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挨拶
A Message from the President

学長メッセージ
Message from the President

生きることの課題を求めて

Looking Into “Issues of Living”

国際基督教大学は、
キリスト教の精神にもとづき、
『 国際的社会人

もう一つの特徴は、構成員間の全人的な交わりを重視する伝統で

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

す。62万平方メートルのキャンパスには、本館、理学館、図書館、体

久平和の確立に資すること』
を目的に、1953年に献学されました。

育館等の施設はもとより寮や教員住宅が点在し、学生と教職員が学
び合う環境を提供しています。この校地は、第二次世界大戦直後に

本学の第一の特徴は、一人ひとりを個として尊重するところにあり

本学の理念に賛同した人々の寄附によって購入されたものです。

ます。入学式で新入生全員、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

湯浅八郎初代学長は、
『 欽定英訳聖書』の「幻なければ民ほろぶ」

と受け継がれています。日・英バイリンガリズムを徹底し、約30の専修

（「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

分野の学びを深めると同時に分野を超えたつながりを重視する教養

理想実現を考える場合に大切な標語」
と考え、
「どのような幻をもって

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

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

指す大学院とも、学生は主体的に学び教職員は学生が可能性を最

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

大限に開発していく過程を支援しています。多様な背景を持つ構成

幻を』国際基督教大学同窓会、1981年、34-35頁）。私たちは、
これ

員が学び働くキャンパスでは、互いの違いに気付き、自分とは異なる

までに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、

他者を理解することによりあらためて自己認識を深め、互いにつな

生きることの課題に真摯に取り組んでいます。

がっていきます。

International Christian University 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.”
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 matriculation ceremonies and commencement
ceremonies. This tradition has been faithfully upheld since the
founding of the university. ICU offers 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. ICU also offers graduate
programs designed to deepen scholarly research. Students work
independently, and the role of faculty and staff is to support a
process by which students discover their own potential. The ICU
campus is a place where people of diverse backgrounds can study
and work, in unison and, in such an ambience, there is greater
perception and understanding of individual difference. This leads to
enhanced self-awareness and the possibility of interpersonal
relations.

学長 日比谷

潤子

上智大学外国語学部フランス語学科卒業。同
大学院外国語学研究科言語専攻博士前期課程
修了。ペンシルヴァニア大学大学院言語学科博
士課程修了
（Ph.D. in Linguistics）
。2002年国
際基督教大学教養学部語学科に準教授として着
任。同教授、学務副学長を経て、2012年より学長
に就任。
この他、中央教育審議会委員を務める。
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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 staff residences.
Unmistakably, this makes for an environment where students can
interact fluently with faculty and staff outside the classroom. This
campus was provided to ICU through the generous donations of a
great many people who supported the university’s founding
principles right after World War II.
Hachiro Yuasa, who served as the first 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.

HIBIYA, Junko President
Dr. Hibiya received a B.A. in French Studies and
M.A. in Linguistics from Sophia University, and
completed a doctorate in linguistics at the
University of Pennsylvania. She was appointed as
associate professor of ICU in 2002. After serving
as a professor and Vice President for Academic
Affairs, she became the 10th president in 2012.
She also serves as a member of the Central
Council for Education.
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3つの使命
The Three Commitments of ICU

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.

I

nternational

国際性への使命
Our International 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、

Our Christian Commitment
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

U

学問への使命
Our Academic Commitment
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

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

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、

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

あります。

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

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

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、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

に一体であるべきです。

養学部
（liberal arts college）
の制度をとり、
精神の解放と涵養とを重視

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

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

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

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

ています。

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

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

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

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

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

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。

理に身を捧げることを願う、大学から学生への挑戦です。

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 shortly after World War II, and its
founding philosophy embracing a supranational perspective
based on deep reﬂection about the war. On the Mitaka
campus, people from diﬀerent nations and cultures live,
study and work together, forming an international community.
Our academic program reﬂects a variety of educational
visions; each individual will inevitably encounter others from
diﬀerent 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.

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 diﬀerences may arise in explanation, interpretation,
or proposed solutions to certain human conditions, our
scientiﬁc 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.

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 ﬁeld. 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
fulﬁll their responsibilities based upon their newfound
knowledge and skills.

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、

ICU University Guide 2016

キリスト教への使命

niversity

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

ています。
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沿革
History

1949年6月15日、静岡県御殿場のYMCA東山荘で開催された大

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

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

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

よって、
「 国際基督教大学」は正式に創立されました
（写真下）。この日、

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

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

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

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

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

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

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

より叶ったときでした。

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（ J I C U F：J a p a n

On June 15, 1949, Japanese and North American Christian
leaders convened at the Gotemba YMCA Camp to off icially
establish International Christian University (photo: bottom). With
the inauguration of the Board of Trustees and the Board of
Councilors, 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 finally realized their
aspirations.

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。
2008年度には教学改革を実施し、
それまでの人文科学科、社会科
学科、理学科、語学科、教育学科、国際関係学科の6学科制を廃止し、
アーツ・サイエンス学科に統合。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。
また、大学院も2010年度に教学改革を実施し、従来の教育学研究
科、行政学研究科、比較文化研究科、理学研究科の4研究科をアー
ツ・サイエンス研究科に統合しました。
2012年には、
「 経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支
＊
援（旧名称：グローバル人材育成推進事業）」
に、2014年には「スー
＊
パーグローバル大学創成支援」
に本学の取り組みがそれぞれ採択され

ました。
2013年に献学60周年を迎えた本学は、時代の変化とともに、
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の支援事業

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 US. Education Mission, both
visiting Japan at the time, gave their wholehearted support,
conveying this plan to people in the US. 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
efforts in the US. 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, firms, 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 first 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 first four-year liberal arts college in Japan.
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 second year. Students now have more
time to make their decision while they study a multitude of subjects
in general education and foundation courses.
In 2010, the Graduate School also conducted reform and
integrated its four divisions into a new “School of Arts and
Sciences.”
ICU was selected for the MEXT’s “Go Global Japan Project” in
2012 and “Top Global University Project in 2014. ICU celebrated
its 60th anniversary in 2013.
ICU is continually working to reconfirm its responsibilities and
fulfill its mission for the changing times.

