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スペイン語の優れた運用能力を持ち、多様な異文化に対応できる力を備えることを目指します。
　イスパニア学科「語学文学コース」は、スペイン語圏の言語・文化・文学を多様な角度から学び、その知識をさらに広げることを目的としています。この言語の背景には実にさまざまな文化があり、
文学においても伝統あるスペイン文学から幻想的なラテンアメリカ文学まで奥行きの深い言葉の世界を見ることができます。
　このコースは、「専攻イスパニア語」や「学科基礎科目」で身につけたスペイン語や基礎的な知識をさらに専門的に学習できるばかりではなく、その力を生かして幅広いスペイン語圏の文化・文学
について学ぶことができます。
　少人数制の演習科目、ゼミナールなどを開講し、学生諸君のさまざまなニーズに対応しています。

イスパニア学科

などの科目を履修し、「ことばの科学」、「ことばの芸術」、「ことばの背後の文化」について研究します。

科目紹介

人間言語：統語論、意味論、習得
　私たち人間は、あらゆる言語を習得することができ
ます。なぜなら、人間には生まれたときから言語習得
のメカニズムが備わっているからです。
このメカニズムは周囲の言語情報によって活性化さ
れ、私たちの頭の中に独自の文法を作り出します。私
たちの頭脳はとても精巧なコンピュータのようにその
言語情報を無意識に分析し、その構造が見せてく
れるデータを自分のものとして取り入れるのです。世
界中の数ある言語は、人類が共通に持つ言語（普
遍言語）が作り出すいくつものサンプルでもあります。
このゼミでは、あらゆる言語の共通の特徴や言語習
得を可能にする能力に関する理論を研究します。第
二言語習得のプロセスを分析し、その脳の働きと
いう、深い神秘への答えを探していきましょう。

イスパニア学科教授　M. Sanz

ひとりひとりが意欲的に取り組むゼミです。
　サンス先生の扱う外国語の習得法や教授法
に興味があり、このゼミに入りました。このゼミの
魅力はなんといっても、スペイン語に触れる機会
が多いことです。ネイティブ先生の下スペイン語
で講義を聞き、スペイン語で会話する機会も多い
ので、スペイン語にどっぷりつかることができま
す。興味のある内容についてひとりひとりが意欲
的に取り組んでいる、素敵なゼミだと思います。

「ロシア文学特殊講義」
ロシアの文学や精神活動の問題が扱われます。

「ロシア語学特殊講義」
現代ロシア語の構造、ロシア語の歴史、古教会
スラヴ語などがテーマとなります。

ロシア学科教授　岡本 崇男

ロシア学科4年

「ロシア文化特殊講義」
ロシアの文化と文学の歴史や日露交流史が主題となります。

「ロシア語学演習」、「ロシア文学研究演習」
ロシア語やロシア文学に関する概説書や論文を読み、専門的
な議論の方法を学びます。

イスパニア学科4年

このコースで一番印象に残って
いることは？
先生から日本語の質問を受けること
もあり、一緒に勉強している感じが
して楽しいです。
専門領域は？
子どものバイリンガリズムについて
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Mi sueño
夢・目標～

日本でもっとたくさんの人にスペ
インや中南米の国々の魅力を
伝えたいです。
Quiero transmitir el encanto 
de España y de los países 
latinoamericanos a mucha 
gente en Japón.

「イスパニア文学特殊講義」　「ラテンアメリカ文学特殊講義」
「イスパニア語学特殊講義」　「イスパニア文化特殊講義」
「ラテンアメリカ文化特殊講義」

少人数教育を原則とし、ロシア語学、ロシア文学、ロシア文化を理解する。
　ロシア学科「語学文学コース」は、ロシアの言語、文学、文化を専門的に研究することによって、日本やその他の文化圏との比較においてロシアの文化風土の特殊性と共通性を明確に認識し、
ロシアに対する理解を深めることを目指しています。
　少人数教育を原則として、ロシア語学、ロシア文学、ロシア文化を理解するための基本概念を紹介し、丁寧に解説します。そして、知識を吸収するだけでなく、受講生が自ら問題を提起し、それに
ついて議論する機会を持ちます。

