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　グローバル・コミュニケーション学部は、同志社大学の掲げる「自由主義」・「キ

リスト教主義」・「国際主義」という 3つの基本的教育理念のなかでも、とりわ

け「国際主義」を現代に体現する人物の養成を目的に開設されました。

　本学部における 4年間の学びの体系であるカリキュラムは、（1）高度で、実

践的・実用的外国語運用能力の育成、（2）コミュニケーション能力の育成、（3）

各外国語及び言語そのものに関する知識の育成、（4）各外国語及びその外国語

圏に関する、文化的・社会的・歴史的背景への理解力の育成を主軸として設計

されました。このカリキュラムに沿って、皆さんは自らの学びの目標を定め、

日々学習に励んでください。この学部が皆さんにとって、留学体験を含め、充

実した学びの場となり、皆さんが豊かなコミュニケーション能力を身につけた

国際人となられるよう、教職員一同、心より願っております。

グローバル・コミュニケーション学部
学部長　玉井 史絵

グローバル・コミュニケーション学部での学び
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　グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科は、グローバル化し
た社会に対する幅広い教養と国際的センス、強い自立心と倫理観を養わせると同時に、高度で実践
的・実用的外国語運用能力を習得させることをとおして、ビジネス関連の諸分野や教育機関、ま
た国際政治や文化交流に係わる非営利事業の諸分野などの国際的舞台で、facilitator、negotiator、
administrator として活躍できる人材を養成することを目的とする。

●　  英語コース
現代における世界共通言語としての英語の重要性に鑑み、卓越した英語運用能力を獲得し、「国際主義」
を体現する人物の育成、すなわち、現代社会のグローバル化の構造と動向に関する理解、及び英語圏
文化に対する理解を基礎に、高度な外国語運用能力を駆使して、グローバル時代を牽引する人材を養
成することを目的とする。

●　  中国語コース
国境を越えて地球規模で展開する中国語の重要性に鑑み、卓越した中国語運用能力を獲得し、「国際
主義」を体現する人物の育成、すなわち、現代社会のグローバル化の構造と動向に関する理解、及び
中国語圏文化に対する理解を基礎に、高度な外国語運用能力を駆使して、中国語圏への架け橋となる
人材を養成することを目的とする。

●　  日本語コース
留学生を対象とする日本語コースでは、日本文化・社会への深い造詣を持つ人材育成の重要性に鑑み、
卓越した日本語運用能力を獲得し、「国際主義」を体現する人物の育成、すなわち、現代社会のグロー
バル化の構造と動向に関する理解、及び日本文化に対する理解を基礎に、高度な外国語運用能力を駆
使して、日本と世界を結ぶ架け橋となる人材を養成することを目的とする。

　グローバル・コミュニケーション学部では、現代世界のグローバル化の構造と動態、及び異文
化に対する理解を基礎に、卓越したコミュニケーション能力を駆使して、facilitator、negotiator、
administrator として活躍できる資質・能力を備えた学生に学士（グローバル・コミュニケーション学）
学位を授与する。

＜知識・技能＞
高度な外国語運用能力を習得するとともに、幅広い教養を身につけ、グローバル社会の構造と動態、
及び異文化を理解できる。

＜思考力・判断力・表現力＞
グローバル社会における多様な視点を理解したうえで、社会が直面する様々な問題について深く考察
し、その解決法を見出すべく、自らのことばで考えを伝え、立場や意見の相違を乗り越え対話できる。

＜主体性・多様性・協働性＞
卓越したコミュニケーション能力を駆使して相互理解を促進し、多様な文化や価値観を持つ人々と協
働して、問題解決のために高い倫理観を持って主体的に行動することができる。

目指すべき人材（物）像

ディプロマ・ポリシー
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　高度な外国語コミュニケーション能力の習得を目指し、グローバル化した現代社会に対応すべく、
米国の 21 世紀に向けた外国語教育指針（5C’s）を取り入れた教育課程を編成している。
　5C’s とはコミュニケーションに不可欠の 5 つの要素 communication、cultures、connections、
comparisons、communities の頭文字を取ったものである。コミュニケーションのための高度な実践
的外国語運用能力を習得し（communication）、グローバル化した現代社会と異文化や外国語に関する
情報を獲得し（cultures & connections）、習得を目指す外国語が用いられている社会に実際に加わり
（communities）、その外国語や異文化に対する理解を深めつつ母語や自国文化を比較・相対化するこ
と（connections & comparisons）は、本学部が育成を目指す facilitator、negotiator、administrator
としてグローバル社会の諸分野で活躍するための必須要件である。本学部の全ての科目はこの目的の
実現に貢献するように構想されている。
　3コースの教育課程は、必修科目、選択科目Ⅰ（演習系）、選択科目Ⅰ（講義系）、選択科目 I（初
修外国語ないし共修外国語）、選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲから構成されている。

〈2018年度以降生対象〉カリキュラム・ポリシー

●英語コース▲

必修科目
　卓越したコミュニケーション能力を有した人物を養成するため、
必修科目では、基礎的知識・教養を身につける基礎講義科目（6
単位）、英語運用能力の伸長を目的とした基礎外国語科目群（18
単位）、課題解決に必要な方法論や主体性、論理的思考力・表現力
を養うゼミ関係科目（18単位）からなる科目を設置している。
・1年次では、少人数で行われる実践的演習形式の授業をとおし
て、英語運用能力を習得するとともに、基礎講義科目においてグ
ローバル社会の構造と動態、および異文化理解に関する基礎的知
識・教養を身につける。また、ゼミ関係科目での学生主体の学修