年譜 Chronology
1949年 6月 15日
1952年 4月 1日
4月 29日
1953年 3月 23日
4月 1日
1957年 4月 1日
1978年 4月 1日
1984年 6月 25日
1999年 5月 26日
2002年 9月 11日
2008年 4月 1日
2010年 4月 1日
2013年 4月 1日
June 15 1949
April 1
April 29
March 23
April 1
April 1
April 1
June 25
May 26
Sept. 11
April 1

1952
1952
1953
1953
1957
1978
1984
1999
2002
2008

April

1

2010

April

1

2013

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
献学60周年
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 established
ICU Graduate School established
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”
60th Anniversary of founding

スーパーグローバル大学創成支援
Top Global University Project

経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援
Go Global Japan Project
ICUは2012年度に文部科学省「経済社会の発展を牽引するグローバル人材
育成支援」、
2014年度に文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援：
タイ
プB」
に採択されました。本学の国際化の取組みをウェブサイトにてご覧ください。
ICU has been selected for the Ministry of Education, Culture, Sports
Science and Technology’s (MEXT) “Go Global Japan Project” in 2012
and “Type B Top Global University Project” in 2014. The details of our
internationalization projects can be found in our “Global ICU” website.

●
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URL: http://www.icu.ac.jp/globalicu/
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授業の特長
Features of ICU Classes
3学期制・GPA
Trimesters and GPA

学 生 宣 誓について Student Pledge

大学暦

大学概要
About
使命・沿革
Commitments and History
世界人権宣言と学生宣誓
Student Pledge

Academic Calendar

大 学 暦 Academic Calendar
大学概要
About
大学暦
Academic Calendar

年2回の入学式と卒業式

学生宣誓

Matriculation and Commencement
Ceremonies Held Twice a Year

Student Pledge
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が献

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

学以来重視されています。1953年4月29日、
最初の入学式に出席した新

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

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

に受け入れるため、
4月と9月、
3月と6月、
それぞれ年2回ずつ入学式と卒業

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

式を行っています。

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

1955年以降、
日本の教育制度で学んだ者を4月に、
外国の教育制度で
学んだ者を9月に受け入れてきましたが、
学生の国籍や言語習得状況が多
様化したため、
2017年度以降、
学生が自分の言語環境や教育背景に合
わせて4月と9月のどちらでも入学できるような制度を順次構築します。
ICU welcomes students from throughout the world, regardless of
race, religion, or nationality. 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. Since 1955,
ICU has always welcomed students who studied in the Japanese
education system in April and those who studied in foreign
educational system and are proficient in English in September.
This approach was revolutionary when ICU opened, but the world
has become more globalized and languages, too. That is why ICU is
trying to develop the admission systems which allow students to
choose to enter in either April or September, depending on their
linguistic and educational background.

3学期制
Trimester System

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。

大学暦

第1学期 Spring Term

4月

April

・春季入学式 /オリエンテーション

・秋季入学式 /オリエンテーション

Spring Matriculation /
Orientation for New Students

Autumn Matriculation /
Orientation for New Students

・第1学期履修登録 /授業開始
Spring Term Registration /
Classes begin

9月

Sept.

・夏季修了生修士論文提出締切日
MA Theses of June Graduates due

5月

May

・新入生リトリート

10月
Oct.

12月
Dec.

・夏季卒業生卒業論文提出締切日

Christmas Programs
Christmas & New Year’s Holidays
・授業再開

1月

Jan.

Classes resume
・春季修了生修士論文提出締切日

MA Theses of March Graduates due

11月

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

・春季卒業生卒業論文提出締切日

2月

Feb.

Senior Theses of June Graduates due

学則ならびに指示に従うことを

・クリスマス行事
・クリスマス・年末年始休暇

・交換留学募集開始
・Applications for International
Educational Exchange Program

Human Rights Day

・ICU 祭
Nov.

法を尊び

Winter Term Registration / Classes begin
・世界人権宣言記念日

New Students Retreat
Christianity Week

世界人権宣言の原則にたち

Autumn Term Registration /
Classes begin

・第３学期履修登録 / 授業開始

Global Leadership Studies

・キリスト教週間

大学の目的と理想との実現のために

・第２学期履修登録 /授業開始

第3学期
WinterWinter
Term Term
第3学期

・グローバル・リーダーシップ・スタディズ

ICU Dedication Day

私は国際基督教大学の学生として

Senior Theses of March Graduates due
・第３学期期末試験 / 授業終了

Winter Term Exams / Classes end

・ICU 創立記念日

入学にさいし
ここに厳粛に宣誓します

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.

第2学期 Autumn Term

・ICU 献学記念日

Our first 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.

学生宣誓 Student Pledge

Academic Calendar

ICU Founder’s Day

6月

June

・第1学期期末試験 /授業終了
Spring Term Exams /Classes end

3月

March

・春季卒業式

Spring Commencement

・グローバル・リーダーシップ・スタディズ
Global Leadership Studies
・夏季卒業式
Summer Commencement

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

・海外英語研修
（SEA）
プログラム

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、
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 five
courses per term, worth an average of 13 units.

07

ICU University Guide 2016

Study English Abroad (SEA) Program

7月
・
8月
July
Aug.

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

ICU University Guide 2016
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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

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

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。

language courses in their freshman and sophomore year （English for

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

Liberal

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

ICU is a liberal arts college. The distinctive character of its liberal arts
education is that it emphasizes opening studentsʼ 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 studentsʼ
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.

Arts for April students and Japanese Language Programs for

September students).
In addition to language proficiency, 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

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

English. They provide students with the opportunity to explore unfamiliar

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

cultures and thinking in order to nurture a broad perspective. General

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

education courses form the core of the liberal arts curriculum: the

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

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 field
from various perspectives. Physical education cultivates students’ holistic
growth by helping them enhance their physical, mental and moral

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

well-being. These college-wide courses enable students to develop flexible

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

thinking backed by the opportunity to explore diverse cultures and

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

perspectives.

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

ディプロマ・ポリシー（学位授与に関する方針）

physical education. Based on our policy of bilingualism, students take

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

ことで、知的な成果を発信することを学びます。

Diploma Policy

Having built a firm 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 offer 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 different

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

International Christian University（ICU）aims to educate individuals to serve

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、

God and humankind as critical, responsible, and peace-building global

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

実践の場で活用する能力
4 文理を問わず多様な知識を統合し、
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

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

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

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

fields at the same time. Seniors use the three terms of their last year in the

Based on Christian ideals and the Universal Declaration of Human Rights,

Ability to learn creatively while strengthening his/her academic
foundation and forming an independent plan as a self-motivated scholar

2

4

Founded on the principles of the Universal Declaration of Human Rights,

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

ICU aims to cultivate “responsible global citizens” who will contribute to

Ability to identify and resolve problems with a foundation in critical thinking

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

world peace and to help people from diverse backgrounds live together

that can be directed at him/herself and others

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

Ability to bring together diverse knowledge, whether it stems from the

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

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

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。

real-world situations
5

Admission 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

Ability to learn in both Japanese and English and to use those languages
to communicate with people from around the world

3

アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）

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。

09

ICU University Guide 2016

challenges in the rapidly changing global community, ICU seeks students
from Japan and the world possessing the following qualities:

written word

● 的確な判断力と論理的で批判的な思考力

● Intellectual

● 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

● Sound

judgment based on powers of logical, critical thinking

● 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

● Global

communication skills necessary for dialogue with people from

curiosity and creativity that transcend disciplinary boundaries

cultural and linguistic backgrounds
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

リベラルアーツ教育のもつ Later Specialization（専門化を急がず、
自分に

Christian, and academic missions. In order to realize this vision and meet

● 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

Curriculum Policy
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

since its founding in 1953, pursuing, as its name suggests, international,

Ability to effectively express ideas in both oral communication and the

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）

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。

harmoniously. ICU has been a pioneer in liberal arts education in Japan

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 offered in small

classes, according to

their individual needs with help from faculty.

