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天理大学 国際学部 地域文化学科 

学科案内（2020 年度版） 

 

＜コース選択＞ 

所属コースと１０の地域言語は下の図のように関連しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＊自分の学びたいコースと言語を考えて、コース選択にのぞんでください。 

 
日本研究コースおよび日本語は外国人留学生用です。 
このパンフレットは日本研究コース以外の学生用です。 

スペイン語 

ブラジルポルトガル語 

ドイツ語 

フランス語 

ロシア語 

韓国・朝鮮語 

中国語 

タイ語 

インドネシア語 

アメリカス 
ヨーロッパ・ 

アフリカ 

アジア・ 

オセアニア 

日本 

（外国人留学生）

日本語 
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＜地域文化学科 入学から卒業までの学び＞ 

 
・1 年生 基礎固め 

地域言語 必修です ☛ p.6「留学制度」について 

                ☛ p.7「語学検定の補助」について 

研究入門 コースにより取る科目が異なるので注意!!! 

                  ☛ p.３～４ 自分のコースの科目は？  

異文化実習 に行こう！ ☛ p.５ 今年度の実習先は？  

 学科会 にも挑戦しよう！ ☛ p.８ 自分のコースの学科会は？ 

 

・２年生 研究準備 

  コース科目（○○概論、○○史、○○と日本など）開始 

  ゼミ（演習）の選択 コースごとに条件を確認 
 

・３年生 研究開始 卒論作成の始まり 

コース科目（○○特論、○○現代事情/多文化共生論など） 

  ゼミ「○○文化演習１・２」の開始 

      ＊研究方法をビシビシ鍛えよう！ 

 

・４年生 研究完成 12 月 卒論提出 
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＜1 年生の「○○地域研究入門」について＞ 
 

☛最重要事項：1 年次の地域研究入門のうち、各コース指定の 4 単位以上を修

得していないと、3 年次に演習の履修登録はできません（つまり、4 年での卒業が難しくな

ります）。自分のコースに該当するところをしっかりと読んで、計画的に履修してください。 
 

 

○アジア・オセアニア研究コースの場合 
下から２科目選んで、必ず履修すること 

 ※同じ科目名でも取り扱う内容や開講時期が異なるので、計画的に履修すること 

 

科目名 開講時期 主な内容 

東アジア地域研究入門<Ｂ>：魯（火

３） 

 

 

 

春学期 

現代韓国社会の特徴（家族・同

族、宗教、地域社会、外国人労

働者、在外同胞など）について 

東南アジア・オセアニア地域研究入

門<Ａ>：奥島（火４） 

東南アジア（マレーシア、イン

ドネシア、ベトナムなど）の経

済情勢、民族・文化の多様性、

日本とのつながりについて 

東アジア地域研究入門<Ａ>：村尾・

中（木３） 

 

 

 

 

 

 

 

秋学期 

・中国社会（中国・香港・台湾）

の政治・経済、地理・歴史に

ついて 

・中国文化（食文化・風水思想・

スポーツ文化など）について 

東南アジア・オセアニア地域研究入

門<Ｂ>：井上（火３） 

オーストラリア、ニュージーラ

ンド、３つの島嶼社会の地理・

歴史について 

東南アジア・オセアニア地域研究入

門<Ｃ>：ピヤダー（火４） 

東南アジアの地理的概念と歴史

的変遷、各地域の宗教や文化に

ついて 
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○ヨーロッパ・アフリカ研究コースの場合 
春学期と秋学期のどちらかで、下から２科目を必ず履修すること 

 春学期に履修済みの場合は、秋学期に同じ科目名を取る必要はありません 

 

科目名 開講時期 主な内容 

ヨーロッパ地域研究入門 春学期 

秋学期 

ヨーロッパに関する基本的な情報

（地理、言語、文化等）を取り上げ

る。 

アフリカ地域研究入門 春学期 

秋学期 

大自然、戦争、貧困といったステレ

オタイプ的なアフリカ観を乗り越

え、各受講生が新しいアフリカ観を

作るための基本的なものの見方と

材料を提供する 
 

 

○アメリカス研究コースの場合 
クラス分けをしますので、自分がどちらのクラスか注意してください。 

A）春学期「ラテンアメリカ地域研究入門」＋秋学期「北アメリカ地域研究入門」 

B）春学期「北アメリカ地域研究入門」＋秋学期「ラテンアメリカ地域研究入門」 

 

