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2014年度卒業生の主な就職先

卒業までの流れ

世界中で話されているイスパニア語を操る力をつけ、
これからの国際社会に船出する準備をする場所

４年間の学び　Curriculum

学生からのメッセージ　Messages from students

担当教員

新たな視点を手に入れよう
　新しい外国語を学ぶということは、単に世界の人 と々コミュニケーションが取れる
可能性だけではなく、言語の背後にある文化、社会、歴史を理解するツールを手に
することであり、さらに普段あたりまえに使っている母語やまわりの環境を相対的に
眺めるための新しい視点を獲得することも意味します。話者人口の多いイスパニア語

（スペイン語）であれば、多様な角度から自己を見つめるための視点を手に入れられる
でしょう。イスパニア語を学んでいく道程には新しい自分の発見があるはずです。そん
な“気づき”を大切にして、一緒に学んでいきましょう。

　イスパニア語（スペイン語）は、スペインだけでなく、中南米を含む全イスパニア文化圏を中心に、世界の20カ国の公用語
として用いられ、4億数千万もの人々が使っている極めて国際性の高い言語です。
　ネイティブの専任教員からシャワーのように浴びるイスパニア語。自分の主張をしっかりと持ち、それを自分の言葉で表現
することが求められる実践本位のカリキュラムを取り入れているため、イスパニア語をマスターすることが可能となっています。
　自らの夢と希望を持ち、自分の脚でしっかり踏みしめて毎日を送る学生は、学生時代に培った語学力とバイタリティを
生かして希望の企業に進んでいます。また研究者の道に進む学生もいます。国際舞台で情熱をもって主人公を演じる
人物、それは未来のあなたなのです。

興味を持ったらすぐ行動し、学ぶ。
そんな素晴らしい環境が神戸外大にあります。
　大学生活は毎日刺激的で、ものすごいスピードで過ぎていきます。「やりたい」

「やってみようかな」と少しでも思ったら行動に移してみることが大切です。さまざま
な経験を持った先生方や外大生と関わることで、自分のやりたいこともできることも
きっと増えると思います。いろんなことに興味を持ち行動し学ぶ、外大という素晴ら
しい環境で刺激的な大学生活を楽しんでください。

イスパニア学科
ESPAÑOL

イスパニア学科准教授
成田 瑞穂

求める学生像
スペインとラテンアメリカに
関心があり、さらには異文
化に関心がある人1

積極的に問題に取り組
み、粘り強く解決しようと
し、くじけない精 神力を
持っている人

2

旺盛な知的好奇心と積極
的な行動力を持っている
人3

･エア・ウォーター
･島津製作所
･宝酒造
･不二越
･モロゾフ
･リーガルコーポレーション
･伊藤忠ケミカルフロンティア

･福井銀行
･みずほフィナンシャルグループ
･三井住友銀行
･近鉄エクスプレス
･JALスカイ
･郵船ロジスティクス
･朝日広告社

･時事通信社
･電通沖縄
･日本アイ・ビー・エム・サービス
･JTB西日本
･シャングリ・ラホテル東京
･阪急交通社
 など

１年次

学科専攻語学

学科基礎科目

2年次 3年次 4年次

Ⅰ階程からⅣ階程まで定められた段階に沿って、イスパニア語の運用能力と専門知識を修得します。

イスパニア語圏の社会・文化・文学・言語に関する基礎知識を修得します。

全学共通科目 専門科目を学ぶための基礎となる知識を修得します。

兼修語学 英語を履修し、言語運用の幅を広げます。

自由選択語学 イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、インドネシア語、朝鮮語などを学ぶことができます。

Ⅰ階程
基本的な文法事項および正確な
発音を修得し、さらにテキストの
講読や会話・作文練習を通して
言語運用の基礎を築きます。

Ⅱ階程
より高度な文法事項を修得する
とともに、会話、作文、講読を通して
正確に情報を発信・受信する力を
育成し、また言語の理解に不可
欠な文化的背景を学びます。

Ⅲ階程
さらなる言語運用能力の向上を
目指すとともに、時事問題なども
取り上げながら、より幅広い分野
での言語の理解に努めます。

Ⅳ階程
Ⅲ階程に続き、歴史的、文化的な
背景知識に基づいて情報を理解
するとともに自らの見解を効果的
に発信するための能力を身につけ
ていきます。

時間割例（１年生前期）

1

2

3

4

5

Mon Tue Wed Thu Fri

専攻語学
イスパニア語Ⅰ①

兼修語学Ⅰ
英語（講読）
学科基礎
ラテンアメリカ文学史1

専攻語学
イスパニア語Ⅰ③

兼修語学Ⅰ
英語（作文会話）

専攻語学
イスパニア語Ⅰ⑤

専攻語学
イスパニア語Ⅰ②

専攻語学
イスパニア語Ⅰ④

専攻語学
イスパニア語Ⅰ⑥
学科基礎科目
イスパニアの社会

全学共通科目
文化人類学1

学科基礎科目
中南米の社会1

全学共通科目
現代の法
全学共通科目
社会学

全学共通科目
臨床心理学入門1

イスパニア学科3年

Mi sueño 夢・目標～
将来の家族と世界中を旅したいです。
Quiero viajar por todo el mundo con mi familia 
futura.

スペイン語を学ぶことで自分の世界が広がり、
国際人への一歩に。
　「どうしてスペイン語を専攻に選んだか」とよく聞かれます。私は英語以外の言語
にも興味があったからてすが、周りには、スペイン文化が魅力的だからや、サッカーが
好きだからという理由の人もいます。その理由はさまざまですが、世界で四番目に
話されているスペイン語を学ぶことは、自分の世界が一気に開き、新たな視点を
持つインターナショナルな人材への確実な一歩となります。素晴らしい先生方の
もとで、スペイン語を学び、新たな自分を見つけませんか？この学科を選んだ理由は？

きっかけは、“英語とスペイン語ができれば世界で働けるよ”という中学時代の
先生の言葉でした。昔から日本だけでなく、世界中で働けるようになりたいと
思っていたので、英語とスペイン語が両方学べる学科を選びました。
神戸外大ならではの自慢を教えてください。
常に賑わう食堂や図書館です。外大は勉強熱心な学生が多く、また学生同士の
つながりも強いです。個人で勉強するだけでなく、ディスカッションをしたり、プレゼ
ンテーションの練習などをしたりして互いに学び合っている学生が多いです。

Q
A

Q
A

イスパニア学科2年

Mi sueño 夢・目標～
日本語を外国の人に教えて、日本にもっと興味を
持ってもらいたいです。
Quiero enseñar japonés a muchos extranjeros para 
que se interesen más en Japón.

この学科を選んだ理由は？
英語以外の言語にも興味があり、スペイン語は話者数が非常に多いことから。
この学科の魅力、先生方の印象は？
スペイン語圏の文化や歴史も学べ、先生方はどなたも質問に行くと歓迎して
いただけるところ。

Q
A
Q
A

コ
ー
ス
科
目

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

語学文学コース

コース 法経商コース
総合文化コース
国際コミュニケーションコース

イスパニア学科派遣留学実績（2014年度）

サラマンカ大学 2名
アルカラ大学 3名
オルテガ・イ・ガセット国際教育センター 1名
サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 2名
ラ・リオハ大学 8名
その他 1名
 合計17名

各コースの教員が主催するゼミに所属し教員のもとで専門分野を
学んでいきます。

４つのコース（語学文学、法経商、総合文化、国際コミュニケーショ
ン）の中から１つを選択し、各コースで設けられている専門科目を
履修します。※国際コミュニケーションコースは希望者選択制。
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