
 

  神戸市外国語大学オープンキャンパスを満喫していただくために、以下の事項にご留意ください。 

 1. 通訳模擬授業については、整理券を配布し、抽選により参加者を決定します。 
また、参加方法については、次ページの模擬授業プログラムをご参照ください。 
(ご参加は、高校生等の受験希望者に限らせていただきます） 

 2. 「キャンパスツアー」、「留学生と英語で話そう！」、「図書館裏側探検ツアー」は整理券を発行しており、 
定員になり次第、受け付け終了となります。（なお、キャンパスツアーのみ、保護者の方もご参加いただけます） 

 3. 資料配布コーナーについては、資料はなくなり次第終了となります。 
※資料配布コーナーでの過去の試験問題の配布はありません。 

 4. 食堂は大変混雑しますので、待ち時間等ご不便をおかけいたしますがご了承ください。 
 

  暑さ対策にご注意ください 
 1. 猛暑が予想されますので、暑さ対策は十分に行ってください。 
 2. こまめに水分をお取りください。 
 3. 体調がすぐれない場合は、我慢なさらずに近くのスタッフまでお声がけください。 

● 写真・映像を撮影する場合は、参加者および学内関係者の個人情報へのご配慮をお願いいたします。 



 
 

1回目：大ホール（11:20～11:50） 
2回目：第2学舎2階 504教室（13:40～14:10) 

講義教員：野村 和宏 教授 

「What is a “good” speech?」 
人前で話す「スピーチ」に関して、いわゆる「良い」スピーチと
はどのようなものでしょうか。スピーチを構成する要素や話し
方から考えます。 

1回目：大ホール（12:00～12:30) 
2回目：第２学舎2階 504教室（14:20～14:50) 

講義教員：Donna Tatsuki 教授 
｢Communicative Language Teaching Activities｣ 
One of the best ways to improve language ability 
is by participating in communicative activities. 
This presentation will demonstrate some ways 
to encourage active language use and give a 
taste of how films can be incorporated into 
language teaching. 

学舎 1階 107教室（12:10～12:40） 

講義教員：岡本 崇男 教授 

「“謎の国”ロシアの言語文化」 
ロシア文字がどこからきて、ロシア語がどのようにして成立
したのかについてお話しします。 

第 2学舎 1階 502教室（13:10～13:40） 

講義教員：紺野 達也 准教授 

「中国語の音声とリズム―声調を中心に―」 

現代中国語の学習は発音から始まります。最初に学ぶの
が声調と呼ばれる音の高低です。中国語はこの声調の違
いでも意味が区別されるからです。この授業では、中国語
の声調や音声を実際に発音しつつ、中国語の音声とリズ
ムの美しさを味わってもらうために「漢詩」を現代中国語で
一緒に朗読します。 

第 2学舎 1階 501教室（13:30～14:00） 

講義教員：成田 瑞穂 教授 

「簡単な表現から言葉と文化を眺めよう」 
 
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：五月女 律子 准教授 

「ＥＵ（欧州連合）とは？」 

昨今ＥＵの問題や限界が指摘されていますが、なぜヨーロ
ッパで地域統合が進められたのか、ＥＵではどのような政策
が実施されているのか、どのような成果があったのか、というこ
とについて、説明したいと思います。 

共同研究棟３階 応用視聴覚教室 (12:30～13:00) 

講義教員：長沼 美香子 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 
10:00～11:30 /当選発表：12:00 
 

 

グラウンド 

体育館 

弓道場 
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受付 
プログラム配布 
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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 
航空会社・国際企業内定者報告会 
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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！ 

就職相談・パネル展示 
 
 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 
104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 
入口ホール：模擬国連世界大会展示 
 
 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紹介） 
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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） 
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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 
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 
外大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。 
 

就職相談＆パネル展示 
 

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。 
 

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 104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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神戸市外国語大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 
 

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！ 
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③大ホール(14:20～15:00) 
キャビンアテンダントなどの航空業
界や国際企業の就職についてお
話しします。 
 

航空会社・国際企業 
内定者報告会 

 

⑤学舎 1階 エントランス 
2020年に外大が開催する大会を
パネルと映像で紹介します。 

模擬国連世界大会展示 

 

 



