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生きることの課題を求めて

　グローバル化が一段と加速し、大きく変化する環境の中
で、本学では、献学の理念を深めるために、2011年度か
らの5年間を献学60周年記念事業期間と定め、いま何が
大切かを問い直す事業を推進しています。Dialogueを
テーマに「大学の使命･創設者との対話」、「分野間の対話」、
「少人数教育における教員･学生間の対話」、「文明間･宗教
間の対話」、「東アジアにおける対話」を積み上げながら、
次の60年を創り上げてゆく試みです。
　事業初年度2011年度の東日本大震災直後に、講演会「国
際基督教大学における環境研究への期待」を開催し、その後、
2013年度までの3年間に約30のアカデミック・プログラム
を中心とした様々な催し物を企画・実施いたしました。「グロー
バル・コンパクト・ネットワーク日中韓ラウンドテーブル」
（2011年）、「Aspen Cultural Diplomacy Forum 
2012 」（2012年、アメリカのThe Aspen Institute、なら
びに日本国際基督教大学財団・本学の共催）、「国際基督教
大学とカリフォルニア大学の国際教育交流50周年記念行
事」（2013年）等には、国内のみならず、海外からも多くの
参加者を迎えました。
　今後2年間、周年事業の後半に向け、真のリベラルアー
ツ教育の拡充のために、face to faceでのグローバルな
対話を可能にし、ICUの次の60年間を創る教育環境を整
えるべく、さらに様々な事業展開を計画しています。

 With the ever-increasing pace of globalization today, 
the world around us is undergoing unprecedented 
changes.  In order to remain relevant in the changes, 
we have set the 5 years from April 2011 to March 2016 
as a period to celebrate the 60 years of ICU’s founding.  
 Under the theme of “Dialogue”, which we believe 
lies at the core of ICU’s liberal arts education, we 
have developed about 30 programs since 2011 to 
stimulate dialogue in the following �ve areas: 
Dialogue with ICU’s mission and founders, Dialogue for 
cross-disciplinary exploration, Dialogue in small class 
settings, Dialogue between cultures and religions, 
and Dialogue with East Asian countries. Some of the 
programs; “Global Compact China-Japan-Korea 
Roundtable Conference”(2011), “Aspen Cultural 
Diplomacy Forum” (2012) and “ICU-UC 50th Anniversary 
Celebration in Educational Exchange” (2013) attracted 
not only ICU faculty, sta� and students but also many 
participants and audience from abroad.
 During the next two years, we will carry out further 
innovative academic programs to stimulate dialogue 
between students, faculty and sta� to imagine and 
create ICU’s next 60 years until the anniversary 
campaign ful�lls its mission in March 2016.

　国際基督教大学（International Christian University）は、キリスト教の精神にも

とづき、『国際的社会人としての教養をもって、神と人とに奉仕する有為の人材

を養成し、恒久平和の確立に資すること』を目的として、1953年に献学され

た日本で初めての教養学部一学部大学（College of Liberal Arts）です。

　本学は2013年に献学60周年を迎えました。次の60年をめざす最初の年

となる今年の入学式でも、新入生が一人ひとり紹介され、大学の目的と理想を

実現するため、「世界人権宣言」の原則に立って生活することを誓約しました。

　ICUの第一の特徴は、一人ひとりを個として尊重するところにあります。毎

年4月と9月の入学式で新入生全員、３月と6月の卒業式で卒業生全員の名前

を呼ぶのは、その具体的なあらわれの一つです。この慣行は、献学以来、営々

と受け継がれています。

　日本語と英語のバイリンガリズムを徹底し、約30の専修分野の学びを深め

ると同時に、分野を超えたつながりに目を拓いていくことを重視する教養学部、

学部のリベラルアーツ教育を基礎に、学際的な研究の深化を目指す大学院と

も、少人数制を堅持し、双方向的で参加型の授業・アドヴァイザー制度・オフィ

スアワー・チュートリアル等を通して、学生は主体的に学び、教職員は学生が

自己の可能性を最大限に開発していく過程を支援してきました。多様な背景を

持つ構成員がともに学び働くキャンパスでは、一人ひとりが互いの違いに気付

60th Anniversary Projects
献学60周年記念事業

Looking Into “Issues of Living”

き、自分とは異なる他者を理解し、それによりあらためて自己認識を深め、互

いにつながっていきます。

　もう一つの特徴は、構成員相互の全人的な交わりを重視する伝統です。深い

森に囲まれた62万平方メートルのキャンパスには、本館（教室棟）、理学館、図

書館、体育館等の施設はもとより、寮や教員住宅が点在し、学生と教職員が教

室の枠を超えて学び合う環境を提供しています。このかけがえのない校地は、

第二次世界大戦後の荒廃のなか、本学設立の理念に賛同した多くの人々から

の寄附によって購入されたものです。

　本学初代学長の湯浅八郎（1890｜1981）は、『欽定英訳聖書』（King James 

Version）の「幻なければ民ほろぶ（Where there is no vision, the people perish.）」（「箴

言」第29章第18節）を、「人間としての生きがい、団体としての理想実現を考

える場合に大切な標語」と考え、「我々は一人一人、皆一度あって二度ない人生

をおくっているのでありますが、どのような幻をもって生きているのか。我々の

生きがいはどこにあるのか。これが第一義的な生きることの課題ではないでしょ

うか。」と問いかけました（『若者に幻を』国際基督教大学同窓会、1981年、34｜35頁）。

私たちは、献学当時から今日まで60年間にわたって本学に関わりを持った無数

の人々の祈りに応えるべく、日々、生きることの課題に真摯に取り組んでいます。

 International Christian University is Japan’s �rst liberal arts college. It was founded in 

1953 based on Christian principles, with the aim of “cultivating capable individuals, 

educated as internationally minded citizens, who will serve both God and people and 

who will contribute to lasting peace.” ICU commemorated its 60th anniversary in 2013. At 

the matriculation ceremony this year when we started creating the next 60 years, 

according to tradition, each student was introduced and, in order to realize the aim and 

philosophy of the university, students vowed to lead lives that adhered to the principles 

of the “Universal Declaration of Human Rights.”

 A cornerstone that sets ICU apart from other universities is the respect paid to each 

person as a unique individual. This is epitomized by the fact that all students are called 

individually, by name, at the April and September matriculation ceremonies and at the 

March and June commencement ceremonies. This tradition has been faithfully upheld 

since the founding of the university.

 ICU o�ers a fully bilingual education in Japanese and English. The liberal arts education, 

provided by its undergraduate college, allows students to pursue an in-depth study in any 

of approximately 30 majors. At the same time, this education highlights the dynamic 

possibilities that can emerge as students experience areas that transcend and connect 

academic disciplines. Powered by a commitment to liberal arts education, ICU also o�ers 

graduate programs designed to deepen scholarly research. Students work independently, 

and the role of faculty and sta� is to support a process by which students discover their 

own potential. How this is achieved is  through a system of classes with a low 

student-teacher ratio, classes that prioritize participation and, �nally, through the faculty 

advisory system, o�ce hours and tutorials.

 The ICU campus is a place where students, faculty and sta� of diverse backgrounds can 

study and work, in unison and, in such an ambience, there is greater perception and 

understanding of individual di�erence. This leads to enhanced self-awareness and the 

possibility of interpersonal relations.

 Another unique aspect of ICU is its tradition of emphasizing interaction throughout the 

campus community. In addition to the main building where lectures are held, the science 

building, the library and gymnasium, this verdant 620,000-square-meter campus is also 

home to student dormitories and faculty and sta� residences. Unmistakably, this makes 

for an environment where students can interact �uently with faculty and sta� outside the 

classroom. This campus, without parallel, was provided to ICU in the wake of the 

destruction from World War II, through the generous donations of a great many people 

who supported the university’s founding principles.

 Hachiro Yuasa (1890-1981), who served as the �rst president of ICU, believed Proverbs 

29:18 from the King James Bible, “Where there is no vision, the people perish” to be “an 

important expression in considering our reason for existence and in the realization of an 

organization’ s philosophy.” President Yuasa asked, “We each of us are given only one 

opportunity in life. Therefore, with what vision are we going to live that life? Is that not the 

foremost question with which we proceed through life?” (pp. 34-35, “Visions to the 

Young,” ICU Alumni Association, 1981).

 We confront the work of each living day, with a sincere heart, responding to the prayers 

of the countless people who have sown the seeds of their commitment to ICU over the 

past 60 years.

学長   日比谷 潤子
HIBIYA, Junko  President
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● Advisor System │ アドヴァイザー制度│

Bilingualism on campus: English and Japanese in the 
classrooms, dormitories and for extracurricular activities.

Strong linguistic abilities provide
a foundation for study abroad.

Our bilingual education enables students to cultivate collegelevel
linguistic abilities in both English and Japanese through the English 
for Liberal Arts Program for April students and the Japanese Language 
Programs for September students. Science courses in English o�er an 
advantage for those planning study abroad.

A third of our full-time faculty are foreign nationals from 20 
di�erent countries: a Bulgarian faculty member guides students 
through the Tale of Genji; and a Hungarian faculty teaches 
Japanese history. The diverse nationalities of our faculty make for a 
unique experience that stretches disciplines beyond traditional 
national borders.

決めるのはあくまで学生本人。だからこそ、
いろいろな立場のアドヴァイザーが、多方面からバックアップ。

自由な学びや充実した
キャンパス生活を支えてくれる
多様なアドヴァイジング。

専任教員がアカデミックアドヴァイザーとして学生一人ひとりを担
当。学生は、学修計画、成績、進路からキャンパス生活まで、
何でも話し合えます。さらにアカデミックプランニング・センター
も学修を支援し、ICU Brothers & Sistersは学生の視点からア
ドヴァイス。大学全体で学生をサポートします。

Each student has a full-time faculty as an academic advisor. 
Advisors provide advice on study plans, grades, future career 
plans and campus life. The Academic Planning Center supports 
students map out their curriculum. The ICU Brothers & Sisters 
provide advice as their peers. The university community provides 
all kinds of support tailored to student needs.

The advisor system supports
�exible learning and campus life.

[ Academic Advisor ]

[ Academic Planning Center ]

[ ICU Brothers & Sisters ]

[ Student ]
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● Small Class Education│ 少人数教育│

徹底した少人数教育だから、
授業はいつも双方向。
A tradition of small class education
for active interaction in the classroom.

密度の高い少人数教育は、献学当初からの徹底した方針。現在
のST比（教員一人あたりの学生数）は18：1です。少人数なので、
一人ひとりにスポットがあたり、授業でのディスカッションも活発。
さらに、オフィスアワーやコメントシートを設け、教員との対話の
機会を増やしています。
We have maintained instruction in small classes from the founding 
days. The present student-teacher ratio is 18:1. Attention to 
individual students in class provides ample opportunity for each 
to participate in active discussion. O�ce hours and comment 
sheets also open windows for personal interaction with faculty.

タブレット式のイスを自由に動かせば、
対話しやすい環境が生まれます。

授業、寮生活、課外活動…
すべて日・英バイリンガルの
キャンパス・ライフ。

● ELA / JLP│リベラルアーツ英語プログラム ＆ 日本語教育プログラム│

● International Educational Exchange Programs│国際教育交流プログラム│

ICUでは、卒業までに日英両語で大学レベルの授業を受けられる力
をつけるために、卒業要件として4月生にはリベラルアーツ英語プロ
グラムを、9月生には日本語教育プログラムの履修を課し、日英両
語によるバイリンガル教育を徹底しています。日本にいながら理系の
科目も英語で学べるので、留学にも有利です。

22ヵ国の大学・教育機関と提携し、充実の交換・海外留学を実現。 ICUの留学は「語学を学ぶ」
のではなく「語学で専門を学ぶ」留学です。 その他、語学研修、サービス・ラーニングなど、
海外で学ぶ機会は豊富にあり、1年間に400人以上の学生を海外に派遣しています。
ICUの国際教育プログラムは、すべて卒業に必要な単位を取得できるプログラムです。

English for 
Liberal Arts

Program

April 
Students

September 
Students

Japanese 
Language 
Programs

[ Presentation ][ Discussion ][ Writing ]

ELA JLP

[ Reading ]

in both English and Japanese
Academic Skills

鍛えた語学で専門分野を学ぶ
ICUの海外留学。

Our partnerships with universities and educational institutions in 22 countries provide students 
with ample opportunities for study abroad. Students further their studies in their major with a 
�rm linguistic foundation. Over 400 students go abroad every year through our accredited 
international exchange programs.

世界的にも高い
外国籍教員の比率。
国籍が交差する学びも魅力の１つ。

● Diversity of Faculties│専任教員の多様性│

Multi-national faculty provide an exceptional
and attractive learning environment.

例えば、ブルガリア出身の教員が『源氏物語』の授業をしたり、ハ
ンガリー人の教員が日本史を教えたり。教員と学問の“ 国籍” が
交差するのも、ICUにおける学びの魅力の1つです。専任教員の
3人に1人は外国籍で、その国籍も約20ヵ国と多様。世界的に見
ても、外国籍教員の比率は高い水準となっています。

1 : 2
Foreign Faculty

Foreign Faculty

Foreign Faculty

Foreign Faculty

[ Faculty  ]

[ ICU ]

[ 東京大学 ] 6 %

[ 京都大学 ] 5 %

92.4 %
Percentage of ICU Faculty 
Awarded Ph.D.s Abroad

34 %[ ICU ]

California Institute 
of Technology 18 %

[ Stanford University ] 26 %

[ University of Oxford ] 41 %

22Countries 66Universities

400 Students
per year

International Programs

Over

International Exchange / 
Study Abroad Programs

ICUでは、欧米の大学で一般
的な成績指標であるGPA（Grade
Point Average）を導入。

出典：文部科学省「人材力強化のための教育改革プラン」（2013）

31 Majors 

自分の学びを自分で
デザインできるメジャー制。
Design your own curriculum with
the major system.

全員が「教養学部アーツ・サイエンス学科」に入学し、2年次の
終わりに約30のメジャー（専修分野）から自由に専攻を選ぶシス
テムは日本初。自分だけのカリキュラムをつくり、自分で学びを
デザインできます。文理の垣根もありません。分野に捕らわれな
い広い視野と統合力は、キャリアの選択肢を大きく広げます。

All students enter the Division of Arts and Sciences, the College of 
Liberal Arts, and choose their concentration from approximately 
30 majors at the end of the second year. Students design their 
own curriculum across traditional arts and sciences boundaries, 
synthesizing a broad perspective that expands their choice of 
future career.

[ Major ] 主専攻

● Major System │メジャー制度 │

[ Double Major ] 二重専攻
Physics & Psychology
Biology & Anthropology
Chemistry & Public Policy

[ Major / Minor ] 主専攻/副専攻
Biology & Business
Economics & Literature
Peace Studies & Art and Cultural Heritage
History & Biology
Biology & Philosophy and Religion

専攻の形は3種類。一つを極める、二つを学ぶ、
一方に比重をかける…すべて思いのまま。

メジャーの詳細については24ページへ

ひと目でわかるICU
ICU at a Glance

留学プログラムの詳細については34ページへ
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　国際基督教大学は、基督教の精神に基づき、自由にして敬虔
なる学風を樹立し、国際的社会人としての教養をもって、神と
人とに奉仕する有為の人材を養成し、恒久平和の確立に資する
ことを目的としています。
　本学は、国際的協力により設置された大学として、献学以来、
その名に示される通り、国際性への使命（I）、 キリスト教への使
命（C）および学問への使命（U）の3つを掲げ、目的の実現に努
めています。

    International Christian University holds as its mission the 
establishment of an academic tradition of freedom and 
reverence based on Christian ideals as well as the cultivation of 
internationally minded citizens who perform service to God and 
humankind and make contributions to lasting peace. As a 
university founded through international cooperation, ICU 
pursues three commitments expressed in the university’s name: 
Academic, Christian and International Commitments.

学問への使命
Our Academic Commitment

3つの使命
The Three Commitments of ICU

　ICUは、真理を探究し、自由の内実をさらにゆたかにすることを
めざして献学されました。真理を求め、伝達する上で最大の成果を
得るためには、最高の学問的水準を維持することが必要です。学問
を中心とする共同体であるICUには、真理と自由を追求する責任と
期待と励ましが与えられています。
　知識の交流は、あらゆる高等教育研究機関が特別な関心をもって
取り組むべき重要な課題です。ICUの使命は、断片的なままでは役
に立たない知識を互いに関連づけ、統合し、そのなかで、自らの専
門分野を超えて広く知識の交流をなし得る大学人を養成することに
あります。ICUが教養学部（liberal arts college）の制度をとり、
精神の解放と涵養とを重視するリベラルアーツ教育に力をそそぐ根
拠は、まさにこの点にあります。
　自由で、独立した思索力と批判能力を身につけ、非理性的な力の
支配に抗い、真理と自由のもとに理性的な決断を行ない、この決断
にともなう責任を引き受けること。学問的精神の支えを受けて、こ
のような責任意識を体得した人々を世に送り出すことこそ、ICUの
使命です。

 ICU was established to search for truth and enrich the essence of 

freedom. In the pursuit and conveyance of truth, it is essential to 

maintain the highest academic standards in order to achieve the best 

results. Thus, our academic community is comprised of individuals 

given the responsibility to seek truth and freedom.

 The communication of knowledge must be a special concern to all 

institutions of higher education. We are committed to educating and 

nurturing individuals who will integrate knowledge in separate 

disciplines by interacting with people outside their specialized �eld. 

This is the rationale for our strong emphasis on liberal arts; our 

extensive curriculum is designed to free and cultivate the mind.

 We expect our students to acquire the ability to think, critique and 

make reasonable judgments as individuals serving truth and freedom, 

against any external restraint and coercion. It is our mission to send 

forth graduates who will ful�ll their responsibilities based upon their 

newfound knowledge and skills.

　ICUは、キリスト教精神によって立つ大学であり、その使命は、
宗教も含めて、人間存在のあらゆる次元の問題を探求し、考究を深
めることにあります。
　人間の直面するさまざまな問題の説明や解釈、解決の方法におい
て、キリスト教精神に従う場合とそうでない場合との間には、異なる
面があるかもしれません。しかし、私たちが用いる学問的方法や論
理は、他の立場に立つ場合と全く変わりません。学問を通じて得ら
れる知識は、それ自体が最終目的ではなく、例えば社会改善の責任
というように、さらに深い意義をともなうものです。この意味におい
て、知識、信仰、行為は、本質的に一体であるべきです。
　高等教育の場であるICUは、キリスト教信徒をつくることを目的と
はしていません。しかし、学生一人ひとりは、学園生活を通じて個々
の人生や社会生活のなかにおける神の存在とその力に目を開くよう
呼びかけられています。この呼びかけは、学生が自ら真理を求め、
それぞれが見出した真理に身を捧げることを願う、大学から学生へ
の挑戦です。

 ICU’s commitment to a Christian philosophy enables us to explore 

and develop all dimensions of human existence, including religion. We 

believe a Christian institution of higher learning has a distinct 

contribution to make to the world. Although di�erences may arise in 

explanation, interpretation, or proposed solutions to certain human 

conditions, our scienti�c and descriptive tools are the same as those 

used by scholars at other institutions. Knowledge discovered and 

taught is not an end in itself but carries with it certain implications, such 

as the responsibility for improving society. 

 Winning adherents to the Christian faith is not ICU’s primary goal. But 

we encourage our students to open their eyes to the presence and 

power of God in their lives and in society. In this environment, students 

learn that acquiring knowledge is not an end in itself: we believe in the 

essential unity of knowledge, faith and action.

キリスト教への使命
Our Christian Commitment

　第二次世界大戦後に誕生したICUは、既にその献学の根本理念が、
国家の枠にとらわれない立場をめざす大学でした。さまざまな国籍
や文化的背景をもつ人々がともに学び、働く、共同生活の場である
ICUでは、教職員、学生のすべてが、可能な限り国際性を実現しよ
うとしています。このなかで、多彩な教育観がカリキュラムに反映さ
れ、構成員の各人が、文化的差異を超え、独立した人間としての人
格的出会いを経験します。共同生活に生じる多くの緊張を体験し、
適応していくなかで、学生は新しい世界における生き方を創造し、
世界の問題を自己の問題としてとらえることになります。
　国際的相互理解や交流を実現するために欠くことのできないもの
は語学力であり、ICUでは日英両語により教育を行っています。また、
海外諸大学との交換留学制度をはじめ、世界との多様な交流の場を
実現しています。
　ICUは、日本にあって、世界と日本を結ぶ架け橋としての使命を
自覚し、国際理解と文化交流の進展に貢献することをめざします。

 ICU was established shortly after World War II, and its founding 

philosophy embracing a supranational perspective based on deep 

re�ection about the war. On the Mitaka campus, people from di�erent 

nations and cultures live, study and work together, forming an 

international community. Our academic program re�ects a variety of 

educational visions; each individual will inevitably encounter others 

from di�erent backgrounds. This multicultural environment provides 

students with the groundwork for future problems in the world by 

handling group situations, accommodating the needs of others, and 

adopting common goals.

 To promote mutual understanding and exchange in the international 

community, language ability is vital. ICU provides a bilingual education 

in English and in Japanese. The university provides students with a 

variety of programs that connect them with the world outside Japan, 

including numerous opportunities to study at universities overseas 

through our educational exchange programs.

国際性への使命
Our International Commitment
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Ministry of Eduction, Culture, Sports, Science and Technology-Japan

グローバル人材育成推進事業
Project for Promotion of Global Human Resource Development

文部科学省

英語運用能力の伸長　Further Expansion of English Pro�ciency

　ELAは、学生が英語によるアカデミックスキルを身につけて本学
の英語開講科目を履修し単位を取得できるようになること、在学中
または大学院進学時に海外の大学へ留学して単位を取得できるよう
になることを目的とした、全4月入学生が必修のプログラムです。
　学生はそれぞれの習熟度に応じて課程（Stream1～4）が決まります。
さらに、各課程内で約20人ずつの「セクション」と呼ばれるクラスに
分かれます。授業は少人数制で、学生同士や教員との活発なコミュ
ニケーションやディスカッションを重視。刺激的な学習環境の中で行
われる、リベラルアーツへの重要な導入教育です。
　また、このプログラムの終了時期には履修者全員がIELTS※の受験
を求められます。これは、海外留学プログラム参加要件の一つであ
る英語運用能力の証明として利用できるため、その受験を求めること
で、より多くの学生に留学への動機づけを与える、というねらいをもっ
ています。したがって、その目標水準も、諸外国大学の留学許可に
際して判定に使われる「総合点6.5」という数字に合わせています。
　ELA修了時にIELTS を受験することは、学生の詳細な成績の分析
を通して、このプログラムの目標達成度を確認し、評価することを
も可能にしています。

※International English Language Testing System (IELTS)とは、留学の
ために必要な英語力を証明する、英語能力判定試験。アメリカ、イギリス、
カナダ、オーストラリアなどの3000を超える教育機関で、入学の審査とし
て採用されています。

 The English for Liberal Arts Program aims for students to acquire 

academic skills through the study of English, become able to take 

courses for credit in other subjects taught in English, and be able to 

take courses for credit at overseas universities, for example through 

study abroad programs while at ICU or after going on to graduate 

school.

 Students are placed in one of four “streams” based on the pro�ciency.  

Courses are also broken down into “sections” with about 20 students in 

each section.  Classes of this small size place emphasis on lively 

discussion and student-student and student-professor communication. 

This style of education creates a stimulating learning environment and 

helps students progress successfully toward graduation.

 When students complete the ELA Program, they are asked to take the 

test of the International English Language Testing System (IELTS). Since 

this test can be used to demonstrate English pro�ciency required for 

participating in study abroad programs, it is expected that taking the 

exam will motivate more students to study overseas.  ICU hopes 

students will score at least a 6.5 on this test, which is the standard used 

when their study abroad applications are assessed.

 Analysis of exam scores can also serve as one tool to evaluate the 

degree to which the program is meeting its goals.

※International English Language Testing System (IELTS) is an examination for 

English-language ability necessary for overseas education and is applied in more 

than 3,000 educational institutions in the U.S., U.K., Canada, Australia and other 

countries as one of their admission requirements.

The Three Pillars of Global Human Resource Development
グローバル人材育成の3本の柱

1年次  1st Year ２年次  2nd Year ３年次  3rd Year ４年次  4th Year

リベラルアーツ英語プログラム（ELA）
English for Liberal Arts (ELA) Program

専門科目（基礎科目／専攻科目／選択科目）
Specialized Courses (Foundation Courses ／ Major Courses／ Elective Courses)

一般教育／保健体育
General Education ／ PE Courses

M
ajor D

eclaration

〔必修〕卒業研究
（日本語 or 英語）

〔Required〕Senior Thesis
(in English or Japanese)

G
raduation / O

btain D
egree, B.A

. in Liberal A
rts

2.英語開講専門科目履修を通じた情報発信能力
　（ライティング）の涵養
　 Cultivation of the Ability to Convey Information
　(Writing) through Courses Held in English. 

3.教育目的達成の具体的検証としての単位取得を伴う海外留学
　 Credit-Bearing Study Abroad Programs as Veri�cation of
　 Educational Objectives 

1. 英語運用能力のさらなる伸長
Further Expansion of
English Pro�ciency 

IELTS による達成度測定
プログラムの更なる改善へ

●●Wコース   W-Course●● ELA ●●海外留学プログラム Study Abroad Program
短期プログラム（１,２年次対象）
Short Programs (for 1st and 2nd Year Students)

新規プログラム（アジア、ヨーロッパ）拡充へ
Developing new programs in Asia, Europe

長期プログラム（3年次対象）
Long Programs (for 3rd Year Students)

専門科目におけるライティング力強化
Improving writing skills in speialized courses

ライティングセンターの設置へ
Working towards establishment of “Writing Center”

グローバルに活躍できる “人材”として　Human Resources Active Throughout the Globe

企業のグローバル化へ貢献
Contribute to Globalization
of Business 

国際機関・NGO での貢献
Contributions at International
Organizations / NGOs 

諸外国の大学院への進学
Pursue Higher Degrees at
Overseas Graduate Schools 

国内外の大学・研究機関への勤務
Work at Japanese / Overseas
Universities or Research Institutes  

卒業後 Graduation 

IELTS measures degree to which
goals are being met and is used to
make further improvements to
program   

・英語によるアカデミックスキルの修得
　Acquire academic skills through the study of English

・習熟度別教育（Stream 1-4)
　Pro�ciency level - based training

・英語開講の専門科目の履修を可能に
　Become able to take courses taught in English

・留学を可能に
　Become able to study abroad　　   　 　

・四技能が測定可能
　Four skills can be measured

・リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング
　Reading, Listening, Writing and Speaking　　

・海外大学への留学時に求められるレベルの英語力
　Level of English pro�ciency required for study abroad　 

目標水準「総合点6.5」
Target Level of IELTS is 6.5

リベラルアーツ英語プログラム（ELA）の導入
English for Liberal Arts(ELA) Program 

全員がIELTS※を受験（ELA終了時）
All students take IELTS※ exam (at the end of ELA) 

1

　4月入学生が１・2年次に履修する、リベラルアーツ英語プログラム（ＥＬＡ）。実践的な英語力を身につけながら、批判的思考力も磨き、
ＥＬＡ終了時には、海外留学プログラムの参加要件となる、IELTS*「総合点6.5」の取得を目指しています。

    All students who enter ICU in April take ELA Program courses in their 1st and 2nd years. While acquiring practical English skills, students 
polish their critical thinking skills and ultimately take the exam of the IELTS, a successful score on which can help them get accepted into 
study abroad programs.

　2012年度、ICUの取組が、大学教育のグローバル化のため
の体制整備を推進することを目的とした文部科学省「グローバル
人材育成推進事業」（平成24－28年度）に採択されました。ICUは
国家の枠を超えて設立された大学として、献学当初から60年間
にわたり一貫して世界を舞台に人類の平和と共存に実践的に貢献
できるグローバル人材を育成してきました。そして今、この目標
をさらに高いレベルで実現することを目的として、以下の3本を
柱に取り組みを進め、今後もICUの教育理念を体現した人材を
世界に送り出し続けていきます。

    ICU’s work has been selected for the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology’s “Project for Promotion of Global 
Human Resource Development,” which promotes systems that increase 
the global nature of university education. ICU was founded sixty years 
ago as a university that goes beyond national boundaries. Since that 
time it has consistently cultivated superlative individuals capable of 
making practical contributions to peace and coexistence throughout 
the world. In order to even further realize this educational objective, 
ICU is to use the following three pillars to base its continuing work to 
produce superlative individuals who embody ICU’s educational 
principles.
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Step2
Wコース（専門科目）

W-Course（Specialized Courses）

Step3
卒業論文作成

Senior Thesis

Step2.5
海外留学

Study Abroad

Step1
ELA Research Writing 
（論文作成／ ELA)

目標： 40％の学生が英語で卒業論文を作成
Objective: 40% of Students Write Senior Thesis in English

1年次  1st Year ２年次  2nd Year ３年次  3rd Year ４年次  4th Year

　学生が真のグローバル人材へと成長できたか否かは、海外の大学
で実際に英語で授業を受け、ディスカッションに参加し、レポートを提
出して成績の評価を受ける、というプロセスにより初めて確認できます。
　海外留学プログラムの形態は、3週間の短期派遣から1年間の交
換留学まで多岐にわたり、留学可能な国も２０ヶ国以上の国におよん
でいます。毎年、全学生の約15%超の450人以上がプログラムに
参加し、卒業時までに海外で単位修得を伴う学修を行う学生は、全
体の40%を超えています。
 　2013年度からは、延世大学校、高麗大学校に6週間学生を派遣
する「韓国サマープログラム」を開始し、これに加え2014年度から
はドイツのベルリン自由大学と香港中文大学崇基学院でのサマープ
ログラムも開始します。また、理系学生向けの海外留学プログラム
として、The College of Wooster（アメリカ）との交流も進められ
ています。

　本取り組みの詳細を、WEBサイトにてご覧いただけます。
ICUの教育、国際色豊かなキャンパス環境、留学経験など
に関する、同窓生、在学生、教員のインタビューも掲載し
ています。

 You can see details of our project on our o�cial website. You 
can also read interviews by our alumni, students and teachers 
as to our education, international campus life and studying 
abroad. Please check it out.

 By looking at their accomplishments in study abroad programs it is 

possible to con�rm whether students are developing into what we can 

expect to be a superlative graduate able to be active in an international 

setting.  This includes looking at the courses they take that are taught in 

English, class participation, as well as their papers and grades.

 ICU o�ers diverse study abroad opportunities, from programs as 

short as 3 weeks to as long as 1 year. About 15% of all students (over 

450 students) participate in these programs each year. About 40% of 

the student body acquires credits overseas through these programs at 

some point in their ICU academic career.

 New 6-week “Korea Summer Programs” with Yonsei University and 

Korea University started in AY2013 and new summer programs will start 

in AY2014 with Free University of Berlin and The Chinese University of 

Hong Kong.  An exchange program in the Natural Sciences with The 

College of Wooster in the United States is also being planned.

　単位修得を目的とした留学で、現地の学生や世界各国から集まった学生と同じ授業に参加し、グループワークやディスカッションな
どを通して、真のグローバル人材としての力を培います。

 Students develop their abilities to be true Global Human Resources by joining classes at other universities abroad for acquisition of 
credits with local students and other students from all over the world, experiencing group works and discussions.

英語開講専門科目履修を通じた情報発信能力（ライティング）の涵養
Cultivation of the Ability to Convey Information (Writing) through Courses Taught in English.

