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Faculty of Literature

1年次

教養科目

日本文学・
文芸創作専攻
地域文化専攻
英語
コミュニケーション
専攻

専攻科目

国際ビジネス
コミュニケーション
専攻
東アジア言語
文化専攻
︵中国語・韓国語︶
留学生向け科目
教職課程／特別課程
●教職課程 ○特別課程

Department of Humanities

2年次

◎基礎 ●世界史●日本史●哲学●社会学●科学史●心理学●数学
●音楽 ●自然と環境●自然参入実習Ⅰ・Ⅱ●日本国憲法
●スポーツ実技
（講義を含む）
●教育原理●教職論
◎梅光コモンズ ●梅光BASISⅠ・Ⅱ●キリスト教倫理Ⅰ・Ⅱ
●梅光プロジェクトⅠ・Ⅱ●ボランティア実習Ⅰ
◎キャリア専門教養 ●インディペンデントスタディーⅠ●情報機器の操作
●e-基礎数学●e-基礎英語●外国語コミュニケーションⅠ・Ⅱ

◎梅光コモンズ
●梅光プロジェクトⅢ・Ⅳ●キリスト教倫理Ⅲ●ボランティア実習Ⅱ
●ボランティア論
◎キャリア専門教養
●スピーチ法
●インディペンデントスタディーⅡ
●外国語コミュニケーションⅢ ・Ⅳ●短期インターンシップⅠ

●現代短歌・俳句研究●文学作品研究Ⅲ（中世）
◎専門
●日本文学史Ⅰ（古典）
●文学教材読解●漢文教材読解

●文学理論●文章講座●演劇的表現の研究●現代文学研究●創作構想論
◎専門 ●現代語の文法●文学作品研究Ⅰ（上代）
・Ⅱ
（中古）
●古典文法・古文解釈
●中国古典Ⅰ・Ⅱ●日本文学史Ⅱ
（近現代）

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文学●世界の文学●日本文学・文芸創作専攻入門
●地域文化専攻入門●感性トレーニング
●関門学●楷書法Ⅰ・Ⅱ

◎専門 ●地域文化論Ⅰ

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文学●世界の文学
●英語コミュニケーション専攻入門
●地域文化専攻入門●外国語ガイド実習
●海外語学研修Ⅰ●イングリッシュキャンプⅠ
●Drama ProductionⅠ・Ⅱ
●Listening&ReadingⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
●Speaking&WritingⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

●日本史特講●地域文化論Ⅱ●地域文化資料論
●民俗学●地域と観光

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文化・地域の文化●世界の文化と宗教●東アジアの歴史
●日本文化史Ⅰ
（文学・芸術）●日本文化史Ⅱ
（生活文化）
●日本語の基礎Ⅰ・Ⅱ●文章表現法Ⅰ・Ⅱ●演劇論
●English through music●Pleasure reading in English
◎専門
●第二言語習得論●英語学概論
◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文化・地域の文化●世界の文化と宗教●海外語学研修Ⅱ
●イングリッシュキャンプⅡ●Listening&ReadingⅢ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
●文章表現法Ⅰ・Ⅱ●Speaking&WritingⅢ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
●異文化間コミュニケーション●Drama ProductionⅢ・Ⅳ●国際関係論

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文学●世界の文学
●国際ビジネスコミュニケーション専攻入門
●東アジアの近現代史●英語コミュニケーション専攻入門
●外国語ガイド実習●海外語学研修Ⅰ
●Drama ProductionⅠ・Ⅱ
●Listening&ReadingⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
●Speaking&WritingⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文学●世界の文学●東アジア言語文化専攻入門
●初級韓国語理解Ⅰ・Ⅱ●初級韓国語表現Ⅰ・Ⅱ
●初級中国語理解Ⅰ・Ⅱ●初級中国語表現Ⅰ・Ⅱ
●東アジアの近現代史●外国語ガイド実習●海外語学研修Ⅰ
●国際ビジネスコミュニケーション専攻入門
●Drama ProductionⅠ・Ⅱ●関門学

○図書館学
（司書科目）
○博物館学○書道

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文化・地域の文化●世界の文化と宗教●演劇論
●日本語の基礎Ⅰ・Ⅱ●文章表現法Ⅰ・Ⅱ●日本文化史Ⅰ
（文学・芸術）
●日本文化史Ⅱ
（生活文化）

◎専門

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文学●世界の文学●地域文化専攻入門●関門学
●感性トレーニング●日本文学・文芸創作専攻入門
●東アジアの近現代史

