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　1月～2月、福島県・天栄村にある本学の国際研修施設「ブ
リティッシュヒルズ」にて、グローバル人財育成キャンプ（1泊2
日）を実施した。このキャンプは新年度に3年次に進級する学
生を対象に、語学学習へのモチベーション向上、将来のキャリ
アデザインを行いながら、大学生活後半の目標を再設定する
ことを目的として今年度初めて実施した。　　　　
　学長講話では、必修授業がなくても3、4年次に大学に来る
意義や、語学学習を継続することの重要さについてお話があ
り、その話を踏まえ参加学生たちは一人ひとり、1、2年次までの
反省や努力したことを述べ、3年次以降の目標を酒井学長や
同級生に約束した。

　また、4月～5月には「ブリティッシュヒルズ」にて、新入生オリ
エンテーションキャンプ（1泊2日）が実施された。
　1日目は恒例の「先輩と語ろう」のほか、新たに「KUIS Work 
Shop Part1」が行われ、各学年次での語学到達目標や、

「授業」「ゼミ」「留学」「ボランティア」「インターンシップ」など
7つのカテゴリーの中で何に打ち込みたいのかという目標を
設定した。
　学長講話では、挨拶の大切さや苦手なものを習慣化して克
服する方法など、これから本格的に大学生活が始まる新入生
に対し、実体験を交えながら貴重なアドバイスが送られた。
　2日目は「KUIS Work Shop Part2」を実施。新入生には難
しいゼミや、インターンシップについて職員から詳しい説明が
あり、理解を深めたうえで、前日に設定した目標の再設定を
行った。

言 葉 は 世 界 を つ な ぐ 平 和 の 礎

「グローバル人財育成キャンプ」「新入生オリエンテーションキャンプ」
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　私は、心配でしょうがなかった。子供たちが、この大学で
初心を忘れずに、ちゃんとやっているのだろうか。悩み苦
しんでいるのではなかろうか。そうであれば、何とかしてや
りたい。こんな思いから、新３年生に対するGLOBAL 
CAMPを今年から実施した。先生方からは、３年生になる
と必修科目の減少と学生生活の慣れから、１－２年生の頃
の緊張感が緩むということも聞いていた。４年間の中間点
でもう一度初心にかえらせたかったのである。教育最重視
を旨とする理事長の快諾も得た。
　学事暦から、実施時期は１－２月しかない。British Hills
は寒かった。大雪が降り、子供たちも悲鳴をあげていた。
私は、一人ひとりと向きあい、２年間の「懺悔と反省」を求
め、これからの２年間をどのように過ごすのか、英語等の
卒業時の目標スコアを、仲間の前で宣言してもらった。
一人ひとりの子供たちが、学長の私と契約したのである。
さらに、TOEFLⓇの上原先生、TOEICⓇの神崎先生には、
夜遅くまでご指導いただいた。また、就活が終わった卒業

間近の先輩学生との対話によって、自らの職業観の醸成
にもつながった。
　GLOBAL CAMPの成果と反省をふまえ、今年度の新
入生に対するORIENTATION CAMPの枠組みを変え
た。私や先生方からのモチベーショントークに加え、４年間
の行動目標と、英語等の達成目標を設定させたのである。
この目標設定シートは、２年後のGLOBAL CAMPで使う
ことは言うまでもない。これにより、ORIENTATION　
CAMPと  GLOBAL CAMPとが連動し、大学４年間の
PDCA(PLAN-DO-CHECK-ACTION)のサイクルが回る
ことになる。
　近時、ICT(Information and Communication 
Technology -情報通信技術-)を教育に活用することが日
常化している。教育界に身を置く者として、教育効果の極
大化をめざすのは当然のことであり、最先端のレベルを追
求すべきと考える。それでも私は「教育とは、教えるものと
学ぶものが、同じ教室で同じ空気を吸いながら、魂と魂の

やりとりを行うことによって、化学変化を起こし，双方ともに
成長することだ。」という考えを譲れない。
　本学は、江戸時代の高等教育機関である「松下村塾」や

「適塾」の様な、私塾でありたいと考えている。塾長と塾生
が一対一で真剣勝負する大学が、現代の日本に一つ位
あっても良いのではなかろうか。
　来冬のAMBASSADORS’ HALLでの「一騎打ち」を考
えると、あの時の緊張感と恐怖感が甦る。

