
【2021年4月1日現在】

4. German Language & Culture

※各科目のシラバスはこちらから検索できます（Campusmate）

※過年度に修得した科目も必要単位数に算入されます。

系列 目的 科目名 科目種別

第1系列 Modern Japanese History 1 「多彩な学び」F科目（上級）

Modern Japanese History 2 「多彩な学び」F科目（上級）

Politics & Economy 1 「多彩な学び」F科目（上級）

Politics & Economy 2 「多彩な学び」F科目（上級）

Japan in Asia 1 「多彩な学び」F科目（上級）

Japan in Asia 2 「多彩な学び」F科目（上級）

Japanese Culture 1 「多彩な学び」F科目（上級）

Japanese Culture 2 「多彩な学び」F科目（上級）

Japanese Society 1 「多彩な学び」F科目（上級）

Japanese Society 2 「多彩な学び」F科目（上級）

Tokyo Studies 「多彩な学び」F科目（上級）

Saitama Studies 「多彩な学び」F科目（上級）

Food Cultures and the Acceptance of Japanese Food in the World 「多彩な学び」F科目（上級）

Japanese Ethnology 「多彩な学び」F科目（中級）

Japanese Arts A 「多彩な学び」F科目（中級）

Japanese Arts B 「多彩な学び」F科目（中級）

Japanese Mind 「多彩な学び」F科目（中級）

Science Studies 「多彩な学び」F科目（中級）

仏教の世界 「多彩な学び」J科目

日本の宗教 「多彩な学び」J科目

日本文化と精神性 「多彩な学び」J科目

世界経済と日本 「多彩な学び」J科目

日本国憲法 「多彩な学び」J科目

近代日本社会と人権 「多彩な学び」J科目

日本の「多文化」政策を問い直す 「多彩な学び」J科目

日本の美術 「多彩な学び」J科目

日本の音楽 「多彩な学び」J科目

日本の演劇 「多彩な学び」J科目

Japanese Studies through English 　 言語自由科目（インディペンデント）
第2系列 ドイツ語圏の文化 「多彩な学び」科目

ドイツ語圏の社会 「多彩な学び」科目

ドイツ語圏の文学 「多彩な学び」科目

言語情報処理論（ドイツ語） 言語自由科目（関連科目）

ドイツ語圏文化概論１ 学部展開科目（独文）

ドイツ語圏文化概論２ 学部展開科目（独文）

文学講義107 学部展開科目（独文）

文学講義157 学部展開科目（独文）

アジアの文化とことば 「多彩な学び」科目

ヨーロッパの文化とことば 「多彩な学び」科目

ラテンアメリカの文化とことば 「多彩な学び」科目

ロシア・東欧の文化とことば 「多彩な学び」科目

中東の文化とことば 「多彩な学び」科目

アフリカの文化とことば 「多彩な学び」科目

イタリアの文化とことば 「多彩な学び」科目

現代社会における言葉の持つ意味 「多彩な学び」科目

異文化コミュニケーションを考える 「多彩な学び」科目

地域研究への扉 「多彩な学び」科目

多文化の世界 「多彩な学び」科目

文化を生きる 「多彩な学び」科目

イスラームの世界 「多彩な学び」科目

文化と社会 「多彩な学び」科目

世界の中のロシア 「多彩な学び」科目

パレスチナ問題の歴史と現在 「多彩な学び」科目

第3系列 ドイツ語スタンダード1 言語自由科目（基礎科目）

ドイツ語スタンダード2 言語自由科目（基礎科目）

ドイツ語スタンダード3 言語自由科目（基礎科目）

ドイツ語スタンダード4 言語自由科目（基礎科目）

ドイツ語中級1 言語自由科目（基礎科目）

ドイツ語中級2 言語自由科目（基礎科目）

ドイツ語海外言語文化研修（中級） 言語自由科目（基礎科目）

上級ドイツ語コミュニケーション1 言語自由科目（コア科目）

上級ドイツ語コミュニケーション2 言語自由科目（コア科目）

上級ドイツ語ライティング1 言語自由科目（コア科目）

上級ドイツ語ライティング2 言語自由科目（コア科目）

上級ドイツ語リスニング・リーディング1 言語自由科目（コア科目）

上級ドイツ語リスニング・リーディング2 言語自由科目（コア科目）

上級ドイツ語演習1 言語自由科目（コア科目）

