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■ 主な就職先（2017 ～ 2018 年度実績）
（企業）

日本アイ・ビー・エム、アクセンチュア、アビームコンサルティング、

PwCあらた有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、ゴール

ドマン・サックス証券、野村證券、日本銀行、エヌ・ティ・ティ・データ、

ソフトバンク、日本ヒューレット・パッカード、東芝、日立ソリューショ

ンズ、日産自動車、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ、清水建

設、YKK、公文教育研究会、星野リゾート、日本旅行 その他

（公務員・独立行政法人）

外務省専門職員採用試験（外交官）、国際協力機構（JICA）、秩父市役所

全員が 1セメスターの海外留学を
経験

生きた英語力・異文化理解力・基礎学習能

力を修得し、”世界で生き抜く力”の必要性を

体験。留学サポートも充実しています。

学部授業はすべて英語で実施

学部専門科目を英語で行い、高度な英語

運用能力を習得します。少人数のアクティブ・

ラーニング形式（参加型）も採用しています。

社会問題への多角的アプローチを
考察

「歴史・社会・文化」、「政治・国際関係」、

「経済・経営」の3分野に渡る社会問題を取

り上げ、異なる観点から深く考察していきます。

歴史・社会・文化
分野

経済・経営
分野

政治・国際関係
分野

（大学院）

コーネル大学公共政策大学院、ジョンズ・ホプキンス大学、カリフォ

ルニア大学サンディエゴ校、コロンビア大学、サセックス大学、ブリ

ストル大学、シンガポール国立大学、クイーンズランド大学、東京大

学、早稲田大学、神戸大学、創価大学、アメリカ創価大学　その他

■ 進路内訳（2018 年度実績）

国 際 教 養 学 部

運輸•
郵便
7.0%

不動産•物品賃貸
1.4%

学術研究専門•技術サービス
5.6%

その他
2.8%

卸売•
小売
8.5%

金融•保険
1.4%

教育学習支援
7.0%

公務員
1.4%

製造
16.9%

情報通信
18.3%

サービス
16.9%

進学
12.7%
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学部留学、
海外研修に挑戦し
将来の進路への
自信を得る

学部独自のプログラムで、オーストラリ

アのグリフィス大学に留学しました。はじ

めは授業についていけず悔しい思いをし

ましたが、必死に予習を重ね、授業中の

ディスカッションにも積極的に参加できる

ようになり、TOEFL iBT®のリスニング

のスコアも大きく上がりました。英語で金

融や世界情勢を学んだ経験は大きな自信

になっています。

マレーシアでは、国内トップレベルのマ

ラヤ大学で約２週間の研修に参加。昼間

に授業、夜間には現地の学生との交流や

プレゼンテーションの作成に努めました。

連日のハードスケジュールの中で、グルー

プのメンバーと英語でひとつのプレゼン

を作り上げるのは大変な作業でしたが、

リーダーシップや協調性、問題解決力が

鍛えられ、自信につながりました。

英語で金融や世界情勢を学び
大きな自信に繋がった。

マレーシア研 修では、現 地学生
と英語でグループワークに挑む。

留学を支えてくれたホストファミリー

マラヤ大学でのグル ープワークの様 子

4年生／東京都出身

山下 寿々佳

S TO RY  O F  D IS C OV E RY
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「地球市民」という考え方には実際にはさまざまな批判があります。

それらに応答するには、まず「市民であること（シティズンシップ）」と

は何かを考えなければなりません。そのために

本講義では、市民と民主主義に関する多様な理

論を学びます。学生は事前に英語の専門書で予

習し、宿題で答えてきた質問に基づいて授業中

にディスカッションを展開。その上で教員が講

義で説明することで、学生の理解を深めます。

グローバル化社会の中での、国境を越えた移民について考えます。

現代社会における移民は、近代的な現象、つまり「国民国家」の構築以

降に生じた現象です。本講義では、越境する移

民を政治・経済・社会などさまざまな角度から

考察します。主に社会学的・人類学的な観点か

ら、移民研究のさまざまな理論や世界中のケー

ス・スタディを取り上げます。あわせて、社会

構造と行為者の関係にも注目します。

1・２年次

4年間の学びの流れ

Pick up 開講科目

留学プログラム

世界の諸大学から選択し、1セメスターの海外留学
　アメリカ
　オーストラリア
　カナダ　
　ニュージーランド
　フィリピン

英語集中プログラム

留学前までに英語の基礎を養成

・ Academic FoundationsⅠ～Ⅱ
・ English for Academic PurposesⅠ～Ⅱ
・ Cross-cultural Understanding
・ Freshman Seminar