▲

選択科目Ⅰ
　必修科目を補完・強化するために、選択科目Ⅰを設置している。
・選択科目Ⅰ A群（演習系、8単位以上）は、より高度な実践的
英語運用能力の習得を目的とした選択科目群である。対話や自己
表現を重んじる実践的な演習形式の授業を通じて、多様な主張や
意見に耳を傾け、問題点を整理し、課題解決にむけて英語という
ことばで自らの意見や主張を論理的に述べることができる表現力
を養う（技能、思考力・判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ B、C、D（講義系）は、グローバル化した現代社会
におけるコミュニケーションの役割や異文化に対する深い理解力
を養う専門講義系科目群である。社会の構造と動態に関するB群、
異文化理解とコミュニケーション理論に関するC群、ことばの科
学に関するD群のそれぞれから、6単位以上の履修を義務づけ、
文献の講読やリサーチをとおして専門的な知識を身につけると同
時に、コミュニケーションを論理的に分析する思考力と、自らの

を通じて、大学における自律的な学びを促すとともに、アカデミッ
ク・スキルを習得する（知識・技能）。
・3年次から4年次では、ゼミ関係科目で専門分野に関する文献
を講読し、課題について根拠を示して自らのことばで意見をまと
め発表する学修を通じて、論理的思考力・表現力を涵養する（思
考力、判断力、表現力）。また、3コースの学生が協力して一つの
プロジェクトを企画、立案、運営する「Seminar Project」での協
働作業を通じて、課題解決のために、多様な価値観を尊重しつつ
主体的に行動する力を身につける（主体性・多様性・協働性）。

考えを根拠とともに説明、議論できる表現力を養う（思考力・判
断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ E群（初修外国語、6単位以上）は、英語に加えて、
もう一つの外国語を学修することを目的とした科目群である。少
人数で行われる実践的演習形式の授業をとおして、グローバル化
した社会を複眼的かつ相対的に見る視野を涵養し、現代社会の多
様性に対する理解を深めるとともに、英語以外の外国語によって
自らの考えや意見を述べることができる表現力を養う（知識・技
能）。
・選択科目F群（演習系）は、グローバル時代の英語教育を牽引
する教員養成を主眼とした科目群である。実践的な演習形式の授
業をとおして、英語科教員に必要な知識・技能を養う（知識・技能）。
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▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱは、英語圏の大学での留学（Study Abroad）をとお
して、コミュニケーション能力のさらなる伸長を目的として設
けられている科目群である。英語コースでは2年次に1年間の
Study Abroadが必修となっており、2単位以上の単位取得が義務
づけられている。
・異なる文化圏での生活経験と実践的な学修をとおして、英語運
用能力を伸長させるとともに、異文化に関する幅広い知識と教養
を身につける（知識・技能）。
・自律的学修と対話、自己表現を重んじる人文科学、社会科学系

▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補足し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲ（14
単位以上）を設けている。選択科目Ⅲは幅広い教養を養う教養系
科目群である。ここには、全学共通教養教育科目（同志社科目、キャ
リア形成支援科目、国際教養科目、クリエイティブ・ジャパン科目、
人文科学系科目、社会科学系科目、自然・人間科学系科目、複合
領域科目、プロジェクト科目、外国語教育科目、保健体育科目）、
他学部設置科目、大学コンソーシアム京都単位互換科目、同志社

▲

選択科目Ⅰ
必修科目を補完・強化するために、選択科目Ⅰを設置している。
・選択科目Ⅰ A群 1類（演習系、6単位以上）は、主に低年次生
を対象に中国語のリスニング・ライティング能力の伸長を目的と
した選択科目群である。演習形式の授業を通じて、中国語ネイティ
ブの発話を理解し、自らの考えを論理的に表現できる能力を養う
（技能、表現力）。
・選択科目Ⅰ A群 2類（演習系、8単位以上）は、より高度な実
践的中国語運用能力の習得を目的とした選択科目群である。対話
や自己表現を重んじる実践的な演習形式の授業を通じて、多様な
主張や意見に耳を傾け、問題点を整理し、社会の様々な場面にお
いて中国語を使って自らの意見や主張を論理的に述べることがで
きる表現力を養う（技能、思考力・判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ B、C、D群（講義系）は、グローバル化した現代社
会におけるコミュニケーションの役割や異文化に対する深い理解

▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱは、中国語圏の大学での留学（Study Abroad）をと
おして、コミュニケーション能力のさらなる伸長を目的として設
けられている科目群である。中国語コースでは2年次春学期から
3年次秋学期にかけて、1年間のStudy Abroadが必修となっており、
2単位以上の単位取得が義務づけられている。
・異なる文化圏での生活経験と実践的な学修をとおして、中国語
運用能力を伸長させるとともに、異文化に関する幅広い知識と教

正課科目の授業を通じて、専門的学修の基盤となる知識と教養を
身につけると同時に、課題解決のために主体的に学ぶ能力と論理
的思考力・表現力を養う（知識、思考力・表現力）。
・異なる文化や価値観を持つ人々との対話を通じて、偏見にとら
われることのない寛容の精神を養い、相互理解にむけて努力する
態度を身につける。また異文化間の様々な違いを乗り越えて協働
しながら、課題解決に向けて主体的に取り組む行動力を養う（主
体性・多様性・協働性）。

女子大学単位互換科目及びテュービンゲン大学IES科目が含まれる。
選択科目Ⅲは、専門知識だけではなく、グローバル社会の諸分野で
facilitator、negotiator、administratorとして活躍できるようになると
いう目標を実現するために、広い視野と豊かな教養を得ることを目
的としている。また、在学中から卒業後のキャリア設計を視野に入
れ、協働性や主体性を身につけ、卒業後の人生設計ができるよう
になるために、キャリア形成支援科目の履修を推奨している（知識）。

