
Q&A「国際日本学」って、
なんだろう？

追手門学院大学 国際日本学科

真銅 正宏教授 INTERVIE W

「何が学べるのか？」「どういう進路があるのか」など…
国際日本学科の気になることを聞いてみました。
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OPEN CAMPUS

I N F O R M AT I O N
2016年3月卒業生

就職内定者数1，021名（2016年3月卒業生）99.1％
CAREER SUPPORT

2017年度の日程

※オープンキャンパスの詳細なプログラムなどの最新情報は、
　追手門学院大学のホームページをご確認ください。

5/28（SUN） 6/18（SUN）

JR茨木駅、阪急茨木市駅からは直通バスを運行中。
※乗車時間のみ。待ち時間等は含みません。

2019年4月 茨木市内に新キャンパス開設予定
（2018年開業予定 JR総持寺駅（仮称）より徒歩約12分）

追手門学院大学では、就職活動における「実践力の強化」と「行動力」を目指し、 『「わかる」

から「できる」へ』をコンセプトとした就職支援を行っています。意識の高い学生への特別講座

や、全学生が参加できる少人数型講座の展開など実践力の養成に取り組んでいます。学生

の進路状況把握率も100％となっており、手厚い就職支援を実現しています。

『「わかる」から「できる」へ』をコンセプトとした
就職支援を実施

POINT

1

追手門学院大学では、学生が企業と自由に、直接交

流できる場として、2016年度に新たに「企業と追大

との交流会」をスタートしました。54社の企業から82

名もの人事担当者を迎え、17組の学生団体が3分

間の持ち時間で自分たちの取り組みをプレゼンテー

ション。その後の懇親会でも主体的に企業の担当者

との交流を行いました。

自分たちの取り組みを
企業の人事担当者に発表する「企業交流会」

POINT

2

追手門学院大学のインターンシップ実習は、事前に十分な準備を積むとともに、事後の振

り返りにも力を入れ、より効果の高いプログラムを実現しています。全学年が対象ですが、

実社会に触れることで進路決定に対する意識が高まり大学生活に好影響を及ぼすこと

から、1年次からの参加を推奨。実施は、長期休暇中の約2週間～1か月ほどの期間に

行っています。

1年次からでも参加ができる
「インターンシップ実習」

POINT

3

7/23（SUN） 
8/4（FRI）・5（SAT）・20（SUN）

9/10（SUN）

追手門学院大学の就職・キャリア支援課では、学生が早
い時期から社会との接点を持てるよう、そして学生が成
長を実感できるように、就職支援のサポートを行ってい
ます。そのために、現在1年次から全員がインターンシッ
プもしくはそれに準ずる社会体験に参加できるようにプ
ログラムを構築中です。また、さまざまなプログラムを行
う上で「振り返り」を大切にし、取り組んだ結果を自分の
中に落とし込めるように指導しています。社会では「正解」
のない問題ばかりに向き合うことになりますので、大学時
代に「自ら考える力」をしっかり身につけていただきます。

追手門学院大学
就職・キャリア支援課長

下川 邦泰

就職・キャリア支援課長に聞く！

正解のない問題が
問われる社会に必要な
「自ら考える力」を
身につける。

ACCESS

社会に必要な「自ら考える力」を
身につける。

就職・キャリア支援課長に聞く！

就職内定率

キャンパスでお待ちしています！
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［経済学部］経済学科
［地域創造学部］地域創造学科
［心理学部］心理学科

