専門教育
科目

英語
科目
１年次

インテンシブ英語*
情報英語
週８クラス必修

２年次

イングリッシュ・スタディーズ入門
基礎演習、英語基礎演習
国際関係論

共通教育科目
・
第二外国語

講義やゼミにつながる基礎力養成

英語海外実習
（世界５地域、３週間）

キャリア形成
支援教育科目

インテンシブ英語*

人間教育科目
言語教育科目
体育教育科目

週５クラス必修

３年次

特
別
英
語

英語専門セミナー

英語研究
演習

「ゼミ」で
４年間の
学びの
集大成

言語・英語学
英語教育
翻訳・通訳
ホスピタリティ
英語児童文学
英・米文化
英・米文学
専攻基幹科目
最低９つ履修

４年次

＊「インテンシブ英語」とは
 ６段階レベル別の６クラス編成
 １クラス90分で、授業はすべて英語
 １クラス約20名の少人数制
 スキルベース、コンテンツベースの両方のクラスで英語力を強化します。
ワンキャンパスだから他学部の授業も受講可能。

・
ドイツ語
フランス語
スペイン語
韓国語
中国語
など

英語学科 ４つの専門トラック
英語学・英語教育
English Linguistics and Education
英語の仕組みを学ぶことで、言語・人・社会の関係について理解を深めることができる専
門トラック。幅広い選択肢の中から自分にあった科目を選ぶことができるため、学問として
の英語に興味がある人や、英語教員を目指す人に最適です。
Exploring how English works leads to an understanding of how language works in the human
mind and society. Whether you want to pursue and academic track (e.g. graduate school) or
you want to be an English teacher, there are a wide range of choices here.

英語圏文化・文学
Culture and Literature in English Speaking Countries
古典から最新の映画やミュージックビデオまで、様々な文学作品や文化を通して世界を多
面的にとらえる能力を身につけ、クリティカル・シンキングの力や表現力を修得することが
できる専門トラックです。
From the traditional classics to movies and music video, gain a broader world perspective
by exploring different cultures and literature while working on your critical thinking and
self-expression skills.

ビジネス・コミュニケーション
Business Communication
アジアから、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカに至るまで、英語がビジネスの共通言語にな
りつつある昨今、英語でのコミュニケーション力や翻訳・通訳能力には高いニーズがあ
ります。経営学部や経済学部の科目を英語学科での学びと融合することで、国際的な
キャリアへの第一歩を踏み出すことができる専門トラックです。
Across Asia, the Americas, Europe and Africa, English is the language of business. More
and more Japanese companies want graduates with active English communication as
well as translation skills. Adding courses from the Management and Economics faculties
to the base in the department, you can work towards an international career.
翻訳・通訳

ホスピタリティーとエアライン

Translation and Interpreting

Hospitality and Airline Industries

ビジネスとキャリア
Careers in Business

インタナショナル・スタディーズ
International Studies
様々な学科のインターナショナル・スタディーズ関連科目を取り入れることで、世界の諸
問題を国際的な視点から分析する力を身につけることができる専門トラックです。
To look at global issues from an international point of view and to build an international
studies program, you can make use of a wealth of classes from different departments
around the university.

英語学科における４つの専門トラック
＊英語講義科目
(＊) 一部、英語講義

Step A

Step B

Step C

留学へのリンク

基礎を身につけ、英語学科
での学びを体験する。

幅広い選択肢の中から、自
分の興味や目標に合った
科目を履修する。（下の表
には、一部の科目のみ記
載）

少人数制のクラスで、より専門的
な学びに取り組む。

一年の終わりの短期プログラム

英語学

英語学概論＊
イングリッシュスタディーズ
入門(＊)
基礎演習／英語基礎演習
(＊)

英語学・英語教育
英語教育
English Linguistics and
Education

英語海外実習＊

『英語海外実習』＊

社会言語学

英語学B（英語統語・意味論）応用言語学

日本語教師の資格に挑
戦する人もいます。

翻訳・通訳
Translation and
Interpreting

Swinbourne University
(Australia)

University of Kent (UK)
英語科教育法３・４介護等体
験（3年次・中学免許）

英語圏演劇論＊

英語児童文学＊

英文化概論＊

英語圏文化論＊

基礎演習／英語基礎演習
(＊)