科目名 開講時期 主な内容 

北アメリカ地域研究入門<A> 

北アメリカ地域研究入門<B> 

春学期 

秋学期 

現代米国社会のかかえた問題の

中で最も根深い問題、人種問題

を取り上げる 

ラテンアメリカ地域研究入門<A> 

ラテンアメリカ地域研究入門<B> 

春学期 

秋学期 

ラテンアメリカ地域に関する基

本的な情報（歴史、地理）共通

する文化、そして現代ラテンア

メリカが抱える問題を考察する 
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＜今年度の異文化実習＞ 
 

「異文化実習」は地域文化学科の選択科目（４単位）です。地域文化学科の１年次生から

履修することができます（２年次生以降でも履修可）。今年度は①タイ、②アメリカ、③ロ

シア・バルト諸国で実習を行ないます。希望者は「異文化実習」という科目の履修登録をし

てください。 

 

○タイ 

 ☆実習時期 

20２１年２月の予定（約1２日間） 

費用：約１０〜１５万円 

☆担当者（ピヤダー先生）からのメッセージ！ 

 首都バンコクと南部のパンガー県にある小中学校を訪問し、タイの社会や文化に触れながら、タ

イの生徒と交流してみませんか。普段の観光では味わえない体験ができます。 

 

○アメリカ 

 ☆実習時期 

2020年２月中旬〜下旬予定(約1４日間) 

費用：約30万円 

☆担当者（森下先生）からのメッセージ！ 

 世界で最も多様な都市と言われるロザンゼルス市に行き、実習期間中アメリカの実生活を体験す

るために一般家庭でホームスティします。アメリカ車社会で欠かせない高速道路を利用しながら、

多文化共生を促す博物館や公共施設を見学し、多からなる一つのアメリカ文化の都市空間も体験し

ます。例えば、アメリカスポーツ文化を理解するためにNBAの試合を観戦し、ビーチ文化を触れる

ためにスケーターやサーファーも見物します。このアメリカ方面の異文化実習は、主に多文化的な

知恵を身につけ、自らの文化的地平を大きく広げることができます。 

 

○ロシア・バルト諸国 

☆実習時期 

202１年２月〜３月の予定（約1８日間） 

 費用：約3０万円 

☆担当者（日野先生）からのメッセージ！ 

 実習は、本学と協定を結んでいる大学があるキエフとモスクワをはじめ、サンクト・ペテルブル

グやバルト諸国のタリンとリーガで行います。歴史、祝祭、食、建築、スポーツ、音楽などを通じ

て、多岐にわたる異文化体験をしていただきます。一般に観光で訪れることが珍しい地域を訪れ、

いろいろ楽しい体験をしましょう。 
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＜留学制度（交換留学・認定留学）＞ 
地域文化学科の学生は、交換留学制度を利用して、留学生交換協定を締結した大学へ留学するこ

とができます。交換留学のほかに、留学を希望する大学が認定留学先大学として認められれば、天

理大学に在籍したままで認定留学生として派遣されます。詳細については国際交流センター室まで

お尋ねください。 

＜交換留学制度のある大学＞＊（ ）は 2020 年３月１日現在までの学科からの留学者数総数です。 

○北京師範大学（中国） 

○蘇州大学（中国）（１） 

○華南師範大学（中国）（２） 

○マカオ大学（中国）（１） 

○中国文化大学（台湾）（４） 

○国立台湾師範大学（台湾）（２） 

○慈済大学（台湾） 

○国立台東大学（台湾） 

○国立台湾大学（台湾） 

○韓国外国語大学校（韓国）（７） 

○江原大学校（韓国）（２） 

○嶺南大学校（韓国） 

○釜山大学校（韓国） 

○チェンマイ・ラーチャパット大学 

（タイ）（8） 

○マハーサーラカーム大学（タイ）（４） 

○パジャジャラン大学（インドネシア）（５） 

○ブルネイ・ダルエスサラーム大学 

（ブルネイ） 

○オルレアン大学（フランス）（2２） 

 

