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国際日本学とは

1  はじめに

グローバル化が加速する現在、様々な分野において、高度で豊かな語学力・コ

ミュニケーション能力を身につけ、異文化を体験し、国際社会の中でリーダー

シップを発揮し積極的に関与・貢献できる人材-グローバル人材１）-が求められ

ています。

そのような中、千葉大学は2012年度に、わが国のグローバル化を先導する11

の拠点大学の１つとして文部科学省に選ばれ、グローバル人材育成のための

様々な取組を進めています。これからご紹介する「国際日本学」は、その中核と

なる教育プログラムです。

「国際日本学」は、主に学部の普遍教育科目および専門教育科目を横断して

構成された全学共通教育プログラムで、所定の修了要件に応じて卒業・修了

時までに必要単位数を修得すると、千葉大学において「グローバル人材として

活躍するための基礎知識を得たこと」を証明する修了証書が授与されます。

最近、大学生の内向き志向が話題となっていますが、「国際日本学」の科目を学

ぶことで日本文化や異文化への理解を深め、将来、グローバル人材として各方

面で活躍するために必要となる知識や技能、経験を得ることができます。学生

の皆さんの積極的な参加を期待します。

１）  “政府のグローバル人材育成推進

会議が定めるグローバル人材の要素” 

              語学力・コミュニケーション

              能力 

              主体性・積極性、チャレンジ

              精神、協調性・柔軟性、

              責任感・使命感 

              異文化に対する理解と日本人

              としてのアイデンティティー 

このほか、幅広い教養と深い専門性、

課題発見・解決能力、チームワーク（異

質な者の集団をまとめる）リーダー

シップ、公共性・倫理観、メディアリテ

ラ シー等があります。

要素1

要素2

要素3

01

普遍教育科目 専門教育科目

国際日本学
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2 skipwiseプログラムと国際日本学の位置づけ

2.1  skipwiseプログラムとは

千葉大学が行うグローバル人材育成プログラムをskipwiseプログラムと呼んで 

います。このプログラムでは、知識面の準備を行ったうえで、それをもとに新しい

体験をするという新たな学習保証システムをグローバルに展開します。skipwise

プログラムは、４つのアクションから構成されています。そして「skip」という言葉

は、４つのアクションの頭文字を組み合わせたものであるとともに、「スキップす

るように軽快に、賢い国際日本人になろう」というメッセージが込められています。

2.2  ４つのアクションと主な取組

●  アクション 01 - Skipping

飛び入学や早期卒業を活用し、多様な修学期間のグローバル・プログラムを実

施します。 

●  アクション 02 - Knowledge stock 

「アクティブラーニング」を活用した教育プログラムである「国際日本学」を設

定し、修了者には修了証書が 授与されます。

●  アクション 03 - International support 

英語で寛ぐ空間であるイングリッシュ・ハウスの活用、コミュニケーション英語 

を推進し、海外留学についての情報提供などの支援を充実させます。

●  アクション 04 - Professional experience 

国際的なインターンシップやボランティア活動への参加の機会を充実させます。

01  国際日本学とは
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3 教育目標

本学の学士課程教育では、「自己を知り、他人を思いやる心を持ち、問題の本

質に迫ることのできる人材、グローバルな視野を持ち世界をリードする人材、サ

ステイナブル（持続可能な）社会形成に貢献できる人材の育成をめざす」という

教育目標を掲げています。４年（６年）一貫教育の基本方針に基づき、全学教

員の協力体制のもとで普遍教育と専門教育を緊密に連携させ、総合大学とし

ての特色を最大限に活用したカリキュラムを編成しています。

このような目標のなかで、世界で活躍できるグローバルな人材育成を目的とす

る教育プログラムである「国際日本学」を2013年度に開設しました。本学の国

際化の方針である「グローバル・キャンパス・千葉大学」のもと、この国際日本

学は、skipwiseプログラムとして、グローバル時代に積極的に対応できる、知識

準備（Knowledge Reserves）高流動性（High Mobility）型の人材を育成するこ

とを目的としています。知識準備とは、海外で物怖じすることなく積極的に対応

するためのコミュニケーション能力の育成、自ら考え自ら学ぶアクティブラーニ

ングの実践を意味します。高流動性とは、複数回の短期留学により多様な文化

や学習を経験するとともに、数多くの実践的な社会体験によって豊かな人間性

の醸成を行うものです。国際日本学ではこの２つの型の人材育成を可能とす

るカリキュラム編成を行っています。



国際日本学の履修
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       国際日本学の指定科目のある科目群

1 国際日本学のカリキュラムと科目区分

1.1  国際日本学のカリキュラム

千葉大学の学部の授業科目は、普遍教育科目と専門教育科目から構成されて

います。国際日本学のカリキュラムは、普遍教育科目、専門教育科目並びに大

学院開講科目等を横断して構成されています。普遍教育科目では、国際日本

学の趣旨と合致している英語科目、初修外国語科目、教養コア（国際コア）科

目、教養展開科目の一部を国際日本学の構成科目として位置づけ、指定して

います。これらは個々の授業内容が、国際日本学の趣旨と合致しているものと

して対象科目に指定しています。専門教育科目及び大学院開講科目等では、

本学で履修する科目と留学先で履修する科目の中から、国際日本学の趣旨に

合致するものを指定しています。

学士課程
カリキュラム

普遍教育科目

英語科目

国際日本学
指定科目

初修外国語科目

教養コア
（国際コア）科目

 教養展開科目

情報リテラシー科目

スポーツ・健康科目

専門教育科目

専門基礎科目
共通専門基礎科目

学部専門基礎科目

専門科目
国際日本学

指定科目

博士前期課程
 修士課程

博士後期課程
カリキュラム

大学院開講科目
国際日本学

指定科目

国際日本学の履修02
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1.2  国際日本学の科目区分

国際日本学は、「ゲートウェイ」「イングリッシュコミュニケーション」「留学」「国

際体験」の４区分から構成されます。

● ゲートウェイ GATEWAY

「ゲートウェイ」は、異文化の理解、日本文化の再確認など、留学に必要な基

本的な知識を獲得することを目的とする科目群です。講義を中心とする「講義

型」と、受講生の能動的な活動を中心とする「セミナー型・プロジェクト型」の２

つの科目群に区分されています。

おすすめ科目 
講義型：留学学、世界の中の日本・日本の中の世界、国際社会へのパスポート
セミナー型・プロジェクト型：ジャパニーズスタディーズ（JS）、グローバル・スタディ・プ
ログラム（GSP）、グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）

● イングリッシュコミュニケーション ENGLISH COMMUNICATION

「イングリッシュコミュニケーション」は、英語によるコミュニケーション能力を

高めることを目的とした科目群です。

おすすめ科目 
イングリッシュコミュニケーション（教養展開科目）：英語のネイティブスピーカーが講師
となり、レベル別にクラスを編成した授業です。

● 留学 STUDY ABROAD

「留学」は、「短期留学」と「長期留学（単位互換）１）」の２つの科目群に区分

されています。ゲートウェイ区分やイングリッシュコミュニケーション区分で

学んだことを、海外に出て実践し、更なる学びを深めます。
短期留学：語学力アップをめざす語学研修、海外での異文化体験プログラムなどが該

当します。
長期留学：海外協定校における派遣留学プログラムでの単位互換などが該当します。

● 国際体験 INTERNSHIP & VOLUNTEER

「国際体験」は「インターンシップ」と「ボランティア」の科目群に区分されてい

ます。将来グローバルな舞台で活躍するために、受動的な学習だけでなく、社

会における実践活動を通じて様々な環境下での適応力を育成することを目的

とした科目群です。

おすすめ科目 
グローバルインターンシップ、グローバルボランティア

１）長期留学該当科目については、学

務部スーパーグローバル大学事業推

進事務室にお問い合わせください。

02  国際日本学の履修
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2  国際日本学の履修方法

2.1 千葉大学Moodle から「国際日本学」のコースに登録する

国際日本学の修了または履修証明書の取得を希望する方は、千葉大学Moodle

上より、以下の手順で登録してください。

１. 「千葉大学 Moodle」２）（http://moodle２.chiba-u.jp/moodle/）にログイン

２. 左部メニュータブの『すべてのコース』をクリック

３. 各種コースのうち『全学共通教育プログラム』＞『国際日本学（GPJS0001）』を

クリック

４. 画面下の『私を登録する』をクリック（登録キーは入力不要）→登録完了

2.2 「国際日本学」の冊子を読み、履修計画を立てる

入学年次から卒業・修了年次まで、各年度に発行される「国際日本学」の冊子３）

をよく確認し、卒業・修了時までに所定の単位数を修得できるよう履修計画を立

てましょう。４）Moodle登録した学生には「国際日本学」の冊子をお渡ししますの

で、ご希望の方はスーパーグローバル大学事業推進事務室（場所は116ページ

参照）にお越しください。

なお、国際日本学の指定科目は、開講状況等により年度によって変更されること

がありますので留意してください。

2.3 各科目を履修登録する

入学年度ごとに発行されている「国際日本学」の冊子で国際日本学の指定科目を

確認し、各自にて履修登録をしてください。

２）千葉大学Moodleの利用方法は

「千葉大学Moodle利用ガイド（学生

版）」をご確認ください。

Moodleシステムへのログインには、

学術情報基盤システムの「利用者番

号」とパスワードが必要です。新入学

生への「利用者番号」は各学部で配付

する通知書にて確認してください。ま

た、「利用者番号」がわからなくなった

場合は、以下より確認してください。

【利用者番号を忘れた方はこちら】

千葉大学統合情報センターWebページ

http://www.imit.chiba-u.jp/index.

html

（利用者番号の調査は学内ネットワー

クから接続可能です）

３）各年度に発行されている「国際日

本学」の冊子は skipwise Web ペー

ジ（https://skipwise.chiba-u.jp/）上

（HOME＞国際日本学）からもダウン

ロード可能です。

４）国際日本学の履修単位数を記録す

る「国際日本学学習記録記入シート」

をご活用ください。skipwise Webペー

ジ上（HOME＞国際日本学＞「履修の

流れ」）よりダウンロード可能です。
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2.4 履修開始にあたっての注意

国際日本学における履修登録は、通常の授業科目と同じです。また、国際日本

学として指定されている授業科目の履修は、原則として、その科目が属してい

る科目区分の履修方法に準じます。授業の履修にあたっては「Guidance2019」

またはその科目が開講されている部局の「履修案内（履修要項・学生手帳）」等

をご確認ください。ただし、大学院生が普遍教育科目または学部専門教育科

目等を履修する場合には、科目等履修生の登録が必要です。詳細は所属研究科

（学府）窓口にお問い合わせください。

学部専門教育科目及び大学院開講科目については、国際日本学に指定されて

いる場合であっても、それらすべての科目が、他学部・他学科・他課程及び他研

究科（学府）・他専攻に開放されているとは限りません。

02  国際日本学の履修
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５）国際日本学（グローバル・マイナー）

における「英語による授業科目」につ

いて、詳しくは15ページをご確認くだ

さい。

６）右記の図は2016年度以降入学者

に該当するものです。

2015年度以前入学者について：

・ 国際日本学（グローバル・マイナー）

の修了認定と国際日本学の履修証

明書の取得はありません。

・ 国際日本学の修了証書を取得する

ための要件単位数は48単位です。

3 国際日本学の修了要件等

3.1 国際日本学の修了と履修証明書取得

国際日本学には、所定の履修要件に応じて30単位以上（2015年度以前入学者

は48単位以上）を修得して修了認定を受ける方法と、18単位以上29単位以下を

修得して履修証明書を取得する方法があります。

また、修了認定については、履修言語を問わず全ての国際日本学指定科目が対

象となるものと、所定の科目区分について、英語による授業科目５）のみが対象と

なるものがあり、後者を「国際日本学（グローバル・マイナー）」と呼びます。国際

日本学（グローバル・マイナー）を修了するためには、国際日本学の履修要件を

満たし、かつ所定の科目区分を英語による科目のみで履修する必要があります。

なお、国際日本学（グローバル・マイナー）の修了認定と国際日本学の履修証明

書の取得は2016度以降入学者にのみ適用され、2015年度以前入学者には適用

されません。

【修得単位数と対象科目】（2016年度以降入学者）６）　　　　【取得できる証書及び証明書】

国際日本学指定科目　30単位

国際日本学指定科目　30単位

ゲートウェイ区分は

英語による科目のみ対象

国際日本学指定科目　18単位

「国際日本学」の

修了証書と修了証明書

「国際日本学（グローバル・マイナー）」の

修了証書と修了証明書

「国際日本学」の履修証明書
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3.2 国際日本学の修了要件

国際日本学では、各学部・大学院の卒業・修了要件とは異なる履修要件が設定

されています。国際日本学の対象科目について、表１に基づき30単位以上を修得

した場合、卒業・修了時に修了証書と修了証明書が取得できます。

なお、2015年度以前入学者の修了要件単位はこれとは異なり、48単位となりま

す。2015年度以前の修了要件の詳細はskipwise Webページに掲載のPDF版「国

際日本学」でご確認ください。

● 国際日本学修了要件表（2016年度以降入学者）（表１）

02  国際日本学の履修

ゲートウェイ
GATEWAY

講義型  1   ～ 10単位

セミナー型・プロジェクト型   0  ～ 10単位

イングリッシュ
コミュニケーション 

ENGLISH COMMUNICATION
 8  ～ 24単位

留学
STUDY ABROAD

短期留学（３か月未満）
 4  ～ 8 単位 

長期留学（12か月まで）

国際体験
INTERNSHIP & VOLUNTEER

インターンシップ
 2  ～ 4 単位 

ボランティア

修了要件単位数 30単位

●…各区分で必要となる最低単位数
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3.3 国際日本学（グローバル・マイナー）の修了要件

国際日本学の修了要件を満たし、かつ「ゲートウェイ」区分を英語による科目７）

のみで履修した場合に、国際日本学（グローバル・マイナー）の修了証書と修

了証明書が取得できます。これは2016年度以降入学者に適用されるもので、

修了要件は表２のとおりです。国際日本学（グローバル・マイナー）の指定科目

は、本冊子の26～97ページに掲載の指定科目一覧のグローバル・マイナーの

欄に「★」と表記されています。

● 国際日本学（グローバル・マイナー）修了要件表（2016年度以降入学者）（表２）

ゲートウェイ
GATEWAY

講義型  1   ～ 10単位 英語による
科目のみ認定セミナー型・プロジェクト型   0  ～ 10単位

イングリッシュ
コミュニケーション 

ENGLISH COMMUNICATION
 8  ～ 24単位 国際日本学の

要件に準ずる

留学
STUDY ABROAD

短期留学（３か月未満）
 4  ～ 8 単位  国際日本学の

要件に準ずる長期留学（12か月まで）

国際体験
INTERNSHIP & VOLUNTEER

インターンシップ
 2  ～ 4 単位  国際日本学の

要件に準ずるボランティア

修了要件単位数 30単位

●…各区分で必要となる最低単位数

７）国際日本学（グローバル・マイナー）

における「英語による科目」の定義は

以下のとおりです。

Ⅰ． 授業の主要部分の説明を英語で行っ

ている科目

Ⅱ． 二言語併用の科目（おおむね、授業

の半分以上の説明を英語で行っている

もの）

Ⅲ． 英語を学ぶ科目
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3.4 国際日本学の履修証明書取得要件

国際日本学の対象科目について、表３に基づき18単位以上29単位以下を修

得した場合、卒業・修了時に国際日本学の履修証明書が取得できます。これは

2016年度以降入学者に適用され、履修証明書取得要件は表３のとおりです。

02  国際日本学の履修

● 国際日本学履修証明書取得要件表（2016年度以降入学者）（表３）

ゲートウェイ
GATEWAY

講義型  1   ～ 8 単位

セミナー型・プロジェクト型  0  ～ 8 単位

イングリッシュ
コミュニケーション 

ENGLISH COMMUNICATION
 4   ～ 14単位

留学
STUDY ABROAD

短期留学（３か月未満）
2  ～ 8 単位 

長期留学（12か月まで）

国際体験
INTERNSHIP & VOLUNTEER

インターンシップ
2  ～ 4 単位 

ボランティア

取得要件単位数 18単位

●…各区分で必要となる最低単位数
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3.5 国際日本学の修了要件等に関する注意

●   履修科目登録単位数の上限設定及び早期卒業・修了制度を実施している学部・

大学院等がありますので、詳細は所属学部・大学院の「履修案内」等で確認して

ください。

● 「ゲートウェイ」（セミナー型・プロジェクト型）及び「国際体験」（インターンシッ

プ・ボランティア）区分については、「留学」（短期留学・長期留学）区分への読

み替えが可能な場合もあります。詳しくは、スーパーグローバル大学事業推

進事務室にお問い合わせください。

●   14～16ページの表１～３内の各科目区分の単位数を合計しても、それぞれの

要件の総単位数とは一致しません。これは、科目区分ごとの修得単位数には自

由度があり、各個人によって要件の満たし方が異なるからです。

●   国際日本学の修了要件または履修証明書取得要件では、最低限修得すべき単

位数が定められている区分があります。また、それぞれの科目群で認定される単

位数には上限があります。この２つの条件を踏まえ、修了／取得要件を満たすよ

うに単位を修得してください。
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4 国際日本学の履修モデル

4.1 履修モデル

国際日本学の履修計画は、14～16ページの表１～３に基づいて、履修に

関する説明及びシラバス等を参考にしながら各自で作成してください。

国際日本学では、英語力を効果的に向上させるため、イングリッシュコ

ミュニケーションの授業科目を卒業時まで継続的に履修することを推奨

しています。

国際日本学の履修方法は様々ですが、以下に履修モデルを４つ例示して

いますので参考としてください。

スーパーグローバル大学事業推進事務室では、過去の修了者の履修例を

閲覧することができますので、ぜひ足を運んでみてください。

また、随時スーパーグローバル大学事業推進事務室へのお問い合わせも

受付けています。

　　　　　　　国際日本学に関する科目をバランスよく学ぶ（P.19参照）

　　　　　　　 英語でのコミュニケーション能力を強化しながら学ぶ

　　　　　　 （P.20参照）

　　　　　　　アクティブラーニング1）科目を中心に学ぶ（P.21参照）

　　　　　　　留学・国際体験を中心に学ぶ（P.22参照）

履修モデル
01

02  国際日本学の履修

１）アクティブラーニングとは、教員に

よる一方向的な講義形式の教育とは

異なり、学習者の能動的な学習への

参加を取り入れた教授・学習法の総

称です。

履修モデル
03

履修モデル
02

履修モデル
04
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履修モデル
01

❹

❷

合計
単位

4.1.1 国際日本学に関する科目をバランスよく学ぶ

ゲートウェイの16単位、イングリッシュコミュニケーションの８単位に

より全体の８割の単位を修得し、それ以外に、留学で４単位を、国際体

験で２単位をそれぞれ修得します。ゲートウェイ科目で十分な知識を蓄

え、イングリッシュコミュニケーションで英語力を伸ばし、留学・国際体

験をより効果的に実現します。

10

❽

⓰
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4.1.2 英語でのコミュニケーション能力を強化しながら学ぶ

イングリッシュコミュニケーションの授業を１年生から毎ターム必ず履修し、

要件単位の５割以上をイングリッシュコミュニケーション区分で満たします。

イングリッシュコミュニケーションを継続的に履修することで、英語によるディ

スカッションやプレゼンテーションに自信をつけ、英語で自分の意見を伝える

力を強化します。

02  国際日本学の履修

履修モデル
02

国内プログラム
もあります

ここを多めに！

❽

❹

⓰

❷

合計
単位
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4.1.3 アクティブラーニング８）科目を中心に学ぶ

海外協定校の学生とワークショップ形式で学ぶアクティブラーニング科目に積

極的に参加し、自分で考える力を磨き、適用力を身につけます。

また、英語で学ぶ授業や日本語と英語の二言語併用で行うゲートウェイ「セミ

ナー型・プロジェクト型」の授業などを積極的に履修し、英語による発信力を

鍛えます。

セミナー型・プロジェクト型区分のうち、海外で実施されたプログラムについて

は、国際日本学の留学区分として申請が可能な場合があります。詳しくは63

ページをご確認ください。

履修モデル
03

８）アクティブラーニングとは、教員に

よる一方的な講義形式の教育とは異

なり、学習者の能動的な学習への参

加を取り入れた教授・学習法の総称

です。

ここを多めに！

海外の「セミナー型・プロ
ジェクト型」科目は留学に
読み替えることもできます

⓬

❹

⓬

❷

合計
単位

グローバル・スタディ・プログラム
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4.1.4 留学・国際体験を中心に学ぶ

短期留学やインターンシップ・ボランティアを複数回行い、留学と国際体験で

要件単位の４割を満たします。国際体験には海外のみでなく国内で実施され

るものもありますので、国内プログラムで単位を修得することも可能です。

短期留学や国際体験を行うことで、海外や社会に出た時に求められる能力を

具体的に理解し、それらの能力を高めるために必要な科目をゲートウェイ区

分やイングリッシュコミュニケーション区分から更に履修していきます。

国際体験区分のうち、海外で実施されたプログラムについては、国際日本学の

留学区分として申請が可能な場合があります。詳しくは63ページをご確認くだ

さい。

履修モデル
04

10

海外の「国際体験」科目は留学
に読み替えることもできます

❽

❽

❿

❹

合計
単位

02  国際日本学の履修
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5 国際日本学の修了認定等の申請

5.1 国際日本学の修了認定申請と履修証明書の取得申請

国際日本学には、修了認定を受ける方法と履修証明書を取得する方法があり

ます。国際日本学の修了認定または履修証明書の取得を希望する学生は、卒

業・修了年次の所定の期間に申請の手続きを行ってください。

修了認定または履修証明書の取得申請に必要な書類をスーパーグローバル

大学事業推進事務室に提出してください。

修了認定等に必要な書類

　①国際日本学修了認定等申請書

　②国際日本学学習記録記入シート

　③成績証明書または成績通知書

5.2 国際日本学の修了または履修証明書の取得

国際日本学の修了要件または履修証明書取得要件を満たし、かつ所定の申請

手続きを行った学生は、卒業・修了時に修了証書または履修証明書が取得で

きます。
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5.3 2017年度「国際日本学」修了者の声

 I. R.さん　　文学部国際言語文化学科　2017年度卒業

グローバル･スタディ･プログラム（GSP）は、英語で多く発言をしたり、グループで協働して最終日にプレゼ

ンテーションを行うなど、「発信」「協力」する機会が多くありました。相手国の学生や千葉大学の他学部の

学生と交流することで、自分に足りないところを痛感し、授業が終わっても引き続き、目標をもって向上し

ていこうとすることのできる科目でした。

国際日本学の指定科目には、様々な学部から海外や日本に興味のある学生や留学生が集まります。千葉

にいながら海外に触れることのできるチャンスであり、また、留学も長期派遣留学や語学研修以外にも幅

広い選択肢があります。ぜひ様々な科目に参加してみてください。

 O. A.さん　　教育学部小学校教員養成課程　2017年度卒業

グローバルボランティアの一環として行った成田国際空港でのボランティアでは、世界中のお客様と接する

経験ができました。言語が異なる相手の要求を理解し、正確に伝える難しさを学ぶと共に、人と直接的に関

わる仕事のやりがいを実感することができました。

卒業後は、多くの人と関わり、グローバルな環境で働ける仕事に就きたいと思い、空港での旅客サービス業

務に携わっています。

国際的な学びだけでなく、様々な学部・国を超えて多くの人と関わることができるのは、国際日本学を履修

することの利点だと思います。

授業は大変ですが、興味のある授業を積極的に履修してぜひ修了を目指して頑張ってください。

 L.H.さん　　工学研究科建築・都市科学専攻　2017年度修了

国際日本学の修了をめざした動機は、修了証書を取得したかったからです。私は、学部３年生頃に国際日本

学の修了をめざし始め、学部課程と大学院修士課程の通算で48単位を修得しました。

自分が経験した分、これからの将来への選択肢も増え、人生の地図が広がると思います。国際日本学の履

修を通して、よい刺激を受け、より積極的に様々なことに挑むことができました。みなさんも明るく楽しく、ど

んどん挑戦してみてください。

グローバルボランティアでボリビアの
小学校で郷土理解等の授業を行った
際に、現地小学生と

海外語学研修で滞在したホームステ
イ先のホストファミリーと

留学中、一学期を過ごしたシェアハウ
スで友達と

学部課程卒業式・大学院課程修了式後の学長表彰において国際日本学修了証書が授与されました。

02  国際日本学の履修



国際日本学の指定科目は、普遍教育科目の一部及び学部・大学院で開講している専門教育

科目の一部から、国際日本学の趣旨に合致すると選定された科目から構成されています。

また、国際日本学（グローバル・マイナー）の指定科目は、「イングリッシュコミュニケーション」

区分、「留学」区分、「国際体験」区分における全ての国際日本学指定科目の他、「ゲートウェイ」

区分の一部科目により構成されています。

国際日本学（グローバル・マイナー）の指定科目は、次ページ以降の国際日本学指定科目一覧

のグローバル・マイナーの欄に「★」と表記されています。

次ページ以降に記載されている「取得できる能力」とは、政府のグローバル人材育成推進

会議が定めるグローバル人材の要素IからIIIのうち、各科目を履修することで取得できる

グローバル人材としての能力です。履修計画時に活用してください。

●  政府のグローバル人材育成推進会議が定めるグローバル人材の要素

掲載内容に変更が生じる場合もありますので、skipwise Webページ又は、『Guidance2019』

および各学部・大学院の『履修案内』等で適宜ご確認ください。

国際日本学2019指定科目
普遍教育科目

要素 I   語学力・コミュニケーション能力 ー  

要素II   主体性・積極性 ー 
               チャレンジ精神 ー 
               協調性・柔軟性 ー 
               責任感・使命感 ー 
要素III 異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ ー 
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国際日本学2019指定科目
普遍教育科目03

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G1111A701 英語Ⅲ（映像文化）（1） 1 T1-T2 火４ ＊ 塩谷　雅之 Guidance2019参照  ★