場所

プレイベント（外国語劇） 大ホール・第２学舎

全体説明会 大ホール・第２学舎

大学概要説明会 大ホール

英米学科　１回目 大ホール・
第２学舎一部教室

英米学科　２回目 第２学舎２階　504教室

ロシア学科 学舎１階　107教室

中国学科 第２学舎１階　502教室

イスパニア学科 第２学舎１階　501教室

国際関係学科 第２学舎２階　503教室

通訳模擬授業※１ 共同研究棟3階
応用視聴覚教室

入試相談コーナー 学舎１階　102教室

リスニング体験コーナー
※開始時間の10分前にお越しください。

学舎１階　103教室

航空会社・国際企業の内定者報告会 大ホール

就職相談＆パネル展示 第２学舎１階
スチューデントコモンズ

派遣留学説明会 第２学舎２階　506教室

留学体験談（英語圏） 第２学舎２階　506教室

留学生と英語で話そう！※２ 第２学舎１階
スチューデントコモンズ

キャンパスツアー※３ 図書館前集合

外大生と話そう！
キャンパスライフコーナー

学舎２階　203教室

外大生によるパネルディスカッション
～キャンパスライフトーク～

大ホール

図書館裏側探検ツアー※４ 図書館内ロビー集合

図書館見学 図書館

クラブ発表会 学生会館2階　小ホール

クラブ見学 グラウンド・体育館等

ボランティア活動紹介コーナー 学舎１階　101教室

資料配布コーナー 学舎１階　104教室

フリードリンクコーナー 学生会館入口

ひとり暮らしの住まい相談 学生会館２階　第1会議室

学生食堂 学生会館1階

大学生協 学生会館1階

場所

 9:30    10:00  10:30  11:00      11:30  12:00    12:30  13:00  13:30  14:00    14:30    15:00  

10:00 
～ 10:25 

9:30  
～ 9:50 

11:00   
～11:30 
 

12:00   
～12:30 
 

13:00   
～13:30 
 

14:00   
～14:30 
 

10:00  ～  15:00 

10:00  ～  15:00  

10:00  ～  15:00  

10:00  ～  15:00  

10:00  ～  15:00  

10:00  ～  15:00  

10:30  ～  14:30  

11:00  ～  15:00  

②総合案内前等の掲示でタイムスケジュールをご確認ください。 

11:30   
～12:00  

14:00   
～14:30  
 

10:30  ～  15:00  (最終受付 14:45) 

10:30   
～11:00  

11:30   
～12:00  

12:30   
～13:00  

13:30   
～14:00  

14:30   
～15:00  

12:40 ～13:20  

8/20 SUN 

9：30～15：00 

10:40～11:10 
説明 
 

11:20～11:50 
授業 
 

12:00～12:30  
授業 ネイティブ 
 

 9:30    10:00  10:30  11:00      11:30  12:00    12:30  13:00  13:30  14:00    14:30    15:00  

整理券 

整理券 

整理券 

整理券 

13:40～14:10  
授業  

1300～13:30 
 説明  
 

14:20～14:50  
授業 ネイティブ 
 
 

11:30～12:00 
説明 
 

12:10～12:40 
授業 
 

12:50～13:20 
留学体験談 
 12:30～13:00  

説明 
 

13:10～13:40 
授業 
 

13:50～14:20 
留学体験談 
 12:50～13:20 

説明 
 

13:30～14:00 
授業 

14:10～14:40 
留学体験談 
 11:30～12:00 

説明 
 

12:10～12:40 
授業 

13:50～14:20 
説明 
 

14:30～15:00 
授業 

11:40 
～12:10  
 12:20 

～12:50  

13:30 
～14:00  
 14:10 

～14:40  
 

②総合案内前等の掲示でタイムスケジュールをご確認ください。 

 
◆留学生と英語で話そう！ ※２ 
定員 各回9人 
配布時間 随時（定員になり次第終了） 
◆キャンパスツアー ※３ 
定員 各回56人＋保護者10人 
高校生と保護者は別々のツアーになります。 
配布時間 随時（定員になり次第終了） 
◆図書館裏側探検ツアー ※４ 
定員 各回10人 
配布時間 随時（定員になり次第終了） 

         配布（   学舎前総合案内） 
◆通訳模擬授業 ※１ 
定員 50人 
配布時間 
10:00-11:30   
当選発表 
12:00   
参加券引き換え 
12:00-12:20   

OPEN CAMPUS TIMETABLE 

    大ホールでのイベントの映像中継教室のご案内 
大ホールが満席になりましたら、映像中継教室をご案内します。 
◆プレイベント・全体説明会・英米学科説明（１回目） 
  第２学舎 全教室 
◆英米学科模擬授業 １回目 
  第２学舎 501、502、504  
◆英米学科模擬授業ネイティブ教員 １回目 
  第２学舎 504  

整理券 

14:20～15:00  

創立70周年記念に、第２学舎を増築し、 
スチューデントコモンズを新設しました。本日は、
留学生と英語で話そうコーナー・キャリアサポー
トセンターの就職相談＆就職パネル展示があ
り、快適な休憩スペースとしてもご利用いただけ
ます。ぜひ足をお運びください。（MAP④） 

PICK UP PICK UP 

中継 

中継 

中継 

中継 

11:00  
～11:15 

12:00   
～12:15 

13:45   
～14:00 

14:15   
～14:30 

11:30  
～11:45 

14:45   
～15:00 

12:30   
～12:45 

13:30   
～14:10  
 

 

10:30  ～  15:00  (最終受付 14:30) 

12:30～13:00 
授業 
 

■キャンパスツアーを除き、ご参加は原則として高校生等の受験希望者に限らせていただきます。 
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