一人ひとりが主人公� 神田外語大学�学長　酒井�邦弥
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英語教育居住施設「K
カエル

AER」誕生！

　5月23日（土）・24日（日）、“TOMODACHI～幕張か
ら創る世界の輪～”をテーマに学生主催のチャリティ・イ
ベント「第11回幕張チャリティ・フリーマーケット」が開催
され、フリーマーケットやチャリティ・オークションのほか、
東日本大震災で災害に見舞われた福島県・宮城県の特
産品などが販売された。同時開催の「ボランティアフェア
2015」は学内の7つのボランティア団体とボランティア

センターが共催。会場となったミレニアムホールではボラ
ンティアに関するワークショップ、講演会、ジャパニーズ-
フィリピーノチルドレンによる演劇の公演などが行われ
た。また、24日（日）には、ちば国際コンベンションビュー
ローが主催する、国際協力や国際交流協力団体の取り
組みを紹介するイベント「国際フェスタCHIBA」も同時
開催され、2日間の来場者数は約2,400名となった。

　「幕チャリ」の売上と寄付金の総額約132万円のう
ち、震災復興支援関連の売上約43万円は、被災地へ、
また、フリーマーケットとチャリティ・オークションの売上
げ、および各協働団体からの寄付金の合計82万円は、
公益信託「アジア・コミュニティ・トラスト（ACT）」への
寄付を通じ、アジアの自助努力支援に役立てる。

「第11回幕張チャリティ・フリーマーケット（幕チャリ）」を終えて  神田外語大学CUP代表　小林裕也�（英米語学科３年）

「第11回幕張チャリティ・フリーマーケット（幕チャリ）」開催！

　5月23日(土)・24日(日)、皆さまのご支援とご協力により、「第11回
幕張チャリティ・フリーマーケット（幕チャリ）」を、無事に開催する
ことができました。両日とも晴天に恵まれ、皆さまからいただいた
寄付品を販売するフリーマーケットエリアでは、約150名のボラン
ティアが集結し、共に活動しました。加えてチャリティ・オークショ
ンや、学生・教職員、近隣地域の方々によるチャリティ屋台・パ
フォーマンスなど、学内外から多くのボランティアにご参加いただ
き、幕チャリを盛り上げていただきました。
　また、「ボランティアフェア2015」「国際フェスタCHIBA」も同時
開催し、協働の場としての役目も果たすことができました。
　さらに「3.11を忘れない」の精神のもと、東日本大震災からの

復興支援ならびにネパール大震災への緊急支援として、福島
県・宮城県の物産直販や募金も実施し、2日間でおよそ2,400名
のお客さまをお迎えすることができました。
　今回は「TOMODACHI～幕張(ここ)から創る世界の輪～」を
テーマに、幕チャリに参加したすべての人がチャリティをより身近
に感じられるよう、活動してきました。遠く離れた地で自らの生活
をより良いものにしようと励む方たちに、お金の寄付をすることは
容易になりました。しかし、それだけでは金銭での支援にとどまっ
てしまい、そうした方たちを身近に感じることはなかなか難しいこ
とです。幕チャリを通じて寄付先の状況を知り、人々の努力を知
り、対等な立場の「TOMODACHI(友だち)」となって応援すること

ができれば、それがチャリティをより身近に感じる第一歩になると
考えてきました。
　このテーマには多くの方々にご賛同いただき、当日実施した特
別プロジェクト「TOMODACHI企画」においても多大なるご協力
をいただきました。その中でも皆さまから５円玉の寄付を募った

「ご縁玉募金」は好評で、チャリティを身近に感じる企画として大
成功を収めることができました。
　これからも幕チャリは「誰もが気軽に楽しくできる社会貢献シス
テム」として活動を進めて参ります。皆さまのご支援・ご協力、誠に
ありがとうございました。

　2015年4月、海外での学部留学をめざすための英語
教育居住施設「Kanda Academic English Residence

（KAER：カエル）」 が誕生した。英米語学科、国際コミュ
ニケーション学科に通う女子学生限定寮で、最長2年間
の入居が可能。単なる「寮」としての機能だけでなく、集
中して英語や各国の生活様式などを学ぶ環境とプログ
ラムを用意している。
　入居期間中は海外留学に備えることに重きを置き、
留学基準として海外の多くの大学で利用されている
TOEFLⓇテストの早朝特別講座や、語学専任講師によ
る個別面談・学習状況チェック、英語でのプレゼンテー
ション等の時間が入居学生専用に設けられている。
　また、この学生寮には英語圏出身のELI教員3名と、
海外留学経験のある3、4年生のRA（レジデントアシスタ
ント）2名が住み込み、入居学生の学習のサポートから
日々の生活のサポートまでを行っている。
　日本に居ながら日常的に英語の環境に浸るプログラ
ムと、大学内外での多角的なサポートにより、自ら課題を
見つけ解決する自立した学習者を育成し、海外留学を
した際の抵抗を和らげ、留学がより実りあるものとなるよ
う導いて行く。

