
 

 

1回目：大ホール（11:20～11:50） 

2回目：第2学舎2階 504教室（14:20～14:50) 

講義教員：エグリントン みか 准教授 

「Who was/is Shakespeare? (シェイクス

ピアは誰だった／なのか？)」 

英国、英語圏、ひいては世界の劇聖とされるウィリアム・シ

ェイクスピア。今年、没後400年の記念事業が世界中で

行われているものの、その正体は謎に包まれている。シェイ

クスピアは一体、誰だった/なのか？謎の一端に迫る。 

1回目：大ホール（12:00～12:30) 

2回目：第２学舎2階 504教室（13:00～13:30) 

講義教員：David Farrah 教授 

｢Poetry and Pronunciation｣ 

In this lecture, we will explore how the study of 
poetry can aid students in their efforts to 
improve their pronunciation. In particular, we 
will focus on the poems of two American poets, 
Robert Frost and Galway Kinnell.  Students and 
their parents will be invited to participate in 
several pronunciation exercises. 

学舎 1階 107教室（12:10～12:40） 

講義教員：金子 百合子 准教授 

「“謎の国”ロシアの言語文化」 

講義では、日本人はロシアという国をどう捉えているか、と

いう日本人のロシア観を概観した後、ロシア語とはどのよ

うな言語であるかについて、ロシア語で使用される文字 

(´Д｀)とロシア人の名前の話を中心に紹介します。 

第 2学舎 1階 502教室（13:10～13:40） 

講義教員：津守 陽 准教授 

「中国語で歌ってみよう」 

中国語は豊かな抑揚に特徴のある音楽的な言語です。

この授業では中国語の特徴を概観し、よく似ているようで

少しずつ違う、日本語と中国語の語彙を見比べます。その

あとで、誰もがよく知るメロディーを中国語の歌詞で歌いま

す。中国語と日本語の響きの違いを楽しんでみましょう。 

第 2学舎 1階 501教室（13:30～14:00） 

講義教員：成田 瑞穂 准教授 

「『すみません』と『あなたは親切です』が同じ意味
になる？」 

「外国語を学ぶ」＝「母語を外国語へ翻訳するスキルを修

得する」ではありません。大学で語学を専攻するということ

は、言葉の背後に見え隠れする文化や思考を知るというこ

とです。今回は、日本語とイスパニア語(スペイン語)の文を

比較しながら、その背後にある文化的差異を学びます。 

1回目：第２学舎2階 503教室（12:10～12:40) 

2回目：第２学舎2階 503教室（14:30～15:00) 

講義教員：鎰谷 宏一 准教授 

「価格の不思議」 

普段特に気にはとめないけれども、よく考えてみると不思議

なものが身の回りにはいっぱいあります。買い物をするときに

必ず見る「価格」もそうしたものの一つでしょう。講義では、

価格の役割や価格が我々に与える影響についてとりあげま

す。「大学で学ぶ」ということは、単なる知識の獲得とは異な

るということを実感してもらえるような講義にしたいと考えてい

ます。 

1回目：共同研究棟３階 応用視聴覚教室 (12:30～13:00) 

2回目：共同研究棟３階 応用視聴覚教室 (14:00～14:30) 

講義教員：長沼 美香子 准教授 

「通訳の世界」 

英語を使う仕事の代表選手のように取り上げられることの多い通訳です

が、通訳者になるにはどんな力が必要なのでしょうか。講義では通訳を

するために欠かせない知識やスキルについて実演を交えながら解説しま

す。国際コミュニケーションコース(ICC)の紹介も行う予定です。 

 

※この模擬授業は、応用視聴覚教室の収容人数の都合上、保護者の方 

の参加はご遠慮いただいております。 

参加方法（抽選等） 

通訳模擬授業への参加者は、整理券番号

による抽選にて決定します。下記の時間に②

総合案内で整理券を配布、当選者を発表し

ます。当選者は総合案内で整理券を参加券

に交換し授業に参加してください。 

整理券配布時間 

１回目の配布 

10:00～11:30 /当選発表：12:00 

２回目の配布 

12:00～13:00 /当選発表：13:30 

 

グラウンド 

体育館 

弓道場 
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受付 

プログラム配布 

1 

総合案内(学舎前) 

ご案内・ 整理券  配布 

2 
大ホール 

プレイベント・全体説明会 

英米学科 学科説明＆模擬授業 

外大生によるパネルディスカッション 

大学概要説明会 

航空業界内定者報告会 
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第２学舎 

 1階   

501教室：イスパニア学科 学科説明＆模擬授業＆ 

        留学体験談 

502教室：中国学科 学科説明＆模擬授業＆ 

        留学体験談 

スチューデントコモンズ：留学生と英語で話そう！、 

キャリアサポートセンター 

※ALT の場合もあります。 

 2階  

503教室：国際関係学科 学科説明＆模擬授業 

504教室：英米学科 学科説明＆模擬授業 

506教室：派遣留学説明会、留学体験談（英語圏） 
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学舎 

