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2014年度卒業生の主な就職先

卒業までの流れ

日本や世界の未来と自らの将来を
切り開いていける場所

４年間の学び　Curriculum

学生からのメッセージ　Messages from students

担当教員

Global Competence: A Key Component for Career Success
 By studying International Relations and English as the international lingua 
franca in our department, you will gain global competence̶the knowledge, 
skills and awareness needed in the 21st century to communicate, cooperate, 
collaborate and coexist with people from other cultures and backgrounds. To do 
this, you will study the relationships among countries, governments, peoples, 
and organizations all around the world. You will learn about global issues from 
a variety of perspectives. International Relations draws from politics, history, 
geography economics, law, anthropology, sociology, psychology, philosophy, 
ethics, and geography to create a truly interdisciplinary experience. Careers 
paths in International Relations include government, domestic and international 
agencies, like the United Nations, business and law, journalism and education.

　国際関係学科は、外国語に加えて外国の政治・経済・文化などを学ぶことによって私たちの国を再認識し、世界と日本の関係について
の理解を深めていくことを目的に、1987年に設置されました。
　学科専攻語学として英語を学び、時事的な英語を中心に国際情勢や外国の政治・経済・文化を理解し、行動する国際人としての資質
を身につけられるようになっています。専門分野のカリキュラムは、英語を中心とする外国語とともに、法律・政治、経済・経営、社会・文化な
どの多様な専門領域を、広く学術的に研究できる科目編成をとっています。
　現在、国際社会は、既存の理念や価値観の大きな揺らぎに加えて、ヒ卜、モノ、力ネのグローバルな流動化に直面しています。こうした状況
に、学際的な知識と同時に、人間的叡知に裏付けられたバランス感覚に富む国際的視野をもって対処できる人材育成を目指しています。

国際情勢に関心をもつことで
情報の受信、発信ツールとしての英語を。
　私は高校生のときは人より英語が得意だ、というふうに自信を持っていましたが、この
大学に入って英語の授業を受けて、全く違ったな、と、出鼻を挫かれました。しかし、
それが刺激となり、英語を情報の受信、発信のツールとして使うことの必要性に気が
付きました。英語の能力が高いだけでなく、国際情勢に興味関心のある学生と一緒
に勉強することで、自分の目標を高く設定し努力し続けることができる環境がこの
学科にはあります。みなさんとキャンパスでお会いすることを楽しみにしています。

国際関係学科
INTERNATIONAL RELATIONS

国際関係学科准教授
Lori Zenuk-Nishide

求める学生像
英語を中心とする複数の
外国語を活用して国際
舞台で働きたい人1

平和、人権、社会経済発
展といった地球的課題に
積極的に取り組みたい人2

国際問題や文化摩擦など
に関わる専門家や研究者
を目指す人3

･IHI
･アシックス
･オリンパス
･塩野義製薬
･シスメックス
･テルモ

･東芝
･トヨタ紡織
･久光製薬
･ブリヂストン
･瀧定名古屋
･日立建機日本

･みずほフィナンシャルグループ
･三井住友銀行
･日本航空（JAL）
･アクセンチュア
･日本アイ・ビー・エム
･楽天

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、英語の運用能力と専門知識を修得します。

法律・政治、経済・経営、文化の各領域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 ロシア語、中国語、イスパニア語、フランス語、ドイツ語から1つを履修し、
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
日本語を介することなく英語を
理解し、運用する能力を養成しま
す。英作文では、概念を理論的に
構成し、一定の長さのエッセイが
書けるようになります。

Ⅱ階程
メディアに取り上げられる国際社会
の問題に目を向けながら英文を読み、
議論します。多種多様な表現を身に
つけ、スピーチやエッセイなど自己表
現に使えるようにします。英作文で
は、論文作成の技法・リサーチペー
パーの作成方法を学びます。

Ⅲ階程
各種の英語文献、メディアに取り
上げられるニュースを通して、世界
の問題をさまざまな角度から検討
し、議論、発表する能力の修得を
目指します。

Ⅳ階程
自身の意見を理路整然と構成
し、それを効果的に伝える総合的
な自己表現能力を養います。具体
的に、ディスカッション・プレゼン
テーション能力、交渉力、英語で
の論文作成能力の修得を目指し
ます。

時間割例（１年生前期）

1

2

3

4

5

Mon Tue Wed Thu Fri

学科基礎科目
国際政治史1

兼修語学Ⅰ
第2外国語（選択）

学科基礎科目
国際関係概論1

専攻語学
英語Ⅰ作文

兼修語学Ⅰ
第2外国語（選択）
全学共通科目
アメリカ地域論1

専攻語学
英語Ⅰ会話

全学共通科目
自然の認識1

専攻語学
英語Ⅰ講読②

専攻語学
英語Ⅰ講読①
学科基礎科目
比較文化論1

全学共通科目
日本文化論入門

学科コア科目
国際関係論「法政」1
学科基礎科目
国際経済関係史1

全学共通科目
日本と世界1

国際関係学科3年

目標設定と努力することが
自分を成長させてくれます。
　私はこの大学に入学してからの1年間で大きく成長した、とは決して思いませ
ん。高校とは全く異なり、大学での生活は自由度が極めて高いので、自分が何を
目指し、何をすべきか分からないままに1年を終えてしまったというのが率直な感想
です。そして今、私が痛感しているのは、目標設定の重要性です。どんなに小さな
ことでも、何かを成し遂げるために努力していくことが、自分を更に成長させていく
鍵になるのだと感じています。

この学科の魅力・先生方の印象は？
法律・政治、経済・経営、社会・文化などの多様な専門領域を履修することができるた
め、自分の研究テーマとしたいものを見つけるまでの選択肢が多いことがこの学科の
魅力だと思います。先生方は親切で、授業後にも質問に丁寧に答えてくださいます。
在学中にチャレンジしたいことは？
マルコム・グラッドウェルのようなプレゼンテーションができるようになること。

Q
A

Q
A

国際関係学科2年

この学科の魅力・先生方の印象は？
フレンドリーな方が多くて、学生との距離が近いという印象を受けました。また、
学生数が少ないので、個々の結びつきが強く、授業への参加度も高くなります。
神戸外大に入学してから一番印象に残っていることは？
英語を当たり前のように話す人が、当たり前のようにいることに驚きました。

Q
A

Q
A

My Dream 夢・目標～
英語でも日本語でも、ほかの人に情報や自分の意見をわ
かりやすく伝える能力を身につけることが今の目標です。
I will acquire both Japanese and English skills to 
give information and help others with their 
understanding.

My Dream 夢・目標～
海外で事業を行う企業に就職し、さまざまな国の人
たちと仕事をすること。
My goal is to work at an international 
company and do business in the global 
commuity.

･沖縄県庁
･神戸市役所
 など

学科コア科目と学科選択科目があり、法律・政治、経済・経営、
社会・文化などの専門領域を、広く研究します。3、4年次にはゼミに
所属し、卒業論文を執筆することが必修となっています。
※国際コミュニケーションコース選択可能（希望者選抜制。）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

学
科
専
門
科
目

原則として学科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。
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