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2014年度卒業生の主な就職先

卒業までの流れ

学部同様の充実したカリキュラムで
高度な英語を探求

４年間の学び　Curriculum

学生からのメッセージ　Messages from students

担当教員

　第2部英米学科は、主として夜間（17時50分～21時）の授業を受講しますが、教授陣と授業内容そして目標
については学部（昼間）の英米学科とほぼ同様となっています。勤労学生や社会人も学んでいるので、さまざま
な視点から論議がなされ活発な授業が行われています。コース制として3つのコースから選択し、それぞれの
学問研究分野についての専門知識を身につけることになります。また授業時間数の制約を緩和するため、昼間の
授業を一定の単位数履修することができます。
　在学期間中に勉学条件を変更した場合などは、学部英米学科への転部制度が利用できます（転部試験
有）。また、大学教育を希望する社会人を対象に、一般入試とは別に社会人のための特別選抜を行っています。

海外に興味をもつことで、
広い視点から日本と海外について学べます。
　小さい頃から海外に興味があり、洋楽や海外ドラマが好きでした。周りにはそう
いう人がいなかったため、海外のことについて話したいのに話せなくてもどかしさを
感じていました。神戸外大に来てからは、そういう話がたくさんでき、その上授業で
よく海外の情勢について勉強するので、そのことについて話したり、日本は海外
からどういう風に見られているのかと広い視点から考えたりして、とても充実した
日々 を過ごしてます。

第2部英米学科
ENGLISH （EVENING COURSE）

英米学科 准教授
松永 京子

求める学生像
英語圏を含め、さまざまな
言語・文学・文化・社会に
対する興味を抱いている人1

相手の考えを正確に理解
し、自分の考えを的確に伝
える努力を、日本語でも英
語でもできる人

2

勤労と学業を両立させる
強い意思を持っている人3

･神戸屋
･住江織物
･三五
･ダイフク
･大和冷機工業
･ディーエイチシー
･ニトリ

･LIXILビバ
･中国銀行
･三井住友海上火災保険
･上組
･JALスカイ大阪
･西濃運輸
･日本航空（JAL）

･インテリジェンス
･エイチ・アイ・エス
･京阪アーバンシステムズ
･ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
･名鉄観光サービス
･神戸市役所
 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、英語の運用能力と専門知識を修得します。

英語圏の社会・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 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
講読、作文、発音、文法の各クラ
スを通して、英文の基本的な構造
を理解し、応用するための英語力
を養成します。また、英英辞典の
活用法など、英語を専門として
学ぶための基本的な方法を学び
ます。

Ⅱ階程
Ⅰ階程で学んだ基礎を発展させ、
多種多彩な英語表現を適切に
理解するとともに、さまざまな場面
において、英語で情報発信できる
能力を養成します。

Ⅲ階程
英語を専門として扱うために必要
な知識を養成します。具体的には
本格的な英米文学作品や英語
による研究書を理解し、英語を
用いて専門的な議論を行う能力
を養成します。

Ⅳ階程
Ⅲ階程に続き、専門としての英語
運用能力を習得することを目的と
しています。高度に専門的な内容
に基づき、英語での論文作成を
可能にする発信能力を身につけ
ます。

時間割例（１年生前期）

6

7

Mon Tue Wed Thu Fri

専攻語学英語Ⅰ
講読①

専攻語学
英語Ⅰ文法

全学共通科目
社会心理学
入門1

学科基礎科目
米文学史1

専攻語学
英語Ⅰ作文

兼修語学Ⅰ
第2外国語

（選択）

専攻語学
英語Ⅰ会話

全学共通科目
現代の政治

兼修語学Ⅰ
第2外国語

（選択）

専攻語学
英語Ⅰ講読②

第2部英米学科3年

「英語」を学ぶだけではなく、
「英語とは何か」を学ぶことができます。
　確かな英語力を備えた英語教員になりたいと思い、第2部英米学科に入学しま
した。アットホームな雰囲気の中で学生も先生も熱心に授業に臨んでいて、とても
いい環境だと思います。神戸外大の授業ではＴＯＥＩＣの点数を上げるために
英単語を覚えたりはしません。そうではなく「英語とはなんぞや」を学ぶことができる
学科です。また、さまざまな世代の学生が在籍しているので、他の学科では得られ
ない刺激を受けることができます。

英米学科3年

神戸外大で得たものはなんですか。
国籍年齢性別を問わない人 と々の交流から得た社会性です。
専門領域は？
英語学・英語研究コースを選びました。スピーチ・コミュニケーションの理論研
究と分析を行いたいです。

Q
A
Q
A

My Dream 夢・目標～
日本と両親の母国であるベトナムをつなげる懸け橋
になりたい。
I want to be a person who will act as a mediator 
between Japan and my country Vietnam.

My Dream 夢・目標～
私の夢は日本の今の英語教育に一石を投じること
ができるような英語教員になることです。
My dream is to be an influential teacher who 
can make significant changes to the Japanese 
English educational system.

神戸外大で得たものはなんですか。
自分と同じく、海外に興味がある友だちや目標をもった友だちと会えたこと。
在学中にチャレンジしたいことは？
ベトナムに留学して完璧にベトナム語をマスターする。

Q
A
Q
A

英米学科（9ページ）を参照してください。

コ
ー
ス
科
目

3つのコース（英語学・英語研究、英語圏文化文学、法商経）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。※法商経コース
については23ページ、その他のコースについては7ページをご覧ください。

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

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。

英語学・英語研究コース
コース 英語圏文化文学コース

法経商コース

（第2部英米学科入学後
 英米学科へ転部）

「世界は私たちの世界観よりも広い」
　私たちは「世界」をどれだけ知っているでしょうか？ 私の専門はアメリカ文化・文学
ですが、アメリカについて学べば学ぶほど、自分の知らない「世界」があることを痛感し
ます。しかし、アメリカ文化や文学を通して人種、ジェンダー、セクシュアリティー、階級と
いった社会問題を学ぶことで、私の「世界観」は確実に広がりました。
　「世界は私たちの世界観よりも広い」（ The universe is wider than our views of 
it”）。この言葉は、アメリカの作家であり思想家のヘンリー・デイヴィッド・ソローの名著

『ウォールデン 森の生活』からの引用です。私たちが知っている「世界」は、「世界」に
おける無数の事柄や可能性のほんの一部にしかすぎません。けれども、自分の限界や
偏見に挑戦することで、「世界観」を広げることは可能です。外大という無数の可能性
の一つのなかで、「世界」の「広さ」を感じてみませんか？

”
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