位] 

自由選択語 

学 

兼修英語Ⅲ [１] [通年 2 単位] 

兼修英語Ⅲ [２] [通年 2 単位] 

 兼修ロシア語Ⅲ (半期１単位) 

 兼修中国語Ⅲ (半期１単位) 

 兼修イスパニア語Ⅲ (半期１単位) 

 兼修フランス語Ⅲ (半期１単位) 

 兼修ドイツ語Ⅲ (半期１単位) 

 イタリア語 Ⅰ [通年 2 単位] 

 イタリア語 Ⅱ [通年 2 単位] 

 ポルトガル語 Ⅰ [通年 2 単位] 

 ポルトガル語 Ⅱ [通年 2 単位] 

 インドネシア語 [通年 2 単位] 

 朝鮮語Ⅰ [通年 2 単位] 

 朝鮮語Ⅱ [通年 2 単位] 

 エスペラント語 [通年 2 単位] 

 東欧諸語１・２・３・４[各半期１単位] 

 東洋諸語 [通年 2 単位] 

学科基礎科目 国際機構論 

 国際関係学特別講義   国際経済関係史地

球市民社会論１  地球市民社会論２ 地球

市民社会論３ 地球市民社会論４ 

全学共通 人文領域 宗教学入門 

科目  哲学概論 日本思想史 

  仏教学 倫理学入門 

  ジェンダー論入門 社会学入門 

  アメリカ地域論 ヨーロッパ地域論入門 

  西洋史 

  東洋史入門 日本史入門 

  歴史学入門 言語学入門 

  日本語学概論１ 日本語学概論２ 

  日本文学論入門 

  日本文化入門 

  近現代日本社会入門 

  言語学基礎論１ 言語学基礎論２ 



  音声学１ 音声学２  

古典語（ラテン語）１ 古典語（ラテン語）２ 

海外派遣留学科目１ 海外派遣留学科目２ 

海外派遣留学科目３ 海外派遣留学科目４ 

海外協定校短期研修１ 海外協定校短期研修２ 

社会科学領 憲法１ 憲法２ 

域 現代の法 現代の政治 

 地域経済と企業 

 現代日本経済論１ 現代日本経済論２ 

 経済経営入門 

 現代国際法政問題

現代国際経済問題 

 現代国際文化問題 

 インターンシップ（就業体験）１[半期 1 単位] 

 インターンシップ（就業体験）２[半期 1 単位] 

 現代の企業経営 

 国際ビジネス・コミュニケーション 

 商業ロシア語１ 商業ロシア語２ 

 ビジネス中国語１ ビジネス中国語２ 

 商業イスパニア語１ 商業イスパニア語２ 

 現代世界経済論１ 現代世界経済論２ 

 社会開発論 社会人類学入門 

自然・人間科 自然の認識１ 自然の認識２ 

学領域 東の科学 西の科学 

 数理の世界１ 数理の世界２ 

 情報科学概論１ 情報科学概論２ 

 情報科学概論３ 

 人権論 人権教育 環境と人間 

 人間形成論入門 

 社会心理学入門１ 社会心理学入門２ 

 臨床心理学入門１ 臨床心理学入門２ 

 生涯教育論１ 生涯教育論２ 

 児童英語教育 

 スポーツ方法１[半期 1 単位] 

 スポーツ方法２[半期 1 単位] 

 教育原理 教育哲学 教育史 

 神戸・教育インターンシップ１[半期 1 単位] 

 神戸・教育インターンシップ２[半期 1 単位] 

 神戸・教育インターンシップ３[半期 1 単位] 

 キャリアデザイン ジャーナリズム論１ 



コース科 全てのコー 模擬国連  

目 スでコース  

 科目として  

 認定される  

 国際法政コ 【基礎】 

 ース 民法１ 民法２ 政治学１ 政治学２ 

  国際政治学１ 国際政治学２ 

  比較政治１ 比較政治２ 

  国際法「基本」１ 国際法「基本」２ 

  国際政治経済学 ロシアの社会２ 

  アジア国際関係史１ アジア国際関係史２ 

  アメリカ政治１ 中国法政論 

   社会学  移民社会論 

 統計学１  統計学２  文化と政治 

   