2 G1111A702 英語Ⅲ（映像文化）（2） 1 T1-T2 水４ ＊ 大庭　香江 Guidance2019参照  ★

3 G1111C101 英語Ⅲ（総合）（1） 1 T1-T2 木１ 国 MORIKAWA S Guidance2019参照  ★

4 G1111C102 英語Ⅲ（総合）（2） 1 T1-T2 木２ 未 Ｒオーリ Guidance2019参照  ★

5 G1111C201 英語Ⅲ（ＣＡＬＬ）（1） 1 T1-T2 月２ 国 与那覇　信恵 Guidance2019参照  ★

6 G1111C202 英語Ⅲ（ＣＡＬＬ）（2） 1 T1-T2 水５ ＊ 岩崎　洋一 Guidance2019参照  ★

7 G1111C203 英語Ⅲ（ＣＡＬＬ）（3） 1 T1-T2 木４ ＊ 土肥　充 Guidance2019参照  ★

8 G1111C301 英語Ⅲ
（オーラルコミュニケーション）（1） 1 T1-T2 木３ ＊ 大山　中勝 Guidance2019参照  ★

9 G1111C302 英語Ⅲ
（オーラルコミュニケーション）（2） 1 T1-T2 木３ 未 Ｌハリントン Guidance2019参照  ★

10 G1111C401 英語Ⅲ（留学準備） 1 T1-T2 火４ ＊ M.Alder Guidance2019参照  ★

11 G1111C501 英語Ⅲ（文章表現）（1） 1 T1-T2 木３ ＊ 中村　道生 Guidance2019参照  ★

12 G1111D101 英語Ⅳ（総合）（1） 1 T1-T2 火３ 未 Ｒオーリ Guidance2019参照  ★

13 G1111D301 英語Ⅳ（留学準備） 1 T1-T2 水３ 未 Ｌハリントン Guidance2019参照  ★

14 G1111D401 英語Ⅲ（口語英語）（1） 1 T1-T2 月２ ＊ 青木　俊子 Guidance2019参照  ★

15 G1111D402 英語Ⅲ（口語英語）（2） 1 T1-T2 火５ ＊ M. Alder Guidance2019参照  ★

16 G1111E101 英語Ⅴ 1 T1-T2 月４ 未 Ｒオーリ Guidance2019参照  ★

17 G1111G201 英語Ⅲ（報道英語）（1） 1 T1-T2 木１ ＊ 神谷　昇 Guidance2019参照  ★

18 G1111G202 英語Ⅲ（報道英語）（2） 1 T1-T2 木３ ＊ 田端　敏幸 Guidance2019参照  ★

19 G1111G203 英語Ⅲ（報道英語）（3） 1 T1-T2 金４ 未 Ｒオーリ Guidance2019参照  ★

20 G1111G204 英語Ⅲ（報道英語）（4） 1 T1-T2 木５ ＊ 田端　敏幸 Guidance2019参照  ★

21 G1111I201 英語Ⅲ（口頭発表）（1） 1 T1-T2 木４ ＊ 中村　道生 Guidance2019参照  ★

22 G1111M501 英語Ⅲ（英米文化）（1） 1 T1-T2 月２ 人 Andrew Rayment Guidance2019参照  ★

23 G1111M502 英語Ⅲ（英米文化）（2） 1 T1-T2 木１ 人 山本　裕子 Guidance2019参照  ★

24 G1111M503 英語Ⅲ（英米文化）（3） 1 T1-T2 木１ 人 篠崎　実 Guidance2019参照  ★

25 G1111R601 英語Ⅲ（国際情報）（1） 1 T1-T2 月４ ＊ 塩谷　雅之 Guidance2019参照  ★

26 G1111R602 英語Ⅲ（国際情報）（2） 1 T1-T2 火１ ＊ 大山　中勝 Guidance2019参照  ★

27 G1111R603 英語Ⅲ（国際情報）（3） 1 T1-T2 火４ ＊ 木村　郁子 Guidance2019参照  ★

28 G1111R604 英語Ⅲ（国際情報）（4） 1 T1-T2 水１ ＊ 大庭　香江 Guidance2019参照  ★

29 G1111R605 英語Ⅲ（国際情報）（5） 1 T1-T2 木４ ＊ 田端　敏幸 Guidance2019参照  ★

30 G1111R606 英語Ⅲ（国際情報）（6） 1 T1-T2 金３ ＊ 國吉　初美 Guidance2019参照  ★

31 G1111U501 英語Ⅲ（文化芸術）（1） 1 T1-T2 水３ ＊ 大庭　香江 Guidance2019参照  ★

32 G1111U502 英語Ⅲ（文化芸術）（2） 1 T1-T2 金５ ＊ 加藤　澄恵 Guidance2019参照  ★

33 G1111Y301 英語Ⅲ（科学英語）（1） 1 T1-T2 火４ ＊ 久島　智津子 Guidance2019参照  ★

34 G1111Y302 英語Ⅲ（科学英語）（2） 1 T1-T2 水１ ＊ DOOLEY STEPHEN Guidance2019参照  ★

35 G1111Y303 英語Ⅲ（科学英語）（3） 1 T1-T2 水３ ＊ 太田　真智子 Guidance2019参照  ★

36 G1111Y304 英語Ⅲ（科学英語）（4） 1 T1-T2 金１ ＊ 岩本　遠億 Guidance2019参照  ★

1.1  英語科目

1  ゲートウェイ「講義型」
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通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

37 G1111A703 英語Ⅲ（映像文化）（3） 1 T4-T5 火３ 人 鎌田　浩二 Guidance2019参照  ★

38 G1111C103 英語Ⅲ（総合）（3） 1 T4-T5 月２ ＊ 大山　中勝 Guidance2019参照  ★

39 G1111C104 英語Ⅲ（総合）（4） 1 T4-T5 水５ ＊ 大庭　香江 Guidance2019参照  ★

40 G1111C105 英語Ⅲ（総合）（5） 1 T4-T5 木１ ＊ 神谷　昇 Guidance2019参照  ★

41 G1111C204 英語Ⅲ（ＣＡＬＬ）（4） 1 T4-T5 火４ 未 竹蓋　順子 Guidance2019参照  ★

42 G1111C205 英語Ⅲ（ＣＡＬＬ）（5） 1 T4-T5 水４ ＊ 岩崎　洋一 Guidance2019参照  ★

43 G1111C206 英語Ⅲ（ＣＡＬＬ）（6） 1 T4-T5 木３ ＊ 土肥　充 Guidance2019参照  ★

44 G1111C303 英語Ⅲ
（オーラルコミュニケーション）（3） 1 T4-T5 金３ ＊ MIMNAGH COLETTE Guidance2019参照  ★

45 G1111C304 英語Ⅲ
（オーラルコミュニケーション）（4） 1 T4-T5 金４ 未 Ｒオーリ Guidance2019参照  ★

46 G1111C502 英語Ⅲ（文章表現）（2） 1 T4-T5 火４ ＊ 久島　智津子 Guidance2019参照  ★

47 G1111D102 英語Ⅳ（総合）（2） 1 T4-T5 木１ 未 Ｄジェンクス Guidance2019参照  ★

48 G1111D201 英語Ⅳ
（オーラルコミュニケーション） 1 T4-T5 木４ 未 Ｒオーリ Guidance2019参照  ★

49 G1111D403 英語Ⅲ（口語英語）（3） 1 T4-T5 月２ ＊ 青木　俊子 Guidance2019参照  ★

50 G1111D404 英語Ⅲ（口語英語）（4） 1 T4-T5 火４ ＊ 塩谷　雅之 Guidance2019参照  ★

51 G1111D405 英語Ⅲ（口語英語）（5） 1 T4-T5 火５ ＊ M. Alder Guidance2019参照  ★

52 G1111D406 英語Ⅲ（口語英語）（6） 1 T4-T5 木３ ＊ 中村　道生 Guidance2019参照  ★

53 G1111D407 英語Ⅲ（口語英語）（7） 1 T4-T5 金５ ＊ 加藤　澄恵 Guidance2019参照  ★

54 G1111F101 英語Ⅵ 1 T4-T5 火３ 未 Ｌハリントン Guidance2019参照  ★

55 G1111G205 英語Ⅲ（報道英語）（5） 1 T4-T5 木５ ＊ 田端　敏幸 Guidance2019参照  ★

56 G1111I202 英語Ⅲ（口頭発表）（2） 1 T4-T5 火４ ＊ M. Alder Guidance2019参照  ★

57 G1111I203 英語Ⅲ（口頭発表）（3） 1 T4-T5 木３ ＊ 田端　敏幸 Guidance2019参照  ★

58 G1111M504 英語Ⅲ（英米文化）（4） 1 T4-T5 月２ 人 Andrew Rayment Guidance2019参照  ★

59 G1111M505 英語Ⅲ（英米文化）（5） 1 T4-T5 水３ 未 Ｌハリントン Guidance2019参照  ★

60 G1111R607 英語Ⅲ（国際情報）（7） 1 T4-T5 月４ ＊ 内藤　嘉文 Guidance2019参照  ★

61 G1111R608 英語Ⅲ（国際情報）（8） 1 T4-T5 火２ 人 舘　美貴子 Guidance2019参照  ★

62 G1111R609 英語Ⅲ（国際情報）（9） 1 T4-T5 火４ ＊ 木村　郁子 Guidance2019参照  ★

63 G1111R610 英語Ⅲ（国際情報）（10） 1 T4-T5 火５ ＊ 塩谷　雅之 Guidance2019参照  ★

64 G1111R611 英語Ⅲ（国際情報）（11） 1 T4-T5 木４ ＊ 中村　道生 Guidance2019参照  ★

65 G1111U503 英語Ⅲ（文化芸術）（3） 1 T4-T5 水３ ＊ 大庭　香江 Guidance2019参照  ★

66 G1111U504 英語Ⅲ（文化芸術）（4） 1 T4-T5 木３ ＊ Ｎクリース Guidance2019参照  ★

67 G1111U505 英語Ⅲ（文化芸術）（5） 1 T4-T5 木４ ＊ 田端　敏幸 Guidance2019参照  ★

68 G1111U506 英語Ⅲ（文化芸術）（6） 1 T4-T5 木３ ＊ 大山　中勝 Guidance2019参照  ★

69 G1111U507 英語Ⅲ（文化芸術）（7） 1 T4-T5 金１ ＊ Ｎクリース Guidance2019参照  ★

70 G1111W102 英語Ⅲ（学術情報） 1 T4-T5 火４ ＊ 太田　真智子 Guidance2019参照  ★

71 G1111Y306 英語Ⅲ（科学英語）（6） 1 T4-T5 火５ ＊ 太田　真智子 Guidance2019参照  ★

72 G1111Y307 英語Ⅲ（科学英語）（7） 1 T4-T5 水３ ＊ 太田　真智子 Guidance2019参照  ★

73 G1111Y308 英語Ⅲ（科学英語）（8） 1 T4-T5 金１ ＊ 加藤　澄恵 Guidance2019参照  ★
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G11311201 フランス語Ⅰ文化（1） 1 T1-T2 火３ 国 高橋　信良 人数制限50名まで 
2 G11311202 フランス語Ⅰ文化（2） 1 T1-T2 木３ ＊ 佐原　怜 人数制限50名まで 
3 G11311203 フランス語Ⅰ文化（3） 1 T1-T2 金２ ＊ 宮川　麻理子 ZL,1E 
4 G11311204 フランス語Ⅰ文化（4） 1 T1-T2 金３ ＊ 宮川　麻理子 人数制限50名まで 
5 G11319001 フランス語Ⅴ展開（表現ａ） 1 T1-T2 木４ ＊ モロー　ガエタン 
6 G11311205 フランス語Ⅰ文化（5） 1 T4-T5 火３ 国 高橋　信良 人数制限50名まで 
7 G11311206 フランス語Ⅰ文化（6） 1 T4-T5 木３ ＊ 佐原　怜 人数制限50名まで 
8 G11311207 フランス語Ⅰ文化（7） 1 T4-T5 金３ ＊ 宮川　麻理子 人数制限50名まで 
9 G11312201 フランス語Ⅱ文化（1） 1 T4-T5 金２ ＊ 宮川　麻理子 ZL,1E 

10 G11319201 フランス語Ⅵ展開（表現ａ） 1 T4-T5 木４ ＊ モロー　ガエタン 

1.2.2 フランス語

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G11211201 ドイツ語Ⅰ文化（1） 1 T1-T2 月５ ＊ リスナー フランク 人数制限50名以内 
2 G11211202 ドイツ語Ⅰ文化（2） 1 T1-T2 火３ ＊ 牛山　さおり 人数制限70名以内 
3 G11211203 ドイツ語Ⅰ文化（3） 1 T1-T2 水３ ＊ 秋元　和美 人数制限70名以内 
4 G11211204 ドイツ語Ⅰ文化（4） 1 T1-T2 水４ ＊ 秋元　和美 人数制限70名以内 
5 G11213501 ドイツ語Ⅲ展開（表現b） 1 T1-T2 火３ ＊ バイヤー ディアナ 
6 G11215901 ドイツ語Ⅴ展開（表現b） 1 T1-T2 火５ ＊ ノイマン ビョルン 
7 G11211205 ドイツ語Ⅰ文化（5） 1 T4-T5 月５ ＊ リスナー フランク 人数制限50名以内 
8 G11211206 ドイツ語Ⅰ文化（6） 1 T4-T5 月５ ＊ 木村　裕一 人数制限40名以内 
9 G11211207 ドイツ語Ⅰ文化（7） 1 T4-T5 火２ ＊ 三枝　桂子 人数制限50名以内 

10 G11211208 ドイツ語Ⅰ文化（8） 1 T4-T5 火３ ＊ 牛山　さおり 人数制限50名以内 
11 G11211209 ドイツ語Ⅰ文化（9） 1 T4-T5 火４ ＊ バイヤー ディアナ 人数制限50名以内 
12 G11211210 ドイツ語Ⅰ文化（10） 1 T4-T5 水３ ＊ 秋元　和美 人数制限70名以内 
13 G11211211 ドイツ語Ⅰ文化（11） 1 T4-T5 金４ 人 保坂　高殿 人数制限70名以内 
14 G11211212 ドイツ語Ⅰ文化（12） 1 T4-T5 木３ 国 西尾　悠子 人数制限70名以内 
15 G11211213 ドイツ語Ⅰ文化（13） 1 T4-T5 金３ ＊ 鈴木　洋子 人数制限50名以内 
16 G11211301 ドイツ語Ⅱ文化 1 T4-T5 水４ ＊ 秋元　和美 人数制限70名以内 
17 G11214501 ドイツ語Ⅳ展開（表現ｂ） 1 T4-T5 火３ ＊ バイヤー ディアナ 
18 G11216901 ドイツ語Ⅵ展開（表現ｂ） 1 T4-T5 火５ ＊ ノイマン ビョルン 

1.2  初修外国語科目

1.2.1 ドイツ語
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通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G11411201 ロシア語Ⅰ文化（1） 1 T1-T2 火２ 人 吉田　睦 
2 G11411202 ロシア語Ⅰ文化（2） 1 T1-T2 月４ ＊ 内田　健介 
3 G11414601 ロシア語Ⅴ展開（表現ａ） 1 T1-T2 火２ ＊ 未定 
4 G11412201 ロシア語Ⅱ文化（1） 1 T4-T5 月４ ＊ 未定 
5 G11412202 ロシア語Ⅱ文化（2） 1 T4-T5 月４ ＊ 内田　健介 
6 G11414901 ロシア語Ⅵ展開（読解ａ） 1 T4-T5 火２ 人 吉田　睦 

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G11511201 中国語Ⅰ文化（1） 1 T1-T2 月３ ＊ 朱　武平 
2 G11511202 中国語Ⅰ文化（2） 1 T1-T2 月４ ＊ 韓　越 
3 G11511203 中国語Ⅰ文化（3） 1 T1-T2 火１ ＊ 王　瑞来 
4 G11511204 中国語Ⅰ文化（4） 1 T1-T2 火２ ＊ 王　瑞来 
5 G11511205 中国語Ⅰ文化（5） 1 T1-T2 火３ ＊ 未定 
6 G11511206 中国語Ⅰ文化（6） 1 T1-T2 水２ ＊ 未定 
7 G11511207 中国語Ⅰ文化（7） 1 T1-T2 水３ ＊ 御手洗　大輔 
8 G11511208 中国語Ⅰ文化（8） 1 T1-T2 水４ ＊ 御手洗　大輔 
9 G11511209 中国語Ⅰ文化（9） 1 T1-T2 木３ ＊ 喩　言 

10 G11511210 中国語Ⅰ文化（10） 1 T1-T2 木４ ＊ 喩　言 
11 G11511211 中国語Ⅰ文化（11） 1 T1-T2 金２ ＊ 黄　麗華 
12 G11511212 中国語Ⅰ文化（12） 1 T1-T2 金３ ＊ 未定 
13 G11519001 中国語Ⅴ展開（表現a） 1 T1-T2 金３ ＊ 黄　麗華 
14 G11511213 中国語Ⅰ文化（13） 1 T4-T5 月２ ＊ 凌　慶成 
15 G11511214 中国語Ⅰ文化（14） 1 T4-T5 月３ ＊ 凌　慶成 
16 G11511215 中国語Ⅰ文化（15） 1 T4-T5 火１ ＊ 王　瑞来 
17 G11511216 中国語Ⅰ文化（16） 1 T4-T5 水３ ＊ 未定 
18 G11511217 中国語Ⅰ文化（17） 1 T4-T5 水４ ＊ 未定 
19 G11511218 中国語Ⅰ文化（18） 1 T4-T5 木５ ＊ 未定 
20 G11512201 中国語Ⅱ文化（1） 1 T4-T5 月３ ＊ 朱　武平 
21 G11512202 中国語Ⅱ文化（2） 1 T4-T5 月４ ＊ 韓　越 
22 G11512203 中国語Ⅱ文化（3） 1 T4-T5 火２ ＊ 王　瑞来 
23 G11512204 中国語Ⅱ文化（4） 1 T4-T5 水２ ＊ 未定 
24 G11512205 中国語Ⅱ文化（5） 1 T4-T5 木３ ＊ 未定 
25 G11512206 中国語Ⅱ文化（6） 1 T4-T5 金２ ＊ 黄　麗華 

1.2.3 ロシア語

1.2.4 中国語
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

26 G11519201 中国語Ⅴ展開（読解a） 1 T4-T5 月４ 国 周　飛帆 
27 G11519401 中国語Ⅵ展開（表現a） 1 T4-T5 金３ ＊ 黄　麗華 
28 G11519601 中国語Ⅵ展開（読解a） 1 T6 集中 国 周　飛帆 

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G11611201 朝鮮語（韓国語）Ⅰ文化（1） 1 T1-T2 月２ 人 趙　景達 
2 G11611202 朝鮮語（韓国語）Ⅰ文化（2） 1 T1-T2 水２ ＊ 金　鉉洙 
3 G11611203 朝鮮語（韓国語）Ⅰ文化（3） 1 T1-T2 水３ ＊ 金　鉉洙 
4 G11611204 朝鮮語（韓国語）Ⅰ文化（4） 1 T1-T2 水５ ＊ 金　鉉洙 
5 G11613201 朝鮮語（韓国語）Ⅲ展開 1 T1-T2 水２ ＊ 辛　大基 
6 G11612201 朝鮮語（韓国語）Ⅱ文化（1） 1 T4-T5 水２ ＊ 金　鉉洙 
7 G11612202 朝鮮語（韓国語）Ⅱ文化（2） 1 T4-T5 水３ ＊ 金　鉉洙 
8 G11612203 朝鮮語（韓国語）Ⅱ文化（3） 1 T4-T5 水５ ＊ 金　鉉洙 
9 G11614201 朝鮮語（韓国語）Ⅳ展開 1 T4-T5 水２ ＊ 辛　大基 

10 G11615801 朝鮮語（韓国語）Ⅴ展開 1 T4-T5 水２ 国 高　民定 

1.2.5 朝鮮語（韓国語）

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G11711201 スペイン語Ⅰ文化（1） 1 T1-T2 月３ ＊ 三輪　イルマ 人数制限40名まで 
2 G11711202 スペイン語Ⅰ文化（2） 1 T1-T2 木３ ＊ Ａポぺーダ 人数制限40名まで 
3 G11711203 スペイン語Ⅰ文化（3） 1 T1-T2 金５ ＊ 柏木　典子 人数制限40名まで 
4 G11715201 スペイン語Ⅴ展開 1 T1-T2 金５ ＊ 三輪　イルマ 人数制限40名まで 
5 G11712201 スペイン語Ⅱ文化（1） 1 T4-T5 月３ ＊ 三輪　イルマ 
6 G11712202 スペイン語Ⅱ文化（2） 1 T4-T5 木３ ＊ Ａポぺーダ 
7 G11712203 スペイン語Ⅱ文化（3） 1 T4-T5 金５ ＊ 柏木　典子 
8 G11716201 スペイン語Ⅵ展開 1 T4-T5 金５ ＊ 三輪　イルマ 

1.2.6 スペイン語
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通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G11811201 イタリア語Ⅰ文化（1） 1 T1-T2 月２ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
2 G11811202 イタリア語Ⅰ文化（2） 1 T1-T2 月３ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
3 G11811203 イタリア語Ⅰ文化（3） 1 T1-T2 月４ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
4 G11811204 イタリア語Ⅰ文化（4） 1 T1-T2 火５ ＊ 岡田　由美子 人数制限50名まで 
5 G11811205 イタリア語Ⅰ文化（5） 1 T1-T2 水２ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
6 G11811206 イタリア語Ⅰ文化（6） 1 T1-T2 水３ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
7 G11811207 イタリア語Ⅰ文化（7） 1 T1-T2 木２ ＊ 太田　岳人 人数制限50名まで 
8 G11811208 イタリア語Ⅰ文化（8） 1 T1-T2 木３ ＊ 太田　岳人 人数制限50名まで 
9 G11813201 イタリア語Ⅲ展開 1 T1-T2 火２ ＊ 岡田　由美子 

10 G11811209 イタリア語Ⅰ文化（9） 1 T4-T5 月２ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
11 G11811210 イタリア語Ⅰ文化（10） 1 T4-T5 月３ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
12 G11811211 イタリア語Ⅰ文化（11） 1 T4-T5 水３ ＊ スズキ　マリア 人数制限50名まで 
13 G11811212 イタリア語Ⅰ文化（12） 1 T4-T5 木２ ＊ 太田　岳人 人数制限50名まで 
14 G11812201 イタリア語Ⅱ文化（1） 1 T4-T5 月４ ＊ スズキ　マリア 
15 G11812202 イタリア語Ⅱ文化（2） 1 T4-T5 火５ ＊ 岡田　由美子 
16 G11812203 イタリア語Ⅱ文化（3） 1 T4-T5 水２ ＊ スズキ　マリア 
17 G11812204 イタリア語Ⅱ文化（4） 1 T4-T5 木３ ＊ 太田　岳人 
18 G11814201 イタリア語Ⅳ展開 1 T4-T5 火２ ＊ 岡田　由美子 

1.2.7 イタリア語



Check up!

32 国際日本学 2019

03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

1.3  教養コア科目（国際コア：国際社会と日本）

教養コア科目とは、 総合大学である千葉大学で学ぶみなさんの学問の興味と関心

を高めることを目的とする必修科目であり、６つの科目群１）から構成されています。

このうち、国際コア科目群はすべて国際日本学の指定科目となっており、修得した

単位は国際日本学の講義型区分として認定されます。

１）６つの科目群とは、「論理コア」「生

命コア」「文化コア」「環境コア」「国際コ

ア」「地域コア」から構成されています。

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G14C12501 文化の多様性を考える 1 T4 木５ 人 鈴木　伸枝 1BT機・物 
2 G14N00101 グローバル・リサーチへの道 1 T4 月１ 園 華岡　光正 1LHP 
3 G14N01101 世界の歴史と日本（1） 1 T4 月１ 千 山田　賢 1LHP 
4 G14N01102 世界の歴史と日本（2） 1 T4 火２ 人 岩城　高広 1T電・情，建・デN 
5 G14N03101 国際社会へのパスポート 1 T4 月１ 国 崎山　直樹 1LHP 
6 G14N04101 日本とアジア（1） 1 T4 木５ 国 見城　悌治 1BT機・物 
7 G14N05101 国際化と教育（1） 1 T4 火２ 国 小林　聡子 1T電・情，建・デN 
8 G14N06101 千葉大学のテクノロジーと国際社会 1 T4 火２ 国 串田　正人 1T電・情，建・デN 
9 G14N08101 社会科学から見た世界（1） 1 T4 木５ 国 高光　佳絵 1BT機・物 

10 G14N09101 比較文化と国際化 1 T4 木５ 人 加藤　隆 1BT機・物 
11 G14N15101 統計資料より学ぶ国際理解 1 T4 火２ 教 吉田　雅巳 1T電・情，建・デN 
12 G14N17101 グローバル人材の国際教養入門 1 T4 月１ 未 小川　秀樹 1LHP 
13 G14N04102 日本とアジア（2） 1 T5 木５ 国 ビオンティーノ ユリアン 1E小（国社教）専英特幼S 
14 G14N05102 国際化と教育（2） 1 T5 木４ 国 小林　聡子 1ZE小（算理心も）中養Ｔ化・環M 
15 G14N08102 社会科学から見た世界（2） 1 T5 木４ 国 高光　佳絵 1ZE小（算理心も）中養Ｔ化・環M 
16 G14N10101 日本建築論 1 T5 木４ 工 MORRIS MARTIN NORMAN 1ZE小（算理心も）中養Ｔ化・環M 
17 G14N11101 移民の国際社会学 1 T5 木４ 国 福田　友子 1ZE小（算理心も）中養Ｔ化・環M 
18 G14N12101 日本語教育入門 1 T5 木５ 国 西住　奏子 1E小（国社教）専英特幼S 
19 G14N13101 デザイン学概論 1 T5 木５ 工 樋口　孝之 1E小（国社教）専英特幼S 
20 G14N14101 ヨーロッパ文化と日本 1 T5 木５ 人 舘　美貴子 1E小（国社教）専英特幼S 

普遍教育科目の国際コア科目群は、全て国際日本学の「講

義型」区分に指定されています。国際コア科目群は１単位

必修のため、「講義型」区分については、全ての学生が最低

１単位は修得することとなります。（2015年度以降入学者）
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通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15C55101 日本語文法再入門１ 1 T1 水５ 人 岡部　嘉幸 
2 G15D10201 歴史学A1 1 T1 火２ 国 ビオンティーノ ユリアン 
3 G15D12201 歴史学D1 1 T1 水３ 人 大峰　真理 
4 G15D11801 歴史学C1 1 T1 水４ ア 姉川　雄大 
5 G15D76101 歴史学B（1） 1 T1 水５ 人 岩城　高広 
6 G15C31101 日欧の言語と文化 2 T1-T2 火３ 教 平出　昌嗣 
7 G15C31701 名作英米小説 2 T1-T2 木２ 教 平出　昌嗣  ★

8 G15C02201 伊豆諸島の文化と自然 1 T2 火５ 国 金田　章宏 
9 G15C55201 日本語文法再入門２ 1 T2 水５ 人 岡部　嘉幸 

10 G15D00201 近代日本のアジア観 1 T2 金３ 国 見城　悌治 
11 G15D10301 歴史学A2 1 T2 火３ 国 ビオンティーノ ユリアン 
12 G15D11901 歴史学C2 1 T2 水４ ア 姉川　雄大 
13 G15C13801 軍記物語を読む１ 1 T4 水５ 人 久保　勇 
14 G15C19201 比較文化論C1 1 T4 月３ ＊ 田ノ口　誠悟 
15 G15D14201 現代史B1 1 T4 月３ 人 栗田　禎子 
16 G15D77101 大学生のための世界史

再入門１ 1 T4 月２ 千 山田　賢 
17 G15C07901 西洋美術史A 2 T4-T5 金４ ＊ 黒田　加奈子 
18 G15C31501 英文学入門 2 T4-T5 木１ 教 平出　昌嗣  ★

19 G15C13901 軍記物語を読む２ 1 T5 水５ 人 久保　勇 
20 G15C19301 比較文化論C2 1 T5 月３ ＊ 田ノ口　誠悟 
21 G15D14301 現代史B2 1 T5 月３ 人 栗田　禎子 
22 G15D76102 歴史学B（2） 1 T5 月４ 人 岩城　高広 
23 G15D77201 大学生のための世界史

再入門２ 1 T5 月２ 国 小澤　弘明 

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15D35101 非西洋科学史 2 T1-T2 水２ ＊ 松村　紀明 

1.4.1 論理コア（論理・哲学・社会）関連

1.4.2 文化コア（文化・芸術・歴史）関連

1.4  教養展開科目（学術研究の現場を知る）
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15N01301 アラビア語初級１ 1 T1 月４ 人 栗田　禎子 
2 G15N15401 近代日本社会と

アジア留学生たち 1 T1 金３ 国 見城　悌治 
3 G15N78201 ハンガリーを学ぶ１（1） 1 T1 火４ ア 姉川　雄大 
4 G15N87101 留学学 1 T1 月２ 国 佐々木　綾子 
5 G15N88901 グローバル人材育成と留学 1 T1 金５ 未 織田　雄一 
6 G15N89501 クリティカルシンキングを促す