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。

● 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 offers a variety of admissions and assessment procedures in order
to enroll students who seek to change both themselves and the world.

The curriculum consists of college-wide and specialized courses.
College-wide courses are for language study, general education courses and

ICU University Guide 2016
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教養学部―学び
Academics

At ICU, students do not choose their ﬁeld of specialization when
they enter the university. Instead, to allow them to discover the
subject they really want to study, students develop a solid
grounding in a wide variety of subjects during their ﬁrst and
second years, narrowing down their ﬁeld of interest before
choosing one or two subjects from 31 majors at the end of their
second year.
Reﬂecting the institutional internationalism of ICU, both
Japanese and English are used on campus so students are
required to be proﬁcient in both languages. For this purpose,
degree-seeking 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.

ICUでは、学生が本当に学びたいことを見つけられるように、入学時に
専門とする分野を決めるのではなく、1、2年次に幅広い分野の科目で学
問的基礎力を養いながら、
興味のある分野を絞り込み、
2年次の終わりに
31あるメジャー
（専修分野）
から一つないしは二つのメジャーを選択します。
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、
「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。

●

4年間の学び
Four Years at ICU

４年次
4th year
３年次
3rd year
２年次
2nd year

１年次
1st year

入学
Matriculation

学位 [学士(教養)] 取得・卒業
Graduation / B.A. in Liberal Arts

卒業研究
Senior Thesis

メジャー
Majors
●

美術・文化財研究
Art and Cultural Heritage

●

社会学
Sociology

● メディア・
コミュニケーション・文化

●

音楽
Music

●

人類学
Anthropology

● 日本研究

●

文学
Literature

●

生物学
Biology

● アメリカ研究

●

哲学・宗教学
Philosophy and Religion

●

物理学
Physics

● アジア研究

●

経済学
Economics

●

化学
Chemistry

● ジェンダー
・セクシュアリティ研究

●

経営学
Business

●

数学
Mathematics

●

●

歴史学
History

●

情報科学
Information Science

● グローバル研究

●

法学
Law

●

言語教育
Language Education

●

平和研究
Peace Studies

●

公共政策
Public Policy

●

言語学
Linguistics

●

環境研究
Environmental Studies

●

政治学
Politics

●

教育学
Education

●

国際関係学
International Relations

●

心理学
Psychology

Media, Communication and Culture
Japan Studies
American Studies
Asian Studies
Gender and Sexuality Studies
開発研究
Development Studies
Global Studies

専攻科目
Area Major Courses
メジャー決定
Major Declaration

選択科目
Electives

基礎科目
Foundation Courses
一般教育科目
General Education

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・保健体育
English for Liberal Arts Program or Japanese Language Programs /
Health & Physical Education
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国際教育交流プログラム

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
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をは
じめ、
目的・期間・留学先など、学生一人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。卒業時までに大学のプロ
グラムを通して海外に留学する学生の割合は、56.5％です(2014年)。

Canada
● University of Alberta
● The University of British Columbia
● University of Windsor
United States
● University of California

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.
Percentage of students who study abroad through ICU
programs before graduation is 56.5% (in 2014).

単位取得を伴う海外留学制度

From ICU

Credit-Bearing Study Abroad Programs
目的

1,2年次
1st and
2nd year

英語運用能力を伸ばす
Further Expansion of
English Proficiency

2年次以上

興味ある分野を学ぶ
Learning Fields of Interest

2nd year or
above

Period

6週間

6 weeks

3週間

3 weeks

6週間

3rd year or
above

学びを深める
Furthering the Liberal Arts

1年間

6 weeks

1 year

ドイツサマープログラム
German Summer Program
海外フランス語研修
French Studies Abroad

韓国サマープログラム
Korea Summer Program

香港サマープログラム
Hong Kong Summer Program

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

From ICU

Partner Universities for Study English Abroad（SEA）Program：14 universities in 5 countries（As of April 2016）

ICU has the credit-bearing International Service-Learning programs with a
number of partner universities and institutions in 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/her interests in the global field.

学士・修士を約5年で修める留学制度

From ICU

MIIS Advanced Entry Program

開始しました。英語を母語としない人への英語教授法
（TESOL）
および日本語な
どの外国語教授法
（TFL）
の分野での留学がICUの留学制度を通して可能となり
ました。

※この他、不定期に募集する短期留学プログラムがあります。

海外英語研修（SEA）
プログラム研修校一覧：5カ国14大学（2016年4月現在）

ICU has introduced the Advanced Entry Program with graduate school of
Middlebury College, the Middlebury Institute of International Studies at
Monterey (MIIS). This program allows students to earn a bachelor’s degree
from ICU and earn a master’s degree from MIIS in a total of approximately
five years. Students can now study either TESOL (Teaching English to
Speakers of Other Languages) or TFL (Teaching Foreign Language)
through ICU’s study abroad program.

ICUへの留学制度
From ICU

To ICU

Study Abroad at ICU
日本語の習得、
日本研究を含む専門科目の履修を目的として、交換留学

Freshman SEA Program（1年次対象）
Canada
The University of British Columbia
● University of Victoria
● McGill University
United States
●

Saint Michael's College
Tufts University
Australia
●
●

●
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Sophomore SEA Program（2年次対象）
The University of Queensland
Ireland
●

University College Dublin
U.K.
●

University of Sussex
● The University of Sheffield
● School of Oriental and African Studies (SOAS),
University of London
●

Canada
University of Victoria
United States
●

Washington State University
University of Wisconsin-Milwaukee
U.K.
●
●

●

The University of Essex

Indonesia
Petra Christian University
Korea
● Ewha Womans University
● Korea University
● Yonsei University
Taiwan
● Tunghai University
Thailand
● Mahidol University
● Thammasat University
Philippines
● Ateneo de Manila University
● University of the Philippines
● Silliman University
Australia
● University of Queensland
● Queensland University of
Technology
● The University of Sydney
New Zealand
● The University of Waikato
●