力を養う専門講義系科目群である。中国語圏社会の構造と動態に
関するB群、異文化理解とコミュニケーションに関するC群、こ
とばの科学に関するD群のそれぞれから4単位以上の履修を義務
づけ、文献の講読やリサーチをとおして専門的な知識を身につけ
ると同時に、コミュニケーションを論理的に分析する思考力と、
自らの考えを根拠とともに説明、議論できる表現力を養う（思考力・
判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ E群（英語、8単位以上）は、グローバル社会に必
須である英語を学修することを目的とした科目群である。少人数
で行われる実践的演習形式の授業をとおして、世界を複眼的かつ
相対的に見る視野を涵養し、現代社会の多様性に対する理解を深
めるとともに、英語によって自らの考えや意見を述べることがで
きる表現力を養う（知識・技能）。

養を身につける（知識・技能）。
・異なる文化や価値観を持つ人々との対話を通じて、偏見にとら
われることのない寛容の精神を養い、相互理解にむけて努力する
態度を身につける。また異文化間の様々な違いを乗り越えて協働
しながら、課題解決に向けて主体的に取り組む行動力を養う（主
体性・多様性・協働性）。

●中国語コース▲

必修科目
　卓越したコミュニケーション能力を有する人物を養成するため、
必修科目では、基礎的知識・教養を身につける基礎講義科目（4
単位）、中国語運用能力の伸長を目的とした基礎・上級外国語科目
（28単位）、課題解決に必要な方法論や主体性、論理的思考力・表
現力を養うゼミ関係科目（16単位）からなる科目を設置している。
・1年次から2年次春学期では、少人数で行われる実践的演習形
式の授業をとおして、中国語運用能力を習得するとともに、基礎
講義科目においてグローバル社会の構造と動態、および中国語圏
社会の諸相や異文化理解に関する基礎的知識・教養を身につける。
また、ゼミ関係科目での学生主体の学修を通じて、大学における

自律的な学びを促すとともに、アカデミック・スキルを習得する（知
識・技能）。
・3年次秋学期から4年次では、ゼミ関係科目で専門分野に関す
る文献を講読し、課題について根拠を示して自らのことばで意見
をまとめ発表する学修を通じて、論理的思考力・表現力を涵養す
る（思考力・判断力・表現力）。また、3コースの学生が協力し
て一つのプロジェクトを企画、立案、運営する「Seminar Project」
での協働作業を通じて、課題解決のために、多様な価値観を尊重
しつつ主体的に行動する力を身につける（主体性・多様性・協働性）。
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▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補完し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲ（14
単位以上）を設けている。ここには、全学共通教養教育科目（同
志社科目、キャリア形成支援科目、国際教養科目、クリエイティ
ブ・ジャパン科目、人文科学系科目、社会科学系科目、自然・人
間科学系科目、複合領域科目、プロジェクト科目、外国語教育科目、
保健体育科目）、他学部設置科目、大学コンソーシアム京都単位互
換科目、同志社女子大学単位互換科目及びテュービンゲン大学 IES

●日本語コース▲

必修科目
　卓越したコミュニケーション能力を有した人物を養成するため、
必修科目では、基礎的知識・教養を身につける基礎講義科目（2
単位）、日本語運用能力の更なる伸長を目的とした基幹日本語科目
（12単位）、課題解決に必要な方法論や主体性、論理的思考力・表
現力を養うゼミ関係科目（26単位）、日本社会参画のための知識・
教養・主体性を身につけるプロジェクト型講義科目（4単位）か
らなる必修科目を設置している。
・1年次から2年次では、少人数で行われる実践的演習形式の授
業をとおして、日本語運用能力を習得するとともに、講義科目に
おいて異文化理解に関する基礎的知識・教養を身につける。また、
ゼミ関係科目では、日本語や日本社会を考える上で必要な基礎的
な理論とその応用に対する理解を深めるのはもちろん、学生主体

▲

選択科目Ⅰ
　必修科目を補完・強化するために、選択科目Ⅰを設置している。
・選択科目Ⅰ A群（主として演習系、6単位以上）は、より高度
な実践的日本語運用能力の習得を目的とした選択科目群である。
日本の時事問題についての議論や日本での就職活動や企業勤務に
必要な知識や表現力を身につける実践的な演習形式の授業を通じ
て、客観的分析力と、自らの考えを説得力をもって表現できる力
を養う。また、日本語と中国語、あるいは、コリア語の通訳・翻
訳の理論や実践を通じて、通訳・翻訳に不可欠である的確な表現
力の獲得を目指す（知識・技能、思考力・判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ B、C、D群（講義系）は、グローバル化した日本の
現代社会におけるコミュニケーションの役割や異文化に対する深
い理解力を養う専門講義系科目群である。日本社会の構造と動態
に関するB群、日本の現代文化の諸相に関するC群、ことばの科
学に関するD群のそれぞれから6単位以上の履修を義務づけ、文
献の講読やリサーチをとおして専門的な知識を身につけると同時

▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱ（演習系、3単位以上）は、現地実習や特別講師を
招く形式で、必修科目や選択科目Ⅰ群で学修した日本の文化や社
会についての少人数による演習を行い、知識の定着を図るために
設けられている科目群である。体験学習を通じて、学外の特別講

▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補足し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲ（1
単位以上）を設けている。ここには、全学共通教養教育科目（同
志社科目、キャリア形成支援科目、国際教養科目、クリエイティ
ブ・ジャパン科目、人文科学系科目、社会科学系科目、自然・人
間科学系科目、複合領域科目、プロジェクト科目、外国語教育科
目、保健体育科目）、他学部設置科目、日本語・日本文化教育科目

科目が含まれる。選択科目Ⅲは、専門知識だけではなく、グロー
バル社会の諸分野で facilitator、negotiator、administratorとして活
躍できるようになるという目標を実現するために、広い視野と豊
かな教養を得ることを目的としている。また、在学中から卒業後
のキャリア設計を視野に入れ、協働性や主体性を身につけ、卒業
後の人生設計ができるようになるために、キャリア形成支援科目
の履修を推奨している（知識）。

