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設置の趣旨等を記載した書類 
 
Ⅰ 総論 
 本届出は既設の長崎外国語大学外国語学部に新たに｢現代英語学科｣を設置することに係

るものである。 
本学部は現在｢国際コミュニケーション学科｣のみの１学科体制にある。 新学科 ｢現代英

語学科｣は、既設｢国際コミュニケーション学科｣の英語教育分野(英語英米文化コース)を独
立させ、同時に、平成 21年度からの学生募集停止（平成 21年度末廃止）を予定している
併設の長崎外国語短期大学(英語学科)を統合することにより、本学部の教育目標のより一
層の効果的な実現と、現代社会のニーズに適合した特色ある英語教育の実現を目的に設置

される。 
学部収容定員は現在の 760 [編入学定員 40含む] から 740に減ずる（「現代英語学科」 

340、「国際コミュニケーション学科」400 [編入学定員 60を含む]）。教員スタッフ数は現
在の 32から、新学科設置に伴う教員の適正配置および定員管理の考えに従って 35とする
（「現代英語学科」13、「国際コミュニケーション学科」22）[学長を含む]。学部の根本理
念と基本的教育目標とは従来と変わるところはなく、学部名称の変更はない。 
したがって以下の設置趣旨説明は、主として「設置の趣旨及び必要性」、「学部学科等の

特色」、「学部、学科等の名称及び学位の名称」、「教育課程編成の考え方及び特色」、「教員

組織の編成の考え方及び特色」、「教育方法、履修指導方法及び卒業要件」、「入学者選抜の

概要」について記述する。 
ただし、新設の｢現代英語学科｣は従来の 1 学部内に既設の｢国際コミュニケーション学
科｣と並立するものであり、両学科は当然のことながら車の両輪として一体不可分の関係に

ある。したがって以下の趣旨説明においては、新学科設置が学部全体の教育の中で占める

意義と役割を明示するために、基本的には学部全体との関連において両学科双方の説明を

行う。 
 
Ⅱ 設置の趣旨及び必要性 
 
（１） 学部の人材養成の目的 
長崎外国語大学外国語学部は、建学の理念 すなわち「キリスト教精神に基づき、外国

語と国際文化に関する知識を教授研究し、国際的な視野と円満な人格の涵養を図り、もっ

て地域並びに人類社会の福祉と発展に寄与しうる人材を育成すること」（学則第 1条）に拠

り、また大学における外国語専門教育の現代的意義と社会的ニーズを顧慮し、「語学力」、

「コミュニケーション力」、「人間力」をキーワードに、次のような人材育成を基本的目標

としている。 
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「語学力」を磨き、「コミュニケーション力」を身につけ、「人間力」を鍛えることに

よって、「真の対話と相互理解によって共通の目標を一致協力して実現する力」を 
備えた人材を養成する。 

  
外国語大学である以上、優れた語学教育を行うこと、将来的にも語学力を生かした、あ

るいは外国と関係のある職種への進路を主眼に置くことは当然である。 しかし語学力が生
きるには、まず何よりも「コミュニケーション力」と「人間力」が必須の条件であり、そ

れが切実な社会的要請でもある。また、必ずしも語学力そのものを必要としない一般企業

等も射程に入れなければならず、そのためにも上記の社会的要請に応えうる人材を育てる

ことを目標とする。 
新編成の「現代英語学科」と｢国際コミュニケーション学科｣の 2学科体制においてもこ
の人材養成の方針は不変である。 
 
（２） 新設「現代英語学科」の人材養成、および ｢国際コミュニケーション学科｣ の人

材の養成  
 
｢現代英語学科｣は、上記（１）に示した人材養成目標の上に立って、特に 

1) 明確な英語学習の目的を持つ英語専修の学生を 1年次から集中的に鍛え、国際的に
通用する英語運用能力を身につけた人材を養成する。 

         2）グローバル化時代を見据えて、イギリスやアメリカなど特定の国や地域の言語と
してではなく「国際共通語としての英語｣に重点を置き、東アジアを含む広範囲で

の使用を前提とした実用的英語力を身につけた人材を養成する。 
3) そのために、特に専門教育においては、「国際ビジネス」、「観光ホスピタリティ」、
「通訳・翻訳」、「英語専門職」（教職）などの専門教育プログラム（授業科目群）を

設定し、将来の進路に直結した人材を養成する。 
 
｢国際コミュニケーション学科｣は基本的には従来通り上記（１）に示した人材養成目を

目指すが、「現代英語学科」の新設に伴い、学科としては特に 
1) 英語以外の外国語、すなわちドイツ語・フランス語・中国語・韓国語・日本語（留
学生対象）の一つを１年次から専修させることを基本とし、当該外国語の十分な運

用能力を身につけた人材を養成する。 
2) グローバル化と表裏一体の関係にあるローカリズムないしはリージョナリズムに
焦点を据え、地域言語としての外国語の特性と文化的背景の理解を深めると同時に、

多文化共生（異なる言語・文化の共生）の観点に立って外国語を運用できる力を身

につけた人材を養成する。 
3) そのために、特に専門教育においては「ヨーロッパ研究」、｢アジア研究｣、｢日本文
化研究｣、｢比較社会文化研究｣などの専門教育プログラム（授業科目群）を設定し、
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国外的にはＥＵや東アジアとの関係に対処できる人材、国内的には今後需要がたか

まると予想されている日本在住の外国人との共生問題に対処できるような人材を養

成する。 
 
（３） 併設する短期大学の廃止 
 併設する長崎外国語短期大学（英語学科）は、平成 21 年度の学生募集を停止し、平成
21年度末（平成 22年 3月末日）をもって廃止する予定である。短期大学（英語学科）は
「現代英語学科」に発展的に統合される。 
    
Ⅲ 学部学科等の特色 
 
（１） 学部の基本的な特色 
長崎外国語大学外国語学部は、中央審議会答申「我が国の高等教育の将来像」に言う「幅

広い職業人の養成」並びに「総合的教養教育」を教育の基本的な考え方とし、その上に立

って「外国語大学」としての個性・特色を発揮できる教育を目指す。 
学部の基本的な特色は上記 Ⅱ－（１）「学部の人材養成の目的」に述べたように、「真の

対話と相互理解によって共通の目標を一致協力して実現する力」を備えた人材を養成する

ために「語学力」＋「コミュニケーション力」＋「人間力」の教育に照準を定めている点

にある。具体的には次に示すような力の育成にある。 
 
1)「語学力」 
・外国語の 4技能(読む、書く、聞く、話す)を駆使する力 
2)「コミュニケーション力」 
・外国語および母語の背景にある歴史や文化に対する深い理解力 
・基礎的教養と現代社会が求める基本的知識 
・「他を知り、自らを知る」ことによって、人間が共に生きていく知恵と勇気 
3)「人間力」 
・自分で学び、自分で判断し、自分で答えを導き出す力 
・多様な情報を整理し、分析する力 
・自分に責任を持って行動し、実践する力 
・相手の言葉に真摯に耳をかたむけ、相手の意図を理解し、的確に質問する力 
・自分の考えを論理的にまとめ、相手に対して丁寧に説得力を持って主張する力 

 
（２）2学科編成のコンセプトの特色 
 2つの学科は、それぞれ以下のような表裏一体のコンセプトから成る。 
 
  「現代英語学科」 

21世紀世界の最も大きな潮流の一つは「グローバリズム」であり、世界経済において
は国境は意味を失いつつある。ＩＴやサブカルチャーなど科学技術や文化の面でも同
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様である。この潮流の根幹をなすコミュニケーション手段は「国際共通語としての英

語」であると捉え、本学科はそこに照準を合わせ、高度な実践的英語力の錬磨とグロ

ーバリズム世界における文化的・経済的な多様な可能性や意義を探求する。 
 
｢国際コミュニケーション学科｣ 

21 世紀世界の最も大きないま一つの潮流は、グローバリズムに対するローカリズム
（個別地域主義）、あるいはリージョナリズム（複合地域圏主義）である。本学科は、

言語・民族・宗教・社会体制を異にする国々や人々が文化的・政治的摩擦の障壁を越

えて、どのようにして共存共栄を図るかという「多文化共生」に照準を合わせ、ドイ

ツ、フランスを中心とするヨーロッパ・ＥＵ文化圏、中国、韓国を中心とするアジア

文化圏の言語・社会・文化を学び、さらに日本語を学ぶ留学生と共同して、多文化共

生の多様な可能性や意義を探求する。 
 
グローバリズムと多文化共生は、本来は表裏一体の 21 世紀的課題であり、両学科は相
互に密接な連携を図り、この課題の追求を通じて、語学力、コミュニケーション力、人間

力の育成を目指す。 
 

（３）両学科の教育の特色 
 両学科の教育の特色は、上記 Ⅱ－（２）「新設「現代英語学科」の人材養成、および ｢国
際コミュニケーション学科｣ の人材の養成」に述べた人材養成目標に従って、それぞれ以
下のとおりである。 
 