International Service-Learning

ミ
ドルベリー大学の大学院、
ミ
ドルベリー国際大学院モントレー校
（MIIS）
との間

（15カ国29大学）
グローバルスカラープログラム
Global Scholar Program（29 universities in 15 countries）

Denmark
University of Aarhus
Sweden
● Goteborg University
● Linnaeus University
Finland
● University of Tampere
Lithuania
● Vytautas Magnus University
Russian Federation
● The Moscow State Institute of
International Relations
China/Hong Kong
● 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
●

国際サービス・ラーニング

で、
ICU学士号とMIIS修士号を約5年で取得する
「Advanced Entry Program」
を

（5カ国15プログラム）
アジアキリスト教大学連盟（ACUCA）
プログラム
ACUCA Student Mobility Scheme (15 programs in 5 coutries)

1 term

●

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

（13カ国15プログラム）
交換留学プログラム、
海外留学プログラム
Exchange Program, Study Abroad Program（15 programs in 13 countries）

1 year

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 College of Wooster
●

●

サービス活動を実施、活動前後に関連授業を履修することになっています。

海外日本語教育実習
Overseas Teaching Practicum in Japanese

（半年×2地域）
（half year × 2 areas）

1学期

Studying in Asia

海外英語研修
（SEA）
プログラム
Study English Abroad (SEA) Program
イギリス文化研究
Field Studies in British Culture
UCサマーセッションズ
UC Summer Sessions

-Riverside
-San Diego
-Santa Barbara
-Santa Cruz

The University of Leeds
The London School of Economics
and Political Science
● University College London
● Newcastle University
● The University of Sheffield
● The University of Sussex
● The School of Oriental and African
Studies, University of London
France
● Universite' Paris Diderot
● University of Toulouse II - Jean
Jaurès
Germany
● Free University of Berlin
● University of Munster
Belgium
● Universite' Libre de Bruxelles
Netherlands
● Maastricht University
● Tilburg University
●

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。

アジアで学ぶ

Studying English in America, Europe and Oceania

学びを海外で活かす
3週間以上 Over 30 days
Making the Most of Study Abroad
主に1年間

3年次以上

アメリカ、
ヨーロッパ、
オセアニアで学ぶ

〜

Objective

-Berkeley
-Davis
-Irvine
-Los Angeles
-Merced

The University of North Carolina at
Chapel Hill
● The Ohio State University
● University of Pennsylvania
● Pomona College
● University at Buffalo, The State
University of New York
● Rutgers University
● The University of Tennessee,
Knoxville
● Washington and Lee University
● Washington State University
Chile
● Pontificia Universidad Catolica de
Chile
Iceland
● University of Iceland
U.K.
● Cardiff University
● The University of East Anglia
● The University of Edinburgh
● The University of Essex
●

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、

地域 Area

期間

〜

Year

Partner Institutions for Exchange Program : 69 universities in 23 countries（As of April 2016）

International Education Exchange Programs

げています。50年以上の歴史を誇る交換留学制度を通して、多くの外

主な学年

交換留学協定校一覧：23カ国69大学（2016年4月現在）

協定校から留学する学生、
また学生招聘協定を締結する大学からの留学生
を受け入れています。主に1年間、ICU生と一緒に学び、同じ寮に入寮し、学
生生活を送っています。
主な学年

Year

18歳以上
18 years old or older

応募時に所属大学で1年以上修了
Must have completed at least
one year at home institution

ICU offers opportunities for international students from exchange and invitee
partner universities to study, live on campus and enjoy campus life together
with ICU students. Program participants will study the Japanese Language
and/or subject courses such as Business, mainly for one academic year.
期間 Period

プログラム Program

集中的に日本語と日本文化を学ぶ
Learn Japanese Language & Culture

6週間
6 weeks

夏期日本語教育
（サマーコース）
Summer Courses in Japanese

日本語を学ぶ 興味ある分野を学ぶ
（日・英）
Learn Japanese Language and / or Subject Courses
（Medium of instruction: Japanese or English）

主に1年間
Mainly one academic year

目的

Objective

交換留学プログラム
Exchange Program

招聘プログラム
Invitee Program

ICU University Guide 2016
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大学院
The Graduate School

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 reflect the mission of the University
and are based on the education offered at the College of Liberal Arts,
which encourages both generalized 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
flexibility 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.

5年プログラム
ICU’s 5-Year Program
5年プログラムは、本学学部で特に優秀な成績をおさめた学生を対象に、
最短1年で博士前期課程修了を可能とするものです。学部4年次から大
学院科目の履修を開始し、通常の大学院生と同様に、体系的かつきめ
細かな指導を受け、通常よりも1年早く
「学士」
と
「修士」の学位が取得
できます。

●

通常の場合 General
大学院
Graduate
School

アーツ・サイエンス研究科 博士前期課程
専攻 Program
心理・教育学
Education and Psychology

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

公共政策・社会研究
Public Policy and Social Research

比較文化
Comparative Culture
理学
Natural Sciences

専修分野 Area of Concentration

学位

3 年次
3rd

Education

心理学

Psychology

臨床心理学※

Clinical Psychology

言語教育

Language Education

政治・国際研究

Politics and International Studies

修士
（行政学）
または修士
（国際関係学） or Master of Arts in International Relations

社会文化分析

Social and Cultural Analysis

修士
（社会文化分析）

Master of Arts in Social and Cultural Analysis

メディアと言語

Media and Language

修士
（メディアと言語）

Master of Arts in Media and Language

公共経済学

Public Economics

修士
（公共経済学）

Master of Arts in Public Economics

平和研究

Peace Studies

修士
（平和研究）

Master of Arts in Peace Studies

日本文化研究

Japanese Culture Studies

超学域文化研究

修士
（比較文化）

Master of Arts in Comparative Culture

Transcultural Studies

数学・情報科学

Mathematics and Information Science

物質科学

Material Science

修士
（理学）

Master of Arts in Natural Sciences

生命科学

Life Science

修士
（教育学）

Master of Arts in Education

研究科
School of
Arts and Sciences
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大学院

Graduate
School

1 年次
1st
4 年次
4th

学部
College

2 年次
2nd

ICU 教養学部
College of Liberal Arts

1 年次
1st

ICU 大学院
ICU Graduate School

学部
College

3 年次
3rd
2 年次
2nd

ICU 教養学部
College of Liberal Arts

Rotary Peace Center
国際ロータリーとの協力により、世界4か国、6大学院と並んで、本学
に設置されました。毎年10名程度をロータリー平和フェローとして大学
院が受け入れ、平和と紛争解決を中心とする国際問題研究に従事す
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

学位

研究指導領域 Fields of Research Guidance

Degree

を取得します。

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

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に

理学

Natural Sciences

設置されており、ICUはアジアで唯一の設置校です。

修士プログラムを提供する平和センターは他に米国のデューク大学/
博士
（学術）

Doctor of Philosophy

1 年次
1st

ロータリー平和センター

る機会を提供します。受け入れたロータリー平和フェローは、
「 公共政

Graduate School of Arts and Sciences Doctoral Course

アーツ・サイエンス

通常よりも1年早く卒業（学士+修士）
One Year Earlier Graduation（Bachelor + Master）

Master of Arts in Public Administration

アーツ・サイエンス研究科 博士後期課程
専攻 Program

大学院
Graduate School

5年プログラム 5-Year Program

Degree

教育学

※臨床心理学専修は、2014年９月入学以降の募集を行いません。 ※Area of Clinical Psychology stopped accepting applicants from AY2014 September Admission.

