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１．主任・1年次生クラス
担任の紹介
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学科主任： 村尾進

【アジア・オセアニア研究コース】
研究コース主任： 野津幸治
１年次生担任： 藤田明良・鈴木陽二

【ヨーロッパ・アフリカ研究コース】
研究コース主任： 大平陽一
１年次生担任： 日野貴夫・森洋明

【アメリカス研究コース】
研究コース主任： 山本匡史
１年次生担任： 初谷譲次・山本匡史
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２．研究コース・地域言語
希望調査アンケート
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記入の手順

①メールアドレス、学籍番号、氏名（ふりがな）を記
入

②研究コース選択

・希望順位（1～3）を選択する
③地域言語選択

・各研究コース内の地域言語すべてに希望順位を
選択する（合計9つ）

アジア・オセアニア （1～4）
ヨーロッパ・アフリカ （1～3）
アメリカス （1・2）
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受け入れ人数

［研究コース］

• アジア・オセアニア ：52～64名
• ヨーロッパ・アフリカ： ：41～50名
• アメリカス ：41～50名
［地域言語］

• スペイン語をのぞく8言語：２５名まで
• スペイン語のみ：50名（2クラス）まで
（ともに原則として）

・第1希望者数が上限を超えた場合、人数を調整 ⇒
プレイスメントテストの結果で決定
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決定の手順
①まず研究コースを決定する

・第1希望を優先
・第1希望が上限に達していない場合

→自動的に希望研究コースに決定

・第1希望が上限を超えた場合

→プレイスメントテストの結果で第1希望以
下に順次振り分け

※第2希望以下でも、それらの第1希望者が上
限を超えている場合は選べない
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②ついで各研究コース内の地域言語を決定す
る

・第1希望を優先
・第1希望が上限に達していない場合

→自動的に希望地域言語に決定

・第1希望が上限を超えた場合

→プレイスメントテストの結果で第1希望以下に
順次振り分け

※第2希望以下でも、それらの第1希望者が上
限を超えている場合は選べない
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とりたい研究コースと地域言語をよく考えて、希
望順位を決めること

・希望調査票の提出後、変更は一切認められ
ない
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３. 履修登録について

大学の時間割はすべて自分で設計して登録します

→登録の不備は原則として自己責任になります

先輩のアドバイスはとても役に立つのですが...^^;

→年度によって学則が異なる場合があります

必ず自分自身で制度を理解した上で取り組みましょう

友達と同じにしておけば間違いないかも...^^;

→名簿順などで履修規制があるかも知れません
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地域文化学科を卒業するためには...

→124単位以上の取得が必要

単位？
授業科目の形態によって単位数は異なります

・講義科目
・演習科目
・実習科目
・卒業論文

科目数≠単位数なので履修登録の際には要注意

＝2単位
＝1～2単位
＝科目によりさまざま（1～4単位）
＝4単位

＊各科目は学期ごとに完結します
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卒業要件単位の内訳

総合教育科目

専門教育科目

・天理教科目
・建学の精神科目
・基礎教育科目
・教養科目

・共通科目（国際学部）
・専攻科目（地域文化学科）

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

←必修科目

←選択必修科目

←選択科目

また、科目によって配当年次が異なるので注意しましょう
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履修登録上の注意

登録できる単位数＝最大４４単位

（資格課程登録者は12単位まで追加可能）

(1) 総合教育科目

『履修登録ガイド』を参照

原則として１年分の履修登録を春におこなう
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(2) 専門教育科目

①共通科目（『キャンパスライフ』参照）

必修：「日本文化概論」
「国際文化論」

（いずれもクラス指定あり）

選択：「世界の英語」
「異文化コミュニケーション１」
「異文化コミュニケーション２」
「日本と国際社会」
（可能な範囲で履修）
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② 専攻科目（『キャンパスライフ』 参照）

「世界の地理」「世界の歴史」「世界の情勢」
「世界の観光」「世界のスポーツ文化」
→4単位（2科目）以上を履修

「○○地域研究入門」×2科目
「○○語レベルＡ１」（2コマ）春学期
「○○語レベルＡ２」（2コマ）春学期
「○○語レベルＢ１」（2コマ）秋学期
「○○語レベルＢ２」（2コマ）秋学期