「現代英語学科」 
1）独自の英語能力養成プログラム（CORE プログラム＋ACE プログラム）によって、段
階的に「仕事で使える英語力」の獲得を目指す。 

2）英語を使って活躍できる現代の先端的分野として「異文化国際理解」、「国際ビジネ

ス」、「観光ホスピタリティ」、「通訳・翻訳」、「英語専門職」の 5つの専門教育プログ

ラムを設定し、各分野について、その分野の「専門知識と技術」、およびその分野に

対応する「英語」の両面から深く学ぶ。 

3)「プロジェクト（体験型授業）」や「海外留学・海外研修」によって英語力、専門知

識・技術をレベル・アップし、「実社会が求める実践力＝人間力」を鍛える。 

 

「国際コミュニケーション学科」 
1)ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、日本語のなかから専修外国語を一つ選び（日

本語は外国人留学生対象）、初歩から徹底的に学ぶ。その他に英語を学ぶこともでき、

専修外国語以外の他の外国語を学ぶこともできる。専修外国語を中心に「言葉や文化
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の多様性」を学び、国際的な「コミュニケーション力」を身につけることを目指す。 

2) 「比較社会文化研究」、「ヨーロッパ地域研究」、「アジア地域研究」、「日本研究」

の４つの専門教育プログラムを設定し、「留学生と交わり、留学生と共に学ぶ」こと

に重きを置き、多言語が交錯する環境のなかで言葉や文化の多様性を体験しながら、

「多言語・多文化共生の可能性」を探求する。 

3) 「プロジェクト」(体験型授業) や「海外留学・海外研修」によって、初歩から学ぶ

外国語を仕事でも使えるレベルまで引き上げることを目指し、同時に「実社会が求め

る実践力＝人間力」を鍛える。 

 
Ⅳ 学部、学科等の名称及び学位の名称 
 
【学部】 「外国語学部」          [変更なし] 
     （英語名）Faculty of Foreign Studies   [変更なし] 
 
【学科】 「現代英語学科」          [新規] 
     （英語名）Department of English   [新規] 
              

「国際コミュニケーション学科」         [変更なし] 
（英語名）Department of International Communications [変更なし] 

 
【学位】 「現代英語学科」の学位名 
         学士（英語）           [新規] 

 （英語名）Bachelor of Arts (English) [新規] 
 
既設「国際コミュニケーション学科」の学位名 
学士（国際コミュニケーション）          [変更なし] 
（英語名）Bachelor of Arts（International Communications) [変更なし] 

 
 新学科の名称は「現代英語学科」とする。新学科は、現代社会の要請に応える実用的英

語の教育に重点を置き、現代社会のニーズに応える人材の養成を目標としており、また、

専門教育プログラムも教育課程もその目標に合わせて構成されており、伝統的な英語学科

の教育とは異なる面を鮮明に打ち出すために、「現代」を冠して「現代英語学科」とするの

が適切である。 
学位の名称は、一般的な通用性、国際的な通用性を考慮して、単に「学士（英語）」と

するのが適切である。 
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Ⅴ 教育課程編成の考え方及び特色 
 
（１） 科目区分と卒業に必要な単位 
 科目は「教養科目」、「専門科目」、「語学科目」に区分される。卒業に必要な単位は

以下の通りである。  
           教養科目 32 
          専門科目 36         
       語学科目  24 

    自由選択  32       合計  124 
 

語学科目は「現代英語学科」は 英語、「国際コミュニケーション学科」はドイツ語、
フランス語、中国語、韓国語、日本語のいずれかを専修外国語として選ぶものとする。

ただし、日本語は留学生を対象とする。 
 
（２） 科目区分と科目構成の考え方 
  ｢教養科目｣は学部共通の科目として設定されている。 専門科目と語学科目は ｢現代
英語学科｣と｢国際コミュニケーション学科｣とで異なる。 語学科目は外国語大学として

中核に位置する科目であり、教養科目とは別立てとなっている。 
 

1) 教養科目 
 教養科目は大学での基礎教育として、また本学部共通の教育目標、｢語学力｣＋｢コミュ

ニケーション力｣＋｢人間力｣の涵養にとって重要である。基本的には従来通りである。文

系諸分野の教養科目を網羅的に設定したほか、最低限必要と思われる理系の諸問題への

導入として｢生命科学｣、｢地球環境論｣、｢自然科学史｣を設定している。新たに、「現代英

語学科」と「国際コミュニケーション学科」の並立の理念と相互関係への導入を企図し

て「グローバリゼーションと多文化共生」を設定した。 
特に重要な変更は、教養科目の中に【日本語リテラシー科目】（「基礎演習」＋「日本

語表現法」12単位必修）を設定したことである。日本語は大学でのあらゆる勉学の基礎
として重要なばかりでなく、特に｢コミュニケーション力｣と｢人間力｣にとって必要不可

欠であるとの認識に基づく。同時に、就職をはじめとする将来の進路にも深く関わって

おり、キャリア支援（就職活動支援）の一環としても有効であると考える。 
「海外自由研究」は、1 年間、または半年間、交流協定大学に留学する学生が留学中

に一定のテーマについて学び、帰国後研究レポート（日本語）として提出した場合、「日

本語リテラシー科目」の単位（２～４単位）に充当することができるように配慮して設

けられた。 
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2）専門科目 
「専門教育プログラム」、「留学科目」、「プロジェクト」、「卒業研究」とから成る。（た

だし「現代英語学科」には別に「特別演習」が置かれている。） 
 

  「専門教育プログラム」科目は、専門教育の中核をなす柱であり、学生が専門科目と

して習得する主たるものである。本学部の人材養成と教育の目標に従い、特に｢コミュ

ニケーション力｣と｢人間力｣の強化を目的として構成されており、学生が自らの関心や

将来の進路志望に従って習得すべき履修モデル（授業科目群）である。一つのプログ

ラムを中心に学ぶのが基本であるが、いくつかのプログラムにまたがって学ぶことも

できる。 
「留学科目」は、交流協定大学における 1 年間（2 学期）または半年間（1 学期）の
留学中に留学中に学ぶ科目であり、取得した単位は「社会文化特別研究」として 6単
位まで本学部の単位として認められる。また、従来は語学留学の色彩が強かったが、

新たな方針として、一定の研究テーマを持って留学し、関する「研究レポート」を義

務づける（帰国後提出）。明確な関心と目的意識の自覚を促すためである。「研究レポ

ート」の審査に合格すれば、【日本語リテラシー科目】中の「海外自由研究」の単位と

して 4単位まで認められる。 
  「プロジェクト」は、通常の教室での授業とは異なり、学生のグループ活動やフィー

ルド調査などの実践を重視する授業科目であり、大きな新機軸と捉えている。現代英

語学科では「現代英語グローバルプロジェクト」、国際コミュニケーション学科では

「多文化共生プロジェクト」という科目名のもとに多様なプロジェクトが用意される。 
「専門教育プログラム」と「語学科目」で培った知識と語学力を、研究活動や実地

調査、地域社会との連携といった実践行動の中で活用し、成果を生み出し、結果を発

表する。その狙いは、実社会が求める実践力・問題解決能力＝人間力の養成にある。 
個々のプロジェクトは、各学科の専門教育プログラムに即したプロジェクトを中心

とするが、プロジェクトはその狙いからいって本来学際的色彩の濃いものであり、学

科の枠を越えたプロジェクト、留学生との共同プロジェクトなどもある。また、大学

が提供するものの他に、学生グループが自らテーマを立て、自ら企画し、教員の指導

と地域社会との協働によって実践するプロジェクトも可能である。 
具体例としては、「長崎における新しい観光資源の開発と広報戦略プロジェクト」、

「外国人居住者の多言語による支援プロジェクト」、「アメリカの輸入商品を売るオン

ラインショッピングのビジネスモデルプロジェクト」など多様な可能性がある。新し

い試みであるので十分な計画と準備が必要であり、目下研究グループを作り鋭意準備

作業を進めている。 
「卒業研究」を新たに導入する。研究レポートまたは卒業論文によって評価される。

ただし、選択科目である。 
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「特別演習」は、新設の「現代英語学科」のみに設定されたゼミ形式の科目である。

「国際コミュニケーション学科」では専修外国語のグループごとに 4年次まで学生の
個別的ケアが容易であるが、「現代英語学科」は全学生が学科所属であり、少なくとも

4 年次には、それまでの学習の何らかの締め括りとして個人的ケアが可能なゼミが必
要であるとの認識に基づく。4年次の必修である。 

 
3）専門教育プログラム 
「現代英語学科」と「国際コミュニケーション学科」のそれぞれの「専門教育プロ

グラム」の内容と特色は以下のごとくである。 
 
「現代英語学科」 
  (a)「異文化国際理解プログラム」 
   グローバリゼーションの意義と問題点を異文化、国際理解の観点から総合的に学

ぶ科目群。 
(b)「国際ビジネスプログラム」 
  ビジネス関係への進路に焦点を合わせ、ビジネス英語と経済・経営・金融の専門

知識を国際的観点から学ぶ科目群。 
(c)「観光ホスピタリティプログラム」 
  観光・エアライン・旅行業への進路に焦点を合わせ、それに必要な英語と専門知

識を学ぶ科目群。 
(d)「通訳・翻訳プログラム」 
  通訳、翻訳に携わる進路に焦点を合わせ、それに必要な英語と専門的技術を学ぶ

科目群。 
(e)「英語専門職プログラム」 
  高校・中学の英語教員、あるいは早期英語教育に従事することに焦点を合わせ、

それに必要な英語の専門知識、教授法等について学ぶ科目群。（ちなみに本学は英

語教員および中国語教員の養成課程の認可を得ている。） 
 
 「国際コミュニケーション学科」 

(a)「比較社会文化研究プログラム」 
  言語・民族・宗教・社会体制を異にする国々や人々がその壁を越えて如何にし

て共生可能であるかという観点から、社会と文化の比較を中心に学ぶ科目群。    
    (b)「ヨーロッパ研究プログラム」 

ヨーロッパを一つの文化的・社会的地域共同体と見て、EU の中心であるドイ
ツ、フランスを軸に、ヨーロッパ言語・歴史・文化・社会について、多文化共生

の観点から学ぶ科目群。 
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(c)「アジア研究プログラム」 
    アジアを一つの文化的・社会的地域共同体と見て、特に日本と関係の深い中国、 