〒567-8502 大阪府茨木市西安威2丁目1番15号  　TEL 072-641-9165（入試課）　www.otemon.ac.jp/

［経営学部］経営学科、マーケティング学科
［社会学部］社会学科
［国際教養学部］国際教養学科、国際日本学科



NEWS

INTERVIEW
2018年4月入学生から新カリキュラムがスタートする国際日本学科。

果たして、どういうことが学べる学問なのだろうか？この国際日本学科の科目や

プログラムの制作を担当している国際日本学科 真銅正宏教授に、学科の目的

やプログラム、そして卒業後の進路など、高校生のみなさんにとって気になるこ

とを伺ってみました。

「国際日本学」って、
なんだろう？

2018年4月入学生から
新カリキュラムがスタート！

「海外で学ぶ」だけがグローバルではない

追手門学院大学

国際日本学科 真銅 正宏教授

多くの人は子どもの頃から日本の文化に触

れ、日本語を学んできたと思います。しかし、

もし英語力があったとして、海外の人たちに日本の

文化や歴史について尋ねられたら、ちゃんと説明で

きますか？ほとんどの人は、うまく伝えられずに困って

しまうことでしょう。実際、日本の大学生が留学した

際に、日本のことを知らなさすぎて、海外の学生とコ

ミュニケーションを深めることができないという声をよ

く耳にします。そんな課題を解消するために、国際日

本学科をスタートしました。本学科では、世界に誇る

豊かな表現をもつ日本語力を磨き、世界が認める日

本文化をより深く学び、そして日本の魅力を世界に

発信できるコミュニケーション力を修得します。また、

外国人留学生との交流など、国内にいながらにして

グローバルを体験できるプログラムも充実しており、

世界で活躍できる国際人を目指すことができます。

まず日本初の「笑学コース」は、本学のある

大阪を代表する文化である「笑い」をテーマ

にした学問をつくりたいと考え、創設しました。2015

年には「笑学研究所」を設立し、「笑学入門」という

授業もスタート。学生からも大きな反響がありまし

た。「笑学コース」では、さまざまな角度から「笑い」

の効用を研究していきます。そして「日本学コース」

では、歌舞伎や茶道などの日本の伝統文化や、幕

末史といった日本の近代化の原点など幅広い歴史

を紐解き、深く掘り下げていきます。その一方で海

外から見れば、今の日本のイメージは、ゲームのキャ

ラクターだったり、原宿文化やアニメだったりしま

す。そこで、それら日本の先端文化を追究できる学

問としてつくったのが「クールジャパン学コース」で

す。このコースでは、国際的な視点から日本を見る

ことで、新たな日本の魅力を再発見できます。

日本の文化の体験や日本語力を磨けるワー

クショップなどを数多く提供しようと考えてい

ます。そのために、2017年2月23日に本学は宇治

市と観光振興に関して協定を締結しました。今、宇

治市における日本文化を学生たちが体験できるプ

ログラムを検討しています。例えば、お茶文化をイチ

から学ぶプログラムも構想の1つ。その他にも宇治

市には、10円硬貨で有名な「平等院鳳凰堂」や源

氏物語と平安時代の文化に親しめる「宇治市源氏

物語ミュージアム」など、海外に発信できる魅力あ

ふれる日本文化が数多くあります。それらを学び、海

外からの留学生に説明できるようになる。これは「日

本学コース」の一例ですが、「笑学コース」「クール

ジャパン学コース」でも同じようなフィールドワークを

考えています。また、国際日本学科では、4年間を通

して文章の創作を実践的に学びます。本学にある

ライティングセンターと連携し、1年次から文章力を

養うワークショップを数多く行い、日本語力を磨いて

いきます。

国際日本学科では、4年間を通して日本語

能力を養成しているため、日本語教師や、マ

スコミ業界や出版業界などの日本語力を活かせる

分野での活躍が考えられます。本学科を卒業すれ

ば、中学校・高等学校の国語の教員免許も取得で

きるので、国語科教員としての道もあり。また「笑

学」「日本学」「クールジャパン学」の各コースで学

んだことを活かして、幅広い業界での活躍も期待で

きます。「笑学」であれば、劇場や芸人さんなどのマ

ネジメントをしたり、「クールジャパン学」なら、海外へ

日本のアニメ・漫画などを発信する仕事に携わるこ

とができます。国際日本学科なら、さまざまなステー

ジで日本の魅力を発信できる人材を目指せます。
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国際日本学科では、
どんなことを学ぶのですか？

Q

A

A
A

Q 2年次から分かれる
3つのコースとは、どういう
内容なのでしょうか？

Q どんな科目・プログラムを
考えているのでしょうか？

Q 卒業後の進路は、どのような
ところがありますか？

取得可能資格一覧
（必要な科目を履修し、単位を修得することにより取得できます。）

■中学校教諭一種免許状「国語」［国］ ■高等学校教諭一種免許状「国語」［国］ ■学芸員［国］
■社会教育主事任用資格※卒業後、1年以上社会教育主事補を務めた後に取得 ■レクリエーション・インストラクター

日本の魅力を世界に発信できる人材を養成する3コース
（2年次にコースを選択）

進路イメージ

アニメ、漫画、ポップカルチャー、テーマ
パーク…。現代日本の最先端文化を深く学
び、自国文化を礎にして国際社会と対話で
きる人材を育てます。

クールジャパン学
コース

落語、漫才、狂言、文楽…。笑いと知を融合
させ、コミュニケーション力とプレゼン力を
身につけた国際教養人を育てます。

笑学コース 日本初

日本の芸能と文学、アジアの中の日本、越
境する日本文学…。国際的視点から日本の
歴史や文化を学び、世界に発信する人材を
育てます。

日本学コース

▶ 外国企業
▶ 外資系企業
▶ IT関連企業
▶ 日本語教師　など

▶ 一般企業
▶ 公務員
▶ 芸能マネジメント　など

▶ 中学・高等学校国語科教員
▶ 小学校教員（別途プログラムあり）
▶ 日本語教師　▶ 公務員
▶ マスコミ　　 ▶ ライター     など

4年間を通して、
日本語力を養成する

4年間を通して、実践的
なカリキュラムで日本語
力を養成します。本学に
あるライティングセンター
と連携し、文章力や表現
力を養う「日本語ワーク
ショップ」や、日本語学
校での「外国人留学生
との交流」など、バラエ
ティに富んだ授業が特
徴。また脚本、漫才台本、シナリオなどの学外コンテストなどにも積極
的に応募でき、アドバイスも受けられます。

追手門学院大学  国際教養学部

国際日本学科
全国で2大学のみ 関西初の学科

100名 180名
（予定）

構想中の入学定員増

定員増構想中
この定員増は予定であり変更することがあります。

日本語学校で留学生を対象にプレゼンを行うことも

宇治市との「観光振興に関する協定」締結式

日本の魅力を体感する
多彩なフィールドワーク

「日本学コース」では、同
大学と観光振興で協定
を結んだ宇治市にて、宇
治茶や平等院鳳凰堂な
どの日本の文化・歴史を
体感し、より深く学習しま
す。また「笑学コース」で
は劇場や演芸場、「クー
ルジャパン学コース」で
はテーマパークなどを訪れ、観客や利用者の視点ではなく運営側の視
点で、海外の人々へのコンテンツの伝え方・運営の方法などが学べる
内容になっています。


	__h1-h4
	__p1-p2

