
フランス 語 学 科 ＿ 学 び の 体 系 図

外国語教育

学科専門教育

キャリア教育

世界に通じる教養教育
（全学共通プログラム）

「 フランス 語 」「 広 い 視 野 」「 深 い 知 識 」を

  身 に つ け る た め の カリキ ュ ラム

キャリアデザイン科目、資格・検定、TOEIC＆TOEFL Study Support、エアライン・ホスピタリティ科目

専門ゼミナール・卒業論文

「世界理解の方法」

「日本理解の方法」

【導入科目】

【応用科目】

文化・言語・芸術・宗教など

人文分野

環境・生命・教育・メディアなど

学際分野

哲学・法・国際関係など

社会分野

ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、
中国語、韓国語、インドネシア語、タイ語、アラビア語

フランス語・
フランス文化系

フランス語の構造および歴史、フラ

ンス語と英語の比較など理論的

な学びから、より実践的なフラ

ンス語を身につけます。また、フラ

ンス文化を「文学」「思想」「芸術」

などを通して学んでいきます。

フランス
ビジネス系

基本的なフランス語を学習

した後に、専門的なフランス語

とビジネスに必要な知識を

学び、実社会で実践できる

高いフランス語運用能力を

身につけます。

海 外 研 修

長 期 留 学

英語（必修）

自分で考え、気づく 「キャリアデザインプログラム」

英 語フランス語

英語の基礎力を磨く

「英語基幹プログラム」

高度な外国語運用能力を
備えるための
「専攻言語プログラム」

ロジカル・シンキングと日本語の強化
「アカデミックスキルズプログラム」

世界と対話するための
「複言語プログラム」

世界に通じる教養を身につける
「世界教養プログラム」

フランス 語 学 科 ＿ カリキュラム

アカデミックスキルズ
プログラム

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次
●Academic Skills  Ⅰ
● Academic Skills Ⅱ

英語基幹プログラム ●Power-up Tutorial１・2
● Listening Comprehension１・2
● Core English１・2  ● TT I

専
修
科
目

自
由
選
択
科
目

導入

応用

世界教養
プログラム

卒業要件：4年間において124単位以上を取得すること。（各科目区分において規定の単位数以上を取得すること）　
※記載されている科目は予定であり、変更の場合があります。

● 必修科目　▲ 選択科目 ＊科目により、開講年次が異なります。

▲ドイツ語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・ロシア語・中国語・韓国語・インドネシア語・タイ語・アラビア語

●情報リテラシー
▲データサイエンスA
▲情報システム基礎

●フランス語Ａ－１・２（会話・作文）
●フランス語Ｂ－１・２（会話・作文）
●フランス語Ｃ－１・２（講読・文法）
●フランス語Ｄ－１・２（講読・文法）
●フランス語Ｅ－１・２（総合演習）

●フランス語Ａ－３・４（会話・作文）
●フランス語Ｂ－３・４（会話・作文）
●フランス語Ｃ－３・４（講読・文法）
●フランス語Ｄ－３・４（講読・文法）
●フランス語Ｅ－３・４（総合演習）
●フランス語Ｆ－４（フランス語検定）
●フランス語Ｇ－３・４（パワーアップ･チュートリアル）

●フランス語Ａ－５・６（会話・作文）
●フランス語Ｂ－５・６（会話・作文）
●フランス語Ｃ－５・６（講読・文法）
●フランス語Ｄ－５・６
  （アドバンスト・パワーアップ・チュートリアル）

▲フランス語Ａ－７・８（会話・作文）
▲フランス語Ｂ－７・８（講読・文法）
▲フランス語Ｃ－７・８（講読・文法）

▲フランス芸術  ▲フランス語圏比較文化 
▲フランス語通訳・翻訳法  ▲フランス語・英語比較表現研究 

▲Webデザイン
▲プログラミング言語
▲データサイエンスB

●世界理解の方法  ●日本理解の方法

▲フランス研究ゼミナールＡ－１・２  ▲フランス研究ゼミナールＢ－１・２
▲フランス研究ゼミナールＣ－１・２  ▲フランス研究ゼミナールＤ－１・２
▲フランス研究ゼミナールＥ－１・２  ▲フランス研究ゼミナールＦ－１・２
▲フランス研究ゼミナールＧ－１・２  ▲フランス研究ゼミナールＨ－１・２
▲フランス研究ゼミナールＩ－１・２  

専門
科目群

●Advanced Core English1・2
●英語総合演習１・2  ● 英語講読１・2

●フランス学（文学・思想）
●フランス学（歴史・文化）
●フランス学（社会・経済）

▲ヨーロッパ文化Ａ・B  ▲アメリカ文化Ａ・B  ▲スラヴ・ユーラシア文化Ａ・B  ▲東南アジア・オセアニア文化Ａ・B
▲西アジア・アフリカ文化Ａ・B  ▲東アジア・日本文化Ａ・B  ▲物語と翻訳理論  ▲絵画から世界を読む  ▲映画論Ａ・B  
▲キリスト教の世界  ▲イスラム教の世界  ▲仏教・儒教の世界  ▲人間発達と行動心理  ▲メンタルヘルス  ▲数と形の世界  
▲地球環境と災害  ▲広告の戦略  ▲情報とコミュニケーション  ▲ＮＧＯ・ＮＰＯとボランティア  ▲多文化社会論  
▲現代を生きる哲学  ▲現代政治Ａ・B  ▲ナゴヤ学とツーリズム  ▲世界時事Ａ・B  ▲グローバルビジネスと外交

