
科目区分 授業科目 単位 開講学期 曜限 担当

英語Ｂ１ 1 春学期

英語Ｂ２ 1 秋学期

英語Ｂ１ 1 春学期

英語Ｂ２ 1 秋学期

英語Ｂ１ 1 春学期

英語Ｂ２ 1 秋学期

英語Ｂ１ 1 春学期

英語Ｂ２ 1 秋学期

英語Ｂ１・２ 他のGLIP英語科目「英語Ｂ１・２・３・４」あわせて約100科目開講　：以下　例

英語Ｂ３・４

英語Ｂ１ 1 春学期

英語Ｂ２ 1 秋学期

英語Ｂ３ 1 春学期

英語Ｂ４ 1 秋学期

英語Ｂ３ 1 春学期

英語Ｂ４ 1 秋学期

科目区分 授　業　題　目 単位 開講学期 曜限 担当

世界教養科目 日本語学を学ぶⅠ 2 春学期 月・２ 川　村

世界教養科目 生成文法を学ぶ 2 春学期 金・４ 中　村

世界教養科目 日本語文法の諸相に触れる 2 春学期 木・５ 楠　本

世界教養科目 ことばの世界を知るⅠ 2 春学期 木・２ 市　橋

世界教養科目 意味論の世界に触れる 2 春学期 木・３ 鈴　木

世界教養科目 日本語学を学ぶⅡ 2 秋学期 月・２ 川　村

世界教養科目 ことばの世界を知るⅡ 2 秋学期 木・２ 市　橋

世界教養科目 Topics in Linguistics 2 春学期 木・５ 河　内

世界教養科目 Topics in Introductory Linguistics 2 秋学期 木・５ 市　橋

世界教養科目 Topics in Speech Communication 2 秋学期 金・４ 岡　田

世界教養科目 日本語と日本語教育研究の諸相 2 秋学期 火・４ 鈴　木

世界教養科目 日本語教育について学ぶ 2 秋学期 木・２ 藤　森

世界教養科目 Topics in Intercultural Communication 2 秋学期 水・５ コミサロフ

言語文化・国際社会学部生、東工大生用

GLIP英語科目 月・４ イリチュ

平成２９年度　国際テクニカルライティング・コース開講科目一覧

〔東京外国語大学開設科目〕１０単位以上修得

１．推奨科目：　６単位以上修得すること。

授　業　題　目

GLIP英語科目 木・５ ウィズAcademic English：Technical Writing

Academic English：Technical Writing

　（ただし、初級クラスは該当しません）

GLIP英語科目 Academic English: Skill-based 水・４ ライチェック

GLIP英語科目 水・５ ロザリオ

GLIP英語科目 月・５ 由　井

GLIP英語科目

Academic English：Technical Writing

Academic English：Technical Writing

ことばの不思議A

ことばの不思議A

GLIP英語科目 Academic English：Theme-based 火・４ 大　谷

GLIP英語科目 Academic English：Theme-based 木・４ ラグズデール

注１）    本コース科目（上の太線で囲ったもの）は、GLIP英語科目・英語B1～B2「Academic English」として開講する。

注２）    東京外国語大学の学生は、これらの科目の単位は本コースの単位であると同時に卒業所要単位としても充当すること

　　　ができる。

２．選択科目：　４単位以上修得すること。

授業科目

ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝB

ことばの不思議A

ことばの不思議A

ことばの不思議B

ことばの不思議A

ことばの不思議B

ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝA

ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝB

ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝB

ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝB

ことばとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝB



科目区分 授　業　題　目 単位 開講学期 曜限 担当授業科目

言語文化学部

導入科目

言語文化学部

導入科目

言語文化学部

導入科目

言語文化学部

導入科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

概論科目

言語文化学部

選択科目

言語文化学部

選択科目

言語文化学部

選択科目

言語文化学部

選択科目

言語文化学部

選択科目

木・１
ウィンチェ

スター

言語学概論Ａ
Survey of Language and
Society 2

2 秋学期 木・１
ウィンチェ

スター

言語処理概論A ことばとコンピュータ入門 2 秋学期 火・４ 望　月

グローバルコミュニケー
ション研究入門Ａ 言語教育とコミュニケーション 2 春学期 木・２ 高島　他

グローバルコミュニケー
ション研究入門Ｂ 言語教育とコミュニケーション 2 春学期 木・２ 高島　他

言語研究入門B
世界の言語：２７言語リレー講
義

2 春学期 水・３ 長　屋

言語研究入門A
世界の言語：２７言語リレー講
義

2 秋学期 水・３ 長　屋

2 春学期

コミュニケーション論
Ａ

多文化コーディネーション実
践論

2 春学期 火・２ 長谷部

言語処理概論Ｂ コーパス言語学入門1 2 春学期 月・５ 佐　野

言語処理概論Ｂ 基本Webプログラミング 2 春学期 火・４ 望　月

言語学概論Ｂ
Survey of Language and
Society 1

2 春学期

注）１年次のうちに単位を修得した授業科目で、本コース開設科目であるものについては、本コースの履修単位として認
　　　定することができる。

※本学で開講している科目は、通常の履修登録の手続きに従い履修登録をしてください。

コミュニケーション論Ｂ Communication Intelligence 2 2 秋学期 月・４ カセラス

月・３ 石　井

英語教育学研究Ｂ
コーパスを利用した英語教育
の研究事例

2 秋学期

コミュニケーション論
Ａ

Communication Intelligence 1 2 春学期 月・４ カセラス

月・３ 石　井

英語教育学研究Ａ
英語教育のためのコーパス利
用