異文化間教育（JS）（1） 1 T1 木３ 未 Ｒオーリ ~ ★

7 G15N89701 日本語の特徴（展開）（1） 1 T1 火５ 国 金田　章宏 
8 G15N90301 ラグビーを知る 1 T1 火４ 未 大西　好宣 
9 G15N93101 国際紛争と平和・開発を

考える 1 T1 月４ 未 小川　秀樹 
10 G15N01401 アラビア語初級２ 1 T2 月４ 人 栗田　禎子 
11 G15N78301 ハンガリーを学ぶ２（1） 1 T2 火４ ア 姉川　雄大 
12 G15N87301 日本人の国際倫理 1 T2 月３ 国 崎山　直樹 
13 G15N89601 日本における異文化間教育

（JS）（1） 1 T2 木３ 未 Ｒオーリ ~
14 G15C03301 日本語の諸相（展開） 1 T4 火５ 国 金田　章宏 
15 G15N01501 アラビア語初級３ 1 T4 月４ 人 栗田　禎子 
16 G15N78202 ハンガリーを学ぶ１（2） 1 T4 水４ ア 姉川　雄大 
17 G15N89502 クリティカルシンキングを促す

異文化間教育（JS）（2） 1 T4 木３ 未 Ｒオーリ ~ ★

18 G15N92101 社会運動の世界史 1 T4 月３ 国 崎山　直樹 
19 G15N94101 国際ビジネス論 1 T4 未定 千 山田　賢 
20 G15N01601 アラビア語初級４ 1 T5 月４ 人 栗田　禎子 
21 G15N78302 ハンガリーを学ぶ２（2） 1 T5 水４ ア 姉川　雄大 
22 G15N87201 世界の中の日本、日本の中

の世界 1 T5 月２ 国 崎山　直樹 

23 G15N89602 日本における異文化間教育
（JS）（2） 1 T5 木３ 未 Ｒオーリ ~

24 G15N89702 日本語の特徴（展開）（2） 1 T5 火５ 国 金田　章宏 
25 G15N90501 留学学 e-learning 1 T5 集中 国 佐々木　綾子 

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15K39401 グローバルボランティア
事前学習（1） 1 T2 木６ 国 佐々木　綾子 

2 G15K39402 グローバルボランティア
事前学習（2） 1 T2 金５ 国 佐々木　綾子 

1.4.3 国際コア（国際社会と日本）関連

1.5 教養展開科目（キャリアを育てる）



35千葉大学

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15C18601 日本文化を考える１ 1 T1 水２ 人 久保　勇 
2 G15D13601 考古学セミナー１ 1 T1 火２ 人 山田　俊輔 
3 G15C18701 日本文化を考える２ 1 T2 水２ 人 久保　勇 

2.1.2 文化コア（文化・芸術・歴史）関連

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15E24301 地球環境とリモートセンシングA 1 T1 木２ 環 本郷　千春 
2 G15E24401 地球環境とリモートセンシングB 1 T2 木２ 環 樋口　篤志 

2.1.3 環境コア（環境・生活・科学）関連

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15D61301 ドイツ地域社会論セミナーA1 1 T1 月 社 内村　博信 
2 G15D63601 比較社会思想史セミナーA1 1 T1 火 社 三宅　芳夫 
3 G15D61401 ドイツ地域社会論セミナーA2 1 T2 月 社 内村　博信 
4 G15D63701 比較社会思想史セミナーA2 1 T2 火 社 三宅　芳夫 
5 G15D61501 ドイツ地域社会論セミナーB1 1 T4 月 社 内村　博信 
6 G15D63801 比較社会思想史セミナーB1 1 T4 火 社 三宅　芳夫 
7 G15D61601 ドイツ地域社会論セミナーB2 1 T5 月 社 内村　博信 
8 G15D63901 比較社会思想史セミナーB2 1 T5 火 社 三宅　芳夫 

2.1.1 論理コア（論理・哲学・社会）関連

2  ゲートウェイ「セミナー型・プロジェクト型」

2.1  教養展開科目（学術研究の現場を知る）

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15U02401 伝統文化をつくるA 2 T1-T2 月４ 人 柴　佳世乃 
2 G15U02601 伝統文化をつくるC 2 T1-T6 集中 人 柴　佳世乃 A、Bを履修した学生 
3 G15U02701 伝統文化をつくるD 2 T1-T6 集中 人 柴　佳世乃 A、B、Ｃを履修した学生 
4 G15U02501 伝統文化をつくるB 2 T4-T5 月４ 人 柴　佳世乃 

2.1.4 地域コア（地域と暮らし）関連
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

2.1.5 国際コア（国際社会と日本）関連

この科目群の授業は、グローバルな市民を育てるという時代のニーズにあわ

せ、物事を様々な視点から考える力を身に付けるための〈多元的な学び〉を促

進することを目的としています。千葉大生と海外の協定校からの交換留学生が

共に学ぶ機会が豊富にあるのが特徴です。

授業はすべて学生がアクティブに学習に参加することから始まります。基礎的

な知識を身に付け、様々な形のグループワーク（ディスカッション、プレゼンテー

ション、ロールプレイ形式の討論、物事に対する考え/概念を図で説明するマイ

ンドマップの作成、コラージュや映像の作成など）を通じて学生同士が協力し

学び合うことにより、学生自身が授業を作る役割を担います。自然科学から社

会科学まで多分野にまたがるテーマを扱うので、専門外について主体的に学

ぶよい機会ともなります。また、これらの内容を海外でも発信することができる

ように、英語で行う授業や日本語と英語を併用して行う授業もあります。

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15N10201 タイを学ぶ 1 T1 水５ 国 高垣　美智子 タイへの留学等希望者 
2 G15N11201 留学生支援入門１ 1 T1 木５ 国 見城　悌治 留学生支援興味ある者 
3 G15N33201 画像工学の基礎 1 T1 月３ 工 堀内　隆彦 ~
4 G15N40201 デザイン科学１ 1 T1 木３ 工 小野　健太 ~

5 G15N79101 日本人の精神・伝統文化を
示すキーワードA 1 T1 水２ 国 和田　健 

6 G15N79901 時事から日本を考えるA 1 T1 火３ 国 和田　健 
7 G15N80301 日本イメージの交錯A 1 T1 金１ 国 見城　悌治 

8 G15N81101 日本語入門（1） 1 T1 火３ 国 HOLDA MARTIN 
ANDREW 

9 G15N83901 健康と医療の日本文化（JS） 2 T1
月４

国 GAITANIDIS 
IOANNIS ~ ★

月５

10 G15N85301 学校教育と公正性（JS） 1 T1 火３ 国 小林　聡子 ~ ★

11 G15N86201 格差社会とは何か（JS） 1 T1 火４ 国 五十嵐　洋己 ~ ★
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通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

12 G15N88101 日本のポップカルチャー
（JS）A 1 T1 水３ ＊ CHOZICK MATTHEW ~ ★

13 G15N88201 日本のポップカルチャー
（JS）B 1 T1 水４ ＊ CHOZICK MATTHEW ~ ★

14 G15N89901 言語とメディア（JS）（1） 1 T1 木４ 未 Ｒオーリ ~ ★

15 G15N90601 グローバルな視点から見た
日本の経済（JS） 1 T1 水５ ＊ 蔡 孟翰 ~ ★

16 G15N89801 プログラミング習得と台湾ITの
第４次産業革命について 2 T1-T3 集中 国 徳永　留美 ~ ★ 海外で実施

17 G15N47801 グローバル・フィールド・
ワーク１ 2 T1-T6 集中 国 高垣　美智子 ~ ★

海外で実施
BOOT

プログラム

18 G15N47901 グローバル・フィールド・
ワーク２ 2 T1-T6 集中 国 高垣　美智子 ~ ★

海外で実施
BOOT

プログラム

19 G15N11301 留学生支援入門２ 1 T2 木５ 国 吉野　文 留学生支援興味ある者 
20 G15N40301 デザイン科学２ 1 T2 木３ 工 小野　健太 ~

21 G15N44201 日本の事例を通じて学ぶ
サステナビリティ学（JS） 1 T2 金５ ＊ 白　迎玖 ~ ★

22 G15N44301 宇宙から日本をみる：
リモートセンシング（JS） 1 T2 木５ ＊ Waqar Mirza 

Muhanmmad ~ ★

23 G15N79201 日本人の精神・伝統文化を
示すキーワードB 1 T2 水２ 国 和田　健 

24 G15N80001 時事から日本を考えるB 1 T2 火３ 国 和田　健 
25 G15N80401 日本イメージの交錯B 1 T2 金１ 国 見城　悌治 

26 G15N81201 日本語文法概説（1） 1 T2 火３ 国 HOLDA MARTIN 
ANDREW 

27 G15N85101 アメリカ映画における日本
（JS） 2 T2

金３
国 小林　聡子 ~ ★

金４

28 G15N86101 グローバルな社会変動（JS） 1 T2 月３ 国 五十嵐　洋己 ~ ★

29 G15N89401 逸脱とタブー（JS） 2 T2
月４

国 GAITANIDIS 
IOANNIS ~ ★

月５

30 G15N90001 言語と社会（JS）（1） 1 T2 木４ 未 Ｒオーリ ~ ★

31 G15N90701 比較的な視点から見た日本の
企業（JS） 1 T2 水５ ＊ 蔡 孟翰 ~ ★

32 G15N88601 Global＋（1） 2 T3 集中 未 織田　雄一 ~ ★ 海外で実施

33 G15N89201 海外協定校ショートプログラム
A（派遣） 4 T3 集中 国 永瀬　彩子 ~ ★ 海外で実施

34 G15N12301 日本語の文法（展開） 1 T4 木１ 国 HOLDA MARTIN 
ANDREW 

35 G15N15201 近代日中の文化と思想を
考える１ 1 T4 金３ 国 見城　悌治 全学部1～4年、留学生 

36 G15N35201 建築デザインへの招待１ 1 T4 金３ 工 栁澤　要 英語力要 ~ ★

37 G15N45201 日本の伝統的食品入門 1 T4 金５ 園 安藤　昭一 ~
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

38 G15N80101 時事から日本を考えるC 1 T4 火３ 国 和田　健 
39 G15N80501 日本アジア文化交流史A 1 T4 金１ 国 見城　悌治 

40 G15N81102 日本語入門（2） 1 T4 火３ 国 HOLDA MARTIN 
ANDREW 

41 G15N84201 グローバル化の中の
日本社会と文化A（JS） 1 T4 月３ 国 五十嵐　洋己 ~ ★

42 G15N84601 グローバル化の中の
日本社会と文化B（JS） 1 T4 月４ 国 五十嵐　洋己 ~ ★

43 G15N85401 気候変動とその対応策１
（JS） 1 T4 木４ ＊ 白　迎玖 ~ ★

44 G15N85601 都市生活と環境１（JS） 1 T4 木５ ＊ 白　迎玖 ~ ★

45 G15N89001 グローバルな視点からみた
日本近代史（JS） 1 T4 火４ 国 ビオンティーノ ユリアン ~ ★

46 G15N89902 言語とメディア（JS）（2） 1 T4 火３ 未 Ｒオーリ ~ ★

47 G15N91101 オカルトとグローバル日本
（JS） 1 T4 金４ 国 GAITANIDIS 

IOANNIS ~ ★

48 G15N15301 近代日中の文化と思想を
考える２ 1 T5 金３ 国 見城　悌治 全学部1～4年、留学生 

49 G15N35301 建築デザインへの招待２ 1 T5 金３ 工 栁澤　要 英語力要 ~ ★

50 G15N80201 時事から日本を考えるD 1 T5 火３ 国 和田　健 
51 G15N80601 日本アジア文化交流史B 1 T5 金１ 国 見城　悌治 

52 G15N81202 日本語文法概説（2） 1 T5 火３ 国 HOLDA MARTIN 
ANDREW 

53 G15N81301 異文化交流演習（JS） 2 T5
火４

国 西住　奏子 ~ ★
火５

54 G15N84701 宗教と社会（JS） 2 T5
月４

国 GAITANIDIS 
IOANNIS ~ ★

月５

55 G15N85501 気候変動とその対応策２
（JS） 1 T5 木４ ＊ 白　迎玖 ~ ★

56 G15N85701 都市生活と環境２（JS） 1 T5 木５ ＊ 白　迎玖 ~ ★

57 G15N90002 言語と社会（JS）（2） 1 T5 火３ 未 Ｒオーリ ~ ★

58 G15N88602 Global＋（2） 2 T6 集中 未 織田　雄一 ~ ★ 海外で実施

59 G15N90401 ハワイ大学・環境問題研究
プログラム 2 T6 集中 未 大西　好宣 ~ ★ 海外で実施
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履修者の声

“私はこれまでにいくつかJSを受講してきましたが、JSは自分が常識だと思っている

ことを一つ一つ紐解いていく科目群だと感じます。JSの説明文の中の日本という言

葉に「」がついていることもその象徴の１つです。｢世界｣の事例を通して｢日本｣のこと

を学ぶというのは授業の根幹を支える１つの例でしかありません。専門性がある講

義を英語と日本語（時に英語のみ）で行われるため、教養展開科目とはいえ専門が

違うと大変な時もあります。でも、授業を通して自らの専門についてや、常識について

「考え直す･学び直す」という作業をし、それを実生活に還元していくことで、大学で

学ぶべき教養の一部が身についていくと思っています。JSはその重要性を教えてくれ

る数少ない科目です。”

 - 工学部３年

  ジャパニーズスタディーズ（JS） 

ジャパニーズスタディーズ（JS）は「日本」を事例として扱いながら、それを通して「世

界」を学び、また「世界」の事例を通して「日本」を学ぶという特色のある授業です。

言語、文化、歴史、社会、環境、デザインなどの幅広いテーマの授業を通して、「日

本」がどのように世界で表象されているのか、そして人々がどう「日本」を解釈して

いるのか、関連する課題やトピックについてクリティカルに考えます。ジャパニーズ

スタディーズに属する科目には、科目名の後ろに（JS）が付記されています。

英語・二言語併用の授業に関してはLiberal Arts and Collaborative Learning

のHP（https://cie.chiba-u.ac.jp/liberal_arts/）をご参照ください。
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  グローバル・スタディ・プログラム（GSP） 

千葉大学と海外の協定大学が連携し、第３タームおよび第６タームを利用して実

施する短期集中型プログラムです。千葉大学または海外の協定大学を会場とし

て、２週間程度の期間で実施されます。グローバル・スタディ・プログラム（ＧＳP）は

協定校の学生との協働学習に焦点を当てており、英語を媒介言語としながら、

特定の課題に関して学術的な講義を受け、フィールドリサーチをし、課題の発見

や解決案のプレゼンテーションをワークショップ形式で行います。 海外の学生と

協働して学ぶことで、文化的背景の異なる人々への感受性や異文化への対応力

だけでなく、異文化間コミュニケーションへの積極的態度が養われます。

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15N81901 グローバル・スタディ・
プログラム（GSP）J1 2 T1-T6 集中 国 小林　聡子 ~ ★ 事前教育

2 G15N82001 グローバル・スタディ・
プログラム（GSP）J2 2 T1-T6 集中 国 小林　聡子 ~ ★ 国内で実施 

アメリカ受入

3 G15N82301 グローバル・スタディ・
プログラム（GSP）C1 2 T1-T6 集中 国 GAITANIDIS 

IOANNIS ~ ★ 事前教育

4 G15N82401 グローバル・スタディ・
プログラム（GSP）C2 2 T1-T6 集中 国 GAITANIDIS 

IOANNIS ~ ★ 海外で実施
ギリシャ派遣

5 G15N83301 グローバル・スタディ・
プログラム（GSP）H1 2 T1-T6 集中 国 ビオンティーノ ユリアン ~ ★ 事前教育

6 G15N83401 グローバル・スタディ・
プログラム（GSP）H2 2 T1-T6 集中 国 ビオンティーノ ユリアン ~ ★ 国内で実施 

ドイツ受入
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グローバル・スタディ・プログラム（GSP）は事前教育の２単位（末尾に１が付いて

いる科目）と、集中・事後教育の２単位（末尾に２が付いている科目）との合計４

単位の授業です。

履修希望者は、事前教育と集中・事後教育の両方の授業（例えば、ギリシャのプ

ログラムを希望する場合はGSP-C１とGSP-C２）の履修登録をしてください。参加

動機や英語力などの履修要件が課されますので、４月に発表される予定の募

集要項を確認してください。今年のGSP-C（ギリシャ）のプログラムは派遣のプ

ログラムであり、千葉大生がギリシャに行き、協定校の学生と協働学習を行いま

す。GSP-H（ドイツ）、GSP-J（アメリカ）は千葉大学で協定大学からの学生を受け入

れて実施します。いずれのプログラムも毎年テーマが異なるので、詳細については

各担当教員にお問い合わせください。これまでに実施されたグローバル・スタ

ディ・プログラム（GSP）の内容については、国際教育センター、またはイングリ

ッシュ・ハウスとスーパーグローバル大学事業推進事務室に左記の表紙のパ

ンフレットが置いてありますのでご参照ください。

履修者の声
“議論の中での主張や結論といった結果が人によって違うことを想定し、コミュニ

ケーションをとり、議論していくだけでなく、それらの考えが生まれる考え方のスター

トが異なることがあるということを想定する必要があるというのが自分の気づきで

す。”

- 工学部２年-GSP-G（ドイツ・ドレスデン応用科学大学との協働学習（派遣））履修者

“Sometimes it was hard to do collaborative learning. Different cultures and 

various language skills sometimes pose problems. But it's good to work with 

people from another country because you learn more about yourself (strengths 

and weaknesses).”

- ドレスデン応用科学大学（ドイツ）の学生
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  グローバル・フィールド・ワーク（通称：BOOT）

グローバル・フィールド・ワークは、教養展開科目（国際コア（国際社会と日本）

関連）として開講されており、BOOTは本科目の一環として実施している短期留

学プログラムの通称です。

BOOTプログラムは、初めて留学に行く学生や中級程度の英語力をもつ学生を

対象としたビギナーズ向けの留学プログラムで、アジアの協定校を派遣先とし

て、第３ターム（夏季休業中）及び第６ターム（春季休業中）に２週間程度の期

間で実施します。このプログラムでは、学生の皆さんから特に要望の高いコミュ

ニケーション英語及びプレゼンテーション英語の学習に加え、現地文化や言語

に関する学習や、歴史遺産等へのフィールドトリップを行います。

各プログラムの詳細については内容が確定次第、skipwiseのWebページ等に募

集要項を掲載します。また、夏季プログラムについては４～５月頃、春季プログラ

ムについては10～11月頃に説明会を実施する予定です。

募集概要と内容
対象 

費用

授業科目

備考

派遣先

原則として海外留学未経験者、TOEIC450～600点程度、TOEFL-

ITP450～505点程度または英検準２級程度の語学力の学生  

渡航費、宿泊費等は個人負担となります。

グローバル・フィールド・ワーク（２単位） 

  夏プログラムは2019年度９月卒業予定者に対する単位認定は行いません。

  春プログラムは2019年度３月卒業予定者に対する単位認定は行いません。

参加が決まった学生は、派遣前ガイダンスを受けてください。（２～３回

程度予定）

以下の派遣先を予定しています。

（プログラム内容や派遣時期は、変更になる可能性があります。また、

派遣国（地域）の治安状況等によって、プログラムが中止となる場合が

あります。）
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  プログラムについては、変更される可能性もありますので、詳細はガイダンス等でご確認ください。

  プログラムについては、変更される可能性もありますので、詳細はガイダンス等でご確認ください。

- 夏プログラム

研修先 ソウル国立大学（韓国） 期間 ８月（約２週間） 募集人数 20名程度

内容
概略

様々なスピーキングアクティビティやプレゼンテーションの実施を通して、英語によるコミュニケーション能力を向上するプログラムです。簡単な韓国語や韓国の伝統文
化について、講義及び文化体験により学びます。ソウル市内観光、世界遺産の華城（水原市）等へのフィールドトリップも予定しています。

備考 参加者が15名に満たない場合は実施しません。

研修先 マヒドン大学（タイ） 期間 ９月（約２週間） 募集人数 30名程度

内容
概略

様々なスピーキングアクティビティやプレゼンテーションの実施を通して、英語によるコミュニケーション能力を向上するプログラムです。簡単なタイ語や
タイの伝統文化について、講義及び文化体験により学びます。パタヤビーチでの環境アクティビティ実施のほか、世界遺産のアユタヤ遺跡、水上マーケッ
ト等へのフィールドトリップも予定しています。

研修先 インドネシア大学（インドネシア） 期間 ８月～９月（約２週間） 募集人数 15～20名程度

内容
概略

様々なスピーキングアクティビティやプレゼンテーションの実施を通して、英語によるコミュニケーション能力を向上するプログラムです。文化講義ではイ
ンドネシアの歴史、政治、文化について英語で学びます。文化体験村等へのフィールドトリップも予定しています。また、現地家庭へのホームステイを通し
て、インドネシアの生活様式の体験やホストファミリーとの交流を行います。

- 春プログラム

研修先 台湾 期間 ２月～３月（約２週間） 募集人数 30名程度

内容
概略

様々なスピーキングアクティビティやプレゼンテーションの実施を通して、英語によるコミュニケーション能力を向上するプログラムです。文化講義では台
湾の歴史等について英語で学びます。九份等へのフィールドトリップなどを予定しています。

研修先 マヒドン大学（タイ） 期間 ２月～３月（約２週間） 募集人数 30名程度

内容
概略

様々なスピーキングアクティビティやプレゼンテーションの実施を通して、英語によるコミュニケーション能力を向上するプログラムです。簡単なタイ語やタイの伝
統文化について、講義及び文化体験により学びます。パタヤビーチでの環境アクティビティ実施のほか、世界遺産のアユタヤ遺跡、水上マーケット等へのフィールド
トリップも予定しています。

履修者の声

“英語圏以外で英語を学ぶということに対して、一斉授業形式であったり、英語を勉強し

はじめた初心者向けの比較的簡単な内容になっていたりするのかなと思っていたのです

が、全く違いました。

授業の進め方も講義形式ではなく、実際に私たちが話すことができる機会がたくさん設け

てあるアクティブラーニング形式だったので、とても充実した学習ができました。アウトプッ

トしようとして初めて「自分は何を知らないか」「何が英語で言えないか」をはっきりと認

識することができたので、英語のモチベーションにもつながりました。”

- 韓国BOOTプログラム参加学生

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15K41201 学生ボランティア実践入門 1 T2 木３ 国 佐々木　綾子 ~

2.2  教養展開科目（キャリアを育てる）
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3  イングリッシュコミュニケーション

イングリッシュコミュニケーションは教養展開科目（コミュニケーションリテラシー

能力を高める）に含まれます。英語によるコミュニケーション能力を高めること

を目的とした科目で、英語のネイティブスピーカーが講師となり、クラスは少人

数のグループで構成されます。身近なトピックを使って楽しみながら英語でのコ

ミュニケーションを学ぶクラスです。この授業を通じて、多くの人が最も苦手とする

英語のスピーキング能力を高めることができます。イングリッシュコミュニケーショ

ンの申し込みは、通常の普遍教育科目の履修方法とは異なり、学生ポータルに

よる履修登録の前に、skipwise Web上の「イングリッシュコミュニケーション授業

申込専用サイト」からの事前申込みが必要です。申し込み後に人数調整を行いま

すので、受講クラス（曜日・時限・レベル）が確定するまで学生ポータルによる履

修登録をしないでください。本科目の履修方法については、各自該当するペー

ジを参照してください。

 [申込みフロー]

①授業申込専用サイト（https://skipwise.chiba-u.jp/login/）でマイページを作成

②マイページにログイン後、専用サイトにて授業申込み

③マイページにて決定クラス発表

④履修登録期間中に学生ポータルより履修登録

[授業申込専用サイトについて]

イングリッシュコミュニケーションの授業科目に関わる申込み、クラス発表、変

更・取消の連絡は全て授業申込専用サイトのマイページを通して行います。

マイページの作成には、千葉大学の学生証番号とパスワード（学生ポータルと

同様）が必要です。

3.1  イングリッシュコミュニケーション
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3.1.1  レベル別、技能別の授業

本科目は、各授業のレベル及び重点的に養成する技能を授業科目名に示して

います。

新１年生や編入生で、申込時に学生証番号が付与されていない場合は、授業申

込専用サイト上で仮IDを作成してお申込みください。仮IDは一定期間を過ぎる

と期限が切れます。クラス発表時には学生証番号とパスワードが必要になるた

め、ログイン画面の指示に従って入力してください。

3.1.2  レベル分けについて

イングリッシュコミュニケーションの授業は、上記のレベル分け基準表により、

４つのレベルがあります。自分の受験した検定試験のスコアに従って授業のレ

ベルを選択してください。

なお、いずれの検定試験も受験していない場合には、別途、オンラインレベルチェッ

クを受けていただく必要がありますので、59～60ページをご参照の上、オンラ

インレベルチェックを受検してください。

※ただし、前期（T1ｰT2）の履修を希望される新１年次生のうち、いずれの検定試験も受

験していない場合には、上記レベル分け基準表の「求められるスキル」を参考にし、受講

するレベルを選択してください。

各レベル　D 準中級～上級Ⅱ　Discussion & Debate

各レベル　P 準中級～上級Ⅱ　Presentation

授業レベル TOEIC TOEFL-iBT TOEFL-ITP IELTS 求められるスキル等

上級Ⅱ 785以上 96以上 590以上 7.5以上 ○英語を母語とする人と活発な議論が維持でき、違和感なく会話できる
○プレゼンテーションなどの場で複雑な見解を説明し、相手を説得できる

上級Ⅰ 600-780 65-95 513-587 5.5-7 ○時事や社会情勢、アカデミックな話題についても話すことができる
○長い議論にも積極的に参加できる

中級 400-595 41-64 437-510 4−5 ○日常生活の場面において予測可能な事柄であれば言いたいことが伝えられる
○会話を持続させ、友達ともおしゃべりなどを楽しむことができる

準中級 400未満 40未満 433未満 3.5未満 ○旅行などの場面において簡単なやりとりができる（買い物やレストランでの注文など）
○簡単な内容であれば質問の答えを理解することや、何をするか話し合うことができる

  レベル分け基準表
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3.1.3  授業時間割表

前ページのレベル分け基準表で、ご自身のレベルを確認し、該当するレベルが

開講されている曜日・時限を下記授業時間割表より選択してください。

時限 火 水 木

２限
中級Ｄ（1） 中級Ｄ（4） -

- - -

３限
中級Ｄ（2） 中級Ｄ（5） 準中級Ｄ（1）

上級ⅠＤ（1） 上級ⅠＤ（3） 中級Ｄ（7）

４限
中級Ｄ（3） 中級Ｄ（6） 上級ⅠＤ（5）

上級ⅠＤ（2） 上級ⅠＤ（4） 上級ⅡＤ（1）

時限 火 水 木

２限
中級Ｄ（8） 中級Ｄ（11） -

- - -

３限
中級Ｄ（9） 中級Ｄ（12） 準中級Ｄ（2）

上級ⅠＤ（6） 上級ⅠＤ（8） 中級Ｄ（14）

４限
中級Ｄ（10） 中級Ｄ（13） 上級ⅠＤ（10）

上級ⅠＤ（7） 上級ⅠＤ（9） 上級ⅡＤ（2）

第１ターム
開講日程

４/８~６/10

第２ターム
開講日程

６/11~８/６

※履修希望者が多数の場合には、抽選を行いますので、必ずしも希望どおりになるとは限りません。

申込み締切り後に授業申込専用サイトのマイページ上で受講可否を通知します。

※※ 前期（T1-T2）は、亥鼻・松戸キャンパスでの開講はありません。

時限 火 水 木

２限
中級Ｄ（15） 中級Ｄ(18) -

- - -

３限
中級Ｄ(16) 中級Ｄ(19) 準中級Ｄ（3）

上級ⅠＤ（11） 上級ⅠＤ（13） 中級Ｄ(21)

