国際文化交流学部 ◆

カリキュラムマップ
学びの深まり

1

国際社会を理解するた
めの幅広い学びを基礎
に、本当に探求したい
テーマを見つけます。

ピックアップ科目
2

年次 （第１・２セメスター）

国際コミュニケーション学科

3

年次 （第3・4セメスター）

年次 （第5・6セメスター）

4

年次 （第7・8セメスター）

大学で学ぶ意義を自覚する
PCや日本語表現の技能を習得する
国際文化交流に必要な語学力を習得する
多角的な視点から国際社会を理解するための基礎的な技能・知識を習得する
幅広い学びを通して、本当に探求したいテーマを見つける
研究課題を決めて主体的に研究を進め、
グローバルな視点から世界と日本をつなぐ
卒業論文・卒業研究

国際
コミュニケーション
学科専門科目

国際コミュニケーション
基礎演習Ⅲ・Ⅳ

国際コミュニケーション
演習Ⅰ・Ⅱ

英語演習Ⅰ・Ⅱ

外国語演習Ⅰ・Ⅱ

国際関係基礎科目群／地域文化系基礎科目群／
英語圏文化基礎科目群

国際関係専門科目群
地域文化系専門科目群
英語圏文化専門科目群

国際関係コース
コース
登録制度
【※1】

国際法Ⅱ

文化遺産学

中国文化論

現代の国際法は、
人権や民主主義を重視します。

各地の文化を形づくる景観、建造物、祭り、

中国特有の政治文化、その地域的・民俗的

新国家の誕生・領域の取得・政府の非合法的

料理等が、社会におけるコミュニケーション、

多様性も踏まえながら、現代中国に関する多

な変更も実効的支配一本ではなしえない様を、

持続可能な開発、戦災や災害復興にどのよう

様な問題を議論します。種々の映像資料も利

に貢献しているのかについて考えます。

用しながら、多面的に中国について考えます。

国際コミュニケーション
演習Ⅲ・Ⅳ

卒業論文・卒業研究

1・2年次には異なる
教員の指導のもとで
学び、3 年次（第 5セ
メスター）以降は選
択したコースに分か
れ、3・4年次とも同じ
教員の専門演習を履
修し、卒業論文・卒
業研究をまとめます。

国際コミュニケーション
基礎演習Ⅰ・Ⅱ

地域文化コース
英語圏文化コース

国連や ICJ の実践を通じて概観します。

ゼミナール

「虚構」から現れる
現実・真実とは

外国語科目１群（英語）

共通科目
→P.31

諸 学 問 の 基 礎を 学
び、幅広い教養を身
に つ けるとともに 、
様々な分野の専門
家・実務者による講義
や指導を受けることが
できます。

国際関係や政治と
メディアの関係を読む

英語のフィクションを読み、英
語 圏 文 学・文 化 につい て学
び、「語る」という行為や、わ
たしたち自身と社会に関わる
多種多様な問題を考えます。

情報処理Ⅰ・Ⅱ

日本語表現法

国際コミュニケーション
演習
（石澤ゼミ）

国際コミュニケーション
演習
（澤田ゼミ）

ジェネラルコース【※2】

外国語科目１群（英語）

アメリカ・東アジアと日本との
関係を中心にした国際関係を
メディア・情報・世論から分
析するゼミです。国際問題へ
の洞察とメディア理論で深め
ていきます。

外国語科目２群（英語以外の外国語）
特別総合科目群／国際文化交流論科目群／共通基礎科目群／人間・環境系科目群／スポーツ・健康科学演習科目群／
伝統文化演習科目群／国際文化交流演習科目群／生活文化演習科目群／社会演習科目群

【※1】3年生（第5セメスター）
から4つのコースに分かれます。登録するコースごとに定められた専門科目の中から12科目以上を選択して履修します。
【※2】ジェネラルコースは国際コミュニケーション演習と卒業論文・卒業研究を履修せずに、他のコースより8科目多く履修します。

他学科専門科目

f-Campus提供科目（5大学単位互換制度）→P.34

国際コミュニケーション学科の専門科目以
外にも、一人ひとりの興味・関心に合わせ
て、他学科の専門科目の履修が可能です。

学習院女子大学の授業に加え、学習院大学、
日本女子大学、立教大学、早稲田大学が提供
する科目も履修することができます。

卒業論文・卒業研究題目のテーマ例（2021年度）
◆

マーケティングの変化〜推し事にみるこれからのマーケティング〜

◆

大学における少人数教育の意義 −カナダと日本の大学の事例を通して−

◆

インドにおける産業別生産額の変化と比例成長からの乖離

◆

ジェンダー平等の実現に向けての新しいアプローチ方法
−メイクアップは途上国女性のエンパワメントに効果を発揮するか−

◆『ナルニア国ものがたり』
からわかる成長とは何か

カリキュラムの詳細は本学ウェブサイト
で確認してください。

◆

https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/
faculty/g_intercultural/curriculum.html