の学修を通じて、大学における自律的な学びを促し、アカデミック・
スキルを習得する。さらに、学外の特別講師による講義やワーク
ショップを通じて、日本社会を考えるための知識・教養を身につ
けるとともに、主体的に考え、行動するための足掛かりを築く（知
識・技能、主体性・多様性・協働性）。
・3年次から4年次では、ゼミ関係科目で専門分野に関する文献
を講読し、課題について根拠を示して自らのことばで意見をまと
め発表する学修を通じて、論理的思考力・表現力を涵養する（思
考力・判断力・表現力）。また、3コースの学生が協力して一つの
プロジェクトを企画、立案、運営する「Seminar Project」での協
働作業を通じて、課題解決のために、多様な価値観を尊重しつつ
主体的に行動する力を身につける（主体性・多様性・協働性）。

に、コミュニケーションを論理的に分析する思考力と、自らの考
えを根拠とともに説明、議論できる表現力を養う。さらに、英語コー
スの選択科目Ⅰ B、C、D群、中国語コースの選択科目Ⅰ B、C、D
群からも履修することができる。その場合、修得した単位は、各コー
スの選択科目から6単位ずつ（合計12単位）を上限として卒業
必要単位に含めることができる（思考力・判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ E群（日本語および第二外国語、6単位以上）は、4
年間に及ぶ日本語での科目履修に支障がないよう、日本語力の強
化を目的とした科目群、および、グローバル社会に必須である第
二外国語を学修することを目的とした科目群で構成される。少人
数で行われる実践的演習形式の授業をとおして、グローバル化し
た社会を複眼的かつ相対的に見る視野を涵養し、現代社会の多様
性に対する理解を深めるとともに、外国語で自らの考えや意見を
述べることができる表現力を養う（知識・技能）。

師の指導を受けながら、主体的に他の受講者と協働して学ぶ能力、
学んだことを論理的思考力によって表現する能力を養う。（知識、
思考力・表現力）。

（日本事情科目）、大学コンソーシアム京都単位互換科目、同志社
女子大学単位互換科目及びテュービンゲン大学 IES科目が含まれ
る。選択科目Ⅲは、専門知識だけではなく、グローバル社会の諸
分野で facilitator、negotiator、administratorとして活躍できるよう
になるという目標を実現するために、広い視野と豊かな教養を得
ることを目的としている。（知識）。
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　高度な外国語コミュニケーション能力の習得を目指し、グローバル化した現代社会に対応すべく、
米国の 21 世紀に向けた外国語教育指針（5C’s）を取り入れた教育課程を編成している。
　5C’s とはコミュニケーションに不可欠の 5 つの要素 communication、cultures、connections、
comparisons、communities の頭文字を取ったものである。コミュニケーションのための高度な実践
的外国語運用能力を習得し（communication）、グローバル化した現代社会と異文化や外国語に関する
情報を獲得し（cultures & connections）、習得を目指す外国語が用いられている社会に実際に加わり
（communities）、その外国語や異文化に対する理解を深めつつ母語や自国文化を比較・相対化するこ
と（connections & comparisons）は、本学部が育成を目指す facilitator、negotiator、administrator
としてグローバル社会の諸分野で活躍するための必須要件である。本学部の全ての科目はこの目的の
実現に貢献するように構想されている。
　3コースの教育課程は、必修科目、選択科目Ⅰ（演習系）、選択科目Ⅰ（講義系）、選択科目Ⅰ（初
修外国語ないし共修外国語 ［英語コースと中国語コースのみ］）、選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲから構成さ
れている。

〈2017年度生対象〉カリキュラム・ポリシー

●英語コース▲

必修科目
　卓越したコミュニケーション能力を有した人物を養成するため、
必修科目では、基礎的知識・教養を身につける基礎講義科目（6
単位）、英語運用能力の伸長を目的とした基礎外国語科目群（18
単位）、課題解決に必要な方法論や主体性、論理的思考力・表現力
を養うゼミ関係科目（18単位）からなる科目を設置している。
・1年次では、少人数で行われる実践的演習形式の授業をとおし
て、英語運用能力を習得するとともに、基礎講義科目においてグ
ローバル社会の構造と動態、および異文化理解に関する基礎的知
識・教養を身につける。また、ゼミ関係科目での学生主体の学修

▲

選択科目Ⅰ
　必修科目を補完・強化するために、選択科目Ⅰを設置している。
・選択科目Ⅰ A群（演習系、8単位以上）は、より高度な実践的
英語運用能力の習得を目的とした選択科目群である。対話や自己
表現を重んじる実践的な演習形式の授業を通じて、多様な主張や
意見に耳を傾け、問題点を整理し、課題解決にむけて英語という
ことばで自らの意見や主張を論理的に述べることができる表現力
を養う（技能、思考力・判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ B、C、D（講義系）は、グローバル化した現代社会
におけるコミュニケーションの役割や異文化に対する深い理解力
を養う専門講義系科目群である。社会の構造と動態に関するB群、
異文化理解とコミュニケーション理論に関するC群、ことばの科
学に関するD群のそれぞれから、6単位以上の履修を義務づけ、
文献の講読やリサーチをとおして専門的な知識を身につけると同
時に、コミュニケーションを論理的に分析する思考力と、自らの

を通じて、大学における自律的な学びを促すとともに、アカデミッ
ク・スキルを習得する（知識・技能）。
・3年次から4年次では、ゼミ関係科目で専門分野に関する文献
を講読し、課題について根拠を示して自らのことばで意見をまと
め発表する学修を通じて、論理的思考力・表現力を涵養する（思
考力、判断力、表現力）。また、3コースの学生が協力して一つの
プロジェクトを企画、立案、運営する「Seminar Project」での協
働作業を通じて、課題解決のために、多様な価値観を尊重しつつ
主体的に行動する力を身につける（主体性・多様性・協働性）。