●日本語中級Ⅰ・Ⅱ●日本語中上級Ⅰ・Ⅱ

カリキュラム
ポリシー

文学部人 文学 科のカリキュラムは、
「 教 養 教育」と「専門教育」から構成されています。
「 教 養 教育」には、聖書の学びを土台にした「梅光コモン
ズ」科目群が 設 置されています。これらは、自己を見つめ、仲間とのつながりを確 認するプログラムを通して、主体的な学びの方 法を修得し、自
己の 将 来を思い 描くことに目標を定めた教育内 容です。
「専 門 教育」には、
「 共 通専 門」科目群と５専 攻の「専 攻専 門」科目群が 設 置されてい
ます。なかでも多様な専門科目を配置した「共通専門」科目群では、専門分 野での学びをさらに幅 広い視 野で 学べることが 特 徴です。また、カ
リキュラムは、総合 的にキャリア（就 職）につながることを意 識し、知 識 伝 達 型 授 業、実 践 的トレーニング 重 視の授 業、実体 験 重 視の授 業など
をバランスよく配置しています。

◎専門 ●国際ビジネス論●ホスピタリティ論
◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文化・地域の文化●世界の文化と宗教●東アジアの地理と経済
●東アジアのビジネス●国際経済論●海外語学研修Ⅱ●イングリッシュキャンプⅡ
●Listening&ReadingⅢ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ●文章表現法Ⅰ・Ⅱ●Speaking&WritingⅢ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
●国際関係論●異文化間コミュニケーション
●Drama ProductionⅢ・Ⅳ●日本文化史Ⅱ（生活文化）
●演劇論

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本の文化・地域の文化●世界の文化と宗教
●中級韓国語理解Ⅰ・Ⅱ●中級韓国語表現Ⅰ・Ⅱ
●中級中国語理解Ⅰ・Ⅱ●中級中国語表現Ⅰ・Ⅱ
●東アジアの歴史●文章表現法Ⅰ・Ⅱ
●異文化間コミュニケーション●Drama ProductionⅢ・Ⅳ
●日本文化史Ⅱ
（生活文化）
●東アジアの地理と経済
●東アジアのビジネス

●日本語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
●教育方法論●教育心理学●中等教育課程論●国語科教育法Ⅰ
●英語科教育法Ⅰ○日本語教員養成

3年次

4年次
◎梅光コモンズ
●梅光コモン
◎キャリア専門教養
●ゼミナールⅢ・Ⅳ

◎基礎 ●社会福祉概論●文化人類学●書道●教育制度論
◎梅光コモンズ ●ボランティア実習Ⅲ・Ⅳ
◎キャリア専門教養
●ゼミナールⅠ・Ⅱ●キャリアデザインⅠ・Ⅱ
●外国語コミュニケーションⅤ・ Ⅵ
●短期インターンシップⅡ
●海外インターンシップⅠ・Ⅱ●長期インターンシップ
◎専門

養

専

門

共通専門

文学部人文学科

●現代詩研究●フィクション・ノンフィクション論●文学作品研究Ⅴ
（近代）
・Ⅳ
（近世）
●中国古典Ⅲ●日本・中国書道史●書論・鑑賞

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●編集実務●日本思想史●文学と人間
●メディア論●日本文学・文化紀行
●東アジアの文学と文化

◎専門

教

◎専門 ●中国古典Ⅳ●書道特殊演習Ⅰ・Ⅱ
◎共通専門
（文化理解）
●サブカルチャー論●映画論
●比較文化論
●日中文化交流史●日韓文化交流史
●漢字かな混じりの書

◎専門 ●東西民俗文化論

●文化財論●関門フィールドワーク●文化発信●地域文化実習

◎共通専門
（文化理解）
●日中文化交流史●日韓文化交流史
●サブカルチャー論●比較文化論
●漢字かな混じりの書●映画論

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●日本思想史●東アジアの文学と文化
●東洋美術史●日本文学・文化紀行
●文学と人間●メディア論

●CLILⅡ
（英語で他分野を学ぶ）
◎専門 ●Listening&ReadingⅦ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ
●Speaking&WritingⅦ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ

●CLILⅠ
（英語で他分野を学ぶ）●English through movies
●Listening&ReadingⅦ・Ⅷ●Fluency Practice
◎専門
●Speaking&WritingⅦ・Ⅷ●英語学研究●英語教育教材研究
●English Presentation

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●比較文化論
●サブカルチャー論
●映画論

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●アジア経済論●海外語学研修Ⅲ・Ⅳ●海外長期語学研修
●Listening&ReadingⅤ・Ⅵ●Speaking&WritingⅤ・Ⅵ
●英語文学教材研究●英語文学概論●言語学概論●文学と人間
●ビジネス・イングリッシュⅠ・Ⅱ●ツーリズム論
◎専門 ●国際ビジネス実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