　奴隷として連れ去られ、故郷を奪われた者たちの子孫であ
るアメリカ黒人（アフリカ系アメリカ人）。16世紀初頭から現在
までつづく白人社会との相克。自分たちの言語・習俗・宗教を
失った彼らにとって「キリスト教」とは何だったのか。黒人教会
の果たしてきた役割とは？奴隷貿易の時代から現代までの
米国黒人社会史を紐解き、「スピリチュアリティ」をキーワードに、

「アメリカ黒人」と「キリスト教」の両義的な関係に光を当てる。

必読！KUIS教員執筆の一冊
「アメリカ黒人とキリスト教 

― 葛藤の歴史とスピリチュアリティの諸相」

著者　黒﨑 真
　　　（英米語学科准教授）
判型　四六判上製
頁数　384頁
定価　2,800円＋税
　　　（8％税込3,024円）
発行　神田外語大学出版局
発売　株式会社　ぺりかん社
ISBN　978-4-8315-3007-3
Cコード　C1022

KAERでの一週間（例）
月 火 水 木 金

6：30 起床・朝食
7：20 送迎バス（KAER → 大学）

On Campus
8：00

特別講座 勉強会 TOEFL Intensive 
Course 勉強会 TOEFL Intensive 

Course
TOEFL Intensive 

Course
1時限目 英国研究入門

2時限目 Freshman
English 英語学概論 Foundational

Literacies
Freshman

English
Freshman

English
12：10-13：10 昼休み

3時限目 フランス語Ⅰ 英語基礎演習 美術史学 フランス語Ⅰ 英語学概論

4時限目 環境科学 Freshman
English

Foundational
Literacies 基礎演習

5時限目 キャリア・デザイン
18：20 送迎バス（大学 → KAER）

At Residence
19：00 夕食・自由時間

20：00-22：00
英語

プログラム

留学自主講座
（隔週）

Presentation

英語個別面談
（15分）

Journal Session

文化体験
（月1回）
Activity

23：00 就寝（門限）
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千葉工業大学シャトルバス運行・連携の続報 名城大学と協力協定締結 福田守利教授、輔仁大学との交流へ

ジェフユナイテッド株式会社と包括的連携協力協定締結 タイ・フェスティバルのステージに本学学生が出演

　2014年に千葉工業大学と包括連携協定を締結したこ
とを受け、本学学生が千葉工業大学で履修した一定の科
目を、本学の単位へ変換することが可能になった。2月
18日(水)~20日(金)には本学で千葉工業大学教員・在学
生による「グラフィックデザイン」に関するワークショップが
開催され、イラストレーターを使った紙面のデザインやロ
ゴの作成などの講義が行われ、デザインに興味がある本
学の学生が参加した。
　また、本学と千葉工業大学との交流がますます促進さ
れることを期待し、4月8日（水）から千葉工業大学との間
でシャトルバス運行を開始した。5月9日（土）・10日（日）に
は、千葉工業大学の恒例行事であり、今年で第49回目を
迎える「成田山行脚」にも本学の学生課、ボランティアセン
ターの職員5名が参加し、千葉工業大学の津田沼キャン
パスから千葉県成田市の成田山新勝寺まで全長40km
の道のりを一晩かけて歩いた。包括連携協定を締結して
以来、在学生だけでなく教職員の間でも様々な交流が行
われている。

