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人間学科
［専攻分野 =言語系］  異文化コミュニケーション ︿英語﹀メジャー ▶ ▶ ▶ ▶

                                            異文化コミュニケーション ︿日本語﹀メジャー ▶ ▶ ▶

 異文化コミュニケーション ︿中国語﹀メジャー ▶ ▶ ▶

                                            異文化コミュニケーション ︿ロシア語﹀メジャー ▶ ▶

［専攻分野 =人文系］  哲学・歴史学メジャー ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

                             表現文化メジャー ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

［専攻分野 = 社会系］  社会学メジャー ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

 社会福祉専修 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

［専攻分野 = 学際系］  国際日本学メジャー ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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　文学部は学びの分野が幅広いので、将来の進路を模索する自分に最

適だと思いました。英語をはじめ、中国語、ロシア語など語学に特化

した授業も多いので、学生時代に外国語を習得したいと思いました。

入学後、中国語に興味を持ち、留学を通じてさらに学びを深め、将来

は日中交流を促進できる人材になりたいと思っています。

中国についての学びを深めて、
日中交流を促進できる人材に。
人間学科　4年生　中

ち ゅ う ご

後 幸恵さん

東京都／私立創価高校　 

Student Growth 

第二外国語で学んだ中国語の授業がとても面白く、中国に強い興味を持ち

ました。文学部は中国や中国語に関する授業も多く、中国語を学ぶのに最

適でした。

夏休みに「CIEE」（国際ボランティアを推進する非営利教育団体）のベトナム

ボランティアに参加し、初めて海外を経験しました。春休みには中国語学短

期研修に参加し、中国への長期留学への申請を決めました。

3年次に中国への交換留学プログラムを利用し、北京大学へ語学留学が決定

しました。創価大学は多くの中国の大学と語学留学の提携があり、中国留学

への道が開かれていると感じました。現在は、北京大学の授業を受けながら、

より一層中国への理解を深めています。

1
年次

2
年次

3
年次

4
年次

HomePage
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文学部の

特 色

４年間で２つの大学の学位を取得可能
　２〜３年次の留学で、本学と海外の大学の２つの学位を同時に取得できます。英語ダブル・ディグリーコー
ス（DD）では英国のバッキンガム大学、中国語DDでは北京語言大学に留学することで、創価大学と留学先
の大学の両方の学位が取得できます（条件あり）。

充実の語学研修・語学科目
　文学部ではイギリス、インドの語学研修のほか、ロシア民族友好大学特別留学や、６つの言語を学べるグ
ローバル科目、言語・人文・社会の学問領域にわたる深い知識と技能を身につけることのできる英語の科目群

（English Medium Programs）「AKADEMIA」など、多様な言語を学べる研修制度・授業科目が充実しています。

社会福祉士や教職などの資格取得
　「社会福祉専修」では、「社会福祉士」の資格を取得して社会福祉に関わる人材を養成します。定員20名
で国家資格受験を前提に、カリキュラムを展開。ソーシャルワーカーなどとして活躍することを想定してい
ます。

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 　 　 　

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 　 　 　

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 　 　 　
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文学部の

4年間の学びの流れ

文学部生が身につけることができる4つの力

▶1 年次 ▶2 年次 ▶3 年次 ▶4 年次

　学修を自らデザインする方法を
学びつつ、9の専攻分野を紹介す
る入門科目を通して、幅広い視野
を養います。

■入門科目
○人間学
○異文化コミュニケーション
○言語文化への招待
○哲学・思想への招待
○歴史学への招待
○世界文学への招待
○表現文化論入門
○国際日本学への招待
○現代社会研究への招待
○社会福祉入門

　専攻分野をしぼりながら、自分
が必要とする語学の力を磨きます。
秋学期には選考を経て、ゼミを決
定します。

　将来の進路を明確にしつつ、少
人数のゼミを中心に専攻分野を深
め、自分らしい表現の可能性を探
ります。

　卒業論文の作成を通して、４年
間の学びを集大成し、社会で活躍
する準備をしっかりと整えます。

春学期　　　　秋学期

初
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キャリアビジョンを固める 卒業論文作成

入
門
科
目

（
人
間
学
な
ど
）

春学期　　　　秋学期 春学期　　　　秋学期 春学期　　　　秋学期

　授業では、第一線で活躍する評論家や、新聞・出版関係者、国際ＮＧＯ（非政府組織）スタッフ、医
学博士、大手企業の会長ら、現実に平和構築に貢献している方々の講演も行っています。
　また、芥川賞作家、現代アーティスト、声優、翻訳家など、文化創造の方面で活躍する方々を招い
ての授業、現役作家による「小説の書き方」の授業なども開講しています。