ＥＬＡ Research Writing（論文作成） ELA Research Writing (Academic Papers)

　ELA を締めくくる科目として、学生が興味を持って取り組めるアカ
デミックなテーマ（「マスメディア」「日本の英語教育」など）を研究し、
英語で論文を書き上げます。論文を書くにあたっては、教員が個人
指導の時間を設け、きめ細かな指導を行います。

 This is the last course students take in the ELA Program.  Students 

conduct research in an academic subject they are interested in (for 

example, English education in Japan, the mass media) and write an 

academic paper about it. Upon their writing the papers, each teacher of 

the classes provides individual tutorial to each student and provide 

considerate guidance.

2 教育目的達成の具体的検証としての単位修得を伴う海外留学
Credit-Bearing Study Abroad Programs as Veri�cation of Educational Objectives

Introduction of O�cial Website of ICU Global Human Resource
Development Project

グローバル人材育成プロジェクトWEBサイトの紹介

3

専門分野にふさわしい英語論文の作成手法を身につけ、自らの知識を他者にわかりやすく伝える力を養います。

Students acquire academic writing skills appropriate to their chosen major and learn how to share their ideas with others e�ectively.

Step1

W（ダブル）コース W-Course

　ELAで身につけた力をさらに向上させ、専修分野（メジャー）に相
応しいライティング力を養うため、専修分野における英文レポート作
成の指導を手厚く行う科目としてWコースを開講しています。
　この科目では、通常の科目よりもレポートなどのライティングの課
題を多く課す一方で、授業を担当する教員に加え、チューターも毎
回授業に参加し、学生のライティング力に応じた指導を行います。

 In order for students to enhance their abilities developed on the ELA, 

within the specialized courses taught in English are some courses 

designated as “W-Course,” which ask students to complete a greater 

number of writing assignments.  Students are helped not only by the 

course’s instructor but also by writing tutors.  The tutors attend all 

classes and work together with the instructors to help guide students 

through the academic writing process.  Students learn in depth about 

the course’s specialized subject matter and also acquire academic 

writing skills appropriate to that �eld.

Step2

卒業論文作成 Senior Theses

　4年間で得た知識と養われた思考力の集大成として、卒業論文の
作成を全学生に課しています。
　卒業論文の作成では、学生一人に対して専任教員一人が卒論アド
ヴァイザーとしてつき、専門的な指導を行います。

 Students bring together all the knowledge and thinking skills they 

acquired at ICU to write an academic thesis in their senior year. Each of 

all students must write a senior theses under the guidance of a thesis 

advisor who is a member of the university’s full-time educational sta�.

Step3

URL: http://web.icu.ac.jp/global/
For more details, please visit

英語運用能力を伸ばす 海外英語研修（SEA）プログラム

興味ある分野を学ぶ
夏休みなどの短期間で

Learn Interest Field in a Short Time, 
such as Summer Vacation

学びを海外で活かす

学びを深める 交換留学など　ACUCAプログラム

アメリカ、ヨーロッパなどで学ぶ アジア／アフリカで学ぶ

Further Expansion of English Pro�ciency SEA-Study English Abroad Program

Making the most of Studying Abroad

Furthering the Liberal Arts Exchange Program     ACUCA Program

Studying in America and Europe Studying in Asia and Africa

韓国サマープログラム　香港サマープログラム
Leadership for Change Program

UCサマーセッションズ　イギリス文化研究
ドイツサマープログラム　海外フランス語研修
海外日本語教育実習
UC Summer Sessions　Field Studies in British Culture
German Summer Program　French Studies Abroad
Overseas Teaching Practicum in Japanese

国際サービス・ラーニング
International Service Learning

Korea Summer Program　Hong Kong Summer Program
Leadership for Change Program

エリア
Objectives Areas

主な参加学生
1, 2年次
2年次以上
3年次以上　　

Main Participation
1st and 2nd year
Over 2nd year
Over 3rd year

目的
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　1949年6月15日、静岡県御殿場のYMCA東山荘で開催さ
れた大学組織協議会に集まった日本と北米のキリスト教界の指
導者たちによって、「国際基督教大学」は正式に創立されました。
この日、理事会および評議員会が公式に組織され、大学設立の
基本方針が採択され、教育計画の原則が決定されました。日本
の地に超教派のキリスト教大学を設立しようという日米のキリス
ト者の約半世紀にわたる願いが、キリスト者・非キリスト者を問
わず数多くの人々からの善意の募金により叶ったときでした。

  On June 15, 1949, Japanese and North American Christian leaders 
convened at the Gotemba YMCA Camp to o�cially establish 
International Christian University. With the inauguration of the Board 
of Trustees and the Board of Councillors, the founding principles and 
a fundamental educational plan were instigated. Establishing an 
interdenominational Christian university had been the dream of 
Japanese and American Christians for half a century; owing to 
donations from individuals regardless of their religious orientation, 
the Gotemba Conference �nally realized their aspirations. 

沿革
History

　御殿場会議実現の裏には、日米の関係者の精力的な計画立案の作
業がありました。すなわち、1945年秋、第二次世界大戦敗戦から数
週間の後、教育に携わる日本のキリスト者の間で、キリスト教精神に
基づく総合大学の設立計画が開始されました。この活動は、来日した
米国キリスト教会使節団、米国教育使節団を通して、米国に伝えられ
ます。これに呼応し、大戦後の国家間の和解と人類愛を求める人々の
力強い意思と願いは、日米協力によるキリスト教大学建設事業に対す
る支援として具体化されて全米に反響を呼ぶことになったのです。
1948年には、ニューヨークに日本国際基督教大学財団（JICUF：Japan 
International Christian University Foundation, Inc.）が設立され、その後の
募金活動の中心を担うこととなります。
　日本では、一万田尚登日本銀行総裁を後援会長として全国に募金
活動が展開され、企業や団体、キリスト者・非キリスト者を問わず
数多くの人々から募金が寄せられました。敗戦の復興が緒についた
ばかりの時期にあって、大学の礎が多数の人々の国際的な善意によっ
て築かれたという例は、ICUをおいて他にはありません。
　1950年には、日本で集められた募金により、東京の三鷹市に広
大な土地が校地として購入されました。1952年4月、献学式が行
われ、まず語学研修所が開設され、1年後の1953年3月、文部省
より学校法人国際基督教大学の設置認可を得て、同年4月1日、日
本で最初の4年制教養学部大学として開学するに至りました。
　1999年度に50周年を迎え、2004年3月までの5年間にわたっ
て、その記念事業を展開しました。また、2003年度には「『平和・安全・

 In the fall of 1945, just weeks after the end of World War II, a group of 

Japanese Christian educators initiated a movement to establish a 

university based on Christian principles. The Foreign Missions 

Conference of North America and the U.S.Education Mission, both 

visiting Japan at the time, gave their wholehearted support, conveying 

this plan to people in the U.S.Amidst the post-war yearning for 

reconciliation and world peace, Americans supported this project with 

great enthusiasm.

 In 1948, the Japan International Christian University Foundation 

(JICUF) was established in New York to coordinate fund-raising e�orts 

in the U.S. People in Japan also donated as they found hope in this 

cause dedicated to world peace. Regardless of their religious 

orientation and despite the often destitute circumstances in the 

immediate post-war years. Organizations, �rms, and individuals 

supported this ambitious undertaking. Bank of Japan Governor Hisato 

Ichimada headed the supporting organization to lead the national 

fund-raising drive. With its endowment procured through good will 

transcending national borders, ICU has therefore been unique from its 

inception.

 In 1950, ICU purchased a spacious site in Mitaka City on the outskirts 

of Tokyo with the donations it received within Japan. The campus was 

dedicated on April 29, 1952, and the language institute was set up in 

the �rst year. In March 1953, the Japanese Ministry of Education 

authorized ICU as an incorporated educational institution; the College 

of Liberal Arts opened on April 1st as the �rst four-year liberal arts 

college in Japan.

 The University celebrated its 50th anniversary in 1999, holding 

diverse events and projects during the commemorative �ve year period 

leading up to March 2004. In 2003, the Ministry of Education, Culture, 

年　譜
Chronology

御殿場会議
Gotemba Conference

第1回入学式風景
The scene from 1st Matriculation

1963年頃のキャンパス
Campus around 1963

共生』研究教育の形成と展開」により21世紀COEプログラム＊に、
「責任ある地球市民を育むリベラル・アーツ」により「特色ある大学
教育支援プログラム」（特色GP＊）に採択されました。
　2008年度には教学改革を実施し、これまで6学科に分かれて入
学していた制度を変更。学生は入学時には専攻を決めず、入学後さ
まざまな分野の学問に触れた後、2年次の終わりに約30メジャー（専
修分野）の中から自身の専門を選択するシステムに移行しました。これ
に合わせて申請した「自発的学修者を育むリベラルアーツ教育支援：
アカデミックアドヴァイジングからアカデミックプランニングへ」は
2007年度「特色GP」＊に採択されています。
　また、大学院も2010年度に教学改革を実施し、従来の4研究科
をアーツ・サイエンス研究科に統合しました。
　2012年度には、本学の取り組みが「グローバル人材育成推進事業」
＊に採択されました。
　2013年度には、献学60周年を迎えました。2011年4月から
2016年3月まで5年間にわたり、アカデミックプログラムを中心とし
た記念事業を展開しています。
　時代の変化とともに、大学はその使命を改めて問い直し、新たな
取り組みを次々と実施しています。
＊いずれも文部科学省事業

Sports, Science and Technology selected ICU’s “Research and Education 

for Peace, Security and Conviviality” for the 21st Century Center of 

Excellence Program and its “Liberal Arts to Nurture Responsible Global 

Citizens” for the Distinctive University Education Support Program (Good 

Practice).

 In 2008, academic reform was enforced in the College of Liberal Arts. 

The system of six divisions was replaced with a new organization, the 

“Division of Arts and Sciences,” and a system of academic majors. As of 

April 2008, all new students simply begin as College of Liberal Arts 

students, choosing their major from 31 areas by the end of their 

sophomore year. Students now have more time to make their decision 

while they study a multitude of subjects in general education and 

foundation courses. MEXT chose ICU for its �scal year 2007 Distinctive 

University Education Support Program, “Educational Support for Liberal 

Arts to Nurture International Learning: From Academic Advising to 

Academic Planning” in acknowledgement of the university’s e�orts for 

educational improvement. 

 In 2010, the Graduate School also conducted reform and integrated its 

four divisions into a new “School of Arts and Sciences.”

In 2012, ICU was selected for the NEXT's “Project for Promotion of Global 

Human Resource Development”.

 ICU celebrated its 60th anniversary in 2013. During this �ve-year period 

from April 2011 until March 2016, a number of anniversary projects 

including academic programs will be o�ered on campus.

 ICU is continually working to recon�rm its responsibilities and ful�ll its 

mission for the changing times.

1949年

1952年

1953年

1957年

1978年

1984年

1999年

2002年

2008年

2010年

御殿場会議　国際基督教大学創立

語学研究所開設

献学式挙行

学校法人国際基督教大学設立認可

国際基督教大学教養学部献学（開学）

大学院開設

国際基督教大学高等学校開設

創立35周年記念式典挙行

創立50周年記念式典挙行

一万田記念「平和の鐘」設置

教養学部6学科制をアーツ・サイエンス学科に改組し、
メジャー制を導入

大学院4研究科をアーツ・サイエンス研究科に統合

 June 15

 April 1

 April 29

 March 23

 April 1 

 April 1

 April 1

 June 15

 May 26

 Sept. 11

 April 1 

 April 1

1949

1952

1952

1953

1953

1957

1978

1984

1999

2002

2008

2010

International Christian University founded at Gotemba 
Conference

ICU Language Institute established

ICU Campus Dedication Ceremony

ICU authorized as a school juridical person

ICU College of Liberal Arts founded

ICU Graduate School founded

ICU High School established

35th Anniversary Ceremony

50th Anniversary Ceremony

Ichimada Memorial Peace Bell Installed in the ICU Chapel

6 Division system of the College of Liberal Arts replaced with 
a new organization of the “Division of Arts and Sciences” and 
the system of academic majors

4 Divisions of the Graduate School integrated into “School of 
Arts and Sciences” 

6月 15日

4月11日

4月29日

3月23日

4月　1日

4月　1日

4月　1日

6月15日

5月26日

9月11日

4月11日

4月11日
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教育研究所 Institute for Educacional Research and Service (IERS)

社会科学研究所 Social Science Research Institute(SSRI)

キリスト教と文化研究所 Institute for the Study of  Christianity and Culture (ICC)

アジア文化研究所 Institute of Asian Cultural Studies (IACS)

平和研究所 Peace Research Institute(PRI)

日本語教育研究センター Research Center for  Japanese Language Education (RCJLE)

高等臨床心理学研究所 Institute for Advanced Studies of  Clinical Psychology (IASCP)

ジェンダー研究センター Center for Gender Studies (CGS)

組織
Organization

国際基督教大学
International

Christian University

教養学部
College of Liberal Arts

大学院
Graduate School

研究所・
教育研究センター
Research Institutes/
Education Research
Center

アーツ･サイエンス学科 Division of Arts and Sciences

アーツ･サイエンス研究科 School of Arts and Sciences

教育学専攻科 One-year Postgraduate Program in Education

リベラルアーツ英語プログラム

美術・文学・音楽
Art, Literature and Music

•心理・教育学専攻
•公共政策・社会研究専攻

•Education and Psychology

•Public Policy and Social Research

•比較文化専攻
•理学専攻

•Comparative Culture

•Natural Sciences
博士前期課程

■デパートメント（教員組織） Departments ／ 各デパートメントが提供するメジャー（専修分野） Majors

Master’s Course

•アーツ・サイエンス専攻 •Arts and Sciences博士後期課程
Doctoral Course

｜本 科 学 生｜
本学において学位を得ることを目的として入学
する者。

｜転入本科学生｜
日本または外国の大学（短期大学も含む）におい
て1か年以上在籍した者が本科学生として本
学に編入する場合の身分。

｜一年本科学生｜
単位取得を目的として本学に1年間留学する
場合の身分。

｜研　究　生｜
4年制の大学を卒業した者が特定の分野にお
ける研究を行う場合の身分。

｜一般聴講生｜
単位の取得を目的とせずに科目を聴講する
場合の身分。

｜科目等履修生｜
本学の学生以外の者が単位の取得を目的とし
て本学学部において特定の授業科目を履修す
る場合の身分。

｜Regular Students｜
Regular Students are those who have entered in 

order to earn a degree at the College of Liberal 

Arts or at the Graduate School.

｜Transfer Students｜
Transfer Students are those who have completed 

one or more years of college work elsewhere and 

enter ICU as degree-seeking students.

｜One-Year-Regular Students｜
One-Year-Regular Students are those who come 

from abroad and study at ICU for one year with 

credits.

｜Kenkyusei (Special Students)｜
Kenkyusei (Special Students) are those who have 

completed undergraduate work,  and are 

permitted to pursue their research at ICU.

｜Non-Credit Auditors｜
Non-Credit Auditors are those students who sit in 

on classes but do not otherwise participate in the 

instructional program of the University. Credit for 

courses taken will not be recorded, and no credit 

is awarded.

｜Credit Auditors (kamoku to rishusei)｜
Credit Auditors (kamoku to rishusei) are not 

students at ICU but permitted to take speci�c 

undergraduate courses in order to earn college 

credits .  Credit  for  courses  taken wi l l  be  

recognized and recorded.

学生身分

Student Status

2014年度現在　As of AY2014

•美術・文化財研究
•音楽
•文学

•Art and Cultural Heritage

•Music

•Literature

経済・経営学
Economics and Business

•経済学
•経営学

•Economics

•Business

教育学・言語教育
Education and Language Education

•教育学
•言語教育

•Education

•Education and Language 
 Education

歴史学
History

•歴史学 •History

生命科学
Life Science

•生物学 •Biology

物質科学
Material Science

•化学
•物理学

•Chemistry

•Physics

数学・情報科学
Mathematics and Information Science

•情報科学
•数学

哲学・宗教学
Philosophy and Religion

•哲学・宗教学 •Philosophy and Religion

政治学・国際関係学
Politics and International Studies

•法学
•公共政策
•政治学
•国際関係学

•Law

•Public Policy

•Politics

•International Relations

心理学・言語学
Psychology and Linguistics

•言語学
•心理学

•Linguistics

•Psychology

社会・文化・メディア
Society, Culture and Media

•メディア・コミュニ
  ケーション・文化
•人類学
•社会学

•Media, Communication 
 and Culture

•Anthropology

•Sociology

複数のデパートメントが協力して提供する学際的なメジャー
Interdisciplinary Majors

•アメリカ研究
•アジア研究
•開発研究
•環境研究
•ジェンダー・
 セクシュアリティ研究
•グローバル研究
•日本研究
•平和研究

•American Studies 

•Asian Studies

•Development Studies

•Environmental Studies

•Gender and 
　Sexuality Studies

•Global Studies

•Japan Studies

•Peace Studies
日本語教育課程

世界の言語

保健体育科

English for Liberal Arts Program

Japanese Language Programs

World Languages

Department of Health and Physical Education

図書館 Library

アドミッションズ・センター Admissions Center

アカデミックプランニング・センター Academic Planning Center

サービス・ラーニング・センター Service Learning Center

総合学習センター Integrated Learning Center

診療所 Clinic

Religious Center

宗教音楽センター Sacred Music Center

博物館  湯浅八郎記念館 Hachiro Yuasa Memorial Museum

ロータリー平和センター Rotary Peace Center

ディッフェンドルファー記念館 Diffendorfer Memorial Hall

ジョナサン・エドワーズ・日本センター The Jonathan Edwards Center Japan

•Information Science

•Mathematics

カウンセリング・センター Counseling Center

宗務部
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大学暦
Academic Calendar

　ICUは世界に門戸を開く大学です。人種、宗教、国籍を問わず、また、
日本人学生、外国人学生、帰国生などと区別することなく、すべて
の学生を平等に受け入れています。そのため、日本語と英語をキャ
ンパスの公用語とし、両言語での学修を可能にするため、リベラル
アーツ英語プログラムと日本語教育プログラムを設置しています。
　4月と9月、3月と6月、それぞれ年2回ずつ行われる入学式と卒
業式は、世界に開かれたICUを象徴するものです。「4月生」が主に
日本の高校、大学等を経て入学する学生であるのに対し、「9月生」
は日本以外の教育制度を経てICUに入学します。また、9月生には、
ICUでの学位取得を目的として入学する学生とは別に、交換留学な
どで短期間学ぶ学生も含まれます。
　4月生、9月生は、語学プログラムを除き、同一のカリキュラムの
もとで学習します。ICUでは、教職員も含め、さまざまなバックグラ
ウンドをもつ人々が自由に交流し、国際的なキャンパスを形成してい
ます。また、寮生活やクラブ活動を通しても、自然に国際的な生活
体験ができる環境が整えられています。

 ICU welcomes students from throughout the world, regardless of race, 

religion, or nationality. Japanese and English are the languages of 

instruction at ICU. The knowledge students gain from the English for 

Liberal Arts Program and the Japanese Language Programs enable them 

to use both languages pro�ciently for a thoroughly bilingual education.

 Matriculation Ceremonies, held both in April and in September, and 

Commencement held both in March and in June, symbolize ICU’s 

openness to the world. April students join the ICU student body in April 

after graduating from Japanese high schools or transferring from other 

Japanese universities, while September students come from educational 

systems abroad through separate screening procedures for  

English-speaking applicants. College students from abroad interested in 

studying for a year in Japan may enroll in September as One-Year-Regular 

students.

 Students enrolling in April and September study on the same campus 

and under  the  same curr icu lum,  with  the  except ion  of  t h e  

above-mentioned language programs. ICU o�ers students a truly 

international campus life, where faculty and students from di�erent 

backgrounds can freely interact with each other.

　ICUでは1年を春、秋、冬の3つの学期（1学期は約11週）に分け、
学期ごとに授業を完結させる3学期制を採用しています。学生はそ
れぞれ学期ごとに履修する科目を登録し、その科目で要求される課
題を果たします。学部学生が1学期に履修する科目は標準で13単
位、4～5科目です。関心の変化に応じてグローバルに、かつ集中的、
体系的に学ぶことができるのが3学期制の特徴です。

 The academic year is divided into trimesters of approximately eleven 

weeks each. Students register and complete courses in each term. The 

trimester system allows students to choose courses according to their 

current academic interests and to study intensively and systematically. 

Undergraduate students take about four or �ve courses per term, worth  

an average of 13 units.

3学期制
Trimester System

　ICUでは人間の個としての発達、および社会における個人の権利
という問題が献学以来重視されてきました。1953年4月29日、最
初の入学式に出席した新入生は一人ひとりが紹介され、それぞれが
大学の原則を支持し、国際連合が採択した「世界人権宣言」（1948年
12月10日国連総会決議により採択）に従って大学生活を送る旨を記した誓
約書に署名しました。この時以降、学生宣誓は毎年の入学式におけ
る慣例となっています。

 Our �rst students matriculating on April 29, 1953 each signed a pledge 

to support the university philosophy and spend their ICU days abiding by 

the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United 

Nations General Assembly on December 10, 1948. This has been the 

custom at every matriculation ceremony.

 In order to realize the purposes and ideals of International Christian 

University, I hereby solemnly pledge that as a student I will uphold the 

principles of the Universal Declaration of Human Rights, respect law, 

and abide by University regulations and instructions.

学生宣誓について
Student Pledge

大学暦
Academic Calendar

年2回の入学式と卒業式
Matriculation Ceremonies and Commencement Held Twice a Year

Spring Term第１学期

4 ・ 春季入学式／オリエンテーション
・ 第 1学期履修登録／授業開始
・ ICU献学記念日
・ Spring Matriculation / 
 Orientation for New Students

・ Spring Term Registration/ 
 Classes begin 

・ ICU Dedication Day

Apr.

私は国際基督教大学の学生として
大学の目的と理想との実現のために
世界人権宣言の原則にたち　
法を尊び
学則ならびに指示に従うことを　
入学にさいし
ここに厳粛に宣誓します

Student Pledge
学生宣誓

・ 夏季修了生修士論文提出締切日
・ 新入生リトリート
・ キリスト教週間
・ MA Theses of 
 June Graduates due
・ New Students Retreat
・ Christianity Week

May
6

Apr.
7・8・ 海外英語研修（SEA）プログラム

・ 夏期留学プログラム
・ 夏期日本語教育
・ グローバル・リーダーシップ・
 スタディズ
・ Study English Abroad (SEA) Program
・ Summer Study Abroad Programs
・ Summer Courses in Japanese
・ Global Leadership Studies

Jul.
Aug.

Autumn Term第２学期

・ 秋季入学式／オリエンテーション
・ 第２学期履修登録／授業開始
・ Autumn Matriculation / 
 Orientation for New Students
・ Autumn Term Registration / 
 Classes begin

Sep.
10 ・ 交換留学募集開始

・ Applications for
 International Educational
 Exchange Program

Oct.
11 ・ ICU祭

・ 第 2学期期末試験／授業終了
・ ICU Festival
・ Autumn Term Exams / 
 Classes end

Nov.

Winter Term第 3学期

12 ・ 第３学期履修登録／授業開始
・ 世界人権宣言記念日
・ クリスマス行事
・ クリスマス・年末年始休暇
・ Winter Term Registration/ 
 Classes begin
・ Human Rights Day
・ Christmas Programs
・ Christmas & New Year’s 
 Holidays

Dec.
1 ・ 授業再開
・ 春季修了生修士論文提出締切日
・ Classes resume
・ MA Theses of March  Graduates due

Jan.
2 ・ 春季卒業生卒業論文提出締切日
・ 第３学期期末試験／授業終了
・ Senior Theses of 
 March Graduates due
・ Winter Term Exams / 
 Classes end

Feb.
3 ・ 春季卒業式
・ Spring CommencementMar.

5 ・ 夏季卒業生卒業論文提出締切日
・ ICU創立記念日
・ 第 1学期期末試験／授業終了
・ 夏季卒業式
・ Senior Theses of 

 June Graduates due

・ ICU Founder’s Day

・ Spring Term Exams /

 Classes end

・ Summer Commencement

9

夏季卒業式
Summer Commencement 

ICU 祭
 ICU Festival 

秋のキャンパス
Autumn Campus 
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　ICUは教養学部アーツ・サイエンス学科のもとに、30を超え
るメジャー（専修分野）をもつ、リベラルアーツ・カレッジです。学
生が広い視野に立ち、自立的に科目を選択する自由を尊重する
と同時に、学びの深化や統合も重視するという教育課程を特長
とした総合的な教養教育（リベラルアーツ）により、学問における分
野を超えた連携に目を開かせ、21世紀の挑戦に立ち向かう力を
備えた21世紀型の人材を育成します。

    ICU is a liberal arts college. The distinctive character of its liberal 
arts education is that it emphasizes opening students’ outlook and 
respects their freedom to choose their own coursework while at 
the same time demanding that their studies be both broadly 
integrated and deeply penetrating. This education opens 
students’ eyes to connections that exist beyond academic 
divisions and cultivates a 21st century mindset necessary to meet 
21st century challenges. The College of Liberal Arts has policies in 
three general areas: diploma, curriculum and admission.

Diploma Policy

教養学部―3つのポリシー
Policies of the College of Liberal Arts

 Based on Christian ideals and the Universal Declaration of Human 

Rights, International Christian University (ICU) aims to educate 

individuals to serve God and humankind as critical, responsible, and 

peace-building global citizens. Following from its threefold mission as 

an academic, Christian and international institution, the university 

grants a Bachelor of Arts diploma to those who have attained the 

following abilities by completing academic requirements in the arts and 

sciences.

1.  Ability to learn creatively while strengthening his/her academic 

foundation and forming an independent plan as a self-motivated 

scholar

2.  Ability to learn in both Japanese and English and to use those 

languages to communicate with people from around the world

3.  Ability to identify and resolve problems with a foundation in critical 

thinking that can be directed at him/herself and others

4.  Ability to bring together diverse knowledge, whether it stems from 

the sciences or the humanities, and to put such knowledge to use in 

real-world situations

5.  Ability to e�ectively express ideas in both oral communication and 

the written word

　ICUはその理念と目的に基づき、ディプロマ・ポリシーに示す能力を持っ
た人材を育成するため、以下のようにカリキュラムを編成しています。
　リベラルアーツ教育のもつ“Later Specialization”（専門化を急がず、自分
にあった専門を見きわめるべく幅広く学ぶための時間を重視する）という考え方に立ち、
少人数教育により学生１人ひとりが主体的に科目を選択できるよう適切な
アドヴァイジングを行います。全体のカリキュラムは、大きく「全学共通
科目」と「専門科目」に分かれ、横糸と縦糸を構成します。
　全学共通科目には、語学、一般教育、体育があります。まず、1、2
年次に履修する「語学教育科目」（4月入学生は英語、9月入学生は日本語）では、
バイリンガリズムの理念に基づき、単に言語の運用能力だけでなく、言
語を通して論文作成やディスカッションの技能を身につけ、批判的思考と
対話力など、アカデミックな技法を修得します。英語・日本語以外を学ぶ「世
界の言語」では、未知の文化や考え方に触れ、より広い視野を養います。
4年間をとおして学ぶ「一般教育科目」は、人文科学、社会科学、自然科
学の3系統から構成され、さまざまな学問の本質に接することで、専攻し
たい分野の発見を助ける一方、複数の視点からその分野やテーマを位置
付ける機会を提供し、教養教育の要として重要な役割を果たしています。
また、「保健体育科目」は、知・徳・体のバランスを取り、全人的に成長
することを促します。これらの「全学共通科目」を通して、学生はさまざま
な知の世界に触れて幅広い視野や柔軟な思考力を身につけます。
　すべての学問に通じる知的営みの基礎を築いた上で、2年次の終わり
までに、人文科学・社会科学・自然科学の諸分野からメジャー（専修分野）
を決定し、中級以上のコースでは少人数による演習や実験の授業で専門
を深めます。学際的なメジャーの存在に加え、ダブルメジャー、メジャー・
マイナーを選択して複数の専門を同時に深めることも可能です。多様な
学問領域での学びをとおして知識の有機的な統合をはかり、4年次には
学業の集大成として、全員が1年間3学期かけて「卒業研究」を行います。
その過程では、4年間をとおして学んだ知識や思考力を特定のテーマに
収れんさせ、卒業論文という具体的な形にまとめることで、知的な成果
を発信することを学びます。

 Based on its objectives and mission, ICU’s curriculum cultivates the skills 
outlined in its diploma policy.
 ICU believes in “later specialization,” a feature of liberal arts education which 
allows students more time to study a variety of subjects before deciding on a 
major. Students choose courses, many o�ered in small classes, according to 
their individual needs with help from faculty.
 The curriculum consists of college-wide and specialized courses. 
College-wide courses are for language study, general education courses and 
physical education. Based on our policy of bilingualism, students take 
language courses in their freshman and sophomore year (English for Liberal 
Arts for April students and Japanese Language Program for September 
students). In addition to language pro�ciency, these courses provide training 
in academic skills such as thesis writing and discussion to enhance 
competence in critical thinking and communication. World Language courses 
provide instruction in languages other than Japanese and English. They 
provide students with the opportunity to explore unfamiliar cultures and 
thinking in order to nurture a broad perspective. General education courses 
form the core of the liberal arts curriculum: the humanities, the social sciences 
and the natural sciences. Based on their experience in these courses students 
are able to choose their major. In addition, they acquire the tools necessary to 
approach their chosen �eld from various perspectives. Physical education 
cultivates students’ holistic growth by helping them enhance their physical, 
mental and moral well-being. These college-wide courses enable students to 
develop �exible thinking backed by the opportunity to explore diverse 
cultures and perspectives.
 Having built a �rm academic foundation with their general education 
courses, students narrow down their interests by choosing a major from the 
humanities, social sciences and natural sciences by the end of their 
sophomore year. Intermediate and advanced courses o�er a deep-learning 
experience through seminars and experiments in small classes. Students can 
choose from interdisciplinary majors, as well as single, double and 
major/minor arrangements, which allow them to explore several di�erent 
�elds at the same time. Seniors use the three terms of their last year in the 
College to write a thesis on a theme of their choice. Through this exercise in 
composing and presenting academic research, students bring together what 
they have learned in their undergraduate studies.

カリキュラム・ポリシー （教育課程の編成方針）
Curriculum Policy

　ICU は、世界人権宣言の原則に立ち、「責任ある地球市民」として
世界の平和と多様な価値観を持つ人々との共生を実現するためにリ
ベラルアーツ教育を実践しています。献学以来、その名に示されるよ
うに、国際性への使命、キリスト教への使命、学問への使命を掲げて、
「行動するリベラルアーツ」の伝統を築いてきました。グローバル化す
る現代の社会でこの理念を実現してゆくために、ICU では日本全国
および世界各地からの次のような資質を持つ学生を求めています。
　
・文系・理系にとらわれない広い領域への知的好奇心と創造力
・的確な判断力と論理的で批判的な思考力
・多様な文化との対話ができるグローバルなコミュニケーション能力
・主体的に問題を発見し、果敢に問題を解決してゆく強靭な精神力
と実行力

　日本あるいは世界各国の教育制度で、文系・理系にとらわれず幅
広く学び、各教科・科目の基礎知識を関連づけて行動する知性へと
変革する能力や外国語によるコミュニケーション能力を備えているこ
とを重視します。
　自己と世界の変革に挑戦するさまざまな可能性に満ちた学生を受
け入れるため、教養学部では多様な選抜方法と多元的な評価尺度に
よる入学者選抜を実施しています。

 Founded on the principles of the Universal Declaration of Human 
Rights, ICU aims to cultivate “responsible global citizens” who will 
contribute to world peace and to help people from diverse backgrounds 
live together harmoniously. ICU has been a pioneer in liberal arts 
education in Japan since its founding in 1953, pursuing, as its name 
suggests, international, Christian, and academic missions. In order to 
realize this vision and meet challenges in the rapidly changing global 
community, ICU seeks students from Japan and the world possessing 
the following qualities:

 - Intellectual curiosity and creativity that transcend disciplinary 
boundaries

 - Sound judgment based on powers of logical, critical thinking
 - Global communication skills necessary for dialogue with people from 

cultural and linguistic backgrounds
 - Self-motivated Individuals who identify, solve, and engage real world 

problems

 Our goal is to admit, irrespective of nationality, students who have 
studied a wide range of subjects with the core competencies to 
integrate basic knowledge and foreign language skills for doing liberal 
arts.
 ICU o�ers a variety of admissions and assessment procedures in order 
to enroll students who seek to change both themselves and the world.