上級ドイツ語演習2 言語自由科目（コア科目）

ドイツ語海外言語文化研修（上級） 言語自由科目（コア科目）

ドイツ語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ａ 学部展開科目（異文化）

ドイツ語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ｂ 学部展開科目（異文化）

海外フィールドスタディ＜１. 海外EAP＞ 学部留学プログラム（文）

海外フィールドスタディ＜2. 海外ASD＞ 学部留学プログラム（文）

必要単位

日本を研究する 2単位
以上

ドイツ語圏への
理解を深める

4単位
以上

現地で学ぶ

合計
26単位

ドイツ語の
運用能力を

高める

8単位
以上

10単位
以上

6単位
以上

多様な文化と
ことばに触れる

多文化共生への
理解を深める

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbsskgr.do


系列 目的 科目名 科目種別 必要単位

海外フィールドスタディ＜3. 海外SLV＞ 学部留学プログラム（文）

ケンブリッジ・サマープログラム 学部留学プログラム（文）

Short-term Study Abroad Program in Economics（ＣＡＮ）　　 学部留学プログラム（経済）

Short-term Study Abroad Program in Economics (USA) 学部留学プログラム（経済）

Short-term Study Abroad Program in Economics（UK） 学部留学プログラム（経済）

Short-term Study Abroad Program in Economics（AU） 学部留学プログラム（経済）

Short-term Study Abroad Program in Economics（PHL） 学部留学プログラム（経済）

Short-term Study Abroad Program in Economics （CHN） 学部留学プログラム（経済）

短期海外留学プログラム１ 学部留学プログラム（理）

短期海外留学プログラム２ 学部留学プログラム（理）

短期海外留学プログラム３ 学部留学プログラム（理）

短期海外留学プログラム４ 学部留学プログラム（理）

グローバル・スタディー・プログラム（シドニー） 学部留学プログラム（社会）

法学部合同講義　オックスフォード・サマープログラム 学部留学プログラム（法）

ビクトリア大学　サマープログラム 学部留学プログラム（経営）

Global Internship 学部留学プログラム（経営）

Overseas EAP 学部留学プログラム（経営）

Long-term Global Internship 学部留学プログラム（経営）

Short-term Study Abroad Program 1 学部留学プログラム（経営）

Short-term Study Abroad Program 2 学部留学プログラム（経営）

Sports Facility Management 学部留学プログラム（経営）

海外フィールドスタディA 学部留学プログラム（異文化）

海外フィールドスタディB 学部留学プログラム（異文化）

海外インターンシップ（CIC）B 学部留学プログラム（異文化）

海外留学研修C2 学部留学プログラム（異文化）

海外留学研修C1 学部留学プログラム（異文化）

海外留学研修B 学部留学プログラム（異文化）

海外留学研修A 学部留学プログラム（異文化）

早期体験プログラム 学部留学プログラム（観光）

言語と文化・現地研修A 学部留学プログラム（観光）

言語と文化・現地研修B 学部留学プログラム（観光）

グローバル・スタディ・プログラム1 学部留学プログラム（観光）

グローバル・スタディ・プログラム2 学部留学プログラム（観光）

長期海外インターンシップ 学部留学プログラム（観光）

異文化スタディ 学部留学プログラム（コミ福）

インターンシップ（海外系） 学部留学プログラム（コミ福）

心理学特講４ 学部留学プログラム（現心）

都市の記憶と表象文化 学部留学プログラム（現心）

短期海外留学プログラム 学部留学プログラム（現心）

Study Abroard　１ 学部留学プログラム（GLAP）

Study Abroard　２ 学部留学プログラム（GLAP）