【発展】 

   東南アジア地域論：政治 

民法３ 民法４ 民法５ 

   商法１  商法２ 行政法１ 行政法２ 

 労働法 国際取引法１ 国際取引法２ 

法政特論１ 法政特論２ 

  途上国地域社会論１ 途上国地域社会論２ 

  国際紛争処理法 

  国際法「発展」１ 国際法「発展」２ 

  国際私法１ 国際私法２ 

   東南アジア地域論特殊講義：政治 

ヨーロッパ政治１ ヨーロッパ政治２ 

  アフリカ政治１ アフリカ政治２ 

  アメリカ政治２ 移民社会論演習 

   比較地域研究１  比較地域研究２ 

 ゲーム理論 

 経済経営コ 【基礎】 

 ース ミクロ経済学１ ミクロ経済学２ 

  マクロ経済学１ マクロ経済学２ 

  簿記原理  統計学１  統計学２ 

経営学１ 経営学２ 神戸研究 

  近代世界システム成立史 

  【発展】 

  国際経営論１ 国際経営論２ 

   東南アジア地域論：経済 



  ミクロ経済政策１ ミクロ経済政策２  

マクロ経済政策１ マクロ経済政策２ 

産業組織の経済学１ 産業組織の経済学２ 

経済学演習１ 経済学演習２ 

経済学特殊講義１ 経済学特殊講義２ 

経営学特殊講義１ 経営学特殊講義２ 

会計学１ 会計学２ 

マーケティング論１ マーケティング論２ 

国際商務論１ 国際商務論２ 

商業英語１ 商業英語２ 

国際金融論１ 国際金融論２ 

国際貿易論 貿易政策論 

開発経済論１ 開発経済論２ 

多国籍企業論１ 多国籍企業論２ 

金融論１ 金融論２ 

 東南アジア地域論特殊講義：経済 

財政学１ 財政学２ 

公共政策 労働経済 

計量経済学１ 計量経済学２ 

 ゲーム理論  商法１  商法２  労働法 

多文化共生 【基礎】 

コース 宗教と社会の共生 ヨーロッパ地域論 

  移民社会論 朝鮮文化論１ 

外国人学習者の観点から観た日本語 

 ロシア文化特殊講義１【33520100】 

 中国文化特殊講義１【34520300】 

 ラテンアメリカ文化特殊講義１【35620100】 

 ラテンアメリカ文化特殊講義２【35620200】 

 日本語の形と意味 日本語の多様性 

 民族誌学１ 近現代日本社会 

 アジアの文化と社会の共生１ 

 アジアの文化と社会の共生２ 

 アジア言語文化の諸問題 

 フランスの思想と社会１ 

 出版と編集１ 

 コミュニケーション学概論 

 コミュニケーション理論 

  文化と政治  社会調査分析１  社会調査分析２ 

言語と国家 社会人類学 

 コミュニケーション論 異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 



  英米文学特殊講義（現代社会）１  

英米文学特殊講義（現代社会）２ 

英語学特殊講義（現代社会）１【51100300，51100500】 

英語学特殊講義（現代社会）２【51100400，51100600】 

比較文化論１ バリアフリー論 日本手話 

 