アドミッション・ポリシー （入学者受入れ方針）
Admission Policy

ディプロマ・ポリシー （学位授与に関する方針）

　ICUは、キリスト教の精神にもとづき、世界人権宣言のもと、平
和を構築する地球市民としての教養と責任を身につけ、神と人とに
奉仕する有為の人材を育成することを目的としています。その実現
のため、3つの使命、すなわち学問への使命、キリスト教への使命、
国際性への使命を掲げ、文理を超えた幅広い分野で所定の教育課
程を修め、以下のような能力を身につけた者に対して学位を授与し
ます。

1.  学問の基礎を固め、自発的学修者として主体的に計画を立てつ
つ、創造的に学んでいく能力

2.  日英両語で学び、世界の人々と対話できる言語運用能力
3.  自他に対する批判的思考力を基礎に、問題を発見し解決していく
能力

4.  文理を問わず多様な知識を統合し、実践の場で活用する能力
5.  効果的な文章記述力とコミュニケーション力に基づく説明能力
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　ICUは2008年度に実施した教学改革により従前の6学科制
をメジャー制としました。学生は入学時に専攻を決めず、2年次
の終わりまでに約30のメジャー（専修分野）から自分の専門を選び
ます。この際、1つのメジャーを修めるだけでなく、2つのメジャー
を同時に組み合わせて履修（ダブルメジャー）することや、2つのメ
ジャーを比率を変えて履修（メジャー、マイナー）することも可能です。

    ICU is a liberal arts college. In 2008, the six academic divisions 
were reformed into a major system. All freshmen simply start as 
College of Liberal Arts students, choosing from approximately 30 
majors by the end of their sophomore year. Students can also 
combine majors by choosing a double major or a major and 
minor.

教養学部―学びの特色
Academic Excellence

　“Later Specialization（専門化を遅らせて、広く学ぶ）”という考え方に
基づき、学生がさまざまな知に触れて複眼的な視点や柔軟性を身に
つけ、すべての学問に通じる基礎を築いた上で、じっくりと専門を見
極めることを奨励しています。学科制を廃止し、メジャー制を導入し
たのもこの考えに基づくものです。個々の学生が自己の関心に応じ
て主体的に科目を選択することが可能となります。
　こうしたカリキュラムの柔軟性を最大限に生かすため、専任教員の
アドヴァイザーが個々の学生に履修指導を行います。ICUでは少人
数教育を維持することに努めており、教員対学生の比率は1対20以
下となっています。また、学生が「自立的・自発的学修者」となるた
めの支援を行う相談窓口として、アカデミックプランニング・センター
を設けています。
　国際性をその使命の一つに掲げるICUでは、すべての学生に日英
両語の十分な運用能力を求めます。そのために「リベラルアーツ英
語プログラム」または「日本語教育プログラム」が必修となります。
　最終学年では、全学生が学びの集大成として、自らテーマを設定
し卒業論文を作成します。
　教養学部に4年間在学し、日英両語の能力を身につけ、所定の単
位を修得し、卒業論文を提出した者には、学士（教養）の学位が授与
されます。

 ICU encourages “later specialization” in students’ undergraduate 

career, giving students the time to make their decisions while they 

study diverse topics in general education and foundation courses. Since 

students design their own curriculum according to their speci�c needs 

and interests, countless variations exist.

 Academic advisors provide guidance in planning their studies in 

order to assist students in achieving their graduation requirements in 

this �exible curriculum. ICU tries to keep the faculty-student ratio as 

small as possible for its liberal arts education, not exceeding 1 : 20. The 

Academic Planning Center also assists students in designing their 

educational program, by cultivating their independence and active 

involvement during their years at ICU. 

 Re�ecting the institutional internationalism of ICU, both Japanese 

and English are used on campus so students are required to be 

pro�cient in both languages. For this purpose, regular students must 

complete either the Japanese or the English language program.

 As a culmination of their studies, all fourth-year students write a 

senior thesis on a topic of their choosing.

 A bachelor of arts degree is granted to those who enroll for four years 

in the College of Liberal Arts, obtain competence in both English and 

Japanese, complete the required credits in general education and in 

their area of concentration, and submit a senior thesis.

カリキュラムの特色
The Curriculum

学位取得要件 （4月入学生の場合）
Graduation Requirements （for April Entrants）

4年間の流れ
 Four Years at ICU

General Education・一般教育科目
Health & Physical Education・保健体育科目

＊1～4年次を通じて履修します。
Students can register for General Education Courses throughout their 4 years.

自分で選んだメジャー（専修分野）を中心に
深く学んでいく期間

入
学
　M

atriculation

学
位﹇
学
士（
教
養
）﹈取
得・卒
業
　G

raduation/O
btain D

egree, B.A
. in Liberal A

rts

メ
ジ
ャ
ー
決
定
　M

ajor D
eclaration

一般教育科目や各メジャーの基礎科目を通して、
自分の興味・関心を探索する期間

Period to study declared major in depth through 
majors’ specialized courses

Period to pursue interests through General Education
courses and majors’ foundation courses

全学共通科目　College Wide Courses

専門科目　Specialized Courses

＊学びたい分野が明確な学生は、メジャー決定手続きを待たず、
特定のメジャーの学びを深めることが可能です。

＊メジャーの選択方法には、「メジャー」、「ダブルメジャー」、
「メジャー、マイナー」の3種類があります。

詳細は右ページをご覧ください。
Students who have already decided thier majors are free to
study more within their field before declaring their major.

“Major”, ”Double Major” and “Major, Minor” are the three ways
students can choose areas in which to focus their studies.

Further details are on the page 15.

Languages・語学教育科目

Foundation Courses of Approximately 30 Majors
・専門科目① 約30メジャーの基礎科目
＊さまざまな基礎科目にふれて、自分の興味・関心を模索してください。
 （自身が選ぶことを検討しているメジャーの基礎科目を含みます）
＊ Students explore their goals and interest through
the completion of Foundation courses.
(These Foundation courses include 
the ones students are consider-
ing to major in.)

Area Major Courses in the Declared Major
・専門科目② 自分が選んだメジャーの専攻科目

Electives
・専門科目③ 選択科目

Senior Thesis
・専門科目④ 卒業研究

English for Liberal Arts Program (April Students)

Students acquire sufficient fluency in English by the end of their second year

・リベラルアーツ英語プログラム（4月生）
＊ 2年次までに十分な英語の運用能力を獲得します。

Japanese Language Program (September Students)
・日本語教育プログラム（9月生）

1年次　Freshman 2年次　Sophomore 3年次　Junior 4年次　Senior

4月入学生の学位取得要件は合計136単位です。　136 units are required for graduation for April entrants.

語学教育科目（リベラルアーツ英語プログラム）　Language (English for Liberal Arts Program)　25単位（1・2年次必修） 25 units (take in 1st and 2nd years)

一般教育科目　General Education Courses

保健体育科目　Health and Physical Education Courses  4単位（理論・実技各2単位必修） 4 units (exercise and lecture courses, 2 unit each)

基礎科目
Foundation
Courses

選択科目
Electives

卒業研究
Senior
Thesis

専攻科目
Area Major
Courses

メジャー1つを修める場合

Major

ダブルメジャー
（2つのメジャーを同時に組合わせて履修）

Double Major

メジャー、マイナー
（2つのメジャーを比率を変えて履修）

Major, Minor

取得すべき専門科目履修単位の内訳は、「メジャー」、「ダブルメジャー」、「メジャー、マイナー」の別により異なります。
Unit requirments for Specialized Courses differ depending on whether students choose “Major,” “Double Major” or “Major, Minor.”

9月入学生の学位取得要件は、語学教育科目（日本語教育プログラム）35単位、一般教育科目15単位、保健体育科目（実技）2単位、専門科目84単位の合計136単位です。
136 units of the following courses are required for graduation for September students: 35 units from Languages (Japanese Language Programs), 15 units from General Education Courses, 
2 units from Health and Psysical Education Courses (Physical Exercise Courses) and 84 units from Specialized Courses.

選択したメジャーから
6単位以上
Including 6 units 
from declared major

2つの選択したメジャーから
各6単位以上
Including 6 units 
from each declared major

選択したメジャー、選択した
マイナーから各6単位以上
Including 6 units 
from declared major and 
6 units from declared minor

卒業研究を行うメジャーから
21単位、行わないメジャーから
卒業研究9単位に代わる
メジャー科目9単位を含む30単位
21 units from the major in which 
a student is to write his/her 
senior thesis, and 30 units for 
the other major including 9 units 
in place of senior thesis

選択したメジャーから21単位、
選択したマイナーから15単位
21 units from declared major, 
and 15 units from declared minor

計18単位
18 units

計18単位
18 units

計21単位
21 units

計51単位
51 units

選択したメジャーから
21単位
21 units 
from declared major

：ダブルメジャーの2つめのメジャーの単位 ：マイナーとして選択した単位 ：その他の単位：メジャーとして選択した単位

専門科目　Specialized Courses

21単位　21 units

86単位　86 units

計18単位
18 units

計36単位
36 units

計38単位
38 units

計8単位
8 units

計23単位
23 units

計9単位
9 units

計9単位
9 units

計9単位
9 units

選択したメジャーで論文作成
（＝9単位）

Senior thesis in chosen major 
(9 units)

1つのメジャーで論文作成
（＝9単位）

Senior thesis in either major 
(9 units)

メジャーで論文作成
（＝9単位）

Senior thesis in chosen major 
(9 units)
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全学共通科目
College Wide Courses

　1学期を約11週とし、1週1時限70分の授業、授業以外の予習・
復習2時限分を前提として1単位と数えます。教室外の学習を必ず
しも必要としない実験、実技科目は、毎週2時限から3時限の授業
をもって1単位とします。
　成績は中間試験や期末試験、レポート、出席状況などを考慮して
決定され、特に優秀な成績Aから不合格Eまで5段階で表されます。
また、1単位につきA4点、B3点、C2点、D1点、E0点を与えて、
履修した科目の合計点数を単位数で除して成績平均点数 （GPA= 
Grade Point Average） を算出し、学業成績をはかる基準とします。

 The academic year at ICU is divided into trimesters of approximately 

eleven weeks each. One class hour is 70 minutes and the number of 

academic units assigned to a course corresponds to the number of class 

periods per week. It is assumed that each student will spend two class 

hours doing outside preparation for each hour spent in class. For 

laboratory and practical training sessions not requiring outside 

preparation, one unit is equivalent to two or three class hours. 

 Students’ achievements in course work are graded from A to E; this 

�nal grade is based on mid-term and �nal term tests, reports and 

attendance: A (4 points), outstanding; B (3 points), commendable; C (2 

points), satisfactory; D (1 points), minimal; and E (0 points), failing. The 

Grade Point Average (GPA) indicates the student’s academic 

achievement, calculated by dividing the sum of the grade points earned 

by the total number of units taken.

単位および成績の評価／ 成績平均点数（GPA）
Credit Units and Grades / Grade Point Average （GPA）

　専任教員（准教授以上）がアドヴァイザーとして学生一人ひとりにつき
ます。履修計画や学生生活上のさまざまな問題について相談にのり、
助言を行っています。アドヴァイジングの内容は、学年が上がるにつ
れ変化します。1年次には、大学生活に慣れ、高校までとは異なる
学びへの移行がスムーズに行なわれるように支援します。その後は、
毎学期の履修計画に対する助言を通して、カリキュラムの構造や学
位取得までの要件を段階的に説明していきます。4年次に卒業研究を
開始するに当たっては、これまでのアドヴァイザーに代わり卒論アド
ヴァイザーがつき、卒業論文作成の専門的な指導を行います。

 A full-time faculty member (over associate professor) is assigned to all 

students, for advising academic planning and consulting their problems 

of study and research.

 Students may consult their advisors about various matters. Faculty 

may be concerned with how freshmen adapt to college life, giving 

general advice on how to select a major and plan courses to satisfy 

graduation requirements. In the Senior year, each student will be under 

the guidance of a Senior Thesis Advisor, who will guide the student’s 

research leading to the completion of a Senior Thesis project.

アドヴァイザー制度
Advisor System

　アカデミックプランニング・センターでは、学生のメジャー選択や
学修計画の策定に必要な情報を提供し、学生の個別相談に応じてい
ます。教員や関連オフィスとの連携の元、学生の主体的な学びを支
援しています。センターではピア（学生）アドヴァイザーを養成し、教員・
職員・ピアでアドヴァイジングを支えています。

 The Academic Planning Center provides students with information 

for planning their courses of study and for selecting their major (s). In 

collaboration with faculty members and  other campus o�ces, the 

center provides support for students to be active in their academic 

planning and learning processes. The center also trains peer advisors to 

sustain academic advising at ICU with educational sta�, general sta�, 

and these students.

アカデミックプランニング・センター
Academic Planning Center

　4月入学生は、全員1～ 2年次に集中してこのプログラムを履修
します。単に英語力を伸ばすだけでなく、論文作成法や批判的なも
のの考え方など、大学での学修に必要な技法、英語で学ぶ力の習得
を目的としています。入学時のプレイスメント・テストにより各レベ
ルに分かれ、1クラス約20名で授業を受けます。また、このリベラ
ルアーツ英語プログラムの一環として、単位の一部を海外の大学で
取得できる海外英語研修（SEA）プログラムがあります。

 April students, for whom English is a second language, are required 

to study English intensively for the �rst two years at ICU. The English for 

Liberal Arts Program is designed to teach English for academic 

purposes, including critical thinking, academic reading and writing. 

Students are divided into small classes of about 20 students each in 

accordance with placement test results. As part of the ELA, students can 

participate in the Study English Abroad (SEA) program, through which 

they can acquire credits at educational institutions in English speaking 

countries.

English for Liberal Arts Program （ELA）リベラルアーツ英語プログラム （ELA）

　9月入学生には、日本語教育プログラムが用意されています。こ
のプログラムは、さまざまな文化背景をもつ学生が大学での学修、
生活に必要な日本語のコミュニケーション能力を習得できるよう構成
されています。受講者の能力、必要度に応じて、「集中日本語プログ
ラム」、「日本語プログラム」、帰国生向け「日本語特別教育プログラ
ム」があります。

 JLP provides September entry students with pro�ciency of Japanese 

language that will enable them to actively pursue academic studies in 

ICU. According to the their background and speci�c needs, students are 

placed in appropriate courses. Non-native speakers of Japanese take 

either Intensive Japanese Program or Semi-Intensive Japanese 

Program. Students whose Japanese is their �rst or heritage language 

will be placed in Special Japanese Program.

Japanese Language Programs （JLP）日本語教育プログラム （JLP）

　ICUの一般教育科目は単なる概説や入門講座ではなく、それぞれ
の学問の核心に触れながら、さまざまな学問世界を体験できる機会
を提供します。そのため、各自の関心や学修進度に応じて4年間を
通じて履修できます。専門科目と並行して一般教育科目を履修する
ことで、専門を別の角度からとらえ、他の領域と関連づけて考えるこ
とが可能になります。
　一般教育科目の内、「キリスト教概論」は、キリスト教信仰の基本
的内容を理解するために全学生に必修となっています。

 In the General Education courses, which are not necessarily 

introductory, students expand their horizons by learning about the core 

of di�erent disciplines and their relations to other disciplines. Students 

take these courses according to their interests during their four years of 

study at ICU. Taken concurrently with specialized courses, the General 

Education courses can o�er di�erent frames of reference and the 

opportunity to interconnect various topics. In order to acquaint ICU 

students with the basic teaching of the Christian faith, we require all 

regular students to take the “Introduction to Christianity” from the 

General Education courses.

General Education一般教育科目

　リベラルアーツの一環として学ぶ保健体育科目では、身体活動の
実践を通じて、単なる知識ではなく、自分の体や運動の仕組みを理
解することを目標としています。4月入学生は、講義2単位と実技2
単位の計4単位、9月入学生は、実技2単位が必修です。

 As part of our liberal arts education, all April students are required to 

take 2 units of physical education (PE) exercises and 2 units of lecture 

courses, all September students are required to take 2units of PE 

exercises. The objective of PE courses is not just to acquire knowledge, 

but to understand human being through hands-on activities.  

Physical Education保健体育科目
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免許・資格
Certi�cation Programs

　「専門科目」は、基礎科目、専攻科目、選択科目、卒業研究に分
けられます。取得すべき単位の内訳は、どのような方法でメジャー
を学ぶかによって異なりますが、最終学年では全学生が学びの集大
成として、自分自身で設定したテーマを１年間かけて論文にまとめる
卒業研究を行います。なお、各メジャーの説明については20ペー
ジ以降をご参照ください。

 Specialized Courses include foundation, specialized, and electives , as 

well as senior thesis research. Credit requirements for Specialized 

Courses di�er depending on whether students choose “Major,” “Double 

Major” or “Major, Minor.” The system of majors allows students to choose 

a single major or combine two in a double major or major, minor. During 

their senior year, students compile a senior thesis on a topic of their 

choosing. For the introduction of the majors, please refer to p.20.

専門科目
Specialized Courses

　「5年プログラム」とは、優秀な本学教養学部の学生を対象に、学
部4年間と本学大学院1年間の計5年間で集中して学士号と修士号
を取得する制度です。
　学部の第3年次に在学中の成績優秀な者の中で、卒業後1年間で
博士前期課程を修了することを希望する者から書類選考を行い、「5
年プログラム生候補者」として認定します。
　候補者は、第4年次の1年間に、学部卒業に必要な科目および卒
業論文に加えて、大学院科目等履修生として大学院科目も履修しま
す。候補者は学内選考に合格すれば大学院へ入学できます。既に修
得した大学院科目単位を含めて、入学後に「5年プログラム生」とし
て必要な科目の履修と平行して修士論文を作成し、5年間で学士と
修士を取得することになります。

 The ICU’s 5-year Program is a system which o�ers excellent students 
at ICU College of Liberal Arts (CLA) to obtain a B.A. and M.A. in 5 years 
intensively; 4 years at the CLA and 1 year at the Graduate School (GS). 
 Through documentary screening, the GS shall select candidates for 
the 5-year Program from the CLA juniors with an excellent academic 
record who wish to complete the Master’s Course in a year after 
graduation.
 Selected candidates must take a certain number of graduate-level 
courses as a Graduate Course Credit Auditor during their senior year 
separately from the courses required for graduation from the CLA. They 
must also complete a senior thesis to graduate from the CLA. When the 
candidates pass Internal Entrance Examination in their senior year, they 
shall be formally admitted to the GS.  After entering to the GS, the 
“5-year Program students” should take necessary graduate-level 
courses in addition to the courses already completed in their senior 
year. Meanwhile, the students must write a master’s thesis to acguire a 
B.A. and M.A. in �ve years.

5 年プログラム： 5年で学士と修士を取得できます。
5-year Program: Obtain a B.A. and M.A. in �ve years

　教育職員免許法の規定に基づき、本学教養学部において所定の課
程を修了した者は、卒業後、都道府県教育委員会に申請して教員免
許状を取得することができます。本学教養学部において取得資格を
与えうる免許状の種類は次の通りです。

 The Teacher Certi�cation Program at ICU is authorized by the Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology to prepare 

students for obtaining high school teaching certi�cates.  The 

requirements for teacher certi�cation are set by the Ministry and 

outlined in the Teacher Certi�cation Law, and students who have 

completed the requirements may, after graduation, apply to a 

prefectural  board of education for their  certi�cates.  Teacher 

certi�cation may obtained in the subjects outlined below.

Junior high school ‘Isshu’ (undergraduate-level) teacher certi�cations of the 
following subjects: Japanese / Social Studies / Mathematics / Natural 
Sciences / English / Religion
Senior high school ‘Isshu’ teacher certi�cates of the following subjects: 
Japanese / Geography & History / Civics / Mathematics / Natural Sciences / 
Information Science / English / Religion

Teacher Certi�cation Program教職課程

　博物館法の規定に基づき、学芸員課程を設け、博物館に関する科
目を開講しています。所定の授業科目の単位を修得した学生に対し
ては、卒業の際に、学芸員となる資格を有することを証する「学芸員
課程修了証書」が授与されます。

 ICU has established its Curatorial Training Program based on the 

Museum Law, o�ering courses related to museums, and training 

professionals with a wide range of cultural and academic knowledge. 

Students who have successfully completed all required courses will be 

awarded a certi�cate approving the completion of this program at the 

time of graduation.

Curatorial Training Program学芸員課程

　国籍や文化的背景が異なる人々がともに学ぶ場であることをめざ
すICUでは、英語以外に、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、
韓国語、ロシア語が学べます。単に言語能力を身につけるというこ
とだけではなく、それぞれの言語の背負う価値観や文化、思想も学
びます。上級コース修了時には、留学先の大学で授業が履修できる
レベルをめざしています。

 ICU aims to serve as a place where people from diverse cultures and 

nationalities can study together. In addition to English and Japanese, 

ICU also o�ers the opportunity to study French, German, Spanish, 

Chinese, Korean and Russian. Students who pursue such study do not 

merely develop linguistic ability, but also learn about the values, 

cultures and ideals associated with each language. The �nal goal of the 

world languages program is for students to attain a university level of 

language ability for studying overseas.

World Languages世界の言語

　「サービス・ラーニング」は、学生が自発的な意志に基づいて一定
の期間、社会奉仕活動を体験することによって、それまで知識として
学んできたことを実際のサービス体験に活かし、また実際のサービ
ス体験から生きた知識を学ぶ新しい教育プログラムです。「国際サー
ビス・ラーニング」、「コミュニティ・サービス・ラーニング」などの
授業を決められた履修手順で学び、奉仕活動を行うことによって単
位が与えられます。

 In Service Learning, students take part in volunteer service activities 

for a given period of time and then write a report about their 

experiences. Participation provides an opportunity to apply acquired 

knowledge in real-life settings as well as to learn from the experience 

itself. Participating students are given credits through courses such as 

International Service Learning and Community Service Learning.

Service Learningサービス・ラーニング

　このプログラムは本学が修了証を発行するもので、日本語非母語
話者に対する日本語教育に携わる人材の育成を目的としています。
プログラムの理念は、 ①日本語教育の専門性と独自性を学問的に明
確にすること、 ②日本語教育の専門性において質の高い教員を養成
すること、 ③日本語教育現場では多言語・多文化接触が不可避であ
るため、  教育者であるまえに一人の市民として豊かな国際感覚や人
間性を備えている教員を育てること、です。
　プログラムの核となる必修科目を履修することで日本語教員とし
ての専門能力に不可欠の知識と技能を習得し、その一方で、日本語
教育の背景をなす分野については、全メジャーにわたる科目を選択
科目として組み合わせて履修することにより、修了証が授与されます。

 The primary purpose of this independent university program is to 

produce highly quali�ed professional Japanese language teachers by 

instructing students about the di�erences between Kokugo Education 

and Japanese language, and assisting students’ acquisition of a deeper 

understanding of their specialty in teaching Japanese. The program also 

aims to nurture individuals with a broad world view so that students who 

complete the program may be adequately prepared for the kind of 

multilingual, multicultural interactions they may have with their 

non-native students.

 Certi�cation upon �nishing the course is received through completion 

of the program’s core required courses; while students learn the kind of 

industry-speci�c knowledge necessary for teaching Japanese, they also 

choose from elective courses in other majors which may serve to bolster 

understanding in the �eld of Japanese language education.

Japanese Language Teacher Training Program日本語教員養成プログラム

中学校教諭一種免許状
　国語、社会、数学、理科、英語、宗教
高等学校教諭一種免許状
　国語、地理歴史、公民、数学、理科、情報、英語、宗教
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美術・文学・音楽デパートメント
Department of Art, Literature and Music

美術・文学・音楽デパートメント
Department of Art, Literature and Music

美術・文学・音楽デパートメント
Department of Art, Literature and Music

哲学・宗教学デパートメント
Department of Philosophy and Religion

経済・経営学デパートメント
Department of Economics and Business

経済・経営学デパートメント
Department of Economics and Business

Majors
メジャー紹介

　素材と技法、様式分析、歴史的文脈、図像学等の美術史の基礎を
学びます。また、リベラルアーツ・カレッジで学ぶ学生として、美術作
品がどのように他の学問分野と関わっているか、つまり、諸文化の交流
が作品形成にいかなる影響を与えたかを考察します。伝統的な美術史
教育に加え、キャンパス内の特別な資産を生かした教育も特徴です。
考古学分野では、有名なICUキャンパス内にある先史時代の遺跡を活
用し、実際の発掘作業に参加することもできます。また、湯浅八郎記念
館の収蔵品を通して学び、学芸員課程を履修することも可能です。

 This major allows students to learn the basics of the history of art, 

such as materials and techniques, stylistic analysis, historical context, 

and iconography. As a major in a liberal arts college, students will study 

how cultural exchange contributes to the formation of art works. In 

addition to the classroom instruction in the history of art, facilities on 

campus will be utilized for coursework. Students can carry out 

archaeological �eld work at prehistoric sites within the ICU campus, as 

well as study curatorship through practical training at ICU Hachiro 

Yuasa Memorial Museum. 

Art and Cultural Heritage01 美術・文化財研究

　人間の本質が音楽によってどのように表現され、また認識されるか、
という根源的な問いを扱う学問分野。作曲や演奏等、表現の実践につ
いての専門的指導より、むしろ西洋文化や、アジアを中心とする西洋
以外の文化における音楽の歴史や理論を中心に、そのさまざまな意味
についての比較、分析に重点があります。ある時代や社会の音楽につ
いて学ぶことは、その時代や社会の美術、文学、言語、哲学、宗教、政治、
歴史、経済などについて広く学ぶことを必然的に意味します。この点で、
ICUのもつリベラルアーツの環境は理想的であるといえるでしょう。

 Students in this major will consider the essential question of how 

people express and recognize themselves in music. There will be an 

emphasis on learning and comparing music history and theory of the 

West and the East, rather than instruction in composition, performance 

or expression. Studying a piece of music involves delving into art, 

literature, language, philosophy, religion, politics, history, and economy 

of the time and society. ICU’s liberal arts system o�ers an ideal 

environment for studying music.

Music
音楽02

　言葉という記号を使って、詩や小説や戯曲などのテクストをつくる
ことの意味を問い、そこに何がどのように書かれているのかを分析
する、知的で感覚的な営みが文学メジャーでの実践です。歴史、宗教、
哲学、言語、社会、ジェンダーなど幅広い視点を持ち、作品に描か
れる世界と人間を意味付けていく姿勢を養うことをめざしています。
わずらわしく非合理的なものに魅惑を見出すたくましい精神、また、
日常の事物がわれわれに合図するひそやかな目配せをキャッチする
感受性も文学研究を通じて養われていきます。

 Students will pursue how language has been used as symbols to 

form texts such as poems, plays and novels. From broad perspectives 

including history, religion, philosophy, language, society and gender, 

each student will aim to �nd the meaning of world and human being 

represented in literary works. Tenacious spirit, which discovers charms 

in seemingly cumbersome and irrational a�airs, and �ne sensibility, 

which catches secret signals which ordinary matters send to us, will also 

be nurtured through the study of literature.

Literature
文学

　人間であれば誰もが持つ「意味」への問いや「価値」に関わる考え
方を批判的に吟味し、これをより確実な基盤の上に展開する能力を
養います。哲学分野では西洋と東洋、古典と現代をそれぞれ専門的
に学ぶことができます。宗教学分野では、特に聖書学やキリスト教
学に力点が置かれていますが、宗教学一般や宗教哲学も学べるよう
にカリキュラムが編成されています。いずれも、英語・中国語・ヘ
ブライ語・ギリシア語・ラテン語・ドイツ語・フランス語などの修得
により、従来の日本型の知を越える学びをめざします。

 This major involves a critical analysis of human nature to look for 

meanings and values and to develop them as a foundation for thought. 

The Western and Eastern schools, the classics and contemporary works 

may be studied in philosophy. In religion, emphasis will be laid on 

Christianity and Biblical studies, but religious studies in general and the 

philosophy of religion can also be studied. Studying the classical texts 

in the original will enhance understanding beyond the traditional 

Japanese style of learning.

Philosophy and Religion
哲学・宗教学

03

04

　現代社会の諸問題について理解するための基礎となる学問。なぜ
ある国は豊かで、別の国は貧しいのか、また、同じ国でも、ある時
期にはうまく動いていた経済が、なぜ長期にわたって停滞するのか。
失業やインフレを防ぎ、人々が豊かに暮らせるためにはどうすれば
良いかを考えることが、経済学の大きな役割です。他方、経済活動
に直接関わらない分野でも、少子・高齢化、所得格差、都市の混雑、
地球温暖化等、多くの社会問題に対し、社会的な制約条件のもとで
最適な解決策を考えることも、経済学の役割です。

 Economics provides us with a framework for understanding 

problems in modern society. Economics explores why some countries 

�ourish while others do not and why a thriving economy could 

suddenly fall into a state of stagnation. Given various social constrains, 

economics endeavors to �nd optimal solutions to public policy issues 

on income distribution, urban congestion, global warming the aging 

population, and more. A never ending theme for the economist is to 

�nd ways to foster and enhance better living standards for all in society 

without creating in�ationary pressures and unemployment.

Economics
経済学

　企業の行動を理解するための学問が経営学です。企業間の取引や、
その組織内では、多くの意思決定のプロセスがあります。これを効率
的に行うための交渉行動論や意思決定論も、経営学の主要分野です。
他方で、企業活動を多面的に理解するための基礎が会計学です。会
計学は、財務アナリストや投資家のみならず、広く一般の人々にとっ
て有用な会計情報の作成と分析に関わる学問です。経営学と会計学
は、国際金融や企業金融等、経済学と共通する部分が多く、両方のメ
ジャーを学ぶことで、社会の事象を、より良く理解することができます。

 Business is about decision making within the organization and in 

transactions with other organizations. And thus, e�ective negotiation 

and decision-making skills are essential for the global business leader. 

Accounting is not a �eld limited to the �nancial analyst or professional 

accountant. Financial accounting summarizes the various aspects of 

business operations and provides a common framework for  

understanding corporate behavior.

Business
経営学

05

06
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歴史学デパートメント
Department of History

政治学・国際関係学デパートメント
Department of Politics and International Studies

政治学・国際関係学デパートメント
Department of Politics and International Studies

政治学・国際関係学デパートメント
Department of Politics and International Studies

政治学・国際関係学デパートメント
Department of Politics and International Studies

社会・文化・メディアデパートメント
Department of Society, Culture and Media

社会・文化・メディアデパートメント
Department of Society, Culture and Media

　世界と日本における近代・現代・現在の問題を考え、誤りのない
国家目標を確定し、地球的問題群の解決にも貢献できる人間の育成
を目標とします。カリキュラムは、法学基礎科目・法学専攻科目、
隣接の公共政策・政治学の関係科目から構成されています。個人・
社会・国家・国際社会における理論法学研究と実証的な実地調査に
基づいた、生ける法の探求と法現象の解明を行い、法学を学ぶこと
によって新しい時代の主権者・市民となることをめざします。

 This major provides rigorous training in thinking about modern and 

contemporary agendas, to nurture students so that they may come up 

with the right state objectives and contribute to solutions for global 

problems. The curriculum consists of foundation, major courses in law 

as well as public policy and political science. Through theoretical and 

empirical studies about the individual, society, state and international 

society, this major allows students to explore the living law and legal 

phenomena and helps them become sovereign and responsible 

citizens.