米文化概論＊

英文学

英語海外実習＊

Approaches to Literature
and the Arts＊

Considering American
Society＊
文化や文学関連の科目は、翻訳・通訳だけで
なく、ビジネスやインターナショナルスタディーズ
を学ぶ上で重要な基盤になります。また、翻訳・
通訳という視点から文化や文学を学ぶことで、
より深い理解が可能になります。

イングリッシュスタディーズ
入門(＊)

通訳理論＊
通訳実習＊

翻訳理論
翻訳実習＊

基礎演習／英語基礎演習
(＊)

(4年次)
教育実習
教職実践演習

The Swinbourne
program has a 教職
theme

Business Communication

ホスピタリティーと
エアライン

英語海外実習＊

エアラインビジネス論
ホスピタリティビジネス論

Hospitality and
Airline Industries

ツーリズム論

ビジネスとキャリア

英語海外実習＊

Careers in
Business

インタナショナル・スタ
ディーズ
International Studies

Szeged University
(Hungary)

英語研究演習(＊)
英語専門セミナー（アカデミック英
語） ＊
英語専門セミナー
（クリエイティブライティング）＊

英語研究演習(＊)

カンタベリー・クライスト・チャー
チ大学（イギリス）
Canterbury Christ Church
University (UK)

Palacky Univeristy (Czech
Republic)
Szeged Univeristy
(Hungary)
Algoma University
(Canada)

Any of the five locations

Szeged University
(Hungary)

英語専門セミナー（通訳）＊

University of Palacky
(Czech Repbulic)

英語専門セミナー（翻訳）＊

University of Jyvaskyla
(Finland)

ホアセン大学（ベトナム）
ビジネス・コミュニケーショ
ン

Palacky Univeristy (Czech
Republic)
Massey University (New
Zealand)
Edith Cowan University
(Australia)

3年次末まで取るべき教職、教科に関する科目など

イングリッシュスタディーズ
入門(＊)

Culture and Literature in
English Speaking Countries

英語専門セミナー（アカデミック英
語）＊

英語学Ｃ（英語語彙論）＊
英語科教育法1・2

英語圏文化・文学

スウィンバーン工科大学
（オーストラリア）

英語研究演習(＊)

英語学A（音声学・音韻論） 心理言語学

教職（英語の
教員）

長期留学の選択（英語で）
例

国際関係論

他学部の関係ある講義：
例：文化学部ではいろいろな
ホスピタリティーのキャリアの
支援になる科目があります

英語研究演習

Hoa Sen Universtiy (Vietnam)

英語専門セミナー（ビジネスライ
ティング）＊

コンコーディア大学(アメリカ/オレゴン)

University of Tasmania

Concordia University (U.S.A.)

Japanese Management and World of Management
Business＊
Science＊

英語専門セミナー（ジャーナリズ
ム）＊

特別英語（ビジネスプレゼ 経済学英語講義(GJP経済学
ンテーション)＊
部)＊
様々な経済と経営と法学部学部の授業から、自分のニー
ズに合うようなブジネスプログラムを作成することが可能

英語専門セミナー（ビジネスライ
ティング）＊

タンパ大学(アメリカ/フロリダ)

Ludwigshafen University
(Germany)

University of Tampa (U.S.A.)

Payap University
(Thailand)
Szeged University
(Hungary)

日本の社会学＊

Choice from a wide range of
国際関係学科classes:

国際関係学科の研究演習も取る
ことも可能※１(＊)

国際開発学＊

国際関係科目(国際政治、国
際法、国際経済など)

英語専門セミナー（時事英語研
究）＊

KSU特別講義 (Japan's
Foreign Policy)＊

トランスナショナル科目(民
族、文化、人権、環境など)
地域科目(北米、東アジア、
ヨーロッパ、アフリカなど)

Christchurch Polytechnic
Institute of Technology
(New Zealand)

Any of the five locations

※１ 英語学科の研究演習を履修する
のは必修ですが、同時に英語学科と国
際関係学科の研究演習を取ることは可

Metropolitan University
Prague (Czech Republic)
Plus many more.

