
教養教育科目：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

キリスト教学Ⅰ 法学Ⅰ（日本国憲法）生命科学Ⅰ 日本語教育学概論 教養日本社会Ⅰ

キリスト教学Ⅱ 法学Ⅱ 生命科学Ⅱ 日本語文法Ⅰ 教養日本社会Ⅱ

哲学Ⅰ 政治学Ⅰ 地球環境論 日本語文法Ⅱ 教養日本文化Ⅰ

哲学Ⅱ 政治学Ⅱ 心理学Ⅰ 教養日本文化Ⅱ

歴史学Ⅰ 経済学Ⅰ 心理学Ⅱ 教養日本文学Ⅰ

歴史学Ⅱ 経済学Ⅱ 教養日本文学Ⅱ

芸術論Ⅰ 社会学Ⅰ

芸術論Ⅱ 社会学Ⅱ キャリアプランニングⅠ キャリアプランニングⅡ キャリアプランニングⅢ

文学Ⅰ 社会福祉論

文学Ⅱ ジェンダー論

言語学Ⅰ 文化人類学Ⅰ

言語学Ⅱ 文化人類学Ⅱ 基礎教養Ⅰ

地理学Ⅰ 基礎教養Ⅱ

地理学Ⅱ 基礎教養Ⅲ

グローバリゼーションと多文化共生 基礎教養Ⅳ

統計と情報分析

ボランティア論

スポーツⅠ

スポーツⅡ

情報処理 Ⅰ 日本語リテラシーⅠ 基礎演習 Ⅰ 日本語リテラシー Ⅲ 日本語リテラシー Ⅴ

情報処理 Ⅱ 日本語リテラシーⅡ 基礎演習 Ⅱ 日本語リテラシー Ⅳ 日本語リテラシー Ⅵ

海外自由研究 Ⅰ ボランティア 日本伝統文化実習 Ⅰ

海外自由研究 Ⅱ 日本伝統文化実習 Ⅱ

「NICEキャンパス長崎」科目及び特別講座 インターンシップⅠ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

海外インターンシップⅠ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

C 態度・意欲

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B
論理的思考力・

問題解決力

発展教養基礎教養



現代英語専門科目：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

カルチュラル･スタディーズⅠ メディア文化論 I 英米文学研究入門Ⅰ 多文化国際協力演習 I 英米文学研究演習Ⅰ

カルチュラル･スタディーズⅡ メディア文化論 II 英米文学研究入門Ⅱ 多文化国際協力演習 II 英米文学研究演習Ⅱ

異文化間コミュニケーションⅠ 第二言語習得論 英米文化研究入門Ⅰ 英米文化研究演習Ⅰ

異文化間コミュニケーションⅡ 世界の言語と文化 I 英米文化研究入門Ⅱ 英米文化研究演習Ⅱ

比較文化論 I 世界の言語と文化 II 英語学研究入門Ⅰ 英語学研究演習Ⅰ

比較文化論 II 世界の言語と文化 III 英語学研究入門Ⅱ 英語学研究演習Ⅱ

比較宗教学 I 世界の言語と文化 IV 英語音声学 幼児児童英語教育実習

比較宗教学 II 長崎文化論Ⅰ 発達心理学

国際関係論 長崎文化論Ⅱ 早期英語教授法Ⅰ 英語科教育法 III･IV

国際協力論 早期英語教授法Ⅱ

英語科教育法 I･II

会計学Ⅰ 起業論 ビジネス英語Ⅲ

会計学Ⅱ マーケティング論 ビジネス英語Ⅳ

経営学Ⅰ 国際開発論

経営学Ⅱ 国際金融論

グローバル経済 国際企業論

ビジネス英語Ⅰ 国際ビジネス演習 I

ビジネス英語Ⅱ 国際ビジネス演習 II

卒業研究Ⅰ

観光学概論Ⅰ ビジネス実務総論Ⅰ ホスピタリティ演習Ⅰ

観光学概論Ⅱ ビジネス実務総論Ⅱ ホスピタリティ演習Ⅱ

観光英語Ⅰ ホスピタリティ論 エアラインホテル英語Ⅰ

観光英語Ⅱ エアラインホテル英語Ⅱ

エアラインホテルサービス論 観光学演習 I

観光学演習 II

通訳論 英語同時通訳演習 I 英語翻訳演習Ⅲ 英語ビジネス通訳演習Ⅰ

翻訳論 英語同時通訳演習 II 英語翻訳演習Ⅳ 英語ビジネス通訳演習Ⅱ

英語逐次通訳演習Ⅰ 英語翻訳実習 I 英語会議通訳演習 I

英語逐次通訳演習Ⅱ 英語翻訳実習 II 英語会議通訳演習 II

英語翻訳演習 I

英語翻訳演習 II

卒業研究Ⅱ

旅行業務 I･II（認定科目） 文化フィールドワーク I･II･III･IV GaidaiプロジェクトⅠ･Ⅱ

日本語教育学特論 I ※ 日本語教育学特論 Ⅲ 日本語教育実習 I

日本語教育学特論 Ⅱ 社会文化特別研究Ⅰ･Ⅱ 日本語教授法 I 日本語教育実習 Ⅱ

社会文化特別研究Ⅲ･Ⅳ 日本語教授法 Ⅱ

海外語学研修Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

海外文化研修Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
海外インターンシップⅠ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