　2014年12月15日（月）、名城大学にて、本学と名城大学
の「大学教育の協力に関する基本協定」の調印式が挙行
された。両大学は5年間にわたり、互いの教育・研究の充
実、発展のために大学等の教育に関する協力をしていく。
　名城大学は2016年4月の新キャンパス開設と同時に、
外国語学部の新設を予定しており、これに合わせ、全学
生の英語力を高め、さらに学生自身が自らを発見し解決
する力を育成する、自律的学習支援施設「グローバルプラ
ザ・M-SALC（Meijo-Self Access Learning Center）」
を開設する。
　本学はこの「グローバルプラザ」を核とした英語学習に
対し、開学以来長年培ってきた語学教育に関する様々
なノウハウを提供していく。本学から派遣される、自律学
習のプロフェッショナル講師4名と外国語学部（設置構想
中）の英語教員等が中心となり運営をしていく。
　M-SALCでは、自律的な英語学習を支援する「スピー
キングブース」やDVD、海外のテレビを視聴できる

「Edutainmentブース」などに加え、学生のニーズに応じ
て適切なアドバイスを行う「アドバイスデスク」や、TOEIC/
TOEFL対策、学
会発表プレゼン
テーション対策
講座、留学前対
策などの学部横
断 的 な ワ ー ク
ショップを実施し
ていく。

　台湾の台北郊外の新北市にある私立の名門、輔仁
（Fu Jen）カトリック大学から福田守利教授（国際コミュニ
ケーション学科）が、6月1日（月）付でDistinguished 
Adjunct Professorship 特別招聘特任教授の指名を受
け、それを受理した。福田教授は、東京港区にある台北駐
日経済文化代表処（台湾の大使館に相当）からの要請で
昨年5月に吉永幸介教授（国際コミュニケーション学科）
と同大学を訪問したのがきっかけで、今回は5月22日

（金）に同大学の国際経営管理大学院（MBA Business 
School）から依頼を受け「法と国際ビジネス」というタイト
ルで修士及び博士課程の大学院生向けの英語による講
義を行った。今後は、同大学院で「Business, Law and 
Culture（ビジネスと法と文化）」という科目が同教授のた
めに創設され、年数回の集中講義が行われる。
　同大学は、1925年に北京でローマ教皇庁（Vatican）に
より創立され、戦後台湾に移設された90年の歴史を持つ
カトリック系の大学である。11学部の下に47学科があり、
ビジネススクール、ロースクールから医学部までを擁し、
さらに世界に220の姉妹校を持ち、学生数は26,000人の
総合大学である。

　4月23日（木）、ジェフユナイテッド株式会社（ジェフユナイテッド市原・千葉）と
本学は包括的連携協力に関する協定を締結した。 これまでも本学では、学生による
外国人選手への通訳サポートやサッカー大会での交流、サッカー教室の開催など、
様々な取り組みを実施してきた。今回、千葉県に拠点を持つ組織として、より広範な
取り組みを推進することを目的とし、連携協力に関する協定を締結した。
　ジェフユナイテッド株式会社 島田亮代表取締役は、「プロサッカーチームとして、
スポーツを通じて地域の皆さまに勇気や希望を与え、子供たちの未来を育む活動
と、神田外語大学の“地域密着”“人財育成”“海外にはばたく”といった理念には
近いものがあると思い、今回の協定締結となりました」と述べた。
　また、本学 酒井邦弥学長も、「人口70
億人のなかで、最も価値が共有されてい
るスポーツがサッカーである、と考えてい
ます。サッカーはサポーターや子供たちに
夢を与えるスポーツ。本学の建学理念に
も合致した今回の包括連携協定を、千葉
県民、千葉市民として、全面的に推進し
ていく所存です」と抱負を述べた。

　5月16日(土)・17日(日)の両日、「第16回タイ・フェスティバル」が東京の代々木公園で開催された。
近年、来場者数は30万人を超え、様々なパフォーマンスが行われるメインステージ前は、今年も朝か
らたくさんの人が詰めかけていた。
　本学のタイ伝統音楽愛好会「ドントリータイ」は16日(土)のステージプログラムのトップバッターとし
て、大勢の観客の前で演奏を披露した。
ドントリータイのタイ・フェスティバル出演は今年で6回目。本学からは
タイ語専攻の先生方や多くの学生たちも応援に駆けつけ、客席から
手拍子でステージを盛り上げた。
　約30分間にわたる演奏で、彼らが最後の曲として選んだのは「上を
向いて歩こう」。4月に発生したネパール大地震を受け、応援歌として
取り入れたいとの思いから、急遽加えたものだ。この曲は日本でも、震
災の復興支援シンボル曲として、被災地の人 を々勇気づけている。
　今回、中には今年の4月から練習を始めたばかりのメンバーもお
り、出演前には緊張している様子も見られた。しかし本番では、タイ
伝統音楽の指導にあたっているSomkanok Yimsanit講師（タイ語
専攻）を中心に、18名それぞれの楽器の音が重なり合い、美しい音
色を奏でていた。