＊すべての研究コースに共通の科目：

＊研究コース（地域言語）ごとの科目：
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《補足》

・資格科目の登録

『履修登録ガイド』参照
（資格課程についての詳細は『キャンパスライフ』参照）

・他学部の専門教育科目の履修
『履修登録ガイド』 参照

・語学検定試験による「英語」の単位認定

『履修登録ガイド』参照

その他、不明な点は教務部にて確認、相談してください
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４．各種プログラムについて

英語教育プログラム

と

ディベロップメントプログラム
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各種プログラムとは？

•自分の個性や関心に合わせて，その能力
を伸ばそうという意欲的な学生諸君のた
めに，幅広く系統的な学習ができるように
プログラム化した学科群のこと。

•プログラムは，次の２種類に大別される。

（１）英語教育プログラム

（２）ディベロップメントプログラム
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•国際語としての英語運用能力を重視して
実施し…

•国際社会で活躍できる有能な人材の輩
出を目標とする。

•学年・専攻に関係なく…

•目的別・能力別に履修できる。

（１）英語教育プログラム
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1. ベーシック群

2. レベルアップ群

3. スキルアップ群
1. 「旅行英語」

2. “Communication English”

3. 「翻訳」

4. 「通訳」など

4. アカデミック群

英語教育プログラムの科目群
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•学部横断的な６種のプログラム。

•専門科目や総合教育科目などに
開講されている科目を組み合わ
せて編成。

•一人ひとりの興味に合わせて独
自のアレンジも可能。

（２）ディベロップメントプログラム
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1.国際協力プログラム

2.海外伝道プログラム

3.国際観光プログラム

4.国際スポーツプログラム

5.健康支援プログラム

6.芸術・芸能プログラム

６種のプログラム
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•ことばをこえたコミュニケーション
の手段としてのスポーツを国際的
視点に立って学び…

•スポーツによって国際理解を深め
…

•スポーツを通じて国際社会に貢献
する。

例）国際スポーツプログラム
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［活躍が期待される進路］

スポーツチーム職員，スポーツ関連団体
職員 など

［科目］

ビジネスとスポーツ

スポーツ社会学

スポーツマネジメント

武道国際事情

国際スポーツ協力論

国際スポーツ交流実習 など

25



•詳しくは…

『キャンパスライフ』 をご覧ください。
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7．異文化実習
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◆地域文化学科の選択科目（４単位）
◆ １年次生から履修可

◆所属研究コースと関係なく履修可

◆「異文化実習」の構成：
・事前学習（週１コマ×15週）
・現地実習（約２週間）
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アジア・オセアニア研究コース
タイ
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東南アジア・オセアニアの実習は2021年2
月にタイ（首都バンコクと南部のパンガー
県）で行います。地元の小学校・中学校を
訪問し、タイの社会と文化に触れながら、
日本のゲームや歌、折り紙などの紹介を
通じてタイの学生と交流してみませんか。
普段の観光で味わえない体験し、視野を
広げてリーダーシップを発揮するチャンス
です。
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ヨーロッパ・アフリカ研究コース
ロシア・バルト諸国
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• 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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アメリカス研究コース
北米
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• アメリカ西海岸で２週間の豊富な海外体験を企画し
ています。世界で最も多様な都市と言われるロサン
ゼルス市に行き、多文化生活を身近に体験するた
めアメリカの一般家庭でお世話になります。それぞ
れの受講生はホームステイ先から公共交通期間を
利用し、リトル東京・チャイナタウン・メキシコ人街な
どマルチエスニックな空間を体験、ハリウッド・サンタ
モニカ・ロングビーチなどの都市空間を見学します。
それぞれの見学先から戻り、学んだことを記述し、
意見交換する時間も設けます。このように参加学生
は、見学・意見交換・ホームステイ先での交流を通
して、多文化的な知恵を身に付け、自らの地平を大
きく広げます。
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