ビクトリア夏ESL 全学共通科目言語系科目

ハワイ夏ESL 全学共通科目言語系科目

ダブリン春ESL 全学共通科目言語系科目

シドニー春ESL 全学共通科目言語系科目

アジア春ESL 全学共通科目言語系科目

ビクトリア春ESL 全学共通科目言語系科目

ダブリン夏ESL３ 全学共通科目言語系科目

ハワイ春ESL１ 全学共通科目言語系科目

グリフィス春ESL３ 全学共通科目言語系科目

英語海外文化研修 全学共通科目言語系科目

フランス語海外言語文化研修（中級） 全学共通科目言語系科目

フランス語海外言語文化研修（上級） 全学共通科目言語系科目

スペイン語海外言語文化研修（中級） 全学共通科目言語系科目

スペイン語海外言語文化研修（上級） 全学共通科目言語系科目

中国語海外言語文化研修(中級） 全学共通科目言語系科目

中国語海外言語文化研修(上級） 全学共通科目言語系科目

中国語海外言語文化研修春（中級） 全学共通科目言語系科目

中国語海外言語文化研修春（上級） 全学共通科目言語系科目

朝鮮語海外言語文化研修（中級） 全学共通科目言語系科目

朝鮮語海外言語文化研修（上級） 全学共通科目言語系科目

グローバル・リーダーシップ・プログラム　GL301 全学共通科目総合系科目

「国際協力人材」育成プログラム　アクティブ・リサーチ１ 全学共通科目総合系科目

アクティブ・リサーチ 全学共通科目総合系科目

国連ユースボランティア 全学共通科目総合系科目

海外インターンシップ１（夏季・春季実施） 全学共通科目総合系科目

海外インターンシップ２（夏季・春季実施） 全学共通科目総合系科目

立教サービスラーニング　RSL-グローバル（フィリピン） 全学共通科目総合系科目

立教サービスラーニング　RSL－SDGs 全学共通科目総合系科目

長期海外留学認定科目 休学留学認定（随意科目）

認定校留学で修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（学部専門科目）

認定校留学で修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（総合科目）

認定校留学で修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（言語科目）

派遣留学し修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（学部専門科目）

派遣留学し修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（総合科目）

派遣留学し修得した単位のうち、本学で単位認定された科目 留学認定（言語科目）

海外インターンシップ（CIC）　（2019年度まで開講） 学部留学プログラム（異文化）

現地で学ぶ

合計
26単位

10単位
以上



系列 目的 科目名 科目種別 必要単位

海外体験 海外を知る

（A）または（B）を体験し、G副専攻システムから海外体験認定申請を行うこと。
（A）立教大学が実施する海外プログラム
　　 国際センターが発行する留学案内『DEPARTURE』に掲載されているもの。
（B）自主企画（A以外の全て）
　　 以下の要件を満たしたもの。
　 　1．活動期間が立教大学在籍中であり、主たる活動日数が、移動日を含めず原則として５日以上。
　　 2．参加証明を提出できるもの。（例：プログラムの主催団体が発行する参加証明書）

■2021年度の海外体験の特別措置について
　上記の（A) 、（B）のプログラム加えて、以下の（C）、（D）のオンラインによるプログラムを海外体験として認定する。

　　（C)【内容】立教大学が主催するオンラインによる海外プログラム
　　　　 【時間数】　　正課・・・時間数は問わない　正課外・・・総時間数が45時間以上(*)
　　（D)【内容】海外の大学や教育機関が行うオンライン留学プログラムや、企業や団体が行うオンライン海外プログラ
ム・インターンシップ　等
　　　　　　　　　（※ただし、日本国内で提供される英会話講座等の語学力向上のみを目的としたプログラムは対象外）
　　 　　【時間数】　総時間数が45時間以上(*)

*プログラムの時間数は自主学習時間は含めない。また、（C)（D)複数のプログラムを合算して45時間以上でも可。

海外体験の詳細はG副専攻WEBサイト「海外体験」のページにも掲載しております。

認定


