
「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　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）

准教授　藤井隆雄
（統計学 経済学）

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）

准教授　山口　智
（憲法 行政法）
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人の信頼を勝ち取る人物になること。
To be a person who wins people’s trust.夢・目標～

My Dream 自分も相手も周りもハッピーになることをする。
To do what makes me, the other, and the society happy.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）

教　授　中沢葉子
（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）

准教授　福江　翼
（宇宙物理学 宇宙生物学）

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　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。

コース科目担当教員●

コース科目担当教員●

思考を劈く
　激動する現代社会で「いかに
生きるか」を確かなものとするた
めには、自らや社会に向き合う

「思考」が非常に重要です。ヒナ
が自力で殻を破る「劈く」とは、そ
のような力強さが表現されてい
ます。このコースでは、語学だけ
でなく強度ある深い思考ができ
るプログラムが用意されていま
す。人文、社会、自然科学が網
羅されていますので、皆さんの
希望する学問的アプローチを模
索し、既成のディシプリンを脱構築する場としてください。そし
て日本だけでなく、世界について各自の論が展開できることを
期待したいと思います。

総合文化コース教授　竹谷 和之

世界とのつながりを自覚し、自分の立ち位置を
確認。
　政治や経済と密接なかかわりのあるスポーツを通し
て、初めて見えてくる世界。２年生のときに1年間受け
た竹谷先生の講義に、自分がいかに今まで限定的な
視点で物事を見てきたのかということに気づかされま
した。世界とのつながりを自覚することは、今の自分の
立ち位置やこれからの在り方を確認することでもある
と思います。求めればそれに全力で応えてくださる先
生方のいる外大は、とても良い学びの環境であると思
います。

国際関係学科3年
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このコース（ゼミ）ならではの自慢を教えてください。
先生との距離が近く、講義の場を離れた何気ない会話からも学ぶものがたくさんあります ！
在学中にチャレンジしたいことは？
国内外を問わず、いろいろな場所に行く。

社会問題の本質を見極めよ
う
　急速なグローバル化、IT化、高齢
化の進展などにより私たちの住む
社会は大きく変化しつつあり、これ
までと違った多くの社会問題が起
こっています。社会問題を良い悪
いで議論するのも大切ですが、そ
れ以上になぜそのような問題が生
じたかを理解しなければ、正しい解
決策を見つけるのは困難ですし、
何よりもそのような社会で生きていく
個々人の指針にはなりえません。

　神戸市外国語大学は、数多くの法学、経済学、商学を専門とす
る教員が在籍しています。幅広い分野の授業・ゼミで多様な視点
から社会に対する洞察を深め、今後さらに大きく変化するであろう
世界の中で、どうやって生きていくのかを、一人ひとりが真剣に考え
てほしいと願っています。

法経商コース准教授　友田 康信

語学「以外」の強みも。
　最近は英語が話せてもマイナスにはならない、けれ
ど大きくはプラスにもならない時代。そんな中、外大生
が他人と自分を差別化するには語学「+α」となる何か
が必要です。法経商コースでは政治、経済、ビジネス
実務といった実社会に出る上での知識や能力の基
礎を身に付けることができます。語学のプロフェッショ
ナルを目指して本校への入学を考えておられる高校
生のみなさん、法経商コースで語学「以外」の強みも
身に付けませんか？
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このコース（ゼミ）で一番印象に残っていることは？
経済学ゼミ合同発表。他のゼミ生の研究発表を見ることで競争心が刺激されました。
専門領域（研究テーマは）は？
日本的雇用慣行と解雇規制緩和政策。

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。

ひら

ひら

英米学科4年

法経商コース 総合文化コース


