
アクティブラーニング形式の「国際教養フィールドワークAB」は、学生
が実際に京都や奈良を訪れ、華道や茶道、能楽、仏像といった日本の
伝統文化を学ぶ科目です。講師となるのは、各分野の伝統文化を継承
する方々。教科書を読んだり、講義を聞いたりするだけの授業ではなく、
直接プロフェッショナルから伝統文化の魅力を学び、理解を深めることが
できます。

国際人として日本文化を海外に発信するためには、英語コミュニケーショ
ン力が欠かせません。そこで本コースでは、少人数体制での、ネイティ
ブ講師による英会話の授業を開講しています。身につけた英語力を活か
し、卒業制作として「浄土宗公式サイト」の英訳を手掛けた学生もいま
す。また、TOEICなどの試験対策も行っており、その成果としてスコアアッ
プも目指せます。

学びのキーワード
日本 文 化 英 語コミュニケーション 情 報 発 信

仏教の教えを、世界に届ける。
2500年にわたる歴史を持つ仏教。その教えは、日本のみならず、アジアをはじめさまざ
まな国や地域に広まっています。また、日本の伝統文化や芸術、そして “おもてなし” 
の心の根底には仏教精神があり、それに関心を持つ人は世界中に存在します。そうした
背景を踏まえ、国際教養コースでは国際社会で活躍するグローバルな人材の輩出を目
指し、知識と語学の両方を磨いていきます。日本の伝統文化を体験する授業や海外の
協定校への留学や語学研修参加など、さまざまな機会を用意しています。ここでの経験
を経て感じた日本の魅力をぜひ世界へ伝えてください。

仏 教 学 部  仏 教 学 科

国 際 教 養コース
FACULTY OF BUDDHIST STUDIES

DEPARTMENT OF BUDDHIST STUDIES
INTERNATIONAL LIBERAL STUDIES COURSE

国際教養コースの魅力

本コースでは、「日本の魅力を世界に発信したい」という思いを持った学生が学んでいます。
1、2年次では、仏教の基礎知識、そして少人数制の授業を通して徹底的に英語を学びます。
同時にアクティブラーニングで華道・茶道・書道を学び、日本文化への理解を深めます。
3、4年次では、これまでの経験を活かして、理解した仏教・日本文化について国際社会
に向けて発信を行います。以上の学びのなかで学生は、語学力や知識・経験だけでなく、
発信力を磨くことができます。

仏教学科

倉西 憲一 専任講師

「伝える力」と、
「伝える知識」を学ぶ

学びの最前線TOPICS

国際教養コースには、英語で日本の伝統文化や仏教につい
て発表する授業があり、文化の理解と英語力アップを同時
に進めることができます。また、実際に茶道や書道、華道
を体験しながら、一つひとつの動作に込められた意味も学習。
実体験をとおして日本の「おもてなしの精神」に触れることで、
自慢の文化を海外に伝えたいという思いが強まり、さらな
る英語力向上を目指すモチベーションになっています。実
は高校までは英語に苦手意識があったのですが、今では英
語が好きになり、自信もつきました。多くの宿題が課される
わけではなく、ネイティブの先生による少人数体制での授
業に集中すれば時間内に完結する授業スタイルも私に合っ
ているのだと思います。おかげで卓球部の活動と学業とを
両立させることもできており、先生方には感謝しかありません。

 時間割の一例（2年次）

MON TUE WED THU FRI SAT

1 基礎仏教学Ⅲ 基礎仏教学Ⅲ インド仏教研究

2 コミュニケー
ション英語Ⅲｰｂ

コミュニケー
ション英語Ⅲｰｂ

データサイエンス
Ⅳ

3 仏教学基礎
ゼミナールⅢ

コミュニケー
ション英語Ⅲｰｂ リーダーシップⅠ

4 コミュニケー
ション英語Ⅲｰｂ

コミュニケー
ション英語Ⅲｰｂ

コミュニケー 
ション英語Ⅲｰｂ

5

6

7 アントレ 
プレナーシップ論

学融合ゼミナールⅠ
（オンデマンド） 超スマート社会論

在学生に聞く 国際教養コースの学び

VOICE

石井 日菜 さん
仏教学科 国際教養コース 3年
千葉県 木更津総合高等学校  出身

英語への苦手意識が消え
自信と向上心が芽生えました

● 4年間の学びの流れ

●  日本の伝統文化や仏教に興味を持ち、深く
学びたいと考える人

●   日本の伝統文化や仏教の魅力を、広く世界に
伝えたい人

●   日本人としての教養を身につけ、それを活か
して国際的に活躍する意欲がある人

●  国際的な課題に対して問題意識を持ち、自
ら関わっていきたいと考えている人

こんなキミに学んでほしい

● 国際教養コースの就職実績（過去3年間）
葵企業株式会社／株式会社エービーシー・マート／株式会社カナメ／株式会社ジェ
イシーエス／株式会社システム技研／株式会社システムデザイン／（医）社団福
寿会／株式会社スタジオアリス／株式会社セノン／セントラル自動車技研株式会
社／ニッカホーム株式会社／株式会社日本通信サービス／富士通JAPAN／マジッ
クアイランド／株式会社メビウス／株式会社LAVA International／株式会社臨海
／株式会社レンタルのニッケン（五十音順）
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