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邊榛1義|
アジアの人々との心の選tヽ轟う願ミュニケーシ護ン

手最として、申鐵議からアテビア議まで参アジア

雷轟の習得を璽指します。

聰1義1華|
響学生命自発農うな学警意歌を,1参 出すことり
鶴鑢場感あふれ碁疑業を行うこと.

レ1筆:1警|
■テキストと単語纂の間斃 .

盆1薫譲マラソンなどによる雪J穫 度の計灘 .

季:新 聞とインターネットの漏轟 .

導:ア ジア教育寅流プ理グラムの実施,

1蓬 難

申国と韓置を中心とする東アジア、インドネシア・タイ・ベトナムの東南アジア、インド・バキスタンの南アジア、
そしてイランやア予ザ諸園を中心とする菫アジアの4地 域に‐~・ いで、それぞれの地域性と多様性をふまえた
カリキュラム41よ リアジア理解を菫鋒ます。国際関係事料は政治。経済,社会を中心に、爾際文イ慧学科1ま 歴嚢。

文化儘 術を中心:[地域研究を締・・ます。

1甕 薩

■アジアに対する濃然とした関心を、地域に灘した具体的な  ■
‐   ‐■_..|         |

興味へと発展させることし

地域研究≧アジア言語教育を書機鋳 ,こ 結びつをすることし

撃 ‐業

|チ ュートリアル,演奮による少人数・饉底 7賞 導。
1入 F電 講菫と警獄講轟の温薦。

|ア ジア言語 i‐ よる緩業,ア ジア言議資響の嬌層.

基礎教材の闘発 .

ミ 羹 ず き ず 饉 裟 薔 ミ 番 簑 羹 藝 主 ミ 請 萎 ¥寺 鳳 予 轟   必修科目 選択必修科 目 自由選択姜 目

1 轟

「アジアの身体とバフォーマンスJ援業風景
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中国の上海師範大学 、タイのチュラー回ン凛―ン大学、エジプトのアレキサンドリア大学など、
アジア各国の機定崚への現地研修と留摯による体験学習を通して、アジア理解 を深めます。

2義|1軒|
警目的意識と学習意欲の高ま↓プを持続・発展させること。

贅羮1鶴|
圭地域言語学習と地域研究の結合。

21現地研修から雷学藝―スヘの奨動。

3:ア ジア留学生。近隣市町村のアジアの人々との交流。
4:キャリアガイダンスの実施。

アジフ蝙閻聰鞣贔畿 騒凸巫写褥彦鶉瞳勒 嗜̀
聰 轟亀〈糧99磐筆欝鶴置00墨簿鷹}
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アジア言語スピーチ醸ンテスト、アジア料理祭を

中心としたAS醜 剛 x、 研究減の発表を中′かと

したAStt WEEKな ど、学生の自主的活動による

地域連携型イベントと研究漏動を奨励し、アジア
ヘの主体的関わりを深めていきます。

量卜‡量 鎮書X讐
翼 抒攣 参 燒ンテ 翼 馘へ 褥扮鰺 聰 。

2005年度事業時のアンケート調査より。
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畿富などとして

参加した

蟷鰤儡』一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一 チュラー回ンコーン大学
参加者数 :217名

ハノイ国家大学
参加者数 :94名

バジャジャラン大学
参加者数 :167名

※年度l_よ |て ,,政 情不安等の理由により中止した地域があります。
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異文イとを説で感じながら国際感覚を養えるよう、大東文でな大学ではさまざまな貿学tll度 を設けてもヽます。

渡航先もアジアをはじ機、アメリカやオーストラリアなど、世界各国への習学が可能618の 国。地域の

5電 大学と提携し、国際社会で溝躍できる国際人の育成に努めてしヽます。

鶴饉設 議攣鍵鐵

学内選考を経て最長電年間

交換留学生として学ぶことが

でき意す。派遣先での学費

が免除になる大学もあり、

一定 額の奨学 金 が支給

されます。

鸞鱗畿懺鸞購畿

(鸞攣難警畿鸞督畿絞 :

