
カリキュラムマップ文京学院大学外国語学部国際ビジネスコミュミケーション専攻

3、4年次

Writing llla/lllb 
Content-based English a/b 
Oral Communication la/lb 
Oral Communication Ila/Ilb 

フィールドワ ーク 国際ビジネスフィールドワークI/Il
Business Planning Business case method 
国際政治経済論a/b グロ－

1 （）レビジネス戦略a/b
国際マーケティング環境 国際マーケティング戦略
国際観光ビジネス論ホスピタリティ ・ コミュニケーション論
国際ピジ

句ネスと法律 英文契約書読解
Negotiation English 国際ビジネス特講Ia
ゼミナールa/b 卒業研究a/b

2年次

Communicative English Ila/Ilb 
Reading Ila/Ilb Writing Ila/lib 
lntegrated Skills Ila/Ilb 
Literature 

国際ビジネスコース概論
国際アカウンティング ビジネスライティング
国際経済論a/b 国際ビジネス取引
国際ビジネス特講lb/Ila/lib 環境とビジネス
Japanese Business ホテル・旅館論
インヲーンシップI （国内）／11（海外）

1年次

Communicative English la/lb 
Reading la/lb Writing la/lb 
lntegrated Skills la/lb 英語資格講座l/II
Vocabulary Building a/b eラーニング応用a/b
TOElC ・ 英検入門a/b TOElC ・ 英検初級a/b
TOElC ・ 英検中級a/b TOEFL講座a/b
Academic Reading Academic Writing 
Applied Writing and. Research 

英
語
コ
ミュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

専
門

社会言語学
プログラミンク

、

a/b

国際情勢児童心理学日本語表現法応用1/11
アニメーション論 Conference English 
翻訳入門a/b
教育人間学 コミュニケーション心理学
Screen English a/b 教養特講 la/lb
ITシステム論 ビジネスコンピューティング

、

alb

W凶作成技法a/b

人間共生論 新・文明の旅特議a/b
新 ・ 文明の旅総合講義地球環境論1/11
初年次セミナーa/b コミュニケーション概論

日本語表現法入門 健康の科学 スポーツ
シーズンスポーツ 心理学a/b 哲学1/11 芸術1/11
マーケテイング概論a/b 経済学a/b 社会学
外国文学 簿記会計学alb 経営学 a/b 法学

日本国憲法 近現代史 西洋史 ジエンダー論
比較文化論1/11 日本語学概論a/b
Cool Japan Japan and lnternat,onal Community 
Japanese Soc』ety Religion in Japan 
情報処理演習a/b 情報処理概論a/b

教
養同
情
報
処
理

中国語上級（会話）a/b
中国語上級（読解） alb

フランス語上級（会話）a/b
フランス語上級（読解）a/b
スペイン語特講llla/lllb/lVa/lVb

キャリアデザインl/II

中国語中級（会話）a/b
中国語中級（読解）a/b
フランス語中級（会話）a/b
フランス語中級（読解）a/b
スペイン語特講la/lb/Ila/lib'
中国語初級Ila/lib
フランス語初級Ila/lib
スペイン語初級Ila/lib
韓国・朝鮮語初級Ila/Ilb

キャリアプランII

第
二
外
国
語

キ
ャ
リ
ア一

カリキュラムマップ外国語学部国際教養コミュニケーション専攻文京学院大学

3、4年次

Writing llla/lllb 
Content-based English a/b 
Oral Communication la/lb 
Oral Communication Ila/lib 

国際協力フィールドワ ーク1/11
国際協力フィールドワ ーク実践 平和研究
ゼミナールa/b 卒業研究a/b

国際文化フィールドワ ーク実践Ill
国際文化特議a/b 対照言語学a/b
ゼミナールa/b 卒業研究alb

アメリカ文学a/b

英語教育特講lla/Ilb 語用論a/b
ゼミナールa/b 卒業研究a/b

社会言語学
プ日夕

、

ラミングa/b

2年次

Communicative English Ila/lib 
Reading Ila/Ilb Writing Ila/lib 
lntegrated Skills Ila/lib 
Literature 

1年次

Communicative English la/lb 
Reading la/lb Writing la/lb 
lntegrated Skills la/lb 英語資格講座I/II
Vocabulary Building a/b eラーニング応用a/b
TOElC ・ 英検入門a/b TOEIC ・ 英検初級a/b
TOEIC·英検中級a/b TOEFL講座alb
Academic Reading Academic Writing 
Applied Writing and Research 

英
語
コ
ミュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

児童英語教育論
英語史a/b

国際協力コース国際協力コース概論 国際文化協力 国際機構論a/b
国際関係論I/II 異文化コミュニケ－：ンョンalb Cross Cultural Communication a/b 
国際法概説 NPO ・ NGO論 地域研究I/日 国際人権法 ジェンダーと開発
国際理解 ・地球市民教育論 国際社会開発論 Social Development in Japan 

国際文化コース 国際文化コース概論 イギリス文学a/b Journalism English a/b 
American Go,ernment a/b フランス文化論a/b アメリカ文化論a/b
イギリス文化論a/b 日本文化論a/b 演劇論a/b
Japanese Literature and Performing Arts l主｜｜際文化フィ－）レドワ クI/Il

英語教育コース英語教育コース概論 児童英語教育実習alb
児童英語教育教材論 英語音声学 ・ 音韻論a/b 英語学a/b

英語学習理論英語教育特講la/lb 学校イン合一ンシップ

専
門（
コ
l

ス）

国際情勢児童心理学日本語表現法応用I/II
アニメーション論 Conference English 
翻訳入門a/b
教育人間学 コミュニケーション心理学
Screen English a/b 教養特講 la/lb
ITシステム論 ビジネスコンピューティングa/b
Web作成技法a/b

人間共生論 新・文明の旅特講a/b
新 ・ 文明の旅総合講義地球環境論I/II
初年次セミナーa/b コミュニケーション概論

日本語表現法入門 健康の科学 スポーツ
シーズンスポーツ 心理学a/b 留学I/II 芸術1/11
マーケティング概論a/b 経済学a/b 社会学
外国文学 簿記会計学a/b 経営学 a/b 法学

日本国憲法 近現代史 西洋史 ジエンダー論
比較文化論I/II 日本語学概論a/b'
Cool Japan Japan and lnternational Community 
Japanese Society Religion in Japan 
情報処理演習a/b ' 情報処浬概論a/b

教
養・
情
報
処
理

中国語上級（会話）a/b
中国語上級（読解）a/b
フランス語上級（会話）a/b
フランス語上級（読解）a/b
スペイン語特講llla/lllb/lVa/IVb

キャリアデザインI/II

中国語中級（会話）a/b
中国語中級（読解）a/b
フランス語中級（会話）a/b
フランス語中級（読解）a/b
スペイン語特講la/lb/Ila/lib
中国語初級Ila/lib
フランス語初級Ila/lib
スペイン語初級Ila/lib
韓国 ・ 朝鮮語初級Ila/lib

キャリアプランII

中国語初級la/lb 中国語初級総合a/b

フランス語初級la/lb フランス語初級総合a/b

スペイン語初級la/lb スペイン語初級総合a/b

韓国・朝鮮語初級la/lb

中国語初級la/lb 中国語初級総合a/b

フランス語初級la/lb フランス語初級総合a/b
スペイン諾初級la/lb スペイン語初級総合a/b
韓国M朝鮮語初級la/lb