【発展】 

 比較地域研究１  比較地域研究２ 

フランスの社会 朝鮮文化論２ 

ロシア文化特殊講義２【33520200】 

中国文化特殊講義２【34520400】 

民族誌学２ 日本語の談話研究 

日本語変異の研究 

近現代日本社会研究１ 近現代日本社会研究２ 

言語文化の多様性とアジア１ 

言語文化の多様性とアジア２ 

フランスの思想と社会２ 出版と編集２ 

コミュニケーション研究 

東南アジアの社会と文化 言語と文化 

社会人類学研究 比較文化論２ 

ジェンダー共生論演習 社会共生論演習 

プロジェクト演習 

 東南アジア地域論：経済 

 東南アジア地域論：政治 

 東南アジア地域論特殊講義：経済 

 東南アジア地域論特殊講義：政治 

リベラルア 【基礎】 

ーツコース 宗教学基礎論 西洋哲学史 倫理学  社会学 

フランス文化論１ ヨーロッパ文化史１ 

 ヨーロッパ文化論１ ヨーロッパ文学論 

 東洋史 日本史 日本文学論 

 言語類型論 歴史言語学 

 古典語（ギリシャ語）１ 古典語（ギリシャ語）２ 

 日本語教育の基礎 人間形成論 

 日本語の文法 日本語の音声 

 日本の文化 西洋古典学１ 

 哲学 自然科学（基礎）１ 自然科学（基礎）２ 

 人間関係論１ 人間関係論２ 

 スポーツ文化論１ スポーツ文化論２ 

 中欧文化史１ ヨーロッパにおけるドイツ１ 



  フランス文学論１ 小学校英語教育論

ジェンダー論 文化芸術論１ 

 社会調査分析１  社会調査分析２ 

 

 

【発展】 

フランス文化論２ ヨーロッパ文化史２ 

ヨーロッパ文化論２ 

日本文化の諸相１ 日本文化の諸相２ 

言語学研究１ 言語学研究２ 

小学校英語教育論演習 社会言語学

西洋古典学２ 西洋史研究 

アジア言語文化１ アジア言語文化２ 

歴史学特殊講義 

自然科学（発展）１ 自然科学（発展）２ 

スポーツ文化論演習「第１」１ 

スポーツ文化論演習「第１」２ 

スポーツ文化論演習「第２」１ 

スポーツ文化論演習「第２」２ 

一般言語学から見た日本語 

日本語の統語論的研究 日本語の意味・機能研究

日本語音声・音韻の研究 

日本文化研究１ 日本文化研究２ 

アジア言語学１ アジア言語学２ 

哲学特殊講義１ 哲学特殊講義２ 

中欧文化史２ ヨーロッパにおけるドイツ２ 

フランス文学論２ 

社会心理学演習１ 社会心理学演習２ 

臨床心理学演習１ 臨床心理学演習２ 

現代文明論 文化芸術論２ 

研究指導

卒業論文 

研究指導（通

年４単位） 

 

 
卒業論文（半

期８単位） 

 

 下線の科目：１つの科目が複数のコースで開講されます。

別表（４）－２ 複数のコースで開講される科目一覧 

科目名 本籍 共通 

社会学 リベラルアーツコース 国際法政コース 

 



移民社会論 多文化共生コース 国際法政コース 

統計学１ 経済経営コース 国際法政コース 

統計学２ 経済経営コース 国際法政コース 

文化と政治 多文化共生コース 国際法政コース 

比較地域研究１ 多文化共生コース 国際法政コース 

比較地域研究２ 多文化共生コース 国際法政コース 

ゲーム理論 経済経営コース 国際法政コース 

商法１ 国際法政コース 経済経営コース 

商法２ 国際法政コース 経済経営コース 

労働法 国際法政コース 経済経営コース 

東南アジア地域論：経済 経済経営コース 多文化共生コース 

東南アジア地域論：政治 国際法政コース 多文化共生コース 

東南アジア地域論特殊講義：経済 経済経営コース 多文化共生コース 

東南アジア地域論特殊講義：政治 国際法政コース 多文化共生コース 

社会調査分析１ 多文化共生コース リベラルアーツコース 

社会調査分析２ 多文化共生コース リベラルアーツコース 

・開講されているコースを選択している場合（主専攻・副専攻）、その科目を履修した際に、コ

ース科目として認定されます。 

・この科目を履修した場合、主専攻・副専攻の組み合わせによって、認定されるコースや

科目区分が異なりますので、注意してください。詳しくは次の表で確認してください。 

 
主専攻・副専攻との関係は下記のとおりです。 

（例）「商法１」（本：国際法政（発展）、共：経済経営（発展））の場合 
 

学生の主専攻 学生の副専攻 認定されるコース 

国際法政 経済経営 国際法政 

多文化共生 国際法政 

リベラルアーツ 国際法政 

経済経営 国際法政 国際法政 

多文化共生 経済経営 

リベラルアーツ 経済経営 

多文化共生 国際法政 国際法政 

経済経営 経済経営 

リベラルアーツ 自由選択 

リベラルアーツ 国際法政 国際法政 

経済経営 経済経営 

多文化共生 自由選択 



別表（５）各課程のために設置される科目 
 
 