英語基礎 歴史・社会・文化 政治 ・ 国際関係 経済・経営

基盤教育

入学時から2年次修了時までに幅広い教養の基礎
を養成

Pick up：International FieldworkⅠ～Ⅱ
2年次秋学期に事前学習を行い、2年次春季休業期
間を利用して2週間マレーシアで研修を行う

・ Principles of Philosophy
・ Principles of History
・ Principles of Sociology

・ Principles of Politics and
   Globalization
・ Principles of International
   Relations

・ Principles of Economics
・ Principles of Business
・ Principles of Accounting
   and Financial Analysis

入学

  基盤教育　( 各科目群から1科目4単位以上修得 )　　

３・４年次

　専門科目　( 各科目群から1科目4単位以上修得 )  * 一部抜粋、詳しくは学部 HP をご覧ください。

専門教養教育

経済 ・ 経営政治 ・ 国際関係歴史 ・ 社会 ・ 文化

・Intermediate Microeconomics
・Development Economics
・Management Science
・Marketing
・Intermediate Macroeconomics

・Contemporary Political Theory
・Great Power Politics in the World
・International Politics in the World
・International Institutions and Global Governance

・World Wars in History
・Global Social Policy
・Modern Political Thought
・Sociology of Globalization

３年次より
ゼミ開始 卒業・ SeminarⅠ～Ⅱ

　SeminarⅡ修了時にJunior Paperを作成
　少人数のクラスで、アクティブラーニングを実践

・ SeminarⅢ～Ⅳ
　SeminarⅣで卒業研究Capstoneを完成

必修科目

英語集中プログラム

選択科目

Transnational Migration
国境を越える移民 グローバル時代のシティズンシップと民主主義

Citizenship and Democracy in a Global Age

ジョハンナ・ズルエタ 准教授 山田 竜作 教授
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歴史・社会・文化

世界が抱える課題を、歴史や文化といった側面
から分析します。ルーツをひも解いていく中で、
社会問題の根幹にある原因を考察していきます。

History, Society & Culture

政治 ・ 国際関係

現代世界を主に政治学的観点から考察します。
市民の政治参加から、国家間交渉、グローバル・ガ
バナンスに至るまで、多元的な問題を学びます。

Politics & International Relations

経済・経営

ビジネスという観点から世界の動向を見つめ、
企業や組織が直面している課題を探究します。世
界経済がめざすべき未来像を模索していきます。

Economics & Business

国際教養学部で学ぶ［3つの分野］

学部授業はすべて英語で実施

国際教養学部では、「国際性」「幅広い教養」「実践力」の３つの力を養成し、世界を自分自身のス

テージにできる人材を育成していきます。いま、国境を越えたグローバルな諸問題は、英語で情報

を収集・分析・発信する能力が不可欠です。そこで、学部の専門科目はすべて英語で行い、英語を運

用する４技能（聴解、口頭表現、読解、文章表現）のすべてにわたって、より高度な英語運用能力の

習得をめざします。

より高度な英語運用能力、
つまり「世界と交渉できる力」を習得します。

国際教養学部の学生が、卒業までに

必要な要件は左記の通りです。英語能

力要件を満たさないと、卒業までに必要

な単位数を修得しても卒業できません。

卒業要件

● 本学に４年以上在学（必修の海外留学期間を含む）。

● 国際教養学部で定められた卒業に必要な単位数をすべて修得していること。

● 通算GPAが２.0以上であること。

3 年次専門科目履修要件 TOEFL iBT® 70

卒業要件（Junior paper 提出時） TOEFL iBT® 80

  　国際教養学部の卒業に必要な科目を修得するにあたり、基準以上の英語試

験スコアが必要です。

●英語能力要件

① 3年次春学期にTOEFL iBT® 70以上のスコア
②   4年次にTOEFL iBT® 80以上のスコアが必須

国
際
教
養
学
部
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学部独自のカリキュラム・プログラム