４限
中級Ｄ(17) 中級Ｄ(20) 上級ⅠＤ（15）

上級ⅠＤ（12） 上級ⅠＤ（14） 上級ⅡＤ（3）

時限 月

３限 中級Ｄ(22)

４限 上級ⅠＤ(16)

時限 月

３限 中級Ｄ(23)

４限 上級ⅠＤ(17)

第４ターム
開講日程

10/１~12/２

西千葉

西千葉のみ

西千葉のみ

亥鼻 松戸
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時限 火 水 木

２限
中級Ｐ（1） 中級Ｐ（4） -

- - -

３限
中級Ｐ（2） 中級Ｐ（5） 準中級Ｐ（2）

上級ⅠＰ（1） 上級ⅠＰ（3） 中級Ｐ（7）

４限
中級Ｐ（3） 中級Ｐ（6） 上級ⅠＰ（5）

上級ⅠＰ（2） 上級ⅠＰ（4） 上級ⅡＰ

時限 月

３限 中級Ｐ（8）

４限 上級ⅠＰ（6）

時限 月

３限 中級Ｐ（9）

４限 上級ⅠＰ（7）

第５ターム
開講日程

12/３~２/５

西千葉

亥鼻 松戸
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

  第１タームイングリッシュコミュニケーション

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15X25001 イングリッシュコミュニケーションＤ
（準中級）（1） 1 T1 木３ 未 織田　雄一  ★

2 G15X25101 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（1） 1 T1 火２ 未 織田　雄一  ★

3 G15X25102 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（2） 1 T1 火３ 未 織田　雄一  ★

4 G15X25103 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（3） 1 T1 火４ 未 織田　雄一  ★

5 G15X25104 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（4） 1 T1 水２ 未 織田　雄一  ★

6 G15X25105 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（5） 1 T1 水３ 未 織田　雄一  ★

7 G15X25106 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（6） 1 T1 水４ 未 織田　雄一  ★

8 G15X25107 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（7） 1 T1 木３ 未 織田　雄一  ★

9 G15X25201 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（1） 1 T1 火３ 未 織田　雄一  ★

10 G15X25202 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（2） 1 T1 火４ 未 織田　雄一  ★

11 G15X25203 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（3） 1 T1 水３ 未 織田　雄一  ★

12 G15X25204 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（4） 1 T1 水４ 未 織田　雄一  ★

13 G15X25205 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（5） 1 T1 木４ 未 織田　雄一  ★

14 G15X25301 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅱ）（1） 1 T1 木４ 未 織田　雄一  ★
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  第２タームイングリッシュコミュニケーション

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15X25002 イングリッシュコミュニケーションＤ
（準中級）（2） 1 T2 木３ 未 織田　雄一  ★

2 G15X25108 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（8） 1 T2 火２ 未 織田　雄一  ★

3 G15X25109 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（9） 1 T2 火３ 未 織田　雄一  ★

4 G15X25110 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（10） 1 T2 火４ 未 織田　雄一  ★

5 G15X25111 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（11） 1 T2 水２ 未 織田　雄一  ★

6 G15X25112 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（12） 1 T2 水３ 未 織田　雄一  ★

7 G15X25113 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（13） 1 T2 水４ 未 織田　雄一  ★

8 G15X25114 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（14） 1 T2 木３ 未 織田　雄一  ★

9 G15X25206 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（6） 1 T2 火３ 未 織田　雄一  ★

10 G15X25207 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（7） 1 T2 火４ 未 織田　雄一  ★

11 G15X25208 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（8） 1 T2 水３ 未 織田　雄一  ★

12 G15X25209 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（9） 1 T2 水４ 未 織田　雄一  ★

13 G15X25210 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（10） 1 T2 木４ 未 織田　雄一  ★

14 G15X25302 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅱ）（2） 1 T2 木４ 未 織田　雄一  ★
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

  第４タームイングリッシュコミュニケーション

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15X25003 イングリッシュコミュニケーションＤ
（準中級）（3） 1 T4 木３ 未 織田　雄一  ★

2 G15X25115 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（15） 1 T4 火２ 未 織田　雄一  ★

3 G15X25116 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（16） 1 T4 火３ 未 織田　雄一  ★

4 G15X25117 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（17） 1 T4 火４ 未 織田　雄一  ★

5 G15X25118 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（18） 1 T4 水２ 未 織田　雄一  ★

6 G15X25119 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（19） 1 T4 水３ 未 織田　雄一  ★

7 G15X25120 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（20） 1 T4 水４ 未 織田　雄一  ★

8 G15X25121 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（21） 1 T4 木３ 未 織田　雄一  ★

9 G15X25122 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（22） 1 T4 月３ 未 織田　雄一  ★ 亥鼻地区

10 G15X25123 イングリッシュコミュニケーションＤ
（中級）（23） 1 T4 月３ 未 織田　雄一  ★ 松戸地区

11 G15X25211 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（11） 1 T4 火３ 未 織田　雄一  ★

12 G15X25212 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（12） 1 T4 火４ 未 織田　雄一  ★

13 G15X25213 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（13） 1 T4 水３ 未 織田　雄一  ★

14 G15X25214 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（14） 1 T4 水４ 未 織田　雄一  ★

15 G15X25215 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（15） 1 T4 木４ 未 織田　雄一  ★

16 G15X25216 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（16） 1 T4 月４ 未 織田　雄一  ★ 亥鼻地区

17 G15X25217 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅰ）（17） 1 T4 月４ 未 織田　雄一  ★ 松戸地区

18 G15X25303 イングリッシュコミュニケーションＤ
（上級Ⅱ）（3） 1 T4 木４ 未 織田　雄一  ★
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  第５タームイングリッシュコミュニケーション

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15X26001 イングリッシュコミュニケーションＰ
（準中級） 1 T5 木３ 未 織田　雄一  ★

2 G15X26101 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（1） 1 T5 火２ 未 織田　雄一  ★

3 G15X26102 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（2） 1 T5 火３ 未 織田　雄一  ★

4 G15X26103 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（3） 1 T5 火４ 未 織田　雄一  ★

5 G15X26104 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（4） 1 T5 水２ 未 織田　雄一  ★

6 G15X26105 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（5） 1 T5 水３ 未 織田　雄一  ★

7 G15X26106 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（6） 1 T5 水４ 未 織田　雄一  ★

8 G15X26107 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（7） 1 T5 木３ 未 織田　雄一  ★

9 G15X26108 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（8） 1 T5 月３ 未 織田　雄一  ★ 亥鼻地区

10 G15X26109 イングリッシュコミュニケーションＰ
（中級）（9） 1 T5 月３ 未 織田　雄一  ★ 松戸地区

11 G15X26201 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅰ）（1） 1 T5 火３ 未 織田　雄一  ★

12 G15X26202 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅰ）（2） 1 T5 火４ 未 織田　雄一  ★

13 G15X26203 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅰ）（3） 1 T5 水３ 未 織田　雄一  ★

14 G15X26204 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅰ）（4） 1 T5 水４ 未 織田　雄一  ★

15 G15X26205 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅰ）（5） 1 T5 木４ 未 織田　雄一  ★

16 G15X26206 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅰ）（6） 1 T5 月４ 未 織田　雄一  ★ 亥鼻地区

17 G15X26207 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅰ）（7） 1 T5 月４ 未 織田　雄一  ★ 松戸地区

18 G15X26301 イングリッシュコミュニケーションＰ
（上級Ⅱ） 1 T5 木４ 未 織田　雄一  ★
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

    履修方法（授業申込み・クラス決定・履修登録）学部１年生

（1） 授業申込専用サイト（マイページ）からの申し込み

第１ターム 申込期間 第２ターム 申込期間 第４ターム 申込期間 第５ターム 申込期間

４月１日（月）９：00～
４月５日（金）15：00

〈第１回〉
４月１日（月）９：00～
４月５日（金）15：00

〈第２回〉
５月７日（火）９：00～
５月20日（月）15：00

７月５日（金）９：00～
７月22日（月）15：00

〈第１回〉
７月５日（金）９：00～
７月22日（月）15：00

〈第２回〉
11月１日（金）９：00～
11月15日（金）15：00

タームごとに定められた期間内に授業申込専用サイト（https://skipwise.chiba-u.jp/login/）からお申込みください。なお、第
２ターム及び第５タームの第２回申込期間については、第１回の募集で定員に達したクラスに対しての申込受付は行いませ
ん。

＜留意事項＞

英語スコアについて

複数のスコアを取得している場合は、P.45のレベル分け基準表に基づき、高いスコア及びレベ

ルを記載してください。TOEIC（もしくはTOEFL、IELTS）のスコアのない方は、オンラインレベル

チェックを受検していただく必要があります。オンラインレベルチェックの受検方法については

P.59～60をご参照ください。

ただし、４月１日（月）～５日（金）のお申込み時にいずれの検定試験も受験していない場合は、オン

ラインレベルチェックを受検する必要はありません。授業申込専用サイトの【語学試験スコア】は空

欄のまま【ご質問・ご意見等】の欄に「いずれの検定試験も受験なし」と記入してください。

履修希望曜日時限について

本科目はレベルごとのクラス編成を行っております。P.45のレベル分け基準表により、自分の

TOEIC（もしくはTOEFL、IELTS）のスコアが該当するレベルを確認し、P.46～47のイングリッシュコ

ミュニケーションの授業時間割表より、該当するレベルが開講されている曜日・時限を選択してく

ださい。

ただし、４月１日（月）～５日（金）の期間にお申込み時にいずれの検定試験も受験していない

場合に限り、P.45のレベル分け基準表、【求められるスキル】を参考にし、受講するレベルを選

択してください。

● 

●

●

●
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（2） マイページ上でのクラス分け発表

第１ターム クラス分け発表 第２ターム クラス分け発表 第４ターム クラス分け発表 第５ターム クラス分け発表

４月８日（月）まで 〈第１回〉
４月８日（月）まで

〈第２回〉
５月27日（月）まで

７月31日（水）まで 〈第１回〉
７月31日（水）まで

〈第２回〉
11月22日（金）まで

申し込み締め切り後、クラス人数の調整等を行い、上記期日を目途にマイページ上で決定クラスを発表します。各自にてマイページ

にログインして決定クラスを確認してください。なお、履修希望者が多い場合には、受講者を抽選で決定しますので、必ずしも希望通

りになるとは限りません。

（3） 第１回目授業に出席

第１ターム（４/８～６/10） 第２ターム（６/11～８/６） 第４ターム（10/１～12/２） 第５ターム（12/３～２/５）

４月８日（月）の週 ６月11日（火）の週 10月１日（火）の週 12月３日（火）の週

本科目の開講は普遍教育科目授業カレンダーに準じています。決定したクラスの第１回目の授業には必ず出席してください。

本科目は、２ターム連続（T1-T2、T4-T5）で履修することを推奨しておりますが、１タームのみの履

修も可能です。また、同じレベルであれば、タームごとに、異なる曜日（例：第１ターム火曜４限・中

級、第２ターム水曜４限・中級）で履修することも可能です。タームごとに異なる授業の選択を希望

する場合、

【□タームごとに希望授業を選択する】にチェックを入れて、タームごとに曜日・時限を選択してください。

留学等の理由により、授業を希望しないタームがある場合、

【□タームごとに希望授業を選択する】にチェックを入れて、授業を希望しないタームは【このタームは授

業の申込を希望しない】を選択してください。

   抽選について

履修希望者が多い場合は、抽選を行いますので、必ずしも希望通りになるとは限りません。第

１希望の抽選漏れに備え、第２希望、第３希望のクラスも記載してください。

   履修可能クラス数について

原則として、各ターム１科目（１単位）のみ受講できます。ただし、P.45のレベル分け基準表で、上級Ⅱのレ

ベルに該当する方は、上級Ⅰのクラスにも同時に申し込むことができます。上級Ⅰと上級Ⅱの同時履修

を希望する人は、授業申込専用サイトの【□ 上級Ⅰを同時履修希望する】にチェックを付してください。

●

 

●

●
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

（4） 学生ポータルによる履修登録

第１タームの履修登録期間 第２タームの履修登録期間 第４タームの履修登録期間 第５タームの履修登録期間

４月８日（月） ～
４月19日（金）

６月11日（火）～
６月24日（月）

10月１日（火）～
10月16日（水）

12月３日（火）～
12月16日（月）

受講許可が出た方のみ、履修登録期間内に、各自「千葉大学学生ポータル」より履修登録を行ってください。

第２タームの授業については第１タームに、第５タームの授業については第４タームに履修登録することも可能です。

マイページ上でのクラス変更・取消

第１・第２タームの
変更・取消期間

第２タームのみの
変更・取消期間

第４・第５タームの
変更・取消期間

第５タームのみの
変更・取消期間

４月９日（火）９：00～
４月17日（水）15：00

５月28日（火）９：00～
６月20日（木）15：00

 ９月20日（金）９：00～
10月11日（金）15：00

11月26日（火）９：00～
12月11日（水）15：00

クラス決定後の変更・取消は上記期間のみ受け付けます。マイページにログイン後、サイト内の指示に従って変更・取消の希望を出し

てください。クラス決定後の変更・取消は希望を出しただけでは完了しません。スーパーグローバル大学事業推進事務室にて変更・

取消内容を確認後、マイページを通して受付の可否を通知しますので必ずご確認ください。

聴講について

本科目は、原則「聴講」はお断りしていますが、各部局のCAP制や履修制限などにより、本科目の履修登録を行えない場合に限り、ク

ラスの空き状況を鑑みた上で、聴講という形での受講を認める場合があります。まずは、スーパーグローバル大学事業推進事務室に

ご相談ください。なお、聴講で履修した場合には単位は付与されませんが、毎回の課題や授業中の発言、最終アセスメントの実施等

は通常通り行っていただきますのでその旨ご留意ください。

クラス決定後の申込変更・取消
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    履修方法（授業申込み・クラス決定・履修登録）学部２年生以上
大学院生

（1） 授業申込専用サイト（マイページ）からの申し込み

第１ターム 申込期間 第２ターム 申込期間 第４ターム 申込期間 第５ターム 申込期間

〈第１回〉
１月８日（火）～ １月22日（火）

（受付終了）
〈第２回〉

４月１日（月）９：00～
４月５日（金）15：00

〈第１回〉
１月８日（火）～ １月22日（火）

（受付終了）
〈第２回〉

４月１日（月）９：00～
４月５日（金）15：00

〈第３回〉
５月７日（火）９：00～
５月20日（月）15：00

７月５日（金）９：00～
７月22日（月）15：00

〈第１回〉
７月５日（金）９：00～
７月22日（月）15：00

〈第２回〉
11月１日（金）９：00～
11月15日（金）15：00

〈第１回〉申込でお申込みいただいた学生は、2018年度中に【（1）授
業申込専用サイト（マイページ）からの申込み】および【（2）クラス分け
発表】が終わっているため、４月に行う手続きは、（3）、（4）のみです。

タームごとに定められた期間内に授業申込専用サイト（https://skipwise.chiba-u.jp/login/）からお申込みください。
なお、第２ターム及び第５タームの第２回申込期間については、第１回の募集で定員に達したクラスに対しての申込受付は行い
ません。

＜留意事項＞

 英語スコアについて

複数のスコアを取得している場合は、P.45のレベル分け基準表に基づき、高いスコア及びレベ

ルを記載してください。TOEIC（もしくはTOEFL、IELTS）のスコアのない方は、オンラインレベル

チェックを受検していただく必要があります。オンラインレベルチェックの受検方法については

P.59～60をご参照ください。

  履修希望曜日時限について

本科目はレベルごとのクラス編成を行っております。P.45のレベル分け基準表により、自分の

TOEIC（もしくはTOEFL、IELTS）のスコアが該当するレベルを確認し、P.46～47のイングリッシュコ

ミュニケーションの授業時間割表より、該当するレベルが開講されている曜日・時限を選択してく

ださい。

本科目は、２ターム連続（T１-T２、T４-T５）で履修することを推奨しておりますが、１タームのみ

の履修も可能です。また、同じレベルであれば、タームごとに、異なる曜日（例：第１ターム火曜

４限・中級、第２ターム水曜４限・中級）で履修することも可能です。

● 

●

●

※ 科目等履修生の申請時期の関係上、大学院生の申込受付は１月募集（前期（T1-T2））と７月
募集（後期（T4-T5））のみとなります。
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タームごとに異なる授業の選択を希望する場合、

【□タームごとに希望授業を選択する】にチェックを入れて、タームごとに曜日・時限を選択してくだ

さい。

留学等の理由により、授業を希望しないタームがある場合、

【□タームごとに希望授業を選択する】にチェックを入れて、授業を希望しないタームは【このターム

は授業の申込を希望しない】を選択してください。

    抽選について 

履修希望者が多い場合は、抽選を行いますので、必ずしも希望通りになるとは限りません。第１希

望の抽選漏れに備え、第２希望、第３希望のクラスも記載してください。

    履修可能クラス数について

原則として、各ターム１科目（１単位）のみ受講できます。ただし、P.45のレベル分け基準表で、上級Ⅱのレ

ベルに該当する方は、上級Ⅰのクラスにも同時に申し込むことができます。上級Ⅰと上級Ⅱの同時履修

を希望する人は、授業申込専用サイトの【□ 上級Ⅰを同時履修希望する】にチェックを付してください。

【 大学院生のみ 】

※  大学院生の履修登録は、申請を行った学部の学務担当が行いますので学生ポータルによる履修登録

を行っていただく必要はありません。

※ 上級Ⅱクラスについて

大学院生が本クラスの受講を希望される場合には、事前にスピーキングインタビューを受けていた

だいた上で受講の可否を決定しております 。

（2） マイページ上でのクラス分け発表

第１ターム クラス分け発表 第２ターム クラス分け発表 第４ターム クラス分け発表 第５ターム クラス分け発表

〈第１回〉
１月31日（木）

（発表済）
〈第２回〉

４月８日（月）まで

〈第１回〉
１月31日（木）（発表済）

〈第２回〉
４月８日（月）まで

〈第３回〉
５月27日（月）まで

７月31日（水）まで 〈第１回〉
７月31日（水）まで

〈第２回〉
11月22日（金）まで

申し込み締め切り後、クラス人数の調整等を行い、上記期日を目途にマイページ上で決定クラスを発表します。各自にてマイページ

にログインして決定クラスを確認してください。なお、履修希望者が多い場合には、受講者を抽選で決定しますので、必ずしも希望通り

になるとは限りません。

● 

●
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【 大学院生のみ 】（科目等履修生の申請について）

イングリッシュコミュニケーションは普遍教育科目として開講するため、大学院生が履修する場合は、所属する研究科（学府）の基礎と

なる学部に科目等履修生の申請を行う必要があります。

※ 科目等履修生の申請は、各自の責任において、忘れずに行ってください。この申請なしにイングリッシュコミュニケーションの授業を

履修することはできませんのでご留意ください。

※出願期間は、学部によって異なります。詳しくは、下記Webページで確認してください。

      http://www.chiba-u.ac.jp/education_research/non_degree/credit.html

（3） 第１回目授業に出席

第１ターム（４/８～６/10） 第２ターム（６/11～８/６） 第４ターム（10/１～12/２） 第５ターム（12/３～２/５）

４月８日（月）の週 ６月11日（火）の週 10月１日（火）の週 12月３日（火）の週

本科目の開講は普遍教育科目授業カレンダーに準じています。決定したクラスの第１回目の授業には必ず出席してください。

（4） 学生ポータルによる履修登録（学部学生のみ）

第１タームの履修登録期間 第２タームの履修登録期間 第４タームの履修登録期間 第５タームの履修登録期間

４月 ８日（月）～
４月19日（金）

６月11日（火）～
６月24日（月）

10月１日（火）～
10月16日（水）

12月３日（火）～
12月16日（月）

受講許可が出た方のみ、履修登録期間内に、各自「千葉大学学生ポータル」より履修登録を行ってください。
第２タームの授業については第１タームに、第５タームの授業については第４タームに登録することも可能です。
※大学院生の履修登録は、申請を行った学部の学務担当が行いますのでご自身にて履修登録を行う必要はありません。

マイページ上でのクラス変更・取消（学部生のみ）

第１・第２タームの
変更・取消期間

第２タームのみの
変更・取消期間

第４・第５タームの
変更・取消期間

第５タームのみの
変更・取消期間

〈１月申込の方〉
３月20日（水）～
３月29日（金）（受付終了）

〈４月申込の方〉
４月 ９日（火）９：00～
４月17日（水）15：00

５月28日（火）９：00～
６月20日（木）15：00

９月20日（金）９：00～
10月11日（金）15：00

11月26日（火）９：00～
12月11日（水）15：00

クラス決定後の申込変更・取消
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〈学部生のクラス変更・取消について〉

クラス決定後の変更・取消は上記期間のみ受け付けます。マイページにログイン後、サイト内の指示に従って変更・取消の希望を出し

てください。クラス決定後の変更・取消は希望を出しただけでは完了しません。スーパーグローバル大学事業推進事務室にて変更・

取消内容を確認後、マイページを通して、受付の可否を通知しますので必ずご確認ください。

〈大学院生のクラス変更・取消について〉

クラス決定後の変更・取消は、科目等履修生の申請前まで受け付けます。変更の場合は①変更前のクラス、②変更を希望するクラス

を、取消の場合は①取消を希望するクラス、②取消理由を明記の上、授業申込専用サイトのマイページ内「問い合わせ」からご連絡く

ださい。大学院生については、科目等履修生の申請手続きの都合上、科目等履修生申請後の変更・取消は、一切受け付けません。

聴講について

本科目は、原則「聴講」はお断りしていますが、各部局のCAP制や履修制限などにより、本科目の履修登録を行えない場合に限り、ク

ラスの空き状況を鑑みた上で、聴講という形での受講を認める場合があります。まずは、スーパーグローバル大学事業推進事務室に

ご相談ください。なお、聴講で履修した場合には単位は付与されませんが、毎回の課題や授業中の発言、最終アセスメントの実施等

は通常通り行っていただきますのでその旨ご留意ください。
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    オンラインレベルチェック受検方法全学年共通
本科目はレベル別のクラス編成を行っています。TOEIC、TOEFL、IELTSのスコアがない方は、オンラ

インレベルチェックを受けていただく必要がありますので、以下の手順に従ってオンラインレベル

チェックを受検してください。

ただし、新１年生のうち、４月のお申し込み時にいずれの検定試験も受験していない場合は、オンラインベ

ルチェックを受検せずP.45に掲載のレベル分け基準表の「求められる」スキルを参考にして受講レベルを選

択してください。

アクセスに関しての確認事項

下記のいずれかのブラウザを使ってアクセスしてください。
・Google Chrome
・Microsoft Edge
・Safari
・Firefox
＊Internet Explorer は使用出来ませんのでご注意ください。

手順 詳細

１． オンラインレベルチェック
にアクセス

https://www.clarityenglish.com/BritishCouncil/LearnEnglish/Japan
＊Internet Explorerが標準ブラウザに設定されている場合は、URLを他のブラウザに貼り付け
てアクセスしてください。

２．ユーザーネームを入力 お名前の前にchibaglobalと入力してください。以下は英国花子さんが受験する場合の例です。
例： chibaglobaleikokuhanako 
例： chibaglobaleikokuhanako２
　　（ログイン等に失敗した際にはお名前の後に数字を加えてください）

３．説明言語を選択 日本語、またはEnglish  Instructionsを選択すると、ダウンロードが開始します。ダウンロード
に時間がかかる場合もありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

４．「 テストを始める前に」の
ページの確認

音声の確認、問題の解き方を確認します。全問正解しないと次に進めません。 
＊こちらのページはテスト結果には反映されません。

５．テスト開始 所要時間はおよそ30分です。画面上部にテストの残り時間が表示されます。このテストには文
法と語彙、リスニング、リーディングが含まれます。
テスト中、Backボタン（前に戻るボタン）は使わないでください。Back ボタンを押してしまうと
テストは終了してしまいますのでご注意ください。

６．テスト終了 テスト結果はスーパーグローバル大学事業推進事務室を通して受検者に報告されます。
テストが終わると、Sign inの画面が表示されますが、何もせず画面を閉じてください。
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よくある質問

Ｑ．オンラインレベルチェックにアクセスできません、または始めることができません。
Ａ． 指定のブラウザを使用しているか確認してください。シークレットモードやプライベートブ

ラウズを使用の場合、通常のブラウザで試してください。  
Internet Explore を標準ブラウザに設定している場合はURLを他のブラウザに貼り付けて
アクセスしてください。

Ｑ．ダウンロードに時間がかかります。
Ａ． インターネットへの接続状況によって時間がかかる場合がありますが、そのままお待ちく

ださい。エラーメッセージが出て再度ダウンロードが始まる場合がありますが、その場合
もそのままお待ちください。暫く待っても先に進まない場合は、F５を押すと解決される場
合もあります。

Ｑ．「このテストをダウンロードするのに十分なスペースがありません」と表示される。
Ａ．履歴とWeb サイトデータを消去（キャッシュをクリア）してもう一度試してください。
Ｑ．途中でテストが終わってしまいました。
Ａ． 時間切れで終わってしまった場合は、これで終了です。  

何らかの理由で終了してしまった場合（間違ってBack ボタンを押してしまった等）は、再度
テストを受けてください。再度テストを受ける場合のユーザーネームは、お名前の後に数
字を入れてください。 （２.ユーザーネーム入力を参照）

オンラインレベルチェックに関するお問い合わせ

ブリティッシュ・カウンシル 英語教育部門（月～金 ９：00－17：00）
担当： Tel: 03-3235-8033/8284（担当直通）

履修者の声
●準中級クラス受講者
　-英語で話すことの抵抗感が減ったと思う。
　-話す機会が多く、英語力が上がったと思う。
●中級クラス受講者
　- 日常のコミュニケーションで使えるフレーズ、単語を多く学べた。
　-フレンドリーな先生のおかげで、毎週クラスが楽しみだった。
　-グループでのディスカッションが役に立った。インプットだけでなく、アウトプットもできたから。
●上級Ⅰクラス受講者
　- 間違えていたり違和感のある表現を講師が指摘してくれたのがよかった。
　-新しく覚える単語が必ず出てきて、毎回学びがあってよかった。
　- 少人数で発言できる機会が多くあったので、確実に英会話力が向上したと思う。また受け

たい。

イングリッシュコミュニケーションの授業を受講して
英語力や英語スキルが上がったと思いますか？

94％が「上がったと思う」と回答
（2018年前期履修者アンケートより）
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食べ物、旅行、映画など身近なトピックを扱い、英語のスピーキングとリスニングの基礎力を身に

付けることを目的とした授業科目です。

電話応対、ミーティング、交渉、Email等、様々なビジネスシーンにおける英語でのコミュニケーショ

ン能力を高めることを目的とした授業科目です。

ビジネスイングリッシュコミュニケーションと初級者イングリッシュコミュニケーションは、英語学

習施設「イングリッシュ・ハウス」内で実施される授業科目で、教養展開科目（コミュニケーション

リテラシーを高める）に含まれます。本科目の申し込み方法は、P.44～P.60に掲載されている３.１

イングリッシュコミュニケーションの申込方法とは異なりますのでご留意ください。

＜授業登録の方法＞

Step1　シラバスで対象レベルや授業内容について確認

Step2　初回の授業に参加

Step3　担当教員より受講可否について連絡

Step4　履修登録期間中に学生ポータルより履修登録

＜留意事項＞

● 履修を希望する学生は、各タームの初回授業に必ず出席してください。

●  本科目はクラスごとに定員がありますので、履修希望者が多数の場合は人数調整を行います。

●  初回授業にて担当講師が受講者の英語レベルを確認した上で、適切なレベルのクラスへの移動を推奨

する場合があります。

●  担当教員から受講確定の連絡があるまでは学生ポータルによる履修登録は行わないでください。

3.2  初級者イングリッシュコミュニケーション

3.3  ビジネスイングリッシュコミュニケーション 中級／上級
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15X31701 初級者イングリッシュ
コミュニケーションA（1） 1 T1 金３ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