韓国を中心とする東アジアを軸に、その言語・歴史・文化・社会について、多文化 
共生の観点から学ぶ科目群。 

    (d)「日本研究プログラム」 
    留学生を主たる対象とした科目群であるが、日本人学生の受講も認められる。 

日本の言語・歴史・文化・社会について学ぶ。留学生の母語や出身国・出身地域と

の比較の観点が導入され、また、留学生と日本人学生が共に学ぶことによって、多

文化共生の意義と可能性について視野が開かれることが期待される。 
 

4）語学科目 
   語学科目は、外国語大学外国語学部として言うまでもなく教養科目の一部ではなく、

専門科目に匹敵する重要性を持つ中枢の科目である。学部全体に配置されているが、

「現代英語学科」の学生は英語を専修外国語とする。「国際コミュニケーション学科」

の学生は、ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語のいずれか１つを、留学生は日本

語を専修外国語とする。ただし、「現代英語学科」の学生は英語以外の外国語を、「国

際コミュニケーション学科」の学生は英語、および専修外国語以外の外国語を、自由

に選択することができる（取得単位は「自由選択」の単位として認められる）。 
   なお、「現代英語学科」の新設に伴う「国際コミュニケーション学科」の見直しによ

って、従来置かれていた「スペイン語」は廃止され、それに代わって「韓国語」が新

たに置かれた。 
    

(a) 英語科目 
英語は高等学校までの既習外国語である。また、入学時において、さらに入学後 
の学習過程においても、習熟度ないしは能力にかなりの差が認められる。その差は、

文法・語彙、聴解力、読解力、会話力においてそれぞれ異なる。それゆえ習熟度別

クラス編成が効果的であると考え、従来からプレースメントテスト等によるクラス

編成を実行してきた。「現代英語学科」の新設においても若干の手直しを加えて、こ

れを踏襲する。 
【CORE科目】は、基礎的な科目である。そのうち新たに設けられた「Basic English  
Seminar」は、他と比べて習熟度の極めて低い学生の一種のリメディアル教育を狙 
いとしている。「EPT Seminar」は、公的な英語検定試験対策を主眼とした科目で 
ある。 
【ACE科目】(Advanced Communicative English)は、高度なスキルの学習を狙い 
としている。 
「現代英語学科」の所属学生は、この教育課程システムで一貫した英語教育を受け
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る。「国際コミュニケーション学科」の学生で英語の自由選択を希望する者は、自分の

力に見合ったクラスを受講できる。 
   また、新たに【英語能力試験科目】を設けた。公的な英語検定試験で一定の合格水

準に達した者に最高 8単位まで単位認定する。検定資格が一定の社会的な意味を持っ
ている実情に鑑みて、また検定試験受験を学生に奨励し、学生の英語学習のモチベー

ションを高めるために取られた措置である。これは上述の「CORE科目」中の「EPT 
Seminar」に連動している。 

 
(b) ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、日本語 
ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語は原則として大学で初めて学ぶ初習外国語

である。それゆえすべての学生が初歩から学ぶことを前提としたカリキュラムである。 
「国際コミュニケーション学科」の学生はその一つを専修外国語として選び、この

カリキュラムに沿って段階的に学ぶ。専修外国語以外に自由選択としていずれかの外

国語の履修を希望する学生は、自分の力に見合ったクラスを受講することができる。

同じく「現代英語学科」の学生も、希望すれば、自由選択として受講可能である。 
新たに設けられた【任意科目】は、極めて高度な段階に到達した学生等、特別の教

育上の配慮が必要な場合にのみ開講される科目である。 
 日本語は留学生対象の語学科目である。留学生は原則として日本語能力試験 2級合

格程度の学力を有する者でなければ入学が認められない。カリキュラムはそれを前提

とし、「外国人のための日本語」という見地から一定の教授法に基づいて組み立てられ

ている。【日本語能力試験科目】は、「日本語能力試験 1級」の資格を有する者、また

は有するに至った者に対して単位認定する科目である。 
 
（３） 科目の対応関係 

  「教養科目」・「専門科目」・「語学科目」の相互関係は、「現代英語学科」においても

「国際コミュニケーション学科」においても、基本的には同一であり、Ⅱ－（１）「学部

の人材養成の目的」、（２）「新設「現代英語学科」の人材養成、および「国際コミュニケ

ーション学科」の人材の養成」、Ⅲ「学部学科等の特色」に即応して、緊密な体系的な対

応関係をなしている。それらを関係づけている絆は、三位一体の人材養成教育目標、す

なわち「語学力」＋「コミュニケーション力」＋「人間力」の涵養によって「真の対話

と相互理解によって共通の目標を一致協力して実現する力」を備えた人材を養成すると

いう目標である。 

「教養科目」は大学で学ぶ上で、また人間として、あるいは社会人として生きていく

上で不可欠の基本的な科目で構成されている。 

加えて、必修科目として相当の比重を占める【日本語リテラシー科目】は、上記の人

材養成目標を実現する要の一つである。「キャリア支援科目」を「キャリアプラニングⅢ」
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を加えることによって増強したのもそのためである。 

「専門科目」の中心をなす「専門教育プログラム」は、Ⅴ－（２）の 2）「専門科目」、

3)「専門教育プログラム」に示したように、上記の人材養成目標に直結する科目群から

構成されている。 

また「留学科目」も、語学学習の目的のみならず、一定の課題を持った「海外自由研

究」の形を加えることによって、「コミュニケーション力」＋「人間力」の鍛錬に資する

ものとした。 

特にまた、Ⅴ－（２）の 2)「専門科目」の項に示した「プロジェクト」科目は、学生

の人間力、実践力、社会人力を養成するためのもので、「語学科目」と「専門科目プログ

ラ」で得たスキルと知識を実践に生かす体験型科目として位置づけている。 

「語学科目」は外国語大学として、専門教育に匹敵する重要性を有している。実際的・

実用的な言語運用能力の側面に力を注ぐことによって、「語学力」＋「コミュニケーショ

ン力」＋「人間力」という三位一体の教育目標の要として機能するよう配慮されている。 

 

（４） 必修科目・選択科目・自由科目の構成と考え方 

  卒業に要する単位は先にも触れたように次の通りである。 

 

  教養科目 32、 専門科目 36、 語学科目 24、 自由選択 32、   合計 124 

 

  「教養科目」の中で必修科目は、「キリスト教学Ⅰ・Ⅱ」の 4 単位と、【日本語リテ

ラシー科目】（「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」＋「日本語表現法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」）12 単位である。 

「キリスト教学」は本学がキリスト教理念を建学の精神としていることに関わる基礎科

目である。【日本語リテラシー科目】（「基礎演習」＋「日本語表現法」は、教養教育の

要として入学当初から 3年次終了まで一貫した体系的・段階的な流れを持った科目であ

る。それゆえ必修とした。その他は必修とせず、学生のその時々の必要と関心に応じて

自由に選択できることとした。 

「専門科目」の中心は「専門教育プログラム」であり、Ⅴ－（２）の 3）に示したよ

うに、「現代英語学科」では 5つの、「国際コミュニケーション学科」では 4つのプログ

ラムが設けられている。 一定のコンセプトに従って一定の授業科目群から成るこれら

のプログラムは履修モデル（履修ガイド）である。学生は自らの関心と将来の志望進路

等に従って、それらの中から自由に選ぶことができる。原則としては、それらの中から

1つを選び、それに加えて各プログラムに用意されているあらゆる授業科目の中から専

門科目卒業要件 36 単位の範囲で自由に選び、受講することができる。 

 「留学科目」、「プロジェクト」等その他の専門科目は選択科目である。ただし「現代

英語学科」に設けられた「特別演習」はⅤ－（２）の 2)「専門科目」の項で述べたよ

うな理由で必修とされている。 
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「語学科目」の個々の授業科目は必修に指定されていないが、学則第 34 条(卒業単

位)にあるように、「現代英語学科」では英語 24 単位、「国際コミュニケーション学科」

では専修外国語 24 単位が必修である。その他に語学科目をさらに学びたい学生は、そ

れがどの外国語であれ受講可能であり、「自由選択」の単位に認められる。 

 