海外留学事前研究

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B
論理的思考力・

問題解決力

C 態度・意欲

専門発展専門基幹



国際コミュニケーション学科専門科目：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

カルチュラル･スタディーズⅠ メディア文化論 I ヨーロッパの文学Ⅰ 多文化国際協力演習 I ドイツ文化演習Ⅰ

カルチュラル･スタディーズⅡ メディア文化論 II ヨーロッパの文学Ⅱ 多文化国際協力演習 II ドイツ文化演習Ⅱ

異文化間コミュニケーションⅠ 第二言語習得論 ヨーロッパの歴史Ⅰ フランス文化演習Ⅰ

異文化間コミュニケーションⅡ 世界の言語と文化 I ヨーロッパの歴史Ⅱ フランス文化演習Ⅱ

比較文化論 I 世界の言語と文化 II ヨーロッパの文化Ⅰ

比較文化論 II 世界の言語と文化 III ヨーロッパの文化Ⅱ

比較宗教学 I 世界の言語と文化 IV ヨーロッパの政治と経済Ⅰ 

比較宗教学 II 長崎文化論Ⅰ ヨーロッパの政治と経済Ⅱ

国際関係論 長崎文化論Ⅱ ヨーロッパ社会論

国際協力論 日欧関係論

東南アジアの社会と文化Ⅰ 日本史Ⅰ 西洋古典学Ⅰ 中国語学概論Ⅰ ドイツ語学演習Ⅰ

東南アジアの社会と文化Ⅱ 日本史Ⅱ 西洋古典学Ⅱ 中国語学概論Ⅱ ドイツ語学演習Ⅱ

東アジアの歴史Ⅰ 日本文化研究入門Ⅰ 中国語学演習Ⅰ フランス語学演習Ⅰ

東アジアの歴史Ⅱ 日本文化研究入門Ⅱ 中国語学演習Ⅱ フランス語学演習Ⅱ

東アジアの政治と経済Ⅰ 日本社会研究入門Ⅰ 中国文化演習Ⅰ

東アジアの政治と経済Ⅱ 日本社会研究入門Ⅱ 中国文化演習Ⅱ

東アジアの社会と文化Ⅰ 日本文学研究入門Ⅰ 東アジアの文学Ⅰ

東アジアの社会と文化Ⅱ 日本文学研究入門Ⅱ 東アジアの文学Ⅱ

東アジア関係論Ⅰ 日本語学研究入門Ⅰ 韓国語学演習Ⅰ

東アジア関係論Ⅱ 日本語学研究入門Ⅱ 韓国語学演習Ⅱ

韓国文化演習Ⅰ

韓国文化演習Ⅱ

卒業研究Ⅰ

日本経営論Ⅰ 日本文化研究演習Ⅰ

日本経営論Ⅱ 日本文化研究演習Ⅱ

日本の政治と経済Ⅰ 日本社会研究演習Ⅰ

日本の政治と経済Ⅱ 日本社会研究演習Ⅱ

日本文学研究演習Ⅰ

日本文学研究演習Ⅱ

日本語学研究演習Ⅰ

日本語学研究演習Ⅱ

卒業研究Ⅱ

旅行業務 I･II（認定科目） 文化フィールドワーク I･II･III･IV GaidaiプロジェクトⅠ･Ⅱ

日本語教育学特論 I ※ 日本語教育学特論 Ⅲ 日本語教育実習 I

日本語教育学特論 Ⅱ 社会文化特別研究Ⅰ･Ⅱ 海外インターンシップⅠ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ 日本語教授法 I 日本語教育実習 Ⅱ