2 G15X31801 初級者イングリッシュ
コミュニケーションB（1） 1 T1 金４ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

3 G15X31702 初級者イングリッシュ
コミュニケーションA（2） 1 T2 金４ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

4 G15X31802 初級者イングリッシュ
コミュニケーションB（2） 1 T2 金３ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

5 G15X31901 初級者イングリッシュ
コミュニケーションC（1） 1 T4 金３ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

6 G15X32001 初級者イングリッシュ
コミュニケーションD（1） 1 T4 金４ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

7 G15X31902 初級者イングリッシュ
コミュニケーションC（2） 1 T5 金４ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

8 G15X32002 初級者イングリッシュ
コミュニケーションD（2） 1 T5 金３ 未 BURY JAMES RICHARD  ★

通番 授業コード 授業科目 単位 ター ム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15X32501 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション中級１（1） 1 T1 月３ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

2 G15X32701 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション上級１（1） 1 T1 月４ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

3 G15X32601 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション中級２（1） 1 T2 月３ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

4 G15X32801 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション上級２（1） 1 T2 月４ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

5 G15X32502 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション中級１（2） 1 T4 月３ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

6 G15X32702 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション上級１（2） 1 T4 月４ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

7 G15X32602 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション中級２（2） 1 T5 月３ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

8 G15X32802 ビジネスイングリッシュ
コミュニケーション上級２（2） 1 T5 月４ 未 HAIR IAIN JAMES  ★

  初級者イングリッシュコミュニケーション

  ビジネスイングリッシュコミュニケーション
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4  留学

海外留学は、語学力の向上のみならず、様々な人々に出会い、その国や大学で

しかできないことを体験することで、国際事情を知り、異文化理解を深める機

会となります。 それだけでなく、日本のことや自分自身を見直すきっかけになる

など、自己成長の機会としても有益です。多くの貴重な体験が、将来の自分の

土台づくりとなります。

真に国際社会で通用する「グローバル人材」が必要とされる今、海外留学をし

てみませんか。

注記

以下（1）、（2）の場合については、国際日本学における「留学」区分としての申請が可能な

場合もあります。詳しくはスーパーグローバル大学事業推進事務室にお問い合わせくだ

さい。

（1）  「ゲートウェイ」（セミナー型・プロジェクト型）および「国際体験」（インターンシップ・

ボランティア）区分のうち、海外で実施された科目

　　 【ゲートウェイ（セミナー型・プロジェクト型）】

　　● グローバル・フィールド・ワーク１、２

　　● Global +（1）、（2）

　　● 海外協定校ショートプログラムA（派遣）

　　● プログラミング習得と台湾ITの第４次産業革命について

　　● ハワイ大学・環境問題研究プログラム

　　● グローバル・スタディ・プログラム（GSP）C2

　　※ 2019年度のグローバル・スタディ・プログラム（GSP）については、末尾の記号が

「C2」以外のものは「留学」区分として申請することはできません。

　　【国際体験（インターンシップ・ボランティア）】

　　● グローバルインターンシップ１、２

　　● グローバルボランティアⅠ～Ⅲ

　　※ グローバルインターンシップとグローバルボランティアは国内で実施するプログラ

ムもありますが、これらは「留学」区分として申請することはできません。

（2）  留学先で修得した単位のうち、国際日本学指定科目への読み替えが所属学部等で

認定された場合
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

4.1  国際日本学指定科目における留学プログラム

プログラム名 期間 これまでの主な渡航先 主となる学びの要素

1

グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）

アジアの協定校で英語を学び、かつ現地語学
習やフィールドトリップを通した体験学習を行
う、海外ファーストステップとしておすすめのプ
ログラム

２週間程度
タイ／韓国／
インドネシア／台湾

語学・文化体験
（外国語や文化を学ぶ）

2

海外語学研修

夏季休業や春季休業の２週間から１か月程度
を使って、英語などの外国語を学び、現地の自
然、歴史、社会に触れる、語学力の向上と異文
化体験が中心のプログラム

２～４週間

アメリカ／イギリス／
カナダ／オーストラリア／
中国／ドイツ／
フランス／ロシア

語学・文化体験
（外国語や文化を学ぶ）

3
グローバル・スタディ・プログラム（GSP）

海外協定大学の学生とワークショップ形式でア
クティブに学ぶ協働学習プログラム

２週間程度 ギリシャ／アメリカ／ドイツ
協働学習（※１）

（外国語を媒介言語として協定校等の
学生とPBL（※2）型で学ぶ）

4

グローバルインターンシップ／
グローバルボランティア

国内外にあるグローバル企業での就業体験や
NPO、施設、国際機関などでのボランティア活動

プログラム
内容により
異なります。

［グローバルインターンシップ］
インドネシア／インド／
マレーシア／香港／ハワイ

［グローバルボランティア］
北米／オーストラリア／
アジア地域など

社会体験
（インターンシップやボランティアなどの

社会体験を通じてPBL型で学ぶ）

5
海外派遣留学プログラム

協定校へ交換留学生として学生を派遣するプ
ログラム

期間、内容等は協定校により異なります。

※1 ここでいう協働学習とは、協定校の学生と協働で学ぶことをさします。
※2 PBLとはProject Based Learningの略語で、課題の発見・解決に挑戦する実践的な学習形態です。
※3 ①～④は普遍教育科目の授業科目として実施している留学プログラムです。この他に各部局で実施している留学プログラムもあります。
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4.1.1 語学研修プログラム（❶❷）※

夏季休業や春季休業の２週間から１か月程度の期間を使って、英語などの外国語

を学び、現地の自然、歴史、社会に触れるなど、語学力の向上、異文化体験が中心

のプログラムです。TOEFLの事前受験や事前指導の実施などプログラムごとに参加

要件が異なりますので、参加希望者は事前に確認をしてください。また、渡航費、滞

在費がかかるため参加費が別途必要となります。その際、返済不要の奨学金が支

給されるものもあります。これらの留学科目については、行き先ごとに説明会が開

催される予定です。日程等はskipwise Webページおよび総合校舎1号館の掲示板

にて確認してください。

●  海外研修英語、海外研修英語文化（詳細はＰ.66～）

●  初修外国語海外研修（詳細はＰ.68～）

●  グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）（詳細はＰ.42～）

4.1.2 協定校との協働学習プログラム（❸）※

海外の協定校において数週間から数カ月、専門領域のテーマに基づいて現地

の学生と協働学習を行う、フィールドワークを行うなど、短期間で専門の学習

を行うプログラムです。現地の学生と一緒に学ぶ経験を通して、問題解決能力

を高めるだけでなく、異文化への気づきと理解を得ることができます。長期で

の留学が難しい人にとっても、将来的に長期留学をしてみたい人にとっても世

界に目を向ける上での動機づけとなるプログラムです。プログラムによっては、

給付型の奨学金が支給される場合もあります。

●  グローバル・スタディ・プログラム（GSP）（詳細はＰ.40～）

※（ ）内の数字は、64ページの「国際

日本学指定科目における留学プログ

ラム」と一致します。
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

●  英語科目 - 海外研修英語文化

研修先 アラバマ大学 期間 ９月中旬～２週間（16日間） 募集人数 24名程度

内容
概略

アメリカ南部の歴史、文化、料理、スポーツ、音楽などについて現地で講義を受けるとともに、文化的に高い価値を有する遺跡、博物館、記念公園、街の
訪問、アメリカンフットボールの観戦などの体験学習を通して、アメリカ文化について学びながら、英語コミュニケーション能力の向上を図ります。

単位
事前研修における課題、研修後の

英文レポート、研修中の取組などの
成績に応じて、２単位

費用 40万円程度（予定） 
食費は含みません。

照会先
（担当教員）

国際教養学部
高橋　秀夫（Ｇ６号館１階）

備考
・2019年度前期卒業予定者に対する単位認定は行いません。
・事前事後の旅行は認めません。
・参加が決まった学生は、事前研修を受けてください。

研修先 ボーンマス美術大学 期間 ８月中旬～２週間（17日間） 募集人数 20名程度

内容
概略

イギリスの美術、芸術、建築、ファッション、文化などについて現地で講義を受けるとともに、実習、演習を行い、イギリスの文化について英語で学びなが
ら英語のコミュニケーション能力の向上を図ります。ロンドン、バース等、計４ 回のフィールド調査も含まれます。

単位
事前研修における課題、研修後の

英文レポート、研修中の取組などの
成績に応じて、２単位

費用 45万円程度（予定）
食費は含みません。

照会先
（担当教員）

国際教養学部
高橋　秀夫（Ｇ６号館１階）

備考
・2019年度前期卒業予定者に対する単位認定は行いません。
・事前事後の旅行は認めません。
・参加が決まった学生は、事前研修を受けてください。

●  英語科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G111X3001 海外研修英語
（アラバマ大） 4 T6 集中 未 Ｄジェンクス ~ ★

2 G111X4001 海外研修英語
（モナシュ大） 4 T3 集中 未 Ｌハリントン ~ ★

3 G111X7001 海外研修英語文化
（アラバマ大） 2 T3 集中 国 高橋　秀夫 ~ ★

4 G111X7501 海外研修英語文化
（ボーンマス美術大） 2 T3 集中 国 高橋　秀夫 ~ ★

5 G111X5701 先進海外研修英語Ⅰ 2 T3 集中 先 花輪　知幸 先進科学の
学生のみ ~ ★

6 G111X5801 先進海外研修英語Ⅱ 2 T6 集中 先 花輪　知幸 先進科学の
学生のみ ~ ★

※ 各授業科目の詳細は以下をご参照ください。
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研修先 アルバータ大学（2019年度開講せず） 期間 ８月下旬～（４週間） 募集人数 24名程度

内容
概略

他の国の学生たちと一緒に、各自のレベルに合ったクラスで英語のコミュニケーション能力を養成します。基礎（Level 1）から英語圏の大学入学準
備（Level 8）までの多様なレベルがあります。ホームステイしながら、午後はカナダの文化に関する学外講義、スポーツ（カヌー、乗馬、ミニゴルフ）な
どのアクティビティがあるほか、カナディアンロッキーへの２泊３日の小旅行も含まれています。

単位 研修成績に応じて、４単位 費用 45万円程度（予定）
照会先

（担当教員）

備考
・2019年度前期卒業予定者に対する単位認定は行いません。
・参加が決まった学生は、事前研修を受けてください。

研修先 モナシュ大学 期間 ８月下旬頃～（５週間） 募集人数 24名程度

内容
概略

他の国からの留学生と混成の習熟度別少人数クラスで英語コミュニケーションを実践し、オーストラリア文化の講義を受けます。５週間のホームスティ
での生活体験や各種活動等を通じて、多民族多文化社会、大自然、多様な生態系についても学び、国際感覚を身につけられます。

単位 研修成績に応じて、４単位 費用 45万円程度（予定）
照会先

（担当教員）
国際未来教育基幹

ルーク ハリントン（Ｇ１号館２階）

備考
・2019年度前期卒業予定者に対する単位の認定は行いません。
・出国と帰国は全員同じ日程で、別行動はできません。
・参加が決まった学生は、数回の事前研修を受けてください。

研修先 ロンドン大学（2019年度開講せず） 期間 ８月中旬～（３週間） 募集人数 若干名

内容
概略

上級英語履修者向けの英語研修。応募条件は、TOEFL: ITP 550以上、PBT 550以上、iBT 79以上、IELTS: ６以上、TOEIC: 730以上、実用英語技能検定1
級、のいずれかの条件を満たす者。教員は出発前および帰国後の勉学上のケアは十分にしますが、ロンドン大学への申請、授業料の支払い、渡航手続
きなどは、参加決定者がみずからおこないます。また渡英にあたって教員は引率しません。

単位 研修成績に応じて、４単位 費用 45万円程度
照会先

（担当教員）
国際教養学部

セーラ モリカワ（English House）

備考
・2019年度前期卒業予定者に対する単位の認定は行いません。
・参加が決まった学生には毎週、指定された日に、出発前研修を行います。

研修先 アラバマ大学 期間 ２月中旬～（４週間） 募集人数 24名程度

内容
概略

英語によるコミュニケーション能力向上およびアメリカ文化理解を目標とした約４週間の研修です。教室での活動のほか、学内協力者との課外での会
話演習、アトランタやニューオーリンズへの旅行も組み込まれています。

単位 研修成績に応じて、４単位 費用 45～50万円程度（予定）
照会先

（担当教員）
国際未来教育基幹

竹蓋　順子（Ｇ７号館３階）

備考
・2019年度後期卒業予定者に対する単位認定は行いません。
・参加が決まった学生は、事前研修を受けてください。

●  英語科目 - 海外研修英語

●  先進海外研修英語Ⅰ・Ⅱ

研修先
Ⅰ：アルバータ大学

Ⅱ：ウォータールー大学
期間

Ⅰ：８月下旬より約１ヶ月の予定
Ⅱ：長期休業期間中約１ヶ月間

対象
学生

先進科学プログラムの学生
（Ⅰ：18歳、Ⅱ：２年次生以上）

内容
概略

事前指導を行った上で１ヶ月程度の海外英語研修を行う。帰国後に報告会を開催し、その発表内容も加味して成績を評価する。Ⅰは研修開始時点で
18歳の者。Ⅱは海外研修Ⅰを終えた２年次生以上の者。Ⅱについては応募者を対象として審査を行う。

単位
Ⅰ：２単位
Ⅱ：２単位

照会先
（担当教員）

先進科学センター　花輪　知幸（理学部２号館２階）

備考
・Ⅰは６月下旬から８月上旬に事前指導。10月に報告会。
・Ⅱは春休みを利用することもあります。
・先進科学プログラム以外の学生は、参加できません。
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03  国際日本学2019指定科目・普遍教育科目

●  初修外国語科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G113X2001 海外研修フランス語Ⅰ 2 T6 集中 国 高橋　信良 ~ ★

2 G114X1001 海外研修ロシア語Ⅰ 2 T3 集中 ＊ 未定 ~ ★

3 G114X2001 海外研修ロシア語Ⅱ 2 T3 集中 ＊ 未定 ~ ★

4 G115X1001 海外研修中国語Ⅰ 2 T6 集中 ＊ 未定 ~ ★

5 G115X2001 海外研修中国語Ⅱ 2 T6 集中 ＊ 未定 ~ ★

※ 各授業科目の詳細は以下をご参照ください。

●  初修外国語科目 - 初修外国語海外研修

研修先 ライプツィヒ大学 期間 未定 募集人数 未定

内容
概略

世界各地からの参加者とともに会話、発音訓練などの他、遠足、各種施設見学、テーマ別自由研究などさまざまな企画、催し物が行
われます。

単位 研修成績に応じて、２単位 費用 未定
照会先

（担当教員）

国際教養学部
ユリアン・ビオンティーノ

（Ｇ４号館３階）

備考
 
 

海外研修ドイツ語

研修先 中央民族大学 期間 ２月中旬～３週間 募集人数 15名程度

内容
概略

本学の提携校である中国中央民族大学（中国北京）にて、中国語を習いながら、現地の学生や人々と触れあい、使って覚える語学研
修プログラムです。中央民族大学に着いてからレベルに応じてクラスを分け、研修期間では午前中に聞く、話すのを中心に勉強しま
す。午後には中央民族大学の学生をチューターに自習し（予定）、中国文化の授業などにも参加します。実際に街に出かけていって、
学んだ言葉を使ってみることも内容の一つです。

単位 研修成績に応じて、２単位 費用 20万円程度 照会先
（担当教員）

国際教養学部
周　飛帆（Ｇ７号館３階）

備考 ・2019年度後期卒業予定者に対する単位認定は行いません。
・事前事後の旅行は、認めません。

海外研修中国語
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研修先 ブルゴーニュ大学 期間 ２月下旬～３週間 募集人数 20名程度

内容
概略 世界各地からの参加者とともに、会話、読み書き、文化などを学びます。

単位 研修成績に応じて、２単位 費用 45万円程度 照会先
（担当教員）

国際教養学部
泉　利明（Ｇ７号館３階）

備考 ・2019年度後期卒業予定者に対する単位認定は行いません。

海外研修フランス語

研修先 リャザン国立大学 期間 ８月上旬～４週間 （予定） 募集人数 20名程度

内容
概略

協定校であるリャザン国立大学で行われる１ヶ月の語学研修に参加し、ロシア語の運用能力を高めるとともに、ロシアの生活を体
験します。

単位 研修成績に応じて、２単位 費用
20～25万円程度

（為替レートによって、変動）
照会先

（担当教員）
文学部

鳥山　祐介（文学部棟２階）

備考 ・2019年度前期卒業予定者に対する単位認定は行いません。

海外研修ロシア語

4.1.3 インターンシップ・ボランティア（❹）※

●  海外インターンシップ（グローバルインターンシップ 詳細はＰ.71～）

●  海外ボランティア（グローバルボランティア詳細はＰ.71～）

※（ ）内の数字は、64ページの「国際

日本学指定科目における留学プログ

ラム」と一致します。

研修先 アルカラ・デ・エナーレス大学
（2019年度開講せず） 期間 ８月中旬 ２月上旬 （２週間）

（年２回実施） 募集人数 制限なし

内容
概略

スペインの国立大学であるアルカラ・デ・エナーレス大学のアルカリングアで１日４時間の授業を受けます。内訳は文法２時間、会話
２時間。最初に初級か次のレベルのクラスで学習するかを見る簡単なテストを行います。大学の授業だけではなくホームステイ先で
の実践的なスペイン語の使用と合わせて実力アップを図ります。また、週末等を利用してスペインの歴史にふれる遠足なども実施す
る予定です。

単位 研修成績に応じて、２単位 費用 30万円程度 照会先
（担当教員）

文学部
山口　元（文学部棟３階）

備考 ８月実施   ・2019年度前期卒業予定者に対する単位認定は行いません。
２月実施   ・2019年度後期卒業予定者に対する単位認定は行いません。

海外研修スペイン語

（注） 海外研修科目については、自然災害や社会情勢等の事情により実施されないこともあります。 
海外研修科目は全て「国際日本学」として指定されています。
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4.1.4 協定校への交換留学（❺）※

　　「海外派遣留学プログラム」

●  大学間交流協定による派遣留学プログラム

● 部局間交流協定による派遣留学プログラム

千葉大学では、学生交流協定を締結している海外の大学・研究機関との間で、

海外派遣留学プログラムを実施しています。協定校・研究機関に12ヶ月以内留

学するもので、留学期間は卒業に必要な在学期間として認められます。また、

留学先の大学で修得した単位は、千葉大学開講科目の単位として互換認定申

請をすることができます。このプログラムについては、海外留学支援室主催の

海外派遣留学ガイダンスで説明しています。応募方法などの詳しい情報は、海

外留学支援室のWebページ２）を参照してください。また、国際教育センター内

海外留学支援室で随時お問い合わせ・ご相談を受け付けています。

4.2  千葉大学における留学者数実績について

本学では、グローバル・キャンパスを推進するために、世界の大学と400を超え

る交流協定を締結しています。３）現在、海外の200以上の大学との間で単位互

換を伴う交換留学が可能となっており、2017年度交流協定に基づく留学者数

は、1,015人となっています。

２）海外留学支援室Webページ : 

https://cie.chiba-u.ac.jp/sase/

３）千葉大学と学生交流協定を締結

している海外協定大学・研究機関は

以下の大学Webページにて確認でき

ます。

http://www.chiba-u.ac.jp/global/

affiliate/student.html

※（ ）内の数字は、64ページの「国際

日本学指定科目における留学プログ

ラム」と一致します。
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普遍教育科目における国際体験は、教養展開科目（キャリアを育てる）のグ

ローバルインターンシップ、グローバルボランティアとして開講されます。将来、

社会的・職業的に自立していくためには、授業に出て、単位を修得するだけで

なく、大学の外で様々な体験を通じ、主体的に学ぶインターンシップやボランティ

アに参加することが、とても重要です。

skipwiseプログラムでは、教養展開科目（キャリアを育てる）の中に、グローバ

ルインターンシップやグローバルボランティアを位置付け、派遣先での職業体

験やボランティア活動と事前・事後学習および成果報告会を加えた内容の科

目を設定しました。プログラムとしては、国内、特に千葉県内で国際的な体験が

できる国内プログラムと、海外で体験活動を行う海外プログラムを用意し、様々

な活動の機会を提供します。派遣先は、企業、自治体、国際機関、NPO法人など

です。

5.1  国内プログラム

国内、特に千葉県近郊に所在する企業や団体などで外国人との交流により国

際的な体験ができるプログラムや、日本の文化を再確認する内容をそろえたプ

ログラムです。一部の派遣先ではPBL型（Project Based Learning）のプログラ

ムとなっており、実地体験を通じて得られた知見を元に、問題解決を図る実践

的なプログラムとなっています。

5  国際体験
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5.2  海外プログラム

インターンシップでは現地企業やNPO法人等において２～３週間程度の実地

体験を行うものや、派遣先企業で問題解決型のインターンシップを実施するプ

ログラムなどがあります。ボランティアではNPO法人や施設、国内外のフィール

ドにおいて２週間程度の活動を行います。実際のビジネスや非営利活動での

体験を通じて、実践的なビジネスマナーを学び、グローバルな環境へ適応する

力を育み、将来のキャリアを考えるきっかけとなるプログラムです。

各プログラム詳細については内容が確定次第、skipwise Webページに掲載す

る募集要項にて確認することができます。また５月に開催する説明会でも発表

します。

5.3  教養展開科目（キャリアを育てる）

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日時限 所属 担当教員 対象学科等 取得できる
能力

グローバル・
マイナー 備考

1 G15K31101 グローバルイン
ターンシップ１ 2 通年 集中 国 崎山　直樹 ~ ★

2 G15K31201 グローバルイン
ターンシップ２ 2 通年 集中 国 崎山　直樹 ~ ★

3 G15K39101 グローバル
ボランティアⅠ 2 通年 集中 国 佐々木　綾子 ~ ★

4 G15K39201 グローバル
ボランティアⅡ 2 通年 集中 国 佐々木　綾子 ~ ★

5 G15K39301 グローバル
ボランティアⅢ 2 通年 集中 国 佐々木　綾子 ~ ★

6 G15K48101 グローバル
ボランティア（地域） 2 通年 集中 工 田島　翔太 ~ ★
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5.4  グローバルインターンシップ

5.4.1 履修の流れ

  プログラムによっては学期中、冬季休業中、春季休業中に開催される場合が

あります。

5.4.2 海外プログラム

プログラムについては、変更される可能性もありますので、詳細はガイダンス

等でご確認ください。

主な派遣先 人数 期間 内容

インド
Fidel Softech、Door 

Step School など

各企業・団体
ごとに

１～３名
３週間

インドの現地企業・NGOでの就業体験を通じて、
グローバル化とローカルな課題を考える。

マレーシア イオン・マレーシア ５～10名 ３～４週間
イオンの店舗が抱える課題を解決するために、

現地調査を実施し、改善策を提案するPBL

ハワイ
Lokahi Foundation 若干名 ２週間

ハワイで行われる高校生を対象とした教育プログラムでのコーディネー
ター、ファシリテーター業務を通じて教育プログラム構築の方法を学ぶ

HIKI 若干名 ２週間
ハワイにおける自然・文化について研修を受けた上で、

環境ツーリズムという観点から旅行プランの提案を行うPBL

中国 ＪＴＢ香港 ２名 ３月２週間
ツアー等の企画補助業務。現地調査、

企画立案など

01 夏プログラム：４月～５月
春プログラム：10～11月

ガイダンス開催
説明会開催

・内容説明及び各プログラム詳細の発表
※大学院生は２月～３月に科目等履修生の登録が必要

02 夏プログラム：５月中
春プログラム：11月中

募集・選考 ・募集要項を入手し、エントリーシートにて応募
・書類選考、面接等による選考を実施

03 夏プログラム：第２ターム
春プログラム：第５ターム

「グローバルインターンシップ
事前学習」を履修

・ グローバルインターンシップ履修希望の場合には、「グローバルイ
ンターンシップ事前学習（１単位）」の履修が必須

04 夏プログラム：８月～９月
春プログラム：２月～３月

派遣先での活動 ・各インターンシップ派遣先にて活動

05 夏プログラム：11月～12月
春プログラム：５月～６月

事後学習
成果報告

・報告会や報告書等での成果報告を行う
・グローバルインターンシップの単位修得に必須

06 ３月 単位修得
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主な派遣先 人数 期間 内容

各省庁（文部科学省、外務省、厚生労働省等） 未定 未定 未定

5.4.3 国内プログラム

プログラムについては、変更される可能性もありますので、詳細はガイダンス

等でご確認ください。

※ プログラムによって募集期間が異なります。詳しくはskipwise Webページで

　ご確認ください。

履修者の声

インターンを通して学べたことは、グループでの企画立案の面白さです。

学部での授業と違って、様々なバックグラウンドをもった人たちと、アイディアを

出し合って、自分だけでは思いつかないような発想でビジネスプランをたてるこ

とができました。

しかし、グループの中で意見をすり合わせたり、皆が納得いくまで議論していく

ことがなかなか難しかったです。また、発表後には、幹部の方からフィードバック

をいただけたり、活動を通しての自分の評価をいただくことができ、今後のキャ

リアを考える上で非常に参考になりました。

- マレーシアプログラム（イオン銀行/イオン・クレジット）参加学生
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5.5  グローバルボランティア

5.5.1 履修の流れ

  プログラムによっては学期中、冬季休業中、春季休業中に開催される場合が

あります。

01 ４月～５月 ガイダンス開催
説明会開催

・内容説明及び各プログラム詳細の発表
※大学院生は２月～３月に科目等履修生の登録が必要

02 ５月中 募集・選考 ・募集要項を入手し、エントリーシートにて応募
・書類選考、面接等による選考を実施

03 第２ターム 「グローバルボランティア事
前学習」を履修

・「グローバルボランティアⅠ～Ⅲ」および「グローバルボランティア
（地域）」履修には、「グローバルボランティア事前学習」（１単位）

の履修が必須

04 ８月～10月 派遣先での活動 ・各ボランティア派遣先にて活動
※一部のプログラムは、夏以降に開始し、翌年の５月まで活動

05 10月 事後学習 ・ グローバルボランティアⅠ～Ⅲおよびグローバルボランティア（地
域）の単位修得に必須

06 11月～12月 成果報告 報告書の執筆、座談会（予定）

07 ３月 単位修得
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5.5.2 海外プログラム

プログラムについては、変更される可能性もありますので、詳細はガイダン

ス等でご確認ください。

主な派遣先（グローバルボランティアⅠ～Ⅲ） 人数 期間 内容

国際教育交換
協議会（CIEE）

米国 若干名

夏季
又は春季

日本語クラスサポート、高齢者福祉、国際支援
オフィスでの事務補助等

カナダ 若干名 環境保護、動物保護、地域サポート等

オーストラリア 若干名 環境保護、幼稚園での活動等

ＩＣＹＥジャパン 世界
23ヵ国 若干名 夏季

又は春季

行先、活動内容、日程は要望によって自由に組み合わせ可
世界各国から集まるボランティアと一緒に活動する

（例：子供、障がい者、高齢者等の支援活動）

ＮＩＣＥ 世界
100ヵ国 若干名 制限なし

ワークキャンプ形式のボランティア活動。
世界各国から集まるボランティアと一緒に活動する。

（例：タンザニアの児童施設、フィンランドの教育施設）

日本太平洋資料
ネットワーク
（ＪＰＲＮ）

米国
サンフランシスコ 若干名 ９月 貧困地域での食糧配給、NPO ファンドレイジング、

植樹活動、イベントサポート等

特定非営利活動
法人 good！（予定） 

スリランカ
タイ 若干名 夏季又は春季 井戸掘り、道路づくり等のインフラ整備
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5.5.3 国内プログラム

