
 主要科目の目標、特長  

（外国語学部／英語コミュニケーション学科／国際ビジネスコミュニケーション専攻／国際ビジネスコース） 

授業科目の名称 目 標 特 長 

Communicative English In this course, you will have opportunities 
to practice and develop your English 
language speaking and listening skills. 
Attendance and participation in every class 
are most important. Be prepared to speak 
English in this class at all times. 

Communicative activities - 
Listening/speaking exercises, 
role-plays. 

フランス語（第2外国語） フランス語の基礎的運用能力（仏検５/４級）を
身につけ、自立したフランス語学習への道を拓
くことを目標とする。 

授業では発音練習に十分な時間を
割き、かんたんなフランス語なら
自由に発音暗唱出来るよう進めて
いく。また、フランス語検定試験
を視野に入れた授業展開を行う。 

初年次セミナー 英語スキル系科目、教養科目、情報処理科目、
第二外国語科目、基礎科目等の導入・補完的役
割を果たしており、以下の４つの柱がある。 
①学習上の技能向上に資するもの 
②英語スキル向上に資するもの 
③大学生活全体を見通した学習プランの作成
チェック 
④大学生としての生活と倫理的なもの 
上記にそれぞれ記載された学習上の知識・技
能・スキルの修得等を目標とする。 

グループアドバイザー（教員）が
全体講義および課題を中心に、前
週の講義のフォローアップを行 
う。グループプレゼンテーション
あるいはグループディスカッショ
ンを行い、チームワークの育成、
学習意欲の維持も目指す。 

国際ビジネスコース概論 国際ビジネスコースの専門科目へのイントロダ
クションとしての科目。「激動する現代」を共 
通テーマとして、オムニバス形式の講義を通じ
て、ビジネス分野を幅広く学ぶことを目標とす
る。 

国際ビジネスコースの担当教員による
オムニバス形式の講義が中心となる。 

ビジネスライティング 履修する学生が、社会人、特にビジネスにおい
て活躍するビジネスパーソンが理経しておくべ
き、ビジネス英語を理解できるようなることを
この授業の到達目標とする。現実のビジネス社
会では、メール、ビジネスレター、一対一の電
話での会話、複数の参加者がある電話会議、な
ど様々な状況で英語を使っての有効なコミュニ
ケーションが求められます。履修する学生が、
これらの状況に応じた表現方法を用いてコミュ
ニケーションできるようになることも併せて、
この授業の到達目標とします。 
 

TOEICの過去問なども活用しなが
ら、Reading、短文空所補充問題、
長文空所補充問題の課題を中心
に、読む力、書く力、文章力を養
い、毎回、小テスト、ビジネス文
書作成を課題としている。 



 主要科目の目標、特長  

（外国語学部／英語コミュニケーション学科／国際教養コミュニケーション専攻／国際協力コース） 

授業科目の名称 目 標 特 長 

Communicative English In this course, you will have opportunities 
to practice and develop your English 
language speaking and listening skills. 
Attendance and participation in every class 
are most important. Be prepared to speak 
English in this class at all times. 
 

Communicative activities - 
Listening/speaking exercises, 
role-plays. 

フランス語（第2外国語） フランス語の基礎的運用能力（仏検５/４級）を
身につけ、自立したフランス語学習への道を拓
くことを目標とする。 

授業では発音練習に十分な時間を
割き、かんたんなフランス語なら
自由に発音暗唱出来るよう進めて
いく。また、フランス語検定試験
を視野に入れた授業展開を行う。 
 

初年次セミナー 英語スキル系科目、教養科目、情報処理科
目、第二外国語科目、基礎科目等の導入・補
完的役割を果たしており、以下の４つの柱が
ある。 
①学習上の技能向上に資するもの 
②英語スキル向上に資するもの 
③大学生活全体を見通した学習プランの作成
チェック 
④大学生としての生活と倫理的なもの 
上記にそれぞれ記載された学習上の知識・技
能・スキルの修得等を目標とする。 
 

グループアドバイザー（教員）が
全体講義および課題を中心に、前
週の講義のフォローアップを行 
う。グループプレゼンテーション
あるいはグループディスカッショ
ンを行い、チームワークの育成、
学習意欲の維持も目指す。 

国際協力コース概論 本コース概論では、地球市民として知っておく
べきグローバルな課題について基礎知識を学
び、国際協力に関わる様々なアクターとそのア
プローチについて考察することを目的とし、以
下の4点を達成目標とする。                                                                   
1．地球市民として求められる国際協力の基礎知
識を得ることができる 。                                                                                  
2．グローバル化とともに広がる貧困と格差、相
互依存や地球規模の課題を学び、国際協力の必
要性を理解できるようになる。 
3．国際機関、政府、NGO、企業など国際協力の
担い手（アクター）の役割とその関係を理解で
きるようになる。 
4．文化、人権、ビジネス、政策提言など異なる
角度から国際協力を学び、より良い国際協力の
あり方を考察できるようになる。 
 

毎回の課題レポートによって情報収
集力や分析力を、毎回のグループデ
ィスカッションとプレゼンテーショ
ンにおいてコミュニケーションスキ
ル・問題解決力を、毎回のリアクシ
ョンペーパーによってテーマに関す
る考察力を養うことである。 

国際文化協力 目標は、グローバリゼーションが加速する中
で、文化の多様性を守る必要性と同時に、人権
の観点からこれまで引き継がれてきた伝統的慣
習や考え方も再考していくことの重要性を理解
することである。特に、国際協力の分野で文化
の保存と新たな「人権文化」の創造のためにど
のような取組みがされているのか、開発の領域
で文化がどのような意味合いを持っているのか
を子どもの人権に焦点あてながら理解する。 
 
