
■ 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、英語試験各種（TOEFL、TOEIC®︎L&R TEST*、IELTSな

ど）、中国語検定、ロシア語能力検定、日本語能力試験 など

■ 主な就職先 （2014 〜 2017 年度実績）

（企業）

グーグル、資生堂、JALスカイ、日本アイ・ビー・エム、日本航空、日本

マイクロソフト、日本旅行、パナソニック、大塚製薬 その他

学びの特色

資格・進路

豊富な授業数と
９つのメジャー・専修

言語、人文、社会、学際各分野の350を超

える豊富な授業数で最良の学問環境を提供。

３年次からはメジャーを選び専門性を深める。

主要言語から稀少言語まで、語学教
育が多彩かつ強力。留学制度も充実

世界の主要言語から古典語、稀少言語まで、

あらゆる言語習得の機会が充実。海外大学

（中国・英国）とのダブル・ディグリーコースも。

社会福祉士や教職など資格・免許、
企業就職で高い進路実績

教職や社会福祉士などで私学トップレベル

の合格実績。国内企業、外資系企業への就職や、

国内外の大学院への進出も毎年多数輩出。

Faculty of Letters

文学部

文学部ホームページでは、詳しいカリキュ

ラム、最新の就職内定情報、世界で活躍

する卒業生の様子などを随時更新してい

ます。

ぜひご覧ください。

ACCESS TO WEB SITE

（公務員）

各都道府県庁職員、区・市役所職員、外務省専門職、航空管制官　他多数

（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、福祉系民間企業　他多数

■ 進路内訳 （2017 年度実績）

［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

*TOEICⓇLISTENING AND READING TEST
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ともに学び、ともに深める
そんな仲間にめぐり会えた

学べば学ぶほど、
世界が大きく広がる

哲学や外国文化、歴史学。文学部に

は多彩な授業があります。ひとつひと

つを深めていくと、その先にある関連

領域にも興味が広がっていきますし、

この4年間で自分の世界を大きく広げ

ることができました。岩田さんとはよく

授業内容について話すのですが、「まっ

たく無関係だと思っていた研究が、実

は深いところでつながっていた」という

こともありますし、そのたびにふたりで

「おぉ！」と歓声をあげています。

布施 亜紀
人間学科４年生

岡山県／玉野光南高校

時間を忘れるくらい、
議論に没頭していた

もっと学びたい、もっと深めたい。こ

の４年間、創価大学でも、１年間の留

学を体験した台湾でも、そんな知識欲

を持つ学生に囲まれてきました。布施

さんとは昼休みの時間をけずって、一

緒にインターネットや書籍で情報収集。

時間が経つのも忘れて議論に没頭し、

気づいたら２時間が経っていたことも。

ともに“学び”、ともに“深める”。そん

なＳＯＫＡで、ぜひ皆さんも“学び”を

全力で楽しんでください。

岩田 安珠
人間学科４年生

歴史学で培った力を、
社会で活かしてほしい

歴史は、一見するとバラバラに起こっ

た出来事の集まり。しかし、学び続け

ていくと、それらが一本の線でつながっ

ていることに気がつきます。彼女たち

はゼミの活動や留学を通して、点ではな

く線、線ではなく全体で捉える力を磨

いてきました。広い視野で、物事の本質

を浮き彫りにする。そんな歴史学で培っ

た力はかならず社会で役立ちます。ふ

たりの明るく前向きなエネルギーで、日

本をもっと明るくしてください。

坂井 孝一
教授

STORY OF DISCOVERY

神奈川県／
私立多摩大学目黒高校

同級生
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1年次

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、
表現の可能性を探ります。

学修を自らデザインする方法を学
び、入門科目を通して、幅広い視野
を養います。

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。

専攻分野を絞りながら、語学力を
磨きます。広い視野を養います。秋
学期にゼミを決定します。

2年次 3年次 4年次

4年間の学びの流れ

Faculty of Letters文学部

共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

CHECK 入学時にはまだ学びたいことが決まっていなくても、入門科目を通して
出会う「驚き」「興味」「関心」を、新しい学びにつなげることができます。

コ
ー
ス
別
科
目

春学期

人
間
学

春学期 春学期 春学期秋学期 秋学期 秋学期 秋学期

入
門
科
目

文
学
部
の
学
び
と

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

ゼ
ミ
専
攻

メ
ジ
ャ
ー
登
録

初
年
次
セ
ミ
ナ
ー

ゼミ

キャリアビジョンを
固める 卒業論文作成

就
業
力
判
定
テ
ス
ト

社会系

社会系

学際系

フィールド体験

バラエティ
豊かな
入門科目

社会福祉入門

異文化コミュニケーション

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

現代社会研究への招待

国際日本学への招待

CHECK

社会福祉に興味があ
る人は早めにスター
ト（９月に選考試験）
➡︎ P.48へ

言語系

異文化コミュニケーション（英語）メジャー
主な専門科目／Cultural Representation I/II、Intercultural Communication、 英語学概論I/II、 第二言語習得論、
　　　　　　　近代英語史と文化、比較文化I/II、英語翻訳演習A/B

異文化コミュニケーション（中国語）メジャー
主な専門科目／中国語学入門、中国語講読初級、中国語コミュニケーション演習初級、中国語講読初中級、中国社会文化論、
　　　　　　　中国語コミュニケーション演習初中級、中国語コミュニケーション演習中上級、通訳演習、翻訳演習

異文化コミュニケーション（日本語）メジャー
主な専門科目／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、対照言語学Ⅰ・Ⅱ、日本語音声学、
　　　　　　　社会言語学、日本語の語彙・表記、日本語教授法Ⅰ・Ⅱ、日本語教材研究Ⅰ・Ⅱ、日本語教育実習