「自由選択」科目 

 特に自由科目として設定されている科目はない。「教養科目」、「専門科目」、「語学科

目」の別を問わず、原則としてすべての授業科目は自由に受講することができる。 ま

た、本学部は「外国語学部」として 1つの学部であり、「現代英語学科」と「国際コミ

ュニケーション学科」とは表裏一体の関係にあるので、両学科の境を越えて受講するこ

とも可能である。そこで取得した単位は卒業要件「自由選択」32 単位の中に算入され

る。 

 

（５）履修順序(配当年次)の考え方 

 履修順序の大きな流れは、「現代英語学科」と「「国際コミュニケーション学科」の別を

問わず、学部全体に共通する。主要な科目の流れを図示すれば以下の通りである。 

 

       年次     １       ２         ３       ４ 

      学期    春    秋    春   秋     春   秋   春   秋 

教養科目        
【日本語リテラシー科目】  

 
専門科目(プログラム)    
 【プロジェクト】                    

  【留学科目】                                 

  【卒業研究】                                                  

 【特別演習】                             

 

語学教育             

 【留学科目】                 

                                    

 

 

１）「教養科目」 

 建学の精神に関わる「キリスト教学Ⅰ・Ⅱ」、学部のコンセプトに関わる「グローバリゼ

ーションと多文化共生Ⅰ・Ⅱ」、および特別な基礎科目である「情報処理演習Ⅰ・Ⅱ」、「ス
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ポーツⅠ・Ⅱ」は 1年次に配当する。他の一般的な科目は 1年次から 4年次まで、自由に

履修できる。主な理由は 1）本学の学部教育は、人材養成と教育の目標から言って、広い

意味の教養教育の色彩を有していること、2）関心や進路志望の変化に応じて必要な科目を

いつでも履修できるのが望ましいこと、3）ある意味では勉学に習熟して理解度が高まった

時に受講するのが望ましいと考えられる科目もあること等による。 

 【日本語リテラシー科目】は、大学での勉学の入門教育の役割をも担っている「基礎演

習Ⅰ・Ⅱ」と「日本語表現法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」との系統的連携に基づく必修科目であり、

１～3年次に配当される。 

 【留学生科目】は留学生のための特別な基礎教養科目であるが、「語学教育」（日本語）、

専門科目「日本研究プログラム」との関連から、1～3年次に配当するのが適切であると考

えた。 

 【キャリア支援科目】の「キャリアプランニングⅠ・Ⅱ・Ⅲ」は学年ごとの系統的な発

展的科目であり、1年次からの年次進行とした。 

ちなみに【単位互換科目】は長崎県内の諸大学の連携による科目であり、受講は随時と

した。  

 

2）「専門科目」 

専門科目は中核をなす「専門教育プログラム」科目は、専門という性格上 2～４年次に

配当されている。 

「現代英語学科」の【異文化国際理解プログラム】はプログラムの性格上、幅広い、学

際的な分野の科目から構成されており、特に段階的な履修を必要とするものではないので、

2～4年次に配当されている。 

【国際ビジネスプログラム】、【観光ホスピタリティプログラム】、【通訳・翻訳プログラ

ム】、【英語専門職プログラム】では、比較的基礎的な科目を 2年次に、比較的高度な科目

を 3～4年次に配当した。 

「国際コミュニケーション学科」の【比較社会文化研究プログラム】も同様にその性格

上、幅広い、学際的な分野の科目から構成されており、特に段階的な履修を必要とするも

のではないので、2～4年次に配当されている。（ただし、「比較社会文化演習Ⅰ・Ⅱ」は演

習科目であるので 3～4年次の配当とした。） 

【ヨーロッパ研究プログラム】および、【アジア研究プログラム】も、その性格上、講義

形式のものは地域横断的な科目が半ばを占めており、特に段階的履修を必要とせず、それ

らについては 2～4年次に配当した。ただし、国や地域の言語・文化に関わる科目（主とし

て演習形式）のものは、言語の習熟度とも関係しているため、3～4年次に配当した。 

【日本研究プログラム】は、受講生の主体が留学生である（そこに日本人の学生も加わ

る）という特殊な事情から、比較的基礎的な科目を 2 年次に、比較的高度な科目を 3～4

年次に配当した。 
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【プロジェクト】は、一定の語学力と一定の専門的知識を身につけた後、それらを実践

的・社会的な場面で活用する試みとして設けられているので、3～4年次に配当されている。  

【留学科目】は、交流協定大学への留学（1年あるいは半年）中の自由課題研究（「研究

レポート」）を「社会文化特別研究」として評価するものである。留学は、上掲図にも示さ

れているように、2 年次秋学期から 3 年次春学期の期間、あるいは 3 年次に留学するのを

原則とする。例外的に 4年次にかけて留学する学生もいる。それゆえ【留学科目】は 2～4

年次の配当となっている。 

【卒業研究】は、一定の研究テーマを深め、その成果を卒業時に研究レポートあるいは

卒業論文の形で提出することを前提とした選択科目である。比較的長期の持続的な学習と

教員による指導が必要であるところから、3 年次から 4 年次にかけて連続的、段階的に履

修することを原則としている。 

【特別演習】は「現代英語学科」にのみ必修として置かれている。Ⅴ－（２）の 2）「専

門科目」で触れたように、4 年間の締めくくりと学生の個別的ケアを兼ねた演習形式の科

目である。それゆえ 4年次に配当されている。 

 

3）語学科目 

 
(a) 英語 
Ⅴ－（２）の 4）－ (a)「英語科目」の項で詳述したように、英語は授業効果を狙って
完全な習熟度別カリキュラムで構成されている。【CORE科目】は比較的基礎的な英語力、
【ACE科目】は高度な英語力の養成を目指している。学生はその習熟度に応じて、学年に
関係なく最も適したクラスに振り分けられる。そして、習熟度の向上に応じて、飛び級も

含めて、より程度の高いクラスで学ぶことになる。 
それゆえ、【CORE科目】の科目は 1～3年次に、【ACE科目】のうち高度において中程
度の科目は 2～3年次に、最も程度の高い科目は 3～4年次に配当されている。年次に重複
があるのはスムーズな段階的移行を配慮してのことである。 
 基本的には「現代英語学科」所属の学生を対象とするが、「国際コミュニケーション学科」

所属の学生も希望すれば、学年を問わず、自分の力に応じたクラスを受講できる。 
 なお、留学中に交流協定大学で取得した単位は【留学科目】（「英語特別実習」）として

10 単位までは「語学科目」の単位として認定される。 

【英語能力試験科目】は、公的な英語検定試験で一定の合格水準に達した者に単位認定

するもので、学年に関係なくいずれの学期においても随時申告できる。 
 

 (b) ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、日本語 

「国際コミュニケーション学科」所属学生を基本的な対象とする「専修外国語科目」（ド

イツ語、フランス語、中国語、韓国語）は初習外国語であるので、全くの初歩からの段階
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的なカリキュラムによる。それゆえ個々の科目は原則的に初歩的なものから高次のものま

で、1 年次から学年進行に沿って配当されている。ただし、たとえば「時事ドイツ語」や

「ドイツ語文献講読」のような特殊なものについては、3～4年次に配当されている。 

「日本語科目」（留学生対象）は、入学資格とされる日本語能力試験 2級を前提とし、ま

た、外国人に対する効果的な日本語教授法の観点から、同じく学年進行に沿って段階的に

組み立てられている。【任意科目】（必要に応じて開講する科目）が多数用意されているの

は、習熟度の差が大きく、何らかの教育的配慮が必要な場合の予備措置で、事柄の性質上

学年進行とは無関係に随時開講される。 

【日本語能力試験科目】は、「日本語能力試験」1級の資格を有する者、または有するに

至った者に対して単位認定する科目で、学年に関係なくいずれの学期においても随時申告

できる 
 

Ⅵ 教員組織の編成の考え方及び特色 

 

学部専任教員スタッフ数の総計は 35 名である（教授 16[学長を含む]、准教授 11、講師

8）。学科別に見れば以下の通りである。 

 

新設「現代英語学科」   教授  6     准教授 3   講師 4     計 13 

既設「国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科」 教授 10[学長を含む] 准教授 8   講師 4     計 22 

 

（収容定員：「現代英語学科」340、「国際コミュニケーション学科」400 [編入学 60 を含む]） 

 

（１）学部全体の考え方と特色 

 本学部は外国語大学「外国語学部」であり、総合大学とは異なり専門的な「語学教育」が 

中核をなしている。したがって「語学科目」は専門の一部である。また「専門科目」の主要な

柱である「専門教育プログラム」も基本的には外国語の語学力を前提としている(留学生は日本

語の語学力)。したがって、両学科ともに専門の語学関係教員(外国語・外国文化研究者 [日本

語については日本語・日本文化研究者]、および外国語教育を専門とする研究者[日本語につい

ては日本語教育を専門とする研究者]が、専任教員組織の主要部分を占める。 

学生の教育・指導体制について言えば、「現代英語学科」が英語専修の学科として一つのまと

まりを有していることは無論である。これに対して「国際コミュニケーション学科」の場合は、

ドイツ語専修、フランス語専修、中国語専修、韓国語専修、日本語専修の学生がそれぞれ一つ

の単位（専修コース）としてのまとまりを有し、そのそれぞれについて専任教員が責任ある教

育・指導体制を敷く必要がある。本学部が力を入れている交流協定大学への留学についても、

準備のための教育・指導の責任は各専修言語の専任教員が担う。これらもまた、語学関係教員

が教員組織の主体をなす大きな理由の一つである。 
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また本学部は、英語と中国語に関して、高校・中学教諭の免許状取得のための教員養成課程