社会文化特別研究Ⅲ･Ⅳ 海外留学事前研究 日本語教授法 Ⅱ

海外語学研修Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

海外文化研修Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B 論理的思考力・
問題解決力

C 態度・意欲

専門発展専門基幹



現代英語語学科目：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

Reading Ⅰ Critical Reading Ⅰ Critical Reading Ⅲ

Reading Ⅱ Critical Reading Ⅱ Critical Reading Ⅳ

Reading Ⅲ

Reading Ⅳ

Reading Ⅴ

Reading Ⅵ

Composition Ⅰ Listening Ⅰ Theme Writing Ⅰ Theme Writing III

Composition Ⅱ Listening Ⅱ Theme Writing Ⅱ Theme Writing IV

Composition Ⅲ Listening Ⅲ Current Topics in the World I

Composition Ⅳ Listening Ⅳ Current Topics in the World II

Composition Ⅴ Listening Ⅴ English in Music and Film Ⅰ

Composition Ⅵ Listening Ⅵ English in Music and Film Ⅱ

English Seminar Ⅰ

English Seminar Ⅱ

English Seminar Ⅲ

English Seminar Ⅳ

Conversation Ⅰ Grammar Ⅰ Debate Ⅰ

Conversation Ⅱ Grammar Ⅱ Debate Ⅱ

Conversation Ⅲ Grammar Ⅲ Public Speaking and Presentation Ⅰ

Conversation Ⅳ Grammar Ⅳ Public Speaking and Presentation Ⅱ

Conversation Ⅴ Dramatic Acting Ⅰ

Conversation Ⅵ Dramatic Acting Ⅱ

English Seminar V

English Seminar VI

English Seminar VII

English Seminar VIII

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B
論理的思考力・

問題解決力

C 態度・意欲

語学達人語学発展語学基礎



国際コミュニケーション学科（ドイツ語科目）：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

ドイツ語講読 I ドイツ語講読 III

ドイツ語講読 II ドイツ語講読 IV

ドイツ語文法 I ドイツ語文法 III 時事ドイツ語Ⅰ ビジネスドイツ語Ⅰ

ドイツ語文法 II ドイツ語文法 IV 時事ドイツ語Ⅱ ビジネスドイツ語Ⅱ

ドイツ語演習 I ドイツ語作文 I ドイツ語作文 III 独日翻訳演習Ⅰ ドイツ語表現法Ⅰ

ドイツ語演習 II ドイツ語作文 II ドイツ語作文 IV 独日翻訳演習Ⅱ ドイツ語表現法Ⅱ

ドイツ語文献講読Ⅰ

ドイツ語文献講読Ⅱ

ドイツ語会話 I ドイツ語会話 V ドイツ語会話上級Ⅰ

ドイツ語会話 II ドイツ語会話 VI ドイツ語会話上級Ⅱ

ドイツ語会話 III ドイツ語会話 VII

ドイツ語会話 IV ドイツ語会話 VIII

※

資格ドイツ語Ⅰ ドイツ語演習Ⅲ

資格ドイツ語Ⅱ ドイツ語演習Ⅲ

資格ドイツ語Ⅲ ドイツ語演習Ⅲ

資格ドイツ語Ⅳ ドイツ語演習Ⅲ

ＩＰＴ Ctedit

ドイツ語特別実習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B
論理的思考力・

問題解決力

C 態度・意欲

語学達人語学発展語学基礎



国際コミュニケーション学科（フランス語科目）：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

フランス語講読 I フランス語講読 III

フランス語講読 II フランス語講読 IV

フランス語文法 I フランス語文法 III 時事フランス語Ⅰ ビジネスフランス語Ⅰ

フランス語文法 II フランス語文法 IV 時事フランス語Ⅱ ビジネスフランス語Ⅱ

フランス語演習 I フランス語作文 I フランス語作文 III 仏日翻訳演習Ⅰ フランス語表現法Ⅰ

フランス語演習 II フランス語作文 II フランス語作文 IV 仏日翻訳演習Ⅱ フランス語表現法Ⅱ

フランス語文献講読Ⅰ