　文学、哲学、社会学、言語学、社会福祉など希望するメジャー（も

しくは専修）を選択し、主体的に学びながら、自身の考えを論理

的に説明する力、あるい

は、創造的な考えを発

信する表現力を培いま

す。それらの力を使いこ

なして、卒業論文を仕上

げます。

2 自分らしさの発見
（専門性を磨く）

　4年間で2つの大学の学位が取れるダブル・ディグリーコース

（DD）、文学や平和学を英語で学ぶAKADEMIA（English Medium 

Programs）や文学部独自

の語学研修で、英語・中国

語・ロシア語といった多彩

な語学力とグローバル化

に対応できる異文化理解

力を養成します。

1 英語だけじゃない
（多彩な語学教育システム）

フィールド体験
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自分にしかできない価値創造を。

未来を開く文学部人間学科9の扉（専攻分野）

文
学
部

言語系

人文系 社会系

　ゼミなどの少人数授業、国内外でのインターンシップやフィール

ド体験など、多様な価値観と触れ合う機会が多く設けられていま

す。ひとつの現象を複数の

視点から観察、分析する力

を養い、豊かな人間性の練

磨に挑戦します。さらに他者

との協調性を重んじ、円滑

にコミュニケーションを図る

能力を培います。

3 豊かな教養と協調性
（人間性を磨く） 4 ライフ・デザイン力

（独創的なキャリア教育）

　語学、専門、教養の3つの力を、自分の人生デザインに活かし

ていきます。英語だけでなく国語・社会・地理歴史・公民の教員免

許が取得可能（＊P.61）。

社会福祉士国家試験で

は私学上位の合格率を

誇り、教員採用試験、公

務員試験、そして一般就

職においても大きな成果

を上げています。

異文化コミュニケーション（英語）メジャー     

異文化コミュニケーション（ロシア語）メジャー

異文化コミュニケーション（中国語）メジャー

異文化コミュニケーション（日本語）メジャー

表現文化メジャー

哲学・歴史学メジャー 社会学メジャー

社会福祉専修

国際日本学メジャー P.057

P.055

P.055 P.056

P.053

P.053 P.054

P.054

P.056

メジャー制では複数の専門科目を幅広く履修しながら、自分の専門を選んでいくことができます。

GPA（成績平均点数）条件をクリアし、他分野の専門科目を一定単位取得すれば、

副専攻（マイナー）として認定されます。

▲
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文学部 人間学科 8メジャー＋１専修　言語系［４つの専攻分野］

　グローバル化の時代を異文化の人々と共生していく

ためには、特に共通語として広く使用されている英語と

文化、さらにその背後にある価値観を体現している人々

への理解が不可欠です。本メジャーでは、言葉の探究

を通じて、文化や言語の話し手の人間観や価値観を学

び、人間・言語・文化について総合的な理解を深めて、

異文化共生の時代を生き抜く力を養います。また、ネ

イティブ・スピーカーが担当する授業を多く設置し、英

語運用能力を高めつつ、各領域の専門知識を習得して

いきます。英国バッキンガム大学の学位が取得できる

ダブル・ディグリーコース（DD）にも連動しています。

　①日本語は、世界の人々から見たら一体どの

ような言語なのか、その面白さに迫ります。②

日本語教育科目が充実し、日本語教師への道

を開きます。③留学生や帰国学生を積極的に受

け入れ、異文化理解などコミュニケーション能

力や多様性を受容する力を身につけます。④日

本語をさまざまな視点から考察することで、日

本語コミュニケーション能力をさらに磨いてい

きます。⑤世界の言語・文化の中における日本

語、日本文化の特徴を見つめ、深めた知識や情

報を世界に向けて発信する能力を養います。

異文化コミュニケーション〈英語〉メジャー
言語と文化、それを体現する人々への理解を深め、

“言葉”を究めるとともに、新しい知の枠組みを探る。

異文化コミュニケーション〈日本語〉メジャー
日本語・日本文化の彩

いろど

りを知り、
深めた知識や情報を世界に発信する能力を養う。

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯�異文化コミュニケー

ション
Ⓑベーシック
　◯��Cultural�
　　Representation�I/II
　◯�英語学概論I・II
Ⓒアドヴァンスト
　◯�第二言語習得論
　◯�Intercultural�
　　Communication
　◯�近代英語史と文化

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯�異文化コミュニケー

ション
Ⓑベーシック
　○日本語教育概論�I・II
　○日本語学概論�I・II
　◯�日本語コミュニケー

ション論
　◯日本語音声学
Ⓒアドヴァンスト
　◯日本語教材研究I�・II
　◯日本語の語彙・表記
　○社会言語学
　◯�日本語教育学特講A・

B・C

■主なゼミナール
◯ 現代英語の語法・文法研

究（松島龍太郎  教授） 

◯異文化コミュニケーション
 （ダナ・マッキニス 教授）

◯ 日英の言語と文化の比較
研究　（髙橋正 教授）

◯ 現代英語の変化と使用の
研究　（藤本和子 教授）

○児童文学ファンタジー
（ブルース・キャリック 准教授）

○ 人間教育とバタフライモ
デル　（尾崎秀夫 准教授）

○ 英語教育・第二言語習得
論　（大崎さつき 准教授）

■主なゼミナール
◯近代日本語・日本語史

（金子弘 教授）

○ 日本語教育・対人コミュ
ニケーション

（山岡政紀 教授）

○日本語教育・認知言語学
（守屋三千代 教授）

○ 日本語教育・現代日本語
文法　（大塚望 教授）

Message— 在学生メッセージ

Message— 在学生メッセージ

　ネイティブ･スピーカーの先生が多いので、英語
で自分の意見を伝えるコミュニケーション手段と
しての英語力が身につくことを実感しています。ま
た、同じ目標を持って、励まし合える仲間と出会う
ことができました。英語をマスターした後は他の
語学の習得にも挑戦し、世界中に友情を築き、一
生涯学び続ける人になりたいと思います。

　主に明治時代の日本語について研究していま
す。単語の意味の変遷を明治期の辞書や当時の
文献を読んで調べていくうちに、言語は時代に
よって変化していくものであることを知ることが
できました。将来は国語教員になり、勉学だけ
でなく人格を育むような教師になることが目標
です。

世界中に友人を作り、
一生涯学び続ける人に。

明治時代から現代までの
日本語の変遷を研究。

小山 ゆきさん  2年生（東京都／私立創価高校）

大橋 真奈美さん 4年生（奈良県／私立関西創価高校）　
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　①世界で最も使用人口の多い中国語をマ