の認可を得ており、そのための有資格者の配置も顧慮されている。 

語学関係教員以外の専任教員は、主として学部全体の教養教育を担当できる人文・社会分野

の研究者であり、これらの教員は「国際コミュニケーション学科」の専門科目「比較社会文化

研究プログラム」および「日本文化研究プログラム」にも大きく関わる。さらに「現代英語学

科」の専門科目「異文化国際理解プログラム」にも一部関わる。 

「国際コミュニケーション学科」専任教員数が「現代英語学科」専任教員数に比して多

いのは以下の理由による。 

1) 学生定員が編入学 60 の分だけ多い。編入学者の多くは留学生であり、日本語専修関

係専任教員をやや手厚くしている(4 名)。 

 2) すぐ上に述べたように専修言語の教育にはそれぞれの言語に一定数の教員が必要で

ある。 

 3) 教養科目を主体的に担う人文・社会分野の教員は、「国際コミュニケーション学科」 

 の専門科目（プログラム科目）に大きく関わる。    

 

兼任教員（非常勤教員）は、主として教養科目および専門科目（プログラム科目）の中

で専任教員ではカヴァーできない分野を担当する。語学教育に関しては原則として専任教

員が責任をもって教育に当たる。ただし、専任教員では十分な手当てができない日本語関

係科目（留学生対象）については、兼任教員（非常勤教員）を適正に配置する。 

 

（２）「現代英語学科」 

 上記（1）で述べた編成の基本的な考え方と特色に従い、専任教員 13 名中 12 名は英語関

係教員である（教授 5、准教授 3、講師 4）。研究上の専門分野は、英語学、英語教授法、

言語学、英文学、比較教育、国際文化等と多岐にわたるが、例外なく本学科が重視する英

語教育のエキスパートとしての十分な実績を有し、専門科目（プログラム科目）を担当す

るに相応しい資格と能力を有する。 

英語の実践的教育にはネイティヴスピーカーが不可欠であり、上記 12 名中 3名は外国人

教員である（教授 1、講師 2）。 

他の教授 1名（田口久美子）は教育心理学を専門研究分野とし、学部教養科目の一部を

も担当するが、同時に英語教員養成課程の教職専門科目を担当する関係上「現代英語学科」

に深く関わっている。 

 

（３）「国際コミュニケーション学科」 

 上記（1）で述べた編成の基本的な考え方と特色に従い、専任教員 22 名中 16 名は専修外

国語関係教員である（教授 5、准教授 7、講師 4）。専門分野は各外国語に関わる、あるい

は各外国語を基盤とする言語学、教授法、文学、国際政治、国際関係等と多岐にわたるが、
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英語の場合と同様に、例外なく本学科が重視する実践的外国語教育のエキスパートとして

の十分な実績を有し、専門科目（プログラム科目）を担当するに相応しい資格と能力を有

する。 

 また、英語と同様に、外国語の実践的教育にはネイティヴスピーカーが不可欠であり、

各専修言語につき 1名の外国人教員を配置している。 

その内訳は以下の通りである。 

ドイツ語   3 （教授１、 准教授 2 [内外国人教員 1]） 

フランス語  3 （教授 2、  講師１ [内外国人教員 1]） 

中国語    4 （教授 1、 准教授 3  [内外国人教員 1]） 

韓国語    2 （ 准教授 1、講師１ [内外国人教員 1]） 

日本語    4 （教授１、准教授 1、講師 2 [内外国人教員 1]） 

 

 専修外国語関係以外の教員（教授 5[学長を含む]、准教授 1）は、すでに上記（1）に述

べたごとく、学部全体の教養科目を担当すると同時に、本学科の専門科目（プログラム科

目）中の「比較文化研究プログラム」および「日本文化研究プログラム」に関わるスタッ

フである。専門の研究分野は、それぞれ「メディア論」、「法学・憲法学」、「文化人類学」、

「歴史・文学」、「キリスト教学・宗教学」である。 

 

Ⅶ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（１）教育課程について 
教育課程全般についての考え方は、すでにⅤ「教育課程編成の考え方及び特色」で詳

しく述べたとおりである。本学は小規模校であることから、講義科目であってもクラス

のサイズはかなり小さく、教養科目で 20～50人、専門科目では 15～30人程度に収まっ
ている場合が多い。もちろん語学科目ではさらに少人数のクラス編成とし、10～20人程
度を基準としている。語学科目では日本人教員とネイティブ教員による授業のバランス

や組み合わせを配慮しながら、授業計画を立てている。同じクラスを担当する教員間の

打ち合わせも頻繁に行い、授業の進度や学生の反応等について情報交換をしながら授業

を進めている。視聴覚教室や CALL教室もできるだけ利用している。視聴覚教室や CALL
教室は、教材や資料の提示がしやすいので、講義科目でも利用する教員が多い。 

 
（２）卒業要件等について 
  卒業要件、科目区分、必修・選択科目数、単位数、考え方についてもⅤ「教育課程編

成の考え方及び特色」で詳しく述べているので、参照されたい。 
 
（３）履修モデル 
  新設の「現代英語学科」については「国際ビジネスプログラム」「観光ホスピタリティ
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プログラム」「通訳・翻訳プログラム」「英語専門職プログラム」の４プログラムについ

て、また既設の「国際コミュニケーション学科」については「ヨーロッパ研究プログラ

ム（ドイツ語を専修外国語とする）」を例に作成したので、２１ページ以降を参照された

い。 
 
（４）履修登録の制限、他大学における履修についての考え方 
  履修登録の制限については「履修規程」第 5条で以下のように定めている。 
 

第５条 各学年における履修登録の上限は、次のとおりとする。 
年      次 １学期間で履修できる単位 

     １年次     ２０単位 
２年次～４年次     ２４単位 

２ 前項にかかわらず、以下の科目についてはこの制限を適用しない。 
 (1) 教職課程（英語・中国語教員免許）の「教職に関する科目」ただし、英語・中 
国語の両方の教員免許を取得しようとする場合は「教科に関する科目」もこれに 
含めることがある  

 (2) 日本語教員基礎資格取得講座の必修科目 
 (3) インターンシップ 
 (4) 海外セミナー、フィールドワーク及び海外文化研修 

(5) 単位互換科目（「NICEキャンパス長崎」科目および特別講座） 
 
 他大学における履修については、長崎県内の大学・短期大学間での単位互換協定に基づ

き、積極的にこれを推進している。「教養科目」の中に「単位互換科目」を設けているのも

この趣旨によるものである。 
 

Ⅷ 入学者選抜の概要 

（１）選抜方法 

入学者選抜方法（試験等）は、推薦入試、ＡＯ入試、外国人留学生特別入試を除き、

学部共通である。選考は各学科ごとに行い、第 2志望として他学科を希望する学生につ

いては当該学科で選考する。最終的な合格判定は学部教授会で行う。 

具体的な入試の種類と試験方式は以下の通りである。 

 

  【種別】            【方式】 

一般入試Ａ日程  ３科目方式  試験（外国語[英語]、国語、および地歴・公民から一つを選択） 

          ２科目方式  試験（外国語[英語]、および国語または地歴・公民から一つを選択） 

一般入試Ｂ日程         試験（外国語[英語]、国語） 
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スカラシップ入試 ３科目方式  試験（外国語[英語]、国語、および地歴・公民から一つを選択） 

          ２科目方式  試験（外国語[英語]、および国語または地歴・公民から一つを選択） 

特別入試 

   外国人留学生      試験（日本語）、面接 

海外帰国生徒      小論文、面接 

社会人         小論文、面接 

推薦入試（指定校）     小論文、面接 

（一般公募）    課題作文、面接 

 ＡＯ入試          作文、面接 

3 年次編入学試験（日本人） 面接（必要に応じて試験実施） 

        （外国人）面接、試験（日本語） 

 

推薦入試、ＡＯ入試は、試験の目的と性質上、各学科が対処する。 

外国人留学生特別入試は、日本語教育、「日本研究プログラム」を有する「国際コミュニ

ケーション学科」が行う。調査書等申請書類の内容を慎重に吟味するとともに、日本語試

験を行い、面接においても日本語の実践能力を判定する。日本語能力試験 2級程度の学力

を有することが受験資格である。 

編入学試験の外国人は、ほとんどが本学の海外交流協定校の学生であるので、当該大学

の推薦を受ければ原則として受け入れるが、定員等の関係で選抜する場合は、当該国での

面接による。場合によっては別に日本語の試験を課す。 

 

