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学校紹介パンフレット 
（作成：ソフィア祭実行委員会） 

 

〈神学部〉 
　・神学科 

　設立当初はカトリック教会の聖職者と宗教教育に携わる人びとの養成を目的とし

ていましたが、現在ではキリスト教倫理やキリスト教文化を学ぼうとするすべての人

びとに門戸が開かれています。キリスト教的価値観にもとづき、現代世界の諸問題

を展望し、混迷する現代社会にあって堅固な価値観を身につけ、人間と社会の真に

あるべき姿を模索します。日本で唯一のカトリック神学部として、カトリック教会の司

祭・聖職者、信徒、宗教科教員を養成しつつ、キリスト教倫理・文化を身につけた教

養人、国際社会に貢献する人材を育成します。1～2年次で旧約聖書と新約聖書、

キリスト教の教義の基礎、キリスト教と哲学の関係、キリスト教の歴史について学び

ます。3年次からは教義学、教会史、司牧神学などを学ぶ「神学系」、いのちの倫理

や社会倫理を学ぶ「キリスト教倫理系」、キリスト教の思想や芸術を学ぶ「キリスト教

文化系」の3系列の専門分野に分かれて専門知識を培い、4年次で各自の課題を卒

業論文としてまとめます。 

 

★学部のここが自慢！ 
・日本で唯一のカトリック神学部！！ 

・大学院に進学すればローマ教皇庁認可の学位が取得できるなど、国際基準の教育が受

けられる！ 

 

★将来の夢はなんですか？ 
・宗教科の先生 

・キリスト教の知識を活かして国際社会で活躍したい！ 

 

 

 

 
 



 

〈文学部〉 
　・哲学科 

　・史学科 

　・国文学科 

　・英文学科 

　・ドイツ文学科 

　・フランス文学科 
関学と同じ１９１３年に開設した哲学科・ドイツ文学科を含む歴史ある学部です。

本学部の英訳は「Faculty of Humanities」、直訳すると「人文学部」で、人間がこ
れまで創り出してきたものを「読み解く」ことが課題となります。文字に書かれた

物はもちろんのこと、音楽や絵画など感覚に直接訴えかける表現も、「言葉」を用

いらなければ客観化できません。言葉と格闘しながら人間と世界を読み解く力を

養っていきます。一年次から、読解力や語学力を取得し、2年次以降のゼミや演習の
授業を通して、自分で考え表現する力を磨いていきます。文学部は全学科、卒業論

文が必修です。自分の課題に対して、自問自答の作業を4年間かけて行い、最終的に
卒業論文にまとめてもらいます。 
 

📣在校生に聞いてみました📣 

★学部のここが自慢！ 

・言語系の科目が幅広く履修できる。 

・コミュニティ同士のつながりが深い。 

★将来の夢はなんですか？ 

・小学校の先生 

・出版社で働くこと。 

 
 
 
 
 
 



〈経済学部〉 
　・経済学科 
　・経営学科 
　経済と経営に関する最先端の国際的動向を踏まえて研究する教授陣から理論を学

びます。また、ビジネスエリアが徒歩圏内にある都心のキャンパスならではの強み

を生かし、企業でのインターンシップや実務家講座なども充実。理論と実践の両面

から学ぶカリキュラムを用意しています。1クラス20～40名程度の少人数講義を数
多く設けているため、教員との距離が近く、密度の高い指導を受けることができま

す。入学時のオリエンテーションキャンプには2・3年生もヘルパーとして同行。履
修科目のアドバイスや留学経験を伝えるなど、学びをサポートします。経済学部で

は、グローバル化、あるいは反グローバル化の動きの中で激しく変化する現代社会

に対応し、国際的な場で活躍できる人材を育成すべく、より実践的な教育プログラ

ムを設けています。 
 
📣在校生の生の声を聞いてみました📣 
★学部のここが自慢！！ 
・英語特修プログラムがあり、実践的な専門科目を英語で学べるのが上智特有だと

思います！ 
・海外大学と提携して学ぶプログラムがある！ 
・少人数での講義が多いため、教員や学生同士の距離が近い！ 
★将来の夢は何ですか？ 
・国際的な金融機関で働きたい！ 
・海外で起業したい！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
〈総合人間科学学部〉 
・教育学科 
・心理学科 
・社会学科 
・社会福祉学科 
・看護学科 
 
・総合人間科学部は「教育学科」「心理学科」「社会学科」「社会福祉学科」「看

護学科」の5つの学科からなり、様々な　尺度から「人間の尊厳を守る」社会の実現
に向けて、悩みや　不調を抱えている人を支えることができる人を育成する学部　

です。人間と社会が抱える問題の解明とその解決を目指して　います。他者を知

り、そして支えることのできるバランス感　覚が求められます。 
 

📣在校生に聞いてみました📣 
★学部のここが自慢！！ 
・様々な観点から学ぶことができる。 

・人間という物はどういう物か学ぶことができる。 

★将来の夢はなんですか？ 
・市役所で働きたい。 

・社会福祉士 

・社会問題について触れられる仕事がしたい。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〈総合グローバル学部〉 
・総合グローバル学科 
安全保障、紛争、貧困、移民、難民、地球温暖化といった、今日の国際社会が直面