 1階   

101教室：ボランティア活動紹介コーナー 

102教室：入試相談コーナー 

103教室：リスニング体験コーナー 

105教室：資料配布コーナー 

107教室：ロシア学科 学科説明＆模擬授業＆ 

        留学体験談 

 2階  

203教室：外大生と話そうコーナー 
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共同研究棟 

 3階   

応用視聴覚教室：通訳模擬授業 
（国際コミュニケーションコース） 
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研究棟 7 
図書館 

キャンパスツアー集合場所（入口前） 

図書館裏側探検ツアー（図書館ロビー） 

外国語資料展示（図書館閲覧室） 

8 

⑨学生会館 2階小ホール 

ダンス系のクラブやサークルが出演し

ます。 

クラブ発表会 

 

⑨学生会館２階第１会議室 

家賃相場や環境等、住まい相談に

応じます。 

ひとり暮らしの住まい相談 

 

学舎内に外大生の留学時の写真を掲

示しています。 

 

みんなの留学写真 

 

学生会館 

 1階   

学生食堂：カフェテリア・ヌードルコーナー 

入    口：フリードリンクコーナー 

 2階  

小 ホ ー ル ：クラブ発表会  

第 1 会議室：ひとり暮らしの住まい相談  
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⑨学生会館１階 

食堂ではたくさんのメニューをご用意

しています。ショップでは焼きたてパン

等を販売します。 

学生会館(食堂＆ショップ) 

 

ドリンクの 
無料提供が 
あります 

②学舎前 

 キャンパスツアー 

 図書館裏側探検ツアー 

 留学生と英語で話そう！ 

 通訳模擬授業（※抽選） 

の整理券配布を行います。 

総合案内 

 ②学舎前 

神戸市外大のキャンパスツアーは、

施設案内だけではありません。参加

した人だけのお楽しみ！外大生から

情報をたくさん GET しよう！  

キャンパスツアー 

 

 

③大ホール(9:30～9:50） 

学生有志による多言語の劇を上演

します。 

プレイベント（外国語劇） 

 

③大ホール(10:00～10:25) 

学長あいさつの後､大学の概要説明､

入試制度の概要説明を行います。 

全体説明会 

 

③大ホール(13:30～14:10) 

カリキュラムの内容や､大学生活・

就職・学費などわかりやすくご説

明します。 

大学概要説明会 

 

④第 2学舎２階 506教室 

本学の留学制度や留学の基礎知

識などをご紹介いたします。 

派遣留学説明会 

①本部棟前 

受付を行います。プログラムなどを配

布しています。 

受付 

⑧図書館内ロビー集合 

普段は入ることができない図書館書

庫を司書がご案内します。 

 

図書館裏側探検ツアー 

 ④第 2学舎２階 506教室 

および各教室（4 ページ参照） 

留学を経験した外大生が体験談を

お話します。 

 

留学体験談 

④第 2学舎スチューデントコモンズ 

外大生の就職に関するパネル展示

を行っています。就職についての個

別相談も受け付けています。 

 

キャリアサポートセンター 

 

⑤学舎 1階 102教室 

教員が相談に応じます。入試制度

に関する質問はこちらでご相談くだ

さい。104 教室には、東京外国語

大学ブースもあります。 

（受付は 14:30 まで） 

 

入試相談コーナー 

 

⑤学舎 1階 103教室 

外大のリスニング（前年度の一般

入試問題）が体験できます。 

リスニング体験コーナー 

 

⑤学舎 1階 105教室 

各種パンフレット等を配布します。 

※試験問題の配布はありません。 

資料配布コーナー 

 

⑤学舎１階 101教室 

国内および海外でのボランティア活

動を外大生が紹介します｡ ⑤学舎 2階 203教室 

キャンパスの様子や、受験期の過ご

し方など、さまざまな質問に外大生

がお答えいたします。自分の聞きた

いことを具体的に質問ができること

から、毎年来場者よりご好評をいた

だいているコーナーのひとつです。 

外大生と話そうコーナー 

グラウンド・体育館等 

グラウンド・体育館等では各クラブの

練習が見学できます。 

クラブ見学 
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④第 2学舎スチューデントコモンズ 

外大では、様々な言語でネイティブ

スピーカーと話す GAIDAI Chat を

開催しています。今日はオープンキ

ャンパス版を開催！留学生たち※

と、英語でおしゃべりしませんか？ 

留学生と英語で話そう！ 

本学のオープンキャンパスは、教員・学生・職員が一体となって運営しているイベントです。 

いろいろなプログラムに参加して、アットホームな大学の雰囲気を思いっきり満喫してください！ 

 

 

 

③大ホール(12:40～13:20) 

外大生がキャンパスライフや受験期

の過ごし方など、パネルディスカッショ

ン形式でお届けするコーナーです。 

キャンパスライフトーク 
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③大ホール(14:20～15:00) 

キャビンアテンダント等、航空業界

の就職活動をお話しします。 

航空業界内定者報告会 

 

 

NEW! 
2016年 4月増築 