グローバル・コミュニケーション研究所
久保谷 富美男（元在オランダ日本国大使館派遣員）
TEL：043-273-2324　
E-mail：kubotani@kanda.kuis.ac.jp

第81回外務省在外公館派遣員

■渡邊�舜さん
中国語学科(現 中国語専攻)4年

【派遣先】在大連領事事務所

■沖長�正勝さん
英米語学科4年

【派遣先】在インド日本国大使館

■大石�研斗さん
姉妹校・神田外語学院英語専攻科2015年卒

【派遣先】在ジンバブエ日本国大使館

■高倉�雄介さん
姉妹校・神田外語学院英語専攻科2015年卒

【派遣先】在ガーナ日本国大使館

■ラジャ�セヘリッシュ�イムティアーズさん
姉妹校・神田外語学院英語専攻科2010年卒

【派遣先】在ミクロネシア日本国大使館

　第81回外務省在外公館派遣員試験において、本学と姉妹校・神田外語学院の在学生及び卒業生5名が合格した。神田外語グループからは、この6年で55名が派遣員選抜試験に合格し、
今回合格した5名を含め、現在も36名が語学力を活かして各国の在外公館で活躍している。今回合格した5名は次のとおり。

この試験の対策勉強会はグローバル・コミュニケーション
研究所が主催しています。在学生・卒業生の皆さんも希望
する方は、いつからでも勉強会に参加可能ですので下記
までお問い合わせください。
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アンヘル・ブラーボ教授　最終講義＆懇親会

神田外語大学ボランティアセンター活動報告

　５月１６日（土）・１７日（日）、幕張海浜公園で開
催された「Red Bull  AIR RACE WORLD 
CHAMPIONSHIP CHIBA 2015」に在学生４４
名が運営補助ボランティアとして参加した。世界
最高峰のパイロットによる飛行技術を競う世界最
大規模のエアレースで、約１２万人が来場した。
　在学生４４名は、千葉県の外国人向けWi-Fi
サービスの対応、会場誘導、発着地点の整備、

メディア食事会場補助など様々なボランティアに
分かれ活動した。外国人の来場もあり、時には英
語を使用しながら対応する場面も見受けられた。
学生からは、「一番印象に残ったのはチェコから
のお客さまに声をかけたこと。チェコに関する知
識はほとんどなかったが、視野が広がり、世界に
はまだ自分の知らない文化も言葉もたくさんある
ことを実感した。より自分の語学力に磨きをかけ、

コミュニケーション能力を高めるため、語学の勉
強を頑張りたい。」と語学力向上のモティベーショ
ンにつながったなどの感想が寄せられた。
　今後も、様々な世界大会や国際会議が開催さ
れている幕張新都心で、在学生が地域活性化に
貢献できるよう、引き続きボランティア活動を継続
していく。

　1月4日（日）～9日（金）に実施されたマレーシア
大学生モニタリングツアーに、在学生3名が通訳ボ
ランティアとして1月7日（水）、8日（木）に参加した。
このツアーは千葉県が日本に関心の持ったマレー
シアの大学生を招き、千葉県を巡りながらその魅力
を母国に帰って発信してもらう企画である。
　当日は酒々井アウトレットパーク、成田山新勝寺、
イチゴ狩り(ドラゴンファーム)などのツアーに同行

し、ツアーガイドのアシスタント及び英語と日本語の
通訳として活躍した。8日（木）は本学のアジアン食
堂「食神（しょくじん）」で昼食をとり、イスラム教に配
慮しているハラール食をはじめ、ラーメンなども好
評を得た。昼食後は、「食神」２階の祈祷室でお祈
りをするマレーシアの大学生の姿もあり、「日本には
このような場所が少ないので、大変助かる」という
感想もあった。

　参加した在学生は「食事、宗教、文化の違いを
肌で感じた」「今回のボランティアを通して、千葉県
には海外にアピールできる魅力的な場所が多くあ
ることに気づくことができたので、今後も留学生に
千葉県の魅力を積極的に伝えていきたい」などと
話した。

　各種国際大会・イベントに向けて、全国の7外
語大学（関西外国語大学、神田外語大学、京都
外国語大学、神戸市外国語大学、東京外国語大
学、長崎外国語大学、名古屋外国語大学）が連携
し、通訳ボランティアを育成していく「外大連合学
生通訳ボランティア育成支援事業」が始まった。