スターすることをめざします。②ネイティブ・ス

ピーカーの教員が担当するコミュニケーショ

ンの授業で実践的な語学力を養成します。③

在学4年間の学習カリキュラムで初級・中級・

上級のコースを設け、各種検定資格試験にも

対応しています。④毎年10名が北京語言大学

とのダブル・ディグリーコース（DD）に学び、2

年間の留学で2大学の学位取得ができます。

また、北京語言大学では中国語とともに英語

や韓国語なども学べます。

　日本との経済交流の更なる活発化が見込ま

れる隣国であり、トルストイ、ドストエフスキー

を生んだ芸術の大国ロシア。対露ビジネスで活

躍する人材になるのも、ロシアの文化の広さと

深さを自分の目と耳で確かめるのも、まずは言

葉からです。充実したカリキュラムと恵まれたロ

シア留学制度による実践的なロシア語能力の

養成を軸にしています。そして、語学のみでなく、

文学・芸術、歴史、社会の領域にわたり、ロシア

に対する深い理解も併せ持つ、真の異文化コ

ミュニケーション力を備えた人材を養います。

異文化コミュニケーション〈中国語〉メジャー
段階的な学習カリキュラム、留学などにより中国語をマスター。
日中友好のエキスパートに。

異文化コミュニケーション〈ロシア語〉メジャー
多彩な留学制度を基礎に、卓越した教育プログラムを設置。
真の異文化コミュニケーション力を養い、日露友好に貢献を。

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯�異文化コミュニケー

ション

Ⓑベーシック
　◯中国語学入門I・II
　◯中国語講読初級I・II
　◯中国社会文化入門I・II
　◯中国語講読初中級I・II
　◯中国語学概論I・II
Ⓒアドヴァンスト
　◯中国語学中上級I・II
　◯通訳演習（日中）A・B
　◯通訳演習（中日）A・B
　◯翻訳演習（日中）A・B
　○翻訳演習（中日）A・B

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯�異文化コミュニケー

ション
Ⓑベーシック
　◯ロシア語文法入門Ⅰ・Ⅱ
　◯�ロシア語発音トレー

ニングⅠ・Ⅱ
　◯ロシア語講読入門Ⅰ・Ⅱ
　◯現代ロシア概論
　◯ロシアの歴史と文化
Ⓒアドヴァンスト
　◯ロシア語文法上級Ⅰ・Ⅱ
　◯時事ロシア語
　◯ロシア語文学講読Ⅰ・Ⅱ
　◯ロシア文学

■主なゼミナール
◯中国の教育　（李燕 教授） 
◯ 中国の歴史、文化交流・

比較（高橋強 教授）

◯国際関係（川崎高志 教授）

◯中国語学
（佐藤素子 准教授）

■主なゼミナール
◯ロシア文化史研究

（佐々木精治 教授） 
◯コミュニケーション研究

（江口満 教授）

◯ロシア・ユーラシア研究
（小﨑晃義 教授）

◯ロシア文学・文芸学研究
（寒河江光徳 教授）

Message— 在学生メッセージ

Message— 在学生メッセージ

　現在は、ゼミで中国の社会文化、日中交流につ
いて学んでいます。ゼミに在籍している中国人留
学生と意見交換する中で、中国に対するイメージ
も大きく変わり、親近感を持つようになりました。
卒業後は地元で仕事に就き、多くの人とコミュニ
ケーションの輪を広げ、地域の発展に貢献したい
と考えています。

　創価大学には日本の大学で初となるロシアセン
ターがあり、とても充実したロシア語学習環境が
整っています。日本語とは異なる角度から思考す
ることによって、新しい気づきが増えました。将来
はホテル業界に就職して、あらゆる人種、性別、
信条の人 と々相互に理解しあい、おもてなしがで
きるホテルマンになりたいと思います。

日中交流の輪を広げ、
地域の発展に貢献したい。

語学力を活かして、
ホテル業界で活躍したい。

神山 英夫さん  4年生（岐阜県／長良高校）　

伊藤 薫さん  3年生（宮城県／仙台市立仙台高校）　
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文学部 人間学科 8メジャー＋１専修　人文系［2つの専攻分野］

　今、私たちはどんな時代を生きているのでしょうか。

私たちが生きる「いま」を長い時間と広い空間の中で

深く考え、そこから「未来」のあるべき姿を構想できる

ようになることが、大学の学問の醍醐味です。そこで

必要となるのが、「人間とは何か」という問いを中心に

学問を再編成することであり、混沌とした現代こそ、そ

のような探究が求められています。そのために、実証

を重んじる歴史学と、理念を尊ぶ哲学は、きわめて大

切な学問です。「哲学・歴史学メジャー」では、西洋か

ら東洋までの、そして古代から現代までの知の蓄積を

継承しながら、新たな知を形成しゆく力を養います。

　文学作品をはじめ映画・アニメ・舞台芸術など

表現文化全般について、批評・分析の方法を学ぶ

とともに、創作にも挑戦していきます。古今東西の

芸術作品に触れながら、「本物」を見極める眼を

養い、人間主義の思想を独創的に表現できる人材

を輩出していきます。特徴：①文学研究：作品を読

み解くための研究法を学び、原語をふまえながら

作品を読み味わう。②舞台芸術・映画研究：古代

ギリシアから現代に至るさまざまな舞台芸術、ま

た映像作品について批評・分析する。③文芸創作：

創作の基本を習得し、創作活動の力を育成する。

哲学・歴史学メジャー
理念は実証を求め、実証は理念を求める。

哲学と歴史学の両面から“人間とは何か”に迫る。

表現文化メジャー
表現文化全般について批評・分析の方法を学び、創作にも挑戦。
独創的な表現力を持つ人材を輩出する。

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯哲学・思想への招待
　○歴史学への招待
Ⓑベーシック
　○哲学概論
　〇仏教思想概論
　〇倫理学概論
　○考古学概論
　〇歴史学概論
　〇比較文化史概論
Ⓒアドヴァンスト
　〇東洋思想史
　〇言語哲学
　〇中央ユーラシア史
　〇西洋文化史
　〇東洋文化史