研究科 School

1 年次
1st

●

4 年次
4th

Graduate School of Arts and Sciences Master’s Course
研究科 School

2 年次
2nd

The 5-year program makes it possible for students with a superlative
academic record to complete a master s degree in as little as one
year. Students start taking graduate-level classes in their fourth year
of undergraduate school, receiving the same quality advising as
other graduate students, and are able to obtain a bachelor s and
master s degree one year faster than would normally be possible.

ノースキャロライナ大学チャペルヒル校、
イギリスのブラッドフォード大学、

The Center was established in the ICU campus under cooperation with
Rotary International as one of the six Rotary Peace Centers located in
ﬁve diﬀerent countries. Other partner universities (Master s degree
program) 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 Master s program in Asia.
Each year ICU accommodates up to ten Rotary Peace Fellows and
provides the opportunity for them to study and research issues in the
ﬁeld of peace and conﬂict prevention and resolution. They pursue a
two-year Master s level degree in Peace Studies as regular students in
Public Policy and Social Research Program of the Graduate School.

ICU University Guide 2016
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学生生活・進路
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学生生活・進路
Campus Life & Career

学生生活
Campus Life

学生生活
Campus Life
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学生寮・アパート
Housing

教育寮
Dormitories

ICUは、学生寮を重要な教育の場である教育寮として位置づけています。
広大なキャンパスには、9つの寮があり、全学生の約2割にあたる約600名
の学生が、寮生活を通して個人の責任や協調性を学び、先輩や後輩、留
学生との交流などから、貴重な経験を得ています。
また、2017年4月には新
しい2棟の寮が開寮し、全学生の3割にあたる約900名が寮生活を送るこ
とになります。
At ICU, we regard student dormitories as an important place for
learning. The spacious campus is home to nine dormitories, housing
around 600 students, or around 20% of the student body. Dorm life
teaches students individual responsibility and cooperation with others,
and offers opportunities to learn through their exchanges with senior
and junior students and students from other countries. In April 2017
two new dormitories will open, making it possible to accommodate a
total of around 900 students—a third of the student body.

寮名

定員（名）Capacity

Names

カナダハウス
（男子寮）

34

Canada House
（ for male students）

第三女子寮

40

Third Women s Dormitory

第四女子寮

32

Fourth Women s Dormitory

グローバルハウス

68

Global House (Co-ed)

欅寮（男女共生寮）

126

Zelkova House (Co-ed)

銀杏寮（男女共生寮）

学生寮・アパート
Housing

入学金・学費
Tuition and Fees

入学金
Matriculation Fee
本科生

¥300,000

Regular Students

授業料・施設費
Tuition and Facilities Fees

126

Ginkgo House (Co-ed)

樫寮（男女共生寮）

126

Oak House (Co-ed)

シブレーハウス
（大学院生寮）

14

Canada House
（ for male students）

第四大学院男子寮（カナダハウス隣接）

教養学部

授業料

College of Liberal Arts

Tuition

Sum

2008年度以降入学者

¥1,056,000

¥342,000

¥1,398,000

Student entered in or after AY2008

各学期

per Term

¥352,000

¥114,000

¥466,000

年額

Annually

¥1,056,000

¥399,000

¥1,455,000

各学期

per Term

¥352,000

¥133,000

¥485,000

年額

Annually

¥1,056,000

¥333,000

¥1,389,000

各学期

per Term

¥352,000

¥111,000

¥463,000

理学科

Division of Natural Sciences

Student entered in before AY2007
その他の学科

Other Divisions

Students
博士前期課程

学年、国籍を越えた寮で学ぶ多様性と共生

Master’s Course

transcending year or nationality

理学専攻 Natural Sciences Program

Desk 2

理学専攻以外

Book Shelf

Other Programs

博士後期課程

Bed 1

Doctoral Course

Closet 2

合計
Sum

Annually

¥906,000

¥447,000

¥1,353,000

各学期

per Term

¥302,000

¥149,000

¥451,000

年額

Annually

¥906,000

¥333,000

¥1,239,000

各学期

per Term

¥302,000

¥111,000

¥413,000

授業料

施設費

Facilities Fee

合計
Sum

Annually

¥420,000

¥333,000

¥753,000

各学期 per Term

¥140,000

¥111,000

¥251,000

年額

Closet 1

施設費

Facilities Fee

年額

Tuition

Bed 2
Table

授業料
Tuition

Diversity and conviviality in the dormitories

Desk 1

合計

Annually

2007年以前の入学者

600 /3,000

施設費

Facilities Fee

年額

1

Fourth Dormitory (for Male Graduate Student)

About

¥150,000

1年本科生および研究生 One-Year Regular Students and Kenkyusei

在籍料
Non-Resident Fee

Shelf 1

Shelf 2

学生が休学する場合、
または本学の交換留学制度によらずに海外へ留
学する場合は、当該学期について在籍料を納付することになります。

● 学期毎に￥30,000
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Students should pay the "Non-Resident Fee" for the term(s) when
they take a leave of absence or if they are approved to study
abroad without going through ICU's exchange program.

/ term
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学生生活
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Tuition & Aid
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Financial Aid

奨学金
Financial Aid

ICU has various forms of financial aid to allow motivated and talented
students to continue their academic pursuits. Approximately 10% of
ICUʼs 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, including those through the Japan
Student Services Organization and other funded awards.