本学は、これまで7年半にわたる通訳ボランティア
に関するノウハウを活かし、幹事校としてこの取り
組みを推進していく。各大学の主な専攻言語は合
わせて27言語と多岐にわたる。
　今後は、各大学よりボランティア希望者を募り、
合同セミナーの開催などを予定している。初回の

合同セミナーは在学生を対象とし、8月24日（月）
～27日（木）の4日間にわたり本学で開催され、セ
ミナーを通しグローバル人財に必要な語学力やコ
ミュニケーション能力、異文化理解と共に、主体
性、積極性、ホスピタリティ等幅広く学ぶ。

「Red Bull AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP CHIBA 2015」に在学生４４名がボランティアで参加

マレーシア大学生モニタリングツアーに在学生3名が通訳ボランティアとして参加

全国7外大連携プログラム通訳ボランティア育成セミナー

　最新理論に基づき、効果的に英語指導法を学び、TESOL（英語教授法）
カリキュラムによるMA（修士号）を得ることができる学位プログラムが、東京・
神田で提供されています。
　TESOL分野で第一級の講師陣による講義は全て英語で実施。

　週末・日曜日や長期休業期間に集中的に講義を行い、2年半かけて「英語教育
の専門家」を養成します。また、学位プログラム以外に、TESOLのエッセンスが学
べる「TESOL証書プログラム」も用意されています。詳しくはHPをご覧ください。
http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/subject/grad/language/e_tesol/jp/

▪出 願 期 間　8月1日（土）〜8月31日（月）必着
▪書類審査結果　9月10日（木）通知
▪2次審査（面接試験等）
　9月12日（土）、13日（日）の中から1日を選択して
　面接試験等を受けていただきます。

▪合格発表　9月18日（金）通知
▪入学手続　9月19日（土）〜9月25日（金）
▪授業開始　10月4日（日）

神田外語大学大学院�東京キャンパス
〒101-8525  東京都千代田区内神田2-13-13
神田外語学院7号館4階
Tel: 03-3254-3586
Email: tesol@ml.kuis.ac.jp
Office Hours: 水〜日 10：00〜18：00

大学院言語科学研究科東京キャンパスで、先進のTESOL（英語教授法）学位プログラムが学べる！

　TESOLプログラム
　2015年9月生募集
　入学試験日程

卒業生には
学費減免制度が
適用されます。

入学試験の詳細や出願書類については、
大学HPをご覧ください。

Desde la Tierra de Don Quijote
Por�Ángel�J.�Bravo�Mendiola

El año 2015 ha sido como el año de mi graduación y, 
como mis alumnos, que han ido graduándose a través de 
los veintiocho años que he trabajado en Kanda, tengo 
que acostumbrarme a una nueva forma de vida. 
   Para los seres humanos, los cambios vitales son, como 
ocurre con algunos animales, que su genética les obliga 
al cambio de piel: "doloroso". Pero ¿cómo podemos 
aliviar o disminuir ese dolor? Creo que solamente hay 
una respuesta: siendo creativos e inventándonos nuevas 
tareas y objetivos. El trabajo y el esfuerzo continuo nos 
liberan de nuestra mente. Ahora, con mayor libertad que 
antes, puedo dedicarme a lo que han sido mis tres 
grandes amores: el escribir, el leer y el viajar. 
   Ahora, solamente les puedo decir que mi casa en la 
Tierra de Don Quijote tiene las puertas abiertas para 
todos ustedes, y espero poder corresponder un poco de 
ese enorme amor que la gran mayoría me ha regalado y 
favorecido mientras he sido vuestro profesor en la - para 
mí inolvidable - Universidad de Estudios Internacionales 
de Kanda.