しているさまざまな地球的課題を深く理解し、その解決に貢献するための実践知を

獲得します。また、グローバル化によってもたらされる正と負の側面についても分

析し、問題解決策を構想できる力を身につけます。地球規模で物事を思考するため

の「国際関係論」（グローバル）と、グローバル化が顕在化する地域の現場を見つ

める「地域研究」（ローカル）、2つの分野を組み合わせて学び、世界を立体的に捉
える視座を体得します。上智大学は、100 年以上の歴史を通じて、世界の人々と分
かち合える価値観や視点の上に、専門分野と語学を両輪とする教育システム、留学

支援体制など、グローバルな対応能力（グローバル・コンピテンシー）を高めるた

めの仕組みやノウハウを蓄積してきました。総合グローバル学部（FGS）は、その
「グローバル教育100 年の蓄積」をフルに活用しながら、「世界を立体的にとらえ
る視点や理論」の効果的・効率的な習得を通じて、「国際的公共知識人」を育てて

いきます。 
 

📣在校生の生の声を聞いてみました📣 

★学部のここが自慢！！ 

・複眼的な視点で物事を捉えられる。 

・経験豊富な先生方が多く、生のことを学べる。 

 

★将来の夢は何ですか？ 
・NGOに入って、途上国の発展に寄与したい。 
・国連に入り、海外の諸問題に触れたい。 
・インドネシアで新幹線を走らせたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



〈理工学部〉 
　・物質生命理工学科 
　・機能創造理工学科 
　・情報理工学科 
　本学部の教育・研究システムは、理学と工学を一体化して学ぶ「理工融合型」で

あると同時に、文系学部と同じキャンパスで人間・環境支援の基礎教育を学べる

「文理融合型」の側面ももっています。理系・文系の枠を越えて自在に思考するこ

とによって、多様化する現代社会が問いかける複雑な課題の解決を図る力を育みま

す。3学科の科目は相互に履修可能です。自身の基盤となる理工学分野について確固
たる専門性をもちながら、多様な分野を客観的に見つめ、文系も含めた関連分野を

連携させていける幅広い教養＝「複合知」を身につけます。 
 

📣在校生に聞いてみました📣 
★学部のここが自慢！！ 
・数学や物理などの理系科目が苦手な人もいるため、協力して勉強できる！ 
・理系科目以外も学ぶことができるため、幅広い知識を身に付けられる！ 

★将来の夢はなんですか？ 
・国際協力の団体で働きたい 
・研究室に入りたい！ 
・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



外国語学部 
　・英語学科 

　・ドイツ語学科 

　・フランス語学科 

　・イスパニア語学科 

　・ロシア語学科 

　・ポルトガル語学科 
　実践的なトレーニングによって体得する高度な外国語運用能力を武器に、新たな

「知」を切り拓きます。単に「言語を学ぶ」だけではなく、「言語を通じて学ぶ」

ことを重視し、言語圏の歴史・文化・社会・経済・政治などを多面的に研究しなが

ら、地球規模の視野を養成します。「読む・書く・聴く・話す」という専攻語に関

する確かな言語運用能力を身につけながら、英語・日本語を加えた「3言語」を駆使
して専攻語圏地域を研究します。その中で養われるのが「3視座」、すなわち、「地
域」の多様性を理解する、世界を俯瞰し問題意識を育む、地域や世界と比較するこ

とで「日本」を再認識し世界に発信する、という3つの姿勢です。異なる視点から物
事を見ることでさまざまな違いに気づき、違いを越えて協調する知恵が生まれま

す。それが、他者と協調し、地球的視野で考え、行動する力につながるのです。 
 
📣在校生の生の声を聞いてみた📣 
★学部のここが自慢！！ 
・上智の看板学部！ 
・難しいけど、とても授業のレベルが高いため確実に成長できる！ 
・少人数の講義が多いため、より授業が充実する 
★将来の夢はなんですか？ 
・重要な会議などで通訳として活躍したい！ 
・語学力を活かして日本の企業と外国の企業をつなげるような仕事がしたい！ 
・貿易に携わりたい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



国際教養学部 
国際教養学科  Faculty of International Liberal Arts 

 

The Faculty’s academic programs are designed to equip graduates with flexible and 
critical thinking, linguistic abilities, and cultural skills necessary to take the lead in 
bridging differences and promoting understanding in today’s increasingly 
multicultural and complex world.Diversity in the FLA student body, comprised of over 
fifty nationalities, including students educated at Japanese and international 
highschools in Japan, as well as both degree students and exchange students from 
abroad, provides an ideal environment for achieving the FLA’s educational 
mission.The FLA offers an English-taught liberal arts curriculum which enables 
students to acquire a strong academic foundation and intellectual orientation before 
selecting a disciplinary major.During the freshman year, students are required to 
take “core courses” which train them thoroughly in critical thinking skills as well as in 
writing and public speaking skills. From the second year onward, the FLA curriculum 
requires students to choose a major from among three broad areas (Comparative 
Culture, International Business and Economics, and Social Studies), and to study 
that field in close connection with neighboring disciplines. In the junior and senior 
years, students take advanced courses in their selected major, while continuing to 
take courses outside their major. This interdisciplinary orientation is designed to 
foster students’ ability to approach issues from multiple perspectives. 
 

📣在校生の生の声を聞いてみました📣 

★学部のここが自慢！！ 
・英語を最大限にまで極められる。 
・あっ！っと驚くようなためになる授業がたくさん！ 

★将来の夢は何ですか？ 
・英語を生かして、海外の人と関われる仕事がしたい。 

・国際的な舞台で働きたい。 

・外資系企業で働きたい。 

 