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。

入学前に応募可能な奨学金

種別

name

給付／貸与額

type

ICU Peace Bell 奨学金

grant

ICU Peace Bell Scholarship

ICU High Endeavor 奨学金

給付型
grant

ICU High Endeavor Scholarship

ICU大学院新入学生奨学金

給付型

ICU Graduate School Scholarship for New Students

grant

入学後に応募可能な奨学金
名称

ICU Long-term loan

14名

Undergraduate

40名

Undergraduate

大学院
博士前期課程生

40名

Graduate

給付／貸与額

対象

amount

number of recipients

学部生・大学院博士前期課程生

教養学部120名
大学院35名

年間授業料及び施設費の3分の1相当額を免除
1/3 reduction from tuition and facilities fee of 1 academic year

Undergraduate and Graduate

貸与型（有利子）

入学後第１学期目を除く全学費
（授業料・施設費）
／学期
tuition and facilities fee (except for the first term after entrance)

Undergraduate and Graduate

50万円以内
not exceeding 0.5 million yen

Undergraduate and Graduate

loan with interest

ICU同窓会 湯浅・細木奨学金

貸与型（無利子）
ICU Alumni Association Yuasa / Hosoki Awards loan without interest

日本学生支援機構

貸与型

大学院学生学会発表奨励金

給付型

採用人数

eligibility

給付型
grant

学部生・大学院生

約200名

学部生・大学院生

年間5〜6名

学部生 3〜12万円/月 大学院生 5〜15万円/月
学部生・大学院生
CLA 30,000〜120,000 yen/month GS 50,000〜150,000 yen/month Undergraduate and Graduate

約120名

3万円/年度
30,000 yen/academic year

Graduate

約20名

給付型

Research Scholarship for Doctoral Students

grant

12.7万円/年度
127,000 yen/academic year

Graduate

FOI 奨学金

給付型

20 〜 120万円
0.2〜1.2 million yen

Japan Student Services Organization
（JASSO)
The Graduate School Students
Research Presentation Grant

大学院博士後期課程学生研究奨励金

loan with/
without interest

grant

grant

Friends of ICU Scholarships

大学院生

大学院博士後期課程生

約20名

学部生・大学院生

約10名

Undergraduate and Graduate

上記以外にも地方自治体・民間団体等が募集する学外奨学金があります。 In addition, other student scholarships and loan are oﬀered by public or private organization.

主に留学生が応募可能な奨学金
名称

name

外国人留学生奨学金
Scholarship for Non-Japanese Students

JICUF 奨学金
JICUF Scholarship

type

給付型
grant

給付型
grant

給付／貸与額
amount

対象

eligibility

入学金または/および学費
（授業料・施設費）
Matriculation fee or/and tuition and facilities fees

Undergraduate and Graduate

約8万円 10ヶ月
80,000 yen for 10 months

Undergraduate and Graduate

学部生・大学院生
学部生・大学院生

上記以外にも、留学生を対象とした学外奨学金があります。詳しくは大学 WEB サイトでご確認ください（http://web.icu.ac.jp/sag/）
In addition, other ﬁnancial aids for students of foreign nationals are oﬀered. Please visit ICU website for more information（http://web.icu.ac.jp/sag/）
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クラブ・サークル
Extra-Curricular Activities

学生生活
Extracurricular Activities

ICUにはスポーツ系・文化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 fields. University events including the
ICU Festival, Christianity Week and the Dorm Festival are planned
and carried out by student groups. The following is a partial list of
clubs.

Official Clubs

2015 年度現在

文化系

スポーツ系
心身統一合氣道部
Aikido
● アメリカンフッ
トボール部
American Football
● アーチェリー部
Archery
● バドミントン部
Badminton
● 競技ダンス部
Ballroom Dance
● 硬式野球部
Baseball
● バスケッ
トボール部
Basketball
● チアリーディング部
Cheerleading
● サイクリング部
Cycling
● フライングディスク部
Flying Disc
● ゴルフ部
Golf
● ハンドボール部
Handball
● 空手道部
Karate

as of AY 2015

剣道部
Kendo
● 男子ラクロス部
Lacrosse (men’s team)
● 女子ラクロス部
Lacrosse (women’s team)
● ラグビー部
Rugby
● Diving Club ORCA
Scuba Diving
● 少林寺拳法部
Shorinji Kempo
● 雪面滑走競技部
Ski
● 男子サッカー部
Soccer (men’s team)
● 女子サッカー部
Soccer (women’s team)
● ソフ
トボール部
Softball
● 太極拳倶楽部
Taichi
● 硬式庭球部
Tennis
●

● ワンダーフォーゲル部

Wandervogel

点訳サークル
Braille Circle
● CMS 管弦楽団
Chamber Music Orchestra
● Debating Society
Debating Society
● 劇団黄河砂
Drama
● 華道部
Flower Arrangement
● グリークラブ
Glee Club
● ハンドベルクラブ
Hand Bell
● ICU Wind-Brass Ensemble
ICU Wind-Brass Ensemble
● 日本舞踊研究会
Japanese Dance
● 和太鼓部
Japanese Drum
● 日本民俗舞踊部
Japanese Folk Dance
● 箏曲部如月会
Japanese Harp
● Jazz Funk Keystation
Jazz Funk Keystation
●

● ラテンアメリカ

音楽愛好会
（LAMBS）
Latin Music
● Melody Union
Melody Union
● Modern Dance Society
Modern Dance Society
● Modern Music Society
Modern Music Society
● ICU歌劇団
Musical
● Oikos ICU
Oikos ICU
● 人形劇研究会ぱぺっと
Puppetry
● 長唄研究会
Samisen
● Spanish Speaking Society
Spanish Speaking Society
● 茶道部
Tea Ceremony
●
●

Trade Fair ICU
Trade Fair ICU
ユネスコクラブ
UNESCO Club

＊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 groups.

Scholarship primarily for students of foreign nationals
種別

12
●

学部生

初年度年間授業料及び施設費の3分の1相当額を免除
1/3 reduction from tuition and facilities fee of the first academic year

type

国際基督教大学奨学融資制度

number of recipients

学部生

入学金および初年度年間授業料・施設費の3分の1相当額を免除
exemption of matriculation fee and 1/3 reduction from tuition and
facilities fee of the first academic year

種別

ICU Scholarships

eligibility

年間100万円を給付
（原則4年間、
修業年限内）
1 million yen / year (4 years, within the term of study)

採用人数

Scholarship / Loans which can be applied after enrollment

name

国際基督教大学在学生奨学金

対象

amount

給付型

学生生活
Campus Life

公認クラブ

Scholarships which can be applied before enrollment

名称

学生生活・進路
Campus Life & Career

採用人数

number of recipients
13名

委員会

Other Groups

4名
●

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
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13

●

卒業生の進路

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、
三越伊勢丹ホールディングス、
三菱商事、
三井物産、
メタルワン
●

Career after Graduation

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、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、横浜銀行
●

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27,000人を数えます
（2016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、世界中の、
それぞれの分野で高く評価されています。

Since the f irst class graduated in 1957, ICU has sent into society
about 27,000 graduates (as of April 2016, this number includes
graduates of the graduate school). They have careers in many
diﬀerent f ields: their success can be attributed to their broad
knowledge, multilingual capabilities, comprehensive judgment,
creative thinking and international awareness.

