狭い視点で

地元を

これからの世の中

知らずして

生き残れるか？

世界を語るな！

GLOBAL

REGIONAL

Career Training 副専攻

Career Training 副専攻

LOBAL

UNMA
全コース・全 学 年 対 象

共愛で学ぶ２つの副専攻

Global Career Training 副専攻

Regional Career Training 副専攻

30 単位以上

16 単位以上

Global Career Training 副専攻 では 、語学力 やグローバルで 必要 な 知識 やスキルを 修得します。どのコースの 学生 でも

Regional Career Training 副専攻 では 、地域 が 求 める人材養成 として単 なる就職対策講座 ではなく、社会的・職業的

副専攻 にチャレンジでき、卒業単位 にも認定 されます。30 単位以上（Global Language Intensive 1 単位以上、Global

自立 を 図 るための 必要 な 能力 を 修得します。どのコースの 学生 でも副専攻 にチャレンジでき、卒業単位 にも認定 されま

Skills 4 単位以上、Global Project Work 1 単位以上推奨）の 取得 で 修了証書 を 発行します。

す。16 単位以上（地域力 4 単位以上、自分力 6 単位以上、実践力 6 単位以上）の 取得 で 修了証書 を 発行します。

Global Language
Intensive

Global Skills

Global Project
Work

語学

理論・スキル

実践

全43 科目・1単位以上

全8 科目・4単位以上

全5 科目・1単位以上

Global Career Training 副専攻 授業科目

Global language
Intensive

※◯ の中の数字 は取得できる単位数 です

English for Global IssuesⅠ/Ⅱ①

Speaking of JapanⅠ/Ⅱ①

Professional PresentationsⅠ/Ⅱ②

Business EnglishⅠ/Ⅱ① Ⅲ/Ⅳ②

英語 DebateⅠ/Ⅱ①

Advanced ListeningⅠ/Ⅱ②

Advanced ReadingⅠ/Ⅱ②

Advanced SpeakingⅠ/Ⅱ②

Advanced WritingⅠ/Ⅱ②

Academic Writing ①

One on One English ①

中国語 a/b ⑥ c/d/e/f ②

加海外研修④

豪海外研修Ⅰ④ Ⅱ⑥

米海外留学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ⑫

中国語実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ⑯ Ⅴ⑥

英海外研修④

仏海外研修④

韓海外研修③

海外教育研修Ⅱ③

Multi-Cultural Understanding ②

Multi-Cultural Communication ②

Team Based LearningⅠ/Ⅱ②

Global LeadershipⅠ/Ⅱ②

Problem Based TrainingⅠ/Ⅱ②

＊各履修条件：TOEIC500 以上

自分力

実践力

全 20 科目・4単位以上

全6 科目・6単位以上

全 9科目・6単位以上

Regional Career Training 副専攻 授業科目
地域志向

※◯ の中の数字 は取得できる単位数 です

キャリア Plan

1年

前橋 を考える②／環境政策②

キャリア・プランニングⅠ②

取材インターンシップ②

ボランティア実習②／地域実践演習Ⅰ〜Ⅴ②

コミュニケーション技法②

企業人オムニバス講座②

Regional Project Work-A ②
群馬 の人と思想②／群馬 の産業と社会Ⅰ/Ⅱ②

長期 インターンシップ⑫

群馬 の言葉と子ども②

キャリア・プランニングⅡ/Ⅲ②

地域実践演習Ⅵ②

ビジネスコミュニケーション②

Regional Project Work-B ②

（アジア異文化研修、
台湾）①／Ⅱ
（児童向けグローバル教育ワークショップ）②／
Global Project WorkⅠ
タイ）
タイ）
②／Ⅳ（中学生のアメリカ研修サポートインターン）
②／Ⅴ
（アジア異文化研修、
①
Ⅲ
（ミッショングローバル研修、

主な授業紹介

3年

Regional Project Work-C ②

群馬 の経済を知る（2018 年度開講予定）②
イノベーション人材育成 PRG ②

実践 マーケティング戦略②
地域産業人材育成 PRG
（2018 年度開講予定）④

地域と子ども②

Global Project
Work

実践 PRG

地域社会学②／群馬 を知る②

2年

Global Skills

地域力

キャリア・プランニング Ⅳ④

インバウンド人材育成 PRG
（2018 年度開講予定）④
インターンシップ 実習④

地域史研究②

主な授業紹介

Global Project Work Ⅲ

M キッズサミット

キャリア・プランニングⅠ

長期インターンシップ

前橋市 が 主催 する「M キッズ サミット〜

１年次 から「大学卒業後 の 自分」を 考え

自治体、企業・団体、病院 などで 4 カ 月

私 たちができることプロジェクト〜」に 運

ることができる 必修科目で す。自分 の 興

間実際 に 仕事 をしながら、社会 に 出るた

One on One English

Problem Based TrainingⅡ

海 外 講 師 とインタ ー ネットを 使 用 し た

英語 によるアクティブラーニング 形式 の

群馬のグローバル企業の海外拠点から与

Skype によるマン・ツー・マンの英語レッ

講義 で、グローバルビジネス、異文化交

えられ たミッションに 取組 みます。語学

スンと動画教材 システムで、自身 のレ ベ

流、地域 や 国際問題 などの 諸課題 に取組

力 のみならず 実践的 なグローバルビジネ

営 スタッフとして 参加 することで、小学

味・関心、得意 なこと、大切 にしているこ

め の ビジネスマナー、ビジネススキ ル、

ル に 合った 学修 を することがで きます。

みます。学生 の 個性 を 引出 す 授業形態

ス 力 などを 磨 きます。実際 に 現地 の 人々

生・社会人との 共同作業 を 通して、指示

とを 考 え自分 を 知ることや、社会 の 動向

ビジネスマインドを 学 びます。さらに 研

会話力 や 語彙力 をバランスよく鍛えるこ

は、普段 の 授業とはまた 違った 刺激 を 受

と触 れ 合うことで、学生自身 のアイデン

待ちではなく自分 から主体的 に 判断して

やニーズなどを探ることを通してキャリア

修先 から提示されるテーマに 取組 むこと

とができます。

けることができます。

ティティを身に付けていきます。

動く態度を身に付けます。

について考えます。

により社会人としての心構えを培います。

お問い合わせ

（ミッショングローバル研修、タイ）

（地域実践演習Ⅱ）

グローバル人材育成推進本部事務局・COC 推進本部事務局
〒379-2192 群馬県前橋市小屋原町 1154-4 Tel.027-266-7585 Fax.027-266-7584 E-mail: infoglobal@c.kyoai.ac.jp URL: http://www.kyoai.ac.jp/