プログラムについては、変更される可能性もありますので、詳細はガイダンス

等でご確認ください。

また、派遣先により、授業科目名が異なりますのでご留意ください。

履修者の声
僕は、現地での活動を通して途上国の現状を学びたいと思いグローバル・ボ
ランティアを履修しました。
事前学習では、活動先の現状や歴史的背景を学びつつ、ボランティアの定義
や、活動が現地に与える影響について考える貴重な時間を得られました。
問題意識を持ち活動に臨んだことで、単なる異文化体験にとどまらず、「問
題を改善するために何が必要とされているか」を意識し、ボランティアの限界
や自分自身の専門性についても考えさせられたと思います。
このプログラムを通じて皆さんが世界とのつながりを痛感し、将来に対する
考えを深めることを心から願います。
- 「NICE」のストリートチルドレン支援ボランティア参加学生

主な派遣先（グローバルボランティアⅠ～Ⅲ） 人数 期間 内容

成田国際空港 10名まで 夏季 国内外からの空港利用者に対する案内サポート

フェアトレードフェスタちば 制限なし ９月以降～翌５月 イベント企画・運営及びフェアトレードに関する
団体との交渉、広報活動など

ＩＣＹＥジャパン 若干名 ７月～９月 日本でボランティア活動を行うために来日する
外国人青年のサポート

JFC 劇団あけぼのプロジェクト 制限なし ９月～次年度５月 日本人とフィリピン人の間に生まれた子ども達との活動
イベント運営に係る広報・資料翻訳等

多文化フリースクールちば 10名まで 夏季 外国につながりのある
子ども達への学習支援活動

難民支援ボランティア 制限なし ６月～11月
大学祭における啓発活動

難民映画祭上映作品の千葉大学上映会の企画・運営
（予定）
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お問い合わせ先 イングリッシュ・ハウス  
  総合学生支援センター内
電話  043-290-3987
Email  english-house@chiba-u.jp 
Webページ  http://www.chiba-u.ac.jp/englishhouse/ 
Facebook  Chiba University English House
Instagram  englishhousechiba
Twitter  @EnglishHouse_CU
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お問い合わせ先 イングリッシュ・ハウス  
  総合学生支援センター内
電話  043-290-3987
Email  english-house@chiba-u.jp 
Webページ  http://www.chiba-u.ac.jp/englishhouse/ 
Facebook  Chiba University English House
Instagram  englishhousechiba
Twitter  @EnglishHouse_CU

イングリッシュ・ハウスを
活用しよう！

気軽にくつろぎながら、楽しく英語を使える空間－それがイング

リッシュ・ハウスです。

イングリッシュ・ハウスは総合学生支援センター内にあり、英語

に関するサポートを行っています。

２階のイングリッシュ・サポート・センターでは、英語教員による

個別レッスンや、ワークショップなどで主体的に英語を学ぶこと

ができます。

１階のイングリッシュ・ラウンジでは、リラックスしながら英語を話

せる環境が整っており、学生の国際交流の場となっています。肩の

凝らない雰囲気の中で楽しく英語力を伸ばすことができます。

■　イングリッシュ・ラウンジ（1F）
・個別英会話レッスン
・飲み物の提供
・インターネットTVの放映
・季節ごとのイベントやパーティー

■　イングリッシュ･サポート・センター（2F）
・ネイティブ教員による個別レッスン
・ランチチャット
・IELTS、TOEFL-iBT、TOEIC対策＊

・ビジネスイングリッシュコミュニケーション＊

・初級者イングリッシュコミュニケーション＊

・全６回ワークショップ（初級/中級/上級）
・LEX Programme（ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム）
・Study Buddy/Group
・図書、iPad、PCの貸し出し

　　　＊印のあるものは、単位付与あり（普遍教育科目）



国際日本学2019指定科目
専門教育科目
国際日本学の指定科目は、普遍教育科目の一部及び学部・大学院で開講している専門教育科

目の一部から、国際日本学の趣旨に合致すると選定された科目から構成されています。

また、国際日本学（グローバル・マイナー）の指定科目は、「イングリッシュコミュニケーション」区

分、「留学」区分、「国際体験」区分における全ての国際日本学指定科目の他、「ゲートウェイ」区分

の一部科目により構成されています。

国際日本学（グローバル・マイナー）の指定科目は、次ページ以降の国際日本学指定科目一覧

のグローバル・マイナーの欄に「★」と表記されています。

次ページ以降に記載されている「取得できる能力」とは、政府のグローバル人材育成推進会議

が定めるグローバル人材の要素ⅠからⅢのうち、各科目を履修することで取得できるグローバ

ル人材としての能力です。履修計画時に活用してください。

● 政府のグローバル人材育成推進会議が定めるグローバル人材の要素

要素 I   語学力・コミュニケーション能力 ー    

要素II   主体性・積極性 ー 

               チャレンジ精神 ー 

               協調性・柔軟性 ー 

               責任感・使命感 ー 

要素III 異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー ー 

掲載内容に変更が生じる場合もありますので、skipwise Webページ又は、『Guidance 2019』お

よび各学部・大学院の『履修案内』等で適宜ご確認ください。
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国際日本学2019指定科目
専門科目04

1  ゲートウェイ「講義型」
各科目ごとにそれぞれ履修条件等が異なりますので、履修の際はご注意ください。

1.1  国際教養学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 Z11310101 世界史と世界地理 1 T1 月４

国際教養学科

崎山　直樹 他学部生等受講可  人数制限有

2 Z11310901 移民論 1 T1 金３ 福田　友子 他学部生等受講可  人数制限有

3 Z11321001 防災・減災社会構築論 1 T1 金３ 上野　武 他学部生等受講可  人数制限有

4 Z11330101 国際組織論 1 T1 木２ 高光　佳絵 他学部生等受講可  人数制限有

5 Z11330601 国際協力論 1 T1 水２ 高垣　美智子 他学部生等受講可  人数制限有

6 Z11420101 クールジャパン論 1 T1 木１ 池田　忍等 他学部生等受講可  人数制限有

7 Z11420201 多文化接触論 1 T1 木５ 村岡　英裕 他学部生等受講可  人数制限有

8 Z11420601 日本の言語文化 1 T1 木４ 西住　奏子 他学部生等受講可  人数制限有

9 Z11420701 多元日本社会論 1 T1 月５ 金田　章宏 他学部生等受講可  人数制限有

10 Z11420801 文化と言語 1 T1 火４ HOLDA Martin Andrew 他学部生等受講可  人数制限有

11 Z11431301 人口減の社会論 1 T1 火５ 白川　優治 他学部生等受講可  人数制限有

12 Z11510101 経済政策と科学技術 1 T1 火３ 神里　達博 他学部生等受講可  人数制限有

13 Z11521301 高齢化と医療 1 T1 金４ 山口　智志 他学部生等受講可  人数制限有

14 Z11100501 グローバルイシュー論 1 T2 月２ 高光　佳絵 他学部生等受講可  人数制限有

15 Z11100601 現代日本論 1 T2 水２ 見城　悌治 他学部生等受講可  人数制限有

16 Z11100701 総合科学論 1 T2 木３ 神里　達博 他学部生等受講可  人数制限有

17 Z11310701 ヨーロッパ言語論 1 T2 火２ HOLDA Martin Andrew　他 他学部生等受講可  人数制限有

18 Z11311401 石油資源論 1 T2 火１ 吉田　修二 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

19 Z11421001 地域社会とスポーツ振興 1 T2 火４ 谷藤　千香 他学部生等受講可  人数制限有

20 Z11330501 多文化社会と言語政策 1 T3 集中 村岡　英裕　他 他学部生等受講可  人数制限有

21 Z11310301 ヨーロッパ社会論 1 T4 水２ 泉　利明　他 他学部生等受講可  人数制限有

22 Z11311001 日本人と移住 1 T4 木３ 五十嵐　洋己 他学部生等受講可  人数制限有

23 Z11311101 グローバリゼーションと
現代中国社会 1 T4 月２ 周　飛帆 他学部生等受講可  人数制限有

24 Z11330201 国際人権論 1 T4 金３ 佐々木　綾子 他学部生等受講可  人数制限有

25 Z11330901 NGO・NPO論 1 T4 金５ 佐々木　綾子 他学部生等受講可  人数制限有

26 Z11420301 日本の食文化 1 T4 火２ 和田　健 他学部生等受講可  人数制限有

27 Z11421101 日仏演劇論 1 T4 木２ 高橋　信良 他学部生等受講可  人数制限有

28 Z11421201 東アジア言語論 1 T4 水２ 佐藤　尚子　他 他学部生等受講可  人数制限有
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04  国際日本学2019指定科目・専門科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 L11703001 心理学基礎 2 T1-T2 火５

行動科学科、
人文学科行動 

科学コース

専修全 他学部生等受講可 

2 L11704001 社会学基礎 2 T1-T2 火２ 専修全 他学部生等受講可 

3 L11979201 生態人類学b 2 T1-T2 金２ 小谷　真吾 他学部生等受講可 

4 L11988101 生活史の社会学a 2 T1-T2 金２ 出口　泰靖 他学部生等受講可 ~

5 L16102201 ジェンダーの人類学b 2 T1-T2 水２ 鈴木　伸枝 他学部生等受講可 

6 L11701001 哲学基礎 2 T4-T5 水３ 専修全 他学部生等受講可 

7 L11702001 認知情報科学基礎 2 T4-T5 火５ 専修全 他学部生等受講可 

8 L11705001 文化人類学基礎 2 T4-T5 火１ 専修全 他学部生等受講可 

9 L11942101 人格心理学a 2 T4-T5 月２ 若林　明雄 他学部生等受講可 

10 L11943101 社会心理学a 2 T4-T5 火２ 礒部　智加衣 他学部生等受講可 

11 L12810101 世界史基礎a 2 T1-T2 月３ 史学科、
人文学科

歴史学コース

大峰　真理　他 他学部生等受講可 

12 L12958101 東南アジア地域史a 2 T1-T2 月３ 岩城　高広 他学部生等受講可 

1.2  文学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

29 Z11421301 多文化共生教育論 1 T4 火５

国際教養学科

吉野　文 他学部生等受講可  人数制限有

30 Z11431001 日本の近代化過程 1 T4 水１ 見城　悌治 他学部生等受講可  人数制限有

31 Z11431101 東アジアの中の現代日本 1 T4 火３ BIONTINO Julian 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

32 Z11310401 民族と国民 2 T5
月５

小澤　弘明 他学部生等受講可  人数制限有
金４

33 Z11310601 移動・移住と社会変容 1 T5 月２ 周　飛帆 他学部生等受講可  人数制限有

34 Z11320901 コミュニティ生態系 1 T5 水１ 高垣　美智子 他学部生等受講可  人数制限有

35 Z11330301 国際関係と歴史認識 1 T5 木３ BIONTINO Julian 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

36 Z11331001 グローバル社会の
言語問題 1 T5 木４ 高　民定 他学部生等受講可  人数制限有

37 Z11331101 安全保障論 1 T5 月３ 高光　佳絵 他学部生等受講可  人数制限有

38 Z11420501 ポピュラーカルチャー論 1 T5 金２ 石井　正人 他学部生等受講可  人数制限有

39 Z11421501 スポーツマネジメント
国際比較 1 T5 火２ 谷藤　千香 他学部生等受講可  人数制限有

40 Z11430401 千葉学 1 T5 木５ 見城　悌治 他学部生等受講可  人数制限有

41 Z11430801 東アジア地域論 1 T5 火１ 見城　悌治　他 他学部生等受講可  人数制限有

42 Z11431201 地域日本語教育論 1 T5 水２ 佐藤　尚子 他学部生等受講可  人数制限有

43 Z11520401 地域医療 1 T5 金３ 山口　智志 他学部生等受講可  人数制限有
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通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

13 L16Z26201 アジア史基礎b 2 T1-T2 月５

史学科、
人文学科

歴史学コース

岩城　高広 他学部生等受講可 

14 L12810201 世界史基礎b 2 T4-T5 月３ 小澤　弘明 他学部生等受講可 

15 L12937201 東アジア地域史b 2 T4-T5 水３ 山田　賢 他学部生等受講可 

16 L12958201 東南アジア地域史b 2 T4-T5 月３ 岩城　高広 他学部生等受講可 

17 L16204201 美術史b 2 T4-T5 水４ 池田　忍 他学部生等受講可 

18 L16214201 ヨーロッパ地域史b 2 T4-T5 火５ 保坂　高殿 他学部生等受講可 

19 L16Z20201 日本史基礎b 2 T4-T5 月３ 趙　景達 他学部生等受講可 

20 L16Z26301 アジア史基礎c 2 T4-T5 水２ 秋葉　淳 他学部生等受講可 

21 L13704201 音声学b 2 T1-T2 月３

日本文化学科、
人文学科日本・

ユーラシア
文化コース

田口　善久 他学部生等受講可 

22 L13806201 民俗文化論b 2 T1-T2 木２ 和田　健 他学部生等受講可 

23 L13808201 日本思想論b 2 T1-T2 金２ 見城　悌治 他学部生等受講可 

24 L13813201 古代文学論b 2 T1-T2 火２ 兼岡　理恵 他学部生等受講可 

25 L13815201 近代文学論b 2 T1-T2 火３ 西田　一豊 他学部生等受講可 

26 L13820101 古代日本語論a 2 T1-T2 火２ 神戸　和昭 他学部生等受講可 

27 L13822101 現代日本語論a 2 T1-T2 月４ 岡部　嘉幸 他学部生等受講可 

28 L13829101 言語体系論a 2 T1-T2 水５ 井上　優 他学部生等受講可 

29 L13830201 言語機能論b 2 T1-T2 木１ 菅野　憲司 他学部生等受講可 ~

30 L13833101 アイヌ文化論a 2 T1-T2 水２ 中川　裕 他学部生等受講可 

31 L13840201 中世文化論b 2 T1-T2 木３ 家永　香織 他学部生等受講可 

32 L13842301 中世文学論c 2 T1-T2 金４ 柴　佳世乃 他学部生等受講可 

33 L13850301 日本文学史c 2 T1-T2 水２ 田草川　みずき 他学部生等受講可 

34 L13860101 中国・朝鮮言語文化論a 2 T1-T2 火４ 兒玉　香菜子 他学部生等受講可 

35 L16Z31101 言語学基礎a 2 T1-T2 月４ 中川　裕 他学部生等受講可 

36 L16Z32101 日本語学基礎a 2 T1-T2 水２ 神戸　和昭 他学部生等受講可 

37 L16Z33101 ユーラシア人類学基礎 2 T1-T2 金３ 吉田　睦 他学部生等受講可 

38 L13817201 中国文学論b 2 T4-T5 木２ 久米　晋平 他学部生等受講可 

39 L13820201 古代日本語論b 2 T4-T5 火２ 神戸　和昭 他学部生等受講可 

40 L13822201 現代日本語論b 2 T4-T5 月４ 岡部　嘉幸 他学部生等受講可 

41 L13830101 言語機能論a 2 T4-T5 木１ 菅野　憲司 他学部生等受講可 ~

42 L13833201 アイヌ文化論b 2 T4-T5 水２ 中川　裕 他学部生等受講可 

43 L13842401 中世文学論d 2 T4-T5 金４ 柴　佳世乃 他学部生等受講可 

44 L13843301 近世文学論c 2 T4-T5 水２ 田草川　みずき 他学部生等受講可 

45 L13843401 近世文学論d 2 T4-T5 月２ 大貫　俊彦 他学部生等受講可 

46 L13845201 ユーラシア文化論b 2 T4-T5 金３ 吉田　睦 他学部生等受講可 

47 L13848401 内陸アジア文化論d 2 T4-T5 木３ ムカイダイス 他学部生等受講可 
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04  国際日本学2019指定科目・専門科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

48 L13850401 日本文学史d 2 T4-T5 火３

日本文化学科、
人文学科日本・

ユーラシア
文化コース

西田　一豊 他学部生等受講可 

49 L16Z31201 言語学基礎b 2 T4-T5 月４ 田口　善久 他学部生等受講可 

50 L16Z32201 日本語学基礎b 2 T4-T5 水２ 岡部　嘉幸 他学部生等受講可 

51 L16Z34101 日本文学基礎講読a 2 T4-T5 火２ 兼岡　理恵 他学部生等受講可 

52 L13839101 ユーラシア口承文芸論a 2 T6 集中 中川　裕 他学部生等受講可 

53 L14806101 イメージ文化論a 2 T1-T2 水４

国際言語
文化学科、
人文学科
国際言語

文化学コース

三宅　晶子 他学部生等受講可 

54 L14818101 演劇論a 2 T1-T2 火３ 篠崎　実 他学部生等受講不可 

55 L14822201 児童文学論b 2 T1-T2 月４ 佐藤　宗子 他学部生等受講不可 

56 L14826101 英語学概説a 2 T1-T2 火２ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

57 L14829101 英語史a 2 T1-T2 水２ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

58 L14846101 アメリカ文学史a 2 T1-T2 月２ 山本　裕子 他学部生等受講可  ★

59 L14855101 スペイン語学概説a 2 T1-T2 水２ 山口　元 他学部生等受講不可 

60 L14874101 アメリカ小説論a 2 T1-T2 月４ 山本　裕子 他学部生等受講不可  ★

61 L16Z40101 英語圏文化論基礎a 2 T1-T2 火２ 篠崎　実 他学部生等受講可  ★

62 L16Z40201 英語圏文化論基礎b 2 T1-T2 水１ 舘　美貴子 他学部生等受講可  ★

63 L14878201 ロシア語学概説b 2 T3 集中 大森　雅子 他学部生等受講不可 

64 L14700201 英書講読b 2 T4-T5 月４ 山本　裕子 他学部生等受講可  ★

65 L14818201 演劇論b 2 T4-T5 火３ 篠崎　実 他学部生等受講不可 

66 L14826201 英語学概説b 2 T4-T5 火２ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

67 L14829201 英語史b 2 T4-T5 水２ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

68 L14841201 イギリス文学史b 2 T4-T5 金２ Andrew Rayment 他学部生等受講可  ★

69 L14846201 アメリカ文学史b 2 T4-T5 月２ 山本　裕子 他学部生等受講可  ★

70 L14852101 フランス文化論a 2 T4-T5 水３ 加藤　隆 他学部生等受講不可 

71 L14855201 スペイン語学概説b 2 T4-T5 水２ 山口　元 他学部生等受講不可 

72 L14870201 ドイツ語圏文化論b 2 T4-T5 火５ 石井　正人 他学部生等受講可 

73 L14873101 アメリカ現代文化論a 2 T4-T5 水１ 舘　美貴子 他学部生等受講可  ★

74 L16Z49201 言語コミュニケーション論b 2 T4-T5 木１ 鎌田　浩二　他 他学部生等受講不可 

75 L16Z01701 人文科学の課題：
先端研究の成果を知るc 2 T4-T5 木３

行動科学科、
人文学科行動
科学コース、

史学科、
人文学科

歴史学コース、
日本文化学科、

人文学科
日本・ユーラシ
ア文化コース、

国際言語
文化学科、
人文学科
国際言語

文化学コース

和泉　ちえ　他 他学部生等受講可 

76 L16Z01801 人文科学の課題：
先端研究の成果を知るd 2 T4-T5 木４ 趙　景達　他 他学部生等受講可 

77 L16Z01901 人文科学の課題：
地域を知るc 2 T4-T5 金５ 中川　裕　他 他学部生等受講可 



85千葉大学

1.3  教育学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 E1A237101 日本語ケーススタディⅠ 2 T1-T2 水２

国語

安部　朋世 他学部生等受講不可 

2 E1A237201 日本語ケーススタディⅡ 2 T4-T5 金３ 伊坂　淳一 他学部生等受講不可 

3 E1A246001 日本の文学を読む
（児童文学） 2 T4-T5 月４ 佐藤　宗子 他学部生等受講不可 

4 E1A247001 日本語の構造・機能 2 T4-T5 月２ 安部　朋世 他学部生等受講不可 

5 E1A247101 日本語の変化・歴史 2 T4-T5 火１ 伊坂　淳一 他学部生等受講不可 

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 B12D30101 国際法Ⅰ 2 T1
火１

法政経学科

藤澤　巌 他学部生等受講不可 
金１

2 B12E30101 英米法Ⅰ 2 T1
火４

金原　恭子 他学部生等受講不可 
金４

3 B13D20101 開発経済学Ⅰ 2 T1
水１

橘　永久 他学部生等受講不可  ★
木２

4 B13B21101 国際金融論Ⅰ 2 T1-T2 月３ 榊原　健一 他学部生等受講不可 

5 B13D20501 西洋経済史Ⅰ 2 T1-T2 水３ 中村　千尋 他学部生等受講不可 

6 B15A20701 ヨーロッパ政治史 4 T1-T2
火３

水島　治郎 他学部生等受講不可 
火４

7 B15A21001 アジア政治Ⅰ 2 T1-T2 火２ 五十嵐　誠一 他学部生等受講不可 

8 B15A21101 アジア政治Ⅱ 2 T1-T2 水２ 五十嵐　誠一 他学部生等受講不可 

9 B15B20501 国際政策論Ⅰ 2 T1-T2 火３ 李　想 他学部生等受講不可  ★

10 B12E30201 英米法Ⅱ 2 T2
火４

金原　恭子 他学部生等受講不可 
金４

11 B13D20201 開発経済学Ⅱ 2 T2
水１

橘　永久 他学部生等受講不可  ★
木２

12 B15C21501 国際経済論Ⅱ 2 T3 集中 石戸　光 他学部生等受講不可  ★

13 B13D20601 西洋経済史Ⅱ 2 T4-T5 水３ 中村　千尋 他学部生等受講不可 

14 B15B20601 国際政策論Ⅱ 2 T4-T5 火３ 李　想 他学部生等受講不可  ★

1.4  法政経学部
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04  国際日本学2019指定科目・専門科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 S14003101 生命科学１ 2 T1-T2 集中

生物学科

生物学科全教員 他学部生等受講可 

2 S14003201 生命科学２ 2 T1-T2 集中 生物学科全教員 他学部生等受講可 

3 S14003301 生命科学３ 2 T1-T2 集中 生物学科全教員 他学部生等受講可 

4 S14003401 生命科学４ 2 T4-T5 集中 生物学科全教員 他学部生等受講可 

5 S14003501 生命科学５ 2 T4-T5 集中 生物学科全教員 他学部生等受講可 

6 S14003601 生命科学６ 2 T4-T5 集中 生物学科全教員 他学部生等受講可 

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 T1V102201 日本建築史 2 T1-T2 水４ 総合工学科
建築学コース

MORRIS MARTIN 
NORMAN 他学部生等受講可  人数制限有

2 T1V300301 デザイン論Ⅰ 2 T1-T2 月３

総合工学科
デザインコース

植田　憲　他 他学部生等受講不可 

3 T1V300601 デザイン論Ⅱ 2 T4-T5 金１ 佐藤　公信　他 他学部生等受講不可 

4 T1V302601 デザイン文化論 2 T4-T5 火２ 植田　憲 他学部生等受講不可 

5 T1V501101 専門英語Ⅰ 2 T1-T2 木２
総合工学科医

工学コース

久島　智津子 他学部生等受講不可  ★

6 T1V503401 専門英語Ⅱ 2 T4-T5 木５ 久島　智津子 他学部生等受講不可  ★

7
T1R025001

科学技術英語 2 T4-T5 月５

電気電子
工学科

高橋　秀夫 他学部生等受講不可  ★
T1V601501 総合工学科電気

電子工学コース

8 T1V800301 化学英語Ⅰ 2 T1-T2 金２ 総合工学科
共生応用化学

コース

山田　真澄　他 他学部生等受講可  ★

他学部・
他コースの
受講許可は
担当教員に

確認

9 T1V801601 化学英語Ⅱ 2 T4-T5 金２ 山田　泰弘　他 他学部生等受講可  ★

10 Ｔ1Ｖ903601 情報工学基礎英語 2 T1-T2
火４ 総合工学科

情報工学
コース

太田　真智子 他学部生等受講可  ★
火５

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 N11451501 看護国際協力論 1 T4 木２
看護学科

手島　恵 他学部生等受講不可  ★

2 N11452001 Global Health and Nursing Ⅰ 1 T2 木２ 手島　恵 他学部生等受講不可  ★

1.5  理学部

1.6  看護学部

1.7  工学部
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通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 H11090201 環境職業倫理学 2 T1
火２

緑地環境学科 三島　孔明　他 他学部生等受講可 ~
金２

2 H1Z340201 技術者倫理 2 T1
火３

園芸学科 松岡　延浩　他 他学部生等受講不可 ~
金３

3 H11090101 生命技術者倫理 2 T4-T5 水３ 応用生命
化学科 安藤　昭一 他学部生等受講可 ~

1.8  園芸学部

2  ゲートウェイ「セミナー型・プロジェクト型」

2.1  国際教養学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 ※ 国際教養学入門 1 T1 水１

国際教養学科

小澤　弘明　他 他学部生等受講可 

人数制限有

2 Z11311201 国際移動 1 T1 月３ 周　飛帆 他学部生等受講可 

3 Z11410801 メディアミックス 1 T1 月４ Paskevicius Algirdas 他学部生等受講可  ★

4 Z11421401 ディスコースと日本社会 1 T1 火３ 村岡　英裕 他学部生等受講可 

5 Z11430601 千葉資源開発 1 T1 火２ 和田　健 他学部生等受講可 

6 Z11201301 アカデミックライティング（英）Ⅱ 1 T2 木３ MORIKAWA S 他学部生等受講可  ★

7 Z11310801 移動とアイデンティティ 1 T2 月２ 小林　聡子 他学部生等受講可 

8 Z11410401 サービスデザイン 1 T3 集中 渡邉　誠 他学部生等受講可 ~

9 Z11410501 イノベーションデザイン 1 T3 集中 渡邉　誠 他学部生等受講可 

10 ※ グローバルイシュー演習 1 T4 木５ 村岡　英裕　他 他学部生等受講可 
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※「国際教養学入門」、「グローバルイシュー演習」は担当教員によって授業コ
ードが異なります。詳しくは、学部の履修案内をご確認ください。

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

11 Z11100901 現代日本課題演習 1 T4 水２

国際教養学科

和田　健　他 他学部生等受講可 

人数制限有

12 Z11101001 総合科学コミュニケーション演習 1 T4 木３ 三野　弘文　他 他学部生等受講可 

13 Z11200201 アカデミックライティング（日）Ⅰ 1 T4 月３ 吉野　文　他 他学部生等受講可 

14 Z11200301 アカデミックライティング（英）Ⅰ 1 T4 火２ 西住　奏子　他 他学部生等受講可  ★

15 Ｚ11430201 地方創生マネジメント 1 T4 火５ 鈴木　雅之 他学部生等受講可 

16 Ｚ11430301 現代家族論 1 T4 水１ 米村　千代 他学部生等受講可 

17 Z11200901 プレゼンテーションメソッド 1 T5 火５ 吉野　文 他学部生等受講可 

18 Z11201401 アカデミックライティング（英）Ⅲ 1 T5 月２ MORIKAWA S 他学部生等受講可  ★

19 Z11311301 近代世界システム論 1 T5 月４ 崎山　直樹 他学部生等受講可 

20 Ｚ11430501 多民族社会としての日本 1 T5 火２ 周　飛帆 他学部生等受講可 

21 Z11700101 フィールド・スタディⅠ 2 通年 集中 GAITANIDIS IOANNIS  他学部生等受講可  ★

22 Z11700801 フィールド・スタディⅣ 2 通年 集中 GAITANIDIS IOANNIS 他学部生等受講可  ★

23 Z11700201 地域PBL型実習Ⅰ 2 通年 集中 谷藤　千香 他学部生等受講可 ~

24 Z11700901 地域PBL型実習Ⅳ 2 通年 集中 永瀬　彩子 他学部生等受講可 

25 Z11701001 持続的地域貢献活動実習Ⅱ 2 通年 集中 白川　優治
和田　健

他学部生等受講可 
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2.2  文学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 L12A05101 日本美術史演習a 2 T1-T2 火４

