Curriculum

国際文化交流学部

英 語コミュニケーション学科

カリキュラムマップ

Department of English Communication

１年次（第１・２セメスター）
学びの深まり

実践 的な英 語力を身につけて、
活躍の舞 台を世界へ 広げます。

徹底した英語学習に加え、国際
社会についても学びを深めてい
きます。

２年次（第３・４セメスター）

３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
英語コミュニケーションの力を伸ばす
「読む」
「書く」
「聞く」
「話す」という英語の4技能を徹底的にトレーニングする
半年間、海外の大学で授業を受ける
英語や国際文化交流についての学識を深め、
テーマを決めて研究を進める
卒業論文・卒業研究

学科の特徴

英語コミュニケーション
基礎演習Ⅰ
・Ⅱ

英語コミュニケーション
学科専門科目（＊2）

少人数教育で徹底的な英語力指導

1・2年次には少人数クラスで基
礎を徹底的に学ぶとともに、2年
次のカナダ留学に備えたトレーニ
ングを行います。3・4年次には、
よ
り高度な授業で英語力を磨くとと
もに、選択した学問領域の専門
知識を深めます。

これが英語コミュニケーション学科の第一の特徴です。少人数制の利点を活か
して、
実践的な英語を身につけることができます。

2年次に半年間の留学体験
本学科の学生は、
2年次に全員がカナダの協定校レスブリッジ大学へ6カ月間の
留学を体験。留学先での語学授業を中心に、現地での様々な活動を通して英

実践的な
英 語 スキル

海外留学

英語コミュニケーション
英語演習基礎科目群

英語コミュニケーション
演習Ⅰ
・Ⅱ

海外研修／
Cultural Exchange

英語コミュニケーション
特殊演習

英語コミュニケーション
英語演習基礎科目群

英語コミュニケーション
英語演習専門科目群

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（＊1）

英語コミュニケーション
演習Ⅲ・Ⅳ

卒業論文・卒業研究

主な英語の授業では、
1クラス約15名という規模で少人数教育を行っています。

英語コミュニケーション
基礎演習Ⅲ

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（＊1）

語力にさらに自信を深めることができます。
TOEIC®、Academic Writing、

英語のみでのディスカッション中心のゼミを展開

Presentations、Business Writing、

専門演習科目群では、英語により各専門分野に関するより高度な知識とスキル

映像文化・

を習得します。少人数でのゼミ形式で、
ディスカッション・ディベートを中心にした

Theory of Intercultural Communication・

積極的な学びの場となっています。

外国語科目１群（英語）

国際コミュニケーション・
ビジネスコミュニケーション・

国際社会・国際関係について基礎から専門まで幅広く修得

第二言語習得・World Englishes

世界における主要な国際問題、
経済・文化摩擦、
そして、
それらを解決しようとす
る国連、環境問題などについて、国際人としての基礎知識、問題点を学習しま
す。その上で、
より専門的な領域や、
新たな視点での領域を学びます。

教育目標

英 語 コミュニ ケ ー ション 基 礎・国 際 教 養

共通科目⇒P.27
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。

情報処理Ⅰ
・Ⅱ

日本語表現法

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

高 度な英 語コミュニケーション能力と国 際 教 養を身につけ、グローバルな
現 代 社 会で活躍できる学 生を育成 する。
他学科専門科目

Build ing E nglis h C om m unicati on Ski lls

英語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
の専門科目の履修も可能です。

英語コミュニケーション学科 主任

岩﨑 光洋
Our English Communication Department aims to

in the second year at University of Lethbridge.

improve students' communication skills in English.

Building on the four English language skills, we also

Our curriculum reinforces the four core language

have practical courses that allow students to

skills of reading, writing, listening and writing and

enhance their communication and presentation

oﬀers many opportunities for students to develop

skills in English. Our small-sized English classes

their overall English skills. In the ﬁrst year, our

provide the ideal learning environment for students.

courses prepare students for their semester abroad
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外国語科目１群（英語）

f-Campus提供科目
（5大学単位互換制度）⇒P.42
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。

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。
http://www.gwc.gakushuin.ac.jp/
faculty/g̲english/curriculum.html

＊1 国際コミュニケーション学科で開講されている専門科目を、基礎科目群・専門科目群それぞれについて4科目ずつ、計8科目履修します。
＊2 英語コミュニケーション学科ではコース登録は行いません

取得できる資格・免許（P.46参照）

●司書

将来の活躍分野（P.50参照）

語学力を活かして国際社会に貢献

●学芸員

本学における徹底した指導によって習得された実践的な英語力を駆使し、国内外の多種多様な業種（商社・金融・物流・生産・航空・

●中学・高校教諭一種免許状（英語）

サービス業などの企業）
で国際的に活躍することができます。また、本学で得た知識をさらに深めるため、海外の大学院に進学する道
もあります。地球を舞台とし、ハイレベルな英語力を活かし、国際的に貢献することのできる人材を育てています。
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