
「法学分野」
全学共通科目では、「現代の法」を修得した
上で、各自の興味に応じて「憲法」や「民法」
を学び、その理解を前提として公共制度に関
わる「行政法」、あるいは商取引に関わる「商
法」や「国際取引法」の学習に進むことができ
ます。

法学 Law

「経済学分野」
全学共通科目（「ミクロ経済学」・「マクロ経済
学」等）の知識に基づいて、経済動向を理解
するのに不可欠な「産業組織の経済学」「マ
クロ経済政策」等が配置されています。

経済学 Economics

「商学分野」
企業活動の理解に不可欠な基礎を全学共通
科目の「経営入門」と「会計入門」で学び、グ
ローバルに展開する企業の経営戦略を「経営
学」、企業会計原則を「会計学」、輸出入取引
の理解を「国際商務論」、「商業英語」等の科
目で修得するとともに、外国語を手段として企
業活動をグローバルに理解し、活躍できる人
材を育成します。

商学 Business

准教授　山口　智
（憲法 行政法）

准教授　友田康信
（マクロ経済学 マクロ経済政策）

准教授　中嶋圭介
（国際ビジネス）

准教授　森谷文利
（経営入門 経営学）

講　師　石椛義和
（会計入門 会計学）

教　授　栗山　修
（商法）

教　授　植田　淳
（英米法 国際取引法）

教　授　田中　悟
（ミクロ経済学 産業組織の経済学）

教　授　中村嘉孝
（商業英語 国際商務論）

社会人として国際的に活躍するために
は、社会がどのような仕組みで動いて
いるのかを理解することが重要です。法
経商コースでは、このような理解を深める
上で必要となる社会科学に関する知識を
体系的に修得するために、次のようなカリ
キュラムを編成しています。
① 1～2年生では、全学共通科目（社会科学領域）に配
置された基礎科目の履修を通じて社会科学の思考方
法を学び、深い専門性を獲得する上で基礎となる知識
を養います。

② 3～4年生では、全学共通科目において修得した基礎
知識を土台に、法経商コース科目の履修を通じて、法
学・経済学・商学の各分野における理論的・実践的な
知識を養います。

③ 学生は、自らの問題意識に基づいて社会科学の各分
野を多様な形態で学ぶことを要求されます。ゼミナール
では、この「学び」の集大成として、自分の力で社会現
象を分析する能力を磨き、広い国際的視野に立って活
躍しうる人材の養成を図ります。
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法経商コース

食の輸出を通して、日本の食文化を世界に広めること。
To transmit Japanese food culture to the world as a 
skilled food exporter.

夢・目標～
My Dream

「日本語学」
日本語がどのような仕組み（音声や文法など）
でどのような多様性（地域的多様性など）を持
つかなど、日本語の特徴を明らかにすることを
目指しています。

「日本文化」
決まりきったイメージが強い日本「文化」につ
いて、時間軸や他地域との交流などさまざまな
要素の中での変化に注目します。

「アジア言語文化」
シルクロードから東南アジア大陸部までの地
域に住む諸民族の多様な言語と文化、歴史
について専門的な理解を目指しています。

日本・アジア Japan/Asia

本学では、兼修語学として、フランス語、ドイツ
語の講義も提供されています。総合文化コー
スのヨーロッパ・アメリカセクションでは、1、2年
次に身に着けた外国語の知識をもとに、欧米
の社会や文化の歴史や現状を、より深く学ぶ
ための幅広い内容の講義を提供しています。
ゼミでは、イギリス、フランス、ドイツ、ラテンアメ
リカなどの地域研究、文学・歴史のほか、ヨー
ロッパ文化の神髄である古典語や哲学など、
ヨーロッパやアメリカに対する関心をより深め
るための多様なプログラムが用意されています。

ヨーロッパ・アメリカEurope/America

「環境と人間」
私たちを取り巻く自然・社会環境や、その環境
の中で人間がどのように生きているか、生きて
いくことが出来るかという関係性を考え、学習
します。現代ではまさにその必要性が指摘され
ています。
具体的には、教育学、心理学、児童英語教育
論、情報学、自然科学、スポーツ文化論などの
授業を通じて見識ある現代人の育成を目指し
ています。