異文化コミュニケーション（ロシア語）メジャー
主な専門科目／ロシア語文法（入門・初級・中級・上級）、ロシア語コミュニケーション（初級・中級・上級）、
　　　　　　　ロシア語講読（入門・時事ロシア語・文学）、ロシア語翻訳（初級・上級）、現代ロシア概論、ロシアの歴史と文化

社会福祉士
国家試験

人文系

哲学・歴史学メジャー
主な専門科目／哲学概論、仏教思想概論、倫理学概論、歴史学概論、比較文化史概論、日本古代・中世史概説、
　　　　　　　日本近世・近現代史概説、西洋史概説、東洋思想史、言語哲学、論理学、宗教学、科学哲学、西洋文化史、東洋文化史

表現文化メジャー
主な専門科目／文学研究法入門Ⅰ・Ⅱ、文芸創作Ⅰ・Ⅱ、映画論、イギリス古典文学史・近代文学史、アメリカ文学史、
　　　　　　　演劇論、ロシア文学入門、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

社会学メジャー
主な専門科目／社会学概論、文化人類学、家族の社会学、国際関係論、比較文化、教育の社会学、メディアと社会心理、
　　　　　　　映像の社会学、サブカルチャー論、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

国際日本学メジャー
主な専門科目／Global Japan Studies、Human and Society、国際交流と日本社会、英語で日本紹介、考古学、文化人類学、
　　　　　　　社会で通用する日本語、日本思想史、日本語の表現、ディベート日本学、サブカルチャー論

※社会福祉専修は、１年次の９月に選考試験があります。

社会福祉専修※

主な専門科目／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、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
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メジャー・専修／教職課程

文学部の［9つのメジャー・専修］

教職課程／社会福祉士受験資格

人文系

言語系

社会系

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。

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。

毎年、高い国家試験合格率を維持し、2018年度試験では合格率

は 72.2％で私大第 3 位となりました。

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。

2018年度試験において、全国208校のうち、
合格率私大第3位の実績を誇ります。

教職課程 社会福祉士受験資格

哲学・歴史学メジャー

私たちが生きる「いま」という時代を、長い時間と
広い空間の中で深く考え、混沌とした現代を切り
拓くための新たな知を形成する力を養います。

表現文化メジャー

古今の文学、舞台、映画など表現文化全般について
批評・分析の方法を学ぶと共に、創作の基本を習得
し、創作活動の力を育成することにも挑戦します。

社会学メジャー

社会学の視点から、さまざまな社会問題に取り組みま
す。ゼミ単位で研究・調査を行なう合同発表会を毎年
開催しています。「社会調査士資格」も取得可能です。

異文化コミュニケーション（英語）メジャー

英語への探究、ネイティブ・スピーカーによる授業
や留学などを通して、「ツール」に終わらない、「カ
ルチャー」としての英語を身につけます。

異文化コミュニケーション（日本語）メジャー

日本語を様々な視点から探究しながら豊かなコミュ
ニケーション能力を培い、日本と世界で活躍する
日本語のエキスパートを輩出します。

異文化コミュニケーション（中国語）メジャー

段階的で実践的な学習カリキュラムや、留学など
により高度な中国語の能力を養い、日中友好のエ
キスパート、更には真の国際人を目指します。

異文化コミュニケーション（ロシア語）メジャー

多彩な留学制度を軸にしたプログラムで、実践的
なロシア語力とロシア文化に対する深い理解を併
せ持った、日露友好に貢献する人材を養います。

社会福祉専修

福祉の視点から、多様性を尊重しあえるような協
働社会を学び、人々の暮らしを支える国家資格の
ひとつの社会福祉士受験資格の取得を目指します。

国際日本学メジャー

グローバル時代の今、日本という国や人とその文
化・社会を深く理解し、その知識を適確な日本語・
英語で発信できる力を養成します。

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
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学部独自のカリキュラム・プログラム

Faculty of Letters文学部

中国語ダブル・ディグリーコース Double Degree（DD）

英語ダブル・ディグリーコース Double Degree（DD）

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。本学独自の国際奨学金が支給されます。

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。本学独自の国際奨学金が支給されます。

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。

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。

2年間留学

1年半留学

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。中国語

と共に英語やハングルを学ぶコースも用意されて

います。

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

プログラム内容

中国語言大学

両大学の卒業証書を持って迎える卒業式現地の学生との交流

バッキンガム大学での授業の様子 現地の人々との交流

バッキンガム大学
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インタビュー

学部独自のカリキュラム・プログラム

ロシア民族友好大学特別留学

短期語学研修

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。

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。

Youtube で学生
の留学体験談など
が見られます！

私 の オス ス メ

ホームペ ージ

実践的な英語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。

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。

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。

●夏季3週間／イギリス・バッキンガム大学 ●春季3週間／インド・デリー大学

●日本の大学で初めての
　「ロシアセンター」の開設

プログラム内容

10か月留学

私の夢は日本語教師として、日本と世界をつなげる架け橋となること。そんな想いもあ

り、日本語と英語の学習に特化している文学部に入学しました。2年次後期からは1年半も

のあいだ、イギリス・バッキンガム大学で英語科教授法を学習。現地の学位を取得できたこ

とはもちろんですが、世界の広大さ、多様性を目の当たりにできたことも日本語教師を目

指すうえでの大きな財産になりました。

1年半、イギリスで“世界”を経験
佐藤 彩夏 ４年生　人間学科異文化コミュニケーション（英語）メジャー　東京都／私立創価高校

ロシア民族友好大学

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。
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