ドン・キホーテの大地から
アンヘル�J.�ブラーボ・メンディオラ

　2015年は私にとっては卒業の年でもありまし
た。それは、私が28年間にわたって教鞭をとってき
た神田外語大学を巣立っていった私の教え子た
ちと同じ心境です。そして私は今、新しい生活に慣
れていかなければいけません。
　生命にかかわる変化はある種の動物にとっては
脱皮という肉体的痛みを強いるものですが、生活
環境の変化は我々人間にとっては精神的な「痛
み」をともなうものです。しかし、どのようにすればそ
の痛みは和らげられるのでしょうか？答えは一つ、
目的を模索し設定して課題を課すことです。勤労
と努力はすべての雑念から我々を解き放してくれ
ます。以前よりもさらに自由の身である私はこれか
ら三つの切なる願いに心血を注ぐつもりです。それ
は、書に親しみ、執筆に専念し、旅をすることです。
　最後になりますが、ドン・キホーテの大地にある
我が家のドアは皆さんのためにいつでも開いてい
ます。教鞭をとった長い間に皆さんからいただい
た計り知れない大きな愛に、私にとっては忘れ難き
そして愛すべき神田外語大学の皆さんに少しでも
応えられればと願いつつ。

　1月24日（土）、アンヘル・ブ
ラーボ教授（イベロアメリカ言語
学科スペイン語専攻）の最終講
義が、10時より2-301教室にお
いて、同窓会「神田外語いしず
ゑ会」はじめ多くの卒業生、在
学生、教職員そしてバルバラ夫
人の出席のもと行われた。第1
部：「何のために大学で学ぶの

か？」では、大学で学ぶ意義を８つの命題からブラーボ教授の深い学識経験から論
じられた。第2部：「マルティン·フィエロを読む」では、アルゼンチンの作家ホセ・エル
ナンデス (José Hernández) によるガウチョ文学最高傑作の叙事詩「マルティン・
フィエロ」 (Martín Fierro, 1872) の一節を朗読し、アルゼンチンの近代化によって
大土地所有制度が進む19世紀後半の大草原パンパを舞台に、波乱の生涯を送っ
たガウチョ（牧童）のパジャドール（吟遊即興詩人）マルティン・フィエロの人間像を読
み解いた。
　同日正午から、4号館1階ラパスにて懇親会が開催され、司会・林桃子さん（スペイン
語学科※14年）のもと、酒井邦弥学長の挨拶と乾杯につづき、中国語学科※294年
卒業の安西創氏によるアルゼンチンタンゴのアコーディオン演奏、スペイン語学科※1 

93年卒業の関純子さん（米ユニバーサルスタジオ勤務）の歌と踊りのパフォーマン
スが催され、ブラーボ教授のお人柄が窺われる、心温まる、涙涙の送別会および懇
親会であった。 ※1 現スペイン語専攻　※2 現中国語専攻
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「ENGLISH LIVE 2015」「英語教育公開講座」開講！
　神田外語グループはこの夏、全国3都市（大宮・東
京・静岡）で「ENGLISH LIVE 2015」、「英語教育公
開講座」を開講する。
　高校生を対象とした「ENGLISH LIVE 2015」では、
本学をはじめ、姉妹校・神田外語学院、大手予備校の
河合塾の講師が解説する「受験英語対策講座」や、高
校1・2年生も楽しく学べる言語（英語、中国語、韓国語、
インドネシア語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ブラジ
ル・ポルトガル語）や文化、グローバルに活躍したい人
向けの講座などを多数開講する。参加費は無料。
　また、「英語教育公開講座」では“学習者の発話を
促す工夫”をテーマに、小学校・中学校・高等学校の
先生、英語教育関係者、英語・英語教育に関心のあ
る方を対象とした講座を開講する。1講座2,000円。

［講座の詳細等］　

www.kandagaigo.ac.jp/s_summer/

　グローバル社会での活躍を期待される学生たちのスキルアップの場として、そして
真剣勝負の場として、「第4回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト」を11月
28日（土）、姉妹校・神田外語学院および、よみうり大手町ホールにて開催する。審査
員として国際社会で活躍されている方々をお招きし、最優秀賞受賞者には奨学金
100万円他が授与される。昨年は全国から633名のエントリーがあった。
　応募締め切りは個人の部10月15日（木）、グループの部10月21日（水）。
　英語プレゼンテーションを通じて、語学力と表現力を高め、論理的な思考力や
独創性の追求をめざす。詳しくは神田外語グループHPまで。
http://www.kandagaigo.ac.jp/contest/（主催＝神田外語グループ、読売新聞社）