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯世界文学への招待
　◯表現文化論入門
Ⓑベーシック
　◯文芸創作I・II
　○�イギリス古典文学史・

近代文学史
　◯アメリカ文学史
　◯文学研究法入門I・II
Ⓒアドヴァンスト
　○ドイツ言語文化研究Ⅰ・Ⅱ
　○�日本近代文学作家作

品論A・B
　○漢文学特講Ⅰ・Ⅱ

■主なゼミナール
○仏教研究・法華思想史

（菅野博史 教授）

○西洋哲学・倫理学
（伊藤貴雄 教授）

○哲学・倫理学
（蝶名林亮 講師）

○ 日本近現代 史の基 礎研
究　（季武嘉也 教授）

○ 日本古代・中世・近世の歴
史　（坂井孝一 教授）

○東洋史・清朝国家論
（村上信明 教授）

■主なゼミナール
◯詩を読む・詩を作る

（水谷誠 教授）

○演劇論　（大野久美 教授）

○英米児童文学
（浅山龍一 教授）

○表現としての文学
（田中亮平 教授）

○ファンタジーと映画
（木下薫 教授）

○近代日本文学・国語教育学
（山中正樹 教授）

○ロシア文学・文芸批評理論
（寒河江光徳 教授）

○シェイクスピアと演劇
（鈴木邦彦 教授）

　文学部では日本や海外の言語、文化、歴史に幅
広く触れ、より深く学ぶことができます。所属する
メジャーでは、主に鎌倉時代などの中世日本史の
分野を学んでいます。歴史の勉強は暗記するもの
ではなく、過去と現在、未来へと続いていく大きな
ロマンを感じています。将来は、歴史の面白さを伝
えることのできる教師になりたいと思っています。

　文学部は言語だけでなく、その国の文化、考え
方、社会、人間そのものを研究できる学部です。
もともと演劇、映画、アニメーションに興味があり、
現在はゼミでアメリカ演劇の研究をしています。
私は日本語、フランス語、英語の３か国語が話せ
るので、将来は通訳や映像作品の翻訳など表現
活動ができる仕事に就きたいと思います。

能井 孝子さん  4年生（岡山県／岡山芳泉高校）　

ロジェ エレアさん  4年生
（フランス／私立 Institut Notre Dame Meudon高校）　

Message— 在学生メッセージ

Message— 在学生メッセージ

日本や海外の言語、文化、歴史に幅広く触れ、
歴史の面白さを伝えられる教師に。

3か国語を駆使して、
通訳や翻訳など表現活動の仕事に。
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文学部 人間学科 8メジャー＋１専修　社会系［2つの専攻分野］

※学内での選考試験があります
　（定員20名）

　①家族、地域、歴史、都市、宗教、労働、政治、

経済、社会心理、メディア、異文化、平和、国際

関係などを題材に、現代社会の多様性や変化に

ついて、さまざまな視点から理解を深めます。

②1、2年次から社会調査についての専門・実習

科目を計画的に履修することで社会調査士の

資格を取得できます。③3年次にはゼミごとに

主体的に研究や調査に取り組み、合同発表会で

成果を競い合います。④社会学を学ぶことで、

グローバルな視点から多様で複雑な現代社会

を客観的にとらえることができます。

　多様な人々の「協働」による社会をどのよう

に実現させるかを、福祉の視点から学び、考え

るのが社会福祉専修です。社会福祉専修では、

社会福祉の役割・働きを通して、福祉の社会づ

くりを実践する人材育成をめざします。このた

め、4年次で実施される社会福祉士国家試験

の受験資格が取得できるようなカリキュラムに

しました。受験資格取得のために20名という

定員があります。社会福祉専修で学んだ人の活

躍の場としては、公務員や福祉事務所職員、医

療ソーシャルワーカーなどを想定しています。

社会学メジャー
現代社会の諸問題に多様な「社会学」の視点から迫る
社会調査の基礎力を証明する社会調査士資格も取得可能。

社会福祉専修　
協働社会の実現を福祉の視点から学び、人々の
暮らしを支える国家資格社会福祉士の受験資格を取得。

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯�現代社会研究への招

待
　◯Human�and�Society　
Ⓑベーシック
���◯文化人類学
���◯家族の社会学
���◯国際関係論
Ⓒアドヴァンスト
���◯教育の社会学
���◯メディアと社会心理
���◯映像の社会学
���◯平和学
���○現代ロシア概論
　○サーベイ調査実習
　○フィールド調査実習

■主な専門科目
Ⓐイントロダクトリー
　◯社会福祉入門
Ⓑベーシック
　◯社会理論と社会システム
　◯社会福祉概論Ⅰ・Ⅱ
　◯障害者福祉論Ⅰ・Ⅱ
Ⓒアドヴァンスト
　◯�相談援助演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・

Ⅳ・Ⅴ
　◯�相談援助の基盤と専

門職Ⅰ・Ⅱ
　◯�相談援助の理論と方法

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　◯福祉行財政と福祉計画
　◯社会保障Ⅰ・Ⅱ
　◯�福祉サービスの組織と経営

■主なゼミナール
◯理論社会学

（杉山由紀男 教授）

◯都市社会学（森幸雄 教授）

◯歴史社会学
（小林和夫 教授）

◯文化人類学
（井上大介 教授）

◯平和学（玉井秀樹教授）

◯国際関係論 （林亮 教授）

◯東アジアの政治経済
（武澎東 教授）

◯ロシアの社会と経済 
（小﨑晃義 教授）

◯メディアと社会心理 
（渋谷明子 教授）

■主なゼミナール
◯社会福祉と相談援助

（西川ハンナ 准教授）

◯生活問題と福祉
（岩川幸治 講師）

　文学部では1年次にすべてのメジャーの基礎知
識を学ぶことができ、自分に合った専攻分野を選
ぶことができます。社会学メジャーでは基本的な
理論や現代の社会問題に加え、プレゼンテーショ
ンを通して教育やジェンダーに関する学びを深め
ています。出版社や新聞社などで情報の発信を通
じて社会に貢献する仕事が希望です。