Law09 法学

　プラトンやアリストテレスの時代から蓄積されてきた政治学の知見
を実際の世界に活かすアーツを修得することをめざします。カリキュ
ラムにおいては政治理論、政治思想、比較政治、国際政治などの基
礎を学び、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、
ラテンアメリカなどの政治や国際関係の動向を把握します。どのよう
に政治が動いているのかという実証的な要素とともに、世の中がどう
変わるべきかという規範的要素を学ぶことによって、民主的なリー
ダーシップを育成します。

 Students will trace the history of political thought from Plato and 

Aristotle to acquire the ability to apply this knowledge to real world 

problems. The curriculum o�ers courses in political theory, history of 

political thought, comparative politics and international politics. 

Combining empirical studies about the political situation around the 

world with normative studies on how the world should change, this 

major trains students’ analytical skills to prepare them to become future 

leaders in a democratic society.

Politics
政治学10

　時間軸のなかで世界を把握し、「いま」を相対的に眺める視点を大
切にする学問です。授業では日本、アジア、ヨーロッパをはじめアメ
リカ、中東まで世界のさまざまな地域の歴史を学び、文化や宗教、
社会の多様性をとらえる複眼的視点を身につけます。最終的には、
学生一人ひとりが自分の問題意識に沿って歴史を語り描けるようにな
ることが目標です。歴史学は他の学問分野との結びつきの強い学際
的な学問でもあり、政治や経済だけでなく、思想、芸術、技術、言語、
日常生活など、フィールドは多岐にわたっています。

 To study history is to study the world and how it has changed 

through time. This discipline therefore seeks to understand the world as 

it is now. The major includes a variety of courses on the history of Japan, 

Asia, and Europe and other regions of the world, including the United 

States and the Middle East. History is inherently interdisciplinary: 

students are encouraged to discover and cultivate their own speci�c 

areas of interest. As such, the history major deals with a broad variety of 

topics, going well beyond the traditional emphasis on politics and 

economics, to include thought, the arts, technology, language-and 

even an understanding of everyday life.

History07 歴史学

　公共政策という新しい研究領域は、社会に対して“問題解決型アプ
ローチ”をとる点で、伝統的な学問領域と異なります。すなわち地球
規模の環境問題から国内の少子高齢化対策、さらに地域レベルの安全
や都市問題などさまざまな課題について、単に分析し解説するだけで
なく、実践的な対応策を多角的に模索・提案していきます。そのため
公共政策の概念・構造・過程を総合的に理解し、それを基礎としてよ
り実証的に、自治体・国・国際機関の行政の動態、および市民や
NPOの政策の内容と過程を把握できるよう、科目を構造化しています。

 This new research �eld di�ers from traditional disciplines by taking a 

problem-solving approach. Students will not only analyze problems 

such as environmental issues or urban problems, but also �nd realistic 

measures from a multilateral perspective. The concepts, structure and 

process in public policy will be discussed �rst, and in addition to the 

functions of central and local governments, as well as international 

organizations, the roles of NGOs and civil society organizations will be 

analyzed.

Public Policy
公共政策08

　混迷する国際社会に山積する課題をどのように理解し、どう解決し
てゆくべきか。人種、性別、言語、宗教、政治など、あらゆる差別
や葛藤にある国々や人々の間に入り、どのような知識や知恵を働かす
ことができるのか。ヨーロッパに国際社会が成立してから冷戦後に至
るまでの歴史研究と外交、安全保障、国際政治経済、国際開発、地
球環境などの理論研究を踏まえ、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、
中東、アフリカ、ラテンアメリカなどの地域研究によって広く国際関
係の最新動向を把握する国際性へのミッション達成をめざします。

 This major helps students understand and �nd solutions to the 

challenges faced by today’s international society, focusing on con�icts 

arising from di�erences in ethnic origin, gender, language, religion, 

politics and others. The curriculum consists of courses in international 

history, security, international political economy, global environment 

and sustainable development. Area studies for di�erent regions around 

the world will provide students with an exciting learning experience in 

and beyond the classroom.

International Relations
国際関係学

　社会学メジャーでは、格差、貧困、ジェンダー秩序、少子高齢化問題、
南北問題といった、現代社会の諸問題を取り上げ、ミクロ・マクロの
社会理論をてかがりに問題の分析と考察をおこないます。これらの問
題を表面的に理解するだけではなく、問題を生み出す社会背景、社
会構造についても考え、問題を深く掘り下げて考えます。また、理
論的考察にとどまらず、インタビュー調査、観察、アンケート、統計
分析など、実証的な研究を通して社会現象を分析することを大切にし
ています。

 Using micro and/or macro sociological theories, sociology majors are 

encouraged to analyze contemporary social phenomena and problems 

such as inequality, poverty, gender systems, the aging population, low 

birth rates, and the North-South Divide. Rather than super�cial 

understanding, sociology considers the deeper social background and 

social structures that give rise to such problems. Sociology majors are 

expected to expand theoretical arguments and conduct empirical 

research using sociological methods such as interviews, observations, 

surveys, and statistical analysis.

Sociology
社会学

11

12

　人類学は、人間文化の普遍性と多様性の両方を研究することを目
的としています。ICUでは特に、国際性（多様な社会・文化の研究）、
柔軟性（さまざまな事象のあいだの関係をさぐる態度）、実地での訓
練（フィールドワーク）、批判的分析（一面的でない文化の見方）、地
球市民主義（グローバルコミュニティの一員としての自覚）の5つの
側面を重視しています。
　この学問を通して、他者への共感を持ち、グローバルコミュニティ
に貢献できる人材を育てることをめざしています。

 The anthropology major emphasizes �ve main points in its 

curriculum. The international aspect of the major will o�er courses on 

diverse societies and cultures. A �exible approach will allow students to 

link various social and cultural phenomena. Fieldwork is encouraged. 

Instruction in critical analysis will enable students to understand the 

multifaceted nature of culture. The underlying objective of the major is 

to cultivate awareness of global citizenship. Understanding the 

discipline will enable students to empathize with others in preparation 

for future contributions to global society.

Anthropology
人類学13
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生命科学デパートメント
Department of Life Science

物質科学デパートメント
Department of Material Science

物質科学デパートメント
Department of Material Science

数学・情報科学デパートメント
Department of Mathematics and Information Science

数学・情報科学デパートメント
Department of Mathematics and Information Science

教育学・言語教育デパートメント
Department of Education and Language Education

　日常生活で経験する身近な現象のみならず、地球全体に関わるフ
ロンによるオゾン層破壊などの環境問題の理解には化学的知識と考
え方が不可欠です。これからの世界を担う人材には、自然界のエネ
ルギーや物質の変化と人間活動の関係を正確に把握し、物的・社会
的資源を無駄なく正しく利用していくことが期待されています。ICU
では、分析化学・無機化学・有機化学・物理化学をコアとして、日
英両語で開講されている専門科目を履修しながら、化学の専門的知
識と方法を十分習得し、日本または海外の大学院への進学や科学に
関連するビジネス分野で活躍することが可能です。

 Global citizens well-trained to understand the changing relationship 

between humankind and Nature are indispensable for solving 

twenty-�rst century issues such as energy, food, water, sustainability 

and the environment. In addition to core lectures and laboratory classes 

in subjects in analytical, inorganic, organic and physical chemistry, this 

major o�ers specialized courses in English and Japanese to help 

students understand the discipline in depth, preparing them for 

graduate schools in Japan and abroad,  or  careers in science.

Chemistry16 化学

　数学の基礎を体系的に学ぶと同時に、分析的論理的な思考力を培
い、他分野への応用力を養います。
　1年次に微分積分学、線形代数学を習得し、2年次で集合、代数系、
解析、位相の基礎を学びます。3年次には代数学、解析学、幾何学
の専門分野を概観します。卒業研究では、微分方程式、関数解析、
微分幾何学、位相幾何学、代数幾何学、群論、などに加え、数学史、
数学教育および離散数学に関連する研究も行われています。

 Systematic studies in mathematics leads to nurturing of analytical 

and logical thinking that can be applied to problems in di�erent �elds. 

Calculus and linear algebra are o�ered for freshmen, the basics of sets, 

algebraic structures, analysis and topology for sophomores. Juniors 

learn more advanced algebra, analysis and geometry. Topics of senior 

theses are chosen from such areas as di�erential equations, functional 

analysis, di�erential geometry, topology, algebraic geometry,group 

theory together with the history of mathematics, mathematical 

education and discrete mathematics.

Mathematics
数学17

　生命のしくみと多様性を明らかにする生物学は、物理、化学など
の自然科学諸分野と密接な関係を持って発展してきた総合科学と位
置づけられ、動物、植物、細菌などを対象にそれぞれの生き物につ
いて分子、細胞、個体、個体群等のさまざまなレベルで研究を展開
しています。ICUにおける特徴としては、学術的基礎知識だけでなく、
生物学の学び方や研究・発表手法などの習得を含めた「基礎力の重
視」、科学者になるための必須項目である「英語による履修」、社会
における生物学の意義を認識するための「幅広い科目履修」が挙げら
れます。

 Students undertake fundamental and advanced studies in relation to 

other natural science disciplines, such as physics and chemistry. Biology 

students learn theoretical and practical (laboratory) concepts, and their 

instruction extends into research and the development of presentation 

skills. There is emphasis on English as the international language of 

science. Academic development also involves understanding biology in 

the context of science and society.

Biology14 生物学

　物理学は実験や観測をもとに多様な自然現象のなかに普遍的な仕
組みを見つける学問であり、科学と技術の基礎を担っています。
ICUでは少人数制の講義・演習と実験科目が日英両語で開講され、
専門的知識や技量だけでなくコミュニケーション能力、論理的思考
力、語学力を養うことができます。柔軟なカリキュラムにより広い視
野を身につけられ、国内・海外の大学院進学率が高いことも特徴で
す。物理は科学的手法（論理と実証）を身につけるのに絶好の学問で
あり、何が真実なのかを見いだす訓練は環境問題等、地球の抱える
課題の解決にも非常に重要だといえるでしょう。

 This  discipl ine delves into universal  laws found in natural  

phenomena based on experiments and observations, providing the 

foundation for science and technology. Lectures and seminars are 

conducted in small classes in both English and Japanese, with 

instruction not only in specialized knowledge and techniques, but also 

logical thinking and communication skills. The �exible curriculum 

enables students to broaden their perspective, opening the way to 

proceed to graduate schools in Japan and abroad as many graduates 

from the former physics major have done. 

Physics
物理学15

　情報処理の基本的な考え方および個々の手法と共に、それらを統
合し応用する技術を学びます。これらの学習を通じて、学生は種々
の問題解決のためのシステムを構築する力を培い、社会における情
報処理技術の担い手となる能力を養います。
　また、計算理論、プログラミング演習、ソフトウェア開発、および
情報処理技術による問題解決の基本を学習することにより、情報化
社会のあらゆる分野で活躍するために必要な核となるべき能力を獲
得します。

 Based on comprehensive study of information technology concepts 

and methods of their integration, the major nurtures student ability to 

design systematic model frameworks and identify imprints of 

information technology on society. Through theory of computation, 

training in programming and problem solving, and practice in 

development of computer software, students acquire skills for all �elds 

relying on computational processing of information.

Information Science
情報科学

　日英バイリンガル教育という理念のもと、ICUでは「英語教育」と
「日本語教育」に特に力を注いできました。実際に教える言語が「英語」
にしろ、「外国語としての日本語」にしろ、「母語としての日本語」（す
なわち国語）にしろ、その核となるものは不変です。
　そこで、まず基盤となる言語そのものの理解をはじめとして、言
語習得、言語学習、言語発達などの知識を学び、その上で、バイリ
ンガル教育や目標言語を教育するために必要な理論的、実践的な知
識と技術を学んでいきます。

 ICU has a history of rigorous bilingual education in English and 

Japanese. Regardless of the target language and students’ previous 

language backgrounds, common factors form the basics in language 

education. Students majoring in Language Education can deepen the 

knowledge of theoretical and practical issues in language pedagogy 

and bilingualism. They are also expected to build a fundamental 

understanding of their target language, either Japanese or English, and 

go on to deepen their knowledge about the acquisition, study and 

improvement of language.

Language Education
言語教育

18
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教育学・言語教育デパートメント
Department of Education and Language Education

社会・文化・メディアデパートメント
Department of Society, Culture and Media

　心理学の諸領域を基礎から先端まで学び、実験、調査、観察等の
方法論、統計的分析法を身につけ、独自の研究実施をめざします。
メジャーが提供する科目は認知、学習・記憶、神経・生物、言語、発達、
人格、社会、臨床、カウンセリング、組織など幅広い領域をカバー
しています。それらを通して人間や社会に対する批判力・科学的判
断力を高めること、それを形にできること、自ら体験し「心」の視点
から自分の見方やあり方を問うこと、フィールドに出てそれを応用す
ることをめざします。「心の平和」と「成長」の実現を通し世界に貢献
する人材の育成が目標です。

 The psychology program provides opportunities to learn from the 

foundation to the front line of the discipline and develop research skills 

in experimentation, survey, observation, and statistics. 

 Courses in this major cover topics such as cognition, memory, 

neurobiology, development, personality, counseling, social and clinical 

psychology, to enhance students’ ability to analyze and make scienti�c 

judgments about people and society. The objective of the program will 

be to nurture students who can contribute to the world through growth 

and peace of mind.

Psychology22 心理学

　世界の隅々までグローバル化の影響が及ぶなか、越境が日常化し、
新しい可能性が生まれるとともに紛争や貧困、差別などの問題も広
がっています。これまでのような単純な思考方法で物事を理解するこ
とは不可能であり、自分や社会の問題をさまざまな角度から見ること
が求められています。本メジャーでは、人々が生活するあらゆる場に
おいて意味が生み出されるプロセスを批判的にとらえる方法を学び
ます。さらに多文化社会、メディア、ポピュラーカルチャーなどのテー
マに批判的に取り組むことで、社会と積極的に関わりながら生きてい
くための理論や方法論を身につけます。

 Globalization has blurred borders but problems of con�ict, poverty 

and discrimination remain. A multilateral approach must replace 

dualism in �nding solutions for social problems. This major trains 

students to make critical analyses of various processes that occur in the 

world around them in relation to multicultural society, the media and 

popular culture. and skills required to solve environmental problems.

Media, Communication and Culture
メディア・コミュニケーション・文化23

　言語は私たちの日常生活に不可欠であるだけでなく、人間の認知、
思考、文化、社会などとさまざまな形で関係します。言語のような
複雑かつエレガントな体系はほかの動物のコミュニケーション手段に
はみられないものですから、人間という種に普遍的に備わっている
言語の科学的な研究は人間のもつ知性の本質を探求する上で重要だ
といえます。ICUの言語学メジャーは、中核となる下位分野（音声学、
音韻論、形態論、統語論、意味論、語用論）を中心にして、関連す
る諸分野（認知科学、心理学、脳科学、哲学、数理論理学など）と
の学際的な展開を重視します。

 Language is not just a tool for everyday communication but interacts 

in various ways with human cognition, thoughts, culture, and society. 

The complexity and elegance of the human language system cannot be 

seen in the communication systems of other animals. By studying 

language, which is unique to the species, we can investigate the 

speci�c characteristics of human intelligence. The linguistics major at 

ICU centers around the core sub�elds of linguistics (phonetics, 

phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics) and 

encourages interdisciplinary studies with cognitive sciences, 

psychology, brain science, philosophy, and mathematical logic.

Linguistics20 言語学

　教育学メジャーでは、日々変化を続ける「教育」のあり方について
様々な角度から検討します。そのためには、社会的な文脈を理解し、
グローバルな視点から多様な教育のあり方を比較しながら、教育の
様々な局面についての理解や知識を深め、応用力を学び、養っていく
ことが大切です。教育に関する歴史的・哲学的・社会学的・心理的
な視点、教育行政の仕組み、教育課程・教授法や生徒指導の内容を
含む学校教育のあり方、テクノロジーとメディア・コミュニケーション、
多様性や国際的な課題への理解、定量的、定性的な調査手法など、
教育学全般に共通する知識基盤を習得することを目的としています。

 The Education major studies the ever-evolving nature and various 
aspects of education from multiple perspectives, applies the latest 
research knowledge and information to real-world social and 
educational problems, and compares di�erent approaches in 
education from a global vantage point. We attempt to advance our 
�eld by contributing to the knowledge base including: a) historical, 
philosophical, sociological and psychological perspectives; b) the 
structure of educational administration and policies and the state of 
school education, including curricular, pedagogical and student 
guidance issues; and c)  technology and media communication, 
diversity, and international issues, using both quantitative and 
qualitative research methods.

Education
教育学21

　日本研究は、日本とその社会を、批判的で多角的なアプローチを
もちいて探究する学問です。このメジャーは、文化、歴史、芸術か
ら言語、政治、教育に至るまでの数多くの学術分野を取り上げます。
海外の大学で学位を得た教員も多く、多様性に満ちた教員らが、グ
ローバル化の潮流のなかでの「日本」を、相対的、多角的に捉える
視点を与えます。一方、このメジャー専攻の学生は、自分で関心を持っ
たトピックを選び、日本の過去、現在、未来をより良く理解するため
のアプローチと手法を確立するため、自分の能力を高める事になり
ます。

 Japan Studies explores Japan and Japanese society using a critical, 

multidisciplinary approach. The major brings together many academic 

�elds: from culture, history, and art to language, politics, and education.  

The diverse faculty who teach and advise in this major draw on the 

degrees they received abroad to provide comparative and multicultural 

perspectives to the study of Japan in a global context.  Students in the 

major choose their own topics of interest and re�ne their ability to 

apply a range of approaches and methods to better understand Japan’s 

past, present, and future.

Japan Studies
日本研究24

　アメリカ研究はアメリカ合衆国という国の社会や文化、政治や歴史
等を学際的に学ぼうとする分野で、バランスのとれた知米家の育成
を目標としています。ICUでは大学設立そのものがアメリカとの関
係が深く、その後も交換留学プログラムでアメリカの大学と密接な
関係を保って来たこともあり、これまでも日米関係を含め、人種問題、
宗教性、国民性、大衆文化、そして映画研究や舞台芸術を対象とす
る卒業論文が数多く提出されています。1、2年次で鍛えられた英語
運用力を実際の学問の場で活用し、幅広い教養を基礎に学際的な広
い視野をもって向き合えるプログラムです。

 Students in this major will study the culture, society, politics and 

history of the United States of America, to nurture a balanced outlook 

of the country. ICU was established with close ties to the U.S. and its 

relationship with a�liated universities has continued throughout. The 

English language training in the freshman and sophomore years at ICU 

can be fully uti l ized in this major that o�ers a wide range of 

interdisciplinary knowledge.  

American Studies 
アメリカ研究25
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　開発研究では、人間開発視点から貧困の問題を考えます。次世代
にとって公正で持続可能な開発のビジョンを明確にするとともに、革
新的な開発理論を現実問題の解決に応用する能力を養います。具体
的には、開発・低開発の理論、戦後日本の復興と経済成長、グロー
バル化時代の諸課題、人間開発、社会開発、環境に配慮した持続可
能な開発、脱開発などのトピックを通して、開発理論と政策を学びます。

 This major allows students to delve into the problem of poverty 

through the perspective of human development. Nurturing a just and 

sustainable vision for development in the next generation will help us 

apply innovative development theory to real problems. Students will 

study development theory and policy through topics such as the 

theories of development and underdevelopment, reconstruction and 

economic growth in Japan after World War II, problems in the era of 

globalization, human and social development, environmentally 

sustainable development and post-development.

Development Studies28 開発研究

　このメジャーでは、グローバル化の起源や過程を理解しながらグ
ローバル化に伴う今日的あるいは将来的な課題を学びます。ガバナ
ンス、紛争、経済、社会、科学、文化など相互に関連する広範囲の
現象を扱います。例えば、福島原発事故が世界のエネルギー情勢に
与える影響など、突如として表面化した国境を超えるグローバルな
変化を伝統的な学問領域の枠組みにはとらわれずに解明します。

 The Global Studies major prepares students to understand the origins 

and processes leading to globalization and to address current and 

future problems and issues that globalization entails. Global Studies can 

involve a range of interrelated phenomena spanning governance, 

con�ict, markets, society, science, and culture. “The impact of 

Fukushima on the future use of energy worldwide” provides a good 

example of potential topics in the �eld, insofar as this event suddenly 

appeared, de�es borders, and falls beyond the purview of traditional 

majors.

Global Studies
グローバル研究29

　アジアの隣人と共に生きる明確なビジョンを持つ学生を育成する
ために、アジア・太平洋地域における日本が関わった戦争の歴史を
直視するとともに、グローバル化の時代における地域共同体の可能
性を考察していきます。また、アジア地域における現地語の習得も
含めて、関連諸国における政治・経済・社会・文化・言語・国際関係・
科学技術・自然環境などを学際的な視点から学ぶことで、アジアの
人々とのより有効なコミュニケーションを構築することを目指します。

 This major prepares students to develop a vision for how peoples of 

Asia can live together in the future with a view toward the potential for 

an “Asian Union,” while grasping the history of the war in Asia and the 

Paci�c and Japan’s involvement. The aim is for students to study 

politics, international relations, economics, society, culture, technology, 

and environment in Asia, as well as Asian languages, in order to 

contribute toward a constructive dialogue for future development in 

the region.

Asian Studies
アジア研究

　人は性やジェンダーと全く無関係に生きることはできません。
　近年の研究成果は、性・ジェンダー・セクシュアリティが、社会生活、
教育機会、言語使用、政治参加などに密接に関連しているだけでなく、
不平等、階級、自然対文化論議といった理論的課題を考察する上で
も、極めて重要であることを明らかにしてきました。ジェンダー・セ
クシュアリティ研究メジャーでは、人がかかわる全ての社会現象を研
究対象としますが、既存の知の体系にあるバイアスを問い直し、新
しい知の地平を拓いていくために、知性を磨き感性を養う力をつけ
ていきます。

 Human experience is inextricably linked with sex and gender. Recent 

research shows the centrality of sex, gender, and sexuality in social life, 

access to education, language use, and political participation. This also 

includes critical linkages to theoretical issues such as inequality, class, 

and nature versus nurture debates. Topics for this major will include all 

social phenomena: by questioning the existing biases in the intellectual 

system, we hope to �nd new horizons for learning. In that, we are 

encouraged to broaden and develop our intellect and sensitivity.

Gender and Sexuality Studies
ジェンダー・セクシュアリティ研究27

　平和の希求と維持は、献学６０周年を迎えたICUの原点そのもの
です。『平和とはなにか？』という恒常的課題には、人文科学、社会
科学、そして自然科学の学問分野から得られる知識や知恵を踏まえ
て、学際的かつ恊働的に取り組む必要があります。ICUの平和研究
では、戦争・紛争、貧困、人権抑圧、平和哲学思想、教育や医療
における差別、科学技術や生活スタイルの見直し、体罰・いじめの
問題等を幅広く扱います。さらに、歴史的コンテクストにおいて社会・
心理学的に政策への提言を促し、解決策を探求していきます。

 Seeking and maintaining peace is at the root of ICU’ s founding 
ideals sixty years ago. While striving to nurture “global citizens” who 
can contribute to world peace in the 21st century, we tackle answering 
the basic question of “what is peace?” from an interdisciplinary and 
collaborative perspective grounded in the humanities, social sciences, 
and natural sciences. Topics include wars and con�icts, poverty, human 
rights and oppression, philosophy of peace, discrimination in education 
and medical care, technological development and life-style issues, 
corporal punishment and bullying issues, etc. Moreover, sociological 
and psychological issues in political-historical context are addressed 
with an eye toward programmatic interventions. 

Peace Studies
平和研究

　環境研究は、学問分野横断的な性格をもっています。人間を取り
巻く環境に対して多角的な視野、総合的な考え方をもち、自然と共
生するために環境問題に応じて現場に出向き、よく観察し、よく考え、
どんな状況にあっても柔軟に、協働的に行動できる地球市民を育成
する分野です。ICUのリベラルアーツ教育の中で、その理念を新た
な形で具現化する分野と言えます。この環境研究メジャーでは、環
境問題の専門家を志す人を含め、すべての学生が将来の仕事や生活
に必要な環境リテラシーを享受し、地球環境問題の緩和・解決に必
要なアプローチ、知識、およびスキルを惜しみなく提供します。

 Environmental Studies is an interdisciplinary major that nurtures 

global citizens with a multilateral perspective for the environment they 

live in, who can coexist in harmony with the environment by observing 

a n d  t h i n k i n g  a b o u t  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  � e x i b l y  a n d  

comprehensively. This major epitomizes the philosophy of ICU’s liberal 

arts education. Environmental literacy acquired through this major will 

serve as a foundation for all students including future environmental 

professionals, by providing the basic approach, knowledge and skills 

required to solve environmental problems.

Environmental Studies
環境研究

30

31

26
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　ICUは献学以来、人と学問における国際交流の実現を使命と
して掲げています。50年間以上の歴史を誇る交換留学制度を通
して、多くの外国人学生がICUに学び、またICUの学生にも世
界各国の高等教育機関で学ぶ機会が与えられてきました。交換
留学/海外留学プログラムと学生招聘プログラムのほか、海外
英語研修（SEA）プログラム、UCサマーセッションズ、イギリス文
化研究、海外フランス語研修、海外日本語教育実習、韓国・ドイツ・
香港の夏期留学プログラムなど、学生ひとりひとりのアカデミッ
クニーズに応じた、多彩な留学プログラムを用意しています。

　Since its founding, ICU has been committed to the principle of 
international exchange of ideas, persons and educational 
opportunities. In order to realize this principle, over 50 years, ICU 
has been sending students to study in higher education 
institutions around the world and receiving international 
students to study on campus with ICU students. In addition to 
Exchange/Study Abroad Program and Student Invitee Program, 
ICU also o�ers Study English Abroad Program, UC Summer 
Sessions, Field Studies in British Culture, French Study Abroad 
Program, Overseas Teaching Practicum in Japanese and Summer 
Study Abroad Programs in Korea, Germany and Hong Kong to 
help students achieve their academic goals.

Exchange / Study Abroad Program

国際教育交流プログラム
International Educational Exchange Programs 

 Under bilateral exchange agreements, ICU has exchange programs 

with 66 universities in 22 countries and has approximately 150 places 

available for study abroad. ICU students who participate in these 

programs have concurrent status at ICU and their host institutions 

abroad, and the credits earned at such institutions are transferred to 

ICU if students �t the given criteria and also receive approval. There are 

also study abroad programs through two consortia by non-pro�t 

educational  organizations in USA ( IES,  CIEE)  and the ACUCA  

(Association of Christian Universities and Colleges in Asia) Student 

Mobility Scheme. 

交換留学 ／ 海外留学プログラム

　交換留学プログラムは、ICUと海外の諸大学間に基づいて運営さ
れています。現在、22か国66大学と交換留学協定を結んでいます。
約150名の人数枠があり、留学中もICUに在籍し、留学先で修得し
た科目の単位は、審査によりICUに編入することができるため、4
年間で卒業することが可能です。この他に、海外留学プログラムと
してアメリカに本部を置く非営利教育団体（IES、CIEE）による派遣のみ
の海外留学プログラムやACUCA（アジアのキリスト教主義の大学が相互協
力と発展のために結成した団体）プログラムのStudent Mobility Scheme
を通じての留学制度もあります。

Belgium
 • Université Libre de Bruxelles
Denmark.
 • University of Aarhus 
Finland
 • University of Tampere
France
 • Université Paris Diderot
 • Université de Toulouse-
  Le Mirail
Germany
 •  Free University of Berlin
 •  University of Münster
Iceland
 •  University of Iceland
Lithuania
 •  Vytautas Magnus University
Netherlands
 •  Maastricht University
 •  Tilburg University

Russian Federation
 •  The Moscow State Institute of
  International Relations
Sweden
 •  Göteborg University
 •  Linnaeus University
U.K.
 •  Cardi� University
 •  The University of Edinburgh
 •  The University of Essex
 •  The University of Leeds
 •  The London School of Economics
  and Political Science
 •  University College London
 •  Newcastle University
 • The School of Oriental and
  African Studies (SOAS),
  University of London
 •  The University of She�eld
 •  The University of Sussex
 •  University of East Anglia

協定校一覧（2014年４月現在）
Partner Institutions  (As of April 2014)

Europe

U.S.A.
 •  University of California
  （9 campuses)
 •  Duke University
 •  Georgetown University
 •  Grand Valley State University
 •  Guilford College
 •  Haverford College
 •  University of Illinois
  at Urbana-Champaign
 •  University of Massachusetts
  at Amherst
 •  Middlebury College
 •  The University of North Carolina
  at Chapel Hill
 •  The Ohio State University
 •  University of Pennsylvania
 •  Pomona College
 •  Rutgers University
 •  University at Bu�alo,
  The State University of New York
 •  The University of Tennessee, Knoxville
 •  Washington and Lee University
 •  Washington State University

Canada
 • University of Alberta
 • University of Windsor

North America

Chile
 • Ponti�cia Universidad
  Catolica de Chile

South America

China
 •  Nanjing University
 •  Nanjing Normal University
 •  Chung Chi College,
  The Chinese University of
  Hong Kong
 •  The University of Hong Kong
 •  Lingnan University
India
 •  Lady Doak College
 •  Union Christian College
Korea
 •  Ewha Womans University
 •  Korea University
 •  Yonsei University
Philippines
 •  Ateneo de Manila
  University
 •  University of
  the Philippines
 •  Silliman University
Taiwan
 •  Tunghai University
Thailand
 •  Mahidol University
 •  Thammasat University

Asia

Australia
 •  University of Queensland
 •  Queensland University of Technology
 •  The University of Sydney
New Zealand
 •  The University of Waikato

 •  IES Programs
   Austria, France, Italy, Spain
 •  CIEE Programs
  Czech Republic, Ghana, Hungary,
  India, Russia, South Africa,
  Thailand, Turkey, UAE

Oceania

Study Abroad Programs
(outgoing only)  •  15 member institutions of ACUCA

   (Association of Christian Universities
  and Colleges in Asia)

ACUCA Student Mobility Scheme
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　リベラルアーツ英語プログラム（ELA: English for Liberal Arts Program）

の単位の一部を英語圏の研修校で修得するプログラムで、1年生
210名、2年生60名が参加できます（2014年度）。夏休みの6週間、
異文化体験をしながら集中的に英語を学習することで、視野を広げ、
コミュニケーション能力を身につけます。

 Students take six weeks of intensive English Language courses at one 

of the following overseas sites during the summer break, and ful�ll a 

portion of the English for Liberal Arts (ELA) Program unit requirements. 

The objective of this program is to learn English and experience 

di�erent cultures.