考えを根拠とともに説明、議論できる表現力を養う（思考力・判
断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ E群（初修外国語、6単位以上）は、英語に加えて、
もう一つの外国語を学修することを目的とした科目群である。少
人数で行われる実践的演習形式の授業をとおして、グローバル化
した社会を複眼的かつ相対的に見る視野を涵養し、現代社会の多
様性に対する理解を深めるとともに、英語以外の外国語によって
自らの考えや意見を述べることができる表現力を養う（知識・技
能）。
・選択科目F群（演習系）は、グローバル時代の英語教育を牽引
する教員養成を主眼とした科目群である。実践的な演習形式の授
業をとおして、英語科教員に必要な知識・技能を養う（知識・技能）。
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●中国語コース▲

必修科目
　卓越したコミュニケーション能力を有する人物を養成するため、
必修科目では、基礎的知識・教養を身につける基礎講義科目（4
単位）、中国語運用能力の伸長を目的とした基礎・上級外国語科目
（28単位）、課題解決に必要な方法論や主体性、論理的思考力・表
現力を養うゼミ関係科目（16単位）からなる科目を設置している。
・1年次から2年次春学期では、少人数で行われる実践的演習形
式の授業をとおして、中国語運用能力を習得するとともに、基礎
講義科目においてグローバル社会の構造と動態、および中国語圏
社会の諸相や異文化理解に関する基礎的知識・教養を身につける。
また、ゼミ関係科目での学生主体の学修を通じて、大学における

▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱは、英語圏の大学での留学（Study Abroad）をとお
して、コミュニケーション能力のさらなる伸長を目的として設
けられている科目群である。英語コースでは2年次に1年間の
Study Abroadが必修となっており、2単位以上の単位取得が義務
づけられている。
・異なる文化圏での生活経験と実践的な学修をとおして、英語運
用能力を伸長させるとともに、異文化に関する幅広い知識と教養
を身につける（知識・技能）。
・自律的学修と対話、自己表現を重んじる人文科学、社会科学系

▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補足し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲ（14
単位以上）を設けている。選択科目Ⅲは幅広い教養を養う教養系
科目群である。ここには、全学共通教養教育科目（同志社科目、
キャリア形成支援科目、国際教養科目、人文科学系科目、社会科
学系科目、自然・人間科学系科目、先端・複合領域科目、プロジェ
クト科目、外国語教育科目、保健体育科目）、他学部設置科目、大
学コンソーシアム京都単位互換科目、同志社女子大学単位互換科

▲

選択科目Ⅰ
　必修科目を補完・強化するために、選択科目Ⅰを設置している。
・選択科目Ⅰ A群 1類（演習系、6単位以上）は、主に低年次生
を対象に中国語のリスニング・ライティング能力の伸長を目的と
した選択科目群である。演習形式の授業を通じて、中国語ネイティ
ブの発話を理解し、自らの考えを論理的に表現できる能力を養う
（技能、表現力）。
・選択科目Ⅰ A群 2類（演習系、8単位以上）は、より高度な実
践的中国語運用能力の習得を目的とした選択科目群である。対話
や自己表現を重んじる実践的な演習形式の授業を通じて、多様な
主張や意見に耳を傾け、問題点を整理し、社会の様々な場面にお
いて中国語を使って自らの意見や主張を論理的に述べることがで
きる表現力を養う（技能、思考力・判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ B、C、D群（講義系）は、グローバル化した現代社
会におけるコミュニケーションの役割や異文化に対する深い理解

▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱは、中国語圏の大学での留学（Study Abroad）をと
おして、コミュニケーション能力のさらなる伸長を目的として設
けられている科目群である。中国語コースでは2年次春学期から
3年次秋学期にかけて、1年間のStudy Abroadが必修となっており、
2単位以上の単位取得が義務づけられている。
・異なる文化圏での生活経験と実践的な学修をとおして、中国語
運用能力を伸長させるとともに、異文化に関する幅広い知識と教

自律的な学びを促すとともに、アカデミック・スキルを習得する（知
識・技能）。
・3年次秋学期から4年次では、ゼミ関係科目で専門分野に関す
る文献を講読し、課題について根拠を示して自らのことばで意見
をまとめ発表する学修を通じて、論理的思考力・表現力を涵養す
る（思考力・判断力・表現力）。また、3コースの学生が協力し
て一つのプロジェクトを企画、立案、運営する「Seminar Project」
での協働作業を通じて、課題解決のために、多様な価値観を尊重
しつつ主体的に行動する力を身につける（主体性・多様性・協働性）。

正課科目の授業を通じて、専門的学修の基盤となる知識と教養を
身につけると同時に、課題解決のために主体的に学ぶ能力と論理
的思考力・表現力を養う（知識、思考力・表現力）。
・異なる文化や価値観を持つ人々との対話を通じて、偏見にとら
われることのない寛容の精神を養い、相互理解にむけて努力する
態度を身につける。また異文化間の様々な違いを乗り越えて協働
しながら、課題解決に向けて主体的に取り組む行動力を養う（主
体性・多様性・協働性）。

目及びテュービンゲン大学 IES科目が含まれる。選択科目Ⅲは、
専門知識だけではなく、グローバル社会の諸分野で facilitator、
negotiator、administratorとして活躍できるようになるという目標
を実現するために、広い視野と豊かな教養を得ることを目的とし
ている。また、在学中から卒業後のキャリア設計を視野に入れ、
協働性や主体性を身につけ、卒業後の人生設計ができるようにな
るために、キャリア形成支援科目の履修を推奨している（知識）。