課程名 科目名 

教育職員養成課程 教職概論 教育課程論 教育心理学 

道徳教育の理論と実践  教育行政学 教育方法論  

特別活動の指導法 生徒・進路指導論   教育相談  

教職実践演習（中・高）  教育実習１  教育実習２ 

英語教育法「第１」1・２  英語教育法「第２」１・２ 

ロシア語教育法「第１」１・２ ロシア語教育法「第２」１・２ 

中国語教育法「第１」１・２ 中国語教育法「第２」１・２ 

イスパニア語教育法「第１」１・２ 

イスパニア語教育法「第２」１・２ 

教育原理 教育哲学 教育史 

神戸・教育インターンシップ１・２・３［各半期１単位］ 

総合的な学習の時間の指導法 

特別支援教育の指導法 

司書課程 生涯学習概論 図書館概論 図書館制度・経営論 

図書館サービス概論 情報サービス論 児童サービス論

情報サービス演習１[半期 1 単位] 

情報サービス演習２[半期 1 単位] 

図書館情報資源概論 情報資源組織論

情報資源組織演習１[半期 1 単位] 

情報資源組織演習２[半期 1 単位] 

図書館情報資源特論 図書・図書館史

図書館情報技術論 

学校図書館司書教諭課

程 

学校経営と学校図書館 

学校図書館メディアの構成 

学習指導と学校図書館 読書と豊かな人間性

情報メディアの活用 

日本語学課程 日本語教育の基礎   外国人学習者の観点から観た日本語

日本語学概論１・２  日本語の形と意味   日本語の文法

日本語の多様性 日本語の音声 

日本文化入門 近現代日本社会入門

日本の文化 近現代日本社会 

日本文学論入門 日本文学論 言語学入門 

言語学基礎論１ 言語学基礎論２ 言語類型論 

歴史言語学 音声学１・２ 



別表（6） 複数回単位認定科目 

＜語学文学コース＞ 

英米学科   

英語学特殊講義 英米文学特殊講義 イギリス文学特殊講義 

アメリカ文学特殊講義 英語圏文学特殊講義 英詩•演劇特殊講義 

英米文化特殊講義 イギリス文学研究演習 1 イギリス文学研究演習 2 

アメリカ文学研究演習 1 アメリカ文学研究演習 2 英語圏文学研究演習 

英米文化研究演習 英語学研究演習 1 英語学研究演習 2 

英語学特殊講義（現代社会）１ 英語学特殊講義（現代社会）２  

ロシア学科   

ロシア文学特殊講義 1 ロシア文学特殊講義 2 ロシア語学特殊講義 1 

ロシア語学特殊講義 2 ロシア文化特殊講義 1 ロシア文化特殊講義 2 

ロシア文学研究演習 1 ロシア文学研究演習 2 ロシア語学演習 1 

ロシア語学演習 2   

中国学科   

中国文学特殊講義 1 中国文学特殊講義 2 中国語学特殊講義 1 

中国語学特殊講義 2 中国文化特殊講義 1 中国文化特殊講義 2 

中国文学研究演習 1 中国文学研究演習 2 中国語学演習 1 

中国語学演習 2   

イスパニア学科   

イスパニア文学特殊講義 1 イスパニア文学特殊講義 2 ラテンアメリカ文学特殊講義 1 

ラテンアメリカ文学特殊講義 2 イスパニア語学特殊講義 1 イスパニア語学特殊講義 2 

イスパニア文化特殊講義 1 イスパニア文化特殊講義 2 イスパニア文学研究演習 1 

イスパニア文学研究演習 2 ラテンアメリカ文化特殊講義 1 ラテンアメリカ文化特殊講義 2 

ラテンアメリカ文学研究演習 1 ラテンアメリカ文学研究演習 2 イスパニア語学演習 1 

イスパニア語学演習 2   

＜経済経営コース＞ 

経済学特殊講義 1 

経営学特殊講義 2 

 
経済学特殊講義 2 

 
経営学特殊講義 1 

＜多文化共生コース＞ 

英語学特殊講義（現代社会）１ 

ロシア文化特殊講義２ 

英米文学特殊講義（現代社会）１ 

 