（２）アドミッションポリシー 

 本学部の人材養成および教育の目標に即して、主に以下のような学生を求める。特に、

推薦入試、ＡＯ入試においてはこれを明確に打ち出し、重視する。 

 「現代英語学科」と「国際コミュニケーション学科」は専修外国語が異なるものの、本

質的には外国語を生かせる進路を前提としており、求める学生像に根本的違いはない。本

学部が求める学生は以下のような者である。 

 

1) 日本語を含め、「ことば」に強い関心を有する者 

2) 英語、あるいは外国語に強い関心を有する者 

3) 外国の文化や人間に強い関心を有する者 

4) 海外留学で語学力と人間力を鍛えたい者 

5) 国際ビジネスで外国語を使う職場（貿易商社や海外企業等）で働きたい者 

6) その他、国際的な場で活躍する仕事に就きたい者 

7) 観光・エアライン・ホテル・旅行業等に従事したい者 

8) 通訳や翻訳の仕事に従事したい者 
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9) NPO、NGO、海外青年協力隊などの国際活動に参加したい者 

10)国内において外国人労働者や外国人居住者の問題に対する専門的知識を要する職場（役

所、病院、企業等）で仕事をしたい者 

11)ジャーナリズムや出版やメディア関係の仕事に就きたい者 

12)英語教員、中国語教員など英語の専門職に就きたい者 

13)卒業後、海外の大学に進学しさらに勉学を続けたい者 

14)将来、大学院等に進学し、外国語・外国文化の研究に従事したい者 
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履修モデル１ 現代英語学科 国際ビジネスプログラムを選択するケース 

卒業後は、アジアを中心に、国際的なビジネスの分野に進みたいという学生を想定 
語学面 
  英語はかなり自信がある。しかし、英語だけでは不十分と思うので、中国語も勉強したい。 

1年次：英語は CORE科目の上級レベルで学ぶ。あわせて中国語も週５回全科目を履修する。 
2 年次：英語は ACE 科目に進み、将来を見据えながら、プレゼンテーションの技術を身につけようとする。あわ
せて、時事英語にも挑戦する。中国語も継続して学び、将来 2カ国語を使えるようにする。 

3年次：語学は英語を中心に学ぶ。ディベートやプレゼンテーションの技術を磨く。中国語も時事中国語をとる。 
4年次：英語はディベートを継続して訓練する。中国語はビジネス中国語をとることで将来に備える。 

教養科目、専門科目 
1年次：必修の「キリスト教学」「基礎演習」の他に、「グローバリゼーションと多文化共生」を履修する。卒業後
にそなえて「情報処理演習」や「キャリアプランニング」も選択する。 

2年次：必修の「日本語表現法」に加えて、ビジネス・経済関連の科目を中心に選択。 
3年次：引き続き、ビジネス関連の科目を選択。国際コミュニケーション学科の専門科目「東アジアの政治と経済」
も履修する。 

4 年次：４年間の締めくくりとして、「現代英語グローバルプロジェクト」の挑戦。長崎県の水産物が中国（たと
えば上海）で売られているが、それがどのようなシステムにのって輸出され販売されているのかをテーマに調

査・研究し、将来の可能性を予測してみる。 
 

 教養科目 専門科目 語学科目 
（専修外国語） 他学科から 単位数 

１
年
春 

キリスト教学Ⅰ(2) 
基礎演習Ⅰ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅰ(2) 
情報処理演習Ⅰ(1) 
キャリアプランニングⅠ(2) 

 Grammar & Vocabulary III (1) 
Listening V (1) 
Reading V (1) 
Conversation V (1) 
Composition V (1) 

中国語講読Ⅰ(1) 
中国語文法Ⅰ(1) 
中国語会話ⅠA (1) 
中国語会話ⅠB (1) 
中国語演習Ⅰ(1) 

19単位 

１
年
秋 

キリスト教学Ⅱ(2) 
基礎演習Ⅱ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅱ(2) 
情報処理演習Ⅱ(1) 

 Grammar & Vocabulary IV (1) 
Listening VI (1) 
Reading VI (1) 
Conversation VI (1) 
Composition VI (1) 

中国語講読Ⅱ(1) 
中国語文法Ⅱ(1) 
中国語会話ⅡA (1) 
中国語会話ⅡB (1) 
中国語演習Ⅱ(1) 

17単位 

２
年
春 

日本語表現法Ⅰ(2) 
経済学Ⅰ(2) 
キャリアプランニングⅡ(2) 

会計学Ⅰ(2) 
経営学Ⅰ(2) 
金融論(2) 
ビジネス英語Ⅰ(2) 

Public Speaking & Presentation I (2) 
Current Topics in the World I (2) 

中国語会話Ⅲ(1) 
中国語作文Ⅰ(1) 

20単位 

２
年
秋 

日本語表現法Ⅱ(2) 
経済学Ⅱ(2) 

会計学Ⅱ(2) 
経営学Ⅱ(2) 
ビジネス英語Ⅱ(2) 

Public Speaking & Presentation II (2)
Current Topics in the World II (2) 

中国語会話Ⅳ(1) 
中国語作文Ⅱ(1) 16単位 

３
年
春 

日本語表現法Ⅲ(2) ビジネス英語Ⅲ(2) 
英語ビジネス情報Ⅰ(2) 
国際経済論(2) 

Debate I (2) 
Writing & Presentation I (2) 

時事中国語Ⅰ(1) 
東アジアの政治と経済Ⅰ(2) 
 15単位 

３
年
秋 

日本語表現法Ⅳ(2) 
キャリアプランニングⅢ(2) 

ビジネス英語Ⅳ(2) 
英語ビジネス情報Ⅱ(2) 
国際金融論(2) 

Debate II (2) 
Writing & Presentation II (2) 

時事中国語Ⅱ(1) 
東アジアの政治と経済Ⅱ(2) 17単位 

４
年
春 

 
 

特別演習Ⅰ(2) 
国際企業論(2) 
現代英語グローバルプロジェクトⅡ〔通年の

テーマ〕 

Debate III (2) ビジネス中国語Ⅰ(1) 
 

7単位 

４
年
秋 

 特別演習Ⅱ(2) 
現代英語グローバルプロジェクトⅡ〔通年の

テーマを継続〕(8) 

Debate IV (2) ビジネス中国語Ⅱ(1) 
13単位 

計 32単位 40単位 30単位 22単位 124単位 

備
考 

卒業要件 教養科目32単位、専門科目36単位、専修外国語24単位、自由選択 32単位 （下線を施した科目は必修） 
履修規程で定められた登録単位の上限 1年：１学期20単位、2年～4年：１学期24単位 

 

 



 22

履修モデル２ 現代英語学科 観光ホスピタリティプログラムを選択するケース 

将来は旅行業あるいはホテル、観光関係に就職したいという学生を想定 
語学面 
 英語はそこそこできるつもりだが、まだ鍛えないといけない。 

1年次：英語は CORE科目の中級レベルで学ぶ。フランスに興味があるので、フランス語も会話を中心に週３回学
ぶ。 

2年次：英語は CORE科目の上級レベルに進む。フランス語も会話を続ける。 
3年次：英語は ACE科目に進み、将来を見据えながらプレゼンテーションを訓練する。韓国語にも挑戦してみる。 
4年次：英語は引き続きプレゼンテーションを訓練する。 

教養科目、専門科目 
1年次：必修の「キリスト教学」「基礎演習」の他に、「グローバリゼーションと多文化共生」と「スポーツ」を履
修する。卒業後にそなえて「キャリアプランニング」も選択する。美術が好きなので、「美術史」もとる。 

2 年次：必修の「日本語表現法」に加えて、教養科目では「歴史学」「心理学」を選ぶ。専門科目では観光ホスピ
タリティプログラム関連の科目を中心に履修する。 

3年次：引き続き、専門科目は観光ホスピタリティプログラム関連の科目を中心に学ぶ。長崎の文化も勉強してみ
る。 

4年次：観光ホスピタリティプログラム関連の科目を最後まで勉強する。 
 
 教養科目 専門科目 語学科目 

（専修外国語） 他学科から 単位数 

１
年
春 

キリスト教学Ⅰ(2) 
基礎演習Ⅰ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅰ(2) 
スポーツⅠ(1) 
美術史Ⅰ(2) 
キャリアプランニングⅠ(2) 

 Grammar & Vocabulary I (1) 
Listening III (1) 
Reading III (1) 
Conversation III (1) 
Composition III (1) 

フランス語会話ⅠA(1) 
フランス語会話ⅠB(1) 
フランス語演習Ⅰ(1) 19単位 

１
年
秋 

キリスト教学Ⅱ(2) 
基礎演習Ⅱ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅱ(2) 
スポーツⅡ(1) 
美術史Ⅱ(2) 

 Grammar & Vocabulary II (1) 
Listening IV (1) 
Reading IV (1) 
Conversation IV (1) 
Composition IV (1) 

フランス語会話ⅡA(1) 
フランス語会話ⅡB(1) 
フランス語演習Ⅱ(1) 17単位 

２
年
春 

日本語表現法Ⅰ(2) 
歴史学Ⅰ(2) 
心理学Ⅰ(2) 
キャリアプランニングⅡ(2) 