フランス語文献講読Ⅱ

フランス語会話 I フランス語会話 V フランス語会話上級Ⅰ

フランス語会話 II フランス語会話 VI フランス語会話上級Ⅱ

フランス語会話 III フランス語会話 VII

フランス語会話 IV フランス語会話 VIII

※

資格フランス語Ⅰフランス語演習Ⅲ

資格フランス語Ⅱフランス語演習Ⅳ

資格フランス語Ⅲフランス語演習Ⅴ

資格フランス語Ⅳフランス語演習Ⅵ

ＩＰＴ Ctedit

フランス語特別実習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B 論理的思考力・
問題解決力

C 態度・意欲

語学達人語学発展語学基礎



国際コミュニケーション学科（中国語科目）：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

中国語講読 I 中国語講読 III

中国語講読 II 中国語講読 IV

中国語文法 I 中国語文法 III 時事中国語Ⅰ ビジネス中国語Ⅰ

中国語文法 II 中国語文法 IV 時事中国語Ⅱ ビジネス中国語Ⅱ

中国語演習 I 中国語作文 I 中国語作文 III 中国語翻訳演習Ⅰ 中国語通訳演習Ⅰ

中国語演習 II 中国語作文 II 中国語作文 IV 中国語翻訳演習Ⅱ 中国語通訳演習Ⅱ

中国語文献講読Ⅰ

中国語文献講読Ⅱ

中国語会話 I 中国語会話 V 中国語会話上級Ⅰ

中国語会話 II 中国語会話 VI 中国語会話上級Ⅱ

中国語会話 III 中国語会話 VII

中国語会話 IV 中国語会話 VIII

※

資格中国語Ⅰ 中国語演習Ⅲ

資格中国語Ⅱ 中国語演習Ⅳ

資格中国語Ⅲ 中国語演習Ⅴ

資格中国語Ⅳ 中国語演習Ⅵ

ＩＰＴ Ctedit

中国語特別実習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

D
コラボレー

ションとリー
ダーシップ

E
効果的なコ
ミュニケー
ション力

DP

A
理解し、知識
を身につける

力

B
論理的思考

力・問題解決
力

C 態度・意欲

語学達人語学発展語学基礎



国際コミュニケーション学科（韓国語科目）：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

韓国語講読 I 韓国語講読 III

韓国語講読 II 韓国語講読 IV

韓国語文法 I 韓国語文法 III 時事韓国語Ⅰ ビジネス韓国語Ⅰ

韓国語文法 II 韓国語文法 IV 時事韓国語Ⅱ ビジネス韓国語Ⅱ

韓国語演習 I 韓国語作文 I 韓国語作文 III 韓国語翻訳演習Ⅰ 韓国語通訳演習Ⅰ

韓国語演習 II 韓国語作文 II 韓国語作文 IV 韓国語翻訳演習Ⅱ 韓国語通訳演習Ⅱ

韓国語文献講読Ⅰ

韓国語文献講読Ⅱ

韓国語会話 I 韓国語会話 V 韓国語会話上級Ⅰ

韓国語会話 II 韓国語会話 VI 韓国語会話上級Ⅱ

韓国語会話 III 韓国語会話 VII

韓国語会話 IV 韓国語会話 VIII

※

資格韓国語Ⅰ 韓国語演習Ⅲ

資格韓国語Ⅱ 韓国語演習Ⅳ

資格韓国語Ⅲ 韓国語演習Ⅴ

資格韓国語Ⅳ 韓国語演習Ⅵ

ＩＰＴ Ctedit

韓国語特別実習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ

C 態度・意欲

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B
論理的思考力・

問題解決力

語学達人語学発展語学基礎



国際コミュニケーション学科（日本語科目：　カリキュラム・マッピング(ＤＰとナンバリングの相関図)

100 200 300 400

初中級日本語Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅴ･Ⅵ･Ⅶ･Ⅷ

日中（中日）通訳演習Ⅰ 日中（中日）翻訳演習Ⅰ

日中（中日）通訳演習Ⅱ 日中（中日）翻訳演習Ⅱ

日韓（韓日）通訳演習Ⅰ 日韓（韓日）翻訳演習Ⅰ

日韓（韓日）通訳演習Ⅱ 日韓（韓日）翻訳演習Ⅱ

日本語読解Ⅰ 日本語聴解Ⅰ 日本語読解Ⅲ 日本語聴解Ⅲ 日本語読解Ⅶ 日本語聴解Ⅶ

日本語読解Ⅱ 日本語聴解Ⅱ 日本語読解Ⅳ 日本語聴解Ⅳ 日本語読解Ⅷ 日本語聴解Ⅷ

日本語読解Ⅴ 日本語聴解Ⅴ

日本語読解Ⅵ 日本語聴解Ⅵ

総合日本語Ⅲ 日本語表現技術Ⅰ

総合日本語Ⅳ 日本語表現技術Ⅱ

総合日本語Ⅰ 総合日本語Ⅴ 日本語表現技術Ⅲ 総合日本語Ⅶ

総合日本語Ⅱ 総合日本語Ⅵ 日本語表現技術Ⅳ 総合日本語Ⅷ

日本語読解Ⅸ 日本語聴解Ⅸ

日本語読解Ⅹ 日本語聴解Ⅹ

総合日本語Ⅸ 日本語表現技術Ⅴ

総合日本語Ⅹ 日本語表現技術Ⅵ

D
コラボレーショ
ンとリーダー

シップ

E
効果的なコミュ
ニケーション力

DP

A
理解し、知識を
身につける力

B
論理的思考力・
問題解決力

C 態度・意欲

語学達人語学発展語学基礎