英語学特殊講義（現代社会）２ 

中国文化特殊講義１【34520300】

英米文学特殊講義（現代社会）２ 

 

ロシア文化特殊講義１ 

中国文化特殊講義２【34520400】 

ラテンアメリカ文化特殊講義１【35620100】 ラテンアメリカ文化特殊講義２【35620200】 

＜リベラルアーツコース＞ 

歴史学特殊講義 

 

西洋史研究 

 

＜国際関係学科 学科基礎科目＞ 

国際関係学特別講義 



別表（７）学部生が履修可能な第 2 部開講科目 
 

 

第 2 部での科目種

別 

 

科目名称 
学部で認定される 

科目種別／注 

学科基礎科目 英国史 英国の文化 米国史 米国の文化

英国の社会１・２ 

米国の社会１・２ 

英語圏の文化と社会１・２ 

英文学史１・２ 米文学史１・２ 

英語学概論１・２ 

英語研究入門１・２ 

学部英米学科 学

科基礎科目（学部英

米学科以外は自由

選択単位） 

兼修語学 

（自由選択語学） 

ロシア語Ⅲ (半期１単位) 

中国語Ⅲ (半期１単位) 

イスパニア語Ⅲ (半期１単位) 

兼修語学 

（自由選択語学） 

全学共通科目 

（人文） 

宗教学入門 哲学概論 

日本思想史 ジェンダー論入門 

社会学入門  ヨーロッパ地域論入門

西洋史 日本史入門 

歴史学入門   言語学入門

日本語学概論１・２ 

日本文学論入門   日本文化入門

近現代日本社会入門 

言語学基礎論 1・2 

音声学１・２ 

古典語（ラテン語）１・２ 

全学共通科目 

（人文） 

アジア言語文化の諸問題 ヨーロッパ地域論

外国人学習者の観点から観た日本語 

日本語の形と意味 

日本語の多様性 

コース科目 

（多文化共生） 

宗教学基礎論   西洋哲学史

日本史 

日本文学論   言語類型論

歴史言語学 社会学※ 

古典語（ギリシャ語）１・２ 

日本語教育の基礎 

日本語の文法 日本語の音声 

コース科目 

（リベラルアーツ） 



（社会科学） 現代の法 現代の政治

憲法１・２ 

現代日本経済論１・２ 

経済経営入門 

全学共通科目 

（社会科学） 

ミクロ経済学１・２ 

マクロ経済学１・２ 

簿記原理 

コース科目 

（経済経営） 

（自然・人間科学） 自然の認識１・２ 

数理の世界１・２ 

情報科学概論１・２・３ 

人権論 人権教育 

人間形成論入門 

社会心理学入門１ 社会心理学入門２ 

臨床心理学入門１ 臨床心理学入門２ 

児童英語教育 ジャーナリズム論１ 

スポーツ方法１[半期 1 単位]・２[半期 1 単位] 

教育原理 教育哲学 教育史 

神戸・教育インターンシップ１[半期 1 単位]・２[半 

期 1 単位]・３[半期 1 単位] 