○ケルン大学（ドイツ）（８） 

○サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 

（スペイン）（３） 

○サラマンカ・ポンティフィシア大学 

（スペイン）（１） 

○モスクワ言語大学（ロシア）（1１） 

○サハリン国立大学（ロシア） 

○キエフ大学（ウクライナ）（５） 

○リジャイナ大学（カナダ） 

○オハイオ州立大学（アメリカ）（１） 

○マレー州立大学（アメリカ） 

○カリフォルニア州立大学（アメリカ） 

○ロングビーチ校（アメリカ） 

○プエブラ栄誉州立自治大学（メキシコ）（11） 

○バジェ大学（コロンビア）（３） 

○サンパウロ州立パウリスタ大学 

（ブラジル）（４） 

○パラナ連邦大学（ブラジル）（４） 

 

＜地域文化学科からの認定留学実績＞ ＊2020 年３月１日現在。数字は留学者数。 

マカオ大学（中国）、台湾大学（台湾）、台湾師範大学（台湾）、中国文化大学（台湾）、韓国外

国語大学校（韓国）（３）、江原大学校（韓国）、崇実大学校（韓国）、エンデランカレッジ大学（フ

ィリピン）、オタゴ大学（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）、CCEL クライストチャーチ（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）、イースト・

アングリア大学（イギリス）、ダブリンユニバーシティ（アイルランド）、マールブルク大学（ドイ

ツ）（６）、サラマンカ・ポンティフィシア大学（スペイン）、リジャイナ大学（カナダ）（３）、

カルガリー大学（カナダ）、コンコルディア大学（カナダ）、マレー州立大学（アメリカ）（３）

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（アメリカ）（２）、ネブラスカ大学カーニー校（アメリ

カ）、ハワイ大学（アメリカ）（４）、サンフランシスコ州立大学（アメリカ）（４）、ニューヨ

ーク市立大学クイーンズ校（アメリカ）、パラナ連邦大学（ブラジル） 
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＜語学検定料補助制度について＞ 
         

地域文化学科では、語学検定試験の受講を奨励するため、キャンパスライフでも単位認定

を認めている下記の試験を受験したものに、検定料の一部を補助しています。 

 
○補助を認める語学検定（キャンパスライフに記載の語学検定試験） 

英検・TOEFL・TOEIC    

中国語検定試験・新漢語水平考試・華語文能力測験・中国語コミュニケーション能力検定 

「ハングル」能力検定試験・韓国語能力試験    

実用タイ語検定試験  

インドネシア語技能検定試験    

ドイツ語技能検定試験    

実用フランス語技能検定試験    

ロシア語能力検定試験    

スペイン語技能検定・DELE    

外国語としてのポルトガル語検定試験   

日本語能力試験（留学生） 

 
 
○手続き方法  

 

① 郵便振替・銀行振替・領収書（受験料の支払いが証明され、氏名と試験名と日時が明記

されているもの）を、各コース共同研究室の事務助手さんに、封筒に入れて手渡す。そ

のとき携帯番号も提出してください。 

 

② 事務助手さんから連絡が来たら、印鑑をもって各コース共同研究室にとりにきてくださ

い。 

 

公平性を保つため年に一度の申請にしてください。 

また大学の事務的な支払いの関係上、一括して取り扱いますので補助申請締め切りは以

下の通りです。（年内のものに限ります。翌年の 1 月受験のものは 12 月に支払いを済

ませて申し込んでください。2 月 3 月に受験したものは補助の対象外となります）  

 

第一回締め切り     0６月 30 日 

第二回締め切り     12 月 22 日 
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＜学科会について＞ 
 

地域文化学科には、４つの研究コースごとに独特の名前をもつ学科会があります。それぞ

れの会では、コース教員の指導のもとで、新入生歓迎行事などを行ったり、体育大会や大学

祭などに参加したりする以外にも、日ごろからいろいろな活動を通して、親睦を深めていま

す。 

 

○アジア・オセアニア研究コース   

 → パンコラ会 

○ヨーロッパ・アフリカ研究コース 

 → ユーリカ会 

○アメリカス研究コース  

→ コンドル会 

○日本研究コース  

→ 大和路会 

 

★★★新入生の皆さん、ぜひ４月から活動をのぞいてみてく

ださい！★★★ 

 

 

天理大学 国際学部 地域文化学科 

○アジア・オセアニア研究コース共同研究室 

研究棟３階 西側  （０７４３）６３－９０４９ 

○ヨーロッパ・アフリカ研究コース共同研究室 

研究棟４階 南側  （０７４３）６３－９０７４ 

○アメリカス研究コース共同研究室 

研究棟４階 西側  （０７４３）６３－９０７２ 

○日本研究コース共同研究室 

研究棟３階 南側  （０７４３）６３－９０５２ 