ロシア学科

科目紹介

ロシア語の豊かな個性を探すことができます。
　当ゼミでは専攻の授業で学んだロシア語の側面を、
各自のアプローチで研究できます。論文や外国語との
比較対照などを通じて言語そのものの内部を究明して
いきます。個別言語それぞれには個性があって、知れ
ば知るほど面白さを感じられるようになります。時にはど
うしても腑に落ちなかったり、思うようにいかなかったりし
ますが、そのようなところも含めてロシア語の個性はとて
も豊かです。このゼミで、その個性を探してみませんか。

受動的な学習から能動的な研究へ
　ロシア語の文法を一通り学習して、ある程度
の語彙を身に付ければ、ロシア語で読み書きし、
会話を楽しめるようになるでしょう。しかし、ロシア
語を専攻として選んだからには、この言語をもっと
深く理解する態度を身につけて欲しいもので
す。ロシア語をめぐるさまざまな言語現象にかん
する専門家の見解を検討しながら、自分なりに
考察することで、ロシア語の理解が深まるはず
です。また、文学作品の芸術性に目を開かれる
かもしれません。

このコースで一番印象に残っていることは？
人それぞれ疑問の持ち方や研究のアプローチ
の仕方が違っていて、学ぶことが多いところ。
このコースならではの自慢を教えてください。
皆それぞれアプローチは違えど、ロシ
ア語をもっと知りたいという雰囲気で
いっぱいです。
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Моя мечта
夢・目標～

ロシアやロシア語と密接に関
わっていけるような仕事がしたい
と思っています。
Хотелось бы устроиться на 
работу, тесно связанную с 
Россией и русским языком.

中国の教養人との感情の深い面における交流を可能にし、中国や中国語、中国文学を世界的視点からとらえることを目指します。
　中国学科「語学文学コース」は、中国語の基礎知識を「ことばの科学」、「ことばの芸術」の方向に発展させたい学生のために用意されています。「ことばの科学」とは、中国語の体系や他の
言語との関係などを客観的にとらえようとする分野です。「ことばの芸術」とは、小説・戯曲・詩文を指しますが、珠玉の名作を原文で鑑賞しつつ、中国語の言語感覚に磨きをかけていきます。
　このコースには、中国語学と中国文学、そして中国の文化人類学、社会学に関する科目が開講され、少人数制の演習科目やゼミが開設されています。

中国学科

中国の八大方言の一つに数えられている広東語（粤語）の音韻・文法・語彙についての基礎的な知識を修得し
つつ、香港を中心とした広東語と普通話・英語などの「双語」=バイリンガルの言語文化について理解を深めます。

科目紹介

ようこそ中国語のワンダーランドへ
　日本と中国はいわゆる「一衣帯水（帯一枚の
幅で隣り合う）」の隣国で、共に漢字文化圏に
属しており、古くから両国の言語と文化は、糸が
複雑に絡まりあうように関連しあっている。しかし
ながら一方で、日本語と中国語は異なる類型の
言語でもある。言語の類型の形成と文化、そして、
言語使用者の認知的特徴は密接に相関して
おり、その意味においては、言語を学ぶことは文化
を学ぶことであり、一つの言語の文法のメカニズ
ムを理解することは、その言語使用者の認知の
神秘を探求することに他ならない。中国語は濃厚
な文化的彩りと厚い文化的蓄積を持つ言語と
して、豊富な人文科学的教養と文化的情報を
継承している。このクラスは受講生を彩り豊かな
中国語のワンダーランドへと導くものである。

中国学科教授　任鹰

学ぶことに楽しみを感じられるコースです。
　このコースでは、語学だけでなく政治、文学、
歴史など専門的な授業を多く受講することがで
きます。語学力をつけるとともに、中国語をツール
としてさまざまな角度から中国を見て、中国という
国を深く知れる外国語大学ならではの特色ある
コースです。同じコースで学ぶ学生たちと意識
を高め合いながら学習することで、より一層中国
に興味を持つようになり、中国学科で学ぶことに
大きな楽しみを感じることができるようになります。

「英米文学・文化研究入門」
英米文学・文化の分野でゼミを開講する教員全員がそれぞれ専門
とする学問領域のポイン卜と魅力をリレー形式で語る入門講義です。
「英米文化研究演習」
映画や音楽などの表象文化から人々の生活や意識を支える
歴史文化まで、英米社会における文化の意義を考えるための
基本的な問題設定や方法を学びます。