　高校の頃から社会福祉士の仕事に興味があり、
国家資格の取得をめざして進学しました。社会福
祉専修では、高齢者、児童、障がい者、低所得者
といった分野別の支援の在り方から、社会福祉に
関する制度やサービス、相談援助の技術まで幅広
く学んでいます。地域に密着し、より多くの笑顔を
生み出せる社会福祉士になることが目標です。

野村 湧希さん  4年生（東京都／私立郁文館高校）

山下 真歩さん  4年生（佐賀県／小城高校）

Message— 在学生メッセージ

Message— 在学生メッセージ

情報の発信を通じて、
社会に貢献する仕事に就きたい。

社会福祉士として、
より多くの笑顔を生み出したい。
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国際日本学メジャー［学際系］

世界と交流するために必要な英語力を習得し、

国際社会に日本の伝統・文化を発信できる能力を涵
か ん よ う

養する。

　グローバル時代が叫ばれるに伴い、各大学で「国際日本学」という名称が聞

かれるようになりました。いずれも異文化交流の重要性を訴え、英語を重視し、

日本理解を深めながら、伝統文化やサブカルチャーのコンテンツを紹介すると

いう共通点が見られます。創価大学文学部人間学科「国際日本学メジャー」で

は、学生はまず世界の中に日本を位置づけ、地理的・歴史的特徴をふまえなが

ら、その変遷を辿ります。いかに日本が世界と交流しながら日本社会を構築し、

異文化を受容し、自文化を創造・発信してきたかについて、これに関わる「人間」

の営みに着目し、バラエティ豊かな講義から具体的に学びます。そして、現代日

本を的確かつグローバルに捉える座標軸を獲得しながら、学生は今後の時代

をいかに他の文化の人 と々ともに生きるべきか、自身に何が貢献できるか、日本

の独自性をどこに見出すべきかについて、自身の関心の高いテーマを選び、幅

広い観点から研究します。こうした学びは、日本語と世界の共通語である英語

を的確に使って社会の人々や異文化の人 と々伝え合い、相互に理解する必要が

あり、そのための力を養成する講義も用意されています。日本人・留学生を問わ

ず、グローバルな視点を備えた真の日本理解者を育てます。

文学部 人間学科 8メジャー＋１専修　学際系［1つの専攻分野］

インターンシップ・フィールド体験／教職課程
学生の志望に合わせた就業体験・教員免許取得支援制度が充実しています。

Focus1 ▶

●インターンシップ・フィールド体験
国内外でのインターンシップ・フィールド体験を通して、

高い就業力を身につけます。

　文学部では、独自のインターンシップ・フィールド体験科目を

設け、国内外でのインターンシップ、ボランティア、フィールド体

験を通して知識と経験をバランスよく身につけることにより、高

い就業力を育成します。具体的には、所定の時間従事したイン

ターンシップやフィールドワークの経験を積極的に単位互換す

ることで、コミュニケーション力や社会への適応力を高めていく

ための契機としていきます。

●教職課程
多くの文学部出身の先輩教員による支援制度など、

充実したサポートを用意しています。

　文学部では、教職課程に登録し、所定の単位を修得すること

で、中学校・高等学校の英語科・国語科・社会科（地理歴史科・

公民科）の教員免許状（Ⅰ種）を取得することができます。学部

内に「文学部教職委員会」を設置し、現役教員の卒業生や採用

試験合格者との交流会を実施するなどして、教職志望の学生を

サポートしています。

▼インターンシップ・フィールド体験の例
・農業体験
・大泉町フィールドワーク
・ロシア・インターンシップ
・里山フィールド体験
・�NPO・旅行会社などが企画するフィールド体験・ボランティア
活動への参加

取得できる教員免許状

中学校Ⅰ種 高等学校Ⅰ種

英　語 英　語

国　語 国　語

社　会 地理歴史・公民

※  上記の学部・学科の教員免許課程は、教育職員免許法改正による再課程認定申請を文
部科学省に申請中です。文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設
時期等が変更となる可能性があります。※提供内容は変更の可能性があります。
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［研究室］ P i c k  U p