▲英語総合演習３・4  ▲英語講読３・4  ▲ Advanced English 1・2
▲複言語特殊講義

複言語プログラム＊

ICTプログラム

▲言語とコミュニケーション  ▲英語の歴史  ▲言語の習得  ▲通訳翻訳実践
▲世界文学A・B  ▲音楽と演劇  ▲アニメ文化  ▲ポップカルチャー  
▲ユニバーサルデザイン  ▲比較宗教論  ▲日本の現代史  ▲異文化接触Ａ・B
▲ヒューマンケア論  ▲暴力といじめ  ▲生涯学習  ▲比較人間文化  ▲統計の見方  
▲生命科学と倫理  ▲世界の食文化  ▲脳の科学 ▲ソーシャルメディア  ▲映像メディア  
▲文化とコミュニケーション  ▲ジャーナリズム  ▲少子高齢化と福祉・労働  ▲公益通訳翻訳
▲多言語多文化マネジメント  ▲人口と移民  ▲家族と法  ▲法と国際社会  ▲知的財産
▲ジェンダー･人種･言語 ▲人権と倫理  ▲地方自治と地域コミュニティ  ▲医療福祉   
▲社会政策  ▲比較教育制度  ▲現代アメリカ  ▲ＥＵ  ▲ＢＲＩＩＣＳ
▲現代イスラム  ▲平和構築・紛争予防 ▲国際金融システム  ▲開発経済  
▲ベンチャービジネスと経営 ▲企業会計を読む  ▲グローバルビジネス人材論

▲スポーツＡ
▲スポーツＢ

▲スポーツＣ  ▲スポーツＤ
▲健康科学  ▲日本国憲法  ▲人権問題

▲フランス文学  ▲フランス語学
▲フランス思想  ▲フランス文化

▲フランスビジネス実践  ▲国際ビジネスシミュレーション 
▲フランス語圏地域社会研究  ▲フランス語圏・英語圏比較ビジネス研究 

▲フランス経済  ▲フランス社会
▲フランスビジネス理論
▲フランス語圏観光ビジネス

専攻言語プログラム

専門ゼミナール

▲卒業論文卒業論文

▲特別研究A・B・C・D・E・F・G・H特別研究科目

▲エアライン概論  ▲ホスピタリティ基礎演習  ▲学外実地研修（国内・海外）  ▲エアライン・トレーニング・スタディA・B

▲航空概論  ▲ホスピタリティ入門演習 ▲ホスピタリティ応用演習  ▲航空産業論

エアライン・ホスピタリティ科目

▲ツーリズム論  ▲航空ビジネス論  ▲エアライン・サービスフロント研究

▲エアラインとESG  ▲ホスピタリティ特別演習

海外研修 ▲海外研修Ａ（フランス語圏）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ  ▲海外研修Ｂ（フランス語以外の言語圏）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

キャリアデザイン科目＊ ▲キャリアデザインⅠ・ⅡＡ（現代社会のルール）・ⅡＢ（会社組織と経営）・ⅡＣ（Current Topics）・Ⅲ  ▲キャリアプラン  ▲インターンシップ学外研修（国内A）・（国内B）・（海外A）・（海外B）

その他

ジャパンスタディーズ＊

学科基盤

フランス語・
フランス文化系

フランス
ビジネス系

全
学
開
放
科
目

全
学
共
通
基
幹
科
目

▲フランス語科教育法1・2・3・4教職特別科目

▲Introduction to Global Business in Japan  ▲ Issues in Global Business in Japan  ▲The Japanese Tourism Industry : Hospitality and Travel   ▲Tourism and Destination Develop-
ment  ▲Service Learning across Cultures : Volunteering in Japan  ▲ Japanese Education System and Society  ▲The Religious Ideologies and Philosophical Traditions of Japan  
▲Philosophy in Modern Japan  ▲Global Perspectives on Japanese Pop Culture  ▲Cultural History : A Cultural History of Medicine and Diseases in Modern Japan  ▲The History of 
Japan  ▲ Japanese Traditional Culture and Art  ▲ Japanese Modern Culture and Art  ▲ Japanese Pop Cultures Through Media : Focus on Commercials  ▲ Japanese Literature  
▲Studies in Japanese Popular Culture : A look at Manga and Anime  ▲ Japanese Culture Through Film  ▲ Introduction to Community Interpreting and Translation in Japan : 
Focus on the Legal Setting  ▲ Japan Through Japanese Traditional Performing Arts  ▲ Japanese Society and World Through Media  ▲Service Learning at an Elderly Facility

▲ AI・データサイエンス入門

企業提携プログラム