海外英語研修（SEA）プログラム
Study English Abroad (SEA) Program

その他の留学プログラム
Other Study Abroad Program

研修校一覧（2014年４月現在）
List of SEA Program Sites  (As of April 2014) 

Ireland
 • University College Dublin
U. K.
 • The School of Oriental and 

  　  African Studies (SOAS), 
  University of London
 • The University of She�eld
 • University of Sussex

Freshman

　日本語の習得、日本研究などを目的として、海外の指定大学の学
生を1年間の留学生としてICUに招くプログラムです。アメリカのブ
ラウン大学、コーネル大学などから学生を受け入れています。

 ICU o�ers opportunities for international students from overseas 
universities including Brown University and Cornell University in the 
U.S., to participate in the Japanese Language and Japan Studies 
Program as invitee students for one academic year.

Student Invitee Program

　カリフォルニア大学バークレー校またはロサンゼルス校の夏期講座
（6週間）に参加し、修得した単位は審査によりICUの単位として編入
することができます。

 Students attend Summer Sessions at University of California, Berkeley 

or Los Angeles for six weeks during the summer break. The credits 

earned are recognized as part of the credit unit requirements for 

graduation from ICU.

UC Summer Sessions  
Berkeley / Los Angeles

学生招聘プログラム UCサマーセッションズ

　ケンブリッジ大学またはリーズ大学の夏期講座（4週間）に参加し、
英国の歴史、社会、芸術、文学などを学びます。教養学部開講科目「イ
ギリス文化研究」として成績がつきます。

 Students attend the International Summer Schools at the University 

of Cambridge or The University of Leeds for four weeks to study 

historical, sociological, artistic, and literary aspects of the U.K., and earn 

credits for the ICU course called “Field Studies in British Culture.”

Field Studies in British Culture 
University of Cambridge / University of Leeds 
International Summer Schools 　トゥールーズ・ル・ミライユ大学における4週間の語学プログラム

に参加し、授業、課外活動とホームステイを通じて、集中的にフラン
ス語を学びます。学生は、研修の終わりにフランス語検定試験（TCF）
を受け、その結果が成績の一部となり、教養学部開講科目「海外フ
ランス語研修」として成績がつきます。

 During the summer break, students attend a four-week-program to 
study French at the University of Toulouse-Le-Mirail. Activities include 
French language coursework, extracurricular activities, and homestay.  
At the end of the program, students take a standardized French 
language test (TCF).  Test results are counted as part of the course grade 
and transferred to ICU.

French Studies Abroad 
イギリス文化研究 海外フランス語研修

　ICUで1学期間、オーストラリアにおける日本語教育に関する講義
を受けた後、夏休みの3週間メルボルン市周辺の学校において教育
実習を行います。講義と実習を完了した学生に単位が与えられます。

 After taking a course in Japanese pedagogy at ICU, students 
participate in the three-week teaching practicum at schools in the 
Melbourne area during summer vacation. Academic credit will be given 
to those who successfully complete both the lecture and the teaching 
practice part.

Overseas Teaching Practicum in Japanese

　高麗大学校または延世大学校の夏期講座（６週間）に参加し、修得し
た単位は審査によりICUの単位として編入することができます。

 Students attend the summer programs at Korea University or Yonsei 
University for six weeks during the summer break. The credits earned 
are recognized as part of the credit unit requirements for graduation 
from ICU.

Korea Summer Program 
Korea University / Yonsei University

海外日本語教育実習 韓国サマープログラム

　ベルリン自由大学で開講される International Summer and Winter 

University（FUBiS）のTerm III（4週間）に参加し、修得した単位は審査に
よりICUの単位として編入することができます。

 Students attend the Term III, International Summer and Winter 
University(FUBiS) at Free University of Berlin for four weeks. The credits 
earned are recognized as part of the credit unit requirements for 
graduation from ICU.

German Summer Program

　サービス・ラーニングはさまざまな人々と実際にかかわりながら、
貢献を考え実践するプログラムです。
　国際サービス・ラーニングは中国、韓国、東南アジア、インドのパー
トナー大学・機関のプログラムに参加し、現地のNGOや公的機関
でサービス活動（奉仕／ボランティア活動）を行います。開発、教育、福
祉など様々な分野で、学生の関心に合わせて世界をフィールドにサー
ビス活動を実施しています。

 Service Learning provides students with an opportunity to apply their 
classroom learning to communities, and to gain experiential knowledge 
through interacting with people.
 ICU has formed a collaborative network of the International Service 
Learning programs with a number of partner universities and 
institutions in Asia, such as China, Korea, India and Southeast Asian 
countries. “Service” can take place in a variety of NGOs, NPOs, and 
public institutions in local communities. Working in development, 
education, and social welfare, each student can pursue his or her 
interests in the global �eld.

International Service Learning
ドイツサマープログラム

　香港中文大学で開講されるInternational Summer School（5週間）また
は International Summer School-Chinese Language Programme（3週

間）に参加し、修得した単位は審査によりICUの単位として編入するこ
とができます。

 Students attend either �ve weeks at International Summer School or 
three weeks at International Summer School-Chinese Language 
Programme at the Chinese University of Hong Kong. The credits earned 
are recognized as part of the credit unit requirements for graduation 
from ICU.

Hong Kong Summer Program
香港サマープログラム

国際サービス・ラーニング

U. K.
 • University of Essex

Sophomore

Canada
 • University of British 

  　  Columbia
 • University of Victoria
U. S. A.
 • Saint Michael’s College
 • Tufts University

Freshman

Australia
 • Monash University
New Zealand
 • The University of Waikato

Freshman

Canada
 • University of Victoria
U. S. A.
 • University of Wisconsin
         -Milwaukee
 • Washington State 
        University

Sophomore
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　ICUの広大なキャンパスには、約600人の学生が生活を送っ
ている12の寮があります。全学生に対する寮生の比率が約2
割であることからもわかるように、学生寮はICUにおける教育や
学生生活などの点からみて重要な役割を果たしています。

　ICU o�ers housing for some 600 students in its twelve 
on-campus dormitories.  As  suggested by the fact  that  
approximately one-�fth of the student body lives in these dorms, 
these facilities play an important role within the university’s 
education and campus life.

教育寮
Dormitories

　寮生活は本学献学の早い段階から、教育の観点から明確な位置づ
けを与えられてきました。この位置づけは、1955年に制定された
寮の基本理念に表現されています。この理念は、「寮は単なる居住施
設ではなく大学の一部であり、寮生活は大学における教育プログラ
ムの一部である」と明言しています。それゆえ本学の寮は「教育寮」
として理解されています。教育寮の意味する「教育」とは、広い意味
での学びにほかなりません。
　寮は、他者と関わりを極力もたずに生活できるアパートではありま
せん。育った環境、性格や考え方が異なり、さらには言語も文化も
異なる人間が共に生活すれば、対立や問題が生じます。問題解決に
は、仲間と議論し、自分の考えを表明し、他人の声に耳を傾けるこ
とが不可欠です。寮が大学教育にとって重要であるのは、様々な共
同の問題に寮生が直面し、お互いに協力して解決を試みる経験を重
ねる場を、寮生活が提供するからです。現実の世界は、対立や紛争
に満ちています。そのような世界でわれわれが生きてゆく上、様々
な経験やスキルが必要となります。寮とは、まさにそうした経験やス
キルを与える学びの場です。
　さらにいえば寮は、それぞれの寮が個性をもつ点で、本学の学生
の多様性に貢献しています。寮の個性は、建設時期、建築構造、種々
のルールなどの違いに由来するだけでなく、寮に住む学生の有機的
なつながりにも左右されます。こうした寮のあいだの差異は、大切
な学びの機会を生んでいます。なぜならば、各寮は、さまざまな部
分で互いに異なる存在であるがゆえに、相互に敬意をもって認め合
うという関係を築き上げることが望まれるからです。この点もまた、
教育寮としての寮が大切にしなければならないものです。
　学生生活の観点からみれば、寮は様々な活動の場やネットワーク
を形成する重要な機会を提供しています。各寮には、情報交換、討議、
問題解決、意思決定のための制度（寮会、フロアミーティング）があります。
さらには寮固有の行事や活動があります（例えば、新入生歓迎、寮同士の
交流、クリスマスのキャロリング等）。寮によっては、勉強会や読書会など
の文化的活動もおこなっています。大学のキャンパスの中にあるこ
とも大きな利点です。授業や図書館に行くにも通学の時間はとても
短く、部活やサークル活動に関わる場合にも便利です。学食もすぐ
近くにあります。さらには、寮生活を通じて友人（おそらく生涯を通じて
の友人）を作ることもでき、大学生活にとって重要なさまざまな情報も
手に入れ易くなります。このように寮には、学生生活の観点からみて
種々の利点があります。これらの利点は、教育の観点からみた寮の
重要性と相まって、本学にとって寮が有する意義と可能性を指し示し
ています。

 ICU recognized soon after its founding that dormitory life has a clear 

role in education. This role is captured in the mission statement written 

for dormitories 1955: “Not simply residential facilities, dormitories are an 

integral part of the university, and dormitory life an integral part of its 

educational program.” Thus, they are seen as “educational dormitories” 

and the broad education they o�er is unparalleled.

 Dormitories at ICU are not individual apartments where residents have 

little interaction with one another. Residents have been raised di�erently, 

come from di�erent cultures, have di�erent personalities, attitudes and 

languages. By living together with such diverse individuals, friction arises. 

To resolve such friction, it is vital for residents to talk with peers, express 

their ideas, and listen to others. Dormitories become important to 

university education in that residents must confront diverse issues in 

communal living and, as a place, the dormitories o�er students 

opportunities to work together to problem solve. Such skills and 

experiences are needed for students to succeed in the real world, where 

challenges and opposing viewpoints abound.

 Each dormitory has a unique character, contributing another facet to 

the diversity of the student body. A dormitory’s character is in�uenced 

by the age and layout of the building, its unique rules, and, perhaps most 

notably, by the connections that form organically among residents. 

These di�erences give rise to important learning opportunities because 

they lead to relationships of mutual respect and acceptance, a quality 

dormitories must treat carefully in their roles as educational dormitories.

 From the standpoint of student life, dormitories o�er a place where 

various student activities take place and o�er important opportunities 

for building interpersonal networks. Each dormitory has its own systems 

(such as dormitory meetings,  �oor meetings,  etc.)  for sharing 

information, discussing and resolving issues, and making group 

decisions. Each has its own events and activities, such as events to 

welcome new students, mixers with other dormitories, and Christmas 

caroling. Some o�er study groups or book clubs. The dormitories’ 

location on the university campus is also a tremendous advantage in 

terms of the convenience o�ered in going to class, the library, sports 

practice or club meetings. Meals are also a mere stone’s throw away. 

With these merits, plus the opportunity to build lifelong friendships and 

easily acquire important information about life at ICU, dormitories o�er 

numerous advantages.

 These advantages in terms of student life together with the 

educational importance of dormitories show the signi�cance and 

possibilities that dormitories have at ICU.

寮の特色
Dormitories

寮　名
Names

第二男子寮
Second Men’s Dormitory 32

定員（名）
Capacity

カナダハウス
Canada House （for male students） 34

第二女子寮
Second Women’s Dormitory 32

第三女子寮
Third Women’s Dormitory 40

第四女子寮
Fourth Women’s Dormitory 32

グローバルハウス
Global House (Co-ed) 68

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

寮　名
Names

欅　寮（男女共生寮）
Zelkova House (Co-ed) 126

定員（名）
Capacity

銀杏寮（男女共生寮）
Ginkgo House (Co-ed) 126

樫　寮（男女共生寮）
Oak House (Co-ed) 126

シブレーハウス（大学院生寮）
Sibley House
（for female graduate students and couples）

14

第二大学院男子寮（第二男子寮隣接）
Second Dormitory
for Male Graduate Student

1

第四大学院男子寮（カナダハウス隣接）
Fourth Dormitory
for Male Graduate Student

1

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

＊ 第二男子寮、第二女子寮、第二大学院男子寮は、2015年6月末に閉寮とな
ります。

＊ The University plans to close the Second Men’s Dormitory, Second Women’s 

Dormitory and Second Dormitory for Male Graduate Students in June 2015.
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　意欲・能力のある学生が経済的理由で学業を妨げられないよ
うに、ICUではさまざまな奨学金制度を設けています。特に奨
学融資制度は、本人名義で授業料を借りることができる日本の
大学ではまだあまり見られない制度で、全学部生の約10％が利
用しています。また、給付奨学金、日本学生支援機構奨学金を
加えると、全学部生の約35％が奨学金制度を利用しています。

　ICU has various forms of �nancial aid to allow motivated and 
talented students to continue their  academic pursuits.  
Approximately 10% of ICU’s student body receives loans that 
allow them to establish school loans in their own name, a system 
still novel in Japan. Approximately 35% receive scholarships, 
i n c l u d i n g  t h o s e  t h r o u g h  t h e  J a p a n  S t u d e n t  S e r v i c e s  
Organization and other funded awards.

奨学金
Financial Aid

　学業成績、経済的必要度などを考慮した上で年間授業料（授業料お
よび施設費）の3分の1以内で給付される奨学金です。年度ごとに応
募を受け付け、給付期間は1年です。学部新入生（4月入学生のみ）は
合格発表後、大学院新入生（博士前期課程生のみ）は入学選考出願時に
応募を受け付けます。

 Students are granted up to 1/3 of the annual tuition based on 
academic performance and �nancial need. Applications are accepted 
annually for one academic year. Applications are accepted from 
undergraduate students (April entrants only) after students have 
learned they have been accepted to ICU. For graduate students 
(master's students only), scholarship applications are accepted 
together with admissions applications.

ICU Scholarships
（for Japanese nationals and permanent / 

long-term residents）

　大学が保証人となり、本人名義で提携銀行から年間授業料（授業料
および施設費）相当額を限度に低利（在学中は無利息）で融資を受けられる
制度です。返済期間は最初の契約から20年で、在学中の利息は大
学が負担し、返済は卒業後に始まります。年度ごとに募集を行い、
毎年の申請も可能です。

　ICU生の模範となる学生に対する経済的支援を目的とし
て、本学の教育理念にご賛同いただいた方々や卒業生、
ICU教会会員、大学構成員からの寄付をもとに、2008年
に設立されました。この奨学金の受給者を「Peace Bell 
Scholar」と称し、年額100万円を原則として4年間（最短
修業年限）給付します。また、2012年度より設置された
特別枠では、授業料および施設費を原則として4年間（最
短修業年限）免除し、本学学生寮に居住する際の入寮費、
寮費を免除します。入学選考出願時に応募を受け付け、応
募書類や入学試験成績、家庭の経済状況等によって採用
者を決定します。

 ICU established the “Peace Bell Scholarship” in 2008 with 

the aim of supporting exemplary ICU students in need of 

�nancial assistance. The scholarship is made possible through 

contributions from alumni, members of the ICU church, 

members of the ICU campus community, and others who 

support the university’s educational philosophy. Peace Bell 

Scholars receive one million yen annually during their four 

years in the College of Liberal Arts. An additional form of aid 

was established in AY2012, by which selected scholars receive 

exemptions from tuition and facilities fees for their four years 

of study, and, if living in a university dorm, an exemption 

from room and dorm entry fees. Prospective students submit 

Peace Bell Scholarship applications together with their 

university application. Recipients are determined based 

primarily on their applications, entrance exam scores, and 

�nancial need.

 The University stands as guarantor for students borrowing up to the 
amount of the annual tuition from a designated Japanese bank. 
Repayment starts after graduation, to be paid o� within twenty years of 
the �rst loan contract. The university pays for the interest during the 
student’s enrollment at ICU. Applications are accepted on a yearly basis.

ICU Long-term Loan
（for Japanese nationals and permanent / 

long-term residents）

ICU給付奨学金

　学位取得を目的にICUに在学する外国人留学生のための奨学金で
す。学業成績、経済的必要度などに基づく選考を経て、授業料（授業
料および施設費）の30%、3分の1、2分の1、あるいは3分の2相当
額が給付されます。大学院新入生は入学試験出願時に応募できます
（博士前期課程生のみ）。年度ごとに募集を行い、給付期間は1年です。

 Non-Japanese nationals who enroll at ICU for degrees can apply for 
this scholarship. The amount of the award (30%, one third, one half or 
two thirds of the annual tuit ion) is  determined by academic 
performance and �nancial need. Newly entering graduate students  
(master's students only) can apply for this scholarship at the same time 
as their application for admission. Applications for this scholarship 
must be made every year and the scholarship is issued for a period of 
one academic year. 

ICU  Non-Japanese Student Scholarship
（for foreign nationals）

ICU外国人学生奨学金（外国籍者対象）

ICU奨学融資制度

　博士後期課程に在学する学生を対象に、研究活動の支援を目的に
年額12万7千円を支給します。返済の義務はありません。年1回で、
標準修業年度内に3回まで受給できます。

 A scholarship of up to ¥127,000 per year is granted to students in a 
doctoral program to support their research. Students may apply 
annually up to three times during his / her residence. 

Research Assistance Scholarship for students 
in the Doctoral course 

　学会において研究発表をする大学院学生に対して、1回にあたり3
万円を支給します。年1回までの支給で返済の義務はありません。

 Graduate students presenting their research to an academic society 
are eligible for a grant of ¥30,000 per occasion. Application can be 
made once per academic year. 

Grants for Research Presentations

ICU大学院博士後期課程
学生研究奨励金

ICU Peace Bell Scholarship
(for undergraduate students)

ICU Peace Bell 奨学金
（学部のみ対象）

ICU大学院学生
学会研究発表奨励金

ICU独自の奨学金（大学院生対象）
Scholarship Grants for Graduate Students

Scholarship Programs Provided by ICU  (for undergraduate and graduate students)
ICU独自の奨学金（学部・大学院生対象）

　上記の奨学金に加え、特に大学院生を対象とする奨学金を下記の通り設置しています。

 In addition to the above-mentioned scholarship programs, ICU provides the following grants to graduate students. 
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　文部科学省所管の独立行政法人である日本学生支援機構が実施
する貸与の奨学金で、第一種（無利子／月額30,000円，54,000円，
64,000円）及び第二種（有利子／月額30,000円～120,000円）の2種類が
あります。返済期間は卒業半年後から最長20年間です。

 The Japan Student Services Organization,  an independent 
administrative agency under the jurisdiction of the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, o�ers two types of 
�nancial aid. Type I is �nancial aid in the form of scholarships and 
interest-free loans of ¥30,000, ¥54,000 or ¥64,000 per month. Type II is 
in the form of loans of ¥30,000 to ¥120,000 per month. Loans may be 
repaid over a period of up to 20 years after graduation.

　大学牧師、教員、学生のほか学外からも説教者を招き、毎週火曜
日に行われる礼拝です。

 Chapel hour takes place every Tuesday in the university chapel, with 
a guest speaker invited to address the congregation.

Financial Aid from the Japan Student 
Service Organization (JASSO)

　奨学金を支給する各団体からの公募に応じて、学内HP（Portal）を
通じて学生サービス部学生グループ部より必要な手続きが通知され
ます。

 Several organizations provide scholarships for Japanese and 
non-Japanese students. Details are announced through the bulletin 
boards right outside the Student A�airs Group.

Scholarships O�ered by Local Governments or 
Private Scholarship Foundations

日本学生支援機構奨学金 地方公共団体奨学金、民間団体奨学金

その他の奨学金（学部・大学院生対象）
Other Scholarships (for undergraduate and graduate students)

Friends of ICU  Scholarships and Grants

　学校法人が企画･運営する募金事業「Friends of ICU」によ
る指定寄付金をもとに、優秀な研究や活動を行った学生個人･
グループに対する奨学金･奨励賞が設立されています。
奨学金：都留春夫奨学金、K奨学金、クリス和田奨学金、社
会人Y奨学金、「斎藤勇先生記念」清水護奨学金、西潟眞澄
奨学金、留学生生活サポートプログラム、網野ゆき子学術奨
学金

 Designated donations to Friends of ICU, the University 
fundraising project body, make it possible for the university to 
o�er the following “Friends of ICU” awards, scholarship, and 
grants to students (individuals and groups) who make superior 
achievements in their studies or other activities.
Scholarships: Haruo Tsuru Memorial Scholarship, K Scholarship 
Chris Wada Memorial Scholarship, Y Scholarship for Students 
with Working Experience, Mamoru Shimizu Scholarship in 
Memory of Prof. Isao Saito, Masumi Nishikata Scholarship, Living 
Support Scholarship Program for International Students, and 
Yukiko Amino Scholarship

奨励賞：Friends of ICU賞、FOI学術奨励賞（斎藤眞学術
奨励賞（平和研究、アメリカ研究）、トロイヤー教育賞、高山晟・
経済学奨励賞、功刀達朗グローバル・ガバナンス研究賞、
ベトナム研究奨励賞、長清子アジア研究学術奨励賞、安積
仰也社会学賞、小出詞子日本語教育奨励賞、理学奨励賞（大
学院、学部）、マサの平和構築論賞、ジェンダー・セクシュ
アリティ研究レインボー賞）

Awards: Friends of ICU Awards and Friends of ICU Academic 
Awards (Makoto Saito Academic Award (for the students in 
Peace Studies and American Studies), Troyer Prize in Education, 
Akira Takayama Prize in Economics, Tatsuro Kunugi Academic 
Award in Studies of Global Governance, Academic Award for 
Vietnamese Studies, Kiyoko Cho Academic Award in Asian 
Studies, Koya Azumi Award in Sociology, Fumiko Koide 
Academic Award in Teaching of Japanese as a Foreign 
Language, ICU Science Award (for undergraduate and graduate 
students), Masa's Peacemaking Award, and Rainbow Award in 
Gender and Sexuality Studies)

Friends of ICU  奨学金・奨励賞

Chapel Hour
大学礼拝

　5月下旬の1週間、キリスト教をあらゆる角度から考える機会とし
て学生を中心に企画され、礼拝や講演、コンサート、オープンハウ
ス（教員宅訪問）など、多彩な行事が開催されます。

 In May, students organize lectures and discussions for Christianity 
Week, devoting a full week to contemplating religion through worship, 
lectures, concerts, and visits to homes of faculty. 

Christianity Week
キリスト教週間

　学生の宗教活動はICU教会と大きく関わっています。超教派のこ
の教会は、第一に、神を求め神に仕えるものが、あらゆる立場のキ
リスト者によるフェローシップをつくること、第二に、大学の宗教生
活および教育の完成を助けること、第三に、キリスト教の精神を体し
てすべての人々に、福音の宣教と奉仕の誠とをつくすことを目的とし
ており、地域社会にも開かれています。日英両語による礼拝、聖歌隊、
教会学校などの活動を行っています。

 The ICU Church, an ecumenical fellowship independent from the 
university, serves as the heart of the Christian spirit in the ICU 
community, supporting the religious life and education on campus. 
The Church is open to the local community and organizes bilingual 
worship services and a full program of activities, including a choir, a 
church school and Bible classes.

Christianity Week
国際基督教大学（ICU）教会

　大学の使命にもとづき、カリキュラムその他において、個々の
人格的、宗教的成長をはかる場が提供され、教授会の宗務委員
会と大学の宗務部のもとに、礼拝や集会、その他の活動が行わ
れています。主な活動としては、国内外のワークキャンプ、聖書
研究会、読書会などがあり、対話と交流の機会となっています。

　The University seeks to provide a means for moral and 
religious development by o�ering various opportunities for 
inquiry, discussion, instruction, and worship. The Religious 
Center serves to plan and carry out these activities, in which all 
members of the University community are invited to join, either 
as participants or as observers.

宗教活動
Religious Activities
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● 心身統一合氣道部
● アメリカンフットボール部
● アーチェリー部
● バドミントン部
● 競技ダンス部
● 硬式野球部
● バスケットボール部
● チアリーディング部
● サイクリング部
● フライングディスク部

● ゴルフ部
● ハンドボール部
● 空手道部
● 剣道部
● 女子ラクロス部
● 男子ラクロス部
● ラグビー部
● Skin & Scuba 
 Diving Club ORCA
● 少林寺拳法部

● 雪面滑走競技部
● サッカー部
● 女子サッカー部
 オフサイズ
● ソフトボール部
● 太極拳倶楽部
● 硬式庭球部
● バレーボール部
● ワンダーフォーゲル部

● Aikido

● American Football

● Archery

● Badminton

● Ballroom Dance

● Baseball

● Basketball

● Cheerleading

● Cycling

● Flying Disc

● Golf

● Handball

● Karate

● Kendo

● Lacrosse (men and

 women’s teams)

● Rugby

● Scuba Diving

● Shorinji Kempo

● Ski

● Soccer (men and 

 women’s teams)

● Softball

● Taichi

● Tennis

● Volley Ball

● Wandervogel

● 点訳サークル
● CMS 管弦楽団
● Debating Society
● 劇団黄河砂
● 華道部
● グリークラブ
● ハンドベルクラブ
● ICU Wind-Brass 
 Ensemble
● 日本舞踊研究会

● 和太鼓部
● 日本民俗舞踊部
● 箏曲部如月会
● Jazz Funk 
 Keystation
● ラテンアメリカ
 音楽愛好会（LAMBS）
● Melody Union
● Modern Dance 
 Society

● Modern Music
 Society
● ICU歌劇団
● Oikos ICU
● 人形劇研究会ぱぺっと
● 長唄研究会
● Spanish Speaking 
 Society
● 茶道部
● Trade Fair ICU
● ユネスコクラブ

● Braille Circle

● Chamber Music 

 Orchestra

● Debating Society

● Drama

● Flower 

 Arrangement

● Glee Club

● Hand Bell

● ICU Wind-Brass 

 Ensemble

● Japanese Dance

● Japanese Drum

● Japanese 

 Folk Dance

● Japanese Harp

● Jazz Funk 

 Keystation

● Latin Music

● Melody Union

● Modern Dance

 Society

● Modern Music

 Society

● Musical

● Oikos ICU

● Puppetry

● Samisen

● Spanish Speaking 

 Society

● Tea Ceremony

● Trade Fair ICU

● UNESCO Club

O�cial Clubs
公認クラブ（52団体）

Other Groups
その他の団体

• ICU祭
 実行委員会

• ICU
 Festival Committee

• ICU Yearbook
 委員会

• ICU
 Yearbook Committee

• 照明委員会

• ICU
 Lighting Committee

＊この他にも多数のサークルがあります。

＊ In addition to this list,  various clubs and circles are there.

　カウンセリングセンターでは、大学生活における学生の心理的な
悩みについて相談を受け、一緒に考え、問題解決の援助をしていま
す。大学生活への適応、対人関係、自己理解、進路、心身の健康
などについて相談に応じています。
　センターのスタッフは、臨床心理士や学生相談に経験豊富なカウ
ンセラーと精神科医です。個人カウンセリングを中心に、グループ
カウンセリングやワークショップを実施しています。

 At the Counseling Center, students can discuss psychological issues 

with counselors and receive help dealing with their concerns at the 

university. Issues that students commonly address with counselors 

include adjusting to university life, interpersonal relationships, 

self-understanding, future career choices and mental and physical health.

 The Counseling Center sta� includes clinical psychologists and 

experienced counselors, as well as a psychiatrist. In addition to individual 

counseling, the Center also o�ers group counseling and workshops.

カウンセリング
Counseling Service

　学内に診療所があり、学生と教職員の健康管理、学内の環境衛
生管理、保健教育にあたっています。診療所には、医療スタッフが
勤務し、けがや病気に対する一般的な処置や健康に関する相談に
応じています。週に2回、校医による保険診療も行っています。また、
全学生、教職員に対し、年1回の健康診断を実施しています。

 The ICU Clinic is responsible for the health of students, faculty and 

sta�, as well as for campus environmental health conditions and health 

education programs. The Clinic consists of the University Physician and 

nurses. The nurses provide �rst aid and health consultation and the 

physician provides medical care twice a week. (The health insurance is 

required.). It also organizes students, faculty and sta�’s annual check-ups. 

健康管理
Student Health Service

　ICUは世界人権宣言を重んじる大学として、セクシュア
ル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント等のあらゆ
る人権侵害のない教育・研究・就労環境で、すべての学
生及び教職員が安心して過ごせるキャンパスを維持するこ
とをめざしています。学内には人権委員会や人権相談員制
度があり、人権にかかわる啓発活動や相談活動を行ってい
ます。

 As a university which emphasizes the importance of the 

Universal Declaration of Human Rights, ICU works to provide 

a campus where all students, faculty and sta� can live and 

work peacefully while bene�tting from an educational, 

research and work environment free from harassment, sexual, 

academic or otherwise. The university maintains a support 

system consisting of a Human Rights Committee and Human 

Rights Advisors Board in order to conduct counseling and 

educational activities with regard to human rights.

人権相談
Human Rights Consultation

　学生、教職員などの本学構成員が心身ともに健康的な生活を
送れるよう、さまざまな角度からサポートしています。

 The University provides support for physical and mental health 
for members of the ICU community.

　ICUには文化系・スポーツ系のさまざまなクラブ・サークルが
あり、それぞれが積極的に活動しています。また、ICU祭やキリ
スト教週間、寮祭など、キャンパスではさまざまな行事が学生に
より開催されます。現在活動中の学生団体は下記の通りです。

　ICU students have a variety of extracurricular options in the 
arts, sports, academic and social �elds. University events 
including the ICU Festival, Christianity Week and the Dorm 
Festival are planned and carried out by student groups. 
Currently, there are 52 o�cial clubs and various independent 
groups that are very active. The following is a partial list of clubs 
and circles:

学生活動
Extracurricular Activities

カウンセリング・健康管理
Counseling and Health Services

＊2013年度現在  ＊as of AY 2013スポーツ系

文化系
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　1957年に最初の卒業生を送り出して以来、これまでにICU
を巣立った卒業生は約26,000人を数えます（2014年4月現在、院
修了生を含む）。教育・研究のほか、その進路は多岐にわたり、幅
広い教養、高い語学力、総合的な判断力、創造的な思考力およ
び国際感覚を身につけた卒業生は、それぞれの分野で高く評価
されています。また、多くの卒業生が海外に在住していることに
現れているように、その活躍の場は日本国内にとどまらず、世
界各国に広がっています。

　Since the �rst class graduated in 1957, ICU has sent into 
society about 26,000 graduates (as of April 2014, this number 
includes graduates of the graduate school). They have careers in 
many di�erent �elds: their success can be attributed to their 
broad knowledge, multilingual capabilities, comprehensive 
judgment, creative thinking and international awareness. Many 
graduates currently reside outside Japan; national borders have 
not limited their �eld of action.

Summary

卒業生の進路
Careers after ICU

 There continues to be a high demand for ICU graduates in diverse industries. 
Typically, over 90% of students who look for work immediately after graduation 
are able to �nd employment. The companies and organizations they work for 
range from manufacturing, service and sales to media, consulting and legal o�ces. 
Many ICU alumni work for international organizations or multinational 
corporations, an indication of their international awareness and language ability. 
 Another major trend is  the high proportion of students who pursue 
postgraduate education. Almost twice the average for other private universities 
are accepted into graduate schools in Japan and overseas every year. Those 
completing graduate school have been active in various �elds, especially 
education and research. 

進路状況

　ICUの卒業生に対する各界からの求人希望は非常に高く、教養学部全体に対
して幅広い業界から多数の求人が寄せられます。
　例年、就職希望者の9割を超える学生が就職し、就職先の業種別では法律
事務所やコンサルタント業を含むサービス業、製造業や卸小売業が多く、さら
にマスコミ等へも就職します。
　また、国際性や語学力を生かし、国際機関や外資系企業など国際的な分野
で働く卒業生が多いこともICUの特徴です。
　一方で、大学院等への進学率も私立大学平均の約2倍と高く、特に海外大
学院等への進学者が多いのもICUの特徴です。
　大学院修了生の就職も教育・研究機関を中心に多方面にわたっています。

Placement Guidance

 In a broad sense of the word, “placement,” or career services, is viewed as an 
integral part of the education ICU o�ers. The Placement O�ce assists students in 
�nding careers best suited to their skills and interests so they can make successful 
contributions to society. ICU’s relatively small student body allows the Placement 
O�ce to work to meet students’ individual needs. Students who register for email 
announcements from the Placement O�ce receive information about diverse 
employment events, including corporate recruiting events, seminars on media, 
education and the government sector, career seminars, and alumni events.