全学共通科目 

（自然・人間科学） 

スポーツ文化論１・２ 

人間形成論 

コース科目 

（リベラルアーツ） 

統計学１・２※ コース科目 

（経済経営） 

コース科目 

（英語学・英語研究

コース） 

英語学特殊講義 

音声学・音韻論講義 統語論講義

意味論講義 

語用論・談話分析講義 応用言語学１・２ 

構文研究 

語法文法研究 

英語学研究演習１・２ 

英語教育学演習 

社会言語学※ 

メディア英語演習１・２ 

英語史１・２ 

コース科目 

（英米学科・語学文

学） 



コース科目 英米文学特殊講義  

（英語圏文化文学） イギリス文学特殊講義 

 アメリカ文学特殊講義 

 英語圏文学特殊講義 英詩・演劇特殊講義 

 英米文学・文化研究入門 英米文学と視覚文化 

 英米文学と社会 比較文学 

 英米文化特殊講義 現代の思想と文化 

 イギリス文学研究演習１・２ 

 アメリカ文学研究演習１・２ 

 英語圏文学研究演習 英米文化研究演習 

 Advanced Writing１・２ 

 文学翻訳演習 

 比較地域研究１・２※ コース科目 

  （多文化共生） 

 西洋史研究 コース科目 

  （リベラルアーツ） 

コース科目 民法１・２・３・４・５ コース科目 

（法経商） 商法１・２※ （国際法政） 

 行政法１・２ 労働法※  

 国際法「基本」１・２  

 国際取引法１・２  

 政治学１・２  

 法政特論１・２  

 比較政治１・２  

 ミクロ経済政策１・２ コース科目 

 マクロ経済政策１・２ （経済経営） 

 国際貿易論 貿易政策論  

 産業組織の経済学１・２  

 計量経済学１  

 経済学特殊講義１・２  

 国際金融論１・２  

 経営学１・２  

 経営学特殊講義１・２  

 会計学１・２  

 国際商務論１・２  

 商業英語１・２  



課程科目 

教員養成課程 

教職概論 教育課程論 教育心理学 

道徳教育の理論と実践 教育行政学 教育方法論

特別活動の指導法 生徒・進路指導論 

教育相談 教職実践演習（中・高） 

教育実習１・２ 

英語教育法「第１」１・２ 

英語教育法「第２」１・２ 

総合的な学習の時間の指導法 

特別支援教育の指導法 

自由選択単位 

課程科目 

日本語学課程 

日本の文化 コース科目 

（リベラルアーツ） 

※ リベラルアーツ

コース以外の学生

は自由選択単位 

近現代日本社会 コース科目 

（多文化共生） 

※ 多文化共生コー

ス以外の学生は自

由選択単位 

注：第２部に同名の科目があるが 学部生が履修できない科目

学科専攻語学（専攻英語 I・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 

兼修語学の必修語学

研究指導 

・司書課程・学校図書館司書教諭課程の科目の履修については，公立大学法人神戸市外国語大学外国

語学部履修規程第 9 条第２項に定める。 

・※印の科目は下記を参照のこと  

科目名 本籍 共通 科目名 本籍 共通 

社会学 リベラルアーツ 国際法政 社会言語学 英米・語文 リベラルアーツ 

統計学１・２ 経済経営 国際法政 比較地域研究１・２ 多文化共生 国際法政 

商法１・２  国際法政  経済経営  労働法  国際法政  経済経営  

語科（英・ロ・中・イ）：本籍・共通どちらかのコースを選択している場合、自身のコースの科目と

して認定される。 

国際関係：科目の「本籍」、「共通」の順にコース科目として認定される。（別表（４）－２参照） 例：

主専攻「国際法政」、副専攻「経済経営」の学生が「統計学１・２」を履修した場合は、「経済経営」のコ

ース科目として認定される。 



別表（８） 留学生に関する科目 

 
１ 日本語上級 

科目名 単位数 科目名 単位数 

日本語上級「第 1」1 
日本語上級「第 2」1 

 

各１単位 
日本語上級「第 1」2 

日本語上級「第 2」2 

 

各１単位 

日本語上級「第 3」1 
日本語上級「第 4」1 
日本語上級「第 5」1 
日本語上級「第 6」1 

 

単位は認定され

ないが，履修する

ことができる。 

日本語上級「第 3」2 
日本語上級「第 4」2 
日本語上級「第 5」2 
日本語上級「第 6」2 

単位は認定さ 

れないが，履修

することがで 

きる。 

 
２ 日本語中級 

科目名 単位数 科目名 単位数 

日本語中級「第 1」1 
日本語中級「第 2」1 
日本語中級「第 3」1 
日本語中級「第 4」1 
日本語中級「第 5」1 
日本語中級「第 6」1 
日本語中級「第 7」1 
日本語中級「第 8」1 
日本語中級「第 9」1 
日本語中級「第 10」1 
日本語中級「第 11」1 
日本語中級「第 12」1 