史学科、
人文学科

歴史学コース

池田　忍 他学部生等受講可 

2 L12A09301 近代記録史料演習c 2 T1-T2 火４ 趙　景達 他学部生等受講可 

3 L12A17101 マイノリティー史演習a 2 T1-T2 月４ 池田　忍 他学部生等受講可 

4 L12A25301 東南アジア社会論演習c 2 T1-T2 水２ 岩城　高広 他学部生等受講可 

5 L12A28301 先史考古学演習c 2 T1-T2 金３ 阿部　昭典 他学部生等受講可 

6 L16226101 環大西洋移動交流演習a 2 T1-T2 水２ 大峰　真理 他学部生等受講可 

7 L12A05201 日本美術史演習b 2 T4-T5 火６ 池田　忍 他学部生等受講可 

8 L12A09401 近代記録史料演習d 2 T4-T5 火４ 趙　景達 他学部生等受講可 

9 L12A24101 朝鮮語史料演習a 2 T4-T5 火３ 趙　景達 他学部生等受講不可 

10 L12A25401 東南アジア社会論演習d 2 T4-T5 水２ 岩城　高広 他学部生等受講可 

11 L12A28401 先史考古学演習d 2 T4-T5 金３ 阿部　昭典 他学部生等受講可 

12 L16226201 環大西洋移動交流演習b 2 T4-T5 水２ 大峰　真理 他学部生等受講可 

13 L16227101 現代史演習a 2 T4-T5 金４ 趙　景達 他学部生等受講可 

14 L16Z22201 文化資料論基礎演習b 2 T4-T5 火３ 池田　忍 他学部生等受講可 

15 L16Z23301 史料学基礎演習c 2 T4-T5 水１ 秋葉　淳 他学部生等受講可 

16 L16Z23401 史料学基礎演習d 2 T4-T5 火２ 大峰　真理 他学部生等受講可 

17 L16Z42301 国際交流論c 2 T1-T2 木５

行動科学科、
人文学科行動
科学コース、

史学科、
人文学科

歴史学コース、
日本文化学科、
人文学科日本・

ユーラシア
文化コース、

国際言語
文化学科、
人文学科
国際言語

文化学コース

米村　千代
久保　勇 他学部生等受講不可 

18 L16Z42401 国際交流論d 2 T1-T2 火５ 田草川　みずき
他 他学部生等受講不可 

19 L1Z609101 ラテン語入門a 2 T1-T2 金４

国際言語
文化学科、
人文学科
国際言語

文化学コース

石井　正人 他学部生等受講可 

20 L1Z609201 ラテン語入門b 2 T4-T5 金４ 石井　正人 他学部生等受講可 

21 L1Z612101 サンスクリット語入門a 2 T1-T2 金５ 石井　正人 他学部生等受講可 

22 L1Z612201 サンスクリット語入門b 2 T4-T5 金５ 石井　正人 他学部生等受講可 

23 L16Z43101 ドイツ語a 2 T1-T2 水２ 石井　正人 他学部生等受講可 

24 L16Z43201 ドイツ語b 2 T4-T5 水２ 石井　正人 他学部生等受講可 

25 L16Z44401 フランス語d 2 T1-T2 水３ 加藤　隆 他学部生等受講不可 

26 L16Z46101 スペイン語a 2 T1-T2 金２ 山口　元 他学部生等受講不可 

27 L16Z46201 スペイン語b 2 T4-T5 金２ 山口　元 他学部生等受講不可 

28 L16Z47101 英会話a 2 T1-T2 金３ NADASDY PAULBELA 他学部生等受講不可  ★

29 L16Z47201 英会話b 2 T4-T5 金３ NADASDY PAULBELA 他学部生等受講不可  ★

30 L16Z48101 英作文a 2 T1-T2 月３ Andrew Rayment 他学部生等受講可  ★

31 L16Z48201 英作文b 2 T4-T5 月３ Andrew Rayment 他学部生等受講可  ★
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04  国際日本学2019指定科目・専門科目

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

32 L13904101 中世文化論演習a 2 T1-T2 金２

日本文化学科、
人文学科日本・

ユーラシア
文化コース

柴　佳世乃 他学部生等受講不可 

33 L13906301 古代文学論演習c 2 T1-T2 火３ 兼岡　理恵 他学部生等受講不可 

34 L13908101 近代文学論演習a 2 T1-T2 火４ 大貫　俊彦 他学部生等受講不可 

35 L13915101 現代日本語演習a 2 T1-T2 月２ 岡部　嘉幸 他学部生等受講不可 

36 L13916101 日本地域言語学音韻論演習a 2 T1-T2 火４ 神戸　和昭 他学部生等受講不可 

37 L13925101 アイヌ文化論演習a 2 T1-T2 水３ 中川　裕 他学部生等受講可 

38 L13928101 ユーラシア言語文化論演習a 2 T1-T2 金５ 兒玉　香菜子　他 他学部生等受講可 

39 L13936101 近世文化論演習a 2 T1-T2 水３ 田草川　みずき 他学部生等受講不可 

40 L13938301 ユーラシア文化論演習c 2 T1-T2 水４ 吉田　睦 他学部生等受講可 

41 L13944101 中国・朝鮮言語文化論演習a 2 T1-T2 月２ 兒玉　香菜子 他学部生等受講可 

42 L13904201 中世文化論演習b 2 T4-T5 金２ 柴　佳世乃 他学部生等受講不可 

43 L13906401 古代文学論演習d 2 T4-T5 火３ 兼岡　理恵 他学部生等受講不可 

44 L13908201 近代文学論演習b 2 T4-T5 月３ 大貫　俊彦 他学部生等受講不可 

45 L13912201 中国文学演習b 2 T4-T5 木３ 久米　晋平 他学部生等受講不可 

46 L13913201 古代日本語演習b 2 T4-T5 火４ 神戸　和昭 他学部生等受講不可 

47 L13915201 現代日本語演習b 2 T4-T5 月２ 岡部　嘉幸 他学部生等受講不可 

48 L13917101 日本地域言語学形態論演習a 2 通年 金４ 大槻　知世 他学部生等受講不可 

49 L13925201 アイヌ文化論演習b 2 T4-T5 水３ 中川　裕 他学部生等受講可 

50 L13928201 ユーラシア言語文化論演習b 2 T4-T5 火２ 兒玉　香菜子 他学部生等受講可 

51 L13928401 ユーラシア言語文化論演習d 2 T4-T5 火３ 田口　善久 他学部生等受講可 

52 L13931201 ユーラシア民族文化論演習b 2 T4-T5 水４ 吉田　睦 他学部生等受講可 

53 L13936201 近世文化論演習b 2 T4-T5 水３ 田草川　みずき 他学部生等受講不可 

54 L13941201 内陸アジア文化論演習b 2 T4-T5 月５ 兒玉　香菜子 他学部生等受講可 

55 L13944201 中国・朝鮮言語文化論演習b 2 T4-T5 月２ 兒玉　香菜子 他学部生等受講可 

56 L14711401 フランス語演習d 2 T1-T2 水４

国際言語
文化学科、
人文学科
国際言語

文化学コース

加藤　隆 他学部生等受講不可 

57 L14718201 ロシア語演習b 2 T1-T2 水２ 大森　雅子 他学部生等受講不可 

58 L14719301 ラテン語演習c 2 T1-T2 火２ 石井　正人 他学部生等受講可 

59 L14904301 文学理論演習c 2 T1-T2 水２ 土田　知則 他学部生等受講可 

60 L14911101 生成文法理論演習a 2 T1-T2 火４ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

61 L14912101 英語学演習a 2 T1-T2 月２ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

62 L14916301 イギリス文学演習c 2 T1-T2 月３ 篠崎　実 他学部生等受講不可  ★

63 L14921401 アメリカ小説論演習d 2 T1-T2 月５ 山本　裕子 他学部生等受講不可  ★

64 L14923101 アメリカ文化論演習a 2 T1-T2 火１ 舘　美貴子 他学部生等受講不可  ★

65 L14932301 スペイン文学演習c 2 T1-T2 金３ 山口　元 他学部生等受講不可 

66 L14935301 比較宗教思想論演習c 2 T1-T2 水２ 加藤　隆 他学部生等受講不可 
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通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

67 L14941301 芸術メディア論演習c 2 T1-T2 水２

国際言語
文化学科、
人文学科
国際言語

文化学コース

舘　美貴子 他学部生等受講不可  ★

68 L14948101 英語学文献講読a 2 T1-T2 水３ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

69 L16401101 英会話応用a 2 T1-T2 月４ Andrew Rayment 他学部生等受講可  ★

70 L16402101 英作文応用a 2 T1-T2 金４ NADASDY PAULBELA 他学部生等受講不可  ★

71 L16411101 中級スペイン語a 2 T1-T2 水３ 山口　元 他学部生等受講不可 

72 L16412101 スペイン語会話a 2 T1-T2 木５ アンヘル ポベーダ 他学部生等受講不可 

73 L16414301 スペイン語演習c 2 T1-T2 木４ アンヘル ポベーダ 他学部生等受講不可 

74 L16430301 フランス語会話c 2 T1-T2 木３ MOREAU GaetanY.N. 他学部生等受講不可 

75 L16431301 フランス語作文c 2 T1-T2 木２ MOREAU GaetanY.N. 他学部生等受講不可 

76 L13943401 多言語多文化接触論演習d 2 T4-T5 火４ 村岡　英裕
高　民定 他学部生等受講可 

77 L14719401 ラテン語演習d 2 T4-T5 火２ 石井　正人 他学部生等受講可 

78 L14903101 イメージ文化論演習a 2 T4-T5 水４ 三宅　晶子 他学部生等受講不可 

79 L14904401 文学理論演習d 2 T4-T5 水２ 土田　知則 他学部生等受講可 

80 L14912201 英語学演習b 2 T4-T5 月２ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

81 L14913201 ドイツ語学演習b 2 T4-T5 月４ 石井　正人 他学部生等受講可 

82 L14916401 イギリス文学演習d 2 T4-T5 月３ 篠崎　実 他学部生等受講不可  ★

83 L14923201 アメリカ文化論演習b 2 T4-T5 火１ 舘　美貴子 他学部生等受講不可  ★

84 L14924101 ドイツ文化論演習a 2 T4-T5 火３ 三宅　晶子 他学部生等受講可 

85 L14929301 フランス文学演習c 2 T1-T2 水３ 土田　知則 他学部生等受講可 

86 L14929401 フランス文学演習d 2 T4-T5 水３ 土田　知則 他学部生等受講可 

87 L14930101 フランス思想演習a 2 T4-T5 火４ 土田　知則 他学部生等受講可 

88 L14932401 スペイン文学演習d 2 T4-T5 金３ 山口　元 他学部生等受講不可 

89 L14935401 比較宗教思想論演習d 2 T4-T5 水２ 加藤　隆 他学部生等受講不可 

90 L14941401 芸術メディア論演習d 2 T4-T5 水２ 舘　美貴子 他学部生等受講不可  ★

91 L14945101 ロシア文学演習a 2 T4-T5 月３ 大森　雅子 他学部生等受講不可 

92 L14948201 英語学文献講読b 2 T4-T5 水３ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

93 L14948301 英語学文献講読c 2 T4-T5 火４ 鎌田　浩二 他学部生等受講不可  ★

94 L16401201 英会話応用b 2 T4-T5 月４ Andrew Rayment 他学部生等受講可  ★

95 L16402201 英作文応用b 2 T4-T5 金４ NADASDY PAULBELA 他学部生等受講不可  ★

96 L16403301 英語圏文学演習c 2 T4-T5 金３ Andrew Rayment 他学部生等受講可  ★

97 L16411201 中級スペイン語b 2 T4-T5 水３ 山口　元 他学部生等受講不可 

98 L16412201 スペイン語会話b 2 T4-T5 木５ アンヘル ポベーダ 他学部生等受講不可 

99 L16414401 スペイン語演習d 2 T4-T5 木４ アンヘル ポベーダ 他学部生等受講不可 

100 L16430401 フランス語会話d 2 T4-T5 木３ MOREAU GaetanY.N. 他学部生等受講不可 
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04  国際日本学2019指定科目・専門科目

2.4  工学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 T1V304801 デザイン・プロジェクト演習 3 通年 集中

総合工学科
デザイン
コース

原 寛道 他学部生等受講不可 ~

2 T1V305001 グローバルデザインスタジオワーク１ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講不可 ~ ★

3 T1V305101 グローバルデザインスタジオワーク２ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講不可 ~ ★

4 T1V305401 グローバルデザインプロジェクト１ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講不可 ~ ★

5 T1V305501 グローバルデザインプロジェクト２ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講不可 ~ ★

6 T1V306001 グローバル・ビジネス・プランニング 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講可 ~

7 T1V306101 グローバル・テクノロジー・デベロップメントⅠ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講可 ~

8 T1V306201 グローバル・テクノロジー・デベロップメントⅡ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講可 ~

9 T1V306301 グローバル・オペレーションⅠ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講可 ~

10 T1V306401 グローバル・オペレーションⅡ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講可 ~

11 T1V306501 グローバル・セールス 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講可 ~

2.5  薬学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 P11043001 薬学総合演習　 1 T1-T2
水３ 薬科学科・薬

学科 伊藤　晃成　他 他学部生等受講不可  ★ ２時限続き、
隔週水４

2.3  教育学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 授業作成※
（グローバルジャパンカリキュラム） 2 通年 集中 学部共通 大嶌　竜午　他 他学部生等受講可  ★

※ ツインクル留学前の準備授業であり、これと同時にツインクル海外派遣に参
加すること。集中で行う。千葉大学が主催するツインクル留学生との交流行
事に参加する。
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2.6  園芸学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 H11024101 農場実習Ⅰ 2 通年 集中

園芸学科

大川　克哉　他 他学部生等受講不可 ~

2 H11021101 農場実習Ⅱ 4 通年
集中３

塚越　覚　他 他学部生等受講可 ~
集中４

3 H12160001 環境造園実習Ⅰ 2 T4-T5
月３

緑地環境学科

環境造園学
プログラム教員

他
他学部生等受講可 ~

月４

4 H12163401 環境造園実習Ⅱ 2 T1-T2
金３ 環境造園学

プログラム教員
他

他学部生等受講可 ~
金４

5 H12163503 環境造園実習Ⅲ 2 T4-T5
水３ 環境造園学

プログラム教員
他

他学部生等受講可 ~
水４

6 H12163301 環境造園実習Ⅳ 2 T1-T2
水３ 環境造園学

プログラム教員
他

他学部生等受講可 ~
水４

7 H1Z430101 フィールドコラボレーション 2 通年 集中 百原　新　他 他学部生等受講可 ~

8 H13030301 農場実習（基礎コース） 2 通年 集中
食料資源
経済学科

高垣　美智子　他 他学部生等受講可 

9 H13030401 農場実習（充実コース） 2 通年
金３

高垣　美智子　他 他学部生等受講可 
金４

3  イングリッシュコミュニケーション	

3.1  理学部

※ 受講者数20名を定員とする。理学部生の受講を優先し、他学部の学生が受
講する場合においても、原則として、工学部、園芸学部及び薬学部の学生を
対象とする。

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 S1Z901201 科学英語Ⅱ ２ T４-T５ 木４
学部共通
開講科目 

（各学科に共
通する科目）

Craig Takeuchi 特定の学部生のみ
履修可  ★
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04  国際日本学2019指定科目・専門科目

3.2  工学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1

T1T063001

工学国際英語ⅠA

1 通年

集中

画像科学科

今泉　祥子 他学部生等受講不可  ★T1V706001 1 T1-T2 総合工学科
物質科学

コース

コース所属の学生
は、前期/後期の

いずれか（１単位分）
のみ履修可T1V706602 1 T4-T5

2

T1T064001

工学国際英語ⅠB

1 通年

集中

画像科学科

今泉　祥子 他学部生等受講不可  ★T1V706101 1 T1-T2 総合工学科
物質科学

コース

コース所属の学生
は、前期/後期の

いずれか（１単位分）
のみ履修可T1V706102 1 T4-T5

3

T1T065001

工学国際英語ⅡA

1 通年

集中

画像科学科

大川　祐輔 他学部生等受講不可  ★T1V706201 1 T1-T2 総合工学科
物質科学

コース

コース所属の学生
は、前期/後期の

いずれか（１単位分）
のみ履修可T1V706202 1 T4-T5

4

T1T066001

工学国際英語ⅡB

1 通年

集中

画像科学科

大川　祐輔 他学部生等受講不可  ★T1V706301 1 T1-T2 総合工学科
物質科学

コース

コース所属の学生
は、前期/後期の

いずれか（１単位分）
のみ履修可T1V706302 1 T4-T5

5

T1T067001

工学国際英語ⅡC

1 通年

集中

画像科学科

大川　祐輔 他学部生等受講不可  ★T1V706401 1 T1-T2 総合工学科
物質科学

コース

コース所属の学生
は、前期/後期の

いずれか（１単位分）
のみ履修可T1V706402 1 T4-T5

6

T1T068001

工学国際英語ⅡD

1 通年

集中

画像科学科

大川　祐輔 他学部生等受講不可  ★T1V706501 1 T1-T2 総合工学科
物質科学

コース

コース所属の学生
は、前期/後期の

いずれか（１単位分）
のみ履修可T1V706502 1 T4-T5

3.3  園芸学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 H11460201 Scientific Presentation 2 T4-T6 集中 応用
生命化学科 華岡　光正　他 他学部生等受講可 ~ ★

3.4  医学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 M18000100 医学英語Ⅰ 1 T4-T5 水 医学科 山内　かづ代 他学部生等受講不可 ~ ★
時限について
は学部シラバ

ス参照
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4  留学

4.1  国際教養学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 Z11600101 海外派遣プログラムⅠ 2 通年 集中

国際教養学科

小澤　弘明 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

2 Z11600201 海外派遣プログラムⅡ 2 通年 集中 小澤　弘明 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

3 Z11600301 海外派遣プログラムⅢ 2 通年 集中 小澤　弘明 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

4 Z11600401 海外派遣プログラムⅣ 2 通年 集中 小澤　弘明 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

4.2  教育学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1
アウトリーチ活動
(トライアル・ショートコース)
(グローバルジャパンカリキュラム)

２ 通年 集中 学部共通

野村　純
辻　耕治

大和　政秀
下永田　修二　他

他学部生等履修可 ~ ★

準備のための
｢授業作成｣(グ
ロ ーバル ジャ
パンカリキュラ
ム)も受講する
ことが条件

4.3  理学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 S1Z902101 英語圏語学研修Ⅰ ２ 通年 集中 学部共通
開講科目 

（各学科に共
通する科目）

教務委員会 他学部生等履修不可  ★

2 S1Z902201 英語圏語学研修Ⅱ ２ 通年 集中 教務委員会 他学部生等履修不可  ★

4.4  看護学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 N11452501 Global Health and Nursing Ⅱ ２
T3

または
Ｔ6

集中 看護学科 酒井　郁子 他学部生等履修不可 


★
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04  国際日本学2019指定科目・専門科目

4.6  園芸学部

5  国際体験

5.1  国際教養学部

4.5  工学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 T1V305801 海外大学アライアンスプログラム１ 2 通年 集中 総合工学科
デザイン
コース

各教員 他学部生等受講不可 ~ ★

2 T1V305901 海外大学アライアンスプログラム２ 2 通年 集中 各教員 他学部生等受講不可 ~ ★

3
T1T069001

国際実習 2 通年 集中
画像科学科

高原　茂　他 他学部生等受講不可 ~ ★
T1V706601 総合工学科

物質科学コース

4
T1R064001

海外研修科学技術英語 2 通年 集中
電気電子

工学科
名取　賢二 他学部生等受講不可 ~ ★

T1V604301 総合工学科電気
電子工学コース

5
T1M158001

国際実習Ⅰ 1 通年 集中
共生応用

化学科
未定 他学部生等受講不可 ~ ★

T1V805301 総合工学科共生
応用化学コース

6
T1M159001

国際実習Ⅱ 2 通年 集中
共生応用

化学科
未定 他学部生等受講不可 ~ ★

T1V805401 総合工学科共生
応用化学コース

7 T1U070001 国際実習 2 通年 集中 情報画像学科 堀内　隆彦　他 他学部生等受講不可 ~ ★

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 H1Z410301 国際環境園芸研修プログラムⅠ 2 通年 集中

食料資源
経済学科

高垣　美智子　他 他学部生等受講可 ~ ★

2 H1Z420201 国際環境園芸研修プログラムⅡ 2 通年 集中 高垣　美智子　他 他学部生等受講可 ~ ★

3 H1Z450101 国際環境園芸研修プログラムⅢ 2 通年 集中 高垣　美智子　他 他学部生等受講可 ~ ★

4 H1Z460101 国際環境園芸研修プログラムⅣ 2 通年 集中 高垣　美智子　他 他学部生等受講可 ~ ★

5 H1Z470101 国際環境園芸研修プログラムⅤ 2 通年 集中 高垣　美智子　他 他学部生等受講可 ~ ★

6 H1Z480101 国際環境園芸研修プログラムⅥ 2 通年 集中 高垣　美智子　他 他学部生等受講可 ~ ★

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 Z11700301 フィールド・スタディⅡ 2 通年 集中
国際教養学科

GAITANIDIS IOANNIS 他学部生等受講可  ★ 人数制限有

2 Z11700501 フィールド・スタディⅢ 2 通年 集中 GAITANIDIS IOANNIS 他学部生等受講可  ★ 人数制限有
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5.2  工学部

5.3  園芸学部

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1
T1E024001

都市環境システム実習 2 通年 集中
都市環境

システム学科
豊川　斎赫　他 他学部生等受講不可 ~ ★

T1V203601 総合工学科都市
環境システムコース

2 T1V304701 インターンシップ・プログラム 2 通年 集中 総合工学科
デザインコース 寺内　文雄 他学部生等受講不可 ~ ★

3
T1Q048001

インターンシップ 2 通年 集中
機械工学科

松坂　壮太 他学部生等受講不可 ~ ★
T1V404501

総合工学科
機械工学

コース
4 T1V705201 インターンシップⅠ 1 通年 集中 青木　伸之 他学部生等受講不可  ★

5 T1V705301 インターンシップⅡ 1 通年 集中 青木　伸之 他学部生等受講不可  ★

通番 授業コード 授業科目 単位 ターム 曜日 
時限 所属 担当教員 対象学科等

取得
できる
能力

グローバル
マイナー 備考

1 H11470801 インターンシップⅠ 1 通年 集中

園芸学科

丸尾　達
椎名　武夫 他学部生等受講可 ~ ★

2 H11470901 インターンシップⅡ 2 通年 集中 丸尾　達
椎名　武夫 他学部生等受講可 ~ ★

3 H11471001 インターンシップⅢ 3 通年 集中 丸尾　達
椎名　武夫 他学部生等受講可 ~ ★

4 H11471101 インターンシップⅣ 4 通年 集中 丸尾　達
椎名　武夫 他学部生等受講可 ~ ★

5 H11470802 インターンシップⅠ 1 通年 集中

応用生命化
学科

天知　誠吾 他学部生等受講可 ~ ★

6 H11470902 インターンシップⅡ 2 通年 集中 天知　誠吾 他学部生等受講可 ~ ★

7 H11471002 インターンシップⅢ 3 通年 集中 天知　誠吾 他学部生等受講可 ~ ★

8 H11471102 インターンシップⅣ 4 通年 集中 天知　誠吾 他学部生等受講可 ~ ★

9 H12357001 インターンシップⅠ 1 通年 集中

緑地環境学科

三島　孔明　他 他学部生等受講不可 ~ ★

10 H12358001 インターンシップⅡ 1 通年 集中 三島　孔明　他 他学部生等受講不可 ~ ★

11 H12359001 インターンシップⅢ 1 通年 集中 三島　孔明　他 他学部生等受講不可 ~ ★

12 H12360001 インターンシップⅣ 1 通年 集中 三島　孔明　他 他学部生等受講不可 ~ ★

13 H13050701 インターンシップⅠ 1 通年 集中

食料資源
経済学科

食料資源経済学科
教員 他学部生等受講不可 ~ ★

14 H13050801 インターンシップⅡ 1 通年 集中 食料資源経済学科
教員 他学部生等受講不可 ~ ★

15 H13050901 インターンシップⅢ 1 通年 集中 食料資源経済学科
教員 他学部生等受講不可 ~ ★

16 H13051001 インターンシップⅣ 1 通年 集中 食料資源経済学科
教員 他学部生等受講不可 ~ ★



大学院開講科目

国際日本学の指定科目は、普遍教育科目の一部及び学部・大学院で開講している専門教育科

目の一部から、国際日本学の趣旨に合致すると選定された科目から構成されています。

各研究科（学府）ごとの指定科目については下記Webページを参照してください。

https://skipwise.chiba-u.jp/course/

※各科目ごとにそれぞれ履修条件等が異なりますので、履修の際はご注意ください。



FAQ

 1 　国際日本学全般について

2 　教養コア（国際コア）について

3 　グローバル・スタディ・プログラム（GSP）について

4 　グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）について

5 　イングリッシュコミュニケーションについて

6 　留学について

7 　グローバルインターンシップ/グローバルボランティアについて

8 　イングリッシュ・ハウスについて
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FAQ

1  国際日本学全般について

国際日本学の履修開始方法を教えてください。履修開始には特別な申し込み

などが必要ですか?

国際日本学を修了する場合または履修証明書を取得する場合は、千葉大学

Moodleによるコース登録が必要になりますのでご留意ください。登録方法は

11ページをご参照ください。

その上で、卒業・修了するまでに修了要件等１）を満たすように、冊子「国際日本

学」に掲載されている授業科目を履修してください。また、国際日本学に指定さ

れている科目によっては、学生ポータルによる履修登録のほか、事前申込やガ

イダンスへの参加が必要な場合がありますので『Guidance2019』や各学部等

で発行されている履修案内をよくご確認ください。

どのように履修計画を立てたらいいか、具体的なことがわかりません。

国際日本学は４つの科目区分から構成されており、それぞれ修得すべき単位

数が設定されてはいますが、各区分ごとの修得単位数には自由度があり、自

分に合った形で履修することができます。まずは、各年度に発行されている「国

際日本学」の冊子を熟読するなどし、各自どの区分から何単位取ったらよいか

把握し、自分なりの履修計画を立ててみましょう。２）また、スーパーグローバル

大学事業推進事務室では、過去の修了者の履修例を閲覧することができます

ので、ぜひ足を運んでみてください。

国際日本学の指定科目はどの学年からでも履修可能ですか。

いいえ。科目によっては履修年次が決められている場合がありますのでご留意

ください。3）詳細は各自『Guidance2019』や各学部等で発行されている履修案

内等でご確認ください。

2015年度に入学しましたが、国際日本学の修了要件は「国際日本学2019」の14

ページを参照してよいのでしょうか。

いいえ。国際日本学の修了要件は、2016年度に変更されています。これに伴

い、４区分の履修要件も見直されていますので、国際日本学の修了に必要な

Q1

A1

Q2
A2

Q3
A3 

Q4

A4

06

１）2016年度より国際日本学の修了

要件等が変更されています。2015年

度以前の入学生は、それぞれの入学

年度に発行された「国際日本学」に掲

載されている修了要件等に従い、履

修してください。ただし、国際日本学

における指定科目については各年度

の開講状況により、変更される可能

性がありますので、25ページ以降を

参照して履修計画を立ててください。

２）国際日本学の履修単位数を記録す

る「国際日本学学習記録記入シート」を

ご活用ください。skipwise Webページ

上（HOME＞国際日本学＞「履修の流

れ」）よりダウンロード可能です。

３）大学院生が学部等の科目を履修

するためには、科目等履修生として

登録することが必要です。出願方法等

については、所属部局の学務担当窓

口にお問い合わせください。

（参照：http://www.chiba-u.ac.jp/

education/non_degree/credit.html）

なお、千葉大学大学院に在学もしく

は入学予定の場合は、検定料等は必

要ありません。
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要件単位数等については、各自の入学年度に発行された冊子「国際日本学」に

掲載されている修了要件に従い、履修してください。

ただし、国際日本学における指定科目については各年度の開講状況により、変

更される可能性がありますので、今年度の指定科目については、本冊子25ペー

ジ以降を参照して履修計画を立ててください。

また、2016年度以降入学者については、所定の履修要件に基づき18単位以上

29単位以下を修得すると履修証明書が取得できることとなりました。詳しくは

本冊子16ページを参照してください。

国際日本学の科目はCAP（履修登録上限単位数）に影響されるのでしょうか?