英米学科教授　西川 健誠

英米学科3年

「音韻論・形態論講義」ほか
英語のさまざまな側面（音、文の構造、意味、談話
など）に焦点を当てて、英語の特徴や仕組みが言
語学的にどのように説明されるのかを解説します。

「英語学研究演習」、「メディア英語演習」ほか
英語教育・通訳など、応用的な分野に関する科目
も設置されています。

中国学科4年

このコースの魅力・先生方の印象は？
先生が学生の学習内容をしっかりと
把握されており、内容の濃い授業を
受けられる。
在学中にチャレンジしたいことは？
中国でのインターンシップに参加し、
留学とは違った環境で中国を見たい。
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未来的目标
夢・目標～

大学で学んだことを教員になり
伝える立場になりたい。
当老师教汉语

「中国語学特殊講義（広東語等）」

高度な英語力と真の国際人にふさわしい専門的知識を兼ね備えた「英語のプロ」を育成します。
　英米学科「語学文学コース」は、英語圏の言語・文化・文学を多様な側面から掘り下げて学び、高度な英語力と真の国際人にふさわしい専門的知識を兼ね備えた「英語のプロ」を育成します。
　体得した知識を英語使用の場に応用する力を養う「語学コース」、そして、歴史や文学、社会など、英語圏の文化の諸相を「ことば」という表現手段を軸に包括的に深く掘り下げて学ぶ「文学
コース」があり、国際的な場において、英語を使った専門職で活躍できる人材の育成を目指します。

英米学科

科目紹介

英米詩に魅力を感じて。
　詩は小説に比べて圧倒的に読む量が少ない
ですが、その分理解するのは少し難しく感じら
れるかもしれません。しかし、短い中で効果的な
言葉を用い、伝えたいことをあらゆる技法を使っ
て表現するという点に私は非常に魅力を感じま
した。皆さんも神戸市外国語大学で英米詩の
世界への扉を開けてみましょう。

「行動」の前提としての「思索」のために
　大学生になりたての頃の私の夢は外交官
だったのですが、大学で受けた授業が一つの
きっかけになり、文学、それも詩を専門的に勉強
することになりました。文学作品はいわゆる「実
用」からは遠く思えるかもしれませんが、作家が
その感情・思考を形あるものに仕上げた成果で
あるだけに、深く感じ考えながら人生を歩む上
でのこよなき杖となり得ます。本学の目指す「行動
する国際人」になる前提としての「思索」の世界
に、あなたも入ってみませんか。

このコースで一番印象に残って
いることは？
ソネット仕立てになっている『ロミオと
ジュリエット』の2人の出会いの場面
を読んだこと。
在学中にチャレンジしたいことは？
図書館に置いてある英詩の本を
読破していくこと！
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My Dream
夢・目標～

航空会社で働くこと。
To work for an airline.

ゼミナール/語学文学コース
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言語との関係などを客観的にとらえようとする分野です。「ことばの芸術」とは、小説・戯曲・詩文を指しますが、珠玉の名作を原文で鑑賞しつつ、中国語の言語感覚に磨きをかけていきます。
　このコースには、中国語学と中国文学、そして中国の文化人類学、社会学に関する科目が開講され、少人数制の演習科目やゼミが開設されています。

中国学科

中国の八大方言の一つに数えられている広東語（粤語）の音韻・文法・語彙についての基礎的な知識を修得し
つつ、香港を中心とした広東語と普通話・英語などの「双語」=バイリンガルの言語文化について理解を深めます。

科目紹介

ようこそ中国語のワンダーランドへ
　日本と中国はいわゆる「一衣帯水（帯一枚の
幅で隣り合う）」の隣国で、共に漢字文化圏に
属しており、古くから両国の言語と文化は、糸が
複雑に絡まりあうように関連しあっている。しかし
ながら一方で、日本語と中国語は異なる類型の
言語でもある。言語の類型の形成と文化、そして、
言語使用者の認知的特徴は密接に相関して
おり、その意味においては、言語を学ぶことは文化
を学ぶことであり、一つの言語の文法のメカニズ
ムを理解することは、その言語使用者の認知の
神秘を探求することに他ならない。中国語は濃厚
な文化的彩りと厚い文化的蓄積を持つ言語と
して、豊富な人文科学的教養と文化的情報を
継承している。このクラスは受講生を彩り豊かな
中国語のワンダーランドへと導くものである。