各学料から1～ 2名 の控で

選考され、奨学奎を受けて
rinW学 する制度です。選考

方法、選考時期および採用

数は各学科 により異なり

ます。留学先を自分で選択

することができます。

鶴警鷺撃

単位振替のできる私費留学

が可能です。留学期間は

最長1年 間で、留学先が求

める資格を満たす必要が

あります。

購鶴轟摯難簿

夏体みに中国 。イギリス・

アメリカで、また蕃体みに

オーストラリアで約重ヶ月間

行われるIII修 です。全学部・

奎学科の学生が3・f象です。

大東文化大学では、キャンバスのある板橋置と

連携 し、糠橋商店街の振興を図る「 繭学連携

事業Jや 2電 世紀の地域社会の課題を共同でllT究

する「 地域デザインフォーラム」など、学生の

柔軟な発想や大学の専 F霧 性を逓かした多彩な

活動を展開してしヽます。

なかもヽ縦:輩簸鸞

中板橋商店衡に合つた商店街振興策を企画。
空き店舗l~商 店街驚主や小学生と交流できる
空間「なかいた環倉」堂」を整備し、そこを拠点
に活気ある繭腐衡づくりのための研究を行つて
しヽます。

議議奮ザインデr,‐・誉
=

板橋区の区政運営において緊急性の高け

テーマなとを区職員と共同研究。「政策評価

制度」「産業振興ビジョン」「住民参加の

促進」「コミュニティカレッジ」の4つの分科会
を設置し、それぞれのテーマに沿った研究l_

努めています。

懇ひ描く未来を握むたぬには、大学の4年 間で自分をしっかり懸くことが重要です。大東文イヒ大学では、

学生一人ひとりが向分骨興味苺関心を深めたり、資格取得を動指した
'ブ

、数費と専間を高めたりしながら

有意義に適ごせるよう、さまざまなキャリア支援を行って写ヽます。

‡驚菫移燿毒ヤ雫露賓機響難ヴ鬱嵐 |

各種カイダンス・セミナー・説明会なとを聞催し、

金学生のキャリア形成をバックアップしてけます。

■就職ガイダンス    キ公務員講座 `教職講座
■就職講演会      ,0タ ーン就職ガイダンス

■インターネット模擬試験  ■金融ガイダンス

●学内就職セミナー    ●マスコミ対策講座 他

「PttACE闇 麿NT ttAttUAL」

キャリアセンターでは、毎年、キャリアセンターの利用方法や就職の

流れ、面接や就職試験のノウハウなどを記した「PLACEMENT
MANUALJと いうバンフレットを学生全員に配布しています。

採択プ回グラムに関するお簡い合わせ先

‡摯摯,プン擁酵ッサ :鸞舞警 藤亨一ブレ|

ビジネスや就職に役立つ講座から教養。趣味を深め

られる講座まできまざまな講座を開講しています。

鐵板橋キャンパス(全 36講座)

芸術講座 (2講座)●
・議学講座 (2講座)●就職支援講座

(3講座 )・・ 資格受験封策講座 (23講座)他

議大東文化会館 (全34講 座 )

芸術講座 (6講 座 )・・ 語学講座 (9講 座 )●・資格受験

対策講座 (1講座)他

饉東松山キャンパス (全54講 座 )

歴史 ,考古学講座 (2講座)●芸術講座 (9講座)F議学

講座 (8講座)●資格受験対策講座 (23講 Fe~)他

鰊

“

呻
〒電75-3571東 京都板橋区高島平1-9-1

大東文化大学 学務課
TEL 03-5399-7333

大東文イヒ大学URL ttttp:/知 ww.datto ac iP/

国際関係学部 (東 松山キャンパス)

〒355‐ 850電 埼玉県東松山市場殿560
国際関係学部URL http1//wwtt daito ac ip/gakubuノ kokusaiノ

板橋キャンパス 東松山キャンパス

■
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