力を養う専門講義系科目群である。中国語圏社会の構造と動態に
関するB群、異文化理解とコミュニケーションに関するC群、こ
とばの科学に関するD群のそれぞれから4単位以上の履修を義務
づけ、文献の講読やリサーチをとおして専門的な知識を身につけ
ると同時に、コミュニケーションを論理的に分析する思考力と、
自らの考えを根拠とともに説明、議論できる表現力を養う（思考力・
判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ E 群（英語、8単位以上）は、グローバル社会に必
須である英語を学修することを目的とした科目群である。少人数
で行われる実践的演習形式の授業をとおして、世界を複眼的かつ
相対的に見る視野を涵養し、現代社会の多様性に対する理解を深
めるとともに、英語によって自らの考えや意見を述べることがで
きる表現力を養う（知識・技能）。

養を身につける（知識・技能）。
・異なる文化や価値観を持つ人々との対話を通じて、偏見にとら
われることのない寛容の精神を養い、相互理解にむけて努力する
態度を身につける。また異文化間の様々な違いを乗り越えて協働
しながら、課題解決に向けて主体的に取り組む行動力を養う（主
体性・多様性・協働性）。
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●日本語コース▲

必修科目
　卓越したコミュニケーション能力を有した人物を養成するため、
必修科目では、基礎的知識・教養を身につける日本語学や異文化
理解の講義科目（16単位）、日本語運用能力の更なる伸長を目的
とした日本語スキルアップ科目群（12単位）、課題解決に必要な
方法論や主体性、論理的思考力・表現力を養うゼミ関係科目（18
単位）からなる必修科目を設置している。
・1年次から2年次では、少人数で行われる実践的演習形式の授
業をとおして、日本語運用能力を習得するとともに、講義科目に
おいて日本語の基礎的な理論とその応用、および異文化理解に関
する基礎的知識・教養を身につける。また、ゼミ関係科目での学

生主体の学修を通じて、大学における自律的な学びを促すととも
に、アカデミック・スキルを習得する（知識・技能）。
・3年次から4年次では、ゼミ関係科目で専門分野に関する文献
を講読し、課題について根拠を示して自らのことばで意見をまと
め発表する学修を通じて、論理的思考力・表現力を涵養する（思
考力・判断力・表現力）。また、3コースの学生が協力して一つの
プロジェクトを企画、立案、運営する「Seminar Project」での協
働作業を通じて、課題解決のために、多様な価値観を尊重しつつ
主体的に行動する力を身につける（主体性・多様性・協働性）。

▲

選択科目Ⅰ
　必修科目を補完・強化するために、選択科目Ⅰを設置している。
・選択科目Ⅰ A群（主として演習系、10単位以上）は、より高度
な実践的日本語運用能力の習得を目的とした選択科目群である。
日本の時事問題についての議論や自己をアピールするための方法
論を身につける実践的な演習形式の授業を通じて、客観的分析力
と、自らの考えを説得的に表現できる力を養う。また、日本語と
母語（中国語、あるいは、コリア語）の通訳の理論や実践を通じて、
通訳としての的確な表現力の獲得を目指す（知識・技能、思考力・
判断力・表現力）。
・選択科目Ⅰ B群（6単位以上）は、日本の文化、地理、歴史、経済、

▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱ（演習系、6単位以上）は、現地実習や特別講師を
招いて、必修科目や選択科目Ⅰ群で学修した日本の文化や社会に
ついての少人数による演習を行い、知識の定着を図るために設け
られている科目群である。体験学習を通じて、主体的に他の受講
者と協働して学ぶ能力、学んだことを論理的思考力によって表現

▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補足し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲ（母
語を除く外国語教育科目7単位以上）を設けている。ここには、
全学共通教養教育科目（同志社科目、キャリア形成支援科目、国
際教養科目、人文科学系科目、社会科学系科目、自然・人間科学
系科目、先端・複合領域科目、プロジェクト科目、外国語教育科
目、保健体育科目）、他学部設置科目、日本語・日本文化教育科目
（日本事情科目）、大学コンソーシアム京都単位互換科目、同志社
女子大学単位互換科目及びテュービンゲン大学 IES科目が含まれ
る。選択科目Ⅲは、専門知識だけではなく、グローバル社会の諸

貿易、法、政治についての専門講義系科目群である。京都を中心
に発展した伝統文化からクールジャパンに代表される現代文化ま
で幅広く扱う。文献の講読やリサーチをとおして専門的な知識を
身につけ、日本の文化・社会に対する深い理解を養う（思考力・
判断力）。
・選択科目Ⅰ C群（6単位以上）は、必修科目で学んだ基礎的な
知識をさらに広く深く発展させるための専門講義系科目群である。
歴史的な観点、日本の地域性、ジェンダーなどによる日本語の多
様性や、日本語を教える、あるいは、外国語と比較して見えてく
る日本語の特徴などについて、新しい知識を獲得する（知識）。

する能力を養う。また、在学中から卒業後のキャリア設計を視野
に入れ、協働性や主体性を身につけ、卒業後の人生設計ができる
ようになるために、キャリア形成支援科目の履修を推奨している
（知識、思考力・表現力）。

分野で facilitator、negotiator、administratorとして活躍できるよう
になるという目標を実現するために、広い視野と豊かな教養を得
ることを目的としている。（知識）。 
・選択科目Ⅲでは、母語を除く外国語教育科目7単位以上を義務
付けており、日本語に加えて、母語以外の外国語を習得すること
を目的としている。外国語の習得によって、グローバル化した社
会を複眼的かつ相対的に見る視野を涵養し、社会の多様性に対す
る理解を深めるとともに、日本語以外の外国語によって自らの考
えや意見を述べることができる表現力を養う（知識・技能）。

▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補完し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲ（14
単位以上）を設けている。ここには、全学共通教養教育科目（同
志社科目、キャリア形成支援科目、国際教養科目、人文科学系科
目、社会科学系科目、自然・人間科学系科目、先端・複合領域科
目、プロジェクト科目、外国語教育科目、保健体育科目）、他学部
設置科目、大学コンソーシアム京都単位互換科目、同志社女子大
学単位互換科目及びテュービンゲン大学 IES科目が含まれる。選

択科目Ⅲは、専門知識だけではなく、グローバル社会の諸分野で
facilitator、negotiator、administrator として活躍できるようになる
という目標を実現するために、広い視野と豊かな教養を得ること
を目的としている。また、在学中から卒業後のキャリア設計を視
野に入れ、協働性や主体性を身につけ、卒業後の人生設計ができ
るようになるために、キャリア形成支援科目の履修を推奨してい
る（知識）。
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　極めて高い外国語運用能力の習得を目指し、グローバル化した現代社会に対応すべく、米国の 21
世紀に向けた外国語教育指針（5C’s）を取り入れて教育課程を編成している。
　5C’s とは以下のコミュニケーションに不可欠の 5 つの英単語 communication、cultures、
connections、comparisons、communities の頭文字を取ったものである。コミュニケーションのため
の実践的・実用的な高度な外国語運用能力を習得させ（communication）、グローバル化した現代社会
と異文化や外国語に関する情報を獲得し（cultures & connections）、習得を目指す外国語が用いられ
ている社会に実際に加わり（communities）、その外国語や異文化に対する理解を深めつつ母語や自国
文化を比較・相対化すること（connections & comparisons）は、本学部が育成を目指す facilitator、
negotiator、administrator としてグローバル社会の諸分野で活躍するための要件として必須のもので
ある。本学部の全ての科目はこの目的の実現に貢献するように構想されている。
　学部の 3コースの教育課程は、必修科目、選択科目Ⅰ（演習系）、選択科目Ⅰ（講義系）、選択科目
Ⅰ（初修外国語ないし共修外国語［英語コースと中国語コースのみ］）、選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲから
構成されている。

〈2016年度生対象〉カリキュラム・ポリシー

▲

必修科目
　必修科目は、本学部が目指す高度な外国語運用能力・コミュニ
ケーション能力を養成するために不可欠な基礎講義科目・基礎語
学科目群・ゼミ関係科目群からなる。英語コースでは42単位、
中国語コースでは48単位、日本語コースでは46単位が必修科目
となっている。必修科目の比率が本学の他の学部に比してかなり

▲

選択科目Ⅰ
　選択科目Ⅰ（演習系）は必修科目で養成する言語運用能力・コミュ
ニケーション能力を実習面で伸長することを目的とする科目群で
あり、選択科目Ⅰ（講義系）はコミュニケーションを円滑に行え
るようにするための背景的知識を習得させるための科目群である。
　選択科目Ⅰ（演習系）A群は、より高度な実践的外国語運用能力・
技能の習得を目的とした選択科目群である。
　グローバル社会の構造と動態及び異文化を理解できるようにす
るために、選択科目Ⅰ（講義系）が設けられている。選択科目Ⅰ（講

▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱはグローバル社会に関する幅広い教養と外国語運用
能力を基礎に、高い倫理観をもってコミュニケーションの橋渡し
となるために、習得を目指す外国語が実際に使われている国にお
いてその外国語の習得と異文化理解を目的として設けられている
科目群である。選択科目Ⅱは、英語コースと中国語コースにおい
ては、「Study Abroad」であり、約1年間、当該外国語が使用され
ている国での研修を義務化し、教育課程に組み込んでいるのが本
学部の特徴である。履修単位の修得は、24単位程度を目安として

▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補足し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲを
設けている。選択科目Ⅲは幅広い教養を養う教養系科目群である。
全学共通教養教育科目（同志社科目、キャリア形成支援科目、国
際教養科目、人文科学系科目、社会科学系科目、自然・人間科学
系科目、先端・複合領域科目、プロジェクト科目、外国語教育科目、
保健体育科目）、他学部設置科目、日本語・日本文化教育科目のう
ち日本事情科目（日本語コースのみ）、大学コンソーシアム京都単
位互換科目、同志社女子大学単位互換科目及びテュービンゲン大
学 IES科目を選択科目Ⅲに位置づけ、そのなかから14単位（日本

高いが、これは卓越した外国語運用能力を駆使して、グローバル
社会の諸分野で facilitator、negotiator、administratorとして活躍で
きるようになるという目標を実現するための積極的方策の反映で
ある。

義系）はグローバル化した現代社会と異文化に対する深い理解力
を養う専門講義系科目群であり、各コースとも選択科目ⅠのB群、
C群、D群に関連科目群を配し、それぞれの群から一定の単位の
履修を義務づけている。
　選択科目Ⅰ（初修・共修外国語）は、グローバル化した社会を
複眼的かつ相対的に見る視野を涵養し多文化に対する理解を深め
るために、専攻する外国語のほかにもう一つの外国語を学習させ
ることを目的とした科目群である。

いる。日本語コースは留学生が対象であるので、「Study Abroad」
に相当するものとして、選択科目Ⅱに配された「日本の伝統文化
演習A・B」、「日本の現代文化演習A・B」、「日本の社会実習A・B・C」、
及び「インターンシップA」から6単位以上の履修を課している。
いずれのコースにおいても、各言語圏での実体験を通して各外国
語の運用能力を高めるとともに異文化に対する理解を深め、コミュ
ニケーションの橋渡しとなる人材養成を目指す。