資格、公務員試験、就職活動継続中

Certification Exams, Civil Service Exams, Continuation Job hunt

就職

6%

進学

68%

19%

2%

就職（常勤以外）
Employment（Other than full-time）

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
●

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

進学準備中（海外大学院結果待ち含む）

●

Preparation for further education

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

ワーキングホリデーなど）
その他（海外インターンシップ、
Other（Internship Abroad, Working Holiday, etc）
2014年度の進路状況
（2015年5月1日現在）
AY2014 paths after graduation（as of May 1, 2015）

団体

機構
●

3%

ラグジュアリー

2%

（Including waiting for admission
results from foreign graduate schools）

Further
Education

Employment
（full-time）

マスコミ

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

Employment
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・

●

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、

●

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
ヤノン、
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、
スリー
エムジャパン、
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、
エクソンモービル・ジャパン合同会社
●

旅行・運輸・通信

●

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., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities Co., 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

Education

●

Civil Service

National and local government officials

主要進学先
Graduate School

Manufacturing Industry

IHI Corporation, Asahi Kasei Corporation, Asahi Glass Co.,
Ajinomoto Co., ASICS Co., Glico Group, Otsuka Pharmaceutical
Co., Ltd., Kagome Co., Canon Inc., Kirin Company, Limited,
KOKUYO Co., Ltd., Suntory Holdings Ltd., Shiseido Co., Sharp
Corporation, 3M Japan Limited, 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

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

INPEX Co., Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.,Exxon Mobil
Japan Godo Kaisha

ICU University Guide 2016

Wholesale and Retail

Itochu Corporation, Sumitomo Corporation, Sojitz Co., Takashimaya
Company, Ltd., Takihyo Co., Ltd., Nitori Co. Ltd., Fast Retailing Co.,
Marubeni Co., ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS,
Mitsubishi
Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Metal One Corporation

Educational and General staffin junior / senior high schools and
universities in various locations around Japan

Service Institutions

ンド・カンパニー、
ヤフー、
楽天、
ワークスアプリケーションズ

事務所、
デロイトトーマツグループ、
トレンドマイクロ、
西村あさひ法律事務所、
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●

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.、
マッキンゼー・ア

毛利・友常法律事務所、
EY
（アーンスト・アンド・ヤング）
ジャパン、
インテージ、

●

●

Accenture, ABeam Consulting Ltd., Amazon Japan K.K, Anderson,
Mori & Tomotsune, Ernest & Young Japan, Google Inc., KDDI
Corporation, KPMG in Japan, Imperial Hotel, Ltd., TMI Associates,
Deloitte Japan, Trend Micro, Nishimura & Asahi, IBM Japan, Oracle
Co. Japan, Nomura Research Institute Inc., Hilton Worldwide,
PricewaterhouseCoopers Co., Ltd., Bloomberg L.P., McKinsey &
Company, Yahoo Japan Co., Rakuten, Inc., Works Applications Co.

インテック、
グーグル、KDDI、KPMGジャパン、帝国ホテル、TMI総合法律

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

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

主要就職先

●

●

Energy

● 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、

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, Nagoya University, Nara Institute of Science and
Technology, Japan Advanced Institute of Science and Technology, etc.

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、名古屋大学、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 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、
ハーバード大学、
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

Overseas Universities and Graduate Schools

University of Edinburgh, University of Oxford, Columbia University,
University of Sussex, Harvard Graduate School of Education,
University of Hawaii, Bristol University, Boston University,
Massachusetts Institute of Technology, University of Leeds,
University of London, etc.

ICU University Guide 2016
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ICU Official WebSite｜HOME
サービス・ラーニング Service-Learning
教育の特長
Academics

14

公開講座・地域貢献 Open to Society

Agreements on Educational Exchange and Credit Transfer with Other Universities

育研究の連携・交流を推進しています。
Partner Universities

東京外国語大学
Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)

東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology

ICU works cooperatively with other universities in Japan with
the aim of further promoting education and research.

Japan Advanced Institute of Science and Technology

奈良先端科学技術大学院大学
Nara Institute of Science and Technology

Tama Academic
Consortium (TAC)

Kunitachi College of Music, Musashino Art University,
Tokyo Keizai University,
Tokyo University of Foreign Studies,
Tsuda College, and ICU

EU Institute in Japan
—Tokyo Consortium

グローバル5大学連携
“Global 5” University
Cooperative Agreement
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教育の特長
Academics

一橋大学、
東京外国語大学、
津田塾大学、
ICU
Hitotsubashi University,
Tokyo University of Foreign Studies,
Tsuda College and ICU
国際教養大学、
立命館アジア太平洋大学、
上智大学、
早稲田大学、
国際教養学部、
ICU
Akita International University,
Ritsumeikan Asia Pacifc University, Sophia University,
Waseda University’s School of International Liberal Studies
and ICU

グローバル・リーダーシップ・
スタディズ（GLS）
プログラム
Global Leadership Studies (GLS) Program

サービス・ラーニング
Service-Learning
世界で活躍するためには、
自分の暮らす地域にまず目を向け、地域の
課題に気づくことが大切です。地域社会を学習の場とする
「コミュニ
NPOやNGO、
自治体などの公共機関、福祉施設や地域団体等で、約1

を講師に迎え、30名以内の少人数制の特長を活かした密度の濃い実

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）

カ月間フルタイムのボランティア活動を行い、体験を大学の学びにつな

践的授業には、
これまで数多くの企業から研修の参加を得ています。

げる正課の教育プログラムです。事前・事後学習と現場での体験を通し

Entrusted Auditor System of the Daigakuin Sugaku Renraku Kyogikai
(Association of Graduate Schools in Mathematics)
Member Schools (in alphabetical order)

GLS is an intensive summer program that runs from mid-June to
early September. It is primarily designed for middle managers or
business persons over the age of thirty who are expected to be
global leaders. As such, they are required to have TOEIC scores
of 700 and above.
GLS also oﬀers opportunities for international graduate
students who have work experiences in order to bring diversity
to the participants. There is an overall limit of thirty participants
in order to ensure mutual communications between instructors
and participants and among the participants themselves.