就職支援

　ICUでは就職支援を広い意味で、教育の一環としてとらえ、学生が画一的な
社会風潮に流されることなく、自らの適性を生かしつつ社会に貢献できる職業
を選んでほしいという考えに基づき指導を行っています。
　また少人数制の特徴を生かして、就職ガイダンス、個別相談などを実施し、
学生が納得のいく進路を見つけられるようにきめ細かな支援を行っています。さ
らに学内企業説明会、公務員・教員などの各種セミナー、広く進路について考
えるためのキャリアセミナー、卒業生との懇談会、就職活動体験発表会など数々
の行事を開催し、求人情報等を掲載したメールマガジンを定期配信しています。

■サービス（IT、コンサルティング、専門サービス）
アクセンチュア、アビームコンサルティング、アマゾンジャパン、ア
ンダーソン・毛利・友常法律事務所、グーグル、インテージ、インテック、
帝国ホテル、TMI総合法律事務所、トーマツグループ、トレンドマイ
クロ、西村あさひ法律事務所、日本アイ・ビー・エム、日本オラクル、
野村総合研究所、ヒルトンワールドワイド、プライスウォーターハウ
スクーパース、ブルームバーグ・L.P.、ヤフー、楽天、ワークスアプ
リケーションズ

■製造
IHI、旭化成、旭硝子、味の素、アシックス、江崎グリコ、大塚製薬、
カゴメ、キリン、コクヨ、サントリーホールディングス、資生堂、シャープ、
住友スリーエム、ソニー、大日本印刷、大和ハウス工業、東芝、凸
版印刷、ニコン、日産自動車、日清製粉グループ、日本イーライリリー、
日本ケミコン、日本GE、日本ロレアル、パナソニック、P&G 
Japan、日立製作所、富士ゼロックス、富士通、古河電気工業、ブ
リヂストン、本田技研工業、ミズノ、三菱電機、三菱重工業、リコー

■エネルギー
国際石油開発帝石、石油資源開発

■旅行・運輸・通信
NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、JTBグループ、JR東日本、
商船三井、全日本空輸、ソフトバンクグループ、東京地下鉄、日本航空、
日本郵船

■卸・小売
伊藤忠商事、住友商事、双日、髙島屋、タキヒヨー、ニトリ、ファー
ストリテイリング、丸紅、三菱商事、三井物産

■金融
ゴールドマンサックス、シティグループ、ジェーシービー、JPモルガン、
損保ジャパン・日本興亜損保、大和証券グループ、東京海上日動火
災保険、日本銀行、野村證券、みずほフィナンシャルグループ、三
井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、横浜銀行

■マスコミ
アサツーディ・ケイ、朝日新聞社、共同通信社、テレビ朝日、電通、
TBS、日本経済新聞社、日本放送協会、博報堂、ベネッセコーポレーショ
ン、毎日新聞社、読売新聞社

■ラグジュアリー
LVMHモエ ヘネシー・ルイヴィトン・グループ

■娯楽
ソニー・コンピュータエンタテインメント、任天堂

■団体
国際協力機構、国際交流基金、日本国際協力センター、日本貿易振
興機構

■教育
全国の公立学校および私立学校の教職員

■公務
国家公務員　都道府県および市町村の地方公務員

■ Service Institutions
Accenture, ABeam Consulting Ltd., Amazon Japan K.K, Anderson, Mōri & 
Tomotsune, Google Inc., Intage Inc., Intec Inc., Imperial Hotel, Ltd., TMI 
Associates, Tohmatsu Consulting, Trend Micro, Nishimura & Asahi, IBM 
Japan, Oracle Co. Japan, Nomura Research Institute Inc., Hilton Worldwide, 
PricewaterhouseCoopers Co., Ltd., Bloomberg L.P., Yahoo Japan Co., 
Rakuten, Inc., Works Applications Co.

■Manufacturing Industry
IHI Corporation, Asahi Kasei Corporation, Asahi Glass Co., Ajinomoto Co., 
ASICS Co., Glico Group, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Kagome Co., Kirin 
Company, Limited, KOKUYO Co., Ltd., Suntory Holdings Ltd., Shiseido Co., 
Sharp Corporation, Sumitomo 3M, Sony Corporation, Dai Nippon Printing 
Co., Ltd., DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD., Toshiba Corporation, Toppan 
Printing Co., Ltd., Nikon Co., NISSAN MOTOR CO., LTD., Nisshin Seifun 
Group, Eli Lilly Japan K.K., Nippon Chemi-Con Co., GE Japan, Nihon L’Oreal, 
Panasonic Co., Procter & Gamble Japan, Hitachi Ltd., Fuji Xerox Co., Ltd., 
Fujitsu Ltd., Furukawa Electric Co., Ltd., Bridgestone Co., Honda Motors 
Co., Mizuno, Mitsubishi Electric Co., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 
Ricoh Company

■ Energy
INPEX Co., Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.

■ Travel / Transport / Telecom
NTT Communications Corporation, NTT DOCOMO Inc., JTB Co., East Japan 
Railway Company, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., All Nippon Airways Co., 
Softbank, Tokyo Metro Co. Ltd., JAPAN Airlines Co., Ltd., NYK LINE

■Wholesale and Retail
Itochu Corporation, Sumitomo Corporation, Sojitz Co., Takashimaya 
Company, Ltd., Takihyo Co., Ltd., Nitori Co. Ltd., Fast Retailing Co., 
Marubeni Co., Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co., Ltd.

■ Finance
Goldman Sachs, Citigroup, JCB Co., Ltd., JPMorgan Chase & Co., NKSJ 
GROUP, Daiwa Securities Co., Ltd., Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance 
Co., Ltd., Bank of Japan, Nomura Securities Co., Ltd.
Mizuho Financial Group, Mitsui Sumitomo Banking Corporation, Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., The Bank of Yokohama, Ltd.

■Mass Communication
Asatsu-DK Inc., Asahi Shimbun Company, Kyodo News, TV Asahi Co., 
Dentsu Inc., Tokyo Broadcasting Systems, Inc., Nikkei Inc., Japan 
Broadcasting Corporation (NHK), Hakuhodo Inc., Benesse Corporation, 
The Mainichi Newspapers, Yomiuri Shimbun

■ Luxury
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Japan K.K.

■ Entertainment
Sony Computer Entertainment Inc., Nintendo Co., Ltd.

■Organizations
Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Foundation, Japan 
International Cooperation Center (JICE),
Japan External Trade Organization (JETRO) 

■ Education
Educational and General sta� in junior / senior high schools and 
universities in various locations around Japan

■ Civil Service
National and local government o�cials

主要就職先
Employment

■国内大学院
国際基督教大学、東京大学、一橋大学、お茶の水女子大学、京都大学、
慶應義塾大学、首都大学東京、早稲田大学、大阪大学、神戸大学、
政策研究大学院大学、筑波大学、東京外国語大学、東京芸術大学、
東京学芸大学、東京工業大学、奈良先端科学技術大学院大学、北陸
先端科学技術大学院大学、名古屋大学  等

■海外大学・大学院
エディンバラ大学、オックスフォード大学、コロンビア大学、サセック
ス大学、ハワイ大学、ブリストル大学、ボストン大学、マサチューセッ
ツ工科大学、リーズ大学、ロンドン大学 等

■Domestic Graduate Schools
International Christian University, University of Tokyo, Hitotsubashi 
University, Ochanomizu University, Kyoto University, Keio University, 
Tokyo Metropolitan University, Waseda University, Osaka University, Kobe 
University, National Graduate Institute for Policy Studies, University of 
Tsukuba, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo University of the Arts, 
Tokyo Gakugei University, Tokyo Institute of Technology, Nara Institute of 
Science and Technology, Japan Advanced Institute of Science and 
Technology, Nagoya University, etc.

■Overseas Universities and Graduate Schools
University of Edingburgh, University of Oxford, Columbia University, 
University of Sussex, University of Hawaii, Bristol University, Boston 
University, Massachusetts Institute of Technology, University of Leeds, 
University of London, etc. 

主要進学先
Graduate School
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　国際基督教大学大学院は、本学の目的使命に則り、学部における
一般的、ならびに専門的教養の基礎の上に、学術の理論および応用
を教授研究し、その深奥を究め、または高度の専門性が求められる
職業を担うための深い学識および卓越した能力を培い、文化の進展
に寄与することを目的としています。
　「アーツ・サイエンス研究科」という１研究科の中に、複数の専攻
が集約されているため、学際的教育・研究を遂行できます。豊かな
学識を養う柔軟で複合的な履修が可能です。ICU大学院は、日本語
と英語のバイリンガル教育を基礎に、世界と日本を結ぶ架け橋とし
ての役割を担う、高い専門性を備えた指導的人材を育成する大学院
教育の実践を目指しています。
　前期課程、後期課程ともに、アドヴァイザー制度をとっているので、
入学から修了まで、個別指導・ゼミ形式学習などを通じて、研究内
容に合わせたきめ細やかな指導をおこなっています。

    The objectives of the Graduate School re�ect the mission of the University 
and are based on the education o�ered at the college of Liberal Arts, which 
encourages both generalizes and specialized learning. Upon this foundation, 
the Graduate School aims to teach and conduct research in matters both 
theoretical and practical; while proving the importance of such matters the 
Graduate School seeks to make contributions towards cultural advancement.
    Since various disciplines are set up under one school, students have 
�exibility in conducting interdisciplinary education and cross-disciplinary 
research.  Students can pursue their course of study across the arts and 
sciences.  Graduates from our school can become potential leaders and highly 
skilled professionals who can bring Japan and the world together, trained 
through a bilingual English and Japanese education.
    Advisor system is introduced in both Master’s course and Doctoral course.  
Students can ask for guidance in the course of their research through 
individual advising and or seminar.

　心理・教育学専攻（博士前期課程）は、教育学、心理学、臨床心理学
と言語教育の4専修分野からなります。心理・教育学専攻では、教
育にかかわる学問諸分野において、人類が平和的かつ創造的な営み
のうちに共生するための教育的な諸条件を探求し、国の内外でその
実現に向けて指導的な役割を果たす人材を養成します。

 The Education and Psychology Program o�ers four areas of 

concentration: Education, Psychology, Clinical Psychology and Language 

Education. The Program pursues research in academic �elds related to 

education in search of the conditions that enable human beings to 

co-exist while engaging in a peaceful and creative endeavors. We nurture 

leaders who will play a pivotal role in achieving their optimum potential 

in the world. 

　本学大学院では、「国語、社会、数学、理科、英語、宗教」の中学校教諭専
修免許状、「国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語、宗教」の高等学校教
諭専修免許状の取得に必要な資格を得ることができます。なお、教職に関する
専門科目の単位を心理・教育学専攻から修得することで、これらの教科の専修
免許状取得のための要件を満たすことが可能です。（中学校および高等学校教
諭1種免許状の要件を満たしていることが条件となります。）
　また、他の大学との学術交流を促進し、教育・研究上の実績を上げることを
目的として、他大学との教育交流協定を結び、単位互換を可能にしています。
関連情報については56ページをご覧ください。

　教育の根底をなす人間観や世界観、途上国を含む世界各地の教育制度や教
育問題、世界の学校における教育課程や教育法をめぐる根本的な課題を、国際
比較の中で取り上げて構造的に分析し、将来に向けた教育政策の根本指針を探
ります。教育工学領域では、e-learningをはじめコンピュータ・視聴覚機器の
教授学習過程への活用とその効果および遠隔教育について研究します。教育コ
ミュニケーション領域では、対人コミュニケーションやマス・コミュニケーション
の特徴と社会的機能およびその効果について研究します。教育社会学領域では、
教育制度・学校・家族・コミュニティ・社会構造・文化状況の諸特徴と教育の構造・
機能・意味および教育政策について研究します。教育研究における質的・量的
研究技法についても学習します。授与する学位は、修士（教育学）です。

 C r e d i t s  e a r n e d  i n  t h e s e  p r o g r a m s  c a n  b e  u s e d  t o  o b t a i n  ‘ S e n s h ū ’  
(graduate-level) teacher certi�cates of speci�c subjects as follows: junior high 
school teacher certi�cates of Japanese / Social Studies / Mathematics / Natural 
Sciences / English / Religion; and senior high school teacher certi�cates of 
Japanese / Geography & History / Civics / Mathematics / Natural Sciences / English / 
Religion. It is possible to ful�ll the requirements for ‘Senshū ’  teacher certi�cates of 
each subject by taking courses concerning the teachers’ profession from Education 
and Psychology Program. Students must ful�ll the requirements of ‘Isshu ’ 
(undergraduate-level)  teacher certi�cates.
 To encourage academic exchange in education and research, ICU has mutual 
accreditation agreements with several other graduate schools. Please refer to p.56 
for more details.

 Our fundamental guiding principles on educational policy are a comparative 
analysis of perspectives about mankind and the world that provides the 
foundation of education, and problems developing and developed countries face 
regarding school curricula, education laws and systems. In educational technology, 
we explore the use and e�ectiveness of computers and audiovisual equipment in 
the teaching and learning processes such as in e-learning, as well as distance 
learning. In educational communication, we investigate the characteristics, social 
function and results of interpersonal and mass communication. In educational 
sociology, we look into the characteristics of the educational system, school, 
family, community, social structure, and cultural context, in relation to educational 
structure, function, meaning and policy. We also provide instruction in qualitative 
and quantitative research techniques in educational research methodology. 
Students graduate with a Master of Arts in Education.

専修分野
Area of Concentration

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course

Education

1. リベラルアーツ教育の理念に基づいて心理学を幅広い学問分野としてとら
え、研究及び実践に役立つ人材を教育します。

2. 国際性・学際性に富む柔軟で厳格な実証的研究法（実験法、調査法、観察
法等）に根ざした教育・研究指導を行います。

3. 科学性と人間性の統合的視点に立脚する高度な研究を推進します。
4. 高度な専門職業人養成という社会的ニーズに対応すべく研究・実践を現場
で遂行できる心理職を養成します。

5. 授与する学位は、修士（教育学）です。

1. Based on the philosophy of liberal arts education, we consider psychology to be 
a�eld covering a wide range of subjects that will nurture students who will 
contribute to research and the practice of psychology.

2. Our �exible and rigorous empirical research methods (in experiments, 
investigations and observations) feature international and interdisciplinary 
perspectives.

3. We promote advanced research by integrating science and human nature.
4. We nurture professionals who can conduct research and engage in clinical 

practice to meet the demands of society.
5. Students graduate with a Master of Arts in Education.

Psychology

　本専修の教育課程は、臨床心理学の研究者になることと実践家になることの
2つの目標に向けて編成されています。臨床心理学特論Ⅰ・Ⅱ、臨床心理面接特
論Ⅰ・Ⅱを中核講義とし、専門研究と研究法科目によって手法の習得と研究活動を
促進する一方、臨床心理査定演習Ⅰ・Ⅱ、臨床心理基礎実習、臨床心理実習とい
う訓練系列があります。その他選択科目は基礎心理学から実践手法までの幅を
持って配置され、専門領域の幅を広げるとともに研究と実践の間を結ぶ役割を
果たしています。授与する学位は、修士（教育学）です。

 We train researchers and clinical psychologists. The core courses are Special 
Study in Clinical Psychology I and II, Special Study in Clinical Psychology Interview I 
and II. In addition to instruction in specialized research and study methods, we also 
provide practical training through courses such as Seminar in Clinical Psychology 
Assessment I and II, Basic Practicum in Clinical Psychology, and Practicum in 
Clinical Psychology. Electives can be taken from a series of courses ranging from 
introductory to methods in clinical practice.The broad choice of courses allows 
students to delve deeper into their �eld of study and link research with practice. 
Students graduate with a Master of Arts in Education.

Clinical Psychology

　英語教育及び外国語としての日本語教育の理論と実践に関わる教育として、ま
ずその基礎となる言語学、心理学、教育学における関連知識を学びます。さら
にそれぞれの目標言語の言語学的知識を修めたのち、より具体的な学問領域、
すなわち第一言語習得論、第二言語習得論、外国語教授法、教材・カリキュラ
ム開発、バイリンガル教育、早期外国語教育などの研究に従事します。加えて、
実践的学習の一貫として、英語クラス、日本語クラスの各現場においてそれぞれ
実習を行い、理論と実践の統合を図ります。授与する学位は、修士（教育学）です。

  We o�er instruction in related areas of linguistics, psychology and education that 
provide the foundation for theory and practice in English and Japanese language 
education. After further linguistic study in a language of concentration, students 
proceed to research in acquiring languages as a �rst/second language, foreign 
language teaching methods, materials and curriculum development, bilingual 
education, as well as teaching foreign languages in primary schools. Practical 
training will be provided to integrate theory and practice in classrooms where 
English and Japanese language classes are taught. Students graduate with a 
Master of Arts in Education.

Language Education

アーツ・サイエンス研究科  博士前期課程

Education and Psychology Program 01 心理・教育学専攻

教育学専修

心理学専修

臨床心理学専修 

言語教育専修 

大学院
The Graduate School

Degrees O�ered in the Graduate School

研究科
School

課程
Course

専攻
Program

専修分野
Area of Concentration

学位
Degree

Education

Psychology

Clinical Psychology

Language Education

修士（教育学）

修士（比較文化）

修士（理学）

博士（学術）

Master of Arts in Education

Master of Arts in Comparative Culture

Master of Arts in Natural Sciences

Doctor of Philosophy

Master of Arts in Public Administration or
Master of Arts in International Relations

Master of Arts in Social and Cultural Analysis

Master of Arts in Media and Language

Master of Arts in Public Economics

Master of Arts in Peace Studies

心理・教育学
Education and 
Psychology 

公共政策・社会研究
Public Policy and 
Social Research

比較文化
Comparative Culture

理学
Natural Sciences

アーツ・サイエンス
Arts and Sciences

博士前期課程
Master's Course

博士後期課程
Doctoral Course

アーツ・サイエンス研究科
School of Arts and Sciences

学位一覧表

修士（行政学）または修士（国際関係学）

修士（社会文化分析）

修士（メディアと言語）

修士（公共経済学）

修士（平和研究）

教育学

心理学

臨床心理学

言語教育

社会文化分析

メディアと言語

公共経済学

平和研究

日本文化研究

キリスト教と文化

数学・情報科学

物質科学

生命科学

政治・国際研究

Social and Cultural Analysis

Media and Language

Public Economics

Peace Studies

Japanese Culture Studies

Christianity an Culture

Mathematics and Computer Science

Material Science

Life Science

Politics and International Studies
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　公共政策・社会研究専攻（博士前期課程）は、政治・国際研究、社会
文化分析、メディアと言語、公共経済学、平和研究の5専修分野か
らなります。公共政策・社会研究専攻では、公共政策を含む社会科
学の研究分野を深く、かつ他の領域との関連も視野に入れながら広
く学際的に研究するとともに、国内および国際機関等において、鋭
い分析力と構想力を基礎に、柔軟な課題解決能力を発揮しうる指導
的な役割を果たす人材を養成します。

 The Public Policy and Social Research Program o�ers �ve areas of 

concentration: Politics and International Studies, Social and Cultural 

Analysis, Media and Language, Public Economics and Peace Studies. The 

Public Policy and Social Research Program does �eld research in the 

social sciences including public policy. Other �elds are related through an 

interdisciplinary approach. Our objective is to nurture future leaders for 

domestic and international organizations by utilizing in �exible, 

problem-solving-based methods on analytic and planing skills.

　専門基礎科目では、行政学・公共政策、政治学、法学、国際関係学、国際法・
国際機構論の領域における基礎概念や諸理論を修得します。これらを踏まえて、
専門科目では公共経営、地方自治、比較政治行政、政治思想、国際政治・外交、
国際世論研究、ジェンダーと国際関係といったテーマで理論研究や事例研究を
領域横断的に掘り下げ、政策研究に結びつけます。授与する学位は、修士（行
政学）あるいは修士（国際関係学）です。

　Political and International Studies deals with public administration and public 
policy, politics and law, and international relations. The concentration in political 
and international studies is aimed at cohesive education and research in 
multidisciplinary �elds: politics, law, public administration, and international 
relations. The concentration provides a unique combination of three distinct 
approaches, i.e., normative studies, empirical analyses, and policy studies. A 
signi�cant feature is elaboration and deepening of education and research in the 
perspective of each �eld and of the multidisciplinary �elds. Students graduate 
with a Master of Arts in Public Administration or International Relations.

専修分野
Area of Concentration

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course

Politics and International Studies

　社会・文化の諸現象を社会学または人類学のアプローチを使って実証的に研
究する方法を指導します。学生は、質的または量的研究方法を学び、それを応
用することが期待されます。また、社会学（開発社会学、政治社会学、国際社会学、
ジェンダー・セクシュアリティ研究、社会階層論、科学技術社会学、食品と農
業の社会学）および文化人類学（医療人類学、言語・記号人類学、暴力の人類学、
消費の人類学）などの分野を専門とする教員から研究指導を受けながら、学際
的な研究を行うことができます。修士課程の研究の一環として、実地調査を実
施することもでき、その結果を修士論文に応用することも可能です。授与する
学位は、修士（社会文化分析）です。

　Students majoring in Social and Cultural Analysis learn to empirically analyze 
social and cultural phenomena from sociological and/or anthropological 
approaches. They have opportunities to receive training in qualitative and/or 
quantitative research methods, and will be able to conduct multidisciplinary 
research by working closely with sociologists and/or anthropologists. Areas of 
research include sociology of development, political sociology, global sociology, 
gender/sexuality studies, social strati�cation, sociology of science and technology, 
the anthropology of health, linguistic-semiotic anthropology, the anthropology of 
violence,  the anthropology of consumption,  and the anthropology of 
development. Students have the option of carrying out a short-term �eldwork 
project and applying their �ndings to an original thesis project. Students graduate 
with a Master of Arts in Social and Cultural Analysis.

Social and Cultural Analysis

　社会における様々な領域において、幅広い知見、学識を持ちつつも、それを
実践的に適用できる人材が求められています。メディアと言語専修では、社会
言語学、コミュニケーション、メディア等の専門領域における、基礎研究能力を
身につけると共に、実践能力をプロジェクト経験等を通して養うことを趣旨とし
ます。基礎および専門科目で上記の主要領域の科目を配すると共に、他専修領
域のコースを積極的に活用することで学際的かつ実践的な応用能力を高めま
す。授与する学位は、修士（メディアと言語）です。

　Media and Language is interdisciplinary in nature and offers project- 
oriented courses in sociolinguistics, communication, and media. It lays a solid 
foundation in these academic disciplines while exploring their application in 
contemporary society and its various issues. Students graduate with a Master 
of Arts in Media and Language.

Media and Language

　経済学、経営学分野における教育方針として、まず、ミクロ経済学、マクロ
経済学、統計分析の基礎理論を学びます。これらの基礎的な知識を習得した後、
経済学、経営学および会計学の個別分野に関する学習、研究の指導を行います。 
授与する学位は、修士（公共経済学）です。

　After studying basic theories in microeconomics, macroeconomics, and 
statistical analysis, students proceed to particular �elds of concentration in 
economics, business management and accounting. Students graduate with a 
Master of Arts in Public Economics.

Public Economics

アーツ・サイエンス研究科  博士前期課程

Public Policy and Social Research Program02 公共政策・社会研究専攻

政治・国際研究専修

社会文化分析専修

メディアと言語専修

公共経済学専修

　平和研究専修は平和、紛争、安全保障研究に関する様々な分野のコースを
提供します。平和研究を概観する基礎科目からより専門的な人権、見解・規範、
紛争解決、平和構築、紛争と開発や経済問題、従来型またはその他の安全保
障問題、人間の安全保障、国際機構と国際法の役割を取りあげるコースへと発
展します。この専修を修了することで、既存もしくは潜在的な紛争を分析し、聞
き取り調査を行い、実証的研究プロジェクトを立ち上げ、関連する学術的、法的、
外交、その他の文書を探し出し解釈し、将来的には政府機関、国際機関、
NGOなどで平和と安全保障に関する課題に取り組む能力を身につけます。授
与する学位は、修士（平和研究）です。

 We o�er a wide variety of courses relevant to peace, con�ict and security. They 
range from foundation courses in peace studies, to more specialized courses on 
human rights, ideas and norms, con�ict resolution, peace-building, development 
and economic issues and con�icts, traditional and post-traditional security 
problems, human security, and the role of international organizations and 
international law. Graduates should then be able to analyze existing and potential 
con�icts, should be able to conduct interviews, conduct empirical research 
projects, �nd and interpret relevant documents, whether academic, legal, 
diplomatic or other, and should be able to work within national governments, 
international government or non-governmental institutions with a focus on peace 
and security issues. Students graduate with a Master of Arts in Peace Studies.

Peace Studies
平和研究専修

 The Comparative Culture Program o�ers two areas of concentration: 

Japanese Culture Studies and Christianity and Culture. The Program 

compares and examines a variety of all dimensions of culture based on 

problem-oriented methods in order to nurture responsible and 

perspicacious leaders who embody the spirit of liberal arts.

　比較文化専攻（博士前期課程）は、日本文化研究、キリスト教と文
化の2専修分野からなります。比較文化専攻では、広義の文化の諸
現象を、問題指向的な方法に基づき深く比較研究し、リベラルアー
ツの精神と高度の人文学の訓練とを結合した、未来への先見性と責
任感を備えた指導的な役割を果たす人材を養成します。

　学部段階の専門分野についての知識を、比較文化の視点から一層深めるた
め、まず共通基礎科目「比較文化研究方法論」（必修）および各分野に関する専
攻基礎科目を履修したうえで、専修領域とテーマに即して、「日本文化論」、「日
本言語文化論」、「日本史の諸問題」、「思想類型論」、「比較様式論」等の科目を
履修し、広い視野からの問題の正確な理解をめざします。「専門研究」において
は個別的な研究指導を行います。なお、専修共通科目群を特に設けているのは、
専修分野を超えるような根底的、基幹的な文化の諸構造に即して比較研究の方
法を実際に学び、それに習熟し、一層広く確かな比較の立脚点を構築しえるよ
うにすることを願ってのことです。授与する学位は、修士（比較文化）です。

 To enhance knowledge acquired at the undergraduate level from the 
perspective of comparative culture, all students take Methods in Comparative 
Culture as well as the foundation courses. They proceed to courses such as Aspects 
of Japanese Culture, Japanese Language Culture, Issues in Japanese History, 
Patterns of Thought, and Style, in accordance with their research topics for an 
accurate understanding of their research theme. Research course provide 
individual instruction in research. All students in this concentration take core 
courses, as we hope to train their skills in comparative analysis of the fundamental 
structure in culture. Students graduate with a Master of Arts in Comparative 
Culture.

専修分野
Area of Concentration

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course

Japanese Culture Studies
　学部段階の専門分野についての知識を、比較文化の視点から一層深めるた
め、まず共通基礎科目「比較文化研究方法論」（必修）および各分野に関する専
攻基礎科目を履修したうえ、専修領域とテーマに即して、「キリスト教と文化」、「比
較様式論」、「人間理解論」、「世界像研究」、「象徴および表現」等の科目を履修し、
広い視野からの問題の正確な理解をめざします。「専門研究」においては個別的
な研究指導を行います。なお、専修共通科目群を特に設けているのは、専修分
野を超えるような根底的、基幹的な文化の諸構造に即して比較研究の方法を実
際に学び、それに習熟し、一層広く確かな比較の立脚点を構築しえるようにす
ることを願ってのことです。授与する学位は、修士（比較文化）です。

 To enhance knowledge acquired at the undergraduate level from the 
perspective of comparative culture, all students take Methods in Comparative 
Culture as well as the foundation courses. They proceed to courses such as 
Christianity and Culture, Style, Understanding of Humanity, Images of the World, 
and Symbol and Expression, in accordance with their research topics, for an 
accurate understanding of their research theme. Research course will provide 
individual instruction in research. All students in this concentration take core 
courses, as we hope to train their skills in comparative analysis of the fundamental 
structure in culture. Students graduate with a Master of Arts in Comparative 
Culture.

Christianity and Culture

アーツ・サイエンス研究科  博士前期課程

Comparative Culture Program03 比較文化専攻

日本文化研究専修 キリスト教と文化専修
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　理学専攻（博士前期課程）は、数学・情報科学、物質科学、生命科学
の3専修分野からなります。理学専攻では、理学の学問的諸分野お
よび関連分野の専門的訓練と研究を行うと共に、科学全体の文脈の
中で専門分野を理解し、更には社会的文脈の中で科学そのものを位
置づけることのできる指導的な役割を果たす人材を養成します。

 The Natural Sciences Program o�ers three areas of concentration: 

Mathematics and Computer Science, Material Science and Life Science. 

In the Program, we provide specialized training in various scienti�c 

�elds, enabling students to understand their �elds within the 

framework of science as a whole. Our goal is to nurture leaders who can 

help society through scienti�c means.

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course
アーツ・サイエンス研究科  博士前期課程

Natural Sciences Program04 理学専攻
 In the Doctoral Course, students will be trained to conduct research 

independently as well as acquiring the capacity to assume highly 

professional positions.

　博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活
動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するために必
要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養います。

　数学および情報科学においては、問題を抽出し、理論を適用し、計算機科学
を応用することにより、実際の問題を解決するプロセスを意識しながら、それ
ぞれの専門分野を学びます。さらに、その内容を、専門分野外の人にも、日英
両語で伝えることのできるコミュニケーション能力も養います。学部専門教育の
上にたち、さらにそれぞれの分野の基本理論と手法を身につけるとともに、最
新の研究にふれ、自らその問題に取り組む経験を通して、研究者のみならず、
問題解決能力をもって社会のあらゆる分野で活躍しうる人材を育成することを目
的とします。授与する学位は、修士（理学）です。

 We will present problems, apply theory, and apply computer science in the 
problem-solving process of study in specialized �elds. We also provide instruction 
in how to describe research in both English and Japanese. To further build upon 
the basic theory and methods acquired at the undergraduate level, students carry 
out cutting-edge research that will turn them into professionals who can work to 
make a di�erence in all spheres of society. Students graduate with a Master of Arts 
in Natural Science.

専修分野
Area of Concentration

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course

Mathematics and Computer Science
　物質の関わる科学は、主として、実験と理論に分類されますが、さらに計算
機による第一原理的計算が重要な分野となっています。実験においては、基礎
的な実験スキル、さらに、実験結果から物質の理解に到る論理的展開、理論に
おいては物質科学の基本法則と現象のモデル化を基礎とする事実の説明と予言
を行います。実験科学、理論科学、計算機科学の連携と統合をめざします。授
与する学位は、修士（理学）です。

 Science related to materials can be classi�ed into experimental and theoretical 
areas, but ab initio calculation by means of computers has also become an 
important area. In the experimental �eld, we provide instruction in basic 
experimental skills and theoretical development from the results of experiments. 
In the theoretical �eld, we explore the basics in material science as well as the 
explanation of facts based on models of phenomena and prognosis. We aim to 
integrate experimental science, theory and computer science. Students graduate 
with a Master of Arts in Natural Science.