語コースは全学共通教養教育科目の外国語教育科目内から7単位
以上。ただし、母語を除く）の履修を義務付けるものとする。選
択科目Ⅲは、専門知識だけではなく、グローバル社会の諸分野で
facilitator、negotiator、administrator として活躍できるようになる
という目標を実現するために、広い視野と豊かな教養を得ること
を目的としている。また、在学中から卒業後のキャリア設計を視
野に入れて人生設計ができるようになるために、キャリア形成支
援科目の履修を推奨する。
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　極めて高い外国語運用能力の習得を目指し、グローバル化した現代社会に対応すべく、米国の 21
世紀に向けた外国語教育指針（5C’s）を取り入れて教育課程を編成している。
　5C’s とは以下のコミュニケーションに不可欠の 5 つの英単語 communication、cultures、
connections、comparisons、communities の頭文字を取ったものである。コミュニケーションのため
の実践的・実用的な高度な外国語運用能力を習得させ（communication）、グローバル化した現代社会
と異文化や外国語に関する情報を獲得し（cultures & connections）、習得を目指す外国語が用いられ
ている社会に実際に加わり（communities）、その外国語や異文化に対する理解を深めつつ母語や自国
文化を比較・相対化すること（connections & comparisons）は、本学部が育成を目指す facilitator、
negotiator、administrator としてグローバル社会の諸分野で活躍するための要件として必須である。
本学部の全ての科目はこの目的の実現に貢献するように構想されている。
　学部の 3コースの教育課程は、必修科目、選択科目Ⅰ（演習系）、選択科目Ⅰ（講義系）、選択科目
Ⅰ（初修外国語ないし共修外国語［英語コースと中国語コースのみ］）、選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲから
構成されている。

〈2015年度以前生対象〉カリキュラム・ポリシー

▲

必修科目
　必修科目は、本学部が目指す高度な外国語運用能力・コミュニ
ケーション能力を養成するために不可欠な基礎講義科目・基礎語
学科目群・ゼミ関係科目群からなる。英語コースでは46単位、
中国語コースでは54単位、日本語コースでは50単位が必修科目
となっている。必修科目の比率が本学の他の学部に比してかなり

▲

選択科目Ⅰ
　選択科目Ⅰ（演習系）は必修科目で養成する言語運用能力・コミュ
ニケーション能力を実習面で伸長することを目的とする科目群で
あり、選択科目Ⅰ（講義系）はコミュニケーションを円滑に行え
るようにするための背景的知識を習得させるための科目群である
（2～4年次配当、各2単位）。
　選択科目Ⅰ（演習系）A群は、より高度な実践的外国語運用能力・
技能の習得を目的とした選択科目群である（各2単位）。
　グローバル社会の構造と動態及び異文化を理解できるようにす
るために、選択科目Ⅰ（講義系）が設けられている。選択科目Ⅰ

▲

選択科目Ⅱ
　選択科目Ⅱはグローバル社会に関する幅広い教養と外国語運用
能力を基礎に、高い倫理観をもってコミュニケーションの橋渡し
となるために、習得を目指す外国語が実際に使われている国にお
いてその外国語の習得と異文化理解を目的として設けられている
科目群である。選択科目Ⅱは、英語コースと中国語コースにおい
ては、「Study Abroad」であり、約1年間、当該外国語が使用され
ている国での研修を義務化し、教育課程に組み込んでいるのが本
学部の特徴である。履修単位は2～ 30単位とし、24単位程度の

▲

選択科目Ⅲ
　専門知識を補足し、真の教養人を養成するために選択科目Ⅲを
設けている。選択科目Ⅲは幅広い教養を養う教養系科目群である。
全学共通教養教育科目（同志社科目、キャリア形成支援科目、国
際教養科目、人文科学系科目、社会科学系科目、自然・人間科学
系科目、先端・複合領域科目、プロジェクト科目、外国語教育科
目、保健体育科目）、他学部設置科目、大学コンソーシアム京都単
位互換科目、同志社女子大学単位互換科目及びテュービンゲン大
学 IES科目を選択科目Ⅲに位置づけ、そのなかから14単位（日本

高いが、これは卓越した外国語運用能力を駆使して、グローバル
社会の諸分野で facilitator、negotiator、administratorとして活躍で
きるようになるという目標を実現するための積極的方策の反映で
ある。

（講義系）はグローバル化した現代社会と異文化に対する深い理解
力を養う専門講義系科目群（各2単位）であり、各コースとも選
択科目ⅠのB群、C群、D群に関連科目群を配し、それぞれの群
から一定の単位（4～6単位）の履修を義務づけている。
　選択科目Ⅰ（初修・共修外国語）は、グローバル化した社会を
複眼的かつ相対的に見る視野を涵養し多文化に対する理解を深め
るために、専攻する外国語のほかにもう一つの外国語を学習させ
ることを目的とした科目群である。

修得を目安としている。日本語コースは留学生が対象であるので、
「Study Abroad」に相当するものとして、選択科目Ⅱに配された「日
本の伝統文化演習A・B」（各2単位）、「日本の現代文化演習A・B」
（各2単位）、「日本の社会実習A・B・C」（各1単位）、及び「インター
ンシップA・B」（各2単位）から8単位以上の履修を課している。
いずれのコースにおいても、各言語圏での実体験を通して各外国
語の運用能力を高めるとともに異文化に対する理解を深め、コミュ
ニケーションの橋渡しとなる人材養成を目指す。

語コースは全学共通教養教育科目の外国語教育科目内から6単位
以上。ただし、母語を除く）の履修を義務付ける。選択科目Ⅲは、
専門知識だけではなく、グローバル社会の諸分野で facilitator、
negotiator、administratorとして活躍できるようになるという目標
を実現するために、広い視野と豊かな教養を得ることを目的とし
ている。また、在学中から卒業後のキャリア設計を視野に入れて
人生設計ができるようになるために、キャリア形成支援科目の履
修を推奨する。
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