観光学概論Ⅰ(2) 
観光英語Ⅰ(2) 
エアラインホテルサービス論(2) 
ビジネス実務総論Ⅰ(2) 
旅行業務Ⅰ(2) 

Grammar & Vocabulary III (1) 
Listening V (1) 
Reading V (1) 
Conversation V (1) 
Composition V (1) 

フランス語会話III (1) 

24単位 

２
年
秋 

日本語表現法Ⅱ(2) 
歴史学Ⅱ(2) 
心理学Ⅱ(2) 

観光学概論Ⅱ(2) 
観光英語Ⅱ(2) 
ビジネス実務総論Ⅱ(2) 
旅行業務Ⅱ(2) 

Grammar & Vocabulary IV (1) 
Listening VI (1) 
Reading VI (1) 
Conversation VI (1) 
Composition VI (1) 

フランス語会話IV (1) 

20単位 

３
年
春 

日本語表現法III (2) 
 

旅行業務III (2) 
エアラインホテル英語Ⅰ(2) 
長崎文化論Ⅰ(2) 

Public Speaking & Presentation I (2) 韓国語会話ⅠA(1) 
韓国語会話ⅠB(1) 
韓国語演習Ⅰ(1) 

13単位 

３
年
秋 

日本語表現法IV (2) 
キャリアプランニングIII (2) 

旅行業務IV (2) 
エアラインホテル英語Ⅱ(2) 
長崎文化論Ⅱ(2) 

Public Speaking & Presentation II (2) 韓国語会話ⅡA(1) 
韓国語会話ⅡB(1) 
韓国語演習Ⅱ(1) 

15単位 

４
年
春 

 特別演習Ⅰ(2) 
観光通訳ガイド演習Ⅰ(2) 
デジタル資料作成技術Ⅰ(2) 

Writing & Presentation I (2)  

8単位 

４
年
秋 

 特別演習Ⅱ(2) 
観光通訳ガイド演習Ⅱ(2) 
デジタル資料作成技術Ⅱ(2) 

Writing & Presentation II (2)  

8単位 

計 40単位 42単位 28単位 14単位 124単位 

備
考 

卒業要件 教養科目32単位、専門科目36単位、専修外国語24単位、自由選択 32単位 （下線を施した科目は必修） 
履修規程で定められた登録単位の上限 1年：１学期20単位、2年～4年：１学期24単位 
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履修モデル３ 現代英語学科 通訳・翻訳プログラムを選択するケース 
卒業後は、英語を仕事で使う機会があるような仕事につきたいという学生を想定 

語学面 
 英語は得意である。通訳・翻訳プログラムに挑戦して、実践的な力を身につけたい。 

1年次：英語は CORE科目の上級レベルで学ぶ。もう一つの外国語としてはドイツ語を選ぶが、文法・読解に的を
絞る。 

2 年次：英語は ACE 科目に進み、とくに読む・書くの二つを中心に学ぶ。ディベートも始める。ドイツ語ももう
１年間、文法・読解を勉強する。 

3年次：英語はリーディングとディベートを継続。 
4年次：英語で発表する訓練もする。 

教養科目、専門科目 
1年次：必修の「キリスト教学」「基礎演習」の他に、「グローバリゼーションと多文化共生」と「生命化学」を履
修する。卒業後にそなえて「キャリアプランニング」も選択する。 

2 年次：必修の「日本語表現法」に加えて、教養科目では「政治学」「地球環境論」を選ぶ。専門科目では通訳・
翻訳プログラム関連の科目を中心に履修する。 

3年次：引き続き、専門科目は通訳・翻訳プログラム関連の科目を中心に学ぶ。 
4年次：通訳・翻訳プログラム関連の科目を最後まで勉強する。仕上げとして、同時通訳実習にも挑戦する。 

 
 教養科目 専門科目 語学科目 

（専修外国語） 他学科から 単位数 

１
年
春 

キリスト教学Ⅰ(2) 
基礎演習Ⅰ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅰ(2) 
生命科学Ⅰ(2) 
キャリアプランニングⅠ(2) 

 
 
 

Grammar & Vocabulary III (1) 
Listening V (1) 
Reading V (1) 
Conversation V (1) 
Composition V (1) 

ドイツ語講読Ⅰ(1) 
ドイツ語文法Ⅰ(1) 

17単位 

１
年
秋 

キリスト教学Ⅱ(2) 
基礎演習Ⅱ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅱ(2) 
生命科学Ⅱ(2) 

 
 
 
 

Grammar & Vocabulary IV (1) 
Listening VI (1) 
Reading VI (1) 
Conversation VI (1) 
Composition VI (1) 

ドイツ語講読Ⅱ(1) 
ドイツ語文法Ⅱ(1) 

15単位 

２
年
春 

日本語表現法Ⅰ(2) 
政治学Ⅰ(2) 
地球環境論Ⅰ(2) 
キャリアプランニングⅡ(2) 

通訳の理論と技法(2) 
逐次通訳演習Ⅰ(2) 
翻訳演習Ⅰ(2) 

Critical Reading I (2) 
Theme Writing I (2) 
Debate I (2) 
Current Topics in the World I (2) 

ドイツ語講読Ⅲ(1) 
ドイツ語文法Ⅲ(1) 

24単位 

２
年
秋 

日本語表現法Ⅱ(2) 
政治学Ⅱ(2) 
地球環境論Ⅱ(2) 

翻訳の理論と技法(2) 
逐次通訳演習Ⅱ (2) 
翻訳演習Ⅱ(2) 

Critical Reading II (2) 
Theme Writing II (2) 
Debate II (2) 
Current Topics in the World II (2) 

ドイツ語講読Ⅳ(1) 
ドイツ語文法Ⅳ(1) 

22単位 

３
年
春 

日本語表現法Ⅲ(2) 
社会学Ⅰ(2) 

翻訳演習Ⅲ(2) 
翻訳実習Ⅰ(2) 
同時通訳演習Ⅰ(2) 

Critical Reading III (2) 
Debate III (2) 

 

14単位 

３
年
秋 

日本語表現法Ⅳ(2) 
社会学Ⅱ(2) 
キャリアプランニングⅢ(2) 

翻訳演習Ⅳ(2) 
翻訳実習Ⅱ(2) 
同時通訳演習Ⅱ(2) 

Critical Reading IV (2) 
Debate IV (2) 

 

16単位 

４
年
春 

 
 

特別演習Ⅰ(2) 
同時通訳演習Ⅲ(2) 
同時通訳実習Ⅰ(2) 

Writing & Presentation I (2)  

8単位 

４
年
秋 

 特別演習Ⅱ(2) 
同時通訳演習Ⅳ(2) 
同時通訳実習Ⅱ(2) 

Writing & Presentation II (2)  

8単位 

計 42単位 36単位 38単位 8単位 124単位 

備
考 

卒業要件 教養科目32単位、専門科目36単位、専修外国語24単位、自由選択 32単位 （下線を施した科目は必修） 
履修規程で定められた登録単位の上限 1年：１学期20単位、2年～4年：１学期24単位 
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履修モデル４ 現代英語学科 英語専門職プログラムを選択するケース 
将来は教員になりたいという学生を想定 

語学面 
 英語は好きだし、教員にぜひなりたいと思っている。ただ、もっと英語の実力をつける必要がある。 

1年次：英語は CORE科目の中級レベルからスタート。もう一つの外国語もやってみたくはあるが、英語に専念す
ることにする。教職科目もあわせて履修する（ただし、教職科目の履修はここには含めない）。 

2年次：英語は CORE科目の上級レベルに進む。秋学期には留学をして実力アップを目指す。 
3年次：英語は ACE科目に進み、教員を目指してねばり強く勉強を続ける。 
4年次：教育実習を経験し、英語学習の最後の仕上げにかかる。 

教養科目、専門科目 
1年次：必修科目の他に、「情報処理演習」と「スポーツ」「法学Ⅰ（日本国憲法）」「法学Ⅱ」を履修する。あわせ
て「自然科学史」も履修する。 

2年次：教養科目では「哲学」「文学」「心理学」を選ぶ。専門科目はもちろん英語専門職プログラム関連の科目を
中心に履修する。秋学期にはアメリカの協定大学に留学する。留学先は、教員免許に必要な単位が帰国後に認

定されるようなカリキュラムをそなえた大学を選ぶ。 
3年次：帰国し、引き続き英語専門職プログラム関連の科目を中心に学ぶ。秋学期には、留学前に「Ⅰ」を受けて
いた科目をできるだけ「Ⅱ」まで履修する。 

4年次：「特別演習」とあわせて、英語専門職プログラム専門科目の残りを履修する。 
 
 教養科目 専門科目 語学科目 

（専修外国語） 他学科から 単位数 

１
年
春 

キリスト教学Ⅰ(2) 
基礎演習Ⅰ(2) 
スポーツⅠ(1) 
情報処理演習Ⅰ(1) 
法学Ⅰ（日本国憲法）(2) 
自然科学史Ⅰ(2) 
生命科学Ⅰ(2) 

 Grammar & Vocabulary I (1) 
Listening III (1) 
Reading III (1) 
Conversation III (1) 
Composition III (1) 