Material Science

アーツ・サイエンス研究科  博士前期課程

Arts and Sciences Program (Ph.D.)05 アーツ・サイエンス専攻

数学・情報科学専修 物質科学専修

ロータリー平和センター

　本専修では、植物学、動物学および微生物学の3つの分野の研究がなされ
ていますが、これらの専門的なテーマに加え、科学的なものの考え方、基本的
な研究の進め方についての指導を行います。授与する学位は、修士（理学）です。

 This concentration is comprised of research in three �elds: botany, zoology and 
microbiology. We also provide instruction in scienti�c thinking, as well as in the 
basics of research. Students graduate with a Master of Arts in Natural Science.

Life Science
生命科学専修

　国際ロータリーとの協力により、世界4か国、5大学院と並んで、
本学に設置されました。他の設置校は、米国のデューク大学 （ノースキャ
ロライナ大学と共催）、イギリスのブラッドフォード大学、オーストラリア
のクイーンズランド大学、スウェーデンのウプサラ大学であり、ICU
はアジアで唯一の修士号取得のためのセンター指定校てす。各セン
ターでは2002年より毎年それぞれ10名程度をロータリー平和フェ
ローとして受け入れ、平和と紛争解決を中心とする国際問題研究に
従事する機会を提供します。
　ICUで受け入れるロータリー平和フェローは、「公共政策・社会研
究専攻」に属し、同専攻が定める修了要件を満たして修士号を取得
します。

　The Center was established in the ICU campus under cooperation with 

Rotary International as one of the six Rotary Peace Centers located in �ve 

di�erent countries. Other partner universities include: Duke University 

(jointly hosted by the University of North Carolina at Chapel Hill), 

University of Bradford (U.K.,) University of Queensland (Australia) and 

Uppsala University (Sweden) . ICU was selected as the sole such 

institution for M. A. program in Asia. Starting in 2002, each Center has 

been accepting 10 graduate scholars every year and  o�ers training in 

peace studies focusing on international con�ict resolution.

　The Rotary Peace Fellows at ICU enroll in the Public Policy and Social 

Research Program to ful�ll the academic requirements of the program 

for their Master’s degrees.

Rotary Peace Center

分野別研究指導項目
Speci�c Areas for Research Guidance

■教育学系・理学系
 • 教育哲学研究
 • 比較・開発教育学研究
 • 教育工学
 • 教育コミュニケーション
 • 教育社会学

■心理学系
 • 認知・発達研究
 • 社会・コミュニティ研究
 • 臨床研究

■言語教育系
 • 言語学研究
 • 英語学研究
 • 英語教育研究

■法学・政治学・国際関係論系
 • 政治過程論
 • 政治理論
 • 政治思想史
 • 国際関係論
 • 国際法
 • 政治外交史
 • 行政学
 • 公法学
 • 労使関係論

■社会学・メディア論系
 • 政治文化論

■経済・経営系
 • 理論（計量）経済学
 • 経済政策論
 • 貨幣金融論
 • 国際経済論
 • 流通経済論
 • 企業意思決定論
 • 企業財務会計論

■比較文化系
 • キリスト教と文化I（西洋）
 • キリスト教と文化II（東洋）
 • アジア文化論I（日本文化論）
 • アジア文化論II（アジア文化交流史）
 • ヨーロッパ文化論I（古代）
 • ヨーロッパ文化論II（中世・近代）
 • アメリカ文化論
 • 文化の交流と変容

■ Education·Natural Sciences
 • Problems of Philosophy of Education
 • Studies in Comparative and Development Education
 • Educational Technology
 • Educational Communication
 • Sociology of Education
■ Psychology
 • Studies in Cognitive and Developmental Psychology
 • Studies in Social and Community Psychology
 • Studies in Clinical Psychology
■ Language Education
 • Studies in Linguistics
 • Studies in English Language
 • Studies in English Teaching

■ Law · Politics ·International Relations
 • Political Process
 • Political Theory
 • History of Political Thought
 • International Relations
 • International Law
 • Political and Diplomatic History
 • Public Administration
 • Public Law
 • Industrial  Relations
■ Sociology · Media
 • Politics and Culture

■ Economics ·Business Administration
 • Economic Theory (Econometrics)
 • Economic Policy
 • Money and Banking
 • International Economy
 • Distribution Economy
 • Business Decision-making
 • Corporate Finance and Accounting
■ Comparative Culture
 • Christianity and Culture I (West)
 • Christianity and Culture II (East)
 • Asian Culture I (Aspects of Japanese Culture)
 • Asian Culture II (Cultural Interchange in Asia)
 • European Culture I (Ancient)
 • European Culture II (Medieval and Modern)
 • American Culture
 • Cultural Interchange and Acculturation
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研究所
Research Institutes

　2013年、イェール大学との合意契約によりジョナサン・エド
ワーズの研究拠点として世界で8番目となる「グローバル・セン
ター」が発足。国内とアジア諸国の各研究者・研究機関との連
携を通して、ジョナサン・エドワーズ、初期アメリカ、その他関
連分野の研究と教育の発展に貢献することを目的としています。

 In 2013 Yale University and International Christian University 
signed on the agreement to open the eighth Jonathan Edwards 
Global Center on the ICU campus. The Jonathan Edwards Center 
Japan aims to broaden the scope of research and education on 
related early American studies with the help of researchers and 
scholars across institutions in Japan and Asia. 

ジョナサン・エドワーズ・日本センター （JECJ）
The Jonathan Edwards Center Japan

　ICUには8つの研究所・教育研究センターがあり、研究活動を
行っています。またセミナーや講演会、シンポジウムを開催し、
国内外の優れた研究者・知識人と接する機会を学生に提供して
います。

　ICU has eight research institutes. In addition to research, these 
institutes plan and sponsor conferences, lectures, symposia and 
seminars as well as provide students with opportunities to meet 
distinguished scholars from Japan and overseas.

教育研究所（IERS）
The Institute of Educational Research and Service  (IERS)

　1953年に設立された本学で最も歴史のある研究所です。教育に
関する基礎的ならびに応用的研究を行い、その成果を社会に還元す
ることを目的としています。研究・調査と合わせ、公開講演会、シ
ンポジウムを企画、開催しています。紀要『教育研究』および『モノ
グラフシリーズ』を刊行。

 IERS was established in 1953 to pursue both basic and applied 
research on education and to use the results to serve society. The 
Institute plans and sponsors conferences, lectures, symposia and 
seminars,  and publishes an annual research bulletin entitled 
Educational Studies and Monograph Series.

社会科学研究所（SSRI）
The Social Science Research Institute  (SSRI)

　1958年、前身である農村厚生研究所より改組、発足しました。
社会科学の各分野を包括した研究所として、社会科学の学術的研究、
学術交流と情報交換のための国際ネットワークの媒体となり、市民
公開講座、共同研究などを通じて地域社会とのパートナーシップを
促進することを主な目的としています。紀要『社会科学ジャーナル』
および『モノグラフシリーズ』を刊行。

 SSRI was established in 1958, as an outgrowth of its forerunner, the 
Rural Welfare Research Institute. The main purposes of the Institute are: 
1) to form a global network for interdisciplinary social science research 
and information exchange; and 2) to promote partnership with the 
local communities through public lectures and joint research projects. 
The Institute publishes research reports entitled the Journal of Social 
Science and Monograph Series.

キリスト教と文化研究所（ICC）
The Institute for the Study of Christianity and Culture  (ICC)

　1963年の発足以来、扱ってきた研究領域は、研究方法論を含む
キリスト教学関係諸分野、ならびに、キリスト教との関わりを視野に
おいた西洋およびアジア文化論とその比較方法論の2つに大別され
ます。さらに、1995年より新たにキリスト教と科学思想の関係を研
究領域に加えました。紀要『人文科学研究（キリスト教と文化）』および
ニューズレター『科学史フォーラム』を刊行。

 Since its establishment in 1963, ICC has conducted research on 
Christianity and on Christianity’ s impact on Eastern and Western 
cultures. In 1995, the Institute added to its research agenda the study of 
scienti�c thought in relation to Christianity. The Institute publishes a 
bulletin entitled Humanities: Christianity and Culture and a newsletter, 
History of Science Open Forum.

The Institute of Asian Cultural Studies  (IACS)

　1958年に発足したアジア文化研究委員会を前身とし、1971年に
設置。日本を含むアジア社会の文化的特質とその歴史的展開を、世
界史的視野のもとに研究することを目的とし、内外から研究者を招
き、アジアの文化（歴史・宗教・経済・政治など）に関するシンポジ
ウムや公開講演会を開催しています。紀要『アジア文化研究』を刊行。

 The Institute was founded in 1958 as the Committee on Asian 
Cultural Studies and reorganized in 1971 as an institute to study the 
cultural characteristics of Asian societies including Japan, and their 
historical development from a global perspective. Its main activities 
include inviting domestic and foreign scholars to engage in cooperative 
research, holding conferences and public lectures on Asian culture 
(history, religion, economics, politics, and other topics), and issuing 
publications such as the journal Asian Cultural Studies.

平和研究所（ICUPRI）
The Peace Research Institute (ICUPRI)

　献学の理想に基づき、平和達成のための学術的研究を国際的、
学際的に行うために1991年に設立されました。すでに1984年から
学部科目として開講されていた「平和研究」に対する学生たちの関心
の高さを受けて、研究所組織の発足となったものです。多様な視点
を重視し、研究プロジェクトの遂行、講演会や研究会、国際会議の
開催、研究誌の発行などを行っています。また、1992年以来、学
生たちを対象に平和研究に有意義な場所（海外を含む）での研修旅行を
行っています。

 ICUPRI was established in 1991 to ful�ll ICU’s founding philosophy of 
strengthening and promoting peace research. The Institute is an 
o�spring of the popular undergraduate course Peace Studies which 
was �rst o�ered in 1984, and expects to introduce multidimensional 
viewpoints with regard to peace. Its activities include; execution of 
research projects, as well as the hosting of conferences, open lectures, 
and international seminars, and the publications of newsletters and 
journals. Since 1992, the Institute has organized �eld trips in places of 
academic interests, both domestic and overseas, encouraging students’ 
engagement with the frontline issues in peace research.

日本語教育研究センター（RCJLE）
The Research Center for Japanese Language Education  (RCJLE)

　1991年設立。ICUで日本語教育に貢献するとともに日本語教育
に関する諸研究を行います。夏期日本語教育を実施し、教材・教授
法の開発、海外日本語教育関係機関との交流を目的とします。紀要
『ICU日本語教育研究』を刊行。

 The center, established in 1991, is devoted to Japanese language 
education at ICU and research on Japanese education to facilitate 
international communication. The center runs the Summer Courses in 
Japanese and develops teaching materials and methods. It publishes 
the annual journal ICU Studies in Japanese Language Education.

高等臨床心理学研究所（IASCP）
The Institute for Advanced Studies of Clinical Psychology  (IASCP)

　人間の心の成長を促進する心理療法を中心とした高次の臨床心理
学研究を行うことを目的として2001年に設立されました。研究・調
査活動のほか、付属の心理相談室において心理相談活動、心理臨
床家の訓練、現任者研修、訓練・教育プログラムの開発、地域住
民のための心理教育ワークショップを行っています。専門家の研修
および研究交流の場としても機能し、特定の研究テーマを持って臨
床活動に取り組む研究員制度があります。また、心理相談室は、大
学院において臨床心理学を学ぶ学生のための実習施設ともなってい
ます。
　“International Journal of Counseling and Psychotherapy”
を刊行。

 IASCP was founded in 2001 for advanced studies in clinical 
psychology, focusing on psychotherapy to promote mental growth. In 
addition to research activities, the Institute provides counseling, 
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y ,  s e m i n a r s  f o r  
psychotherapists, development of training / educational programs and 
workshops for local residents at the attached Psychological Consulting 
Services. IASCP functions as a training facility for graduate students and 
has training programs on speci�c themes. It publishes the International 
Journal of Counseling and Psychotherapy.

ジェンダー研究センター（CGS）
The Center for Gender Studies  (CGS)

　2004年に発足。ジェンダー、性、セクシュアリティに関する研究
を学際的かつグローバルな視点からサポートし、世界にネットワーク
を広げること、本学におけるジェンダー・セクシュアリティ教育の発
展を支援することを目的としています。研究・調査活動と合わせて、
講演会、セミナー等の企画・開催、ニューズレターや学術誌の発行
を行います。また情報交換の場として、学生はもとより、教職員、
国内外の研究者など、ジェンダー・セクシュアリティに関心をもつ人
たちに広く開かれています。

 Established in 2004, CGS supports research in gender and sexuality 
from an interdisciplinary and global perspective, builds world-wide 
networks and enhances the development of Gender and Sexuality 
Studies at ICU. It organizes open lectures, research groups and 
seminars, and publishes a newsletter and a journal. The Center serves as 
a forum for anyone interested in the �eld of gender and sexuality.

アジア文化研究所（IACS）
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大学・機関・大学院との連携
Consortium with Others

多摩アカデミックコンソーシアム（TAC）
Tama Academic Consortium  (TAC)

　多摩アカデミックコンソーシアム（TAC=Tama Academic 
Consortium）は、1995年4月に結成された大学協力機構で、現
在は多摩地区にある国際基督教大学、国立音楽大学、武蔵野美術
大学、東京経済大学、東京外国語大学、津田塾大学の6大学が加
盟しています。多摩地区の比較的小規模の特色ある大学が、相互協
力と交流を深め、 教育研究活動の推進を図ろうとするものです。 大
学間での単位互換制度、図書館の相互利用などが行われています。

 The Tama Academic Consortium was inaugurated in 1995 and 
currently comprises six universities: Kunitachi College of Music, 
Musashino Art University, Tokyo Keizai University, Tokyo University of 
Foreign Studies, Tsuda College, and ICU. The purpose of the TAC is to 
explore ways to achieving mutual cooperation in education and 
research among the six universities. This arrangement provides 
students access to libraries in �ve other universities, as well as allowing 
students to take courses at these �ve universities. 

　ICUは一橋大学、東京外国語大学、津田塾大学とともに、欧州委
員会の資金を得て2004年4月にスタートしたEUIJ （EU Institute 
in Japan） 東京コンソーシアムのメンバーです。これまで、国際会議、
欧州の著名な研究者を招聘しての授業開講、共同研究およびその成
果の刊行等の事業を行ってきました。EUIJ東京コンソーシアムの4
大学では、EU関係の科目についての単位互換制度を行っています。

 In April 2004, ICU formed a consortium for the EU Institute in Japan 
(EUIJ) with Hitotsubashi University, Tokyo University of Foreign Studies, 
and Tsuda College. Funded mainly by the European Commission, the 
Institute promotes understanding of the EU in Japan by enhancing and 
developing research and educational activities about the EU, as well as 
by providing its latest accurate and comprehensive information. Its 
outreach activities include international symposia, business seminars, 
and open lectures. Students are awarded credits for taking EUIJ courses 
at any of the four universities within the consortium.

EU Institute in Japan─東京コンソーシアム
EU Institute in Japan — Tokyo Consortium 

“Global 5” University Cooperative Agreement

　2010年4月、世界に通用する教育を提供し、国際社会で活躍す
る人材育成を目指すICU、国際教養大学、立命館アジア太平洋大学、
早稲田大学国際教養学部の４大学で、交流協定を締結しました。こ
れに、2012年8月から上智大学が加わり、グローバル5大学連携
として、学生と教職員の幅広い交流と、国際的な教育の質保証に向
けた連携・共同が目的で、学生の共同教育や教職員の研修などを行
います。

 In April 2010, ICU, Akita International University, Ritsumeikan Asia 
Paci�c University and Waseda University’s School of International 
Liberal Studies entered into a cooperative agreement for providing 
global standard education for students who can contribute to the 
international community. With the addition of Sophia University in 
August 2012, the group has become the “Global 5.” With the ultimate 
goal of further promoting the globalization of higher education in 
Japan, the agreement’s aims are teaching methodologies that cultivate 
superlative global citizens, sharing of information about student 
support systems, joint degree programs, and joint operation of 
faculty/sta� development programs.

　本学大学院では、本学と他の大学間の学術交流を促進し、教育・
研究上の実績をあげることを目的として、大学院学生の履修機会の
拡大を図り、次の大学院と教育交流協定を結び、単位互換制度を実
施しています。

 Agreements on Educational Exchange and Credit Transfer with Other 
Universities with the objective of encouraging academic exchange 
between ICU and other universities; of advancing accomplishments in 
education and research; of expanding the graduate students’ 
opportunities for attending courses, the graduate school of ICU has 
concluded educational exchange agreements with the following 
universities and the exchange of academic units has been launched. 

他大学院との教育交流・単位互換協定
Agreements on Educational Exchange and Credit Transfer with Other Universities

　2009年4月、ICUは東京外国語大学と「教育・研究等の連携・
協力に関する基本協定書」を締結しました。グローバルな視点に立
脚した共通の目標を持ちながらも異なる特長を持った2つの大学が、
交流を深め、さらに発展することをめざしています。これまでの大学
院での単位互換に加え、両大学の図書館を相互利用できるようにな
りました。また、2010年度より学部における単位互換制度が実施さ
れています。

 In April 2009, ICU and Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) 
concluded a written statement outlining the fundamental agreement 
for mutual cooperation in education and research. From a global 
perspective, we aim to deepen exchange and further develop relations 
between these two universities that share common goals but possess 
unique strengths. In addition to the existing system through which 
TUFS and ICU graduate school students have been able to take courses 
for credit at their partner school, we have also made it possible for 
members of each school to make use of the other’ s library as well. 
Furthermore, the exchange of academic units at the undergraduate 
level started in AY2010.

東京外国語大学
Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)

　2013年10月、ＩＣＵは東京農工大学と両大学のさらなる発展を目
指して、教育、研究を中心に幅広く連携を図り、また、双方の学術
研究の成果を広く世界に発信・還元することを目的に、「東京農工大
学と国際基督教大学との間における連携・協力の推進に関する基本
協定書」を締結しました。
　東京農工大学は、農学、工学及びその融合領域を基盤とした教育・
研究に強みを持つ大学で、ICUの5キロ圏内と近く、教員・学生間
での教育・研究分野での交流が行われています。

 In October 2013, ICU and the Tokyo University of Agriculture and 
Technology developed an agreement that aims to promote further 
developments at both schools, including broad-reaching cooperation 
in education and research and the more penetrating communication of 
research achievements. TUAT is especially strong in education and 
research in agriculture, technology and areas where these two �elds 
overlap. The two universities are separated by no more than �ve 
kilometers and are conducting faculty and student exchange in areas of 
education and research. 

東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology

グローバル5大学連携

Partner institutions with ICU Graduate School

大学院数学連絡協議会
委託聴講生制度加盟大学院（アルファベット順）

•中央大学　 •学習院大学
•上智大学　 •明治大学
•日本大学　 •日本女子大学
•立教大学　 •東京女子大学
•東京理科大学　 •津田塾大学

開始年次：
1997年4月

総合研究大学院大学 
開始年次：
2000年4月

東京外国語大学  総合国際学研究科 開始年次：
2004年4月

東京女子大学 
人間科学研究科 、理学研究科

開始年次：
2004年4月

開始年次：
2012年4月

協定先大学院

国連大学  
サスティナビリティと平和研究科  

Entrusted Auditor System of the 
Daigakuin Sugaku Renraku Kyogikai
(Association of Graduate Schools in Mathematics)

Member Schools (in alphabetical order)

  •  Chuo University    •  Gakushuin University
  •  Japan Women’s University    •  Meiji University
  •  Nihon University    •  Rikkyo University
  •  Sophia University    •  Tokyo University of Science
  •  Tokyo Woman’s Christian University
  •  Tsuda College

Graduate University for Advanced Studies 
(Sogo-Kenkyu-Daigakuin-Daigaku)

Started from 
April 1997

Started from 
April 2000

Tokyo University of Foreign Studies 
The Graduate School of Global Studies

Started from 
April 2004

Tokyo Woman’s Christian University
Graduate School of Human Sciences
Graduate School of Science

Started from 
April 2004

United Nations University
Master of Science Program in Sustainability,
Development and Peace

Started from 
April 2012
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キャンパスマップ
Campus Map

　武蔵野の雑木林に囲まれた62万平方メートルのキャンパスに
は、教育・研究施設のほか、教育寮や教職員住宅、グラウンド、キャ
ンプ場などの運動施設等が点在しています。

 ICU’s academic facilities are located on a spacious campus of 
some 620,000 square meters in Mitaka, Tokyo. Faculty and sta� 
residences, dormitories and sports facilities, there are surrounded 
by the rich green expanse of the Musashino Plains.
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本館
University Hall
Design: 
W. M. Vories & Company
Construction: 
Taisei Corporation

施設
Facilities

　旧中島飛行機三鷹研究所として使用されていた建物に4階部分を
増築し、1953年完成 （設計＝ヴォーリズ建築事務所／施工＝大成建設）。
2003年に外壁を改装。大小さまざまな教室があり、授業の多くが
行われます。ほかに社会科学研究所、アジア文化研究所、カリフォ
ルニア大学東京スタディセンター、宗教音楽センター、診療所など
があります。

 The University Hall housed Nakajima Hikoki’s Mitaka Research 

Institute before the war. The Hall was completed in 1953, and a fourth 

�oor was added to the original structure. The outer walls were 

refurbished in 2003. The building houses classrooms and study rooms, 

as well as the Social Science Research Institute, the Institute of Asian 

Cultural Studies, the University of California Tokyo Study Center, the 

Sacred Music Center and the University Clinic.

　1970年に大学礼拝堂に設置されたリーガー社製オルガンの管理
運営のために設けられた「オルガン委員会」から発展し、1977年に
設立されました。定期的にオルガン演奏会、公開講演会などを開催
するほか、学生対象の「オルガン講座」を実施しています。練習用の
パイプオルガンとして「森有正記念オルガン」、ノアックオルガンが置
かれ、音楽練習室も備えられています。

 Established in 1977, the Sacred Music Center grew out of the Organ 

Committee, which had been organized to take care of the Rieger Organ 

installed in the University Chapel in 1970. The center organizes concerts 

open to the public, special lectures and organs courses for students. Its 

facilities include the Mori Arimasa Memorial Organ, one Noack organ, 

one harpsichord, and three upright pianos.

図書館
Library
Design: 
Raymond 
Architectual Design O�ce, Inc.
Construction: 
Taisei Corporation

　1960年完成（設計＝レーモンド設計事務所／施工＝大成建設）。以来、大
学の教育・研究の中心的役割を果たしてきました。開架方式により、
利用のしやすさを重視して運営されています。75万冊を超える蔵書
は、和書、洋書とも広範な分野におよんでいます。2000年には、
ミルドレッド・トップ・オスマー図書館が新設され、図書や雑誌と電
子情報を統合してより一層学習にふさわしい環境が整いました。ス
タディエリアにはパソコンが配備され、ほかに日本初の自動化書庫、
マルチメディアルーム、グループ学習室、ライティングサポートデス
クなどがあります。

 Since its opening in 1960, the Library has always been at the center of 

the university’s academic information services. Its open collection of 

more than 750 thousand volumes in Japanese, English and other 

languages covers a multitude of subjects in response to the needs of 

the College of Liberal Arts and Graduate School. In 2000, the new 

Mildred Topp Othmer Library opened; it was the �rst in Japan to 

operate an automated book storage / retrieval system. It o�ers a variety 

of cutting-edge multimedia services, including a study area with pc 

booths, group study rooms, a multimedia room, writing support desk 

and various other facilities for information access, class use and 

self-study.

ディッフェンドルファー
記念館
東棟／西棟
Di�endorfer 
Memorial Hall
East Wing / West Wing  

East Wing  
Design: 
W. M. Vories & Company
Construction: 
Taisei Corporation

West Wing 
Design: 
W. M. Vories & Company
Architects Ichiryusha
Construction: 
Taisei Corporation

　東棟は1958年に完成（設計＝ヴォーリズ建築事務所／施工＝大成建設）。
創立に貢献のあったディッフェンドルファー博士の名を冠した建物で、
学生及び教員の交流の場として建設されました。地上3階、地下1
階建てで、講堂、学生クラブ活動室、宗務部などがあります。
　また2000年には西棟が完成 （設計＝一粒社ヴォーリズ建築事務所／施工＝
大成建設）。地上4階、地下1階の建物で、地下には防音の完備した
音楽練習室、1階にはラウンジ、カフェテリア、多目的ホール、2階
には売店、会議室、3・4階には学生クラブ活動室などがあります。

 Completed in 1958, the three-story Di�endorfer Memorial Hall East 

Wing is named in honor of Dr. Ralph E. Di�endorfer, who contributed 

greatly to the founding of ICU. It serves as a community center for 

faculty and students, and houses an auditorium, club meeting rooms 

and the Religious Center. The West Wing was completed in 2000. 

Four-stories tall, it houses soundproofed music rooms and practice 

rooms in the basement, a lounge, community space and multi-purpose 

hall on the �rst �oor,  a book store and conference rooms on the second 

�oor, and club meeting rooms on the third and fourth �oors. 

宗教音楽センター
Sacred Music Center

多目的ホール   Multi-Purpose Hall 東棟講堂  East Wing Auditorium 西棟ラウンジ  West Wing Lounge

自動化書庫  Automated Book Storage スタディエリア  Study Area マルチメディアルーム  Multimedia Room
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総合学習センター
Integrated 
Learning Center
Design: 
K Kozo Kenkyujo
Construction: 
Taisei Corporation

東ヶ崎潔記念ダイアログハウス
Kiyoshi Togasaki Memorial
Dialogue House

　1981年に完成（設計＝K構造研究所／施工＝大成
建設）。普通教室のほかに、学生用のパソコンや、
マルチメディアを活用したプレゼンテーション環
境が整ったデジタルメディア教室があり、CALL
システムを使う語学の授業、プログラミングや
統計を学ぶ授業、グループディスカッションや
協同学習を行う授業などが行われています。

 Completed in 1981, classrooms in the Center 

are all equipped with PCs and digital media 

equipment for presentations, and provide an 

ideal environment for language classes that use 

the CALL system, programming and statistics 

courses, and group discussions and collaborative 

learning.

理学館
Science Hall
Design: 
Akira Inadomi
Construction: 
Takenaka Corporation

　1967年完成（設計=稲富建築設計事務所／施工=
竹中工務店）。自然科学の教育・研究のための、
教室、実験室、コンピューター実習室および研
究室などがあります。核磁気共鳴装置、固体表
面解析装置をはじめさまざまな顕微鏡や生物環
境調節装置などが設置されています。

 Completed in 1967, the Science Hall is the 

center of education and research for the �eld of 

natural sciences, accommodating classrooms, 

laboratories, computer facilities, and faculty 

o�ces. Analysis equipments such as NMR, TEM, 

SEM, SPM (photo: top), XPS/ UPS/ FES (photo: 

middle), and a biotron are installed.

　ダイアログハウスは1階部分に食堂エリアを併設した地上7階建
ての複合施設です。正式名称には本学の初代理事長として大学の礎
を築き、日本人で初めてロータリー・インターナショナル会長を務
めるなど世界平和のために貢献した東ヶ崎潔氏の名を冠しています。

 The Dialogue House combines a �rst �oor dining hall area with 

7-story mixed-use facility. The building’s name honors Kiyoshi Togasaki 

for his contributions to world peace as well as his service as ICU’s �rst 

chair of the Board of Trustees and �rst Japanese president of Rotary 

International. 

　大学食堂は、座席数が約500席あります。レストラン・カフェ・ラウンジの3ゾー
ンに分かれていて、それぞれが趣の異なる食事・休憩スペースとなっています。また、
新大学食堂へ移設した暖炉は、旧食堂のシンボルであり、旧食堂の敷地内に建設さ
れた新食堂が旧食堂の精神を継承しているという意味も込められています。新食堂
は在学生だけではなく卒業生も集う場所となっています。

設計者
　基本構想: GYA Architects, Inc
　基本設計・実施設計:  日建設計
施工者
　大成建設株式会社
規模
　地上／ 7階  地下／ 3階
　最高高: 25メートル
　建築面積: 2,600平方メートル
　延床面積: 7,400平方メートル
各階の概要
　1階: 大学食堂、管理人室、
　ハウジングオフィス、就職相談グループ
　2階：大・中・小会議室、
　アカデミックプランニング・センター、
　カウンセリングセンター、
　スペシャルプログラム・オフィス
　3～4階：短期留学生寮
　5～6階：研究者寮

Designer 
 Basic Plan: GYA Architects, Inc.
 Basic design: Nikken Sekkei
Construction: 
 Taisei Corporation
Size
 Above ground / 7 �oors
 Below ground / 3 �oors
 Height: 25 meters
 Construction area: 2,600 square meters
 Total �oor space: 7,400 square meters
Outline of each �oor
 1F :  Dining Hall, Custodian’s o�ce,
 Housing O�ce,  Placement Group
 2F: Conference rooms, Academic Planning Center, 
 Counseling  Center, 
 Special Program O�ce
 3—4F: Short-term dormitory for international students
 5—6F: Dormitory for faculty

 The University Dining Hall provides seating for approximately 500 persons.  It is 

comprised of three areas—the “Restaurant,” “Café,” and “Lounge”—each with a distinct 

atmosphere. The �replace from the previous dining hall was preserved and transferred 

to the new facility.  This, together with its having been built on the same location as the 

previous dining hall, imbues the new facility with the sense of its role as the successor of 

the old dining hall.  The new dining hall is used not only by the current student body, but 

also serves as a meeting place for alumni.

大学食堂
University Dining Hall
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Design: 
Mayekawa Associates, Architects & Engineers
Construction: 
Taisei Corporation

Design: 
Akira Inadomi 
Construction: 
Takenaka Corporation

博物館  湯浅八郎記念館
ICU Hachiro Yuasa
Memorial Museum

　初代学長湯浅八郎博士を記念して1982年建設（設計＝前川建築設計
事務所／施工＝大成建設）された博物館。主な収蔵品は湯浅博士が収集
した日本の陶磁器、染織品、木工品など約6,500点と、構内で発掘
された先土器から縄文時代にかけての石器、土器、敷石住居址の復
元模型などの先史時代の遺物です。常設展示のほか、年に3～ 4回
特別展、公開講座を開催します。

 The Museum opened in 1982 to commemorate Dr. Hachiro Yuasa, the 

founding president of ICU. He donated some 6,500 items from his 

Japanese folk art collection. The Museum has a permanent display of 

folk art from around Japan including ceramics, textiles and wooden 

objects. It also holds three or four special exhibitions annually on 

speci�c themes. Archaeological remains from the Paleolithic through 

the Jomon eras have been found throughout the ICU campus grounds. 

Excavated items include clay pots, stone tools and a reconstructed 

stone �oor on permanent display in the Museum. The Museum is open 

to the public and also holds lectures.

　1978年完成（設計＝稲冨建築設計事務所／施工＝竹中工務店）。教員研究
室のほか、キリスト教と文化研究所、教育研究所、平和研究所、ジェ
ンダー研究センターなどがおかれています。

 Completed in 1978, it contains faculty o�ces. The Institute for the 

Study of Christianity and Culture, the Institute for Educational Research 

and Service, the Peace Research Institute, and the Center for Gender 

Studies, are also located in this building.

教育研究棟
Education 
and Research 
Building I Design: 

Raymond Architectural 
Design O�ce, Inc.
Construction: 
Taisei Corporation

　1954年完成（設計=ヴォーリズ建築事務所・第一期）、1960年増築（設計
=レーモンド建築設計事務所・第二期）。中にはオーストリアのリーガー社製 
パイプオルガンが設置されています。大学礼拝や入学式、卒業式な
どが行なわれ、また国際基督教大学教会として日曜礼拝などが行な
われています。

 The ICU Chapel was completed in 1954. A pipe organ constructed by 

Rieger Organs of Austria was installed in 1970. Matriculation and other 

ceremonies, as well as chapel hour are held in the Chapel. The religious 

services of the ICU Church, which are independent from the university, 

are open to the local community.

