
1 通訳演習
英語と日本語の間の通訳、翻訳を実践することを
通して、両言語の運用能力を高度化するとともに、
人間のコミュニケーションが言語表現を超えること
を実感してもらいます。

2 知識と運用の連動
「模擬国連」や「神戸研究」などのプロジェク卜
ベースの授業を通して、英語による議論や報告な
どの活動に英語の知識を連動させます。英語の
知識を日常的に運用することによって知識の動的
側面を強化し、英語によるコミュニケーション実践
力を高めます。

3 プロセスの研究
コミュニケーションと呼ばれる人間活動の本質が
何であるのかを学びます。これは、言語学、コミュニ
ケーション学などの分野の学術的な関心につな
がる可能性があるだけではなく、コミュニケーション
能力向上を目指す者にとっても有益なことです。

聞いた内容を“大体"ではなく“正確”
に理解できるよう集中的にリスニン
グ練習を行います。一人ひとりのリス
ニング力の問題点を分析しながら、
多種多様な英語を大量に聞き取り、
音声認識・処理能力の劇的な向上
を図ります。

リスニング分析1・2
特に日本人は弱いと言われている、
英語を話す力を高めることを目指し
ます。前期は、使える英語の表現を
増やすこと、文法的慣習を自動化
すること、プロソディを効果的に運用
することなどを中心に基盤整備をし、
後期はディベー卜を中心に表現力を
定着させることを目指します。

オーラル・プレゼン
テーション1・2

応用視聴覚教室の同時通訳ブース
を活用し、いろいろな素材を用いて
英語から日本語、あるいはその逆の
同時通訳に実践的に取り組みます。
技術的なことを学ぶだけではなく、
コミュニケーションの本質を実感する
きっかけにもなります。

会議通訳（同時）
神戸の街、人、歴史、活動などを学生が
自ら取材し、その内容を英語で紹介し考察
するのが「神戸研究」の趣旨ですが、それ
を受けて、その成果をどのような形で公表、
出版することができるかを考え、英語による
出版を経験的に考察しようとするのが
「出版研究」です。
それぞれ半期ずつのプロジェクトタイプの授
業ですが、それらを有機的につなぎ合わせ
ることによって授業活動に幅が出てきます。

神戸研究、出版研究
リサーチ、討議を踏まえ、学生が国
連加盟国の国連大使の役割を演じ、
演説をし、決議案をまとめていきます。
これらのプロセスを全て英語で行う
ことによって、言語と実践的コミュニ
ケーションの結びつきを体感すること
ができます。
2016年に模擬国連世界大会を
開催します。
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国際交流センター
本センターでは、学生の留学先(協定締結大学等)の紹介とその選定や、海外での生活などについて
多面的なアドバイスを行っています。
また、日本語教育プログラムを実施して外国人留学生を受け入れるとともに、本学学生と外国人留学生
が交流するさまざまな機会を提供するなど、さまざまな国際交流活動、地域貢献活動を進めています。

語学を生かした国際交流イベント
全国大学生マーケティングコンテスト
本学学生で構成される運営委員会が企画・実施する大会で、
2015年度が5回目の開催となります。神戸市内の地元企業等から
毎年違うテーマをいただき、そのテーマに対する具体的なマーケ
ティングプランを全国から参加した大学生チームが発表し競い合
うことにより、学生の創造力、企画力、発信力、英語力などが向上
することを目指します。

KCUFSスーパープレゼンテーション
外大生のスピーカーが英語で各テーマに基
づいてプレゼンテーションを行い、それに続い
てALT（Assistant Languate Teacher）、
本学学生、UNITY加盟大学学生、その他
高校生を含む少人数グループで各テーマに
沿って英語でディスカッションを行います。

チャレンジ精神旺盛な学生を支援する「荻野スカラシップ」
国際的に活躍している本学卒業生の荻野正明氏の協力を得て2014年度に創設された、チャレンジ
精神が旺盛な留学生を支援する「荻野スカラシップ」。
一人当たりの上限が250万円と、国内の大学では最高水準の奨学金であることが大きな特色です。
2014年度は第1期生の学生3名、2015年度は第2期生の学生2名が選ばれました。

主な事業内容

国際交流 International Exchange

留学に関するサポート
留学情報・奨学金情報の提供
留学説明会の開催
留学経験者との交流窓口
留学生向け日本語教育プログラムの実施
外国人留学生などとの交流の場の提供
各種国際交流に関する資料の提供
各種国際交流イベントのコーディネート

特徴的な
3つの授業群

国際コミュニケーションコース（ICC）

国際社会におけるさまざまな
コミュニケーションの現場を念頭に置きながら
英語運用能力を強化するコースです。
　自分の言いたいことをうまく他人に伝え、相手の言っていることをすばやく理解
することが日本語でも英語でも十分に行えるようになることが中心課題です。
将来、会議通訳者や翻訳者のような専門職を目指す人、英語という言語そのもの
を扱うというよりも、ビジネス、社会活動などで英語力をフルに使う仕事を目指す人、
逆に英語そのものの使い方を教える立場に興味のある人、あるいは言語コミュニ
ケーションという行為そのものを学問的に研究したい人、それぞれのタイプに向けら
れた授業が用意されています。
※コースには一定の定員（20名程度）を設けています。（希望者選抜制）

自らを成長させる自律的なバイリンガル・
コミュニケーターを目指して
　ICCの目指すバイリンガル・コミュニケーター
は、単なる知識と技術を備える人ではなく、深い
人間理解に基いたコミュニケーションができる人
を言うと考えています。「異」文化という見方はあ
る意味で自身を中心に周りを見る考えでしょう
が、異なる価値観や考え方を持つ人々の間、
地域、 国、国家間においては、自分自身を相対化
しつつ全体の中で人の営みを考えることが必要
になります。言語コミュニケーションとはつまる所、
歴史、宗教、文化、政治、経済、法律そして哲学
などの幅広い教養と、人をどこまでも理解しようと
いう確固とした意思を持って立ち向かう知的営
みであるということでしょう。このダイナミックでどこ
までも深いゲームに参加される方を我々は待っ
ています。
国際関係学科教授　玉井 健

ここでの経験・仲間は一生の財産に。
　入るのにも入ってからも大変なICCコース。
授業は基本英語で行われ、課題も、発表もたく
さんあります。他の授業、部活、アルバイトとの
両立は本当に大変でした。でも、一つ一つ仲間と
支えながら乗り越えていき、頑張ったからこそ、
自分の英語力の伸び、そして自身の成長を感じる
ことができました。ICCの経験、仲間は一生の
財産となることでしょう。

国際関係学科4年

このコースの魅力・先生方の印象は？
何といっても、少人数制です。先生方の熱心なご指導を直に受けることができます。
このコースで一番印象に残っていることは？
模擬国連という授業です。準備も大会本番も本当に大変でしたが、その分得るもの
はとても多かったです。
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My Dream
夢・目標～

私の将来の目標は、在日外国人の子供たちを取り巻く問題を少しでも
減らし、彼らが勉強しやすい環境を作る事です。
My dream is to reduce the problems that foreign children living in 
Japan face and to make a better learning environment for them.

世界中の提携校とのネットワーク。
専門分野を学ぶ学部留学やマルチリンガル留学など多様な留学をサポート。
全国でもトップレベルの充実した留学費補助。
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