◎専門 ●時事英語Ⅰ・Ⅱ
◎共通専門
（文化理解）
●比較文化論
●映画論
●日中文化交流史
●日韓文化交流史

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●メディア論●アジア経済論●国際ビジネス事情
●海外語学研修Ⅲ・Ⅳ●海外長期語学研修
●Listening&ReadingⅤ・Ⅵ●言語学概論
●Speaking&WritingⅤ・Ⅵ●英語文学概論
●東アジアの文学と文化
●上級韓国語理解Ⅰ・Ⅱ●上級韓国語表現Ⅰ・Ⅱ●上級中国語理解Ⅰ・Ⅱ

●観光ビジネス韓国語Ⅰ・Ⅱ●時事韓国語Ⅰ・Ⅱ

◎専門 ●上級中国語表現Ⅰ・Ⅱ●韓国語概説●中国語概説●韓国語研究●中国語研究

◎専門 ●観光ビジネス中国語Ⅰ・Ⅱ●時事中国語Ⅰ・Ⅱ

◎共通専門
（言語運用/文化理解）
●東アジアの文学と文化
●東洋美術史
●アジア経済論●言語学概論
●日本思想史

◎共通専門
（文化理解）
●日中文化交流史
●日韓文化交流史
●比較文化論
●サブカルチャー論●映画論

専任教員

●専門

安道 百合子 教授

● 日本中古・中世の物語文学

小野 良美 教授

● 言語学

國本 康寿 教授

● 国際経済論

倉本 昭 教授

● 日本近世文学

高瀬 剛 教授

● 物性物理学・情報工学

只木 徹 教授

● 応用言語学・英語教育学

ハドソン G.マレル 教授

● 英語教育

播磨 桂子 教授

● 日本語学

樋口 紀子 教授

● キリスト教倫理

馮 戦兵 教授

● 中国語教育

平田 歩 教授

● 日本語教育

松永 龍児 教授

● 地域創生・国際協力

伊藤 道彦 特任教授

● 英語教育

江口 恵子 特任教授

● 国語科教育

中野 新治 特任教授

● 日本近代文学

清水 哲生 副学長

● ツーリズム論

村田 喜代子 客員教授

● 小説

村中 李衣 客員教授

● 児童文学

渡辺 一雄 客員教授

● 考古学・地域文化論

久保田 眞吾 准教授

● 英語教育

倉増 泰弘 准教授

● 英語教育

田口 寛 准教授

● 日本中世文学

田村 栄章 准教授

● 日本近代文学

藤原 義嗣 准教授

● 韓国語教育

渡辺 玄英 准教授

● 現代詩

松田 政道 特任准教授

● 漢字書道

吉光 紀行 特任准教授

● 図書館学

アーロン チャオ 講師

● 英語教育

チャールズ パルク 講師

● 英語教育

フランク ベイリー 講師

● 英語教育

ロデリック ヴァンヒューイス 講師 ● 英語教育

●ビジネス日本語Ⅰ・Ⅱ
●国語科教育法Ⅱ・Ⅲ●書道科教育法Ⅰ・Ⅱ●英語科教育法Ⅱ・Ⅲ●特別活動の研究
●教育相談の研究●教職教養Ⅰ・Ⅱ●道徳の指導法●生徒・進路指導論●教職総合演習
○図書館学（司書教諭科目）

●教育実習指導●教育実習Ⅰ・Ⅱ
●教職教養Ⅲ●教職実践演習（中高）

池田 静香 講師

● 文学

東 宮史 講師

● 英語教育

藤原 善丞 講師

● 国際マネジメント

渡邉 晶子 講師

● 英文学

※共通専門科目は、いずれの専攻からも受講可能です。

地 域と世 界 を つなぐ 世 界 へ 羽 ば たく人 材 を育 成
専門分野での幅広い学び

人 間 力×教 養×専 門
社会とつながる力を養成

共通専門
教 養
キ リスト 教 教 育

●言 語 運 用… 徹 底 的なトレーニングにより基 礎 的な言 語 運 用能 力を身につける。
●文化 理 解…地 域 社 会および日本・世界 の多様な文化について広く理 解できる。

● 基 礎…幅 広い 学 びを通して、社 会 観、世界観を身につけることができる。

自身の専攻の専門科目や共通専門科目と併せ、

他の専攻の学び

・文芸創作専攻
専門（5専攻）●日本文学
●地域文化専攻

他の専攻の専門科目を履修することが可能。
学びの幅が広がります。

●英語コミュニケーション専攻
●東アジア言語文化専攻
●国際ビジネスコミュニケーション専攻 （中国語・韓国語）

●梅光コモンズ…キリスト教精神に基づいた社会奉仕と社会参加を通して、自己の生き方を見つめることができる。 ●キャリア専門教養 …自己のキャリアをプランニングし、将来に向けた就業力・進学力を身につける。