環境と人間 Humans and the Environment

教　授　山之内克子
（ドイツ語 中欧文化史）

准教授　中沢葉子（並河葉子）
（ヨーロッパ地域論 英語圏の文化と社会）

准教授　E .Franz
（ドイツ語 ヨーロッパ文化論）

准教授　芝田幸一郎
（中南米文化史 アメリカ地域論）

総合文化コース（環境と人間）
教　授　竹谷和之

（スポーツ方法 スポーツ文化論
  スポーツ文化論演習）

教　授　横田玲子
（児童英語教育 総合演習）

教　授　芝　勝徳
（情報科学概論）

准教授　杉山精一
（教育原理 教育哲学 人間形成論）

准教授　岡本義裕
（教育課程論 教育方法論）

准教授　田村美恵
（社会心理学入門 社会心理学演習
  人間関係論）

准教授　金沢　晃
（臨床心理学）

総合文化コース（日本・アジア）
教　授　益岡隆志

（日本語学概論 日本語学研究）

教　授　武内紹人
（言語学 アジア言語文化）

教　授　中井幸比古
（日本語の音声 日本語学研究）

教　授　福田嘉一郎
（日本語の文法 日本語学研究）

准教授　馬渕美帆
（日本文化論 日本文化論入門 日本史）

准教授　林　範彦
（言語学 言語学入門）

講　師　山本昭宏
（日本文化論 社会学）

総合文化コース（ヨーロッパ・アメリカ）
教　授　大西英文

（古典語 西洋古典学）

教　授　田中敏彦
（フランス語 比較社会論入門）

教　授　武内旬子
（フランス語 フランス文化論）

教　授　指　昭博
（歴史学入門 西洋史研究）

日本・アジア・ヨーロッパ・アメリカなど、世界のさまざま
な地域の文化と社会を対象としています。自分独自
のアプローチで学習プランを選択できます。
　総合文化コースで扱うのは、日本・アジア・ヨーロッパ・アメリカなど
世界のさまざまな地域の文化と社会を対象とした多様な学問領域です。
それとともに、地域に限定されない、社会に普遍的な現象や人間と環境
の関わり合いを論じるような研究も扱います。
　コースが提供する科目は多彩です。学生のみなさんは、関心のある地
域について、さまざまなアプローチから科目を選んで履修することも、地
域を問わずに、特定の学問方法にしたがって科目を選ぶこともできます。
　好きな素材を選び出して、自分だけのオリジナル・レシピとしての学習
プランを作り上げてください。

総合文化コース

コース科目担当教員●

コース科目担当教員●

第二外国語であるドイツ語をマスターすること。
Ich hoffe, irgendwann fließend Deutsch sprechen zu können.

夢・目標～Mein Lebenstraum

外国について、日本について、より
深く学ぶために
　インテンシヴな語学教育と、国際的な
学問知識の習得は、神戸外大の大きな
魅力のひとつだと思います。○○さんの
ように、複数の留学プログラムに参加し
て、積極的に海外で学ぶ学生が多い
のも本学の特徴ですが、単なる語学力
だけでなく、外国や日本の文化・歴史・
社会に関する知識は、みなさんの海外
での「学び」をさらに充実したものにす
るための、貴重なベースとなるでしょう。
総合文化コースは、日本、アジア、ヨー
ロッパ地域に関する諸学のほか、さまざ
まな人文・社会科学系の講義を通じて、
学生のみなさんのより深い「学び」をサ
ポートします。

総合文化コース教授　山之内 克子

毎回新しい疑問と発見に出会える素敵なゼミです。
　春休みに参加したウィーンへの短期留学で、短い期間ながらもヨーロッパ
の歴史、社会、文化の様 な々面に触れました。自分が見て、触れて、食べたも
の、それらを紐解いていけば、不思議なことによく知る有名人、よく知る出来
事、時には日本と結びつくことも。歴史や社会、文化、そして今の私たちは決
してばらばらではありません。総合文化コースの授業の領域はとても多彩
で、色 な々面から、そんな結びつきを発見することが出来ます。

英米学科3年

Q

Q
A

A

このコース（ゼミ）を選んだ理由は？
第二外国語でドイツ語を学習していて、ドイツ語圏の歴史や文化に興味が
あったため。
専門領域（研究テーマ）は？
ドイツ語圏の歴史について。

社会問題の構造
　深刻な社会問題を目の当たりにした時、
我々は犯人を見つけ非難したくなります。例
えば温暖化問題ではＣＯ₂を排出している企
業を非難したくなります。しかし、非難したと
ころで、競争に追われ、温暖化に十分な対
策をとれない企業の状況が変わるわけでは
ありません。つまり、建設的に物事を考える
ためには、その問題を引き起こす社会構造
に目を凝らす必要があると私は思います。
　神戸外大では他の外国語大学と異なり
多くの法学・経済学・商学を専門とする先生
が在籍しています。幅広い分野の授業・ゼミ
で多様な視点を学び、こうした社会問題の
構造を論理的に考えられるようになれば、社
会で活躍する上で大きな意味があると考え
ています。

法経商コース准教授　森谷 文利

論理的に考え、話す力が自然に身に付きます。
　『Q：じゃんけんに必勝法はありますか？A：ありません。しかし、勝つ確率を
最大に高めることならできます。』
　森谷先生のゼミで学ぶ「ゲーム理論」では、じゃんけんから企業間の競争
まで、あらゆる“駆け引き”を分析し、相手の未来の行動まで予測します。要
求されるのは「論理力」。プレゼン、討論、質疑応答を通して自然と論理的に
考え、話す力が身に付きます。面白い先生と仲間たちとともに、楽しく、しっか
りと学べる環境が自慢です。

国際関係学科4年

Q

Q
A

A

このコース（ゼミ）の魅力・先生方の印象は？
学生との距離が近いです。ただ教えるのではなく学生と一緒に考え、楽しんで
いる印象です。
専門領域（研究テーマ）は？
ゲーム理論です。