スペイン南部アンダルシーア自治州におけるヒターノの安住について

◆ フラの観光資源化と国際化による、
踊る目的と人々の認識の変化

〜ヒターノの犯罪率と生活の質の関係性をマドリッドと比較する〜

◆

Twitterの投稿分析に基づく食材イメージの国際比較 −果物・チーズ・牛肉を例として−

◆

マリー＝アントワネットはなぜ国民の敵になったのか −歓迎から非難までの評価の変遷−

◆『華氏451度』
から探る
「安全性」
「 利便性」
「 平等」のボーダー

専任教員紹介
石澤 靖治

伊藤 由紀子

教授

国際コミュニケーション論、
米国政治

日本を中心とした国際コミュニ
ケーション論と米大統領・米国
政治を主として研究教育活動
を行っています。

教授

国際協力、NPO、NGO

「困ったときはお互い様」
、
助け
合い当り前。一人一人が関わ
れる国際協力・交流について考
えます。

北川 香子

金城 亜紀

教授

教授

ウーゴ・
ミズコ
准教授

江藤 正己

大桃 敏行

准教授

教授

櫻井 宏明
准教授

澤田 知香子
教授

荘林 幹太郎
教授

武井 彩佳

教授

建築学、歴史的建造物の
保存修復史

図書館・情報学（情報検索、情報
システムなど）

教育行政学、教育制度論

国際経済、
日本経済、
アジア経済

英語圏文学（イギリス小説）
・文化、
ポストモダニズム理論

農業政策、農業貿易と環境、
農業環境・資源政策

ドイツ現代史、
ホロコースト研究、
エスニシティ研究

中・東欧の歴史、政治、宗教、社会、
文化、民族問題

グローバライゼーションの時代
にこそ、
世界の国々がはぐくん
できた多様な文化とその継承を
考えましょう。

世界中で利用される情報シス
テムとそこに蓄積された情報
から、各国と日本の文化を比
較して分析します。

教え学ぶことの意味やそれを
支える仕組みについて、皆さん
と一緒に考えていきたいと思
います。

ダイナミックに動く国際経済や日
本経済、アジア経済など学び考え
ることを通じ、経済の面白さに気
づいてもらえればと思います。

読むという行為は、
作家、
そして
自分との対話です。難しくて、
と
ても面白い。授業では大好きな
ファンタジーをよく取り上げます。

地球環境問題などを考えること
により複雑な事象を広角的に
分析する視点を獲得して欲し
いと思います。

近 年、内 外 で 排 外 主 義 が 強
まっています。こうした現状を
人種主義やホロコーストの歴
史から読み解きます。

停滞する社会主義期を経た後
に急速な発展を遂げ、EUに加
盟しつつある中・東欧の魅力
をお伝えします。

金野 純
教授

佐久間 みかよ

櫻井 大三

教授

教授

畠山 圭一
教授

古庄 信
教授

正本 忍
教授

羅 京洙
教授

東南アジア史・地域研究

経営学、経営史

社会史、歴史社会学、東アジア地域
研究
（主に現代中国）

アメリカ文学・文化

国際法

国際政治、
アメリカ政治外交、
日米関係

英語学
（歴史統語論、
特にシェイク
スピアと聖書の語法）
・イギリス文化

フランス近世史、社会史、
法制史

国際関係論、
国際移動論、
東アジア地域研究、
現代コリア研究

東南アジアおよび周辺地域の
歴史や文化について、学術的
に体系立った知識を構築して
いきます。

グローバルな視点で過去を考
察することにより、現在の問題
の核心と解決策を提示し未来
を切り開きます。

いま世界のなかで存在感を増
す中国を中心として、東アジア
の政治、社会、歴史を研究して
います。

様々な移民が新しい要素を加
え て で き たア メリカ 合 衆 国。
岐路にあるアメリカの文学・文
化を考察します。

国際法は国際社会の共通の規範
です。何が現実に機能している
国際法のルールなのか、その実
相を実証的に解明していきます。

各国の立場や時代状況を踏ま
え、
歴史を教訓に、
国家や国際
社会の課題に向かう智慧と判
断力を養います。

Shakespeareや聖書（バイブル）
を英語で学ぶとより豊かな教養
が身につきます。
「さよなら」
はな
ぜ Good-bye？それが問題だ！

フランス近世
（17〜18世紀）
の古
文書を通して、
絶対王政期の国
家と社会を研究しています。時
間軸の異なる文化を一緒に体験
しましょう。

東アジアの中の朝鮮半島を取り
巻く諸問題を検討の対象とし、
それらを総合的に理解すること
を志します。
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中島 崇文

教授

教員著書
紹介
『政治コミュニケーション概論』
石澤 靖治 編著
2021年4月 ミネルヴァ書房
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