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新潟県立大学 国際地域学部 国際地域学科（登録科目一覧） 

（令和 4 年度入学－） 

 

Ⅰ 基礎科目：文化交流創成の学術的基盤を幅広く学ぶ 

① 比較文化と越境的想像力:1 セメスター、1 年次、必修、2 単位、展開科目・導入

科目 

② 国際地域研究基礎:2 セメスター、1 年次、必修、2 単位、展開科目・導入科目 

③ 新潟県の文化と社会:1 セメスター、1 年次、選択、2 単位、基盤科目・現代教養・

新潟学  

④ 新潟県の地域計画とまちづくり:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、基盤科目・

現代教養・新潟学 

 

Ⅱ 専攻科目：文化交流創成に向けた高い専門知識を獲得する 

国際関係コース・コース科目 

① 国際関係史:3 セメスター、2 年次、コース選択、2 単位、展開科目・国際関係コ

ース・国際関係基幹科目  

② 国際開発論:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係コース・ 

国際関係基幹科目  

③ 開発人類学:6 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係コース・ 

国際関係選択科目  

④ 現代ヨーロッパ研究:7 セメスター、4 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係

コース・国際関係選択科目 

⑤ 東アジア研究:6 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係コース・

国際関係選択科目 

⑥ 東南アジア研究:6 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係コー

ス・ 国際関係選択科目 

⑦ 現代韓国社会論:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係コー

ス・ 国際関係選択科目 

⑧ロシア事情:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係コース・ 国

際関係選択科目 
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⑨中国事情:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・国際関係コース・ 国

際関係選択科目  

 

比較文化コース・コース科目  

① 文化人類学:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コース・

比較文化基幹科目 

② 比較文化論:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コース・ 

比較文化選択科目 

③ 言語学:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コース・比較

文化基幹科目  

④ 哲学・倫理学:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コース・

比較文化基幹科目  

⑤ 比較宗教学:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コース・ 

比較文化選択科目 

⑥ 言語文化論:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コース・

比較文化基幹科目  

⑦ 比較文学:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コース・比

較文化基幹科目  

⑧ 環境文学・文化演習:6 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化

コース・比較文化選択科目  

⑨ Sociolinguistics:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・ 比較文化コー

ス・比較文化選択科目  

⑩ ジェンダー論演習: 6 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コ

ース・比較文化選択科目  

⑪ アメリカ表象文化論:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化

コース・比較文化選択科目 

⑫ アメリカ社会文化史:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化

コース・比較文化選択科目  

⑬ 空間デザイン論:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コー

ス・比較文化選択科目 
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⑭ 都市デザイン論:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コー

ス・比較文化選択科目 

⑮ ロシア民俗概論:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コー

ス・比較文化選択科目  

⑯ ロシア表象文化論:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コ

ース・比較文化選択科目  

⑰ 日露交流史:5 セメスター（集中講義）、3 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文

化コース・ 比較文化選択科目  

⑱  近代中国の社会と文学:5 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文

化コース・比較文化選択科目  

⑲  朝鮮半島の社会と文化:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文

化コース・比較文化選択科目  

⑳ 中国言語文化論:5 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コー

ス・比較文化選択科目 

㉑  韓国言語文化論:5 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・比較文化コー

ス・比較文化選択科目 

 

露中韓コース・コース科目  

① 文化人類学:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・ 露

中韓共通科目  

② 言語学:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・露中韓

共通科目  

③ 東アジア史:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・ 露

中韓共通科目  

④ 東アジア研究:6 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・

露中韓共通科目  

⑤ ロシア民俗概論:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・

露中韓共通科目  

⑥ 日露交流史:5 セメスター（集中講義）、3 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓

コース・ 露中韓共通科目  
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⑦ 現代ヨーロッパ研究:7 セメスター、4 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コ

ース・露中韓共通科目 

⑧ 近代中国の社会と文学:5 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓

コース・露中韓共通科目 

⑨ 中国言語文化論:5 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・

露中韓共通科目  

⑩ 朝鮮半島の社会と文化:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓

コース・露中韓共通科目 

⑪ 現代韓国社会論:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・

韓国選択科目  

⑫ ロシア史:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・ロシ

ア選択科目  

⑬ ロシア表象文化論:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コー

ス・露中韓共通科目 

⑭ ロシア語の歴史と社会:5 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コ

ース・ロシア選択科目 

⑮ ロシア事情:4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・ ロ

シア選択科目  

⑯ 中国事情:3 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・ 中国

選択科目  

⑰ 韓国言語文化論:5 セメスター、3 年次、選択、2 単位、展開科目・露中韓コース・

露中韓共通科目  

 

Ⅲ 間文化活動／フィールド・ワーク科目：文化交流創成に向けた間文化活動を経験

し、研究調査や企画の実践力を高める 

① 海外英語研修 A(長期):3／4 セメスター、4／5 セメスター、2／3 年次、選択、4

単位、基盤科目・海外研修 

② 海外英語研修 B(中期):2／3 セメスター、1／2 年次、選択、2 単位、基盤科目・海

外研修 

③ 海外実地研修(ロシア):1／2 セメスター、1 年次、選択、1 単位、基盤科目・海外
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研修 

④ 海外実地研修(中国):2／3 セメスター、1／2 年次、選択、1 単位、基盤科目・海外

研修 

⑤ 海外実地研修(韓国):1／2 セメスター、1 年次、選択、1 単位、基盤科目・海外研

修 

⑥ 海外ロシア語研修 A(長期):3／4 セメスター、2 年次、選択、4 単位、展開科目・

露中韓コース・ロシア選択科目 

⑦ 海外ロシア語研修 B(中期):3／4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・

露中韓コース・ロシア選択科目 

⑧ 海外中国語研修 A(長期):3／4 セメスター、2 年次、選択、4 単位、展開科目・露

中韓コース・中国選択科目 

⑨ 海外中国語研修 B(中期):3／4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露

中韓コース・中国選択科目 

⑩ 海外韓国語研修 A(長期):3／4 セメスター、2 年次、選択、4 単位、展開科目・露

中韓コース・韓国選択科目 

⑪ 海外韓国語研修 B(中期):3／4 セメスター、2 年次、選択、2 単位、展開科目・露

中韓コース・韓国選択科目 

⑫ フィールドワーク A:5／6 セメスター、3 年次、選択、1 単位、展開科目・フィー

ルドワーク 

⑬ フィールドワーク B:5／6 セメスター、3 年次、選択、1 単位、展開科目・フィー

ルドワーク 

⑭ フィールドワーク C:3／4 セメスター、2 年次、選択、1 単位、展開科目・フィー

ルドワーク 

⑮ 地域協働演習:3 セメスター、2 年次、選択、1 単位、基盤科目:現代教養・新潟学 

 