 

 

 

 

単位は認定され 

ないが 履 修 す 

ることができる。 

日本語中級「第 1」2 
日本語中級「第 2」2 
日本語中級「第 3」2 
日本語中級「第 4」2 
日本語中級「第 5」2 
日本語中級「第 6」2 
日本語中級「第 7」2 

日本語中級「第 8」2 

日本語中級「第 9」2 

日本語中級「第 10」2 

日本語中級「第 11」2 

日本語中級「第 12」2 

 

 

 

 

単位は認定さ

れないが 履

修することが

できる。 

 
３ 日本語初級 

科目名 単位数 科目名 単位数 

日本語初級「第 1」1 
日本語初級「第 2」1 
日本語初級「第 3」1 
日本語初級「第 4」1 
日本語初級「第 5」1 
日本語初級「第 6」1 

 
単位は認定され 

ないが 履 修 す 

ることができる。 

日本語初級「第 1」2 
日本語初級「第 2」2 
日本語初級「第 3」2 
日本語初級「第 4」2 
日本語初級「第 5」2 
日本語初級「第 6」2 

 

単位は認定さ

れないが 履

修することが

できる。 

 
４ その他 

科目名 単位数 科目名 単位数 

日本事情「第 1」1 
日本事情「第 2」1 
日本語漢字「第 1」1 
日本語漢字「第 2」1 
日本語演習「第 1」1 
日本語演習「第 2」1 
日本語演習「第 3」1 
日本語演習「第 4」1 
日本語演習「第 5」1 
日本語演習「第 6」1 
日本語特殊演習 1 

 

 

 

単位は認定され 

ないが 履 修 す 

ることができる。 

日本事情「第 1」2 
日本事情「第 2」2 
日本語漢字「第 1」2 
日本語漢字「第 2」2 
日本語演習「第 1」2 
日本語演習「第 2」2 
日本語演習「第 3」2 
日本語演習「第 4」2 
日本語演習「第 5」2 
日本語演習「第 6」2 
日本語特殊演習 2 

 

 
 

単位は認定さ

れないが 履

修することが

できる。 

 

別表（９） 削除 



別表（10） テーマ研究プログラムに関する科目 

 

1. グローバルコミュニケーションプログラム（Global Communication Program：GCP） 

種
別 

授業科目 単位
数 

備考（科目区分） 

 

 

 

 

 

 

 

 
必要単位
数16単
位 

 

 

コア科目 

（8単位以

上） 

放送通訳 2 コース科目 語文（英・発展） 

模擬国連 2 コース科目 

パブリック・スピーチ 2 コース科目 語文（英・基礎） 

メディア英語演習１※ 2 コース科目 語文（英・基礎） 

メディア英語演習２※ 2 コース科目 語文（英・基礎） 

神戸研究 2 コース科目 経済経営（基礎） 

英語学特殊講義（現代社会）２ 

【授業コード 51100400】 
2 本：コース科目 語文（英・基礎） 

共：コース科目 多文化共生（基礎） 

 

 

 

 

 

選択科目 

コミュニケーション論 2 コース科目 多文化共生（基礎） 

異文化間コミュニケーション論 2 コース科目 多文化共生（基礎） 

通訳（基礎） 2 コース科目 語文（英・基礎） 

会議通訳（逐次） 2 コース科目 語文（英・基礎） 

会議通訳（同時） 2 コース科目 語文（英・発展） 

翻訳 2 コース科目 語文（英・基礎） 

コミュニケーション研究 2 コース科目 多文化共生（発展） 

国際ビジネス・コミュニケーショ
ン 

2 全学共通（社会科学） 

コミュニケーション学概論 2 コース科目 多文化共生（基礎） 

コミュニケーション理論 2 コース科目 多文化共生（基礎） 

翻訳理論 2 コース科目 語文（英・基礎） 

映画研究 2 コース科目 語文（英・基礎） 

メディア論 2 コース科目 語文（英・基礎） 

※メディア英語演習１・２の両方を取得した場合、コア科目にはどちらか1科目のみ計上。 