•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

Consortium

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、
ICU

EU Institute in Japan
─ 東京コンソーシアム

他大学・機関との連携

ティ
・サービス・ラーニング」
は、学生の興味と関心に合わせて日本国内の

Partner Institutions

総合研究大学院大学

多摩アカデミック
コンソーシアム
（TAC）

http://www.icu-service.com/

る全寮制研修プログラム。第一線で活躍する企業経営者、起業家など

協定先大学院

Graduate University for Advanced Studies (Sogo-Kenkyu-Daigakuin-Daigaku)

加盟大学

ICU Junior Campus Camp /
ICU Kid’s College

社会人向け次世代のグローバルリーダーを育成するための英語によ

• 中央大学 • 学習院大学 • 日本女子大学 • 明治大学 • 日本大学 • 立教大学
• 上智大学 • 東京理科大学 • 東京女子大学 • 津田塾大学

北陸先端科学技術大学院大学

加盟コンソーシアム

地域貢献・生涯学習
Contributions to the Community /
Lifelong Learning

ICU ジュニア キャンパス・キャンプ /
ICU キッズ・カレッジ

大学・機関・大学との連携
University Consortia Membership

他大学との教育交流・単位互換協定

連携締結大学

教育の特長
Academics

A University Open to Society

ICUは、教育と研究の更なる発展を目標として、他大学と組織的な教

Global Leadership Studies (GLS) Program
http://subsite.icu.ac.jp/office/gls/

サービス・ラーニング
Service-Learning

地域・社会に開かれた大学

グローバル・リーダーシップ・スタディズ
（GLS）
プログラム

東京外国語大学 総合国際学研究科
Tokyo University of Foreign Studies
The Graduate School of Global Studies

東京女子大学 人間科学研究科、理学研究科
Tokyo Woman’s Christian University
Graduate School of Human Sciences
Graduate School of Science

国連大学 大学院プログラム サスティナビリティ学研究科
United Nations University Postgraduate Degree Programme
Master of Science in Sustainability

東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology

ICU ジュニア キャンパス・キャンプ/
ICU キッズ・カレッジ
ICU Junior Campus Camp / ICU Kid’s College
小中学生向けに、
ICUの緑多いキャンパスで学生達とすごす日帰り/滞
在型キャンプのジュニア キャンパス・キャンプや、
本学教員がリベラルアーツ
教育の理念に基づくユニークな講義を行うキッズ・カレッジを開催しています。
Designed for children in elementary school and junior high school,
ICU Junior Campus Camp oﬀers one-day and residential activities
with university students on ICU campus. ICU Kid s College oﬀers
unique lectures by university faculty based on the principles of
liberal arts education.

て、
身近な地域や社会に対して新たな視点を得られること、深く学べるこ
とが大きな特徴です。
As part of preparing for a life in the wider world, it is important
to look at our own society and pay attention to the issues at
stake in our own communities. Community Service-Learning is
an opportunity venue for learning in the community. This
curricular program sends students to work for around a month as
full-time volunteers at an organization in Japan matching their
own interests̶ NPOs and NGOs, local governments and other
public oﬃces, welfare facilities and local community groups̶
and then integrates these experiences with students academic
studies. By combining classroom study before and after the
real-world volunteer work, this program allows students to learn
about the society around them in greater depth and from a new
perspective.

公開講座・地域貢献
Open to Lectures and Concerts
博物館湯浅八郎記念館での特別展示、本学礼拝堂でのオルガン演
奏会などをはじめ、生涯学習講座や三鷹市と提携した公開講座を数多く
開講しています。
In addition to special exhibitions at the Hachiro Yuasa Memorial
Museum and organ concert performances in the University Chapel,
the university oﬀers lifelong learning courses and a wide variety of
public classes in association with Mitaka City.

ICU University Guide 2016
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ICU Official Website｜HOME
大学院・研究
Graduate School & Research

ひと目でわかるICU

ICU at a Glance

研究
Research

15

研究所・センター
Research Institutes
18

1
2

17

研究所・センター

3

16

15

Research Institutes

1:18

14

13

［Faculty］

［Student］
6

［Students］

［ICU Brothers & Sisters］

［Academic Advisor］
7

8
10

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

9

［Writing Support Desk］

●

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.

Academic
Planning
Center

5

12
11

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

4

●

教育研究所（IERS）
The Institute of Educational Research and Service (IERS)

徹底した少人数教育だから、授業はいつも双方向

自由な学びを支えてくれる多様なアドヴァイジング

社会科学研究所（SSRI）

A tradition of small-class education for active interaction
in the classroom

The University community provides all kinds of
support tailored to student needs.

The Social Science Research Institute (SSRI)
●

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

●

アジア文化研究所（IACS）

［Reading］

［Writing］

The Institute of Asian Cultural Studies（IACS）
●

［Discussion］

［Presentation］

1:2
［Faculty］

Academic Skills

in both English and Japanese

平和研究所（PRI）

English for
Liberal Arts
Program

The Research Center for
Japanese Language Education（RCJLE）
●

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

●

ジェンダー研究センター
（CGS）

※准教授以上

JLP

ELA

日本語教育研究センター
（RCJLE）

Japanese Faculty

Percentage of ICU Professors Awarded
Ph.D.s Abroad
海外での博士号取得率

The Peace Research Institute（PRI）
●

Foreign Faculty

［ICU］

84.6%

Japanese
Language
Programs

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

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

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

Multi-national faculty provide an exceptional and
attractive learning environment

The Center for Gender Studies（CGS）
International Programs

Over

Finland

Iceland
U.K.

Sweden
Denmark
Netherlands
Belgium
Germany
France

Canada
Russia
Lithuania

Korea

International Exchange /
Study Abroad Programs

Students
per year

U.S.A.

Taiwan
China/Hong Kong

23 69
Countries

450

Thailand

Philippines
Indonesia

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

Universities
Australia

鍛えた語学で専門分野を学ぶICUの海外留学

Chile

New Zealand

Strong linguistic abilities provide a foundation for study abroad.
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Where is ICU?

Tokyo
Japan

Musashi-Sakai
Sta.

Tokyo
Sta.

Directions to ICU
至 立川
To Tachikawa

東小金井
武蔵境
Higashi-Koganei Musashi-Sakai

西武多摩川線
Seibutamagawa Line

三鷹
Mitaka

吉祥寺
Kichijoji

東北新幹線 / 上越新幹線
Tohoku Shinkansen /
Joetsu Shinkansen

新宿
Shinjuku

井の頭線
Inokashira Line

新小金井
Shin-Koganei
京王線
Keio Line

高田馬場
Takadanobaba

上野
Ueno

中央線
Chuo Line

渋谷
Shibuya

調布
Chofu

山手線
Yamanote Line

東海道新幹線 / 東海道線
Tokaido Shinkansen / Tokaido Line

品川
Shinagawa

総武線
Sobu Line

東京 Tokyo
浜松町
Hamamatsucho
至 羽田
To Haneda

国際基督教大学

International Christian University

ICU Official Website

〒181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10-2

10-2,Osawa 3-chome,Mitaka-shi,Tokyo,Japan

ht t p://w w w .ic u.a c .jp

パブリックリレーションズ・オフィス

Public Relation Office

Tel

｜ （0422）33-3040

Tel

Fax

｜ （0422）33-3764

E-mail ｜ pro@icu.ac.jp

E-mail ｜ pro@icu.ac.jp

｜ +81-422-33-3040

至 成田
To Narita

東西線
Tozai Line

