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コース
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英語コミュニケーション概論Ⅰ・Ⅱ
英語学　 英文法Ⅰ・Ⅱ　 英語音声学
児童英語教育論Ⅰ・Ⅱ
パフォーマンス・トレーニング
コミュニケーション実践Ⅰ・Ⅱ
英語現地実習Ⅰ・Ⅱ
Pronunciation Practice
English for International
　Communication
英文基礎講読
英文基礎作文

西洋史　英米の演劇
アメリカ文化研究　比較文化論Ⅰ・Ⅱ
コミュニケーション実践Ⅰ・Ⅱ
英語学
英文法Ⅰ・Ⅱ
英語現地実習Ⅰ～Ⅳ
世界遺産学　現代世界と観光
English for International Communication

学科基礎演習Ⅰ・Ⅱ（第二言語習得）（児童英語）

学科基礎演習Ⅰ・Ⅱ（英語文学）（異文化コミュニケーション）

コース専門演習Ⅰ・Ⅱ（第二言語習得）（児童英語）

コース専門演習Ⅰ・Ⅱ（英語文学）（異文化コミュニケーション）

卒業演習Ⅰ・Ⅱ、卒業課題
（第二言語習得）（児童英語）

卒業演習Ⅰ・Ⅱ、卒業課題
（英語文学）（異文化コミュニケーション）

英文学史
米文学史
第二言語習得Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化研究
比較文化論Ⅰ・Ⅱ
Speech & Communication

英文基礎講読
英文基礎作文

Current Affairs Reading
Current Events
The World through Media
Discussion & Debate
Reading & Discussion

英文学史
米文学史

社会言語学Ⅱ　　　　　翻訳論Ⅰ・Ⅱ
Academic Writing
コミュニケーション実践応用Ⅰ・Ⅱ
英文講読
英語圏の歴史と文化
アメリカ文化特講　　　比較文化特講

文学方法論Ⅱ
社会言語学Ⅱ　　　　　翻訳論Ⅰ・Ⅱ
英語文学特講
英語圏の歴史と文化
世界遺産学特講
コミュニケーション実践応用Ⅰ・Ⅱ
Poliitics of the United States Foreign Policy

　　

通訳論Ⅰ・Ⅱ
認知言語学

英文作文
Social Psychology and Identity

西洋史特講Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化特講
比較文化特講
英文作文
英文講読

1年次 2年次 3年次 4年次

学科専門基礎

学科専門基礎

キリスト教学入門Ⅰ・Ⅱ
平和研究入門Ⅰ・Ⅱ
生活園芸Ⅰ（春）・Ⅰ（秋）
情報科学基礎Ⅰ・Ⅱ

キリスト教学入門Ⅰ・Ⅱ
平和研究入門Ⅰ・Ⅱ
生活園芸Ⅰ（春）・Ⅰ（秋）
情報科学基礎Ⅰ・Ⅱ

言語学入門Ⅱ
異文化コミュニケーション
英語Ⅰ（Study Skills）
英語Ⅱ（Reading & Listening）
英語Ⅲ（Speaking & Writing）
英語Ⅳ（Critical Analysis）
ジェンダー入門

文学入門
言語学入門Ⅱ
哲学入門
英語Ⅰ（Study Skills）
英語Ⅱ（Reading & Listening）
英語Ⅲ（Speaking & Writing）
英語Ⅳ（Critical Analysis）
異文化コミュニケーション
ジェンダー入門

［共通基礎科目／共通教養科目］

［共通基礎科目／共通教養科目］
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ス

　英語コミュニケーション学科のカリキュラムモデル

２年専門ゼミ

２年専門ゼミ

３年専門ゼミ

３年専門ゼミ

４年専門ゼミ

４年専門ゼミ

学科・コース専門応用

学科・コース専門応用

共通基礎・教養・語学

共通基礎・教養・語学

［共通語学科目／学部専門基礎科目］

［共通語学科目／学部専門基礎科目］

フィールドスタディ（全学専門特殊）

TOEFL®450点 - 550点 目標

TOEFL®550点 - 600点 目標

児童英語教育実習Ⅰ～Ⅳ（全学専門特殊）

フィールドスタディ（全学専門特殊）

池田 美花 （２年）　ゼミ：英語教育･アメリカ文化　静岡・静岡東高等学校 出身

英語で学ぶ異文化コミュニケーション

　中学生のときに参加した２週間の留学で英語の楽しさを知り、さらに英語を深く

学びたいと思い本学科を選びました。1年次のカナダ語学研修や異文化コミュニケー

ション、言語学入門の授業を通して、日本と英語圏の文化の違いや会話スタイルの違

い、上下関係によって表現が変化するなど、社会文化が言語使用に与える影響を学び

ました。記憶する英語ではなく「 使う英語 」、文化的背景を「 考える英語 」を習得し

ました。つねに「 なぜ 」を問われる授業から、「 思考力 」も身についたと思います。

Understanding Cultural Differences
（コミュニケーション実践応用Ⅰ・Ⅱ）

English for International Communication児童英語教育実習Ⅰ〜Ⅳ アメリカ文学―越境する言葉と文化 （米文学史）
アクティブ・ラー二ング 英語教育コース体験・現場から学ぶ授業 英語文化コース

　This course focuses on developing strategies for understanding and 

appreciating cultural differences. 

Students will develop awareness 

of their identity and how this is 

communicated to people of other 

cultures. They will also learn how their 

thoughts and words are perceived 

when communicating in English.

　英語でのリスニング、ディスカッション、プレゼンテーション、リ

サーチスキルを磨き、英語を使うことに自信をつけます。英語圏の祝

祭、祝日、食文化、e-mail英語、

Gap Year、カルチャーショッ

クなどについて学び、異文化

理解も深めるとともにコミュ

ニケーション・ストラテジー

を使いこなしながら英会話を

継続させる方法も学びます。

　子どもの言語習得や認知発達過程についての理解を深めながら、近隣

の公立小学校での活動実践に向けて、指導内容や指導方法を自ら考え、

練習を積みながら教える力を養っ

ていきます。質の高い英語のイン

プットを子どもたちに与えるため

に、Teacher talk、絵本の読み聞

かせ、英語の歌やゲームはすべて

英語で行うので、実践練習を通し

て英語力も身につきます。

　アメリカ文学とは多様な人種・民族で成り立つアメリカという国そのも

のを体現した文学です。ネイティブアメリカン、アフリカ系、アジア系、

カリブ系、アラブ系、ユダヤ系、

イタリア系、アイルランド系等

の作家の作品から英語表現の広

がりと玄奥を学び、アメリカ文

学を成立させる歴史的・文化的・

社会的背景を洞察します。
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