●研究室訪問（守屋三千代 教授）

異文化コミュニケーション論／対照言語学

語学ができるだけでは実現できない、
真の異文化コミュニケーションを学ぶ。
　世界のさまざまな言語や文化の研究を続ける守屋教授。「『言語はツー

ル』と思っている学生が多いですが、それは真実であり、一方で間違いで

もあります」日本語は全てを言葉にせず、“察する”ことを期待する日本文

化のもとに成り立っています。一方で、英語や中国語は、言うべきことや

客観的事実を過不足なく述べることを好む文化的な土台があります。

　「先日、日本に来た中国人の教授に中華料理をご馳走したら、『この料

理は美味しくない』と仰いました（笑）。感じたことを率直に言うのは彼に

とっては正しいことですが、日本でそれは通用しにくい、とアドバイスしま

した。逆に、私が中国でご馳走になった時、感謝の気持ちを込めて『美味

しい』と料理が来るたびに言っていると、『そんな特別なご馳走でもないも

のを美味しい、と言うのはあなたの名誉を傷つける』とたしなめられまし

た。言語を知っていても、文化を知らないと異文化交流は難しいですね」

　この授業では、世界の文化と言語の特徴を、興味深いエピソードととも

に学ぶことができます。「多文化の橋渡しができる人を“メンター ”と呼び

ます。この授業を受けた学生には、良き“メンター ”となって、グローバル

時代の新しい文化を築く人材になってほしいと思います」

●研究室訪問（渋谷明子 教授）

メディアと社会心理

ソーシャルゲームやブラックバイトなど、身近で
タイムリーな問題を社会心理学の視点から研究する。

　渋谷教授は、身近な社会問題を社会心理学の視点から掘り下げて研究

を行っています。「現在、スマホのソーシャルゲームへの依存問題をテー

マに研究を続けています。ゲームへの高額課金が社会問題になることが

ありますが、ゲームの仕組みにあるのか、プレイヤーの側に問題があるの

かなどを研究しています。問題になりそうなゲームの仕組みよりも、入手

したレアキャラクターの写真をSNSで共有するなど、一見ソーシャルで好

ましい行為のなかにゲーム依存になりやすい要素が潜んでいることがあ

ります。ゲームの仕組みとプレイヤーの心理を分析し、実証的な根拠を

示す研究ができればと思っています。いまや、ゲームは世界の人々の生活

に欠かせないメディアの一つとなりました。それと上手に付き合う方法、リ

テラシーを備えるための手助けを、私たちの研究で実現したいですね」

　新たな社会問題にいち早く着目する渋谷教授の研究姿勢は、ゼミ生に

も受け継がれています。「ゼミの学生たちには、自分たちの関心や問題意

識で、毎年テーマを決めています。昨年はブラックバイトの実態調査を

行っていました。難しいテーマにも怯まず、果敢にチャレンジした学生た

ちが頼もしいです。学生たちの成長を見ることは嬉しいですね」

世界の文化や言語に詳しい守屋先生の研究室には、創価大学に留学中の海外
の学生が多く訪れ、いつも賑やか。

メディアや社会心理学についても多くの著書を出版。「現在行っているソー
シャルゲームの研究についても英語で世界へ発信したいです」

中国の大学で日本語を学ぶ
学生のための日本語教科書
を北京大学出版社より刊行。

ブラックバイトについて調査
を実施したゼミ生達。学内
発表会で1位を獲得。

Profile
守屋 三千代 教授　東京外国語大学大学院修
了。著書に『自然な日本語を教えるために―認
知言語学をふまえて－』ひつじ書房 他、多くの
日本語教科書の編集にも携わる。現在、文科
省からの支援を受け、ユーラシア大陸で使わ
れる言語の特徴についての調査を、十数か国
の言語の研究者とともに行っている。

Profile
渋谷 明子 教授　慶應義塾大学大学院博士号

（社会学）取得。米国ミズーリ大学コロンビア
校、慶應義塾大学メディア・コミュニケーショ
ン研究所勤務を経て現職。著書に『メディア・
オーディエンスの社会心理学』新曜社、『テレ
ビニュースの世界像』勁草書房、『テレビとい
う記憶』新曜社 など多数。

［研究室］ 
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英語ダブル・ディグリーコース Double Degree（DD）

イギリスの伝統が息づくバッキンガム大学を舞台に、

英語力を磨くとともに、英国文化も満喫できる。

　創価大学とイギリスのバッキンガム大学の双方の学位を取得することができます。バッキ

ンガム大学は、世界50か国以上の留学生が勉学に励む国際的な大学である一方、イギリ

スの伝統が今も息づく学舎です。オックスフォードやロンドンへのアクセスも便利で、古き

良き英国人気質とスタイリッシュなイギリス文化の両方を味わうことができます。　

中国語ダブル・ディグリーコース Double Degree（DD）

北京語言大学で、外国人のための中国語教育を受講。

創価大学北京事務所によるサポート体制も充実。

　２年次・３年次に北京語言大学に留学し、所定の単位取得と、日中両語での卒業論文作

成・口頭試問に合格することにより同大学の学位も授与されます。HSK（漢語水平考試）を

研究開発した大学で、外国人のための中国語教育の最高峰として知られる高等教育機関で

す。また、北京には創価大学北京事務所があり、常駐スタッフが留学生をサポートします。

●プログラム内容
　バッキンガム大学では、人文学部の英語研究関連のプログラムに所属し、コミュニケーション

理論、言語学、翻訳理論、英米文学等に関する科目を通して、英語について多角的に学びます。

また、授業での講義、ディスカッション、レポート執筆などにより、高度な英語の運用能力と国

際的な舞台で活躍できる実力を身につけることができます。

●プログラム内容
　本コースでは同大学漢語学院に所属し、中国語を総合的に学習します。課題活動では、現地

で実施されるHSKにも挑戦します。夏には北京で企業インターンシップも実施しています。2年

目からは中国語のほかに英語やハングルを学ぶコースも用意されています。

●奨学金制度
創価大学の学費を納入することを条件に助成します。
● バッキンガム大学の授業料のうち135万円を助成
● 保証金（1,000ポンド＝約16万円）を全額助成
● 海外傷害保険（約20万円）を全額助成（1.5年間）
●創大特別奨学金助成30万円支給
※1ポンド155円で計算（為替レートは変動しますので随時ご確認ください）