到達目標 
1.各地域の文化を守るための条約および国際協
力の取り組みについて理解する。 
2.国際人権基準、特に子どもの権利条約の視点
から各地域の文化と人権の両方を尊重 
する国際協力のあり方について検討する能力を

身につけることができる。                                        

3.文化相対主義の重要性と隠れ蓑として利用さ

れることについて認識し、批判的思考力も身に

つくようになる。 

毎回の課題レポートによって情報
収集力や分析力を、毎回のグルー
プディスカッションとプレゼンテ
ーションにおいてコミュニケーシ
ョンスキル・問題解決力を、毎回
のリアクションペーパーによって
テーマに関する考察力を養うこと
である。特に人々の伝統的な意識
や態度を変えるためのアプローチ
について考える。 



 主要科目の目標、特長  

（外国語学部／英語コミュニケーション学科／国際教養コミュニケーション専攻／英語教育コース） 

授業科目の名称 目 標 特 長 

Communicative English In this course, you will have opportunities 
to practice and develop your English 
language speaking and listening skills. 
Attendance and participation in every class 
are most important. Be prepared to speak 
English in this class at all times. 

Communicative activities - 
Listening/speaking exercises, 
role-plays. 

フランス語（第2外国語） フランス語の基礎的運用能力（仏検５/４級）を
身につけ、自立したフランス語学習への道を拓
くことを目標とする。 

授業では発音練習に十分な時間を
割き、かんたんなフランス語なら
自由に発音暗唱出来るよう進めて
いく。また、フランス語検定試験
を視野に入れた授業展開を行う。 

初年次セミナー 英語スキル系科目、教養科目、情報処理科目、
第二外国語科目、基礎科目等の導入・補完的役
割を果たしており、以下の４つの柱がある。 
①学習上の技能向上に資するもの 
②英語スキル向上に資するもの 
③大学生活全体を見通した学習プランの作成
チェック 
④大学生としての生活と倫理的なもの 
上記にそれぞれ記載された学習上の知識・技
能・スキルの修得等を目標とする。 

グループアドバイザー（教員）が
全体講義および課題を中心に、前
週の講義のフォローアップを行 
う。グループプレゼンテーション
あるいはグループディスカッショ
ンを行い、チームワークの育成、
学習意欲の維持も目指す。 

英語教育コース概論 ①日本の小・中・高・大における国際・英語教
育の教育理念、カリキュラム（教育内容）、教
育方法、教育評価など 
②コミュニケーション重視の英語学習理論、英
語教材開発法など 
上記①②の基礎知識を身につけることを到達目
標とする。 

履修者が多いため主に講義形式に
なるが、出来る限り討議しながら
授業を進める。授業では、プリン
ト資料とスライドを用いながら、
具体例を挙げて分かりやすく解説
する。 

児童英語教育論 児童英語教育の現状と課題をはじめ、この分野
の基礎理論について学ぶ。小学校英語活動の目
標・教育内容と方法、評価の在り方と方法等に
関する基礎的知識について具体的に身につける 
ことを目標とする。 

先行研究の資料を参考に、積極的
な討議形式で授業を行う。 



 主要科目の目標、特長  

（外国語学部／英語コミュニケーション学科／国際教養コミュニケーション専攻／国際文化コース） 

授業科目の名称 目 標 特 長 

Communicative English In this course, you will have opportunities 
to practice and develop your English 
language speaking and listening skills. 
Attendance and participation in every class 
are most important. Be prepared to speak 
English in this class at all times. 

Communicative activities - 
Listening/speaking exercises, 
role-plays. 

フランス語（第2外国語） フランス語の基礎的運用能力（仏検５/４級）を
身につけ、自立したフランス語学習への道を拓
くことを目標とする。 

授業では発音練習に十分な時間を
割き、かんたんなフランス語なら
自由に発音暗唱出来るよう進めて
いく。また、フランス語検定試験
を視野に入れた授業展開を行う。 

初年次セミナー 英語スキル系科目、教養科目、情報処理科目、
第二外国語科目、基礎科目等の導入・補完的役
割を果たしており、以下の４つの柱がある。 
①学習上の技能向上に資するもの 
②英語スキル向上に資するもの 
③大学生活全体を見通した学習プランの作成
チェック 
④大学生としての生活と倫理的なもの 
上記にそれぞれ記載された学習上の知識・技
能・スキルの修得等を目標とする。 

グループアドバイザー（教員）が
全体講義および課題を中心に、前
週の講義のフォローアップを行 
う。グループプレゼンテーション
あるいはグループディスカッショ
ンを行い、チームワークの育成、
学習意欲の維持も目指す。 

国際文化コース概論 本コースで学ぶことのできる幅広い領域につい
て、コースの教員全員でシンポジウムを行い紹 
介する。幅広い世界中の言語、文化を知り、日
本語と英語の外に大きく豊かな世界が広がって
いることを学び、異言語・異文化に対する理解
を深めることを目標とする。 

国際文化コースのゼミナール担当
者全員によるシンポジウム・オム 
ニバス形式の講義を組み合わせて
指導する。 

アメリカ政治 アメリカ社会はいろいろな問題をかかえ、その
解決をめざして、市民が対立と合意のプロセス
をくりかえしている。このプロセスにおける団
体や政党のかかわり、議会、大統領、最高裁の
役割、合衆国憲法は問題の解決に役立つのか、
など基本的な問題を学び、アメリカ社会の理解 
を深めることを目標とする。 

アメリカの政治、経済、社会の仕
組みについて、わかりやすく説明
する。画像を含めたスライド（パ
ワーポイント）を使用し、毎回の
講義をすすめる。またスライドに
ついては、プリントアウトし配布 
する。 

 