大学礼拝堂
University Chapel

Design: 
Raymond Architectural  
Design O�ce, Inc.
Construction: 
Iwamotogumi Co., Ltd.

アラムナイハウス
Alumni House

　2000年完成（設計＝レーモンド設計事務所／施行＝岩本組）。大学と同窓
会の交流の場として作られたもので、1階にはアドミッションズ・セ
ンター、2階には同窓会事務室とラウンジがあります。

 The building was completed in 2000 to house the Alumni Association. 

The Admissions Center is located on the 1st �oor, and the Alumni 

Association O�ce and the Alumni Lounge on the 2nd �oor.

Taizanso
泰山荘

Design & Construction: 
Taisei Corporation

　1990年完成（設計／施工＝大成建設）。スポーツ系クラブ・サークル
の部室、ロッカー室、シャワー室、会議室などがあります。

 Completed in 1990, the building houses student clubrooms, lockers / 

showers and conference rooms.

Design: 
Raymond Architectural 
Design O�ce, Inc.
Construction: 
Taisei Corporation

　1978年完成（設計＝レーモンド設計事務所／施行＝大成建設） 。学長室を
はじめ、総務部、管理部、学事部、教務部、学生サービス部などの
大学の行政・事務部門の各オフィスと会議室があります。

Completed in 1978, the building accommodates the President’s O�ce 

and other administrative o�ces as well as meeting rooms.

本部棟
Administration 
Building

Gymnasium and Indoor Pool
Design: 
Akira Inadomi
Construction: 
Takenaka Corporation

Central Locker Building
Design: 
W.M. Vories & Company  
Architects Ichiryusha 
Construction: 
Takenaka Corporation

　1972年完成の体育館（設計＝稲冨建築設計事務所／施工＝竹中工務店） に
は、球技室、格闘技室、トレーニング室などがあり、室内プールも
隣接しています。2001年完成のセントラルロッカー棟（設計＝一粒社
ヴォーリズ建築事務所／施工＝竹中工務店）には、ロッカー室、シャワー室、
保健体育科教員の研究室などがあります。その他、体育施設として
はテニスコート、グラウンド、フィールド、アーチェリー場、キャンプ
場などがあります。
　また、様々なスポーツ活動に使用されてきたフィールドは、献学
60周年記念募金により、2013年4月に人工芝化されました。

 Completed in 1972, the Physical Education Center is equipped with 

rooms for ball sports, martial arts and weight training, as well as an 

indoor swimming pool.  The faculty o�ces of the Department of Health 

and Physical Education and lockers / showers are located in the Central 

Locker Building, built in 2001. Outdoor facilities include tennis courts, 

an archery �eld and camping grounds.

 The 60th Anniversary Campaign allowed arti�cial turf to be installed 

in April 2013 to improve the quality of the sporting grounds that host 

ICU's diverse athletic activities.

体育館・
室内プール・
セントラルロッカー棟
Physical Education 
Center /
Central  Locker
Building

　ICU献学以前からあった建造物で、庭園を中心に書院、待合、高
風居（茶室・書斎「一畳敷」）などがあり、国登録有形文化財の指定
を受けています。特に「一畳敷」は江戸～明治時代の探検家松浦武
四郎ゆかりの貴重な建物です。

 Taizanso is comprised of buildings such as the Shoin, Machiai and 

Kofukyo (Tea Room and Ichijojiki). Ichijojiki is a “one-mat” room (study) 

associated with Takeshiro Matsuura (1818-1888) who pioneered 

expeditions in Hokkaido. The six buildings in the Taizanso complex were 

designated Tangible Cultural Properties in 1999.

スポーツ・
クラブハウス
Sports Clubhouse

Design: 
Shin Kenchiku Sekkei Jimusho
Construction: 
Taisei Corporation

　1991年完成 （設計＝真建築設計事務所／施工＝大成建設）。教員研究室
および事務室、日本語教育センターなどがあります。

 The Education and Research Building II was added in 1991. It houses 

faculty o�ces, Japanese Language Programs and the Research Center 

for Japanese Language Education.

第2教育研究棟
Education 
and Research 
Building II

Design: 
W.M.Vories & Company
Design O�ce, Inc.
Construction: 
Taisei Corporation

　1959年完成（設計＝ヴォーリズ建築事務所／施工＝大成建設）。献学に貢
献のあったシーベリー夫人の名を冠して作られた礼拝堂です。少人
数の式や会合が開催されます。

 Named in honor of Ruth Isabel Seabury, who contributed greatly to 

the founding of  ICU, the Chapel was completed in 1959. Ceremonies 

and meetings with a small number of participants are held in this 

Chapel.

シーベリー
記念礼拝堂
Seabury 
Memorial Chapel
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　三鷹キャンパスには他に学生寮、高等臨床心理学研究所、考古学
研究センターなどがあります。また教職員住宅があり、約50世帯の
教職員が居住しています。

 ICU has student dormitories, the ICU Institute for Advanced Studies of 

Clinical Psychology and the Archaeological Research Center. Fifty 

residences house faculty members and sta� on campus.

その他の施設
Other Facilities

　三鷹キャンパスの他に那須キャンパス（栃木県）、軽井沢三美荘（長野
県）があり、夏期は学生の課外活動などに利用されています。
※那須キャンパスは、東日本大震災の影響で、施設に損壊が生じたため、現在
貸出を中止しています。

　1978年帰国生の受け入れを主な目的として開校。ICUの北側に
隣接し、キリスト教精神に基づき、人権尊重の精神を身につけた思
いやりを持った人材を育成することをめざしています。海外で異文化
を体験した帰国生と日本で育った一般生が共に学びつつ切磋琢磨す
ること、生徒一人ひとりの特性を伸ばすことを教育方針としています。
　特徴としては、全生徒の約2/3を海外からの帰国生徒が占めるこ
と、また少人数教育を実施し、「レベル別授業」や「科目選択制」を導
入していることがあげられます。形式にとらわれない自由な雰囲気
の授業が多く、生徒たちはよく質問し、熱心な態度で学習しています。
生徒の進学意欲は高く、ほぼ全員が大学へ進学します。またICUへ
の推薦入学制度があります。生徒数748人（2014年1月現在）。

 International Christian University High School was founded in 1978 in 

the northern corner of the ICU campus primarily to accommodate 

Japanese high school students who had returned to Japan after having 

lived abroad. The school is dedicated to the principles of the Christian 

faith and the Universal Declaration of Human Rights; providing students 

with the academic and social skills necessary for making decisions 

based on those eternal values, as well as cultivating a discriminating 

intelligence to become  responsible global citizens.

 Japanese returnee students constitute about two thirds of the 

student body. The school bases its curriculum on students choice of 

courses according to their academic interests and achievement levels; 

class sizes are kept small to increase individual attention and nurture 

relationships between teachers and students. The high academic and 

moral standards of the curriculum prepare students for entrance to 

�rst-tier universities. Outstanding students are accepted to ICU without 

having to take the General Admissions Test. The student body numbers 

748 (as of January 2014).

 During the summer, students use the Sanbiso Retreat near Karuizawa, 

Nagano Prefecture and the Nasu Campus in Tochigi Prefecture for 

extra-curricular activities.
※Nasu Campus can not currently be used because the facilities were damaged by the 
Great East Japan Earthquake.

学外の施設
Facilities in Other Locations

国際基督教大学高等学校
International Christian University
High School

社会に開かれた大学
A University Open to Society

Services for Local Community

　ICUでは社会に開かれた大学をめざし、特色を生かした講義を通
して、コミュニティへの知的サービスを行っています。

1. 生涯学習講座
 1988年より春期、秋期と年に2回開講しています。
2. 三鷹市民聴講制度
三鷹市との提携のもとで、本学の特色を示す科目を三鷹市民に公開
しています。

3.  三鷹ネットワーク大学
2005年にスタート。三鷹市と、本学を含む19の教育・研究機関と
の協働によりさまざまなプログラムが提供されています。

 As a university open to the public, ICU o�ers lifelong learning 

programs to share our academic resources with the local community.

1. Lifelong Learning Program

The program started in 1988, o�ering spring and autumn courses every 

year.

2. Mitaka Citizens’ College

ICU o�ers several courses for Mitaka citizens to audit. 

3. Mitaka Network University

In 2005, nineteen educational and research institutions including ICU 

agreed to cooperate with Mitaka City, o�ering various programs. 

社会サービス

　7月初旬から8月中旬の6週間にわたって行われる日本語を母語と
しない学生および日本人帰国生向けの日本語講座。週15時限の日
本語集中教育と様々な文化プログラムが行われます。受講生はキャ
ンパス内外での寮生活やホームステイをしながら、日本語の学習を
し、日本文化に触れ、日本社会を直接体験します。40年を越える歴
史を持ち、毎年20か国以上から約100名が参加します。

 This intensive six-week program has a forty-year history. Starting in 

early July, it provides a stimulating environment in which students can 

increase their understanding of Japanese language and culture. About 

100 students from  20 or so di�erent countries participate in the SCJ 

every summer. In addition to the program’s 15 weekly periods of 

intensive Japanese language instruction, the course also o�ers cultural 

programs. Students in the SCJ program stay in dormitories on campus 

or with Japanese families o� campus or other o�-campus dormitories 

to experience life in Japan.

夏期日本語教育（サマーコース）
Summer Courses in Japanese (SCJ)

　博物館湯浅八郎記念館では年3～4回の特別展のほか公開講座を
開催しています。また各学科や研究所・センター等で公開講座・シ
ンポジウム等を実施しています。宗教音楽センターでは春秋のオル
ガンコンサート、クリスマスコンサートなどを開催しています。

 ICU Hachiro Yuasa Memorial Museum o�ers special exhibitions three 

or four times a year and also holds open lectures. Research institutes 

and other organizations on campus also o�er lectures and symposia 

that are open to public. The Sacred Music Center holds organ concerts 

in the spring and autumn, as well as a Christmas Concert.

その他
Others
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フレンズ・オブ・ICU
Friends of ICU

 The Friends of ICU (FOI) is a fundraising body operated by International 

Christian University. So far, 4,500 alumni, students, faculty, parents of 

students and others have supported us through FOI. Over the past two 

decades, many students have bene�ted from FOI support in and 

outside of the classroom through scholarships, improved campus 

facilities as well as funding for extracurricular activities such as 

performances overseas.

 Centered on the year 2013, ICU is conducting its “60th Anniversary 

Campaign” from AY 2011 to AY 2015. Under this campaign and with the 

aim of  promoting i ts  l iberal  arts  education,  ICU is  planning 

improvements to (1) the campus and educational environment, (2) the 

�nancial aid system, and (3)  academic programs. As part of the 60th 

Anniversary Campaign, your donation will be used to support primarily 

these three areas.

 Among our student �nancial aid programs, the ICU Peace Bell 

Scholarship has become a major fundraising project, which started form 

the vigorous support of alumni, embodying their passion to pass on the 

ICU experience to younger generations. Each graduating class has  

encouraged classmates to join the donation campaign,  and together 

with faculty, who have played a substantial role in the fundraising 

e�ort, enabling the university to support around 15 new Peace Bell 

Scholars each year. Starting in the 2012 academic year, ICU has also put 

in place a new system that o�ers exemptions from tuition, facilities fees, 

and room fees, including dorm entry fees.　  

 Any form of contribution is welcome. Donors have the option of 

having their gifts designated to a speci�c purpose. Donations can be 

sent by bank transfer or online using credit cards. Parents of current 

students are asked to contribute to the university’s Education and 

Research Fund or the high school’s Educational Enrichment Fund 

during their child’s enrollment. Other ways of giving include bequests, 

which are now receiving much attention with large tax bene�t as a new 

form of inheritance . (click “Giving to ICU” of http://www.icu.ac.jp/) 

 Services for the Friends of ICU are provided by the Advancement 

O�ce that plays pivotal role in the advancement e�orts at ICU by 

creating awareness, building relations and generating support.

　Friends of ICU（FOI）は、学校法人国際基督教大学が企画し運
営する募金事業です。現在までに約4,500名の卒業生、在校生、
教職員、保護者、一般サポーターの方々が“フレンズ”としてICUを
支援してくださっています。過去約20年間の募金活動を通じて、多
くの学生が奨学金の恩恵を受け、キャンパスの施設・設備が改善さ
れ、学生の海外公演などさまざまな課外活動の夢が実現してまいり
ました。
　ICUは、2013年に献学60周年を迎え、2011年度から5年間に
わたって、「献学60周年記念事業」を展開しています。本事業では、
リベラルアーツ教育を推進するため、（1）キャンパス・教育環境の改
善、 （2）給付奨学金制度の充実、及び（3）アカデミック・プログラム
の充実を図ります。皆様からのご寄付につきましては、献学60周年
記念事業募金として、主にこの3つの分野に役立たせていただいて
おります。
　さまざまな奨学金のうち、「ICU Peace Bell奨学金」は、「『ICUで
受けた教育の恩恵を次の世代の学生にも』との願いを、トーチリレー
のように繋いでICUの未来を支援しよう」という、熱い想いを持った
同窓生たちの発意によって始められた奨学金制度です。入学期ごと
に呼びかけ合って、多くの同窓生や教職員が奨学資金を支援してく
ださっています。その結果、毎年各学年約15名もの優秀な学生を
支援することができるようになりました。2012年度からは授業料・
施設費・寮費（入寮費含む）を免除する「特別枠」も設置しました。
さらなる充実が期待されています。
　ICUでは、毎年の継続的なご寄付に加え随時のご寄付も承ってお
り、いずれも支援事業の中から使途をご指定いただくことができま
す。ご寄付の方法は、銀行振込、口座振替、Webページからのク
レジットカード決済などがご利用いただけます。また、在校生保護者
の方々には施設設備の改善や教育の向上を目的とした、大学教育研
究資金・高等学校教育充実資金のご寄付をお願いしております。近
年大変関心を集めている免税恩典の大きい遺贈によるご寄付もお受
けしています。ICUへのご支援の方法について、詳細はホームペー
ジでご案内しています（http://www.icu.ac.jp/ より、Links「ご支援をお考え
の皆さま」をクリック）。
　当募金事業は、アドヴァンスメント・オフィス Friends of ICU事
務局が担っており、皆様からのご寄付の受付窓口となっています。

同窓会組織
Alumni Association

 The ICU Alumni Association includes everybody who has attended 

ICU. Those who have completed undergraduate or graduate programs 

automatically qualify for membership and others qualify with the 

approval  by the Board of  Trustees and by paying a l i fe-t ime 

membership fee. Currently enrolled students are also welcomed as 

associate members. The Association serves approximately 25,000 

members. There are 18 oversea chapters as well as 11 domestic 

chapters and 10 a�nity groups.

 The thirty governing trustees of the Board are elected by the entire 

membership every two years and meet regularly once every month. 

Approximately 100 councilors representing each class hold a meeting 

twice a year.

 In addition to maintaining its membership directory, holding 

reunions and lecture meetings, and publishing newsletters to promote 

and facilitate life-long association among its members, the ICUAA also 

keeps its direct involvement with the current University community by 

working closely with the University on various programs, including 

scholarships for ICU students. The ICUAA President sits on the 

University Board of Trustees. All of the ICUAA activities are funded by 

membership fees and donation.

　ICU同窓会は、学部卒業生および大学院修了生約2万5,000名
の会員により構成されています。国内11支部の他に、地域以外の
カテゴリーの10支部が発足、世界各地在住の会員のために海外18
都市に支部があります。在学生は準会員となり、卒業と同時に正会
員となります。
　活動としては、総会、勉強会・懇親会等の開催や、会報の発行、ホー
ムページなどを通して会員間の親睦・情報交換などを積極的に行う
とともに、ドリームコンペ、就職相談会などの在学生の諸活動の援助、
奨学金の貸与も行っています。また同窓会長が大学の理事を務める
他、同窓会役員が大学と随時会合を持ち、密接な協力関係を維持し、
募金などを通して大学の発展にも貢献しています。
　同窓会の全ての活動は会員の納入する会費及び寄付によって賄わ
れています。会の運営は2年ごとに会員の中から選出される会長、
副会長、理事（30名以内）が構成する理事会（月1回）ならびに各期
を代表する評議員が年2回集まる評議員会によって行われており、
大学内にあるアラムナイハウス2階に事務局、ラウンジがあります。

国内の支部
　北海道、東北、北陸、とちぎ、
　東海、関西、徳島、広島、九州、
　沖縄、三鷹

海外の支部
　ワシントンDC、シカゴ、UK、
　デンマーク、パリ、上海、香港、
　タイ、ドイツ、北カリフォルニア、
　南カリフォルニア、インドネシア、
　台湾、フィリピン、ニューヨーク、
　ハワイ、シンガポール、ボストン

地域以外の支部
　国際基督教大学理学倶楽部、
　野球部OBOG会、
　ラグビー部OBOG会、
　Shining 60’s、
　ICU医療関係者の会、LA会、
　山楽会、第二男子寮OB会、
　サッカー部、美術部OB会

　　 （以上、支部名は2014年1月現在）

Domestic Chapters

Hokkaido, Tohoku, Hokuriku,

Tochigi, Tokai, Kansai,

Tokushima, Hiroshima,

Kyushu, Okinawa, Mitaka

Oversea Chapters

Washington D. C., Chicago,

United Kingdom, Denmark,

Paris, Shanghai, Hong Kong,

Thailand, Germany, 

Northern California, 

Southern California,

Indonesia, Taiwan,

Philippines, New York, Hawaii,

Singapore, Boston

A�nity Groups

ICU Science Club,

Baseball Club OBOG, ICURFC

(Rugby and Football Club),

Shining 60’s,  ICU Medical  and 

Health Organization, 

Los Angels, ICU Alumni Alpine & 

Nature Club,  2nd Men’s Dormitory, 

Soccer, Art Club OB

(as of January, 2014)
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リベラルアーツの先の、
プロフェッショナルへ。
Developing Expertise through Advanced Liberal Studies

I C U  G r a d u a t e  S c h o o l  G u i d e b o o k

国 際 基 督 教 大 学 大 学 院 案 内

　学部では、主に日本で教育を受けた方を4月に、外国の教育
制度のもとで教育を受けた方を9月に受け入れています。

　大学院では、日本で教育を受けた方も外国の教育制度のもと
で教育を受けた方も、4月、9月どちらでも受け入れています。

    College of Liberal Arts accepts students who have studied under 
the regular Japanese educational system in April and those who 
have been educated under the non-Japanese educational system in 
September.

    At the Graduate School both students who studied under 
Japanese or non-Japanese educational system are accepted for 
both April and September entry.

入学者選抜制度
Admissions

お問い合わせ
For Further Details

資料請求
Brochure and DVD Request

4 月入学　For April entry
｜学部｜College of Liberal Arts｜

｜大学院｜Graduate School｜

一般入学試験
General Admissions Test

高等学校までの学習で蓄積した基礎知識に加え、
入学後のリベラルアーツ教育において必要とされ
る適性が試されます。

Tests both the fundamental knowledge that applicants 
have accumulated in their studies at high school level, as 
well as their aptitude for ICU’ s liberal arts education.

Admissions for
Transfer Students

一般入学試験を受験します。なお、9月入学の転
編入学制度は「9月入学」（右記）を参照してください。

Applicants take the General Admissions Test. Students 
who wish to transfer to ICU for entry in September 
should refer to the section “For September entry.”

ICU特別入学選考（AO入試）
ICU Special Admissions

書類選考と面接による選考です。志願者が自らの
積極性、意欲、社会的関心、多種多様な才能や
経験、視点を十分にアピールできる選抜方法です。

Selection is based on a review of documents and an 
interview. Selection considers the applicant’s ability to 
demonstrate leader ship, strong motivation, concern for 
society, and diverse talent and experience.

4月入学
帰国生特別入学試験
April Admissions 
for Returnees 

外国の教育制度で中・高等学校を通じ2年以上継
続して教育を受けていることが必要です。
ICUにおいて実施される入学試験を受験します。

その他の入試制度
Others

社会人特別入学試験  
Admission for Mature Students (Shakaijin)

指定校推薦入学試験 
Admission for Recommendees

研究生
Kenkyusei (Special Students)

4年制の大学を卒業した後に、特定の分野におけ
る研究を行う者として「研究生」を受け入れていま
す。在学期間は原則として1年間です。研究課題
を明記して出願しますが、詳細については、アドミッ
ションズ・センターにお問い合わせください。

Students who have completed 16 years or more of 
formal education and who have received a Bachelor’ s 
degree may apply for Kenkyusei (Special Students) 
status to research a speci�c subject. The period of 
attendance is one year. For further details, please 
contact  the Admissions Center.

Special entrance examination for returnee applicants 
entering in April. Applicants must have been educated 
for at least 2 consecutive years at non-Japanese 
secondary educational institution (junior and / or senior 
high school). 
These applicants take an entrance examination 
conducted at ICU.

9 月入学　For September entry

9月入学 書類選考
September Admissions 
Documentary Screening

4月・9月入学
For Graduate School 
April and September 
Admission 

出願資格：外国の教育制度のもとで高校最終学
年を含み継続して2年以上教育を受け、12年以
上の課程を修了し、当該教育制度において大学
進学の資格を取得もしくは取得見込みで、十分
な英語能力を有する者。

Quali�cation: Prospective applicants must be those who 
(1) have attended schools outside the regular Japanese 
educational system for at least the last two years of 
secondary school, (2) are expected to complete 12 years 
of formal education before entering ICU, (3) are quali�ed 
for entrance to university in the country where their high 
school curriculum is based, and (4) have su�cient 
English skills to take college level courses in English.

この他に外国の高校・大学（短期大学を含む）で継
続して2年以上教育を受けた者のうち、大学の
正規課程に1年以上在学した者または短期大学
卒業者を対象とした転編入学制度もあります（単
位の認定は入学後に審査し決定します）。

Those who have attended secondary schools and / or 
post-secondary institutions outside the regular Japanese 
educational system for more than two years prior to 
enrollment, and have completed at least one year of 
Bachelor’s degree program as degree-seeking students 
or have obtained an associate degree at a non-Japanese 
higher educational institution may apply for transfer 
status through September Admissions. (Transfer 
students may be granted recognition for previous 
college-level work including academic credits only after 
matriculation.) 

また、海外の大学に在籍中、もしくは学士号を
取得した後にICUで1年間勉強したい方を1年
本科学生（One-Year-Regular）もしくは研究生とし
て受け入れています。詳細については9月入学
のウェブサイトをご参照ください。

書類選考と面接試験があります。
詳細は大学院案内をご覧ください。

There are documentary screening and interview  
screening. For detail please refer to ICU Graduate School 
Guidebook.

出願資格・条件などの詳細は下記へお問い合わせください。

ICU入学案内 

※2015年度版は、
　6月以降の送付
　となります。

(Japanese Only)

学部 • 4月入学
 tel: 0422-33-3038
 e-mail: admissions-center@icu.ac.jp
• 9月入学
 tel: 0422-33-3700
 e-mail: sept-adm@icu.ac.jp

Under graduate • Admissions for April entry: 
 tel: +81-422-33-3038
 e-mail: admissions-center@icu.ac.jp
• Admissions for September entry:
 tel: +81-422-33-3700
 e-mail: sept-adm@icu.ac.jp

大学院 • 4月／ 9月入学（大学院事務グループ）
 tel: 0422-33-3231
 e-mail: gs-adm@icu.ac.jp

Graduate School • Admissions for April / September entry: 
 tel: +81-422-33-3231
 e-mail: gs-adm@icu.ac.jp

For further details of admissions, please contact below.

　資料をご希望の方は、上記
へお問い合わせいただくか、
下記よりお申し込みください。
 For brochure and DVD request, 
please contact the o�ce above 
or visit the URL below;

www.icu.ac.jp/sources.html

ICU DVD 
(Japanese, English)

大学院案内

(Japanese, English)

Graduate School
Guidebook

Students who are currently studying at or have received 
a  Bachelor ’s  degree f rom non-Japanese higher  
educational institutions may apply for One-Year-Regular 
or Kenkyusei (Special Students) status to study at ICU for 
one academic year starting in September. For further 
details, please refer to the September Admissions 
website.

2015 edition will 
be sent at June 
or later

※2015年度版は、
　6月以降の送付
　となります。

2015 edition will 
be sent at June 
or later

転編入学制度

国際基督教大学   ICU University Guide 2014

70 71



Melody and Words by Ray and Elizabeth Baber 鵜飼信成 日本語歌詞

至 羽田
To Haneda

京王線
Keio Line

東海道新幹線／東海道線
Tokaido Shinkansen ／ Tokaido Line

井の頭線
Inokashira Line

山手線
Yamanote Line

東北新幹線／上越新幹線
Tohoku Shinkansen ／ Joetsu Shinkansen

武蔵境
Musashi-Sakai

三鷹
Mitaka

吉祥寺
Kichijoji

高田馬場
Takadanobaba

新宿  Shinjuku

御茶ノ水
Ochanomizu

上野 Ueno

秋葉原 Akihabara

東京 Tokyo

浜松町 Hamamatsucho
Shinagawa 品川

東西線 Tozai Line

渋谷
Shibuya

至 立川
To Tachikawa

至 成田
To Narita

総武線 Sobu Line

調布
Chofu

中央線
Chuo Line

東小金井
Higashi-Koganei

新小金井
Shin-Koganei西武多摩川線

Seibutamagawa Line

京王線 Keio Line
調布
Chofu

国際基督教大学
Kokusai Kirisutokyo Daigaku

中央線 Chuo Line

武蔵境
Musashi-Sakai

三鷹
Mitaka

吉祥寺
Kichijoji

至 新宿
To Shinjuku

武蔵境駅南口
Musashi-Sakai Sta.
Minamiguchi

三鷹駅南口
Mitaka Sta. Minamiguchi

国際基督教大学入口
Kokusai Kirisutokyo

Daigaku Iriguchi

富士重工前
Fujijukomae

西野
Nishino

調布駅北口
Chofu Station Kitaguchi

西武多摩川線
Seibutamagawa Line

新小金井
Shin-Koganei

東小金井
Higashi-Koganei

（境 93） 国際基督教大学 行 終点 （大学構内） 下車／ Bound for Kokusai Kirisutokyo Daigaku (get off at last stop)

約 12 分／ Approx. 12 minutes by bus

（吉 01） 吉祥寺駅 行／ Bound for Kichijoji Station

（境 91） 狛江営業所 ・ 狛江駅北口 行／ Bound for Komae Eigyojo ・ Komae Station North Exit

約 10 分／ Approx. 10 minutes by bus 徒歩 10 分
10 minutes by foot

富士重工前
Fuji Juko Mae

武蔵境駅
Musashi-Sakai 

Station

（鷹 51） 国際基督教大学 行  終点 （大学構内） 下車／ Bound for Kokusai Kirisutokyo Daigaku (get off at last stop)

（鷹 51） 調布駅北口 （西野 御塔坂下経由） 行／ Bound for Chofu Sta. North Exit (via Nishino Oto Zaka Shita)

武蔵小金井駅 行／ Bound for Musashi-Koganei Station（鷹 51）

約 20 分／ Approx. 20 minutes by bus

徒歩 10 分
10 minutes by foot

富士重工前
Fuji Juko Mae

三鷹駅
Mitaka Station

約 20 分／ Approx. 20 minutes by bus

（鷹 51） 三鷹駅 （西野 御塔坂下経由） 行／ Bound for Mitaka Station (via Nishino Oto Zaka Shita)

（境 91） 武蔵境駅南口 行／ Bound for Musashi-Sakai Station South Exit

徒歩 10 分
10 minutes by foot

富士重工前
Fuji Juko Mae約 20 分／ Approx. 20 minutes by bus

調布駅
Chofu Station

ICU

約 7 分／ 7 minutes約 45 分～ 80 分／ About 45 to 80 minutes

リムジンバス／ Airport Limousine Bus JR 中央線／ JR Chuo Line吉祥寺駅
Kichijoji Sta.

JR 中央線／ JR Chuo Line京急国際線／ Keikyu Airport Line JR 山手線／ JR Yamanote Line

約 20 分／ 20 minutes約 22 分／ 22 minutes 約 20 分／ 20 minutes

品川駅
Shinagawa Sta.

新宿駅
Shinjuku Sta.

約 36 分／ 36 minutes約 7 分／ 7 minutes

東京モノレール／ Tokyo Monorail JR 中央線／ JR Chuo LineJR 山手線／ JR Yamanote Line浜松町駅
Hamamatsucho Sta.

東京駅
Tokyo Sta.約 20 分／ 20 minutes

羽田空港
（東京国際空港）

Haneda Airport

武蔵境駅
Musashi-Sakai 

Station

JR 中央線／ JR Chuo Line

約 20 分／ 20 minutes

JR 成田エクスプレス／ JR Narita Express

約 80 分／ 80 minutes

新宿駅
Shinjuku Sta.

JR 中央線／ JR Chuo Line

約 20 分／ 20 minutes

京成スカイライナー／ Keisei Skyliner

約 36 分／ 36 minutes

JR 山手線／ JR Yamanote Line

約 22 分／ 22 minutes

新宿駅
Shinjuku Sta.

日暮里駅
Nippori Sta.

約 7 分／ 7 minutes約 85 分～ 120 ／ About 85 to 120 minutes

JR 中央線／ JR Chuo Lineリムジンバス／ Airport Limousine Bus
吉祥寺駅

Kichijoji Sta.

成田空港
Narita Airport

武蔵境駅
Musashi-Sakai 

Station

西武多摩川線 新小金井駅から 徒歩約 15 分

From Seibu Tamagawa Line, Sjin-Koganei Station, about 15 minutes by foot

周辺案内
Local Transport Guide

ICUソング
The ICU Song 

森にこだまする　ちかいの歌を

神にささげつつ　人につかえつ

くもの柱もて　導きたまえ

うたがいおそれず　われらもゆかん

2
真理のともしび　自由のこころ

友情のまがきに　手をとり生きつ

ICUわがいのち　わがまなびやに

あした夢みつつ　道をまなばん

3

Here within thy halls of learning,

 We have toiled and dreamed and prayed

That thy knowledge and thy spirit

 Send us forth, strong, unafraid;

Keeping faith with our Creator,

 Giving body, soul and mind

In a pledge of high endeavor

 To the service of mankind.

2
Alma Mater,  Alma Mater!

 Thy rich treasures we’ ve received;

As thy grateful sons and daughters

 We would serve thine every need.

ICU, Oh how we love thee!

 We are proud to bear thy name,

Hold thy honor high forever;

 Make us worthy of thy fame.

3

交通アクセス
Directions to ICU

は る け き む さ し の ー ふ じ の ね た か く あ ー お ぐ ま な

ざ し ー わ か び と わ れ ら よ ろ ず の く に ぐ に ー い の

り は ひ と つ の ぞ み の そ の は た ー た か く か か げ の

On the plains of Mu sa shi no, Fu ji tow’r ing o’er the lea, Stands our love ly Al ma

Ma ter, Queen of grace and strength me.to Gath ered here up on thy cam pus Ea ger

youths from all the world Hold a lo� gloriousthy ban ner, Flag of broth er hood un fur led
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大学ガイド  2014International
Christian
University

国際基督教大学は、教育方針、入学選考、財政支援、
雇用もしくはその他大学プログラムまたは諸活動の運営にあたって、
人種、肌の色または国籍等による差別をいたしません。

ICU does not discriminate on the basis of race, color of national
origin in the administration of its educational policies, admission
policies, financial aid, employment, or any other University
programs or activities.

国際基督教大学は
国連グローバル・コンパクトに参加しています。
ICU participates in the UN Global Compact.
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