※奨学金内容、金額は変更される場合があります。

●奨学金制度
　創価大学の学費を納入することを条件に

北京語言大学の留学費用のうち、申請料、

学費および宿舎費、海外傷害保険を2年間に

わたり助成します（上限年間90万円）。
※奨学金内容、金額は変更される場合があります。

●留学費用：１年間にかかる費用

●留学費用：１年半にかかる費用

申請料 800元（13,600円）
学　費 23,200元（394,400円）
宿舎費 29,200元（496,400円）

海外傷害保険 124,960円

保証金 1,000ポンド
（155,000円）

授業料 18,900ポンド
（2,929,500円）

寮　費 9,000ポンド
（1,395,000円）

海外傷害保険 約200,000円

Focus2 ▶

Focus3 ▶

2 年間留学

※１元17円で計算（為替レートは変動しますので随時ご確認ください）
※金額は変更される場合があります。

※金額は変更される場合があります。

1年半留学
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短期語学研修
イギリス

■夏季3週間／バッキンガム大学
　英語の４技能（聞く・話す・読む・書く）を身につける授業のほ

か、歴史と伝統の薫る場所（オックスフォード、ウィンザーなど）

への研修を実施します。宿泊はホームステイとなり、ホストファ

ミリーと生活する中で英国の文化を実体験できます。

インド
■春季3週間／デリー大学
　デリー大学で最も創立が早く格式ある名門カレッジ、セント

スティーブンズ・カレッジで学びます。質の高い英語教育が受け

られる教育水準が高いカレッジで、研修では英語でインドの政

治や経済、文化などを学びます。

ロシア民族友好大学特別留学
国際色豊かなロシア民族友好大学での充実した語学研修。

文学部独自の交換留学制度で、授業料・寮費がかからない。

　創価大学とロシア民族友好大学との間で取り交わした「創価大学とロシア民族友好大

学間の学術交流協定書」に基づき、2017年2月より実施されている特別留学制度です。2

年次の授業終了後の2月から10か月の留学で、留学しても4年間での卒業が可能です。外

国人向けロシア語教育に定評があり、学内でロシア語検定試験ТРКИ（テーエルカー

イー）を受けることができます。

●プログラム内容
　現地でクラス分けテストを受け、レベルごとに振り分けられたグループで授業を受けます。ロシア

語科目を受講し、ロシア語ТРКИ（テーエルカーイー）2級に合格することをめざします。

●奨学金制度
　交換留学制度のため、授業料と寮費はか

かりません。また本学より海外旅行保険10

万円、奨学金15万円の助成があります。
※奨学金内容、金額は変更される場合があります。

●留学費用：１年間にかかる費用

渡航費用 約14万円（往復）
海外旅行保険 約10万円（10か月）
現地学内保険 約3.5千円（17,500ルーブル）

登録料 1.6千円（800ルーブル）

Focus4 ▶

Focus5 ▶

10 か月留学

※ 1ルーブル2円で計算（為替レートは変動しますので随時ご確認
ください）

※ほかに生活費（食費など）として月額5万円程度必要
※金額は変更される場合があります。

English Medium Programs
Our English Medium Program （Arts, Knowledge AnD English Major for International Arena, AKADEMIA in short） starts in 2018. 
AKADEMIA covers major subjects in the humanities such as Philosophy, History, Literature, Sociology and Japan Studies. All the 
coursework of this program is conducted in English. Through studying these subjects at the level of higher education, students 
will be given an opportunity to have both knowledge and abilities which are necessary to have successful global careers, for 
instance, working for global companies or doing further study at graduate schools. Students who successfully complete the 
program and fulfi ll other requirements will obtain a bachelorʼs degree in humanities from Soka University. Those who have the 
required Japanese profi ciency may take classes in Japanese as an option. Furthermore, students who take more than 24 credits 
from the courses AKADEMIA off ers may get the certifi cate of ʻEnglish Medium Programʼ in addition to their degree. 

●AKADEMIA（Arts, Knowledge AnD English Major for International Arena）

●日本の大学で初めての
　「ロシアセンター」の開設
　本学が旧ソ連・ロシアとの大学交流

とロシア語教育を一貫して継続してき

た実績が評価され、ロシアのルスキー・

ミール基 金 締 結した協定に基づき、

2016年6月に日本の大学で初めてとな

る「ロシアセンター」が学内に開設され

ました。ロシアセンターでは、ロシアと

の学生交流の拡大やロシア語教材の作

成などのプロジェクトを進めています。
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Message—卒業生メッセージ

　私の地元である山陰地方は、人口減少などさまざまな課題を抱えています。それらを少しで

も解決するために、銀行業務を通じて中小企業の発展に携わりたいと思い、山陰合同銀行へ

の就職を決めました。山陰地方の経済に幅広く影響を与える仕事であり、特に広域な店舗網を

活かしたビジネスマッチングに力を入れています。Uターン就職を選択したからには仕事で結果

を残し、地域を引っ張っていけるような存在になりたいと思っています。

ビジネスマッチングによって
山陰地方の経済に幅広く影響を与える仕事をしています。

株式会社山陰合同銀行

人間学科　2018年卒業   奧原 正博さん

■文学部卒業生の主な就職先
（企業）

青山商事、アルフレッサファーマ、イーオン、イオン
リテール、伊藤忠テクノソリューションズ、イトーキ、
エイチ・アイ・エス、インテリジェンス、エイブル、エ
ディオン、大塚商会、大塚製薬、オンワード樫山、
花王カスタマーマーケティング、キタムラ、紀伊國
屋書店、キヤノンシステムアンドサポート、キリンビ
バレッジ、近鉄エクスプレス、近畿日本ツーリスト、
きんでん、グーグル、クラブツーリズム、クリエイト
エス・ディー、コクヨファニチャー、コベルコシステ
ム、サマンサタバサジャパンリミテッド、静岡中央
銀行、資生堂、JALスカイ、昭和シェル石油、住友
電装、積水ハウス、セコム、セブン- イレブン・ジャ
パン、第一生命保険、大光監査法人、大和ハウス工
業、帝国ホテル、東海東京証券、トーハン、トーメ
ンエレクトロニクス、トランス・コスモス、西日本シ
ティ銀行、日本アイ・ビー・エム、日本アクセス、日
本航空、日本生命保険、日本年金機構、日本マイク
ロソフト、日本郵便、日本旅行、パソナ、パナソニッ
ク、パナホーム、バンテック、ファミリーマート、ふ
くおかフィナンシャルグループ、ホギメディカル、星
野リゾート、三井住友銀行、三越伊勢丹、三菱東
京 UFJ銀行、ミネベア、ユニキャリア、ユニクロ、リ
コー、リコージャパン、良品計画、ANA大阪空港、
ANA 成田エアポートサービス、ANAホールディング
ス、NECディスプレイソリューションズ、SMBCコン
シューマーファイナンス　その他