中国学科教授　任鹰

学ぶことに楽しみを感じられるコースです。
　このコースでは、語学だけでなく政治、文学、
歴史など専門的な授業を多く受講することがで
きます。語学力をつけるとともに、中国語をツール
としてさまざまな角度から中国を見て、中国という
国を深く知れる外国語大学ならではの特色ある
コースです。同じコースで学ぶ学生たちと意識
を高め合いながら学習することで、より一層中国
に興味を持つようになり、中国学科で学ぶことに
大きな楽しみを感じることができるようになります。

「英米文学・文化研究入門」
英米文学・文化の分野でゼミを開講する教員全員がそれぞれ専門
とする学問領域のポイン卜と魅力をリレー形式で語る入門講義です。
「英米文化研究演習」
映画や音楽などの表象文化から人々の生活や意識を支える
歴史文化まで、英米社会における文化の意義を考えるための
基本的な問題設定や方法を学びます。

英米学科教授　西川 健誠

英米学科3年

「音韻論・形態論講義」ほか
英語のさまざまな側面（音、文の構造、意味、談話
など）に焦点を当てて、英語の特徴や仕組みが言
語学的にどのように説明されるのかを解説します。

「英語学研究演習」、「メディア英語演習」ほか
英語教育・通訳など、応用的な分野に関する科目
も設置されています。

中国学科4年

このコースの魅力・先生方の印象は？
先生が学生の学習内容をしっかりと
把握されており、内容の濃い授業を
受けられる。
在学中にチャレンジしたいことは？
中国でのインターンシップに参加し、
留学とは違った環境で中国を見たい。

Q
A

Q
A

未来的目标
夢・目標～

大学で学んだことを教員になり
伝える立場になりたい。
当老师教汉语

「中国語学特殊講義（広東語等）」

高度な英語力と真の国際人にふさわしい専門的知識を兼ね備えた「英語のプロ」を育成します。
　英米学科「語学文学コース」は、英語圏の言語・文化・文学を多様な側面から掘り下げて学び、高度な英語力と真の国際人にふさわしい専門的知識を兼ね備えた「英語のプロ」を育成します。
　体得した知識を英語使用の場に応用する力を養う「語学コース」、そして、歴史や文学、社会など、英語圏の文化の諸相を「ことば」という表現手段を軸に包括的に深く掘り下げて学ぶ「文学
コース」があり、国際的な場において、英語を使った専門職で活躍できる人材の育成を目指します。

英米学科

科目紹介

英米詩に魅力を感じて。
　詩は小説に比べて圧倒的に読む量が少ない
ですが、その分理解するのは少し難しく感じら
れるかもしれません。しかし、短い中で効果的な
言葉を用い、伝えたいことをあらゆる技法を使っ
て表現するという点に私は非常に魅力を感じま
した。皆さんも神戸市外国語大学で英米詩の
世界への扉を開けてみましょう。

「行動」の前提としての「思索」のために
　大学生になりたての頃の私の夢は外交官
だったのですが、大学で受けた授業が一つの
きっかけになり、文学、それも詩を専門的に勉強
することになりました。文学作品はいわゆる「実
用」からは遠く思えるかもしれませんが、作家が
その感情・思考を形あるものに仕上げた成果で
あるだけに、深く感じ考えながら人生を歩む上
でのこよなき杖となり得ます。本学の目指す「行動
する国際人」になる前提としての「思索」の世界
に、あなたも入ってみませんか。

このコースで一番印象に残って
いることは？
ソネット仕立てになっている『ロミオと
ジュリエット』の2人の出会いの場面
を読んだこと。
在学中にチャレンジしたいことは？
図書館に置いてある英詩の本を
読破していくこと！

Q

A

Q
A

My Dream
夢・目標～

航空会社で働くこと。
To work for an airline.

ゼミナール/語学文学コース


