
文化コミュニケーション学科 科目配置図

期後期前期後期前

基
礎
科
目

導入・開発 必修 フレッシュマン・セミナーＡ フレッシュマン・セミナーＢ
基礎教養 ｂ習演読講献文ａ習演読講献文ａ礎基読講献文修必

ｂ礎基読講献文択選
言
語
文
化
・
コ
ミ

ニ
ケ

シ

ン

日本語 必修 日本語表現法Ⅰ
Ⅱ法現表語本日論化文語本日択選

英語
必修

English Communication Ⅰ English Communication Ⅱ
English Reading Ⅰ English Reading Ⅱ

English for Everyday Life

選択
Sound Production Grammar Ⅰ Grammar Ⅱ Business English
英文講読Ⅰ 英文講読Ⅱ 英文講読Ⅲ 英文講読Ⅳ

Travel English

第二外国語 選択
中国語Ⅰａ 中国語Ⅰｂ 中国語Ⅱａ 中国語Ⅱｂ
韓国語Ⅰａ 韓国語Ⅰｂ 韓国語Ⅱａ 韓国語Ⅱｂ
ドイツ語Ⅰａ ドイツ語Ⅰｂ ドイツ語Ⅱａ ドイツ語Ⅱｂ
スペイン語Ⅰａ スペイン語Ⅰｂ スペイン語Ⅱａ スペイン語Ⅱｂ

情報・文献 必修 情報処理リテラシー
情報処理概論

スポーツ・保健
必修 生涯スポーツⅠ
選択 〉Ⅱツーポス涯生〈〉Ⅱツーポス涯生〈論化文ツーポス

心と身体の健康学

現代教養

必修 キリスト教入門Ａ キリスト教入門Ｂ キリスト教人間論Ａ キリスト教人間論Ｂ

選択

学哲Ⅰ劇演語英Ⅱ学会社Ⅰ学会社
学理倫Ⅱ学理心Ⅰ学理心

Ｂンイザデアリャキ学法史代現法憲国本日
論境環球地学済経講特学文洋西）中集（門入くるさ崎長

女性学入門 キャリアデザインＡ 地理学
漢字文化入門 数学の基礎 世界遺産学

長崎地域研究 日本古典文学研究Ⅰ
An Introduction to Nagasaki’s Christian History
Nagasaki Fieldwork
長崎の探究
地域の創造

自由科目 選択
History and Culture of Nagasaki（集中） アクティブ・ラーニングＡ 自然科学の基礎 アクティブ・ラーニングＡ

Japanese Studies
数的処理

基
幹
科
目

学科共通科目

必修 文化研究入門Ⅰ コミュニケーション研究入門 異文化間コミュニケーション論
文献講読

選択

英語文化入門 文化研究入門Ⅱ 文化人類学Ⅰ 文化人類学Ⅱ
グローバルプロジェクト グローバルプロジェクト実践演習 論ンョシーケニュミコ語言非学語言

英語学概論Ⅰ 英語学概論Ⅱ
音声言語（集中） 英米文学入門Ⅱ
英米文学入門Ⅰ キリスト教と倫理
TOEIC

英語コミュニケーション専攻

専攻
必修

English Seminar Ⅰ
English Writing Ⅰ English Writing Ⅱ
TOEIC

選択
English Social Club マルチメディア活用演習Ａ 通訳実務演習

プレゼンテーション演習 マルチメディア活用演習Ｂ
English Discussion (Issues)

情報コミュニケーション専攻
専攻
必修

情報コミュニケーション 画像処理演習 Webデザイン演習
情報処理演習

選択 マルチメディア活用演習Ａ 情報処理総合演習
プレゼンテーション演習 マルチメディア活用演習Ｂ

日本文化専攻

専攻
必修

Ｂ学文漢Ａ学文漢史本日論概学文本日
日本文学研究（理論） 日本語語彙論 日本古典文学研究Ⅱ

選択

日本語の文法と歴史 日本語の文体
学俗民本日道書

古文書学
日本文学研究
日本文化史

アジア文化専攻 選択

Ｂ学文漢Ａ学文漢
東アジア文化論 日中比較文化論

論化文アジア南東史国外
史化文洋東道書

ヨーロッパ文化専攻 選択

英米文学入門Ⅰ 英米文学入門Ⅱ
史化文パッローヨ史国外

ヨーロッパ文化論Ａ ヨーロッパ文化論Ｂ
ドイツ語演習Ⅰ
スペイン語演習Ⅰ

キリスト教文化史 美術史

長崎学専攻 選択

長崎とキリシタン文化 長崎文化交流史 長崎と西欧文化 日本文化史
論化文較比中日論化文アジア東史本日

東洋文化史
東南アジア文化論
古文書学

関連科目 選択
）中集（習実外海化文語言）中集（習実外海化文語言

応用科目 必修

期後期前期後期前

論学科命生Ⅱ劇演語英
インターンシップ

人文科学の基礎

究研照対語英日論特学哲論特学理倫
TOEIC Advanced Ⅰ TOEIC Advanced Ⅱ

学会社較比講特学語英

地域文化研究（英米文化研究特講）
英米文学研究（文学史）

Academic Writing Ⅰ Academic Writin ⅡgnitirWsisehTⅠgnitirWsisehTⅡg
Academic Reading Ⅰ Academic Reading Ⅱ

stnevEtnerruCgnikaepScilbuP
英語情報データベース

プログラミング演習 ビジネスコンピューティング
データベース演習

習演析分ターデ索検報情
Webプログラミング演習

Ⅳ究研学文典古本日）文散（究研学文代近本日Ⅰ論概学語本日
読講学文典古本日Ⅱ論概学語本日）史学文（究研学文本日
読講学文代近本日想思の本日Ⅰ造構の語本日

日本近代文学研究（韻文）（集中） 日本語の構造Ⅱ
日本古典文学研究Ⅲ（集中） 考古学

学会社較比教宗の本日

想思のアジア説概史究研アジア論化文アジア南
比較教育
国際関係論
キリスト教文化史（英語）
比較社会学

地域文化研究（英米文化研究特講） 英米文学研究（作家作品論）
究研照対語英日）語英（史化文教トスリキ想思のパッローヨ

英米文学研究（文学史） アジア研究史概説
ドイツ語演習Ⅰ

論係関際国Ⅱ習演語ンイペス
比較社会学

芸工術美の崎長）語英（史化文教トスリキ教宗の本日
日本近代文学研究（散文） 長崎と近代化

言語文化海外実習（集中）
キャリアセミナー
子ども英語教育

ｂⅡ習演攻専ａⅡ習演攻専ｂⅠ習演攻専ａⅠ習演攻専
卒業論文