 

17単位 

１
年
秋 

キリスト教学Ⅱ(2) 
基礎演習Ⅱ(2) 
スポーツⅡ(1) 
情報処理演習Ⅱ(1) 
法学Ⅱ(2) 
自然科学史Ⅱ(2) 
生命科学Ⅱ(2) 

 
 

Grammar & Vocabulary II (1) 
Listening IV (1) 
Reading IV (1) 
Conversation IV (1) 
Composition IV (1) 

 

17単位 

２
年
春 

日本語表現法Ⅰ(2) 
哲学Ⅰ(2) 
文学Ⅰ(2) 
心理学Ⅰ(2) 

英米文学入門Ⅰ(2) 
英米文化研究入門Ⅰ(2) 
英語学入門Ⅰ(2) 
英語音声学(2) 
異文化間コミュニケーションⅠ 
言語学Ⅰ 
言語とグローバリゼーション 
英語圏地域研究Ⅰ 

Grammar & Vocabulary III (1) 
Listening V (1) 
Reading V (1) 
Conversation V (1) 
Composition V (1) 

 

23単位 

２
年
秋 

海外自由研究Ⅰ(2)（日本語表現法Ⅱ(2)に
換えて） 
 

（以下の科目は留学中に取得した単位で認

定が可能となる） 
英米文化研究入門Ⅱ(2) 
英語学入門Ⅱ(2) 
英米文学入門Ⅱ(2) 

（以下の科目は留学中に取得した単

位で認定が可能となる） 
Grammar & Vocabulary IV (1) 
Listening VI (1) 
Reading VI (1) 
Conversation VI (1) 
Composition VI (1) 

 

13単位 

３
年
春 

日本語表現法III (2) 
 

英米文化研究演習Ⅰ(2) 
英語学研究演習Ⅰ(2) 
異文化国際理解演習Ⅰ(2) 

Critical Reading Ⅰ (2) 
Theme Writing Ⅰ (2) 
Public Speaking & Presentation Ⅰ (2) 
Debate Ⅰ (2) 

 

13単位 

３
年
秋 

日本語表現法IV (2) 
哲学Ⅱ(2) 
文学Ⅱ(2) 
心理学Ⅱ(2) 

英語学研究演習Ⅱ(2) 
英米文化研究演習Ⅱ(2) 
異文化間コミュニケーションⅡ(2) 
言語学Ⅱ(2) 
英語圏地域研究Ⅱ(2) 
異文化国際理解演習Ⅱ(2) 

Critical Reading Ⅱ (2) 
Theme Writing Ⅱ (2) 
Public Speaking & Presentation II (2) 
Debate Ⅱ (2) 

 

15単位 

４
年
春 

 特別演習Ⅰ(2) 
英米文学研究演習Ⅰ(2) 

Critical Reading Ⅲ (2) 
Writing & Presentation I (2) 
Debate Ⅲ (2) 

 

8単位 

４
年
秋 

 特別演習Ⅱ(2) 
英米文学研究演習Ⅱ 

Critical Reading Ⅳ (2) 
Writing & Presentation II (2) 
Debate Ⅳ (2) 

 

8単位 

計 44単位 42単位 48単位  124単位 

備
考 

卒業要件 教養科目32単位、専門科目36単位、専修外国語24単位、自由選択 32単位 （下線を施した科目は必修） 
履修規程で定められた登録単位の上限 1年：１学期20単位、2年～4年：１学期24単位 
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履修モデル５ 国際コミュニケーション学科 ドイツ語を選択するケース 

環境問題に関心がある。ドイツ語を学びながら、EU における環境政策について知りたいと思っている学生を想

定。 
語学面 
  1年次：ドイツ語を始める。英語も重要なので、週５回全科目を履修。プレースメントテストの結果、CORE科目
の中級レベルに配置される。 

2年次～4年次：ドイツ語に専念する。 
教養科目、専門科目 

1年次：教養科目は必修の「キリスト教学」「基礎演習」の他に、「グローバリゼーションと多文化共生」を履修す
る。「地球環境論」を迷わず選択。卒業後にそなえて「キャリアプランニング」も受講する。 

2 年次：教養科目は必修の「日本語表現法」に加えて、「生命科学」を選択。専門科目はヨーロッパ研究プログラ
ムの中から計画的に選択していく。「国際関係論」もとることにする。ちょうどよい機会なので、「ドイツ語ドイ

ツ文化海外セミナー」も履修して、実際にドイツに行ってみる。 
3 年次：教養科目は必修の「日本語表現法」。専門科目はヨーロッパ研究プログラム関連科目から。とくに「ドイ
ツ語学演習」「ドイツ文化演習」「ドイツ文学演習」が重要。入学以前から関心があった EU における環境政策
をテーマに「卒業研究」をしたいので、秋学期に「卒業研究Ⅰ」をとる。 

4年次：「卒業研究Ⅰ」で準備したことをふまえて「卒業研究Ⅱ」でまとめ、卒業論文として提出する。 
 
 教養科目 専門科目 語学科目 

（専修外国語） 他学科から 単位数 

１
年
春 

キリスト教学Ⅰ(2) 
基礎演習Ⅰ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅰ(2) 
地球環境論Ⅰ(2) 
キャリアプランニングⅠ(2) 

 ドイツ語講読Ⅰ(1) 
ドイツ語文法Ⅰ(1) 
ドイツ語会話ⅠA (1) 
ドイツ語会話ⅠB (1) 
ドイツ語演習Ⅰ(1) 

Grammar & Vocabulary I (1) 
Listening III (1) 
Reading III (1) 
Conversation III (1) 
Composition III (1) 

20単位 

１
年
秋 

キリスト教学Ⅱ(2) 
基礎演習Ⅱ(2) 
グローバリゼーションと多文化共生Ⅱ(2) 
地球環境論Ⅱ(2) 

 ドイツ語講読Ⅱ(1) 
ドイツ語文法Ⅱ(1) 
ドイツ語会話ⅡA (1) 
ドイツ語会話ⅡB (1) 
ドイツ語演習Ⅱ(1) 

Grammar & Vocabulary II (1) 
Listening IV (1) 
Reading IV (1) 
Conversation IV (1) 
Composition IV (1) 

18単位 

２
年
春 

日本語表現法Ⅰ(2) 
生命科学Ⅰ(2) 
キャリアプランニングⅡ(2) 

ヨーロッパの歴史Ⅰ(2) 
ヨーロッパ文化史Ⅰ(2) 
現代ヨーロッパの政治と経済Ⅰ(2) 
国際関係論Ⅰ(2) 
ドイツ語ドイツ文化海外セミナー(4) 

ドイツ語講読Ⅲ(1) 
ドイツ語文法Ⅲ(1) 
ドイツ語会話Ⅲ(1) 
ドイツ語作文Ⅰ(1) 

 

22単位 

２
年
秋 

日本語表現法Ⅱ(2) 
生命科学Ⅱ(2) 

ヨーロッパの歴史Ⅱ(2) 
ヨーロッパ文化史Ⅱ(2) 
現代ヨーロッパの政治と経済Ⅱ(2) 
国際企業論(2) 

ドイツ語講読Ⅳ(1) 
ドイツ語文法Ⅳ(1) 
ドイツ語会話Ⅳ(1) 
ドイツ語作文Ⅱ(1) 

 

16単位 

３
年
春 

日本語表現法Ⅲ(2) ドイツ語学演習Ⅰ(2) 
ドイツ文化演習Ⅰ(2) 
ドイツ文学演習Ⅰ(2) 
現代ヨーロッパ社会論(2) 

ドイツ語作文Ⅲ(1) 
ドイツ語会話上級Ⅰ(1) 
時事ドイツ語Ⅰ(1) 
独日翻訳演習Ⅰ(1) 

 

14単位 

３
年
秋 

日本語表現法Ⅳ(2) 
キャリアプランニングⅢ(2) 

ドイツ語学演習Ⅱ(2) 
ドイツ文化演習Ⅱ(2) 
ドイツ文学演習Ⅱ(2) 
日欧関係論(2) 
卒業研究Ⅰ(4) 

ドイツ語作文Ⅳ(1) 
ドイツ語会話上級Ⅱ(1) 
時事ドイツ語Ⅱ(1) 
独日翻訳演習Ⅱ(1) 

 

20単位 

４
年
春 

 
 

卒業研究Ⅱ ドイツ語表現法Ⅰ(1) 
ドイツ語文献講読Ⅰ(1) 
ビジネスドイツ語Ⅰ(1) 

 

3単位 

４
年
秋 

 卒業研究Ⅱ〔通年科目〕(8) ドイツ語表現法Ⅱ(1) 
ドイツ語文献講読Ⅱ(1) 
ビジネスドイツ語Ⅱ(1) 

 

11単位 

計 34単位 48単位 32単位 10単位 124単位 

備
考 

卒業要件 教養科目32単位、専門科目36単位、専修外国語24単位、自由選択 32単位 （下線を施した科目は必修） 
履修規程で定められた登録単位の上限 1年：１学期20単位、2年～4年：１学期24単位 

 

 

 