（公務員）
外務省専門職、国税専門官、法務教官、航空管制官、陸上自衛隊、国立大学法人、東京都庁Ⅰ類Ｂ、
埼玉県庁、京都府庁、広島県庁、三重県庁、愛知県庁、特別区、十和田市役所、神恵内村役場、田
上町役場、古河市役所、藤岡市役所、狭山市役所、八千代市役所、中野区役所、東村山市役所、稲
城市役所、川崎市役所、横浜市役所、守口市役所、枚方市役所、五條市役所、豊田市役所、廿日
市市役所、玉野市役所、安来市役所、薩摩川内市役所、東京消防庁Ⅰ類、大阪市消防局　その他

（教職員）
横浜市中高英語、中学社会／千葉県中高英語／千葉市中高英語／東京都中高英語、中高国語、
中高地歴／静岡県高校地理、中学国語、中学社会／愛知県中学英語、中学国語、中学社会／大
阪府中学英語、中学社会／大阪市中学英語、中学国語／堺市中学英語／兵庫県中学英語、中
学国語／広島県中学（特別）社会／高知県中高英語／北九州市中学英語　その他

（社会福祉）
社会福祉協議会、福祉行政を担当する地方公務員、大病院の医療ソーシャルワーカー、特別養
護老人ホームのソーシャルワーカー、障がい者支援施設のソーシャルワーカー、福祉系民間企
業、地方銀行　その他

■文学部卒業生の主な大学院進学先
東京大学、大阪大学、名古屋大学、北海道大学、筑波大学、東京外国語大学、兵庫教育大学、福
岡教育大学、早稲田大学、明治大学、昭和女子大学、ボストン大学、コロンビア大学ティーチャー
ズカレッジ、ウィスコンシン大学、ペンシルベニア大学、ハワイ大学、アメリカン大学、クイーンズ
大学、ノッティンガム大学、バーミンガム大学、エジンバラ大学、中山大学、武漢大学　その他

■関連資格・試験
● 高等学校Ⅰ種：英語・地理歴史・公民・国語＊

●中学校Ⅰ種：英語・社会・国語＊

●国家公務員
●地方公務員
●社会教育主事
●社会福祉士国家試験受験資格
●  TOEIC Ⓡ LISTENING AND READING TEST、英

検、中国語検定、ロシア語能力検定、日本語能力
試験  など

＊教職課程は、教育職員免許法改正による再課程認定申
請を文部科学省に申請中です。審査の結果、予定してい
る教職課程の開設時期等が変更となる可能性があります。

　文学部は多様な進路が開かれている学部です。卒業生の活躍は、世界的なIT企業、NGO（非政府組織）、各種公務員、中学・高

校の教員など多岐にわたります。また、国内外の大学院へ留学・進学し、学術や文化の世界で活躍する卒業生も多くいます。

建 設 5.7％

進路先
データ

製 造 8.1％

運輸・郵便

7.0％

サービス 19.9％

公務員 3.0％

卸売・小売

15.1％
金融・保険 5.1％

不動産・物品賃貸 1.9％

進 学 7.0％

教育支援 7.8％

その他 1.9％

情報通信 5.9％

学術研究専門・
技術サービス 5.4％

医療・福祉 5.1％

教育学習支援 8.9％

※過去4年の実績（2013〜2016年度実績）

※円グラフは2016年度実績
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　私は人を楽しませることが大好きで、多くの悩みを抱える中学生に悩みを乗

り越えて楽しく学校生活を過ごしてほしいと思い、中学校教師を志望しました。

また、宮城県は東日本大震災の被害が大きかった場所でもあり、心の復興とい

う面でも力を尽くしていきたいと思いました。中学校の国語教師として言葉の

大切さや面白さを伝えるとともに、学校を生徒にとって安心できる場所にしてい

きたいと思います。

　子どもの頃から空や飛行機が好きで、航空分野に興味がありました。学生時

代にパイロットへ指示を出して運航を支える管制官の仕事を知り、自分も空の

安全を守り、貢献する仕事がしたいと思い、志望しました。現在は国土交通省の

公務員として航空保安大学校で研修を受けながら、技能証明（国家資格）の取

得をめざしています。一生懸命勉強して航空管制官になり、空の安全に貢献で

きる人材として成長していくことが目標です。

　進学先のオックスフォード・ブルックス大学大学院では、"International 

Hospitality and Tourism Management"という主に観光業、おもてなし分野の

コースを学んでいます。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催にと

もなって訪日外国人が増える中、この分野は日本人としてとても大事なことだ

と思いました。将来は航空業界やホテル業界に就職して、外国人に日本をもっ

と身近に感じてもらい、日本の魅力を伝える仕事をすることが目標です。

Message—卒業生メッセージ

宮城県公立中学校

宮下 健一さん　人間学科　2017年卒業 

Oxford Brookes University

村木 美紗子さん  人間学科　2018年卒業

国土交通省 航空保安大学校 航空管制官基礎研修課程

中村 芙
ふ み か

味香さん  人間学科　2018年卒業

言葉の大切さ、面白さを伝え、
震災からの心の復興にも力を尽くしたい。

世界中の人々に
日本の魅力を伝えられる人材になりたい。

航空管制官として
空の安全を守り、貢献できる人材として成長していきたい。
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