どの科目がCAPに影響されるかは、学部・大学院によって異なります。所属学

部・大学院の履修案内等で確認してください。

国際日本学の留学区分や国際体験区分の単位を修得するため、第３ターム（夏

季休業期間）や第６ターム（春季休業期間）に実施される通期集中科目を履修

したいのですが、これらの科目も履修登録の上限単位数に含まれますか。

通期集中科目が単位上限に含まれるかどうかは学部によって考え方が異なり

ますので、詳しくは所属学部の学務担当窓口に確認してください。

なお、上限単位数に含まれる場合は履修登録を行うことはできませんが、授業

（プログラム）への参加自体は可能な場合もありますので、詳しくは担当教員

に相談してください。

所属している学部等の卒業要件に入らない単位であっても、国際日本学の単

位として認めてくれますか。

はい。国際日本学の指定科目であれば卒業要件とは別に国際日本学の単位と

して認めます。

過年度に発行された「国際日本学」を入手したい場合はどうしたらよいですか。

skipwise Webページ上（HOME＞国際日本学）よりダウンロードが可能です。

Q5
A5

Q6

A6

Q7

A7

Q8
A8
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大学院に入学したのですが、学部時代に取った単位についても国際日本学の

単位として認められますか?

2015年度以前入学者と2016年度以降入学者とでは国際日本学の修了要件単

位数が異なります。修了要件は、2016年度以降は30単位、2015年度以前は

48単位ですが、異なる課程（学部と修士等）で修得した国際日本学の単位

数を合算できるかどうかは、適用される要件により異なります。詳細につ

いてはスーパーグローバル大学事業推進事務室にお問い合わせください。

国際日本学の修得単位数の状況がよくわかりません。修得単位を管理する方

法はありますか？

国際日本学の履修単位数を記録する「国際日本学学習記録記入シート」をご

活用ください。skipwise Webページ上（HOME＞国際日本学＞「履修の流れ」）

よりダウンロード可能です。

ゲートウェイ「セミナー型・プロジェクト型」の科目群に区分されている科目の

海外プログラムに参加しました。この科目を、国際日本学「留学」区分で申請す

ることはできますか。

可能です。国際日本学のゲートウェイ「セミナー型・プロジェクト型」の区分に

設置されている科目のうち、海外の実習を伴う科目については、国際日本学の

修了認定および履修証明書取得申請の際に「留学」区分として申請することが

できます。

具体的な対象科目については63ページを参照してください。

「国際体験」区分に指定されている科目の海外プログラムに参加しました。

この科目を、国際日本学「留学」区分で申請することはできますか。

可能です。国際日本学の「国際体験」の区分に設置されている科目のうち、海外

の実習を伴う科目については、国際日本学の修了認定および履修証明書取得

申請の際に「留学」区分として申請することができます。

具体的な対象科目については63ページを参照してください。

06  FAQ

Q9

A9

Q10

A10

Q11

A11

Q12

A12
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国際日本学（グローバル・マイナー）における「英語による科目」はどのようにし

て知ることができますか。

国際日本学（グローバル・マイナー）の対象科目は、指定科目一覧のグローバル・

マイナーの欄に「★」と表記されています。国際日本学（グローバル・マイナー）で

は「ゲートウェイ」区分を英語による科目のみで履修する必要がありますので、

修了を目指す場合は★印のついた科目を履修してください。なお、「イングリッ

シュコミュニケーション」区分、「留学」区分、「国際体験」区分は国際日本学の

指定科目全てが国際日本学（グローバル・マイナー）の対象となります。

国際日本学の修了をめざしたいのですが、30単位の修得が難しい場合、途中

から履修証明書の取得に変更することはできますか。

可能です。国際日本学を修了する場合も履修証明書を取得する場合もMoodle 

の登録コースは同じですので、コース変更等の手続きもありません。

国際日本学の履修証明書を取得したいのですが、その場合でもMoodleから登

録する必要がありますか。

はい。国際日本学の修了証書ではなく履修証明書の取得を希望する場合も

Moodle での登録が必要です。

国際日本学の修了認定と履修証明書取得申請時期を教えてください。

国際日本学の修了認定等申請期間は、卒業（修了）年次の12月初旬～12月下

旬までのおおよそ１か月の間です（前期卒業（修了）の場合は７月初旬～７月

下旬）。skipwise Webページ上等で周知しますので、各自ご確認ください。

国際日本学の修了証書及び履修証明書はいつ取得できますか？

卒業・修了時に取得できます。

Q13

A13

Q14

A14

Q15

A15

Q16
A16

Q17
A17



104 国際日本学 2019

2  教養コア（国際コア）について

普遍教育科目の教養コア（国際コア）の単位は、国際日本学として認められますか？

2015年度以降に入学された方は、普遍教育科目教養コア（国際コア）の単位

が、ゲートウェイ「講義型」区分として申請可能です。

3  グローバル・スタディ・プログラム（GSP）に
ついて

海外に行ったことがない、あるいは学部の１年生でも、このプログラムに参加

しても大丈夫でしょうか？

グローバル・スタディ・プログラム（GSP）は、海外未経験や専門知識を持たない

学生も含め、誰でも参加できるように作られている普遍教育科目の授業です。

海外未経験の学生も、新入生の履修者も毎年必ずいます。学習意欲と好奇心

があれば参加可能です。

グローバル・スタディ・プログラム（GSP）と語学研修や文化体験等の留学プロ

グラムとの違いを教えてください。

グローバル・スタディ・プログラム（GSP）は「英語を学ぶ」プログラムではなく、

特定のテーマについて協定校の学生と協働で「英語で学ぶ」授業であり、語学

学習や文化体験を中心的な目的に据えていません。もちろん、この授業を受講

した結果として語学の習得や相手国の文化を知る機会があることは言うまで

もありません。

現在大学院１年生ですが、グローバル・スタディ・プログラム（GSP）を受講でき

ますか。

できます。科目等履修生の登録を必ずしてください。なお、出願期間等４）につ

いては、各自ご確認ください。

Q18
A18

Q19

A19

Q20

A20

Q21

A21

06  FAQ

４）大学院生が学部等の科目を履修

するためには、科目等履修生として登

録することが必要です。出願方法等に

ついては、所属部局の学務担当窓口

にお問い合わせください。 

（参照：http://www.chiba-u.ac.jp/

education/non_degree/credit.html）

なお、千葉大学大学院に在学もしくは

入学予定の場合は、検定料等は必要

ありません。
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日本国籍を持っていないのですが、グローバル・スタディ・プログラム（GSP）に

参加することは可能でしょうか？

千葉大学で行うグローバル・スタディ・プログラム（GSP）の場合は国籍を問わ

ず参加できます。ただし、海外協定校で実施されるグローバル・スタディ・プログ

ラム（GSP）の場合は、本学に在籍している学生でかつ滞在国のビザを取得で

きれば参加できます。

奨学金の対象者はどのように決まるのでしょうか？

参加希望アンケート、インタビュー、そしてオリエンテーションの際に参加希望者

の英語力・学習動機が判断され、対象者が決まります。なお、毎年の奨学金の数

が限られているので、グローバル・スタディ・プログラム（GSP）に参加したい方は

早めに各科目の担当者にご連絡ください。留学生は奨学金支給の対象にはなり

ません。ただし、永住権を持っている外国籍の学生は受給の対象になります。

千葉大学で実施されるグローバル・スタディ・プログラム（GSP）では千葉大生

に奨学金が支給されるのでしょうか？

千葉大学で実施される場合には、奨学金は海外から来た協定校の学生には支

給されますが、千葉大生は対象外です。

グローバル・スタディ・プログラム（GSP）の詳細はどうなっているか教えてください。

本科目の登録方法については、国際教育センター（CIＥ）が実施する「授業ガイ

ダンス」で説明します。ガイダンス日程を含む詳細については、Liberal Arts and 

Collaborative LearningのWebページ（https://cie.chiba-u.ac.jp/liberal_arts/）

に随時掲載しています。

4  グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）に
ついて

グローバル・フィールド・ワークの授業では、どのような留学プログラムを実施

していますか。

Q22

A22

Q23
A23

Q24

A24

Q25
A25

Q26
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グローバル・フィールド・ワークでは、アジアの協定校を派遣先として、第３ター

ム（夏季休業中）及び第６ターム（春季休業中）に２週間程度の短期留学を行う

BOOTプログラムを実施しています。５）

グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）の募集時期はいつ頃ですか。

夏プログラムについては４～５月頃、春プログラムについては10～11月頃に参

加者の募集を行う予定です。なお、募集期間中には説明会も実施する予定です。

グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）のプログラム内容や履修方法について

の詳細は、どこで知ることができますか。

募集要項や説明会にて詳しいプログラム内容をご案内します。なお、募集要項

はskipwise Webページに掲載するほか、説明会でも配布する予定です。

グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）への参加申し込みの際には、学生ポー

タルによる履修登録をする必要がありますか。

申込時に学生ポータルによる履修登録をする必要はありません。参加が確定

した方のみ履修登録が必要となりますが、この手続きは学務部留学生課で行

いますので、学生自身で行って頂く必要はありません。

グローバル・フィールド・ワーク（BOOT）のプログラムの参加費はどのくらいで

すか。また、奨学金を受給することができますか。

具体的な参加費と奨学金については、説明会や募集要項でご案内する予定です。

5  イングリッシュコミュニケーションについて
※普遍教育科目教養展開科目の「イングリッシュコミュニケーション」科目に関するQ&Aです。

「初級者イングリッシュコミュニケーション」と「ビジネスイングリッシュコミュニケーショ

ン」については、61～62ページをご確認ください。

イングリッシュコミュニケーションの履修方法を教えてください。

本科目は、まずskipwise Webページ上の授業申込専用サイトのマイページから

事前申込みを行ってください。イングリッシュコミュニケーションは、レベル別・少

A26

Q27
A27

Q28

A28

Q29

A29

Q30

A30

Q31
A31

06  FAQ

５）「グローバル・フィールド・ワーク」

は授業科目名称、「BOOT」とは本科

目の一環として実施している短期留

学プログラムの通称です。
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人数で行うため、申し込み後に人数調整（申込み多数の場合は抽選）を行い、ク

ラス分け結果をマイページ上で発表します。クラスが確定したら学生ポータル

による履修登録を各自で行ってください。詳しい履修方法は44ページ以降に掲

載されていますので、よく確認してお申し込みください。

今年度イングリッシュコミュニケーション中級を履修した場合、次年度も同一

科目を受講することはできますか？

はい。本科目は、授業内で様々なトピックに関するディスカッションを英語で行

い、授業時間数を重ねることで英語によるコミュニケーション能力を高めると

いう目的があるため、同一名称科目を重複履修することができます。

大学院生でもイングリッシュコミュニケーションは履修できますか?

はい、履修できます。ただし、「イングリッシュコミュニケーション」は普遍教育科

目のため、科目等履修生の出願が必要です。６）所定の出願期間に科目等履修生

としての申請をされていない場合には、本科目を履修していただくことはできま

せんのでご留意ください。

１タームに２クラス受講することは可能ですか。

本科目は原則、１ターム１クラスのみの受講となっております。ただし、上級Ⅱ

レベルを受講可能な学生に限り、上級Ⅰクラスを受講していただける場合も

あります。ご自身のレベルに関しては、45ページに記載されている「レベル分け

基準表」でご確認ください。

イングリッシュコミュニケーションは卒業要件単位として認められますか?

本科目が、卒業要件単位として認められるかは、各学部によって異なりますの

で、まずは所属学部において、イングリッシュコミュニケーションが該当する教

養展開科目「コミュニケーションリテラシー能力を高める」が卒業要件単位とし

て認定されているか確認してください。

Q32

A32

Q33
A33

Q34
A34

Q35
A35

６）大学院生が学部等の科目を履修す

るためには、科目等履修生として登録

することが必要です。出願方法等につ

いては、所属部局の学務担当窓口にお

問い合わせください。

（参照：http://www.chiba-u.ac.jp/

education/non_degree/credit.html）

なお、千葉大学大学院に在学もしくは

入学予定の場合は、検定料等は必要

ありません。
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単位はいらないので、イングリッシュコミュニケーションを聴講という形で受講 

できますか?

本科目は原則聴講という形での受講はお断りしておりますが、各部局のCAP制

や履修制限などにより、本科目の受講が難しい場合に限り、クラスの空き状況を

鑑みた上で、聴講という形での受講が認められることもあります。まずは、スー

パーグローバル大学事業推進事務室にお問い合わせください。なお、聴講とい

う形で受講した場合は、単位は付与されませんが、授業内での発言や宿題、最

終アセスメントの実施などは通常通り行っていただきますので、その旨ご留意

ください。

イングリッシュコミュニケーションのオンラインレベルチェックを受けた後、画

面上で自分のスコア（レベル）を確認することができますか?

確認することはできません。

イングリッシュコミュニケーションの履修申し込みを行いクラスが決定したので

すが、事情により履修を変更・取消したいと思っています。その場合、学生ポータ

ルから履修登録を取消しすればよいですか。

いいえ。第１タームおよび第２ターム・第４タームおよび第５タームとも、クラス

決定後に変更・取消を希望する場合は、必ず授業申込専用サイトのマイページ

から変更・取消の希望を出してください。スーパーグローバル大学事業推進事務

室にて変更・取消内容を確認後、マイページにて受付の可否を通知しますので、

クラスが確定したら学生ポータルによる履修登録を各自で行ってください。

なお、お申込み内容の変更および取消しについては、それぞれ所定期間内にご

連絡ください。詳細は54ページ、57ページをご確認ください。

また、大学院生については、科目等履修生の申請後は原則、変更・取り消しい

ずれについても受付けておりませんのでご留意ください。

イングリッシュコミュニケーションの履修期間中に何回か授業に参加できない

日がありますが、ほかの曜日に振りかえることは可能ですか?

登録をしたクラスに継続して出席していただいた上で、評価を行いますので、

振替等の対応は行っていません。

Q36

A36

Q37

A37

Q38

A38

Q39

A39

06  FAQ
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6  留学について

留学（短期・長期）の申込方法を教えてください。

国際日本学の「留学」科目群として指定されている留学のうち、短期留学につ

いては、各プログラムが開催する説明会に参加して詳細を把握してください。

長期留学に関してはそのプログラムを実施している機関・担当部署に申込みを

行ってください。また、海外派遣留学プログラム（12ヶ月まで）については国際

教育センター内海外留学支援室にお問い合わせください。

留学に関する奨学金制度について教えてください。

留学のための奨学金制度として、学部学生を対象とした「千葉大学学部学生

留学支援奨学金」があります。募集通知は、下記のURLに掲載します。

http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/index.html

その他、学内の留学プログラムに付随する奨学金については、そのプログラムを

実施している機関・担当部署にお問い合わせください。なお、海外留学支援室

Webページ
７）

にて、大学に寄せられた奨学金の情報
８）

を随時掲載しています。

留学生ですが、留学を申し込むことは可能ですか?

まずは、そのプログラムを実施している学内の担当者にお問い合わせください。

留学先で修得した単位のうち、4単位が千葉大学の単位として認定されました

が、国際日本学への認定の仕組みについて教えてください。

留学先で修得した単位のうち、本学の単位として認定されたものが国際日本学

の単位としても認定されます。また、留学で修得した単位は講義型科目群に指

定されている場合でも、「留学」区分として申請が可能となる場合があります。詳

しくは、スーパーグローバル大学事業推進事務室にお問い合わせください。

Q40
A40

Q41
A41

Q42
A42

Q43

A43

７）海外留学支援室Webページ:

https://cie.chiba-u.ac.jp/sase/

８）奨学金のほとんどは、日本国籍も

しくは日本の永住権を有していること

が条件となっています。なお、奨学金

については独立行政法人日本学生支

援機構のWebページも参照してくだ

さい。

http://www.jasso.go.jp/
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7  グローバルインターンシップ／グローバル
ボランティアについて

昨年度のTOEICスコアは、グローバルインターンシップの参加条件として認め

られますか?

認められます。ただし、プログラムによって求められるスコアが異なります。

１年生ですが、グローバルインターンシップの海外プログラムに参加できますか？

参加できません。原則として、グローバルインターンシップは２年生以上の方が

対象となっています。ただし、春休み期間に実施する春季プログラムについては

１年生でも参加が可能です。大学院生も必要な手続きを行うことで参加が可

能です。

なお、グローバルボランティアは１年生からでも参加が可能です。

留学生ですが、グローバルインターンシップ／ボランティアに参加できますか?

留学生も参加ができます。ただし、派遣先によっては十分な日本語能力が求め

られることをご了承ください。また海外プログラムの場合、奨学金の支給がで

きません。更にビザ取得については自身で手配する必要があります。

グローバルインターンシップ／ボランティアへの申込方法を教えてください。

各ガイダンスや説明会にて募集要項を入手できます。募集要項で応募に必要

な書類や手順を確認してください。ガイダンス開催後はskipwise Webページで

募集要項を入手することができます。申込時に学生ポータルによる履修登録を

行う必要はありません。

グローバルボランティアに申し込んだ場合、必ず希望したプログラムに参加す

ることができますか。

いいえ。グローバルボランティアは、プログラムによっては募集人数に上限があ

る場合や若干名しか募集しない場合があります。

エントリーシート提出後、担当教員による選考を行いますので、選考に通らな

かった場合はプログラムに参加することはできません。

Q44

A44

Q45
A45

Q46
A46

Q47
A47

Q48

A48

06  FAQ
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なお、グローバルボランティアには、海外プログラムと国内プログラムがありま

すが、海外プログラムについては数名程度しか受け入れないものが多いため、

詳細はガイダンス等で確認してください。

事前学習が行われる時間帯を教えてください。

シラバスで確認してください。またガイダンスでも詳細を説明しますので履修を

希望される方はできるだけガイダンスに参加してください。

グローバルボランティアに興味があります。履修方法と費用について教えてく

ださい。

グローバルボランティアの履修には、原則として、「グローバルボランティア事

前学習」（第２ターム開講）を履修していただく必要があります。詳細は、本冊

子75ページをご参照ください。

また、本科目は事後学習、成果報告と50時間相当の活動で単位認定されます。

学期中のプログラムと休業期間を利用したプログラムがありますが、学生ポー

タルでの登録は行わず、担当教員の指示に従って履修してください。

費用については、プログラムの渡航先によって異なりますので募集要項やWeb

ページ等で確認してください。また、学外の団体が主催するボランティアプログ

ラムについては、ガイダンスにて各団体の担当者が直接プログラム説明を行い

ます。プログラムによって申し込みの手続きが異なりますので、興味のある人は

必ずガイダンスに出席するか資料等で確認してください。

グローバルボランティアⅠ、Ⅱ、Ⅲの違いを教えてください。

「グローバルボランティアⅠ」では、国内外において初めてボランティアに参加

する学生向けに、初歩的なプログラムを提供します。「グローバルボランティア

Ⅱ」では、「グローバルボランティアⅠ」を既に履修した学生、ボランティアの経

験やそのフィールドに対する一定の知識を持った学生向けに現地集合・現地解

散のできる海外プログラムを提供します。「グローバルボランティアⅢ」には、自

らでプログラムを開拓するなど、高度なプログラムが該当します。「グローバル

ボランティアⅡ」と「グローバルボランティアⅢ」に該当するプログラムに参加希

望の学生は、担当教員ならびに協力団体が面接を行い、適性を判断します。

Q49
A49

Q50

A50

Q51
A51
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一覧にはないインターンシップやボランティア活動に参加しました。これはグ

ローバルインターンシップ／グローバルボランティアとして認めてもらえますか？

グローバルインターンシップ／ボランティアは事前学習・事後学習及び50時間

相当の活動に従事する必要があります。また、そのインターンシップ／ボランテ

ィアの活動内容が科目の趣旨に合うものかどうかは担当教員が判断します。こ

れについては活動する前に担当教員に相談してください。

8  イングリッシュ・ハウスについて

イングリッシュ・ハウスは誰でも利用できますか?

千葉大生及び教職員でしたら、誰でもご利用いただけます。

（イングリッシュ・ハウスのご案内については、78～79ページをご覧ください。）

イングリッシュ・ハウスの利用方法を教えてください。

２階にはスタッフが常駐しています。

皆さんのご希望をお伺いしてから、レッスンのご予約方法や各講座について具

体的にご案内しますので、お気軽にお越しください。９）

英語にあまり自信がないのですが、利用できますか?

もちろんです。利用者の中には、英語初級者の方も多くいらっしゃいますので、

どのレベルの方でも安心してご利用いただけます。

Q52

A52

Q53
A53

Q54
A54

Q55
A55

９）イングリッシュ・ハウスお問い合わせ先 

電話 ： 043-290-3987

email : english-house@chiba-u.jp

公式Webページ : http://www.chiba-u.

ac.jp/englishhouse/

facebook : Chiba University English 

House

Instagram : englishhousechiba

Twitter @EnglishHouse_CU
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1  国際日本学全般に関すること

    

2  普遍教育科目に関すること

3  学部専門科目・大学院開講科目に関すること

窓口 / 場所 電話番号 メール 業務内容

普遍教育事務室
総合校舎１号館１階

043-290-3614 dcf3613@office.chiba-u.jp
・普遍教育の教育課程編成
・普遍教育に係る授業及び成績の評価に
・関すること

国際日本学に関する窓口07

学部名 窓口 / 場所 電話番号 メール 業務内容

学務部
スーパーグローバル
大学事業進事務室

事務局1階 043-290-3782 skipwise-info@chiba-u.jp
・skipwise プログラムに関すること 
・国際日本学に関すること
・イングリッシュコミュニケーションに関すること

学部名 窓口 / 場所 電話番号 メール 業務内容

国際教養学部 総合校舎１号館１階 043-290-2496 las-gakumu@chiba-u.jp

（学部・大学院）
・教育課程編成、授業実施・運営
・学籍関係（留学、休学、復学、退学等）
・転部・転科
・履修手続き
・成績関係
・進級・卒業（修了）判定
・修士・博士論文、学位関係
・教育実習関係、教員免許状
・各種証明書発行（発行機以外）
・入学者選抜
・就職関係
・修学相談
・科目等履修生に関わる手続き
 （亥鼻・松戸キャンパスのみ）

・ 授業料免除等の申請
・ 日本学生支援機構奨学金等の申請

文学部 文学部棟１階 043-290-2351 bhgakumu@office.chiba-u.jp

法政経学部 文学部棟１階 043-290-2353 bhgakumu@office.chiba-u.jp

教育学部 教育学部１号館１階 043-290-2514 hai2514@office.chiba-u.jp

理学部 理学部１号館２階 043-290-2880 iad2880@office.chiba-u.jp

工学部 工学部管理棟１階 043-290-3055 mak3054@office.chiba-u.jp

園芸学部 園芸学部管理棟１階 047-308-8713 zag8712@office.chiba-u.jp

医学部 医学部本館１階 043-226-2008 sag5032@office.chiba-u.jp

薬学部 医薬系総合研究棟Ⅱ１階 043-226-2941 kae2979@office.chiba-u.jp

看護学部 看護学部管理棟１階 043-226-2453 tag5660@office.chiba-u.jp

人文公共学府 文学部棟１階 043-290-2354 gah2352@office.chiba-u.jp

教育学研究科 教育学部１号館１階 043-290-2512 hai2514@office.chiba-u.jp

融合理工学府（理学系） 理学部１号館２階 043-290-2880 iad2880@office.chiba-u.jp

融合理工学府（工学系） 工学部11号棟１階 043-290-3885/3887 pad3885@office.chiba-u.jp

園芸学研究科 園芸学部管理棟１階 047-308-8714 engei-daigakuin@office.chiba-u.jp

医学薬学府（医学領域） 　医学部本館１階 043-226-2009 sah5234@office.chiba-u.jp

医学薬学府 （薬学領域） 医薬系総合研究棟Ⅱ１階 043-226-2862 yakugaku-in@chiba-u.jp

看護学研究科 看護学部管理棟１階 043-226-2450 tae5667@office.chiba-u.jp
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4  留学に関すること

    

5  イングリッシュ・ハウスに関すること

窓口 / 場所 電話番号 メール 業務内容

イングリッシュ・ハウス
（総合学生支援センター内）

043-290-3987
english-house@chiba-u.jp
http://www.chiba-u.ac.jp/

englishhouse/

・開館時間 ９：00-17：30（月～金）
・イングリッシュ・ハウス運営全般
・個別レッスンやワークショップの実施
・ IELTS、TOEFL-iBT、TOEIC対策の実施（単位

付与あり）
・ ビジネス／初級者イングリッシュコミュニ

ケーションの実施（単位付与あり）
・各種イベントの実施
・Global+ 短期留学プログラムに関すること

課名 窓口 / 場所 電話番号 メール 業務内容

留学生課
国際教育センター１階

海外留学支援室
043-290-2190

kaigai-ryugaku@office.chiba-u.jp
https://cie.chiba-u.ac.jp/sase/

・ 受付時間 ９：00-17：00（月～金）

・ 海外派遣留学プログラムに関すること

・ グローバル・フィールド・ワーク（短期留学プログ

    ラムBOOT）に関すること

・ 海外派遣留学ガイダンス/留学成果発表会/

   各種留学・国際交流に関連するイベントの実施

・ 海外留学に関する情報提供（学生交流協定

   校、奨学金等）

・ 留学関連資料コーナーの設置

学務部
スーパーグローバル
大学事業推進事務室

事務局１階 043-290-3782
skipwise-info@chiba-u.jp

https://skipwise.chiba-u.jp/

・ 受付時間 ９：00-17：00（月～金）
・ トビタテ！留学JAPANに関すること
・ 国際日本学にかかわる「留学」区分に
    関すること

普遍教育事務室
総合校舎１号館１階

043-290-3614 dcf3613@office.chiba-u.jp
・ 受付時間 ９：00-17：00（月～金）

・ 普遍教育科目における海外語学研修

   科目について
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6  問い合わせ先・案内図

野球場

北門

正門

南門

千葉都市モノレール
天台駅まで
徒歩１０分
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附属図書館
アカデミック・リンク・

センター

かたらいの森

京成みどり台駅まで
徒歩７分

留学生課
海外留学支援室

（国際教養学部・普遍教育事務室）

イングリッシュ・ハウス

普遍教育窓口

国際日本学に関するお問い合わせは
学務部スーパーグローバル大学事業
推進事務室（事務局棟１階）まで

JR西千葉駅

総
武
線
（
至
千
葉
）

総
武
線
（
至
東
京
）

事務局

文学部・法政経学部
教育学部
理学部
工学部
総合校舎
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