1年次修了後に1セメスター（4〜5か月）、英語圏への海外留学が必修。５つの提携大学（アメリカ、
オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フィリピン）のいずれかに全員が留学します。

米国・ロサンゼルスに位置する私立総合大学。米国西部で最も歴史と伝

統のある名門大学。1880年創立。（語学留学コース）

❶南カリフォルニア大学

オーストラリアのブリスベンに位置する公立大学。革新的な教育が高い評価を受ける

総合大学。1971年設立。（学部留学コース・語学留学コース）

❷グリフィス大学

カナダ・バンクーバー郊外に位置する美しい外観の州立大学。カナダ最高学府として

高い評価。1965年設立。（語学留学コース）

❸サイモン・フレーザー大学

ニュージーランド北島に位置する国立総合大学。海外においても高い評価を得ている

国内トップの名門大学。1883年設立。（語学留学コース）

❹オークランド大学

フィリピン・マニラ市郊外に位置する私立大学。国内の優秀な子女が学ぶ、フィリピ

ンを代表する一流大学。1859年設立。（学部留学コース）

❺アテネオ・デ・マニラ大学

全員が1セメスターの海外留学

※留学関係の費用について：留学先での授業料、往復航空券代、海外傷害保険料については、創価大学へ納

入した学費に含まれます。それ以外のビザ代、学生寮・ホームスティ関係費、現地大学保険費、食費など

の生活費については全て自己負担となります。

※下記大学については現地大学の学部授業を受講するため、一定の英語能力試験のスコアが求められます。

・アテネオ・デ・マニラ大学

・グリフィス大学 学部留学コース

※留学先は 2019 年度の実績であり、変更することがあります。
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学部独自のカリキュラム・プログラム

　国際教養学部では、一つの分野だけでなく、複数の分野を学ぶことができます。経済学、

社会学、政治学などを学ぶ中で、複眼的な視野を身につけることができていると実感して

います。また、学部には多くの留学生が在籍しており、日本人学生との交流イベントが多

数企画され、お互いの文化や言語を教え合うなどして、交流を深めています。

複数の学問分野を専門的に学べる
柴田 昌美 国際教養学科　3年生／東京都出身

ますます重要性が高まる「アジアの現場」を学ぶ
マレーシア短期研修（約２週間）

インターナショナル・フィールドワーク 

オス ス メ
W e b !

学部Webサイト 
でチェック！

留学体験記、卒業生の活躍が見られる学部Webサイトをご覧ください

※参加費用は自己負担になります。

この科目は２年次秋学期と２年次春季休業期間を活用して、大きく変容

する「アジアの現場」を学びます。研修先は多様な文化、宗教、民族が並存

しつつ発展を続ける複合社会のマレーシアです。

２年次秋学期には事前学習として、マレーシアの特性を「歴史・社会・文化」

「政治・国際関係」「経済・経営」の視点から多角的に学び、マレーシアが直面

する固有の課題や挑戦に対し、創造的な解を提示するための研究を小グルー

プ単位で開始します。

２週間の研修期間中には、現地の著名な教授陣によ

る講義、マラヤ大学生とのディスカッション、企業訪問

などを実施し、研修最終日には現地の教授陣に対し、グ

ループ研究の成果報告を英語で行います。本研修への

参加は任意で、修了者は４単位を修得します。 Webを見る

留学体験記

　オーストラリアのグリフィス大学へ留学しました。留学

当初は日本で学習機会の少なかった日常英会話にかなり苦

戦しました。さらに、特有のアクセントで話す教授の授業

が理解できず、履修を取り消そうか迷うほどでしたが、収

録された講義動画を何度も見返しているうちに耳も慣れ、

十分に理解できるようになりました。授業には世界中から

集まった学生が国籍や文化の違いを超えて学び合い、大学

を出た街中でも、国籍や年齢が異なる人に対してとてもフ

レンドリーな雰囲気があります。その多様性を許容する文

化にとても感動したのを憶えています。そのような恵まれ

た環境の中で語学力を磨き、TOEFL iBT®スコアは入学直

後の80から、留学後には94までアップすることができました。 加藤 雄士 （写真右端）

国際教養学科　３年生／埼玉県出身

国
際
教
養
学
部
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