「第4回全国学生英語
プレゼンテーションコンテスト」開催 英語教育に関わる方へ

受験生、高校1・2年生、保護者・教員・一般対象イベント同時開催

7.30THU·················大宮 大宮ソニックシティ 埼玉県さいたま市

8.1SAT�/�8.2SUN····東京 神田外語学院 東京都千代田区

8.8SAT····················静岡 グランシップ 静岡県静岡市

7.30THU·················大宮 大宮ソニックシティ 埼玉県さいたま市

8.4TUE····················東京 神田外語学院 東京都千代田区

8.8SAT····················静岡 グランシップ 静岡県静岡市

英語教育公開講座2015
ENGLISH EDUCATION SEMINAR

ENGLISH LIVE 2015

　「第9回タイ語弁論大会」を7号館2階クリスタルホールにて開催した。今年は「変化」をテーマに計7大学より20名が出場し、日頃の成果
を発揮した。また、休憩時間にはタイ伝統芸能の舞踏や音楽が披露された。

　千葉県南総文化ホールにて「第6回国際交流
フェスタin AWA 外国人による日本語スピーチコン
テスト」が開催され、本学留学生別科の学生が上
級の部において1位から3位までを独占した。
　最優秀賞（第1位）に輝いたNovelina Stellaさん

（インドネシア、アトマジャヤ大学からの交換留学
生）は、観客賞とのダブル受賞となった。
　また 、優 秀 賞（ 第 2 位 ）は P i a n p r a k h o n 
Songwutさん（タイ、ブラパー大学からの交換留
学生）、審査員特別賞（第3位）はGomez Ramos 
Anaさん（ベネズエラ、フロリダ国際大学からの交
換留学生）が受賞。初級の部においてもPrieto 

Nicholas さん（アメリカ、フロリダ国際大学からの
交換留学生）が優秀賞（第2位）を受賞した。

　明海大学（浦安市）で「第5回公開通訳コンテス
ト」が開催され、英米語学科4年生（受賞時）の松
崎 陽香さんと椿 花緒里さんペアが2位に入賞し
た。本コンテストには、6大学7チームが参加し、1位
に輝いたのは上智大学のペア。

「第9回タイ語弁論大会」（2014年12月20日（土））

「第6回国際交流フェスタin AWA 外国人による日本語
  スピーチコンテスト」（2014年12月14日（日））

「第5回公開通訳コンテスト」
（1月10日（土））

　京都外国語大学、上海教育国際交流協会が主催する「第
28回全日本学生中国語弁論大会」で、中国語専攻3年生（受
賞時）の池田 真也さんが、中華人民共和国駐大阪総領事館
教育室賞を受賞しました。

「第28回全日本学生中国語弁論
  大会」（2014年11月29日（土））

　JAPAN AIRLINES、日華青少年交流協会が主催する「第
30回JAL中国語スピーチコンテスト」において、中国語専攻3年
生（受賞時）の萩原 由香さんが、見事、優勝を獲得しました。

「第30回JAL中国語スピーチ
  コンテスト」（2014年12月13日（土））

　公益社団法人日本中国友好協会主催「第32回全日本中国
語スピーチコンテスト全国大会」 にて、中国語学科（現中国語
専攻）3年（受賞時）の高杉 健汰さんが「大学生部門第3位」
及び、「日中友好会館賞」を受賞した。

「第32回全日本中国語スピーチコン
テスト全国大会」（1月11日（日））

　東京YWCA会館にて「2014年度
＜留学生による＞日本語スピーチの
集い」（東京YWCA主催）が開催さ
れ、本学留学生別科のHamethong 
Suphaphitさん（タイ、ブラパー大学
からの交換留学生）が審査員賞（第
1位）を受賞した。Suphaphitさんは

「水上マーケット」と題したスピーチ
の中で、自国における伝統継承の意
味や現代に通じる利便性について
のスピーチを披露した。

「2014年度＜留学生による＞
  日本語スピーチの集い」（2014年12月13日（土））

▪受賞者（学年は受賞時のもの）

【最優秀賞（すべてのカテゴリー対象）】
木下 泰貴 (カテゴリー５ 神田外語大学)

【カテゴリー１（２年生の部門）】
１等賞：藤岡　諒 (大阪大学)
２等賞：髙屋敷　千紘 (神田外語大学)
３等賞：野原　澪 (神田外語大学)
努力賞：中谷　直樹 (大阪大学)

【カテゴリー２（３・４年生の部門）】
１等賞：宮内　美月 (神田外語大学)
２等賞：中島　陽子 (神田外語大学)
３等賞：グエン クインチ (立命館アジア太平洋大学)
努力賞：廣瀬　祥 (宇都宮大学)

【カテゴリー３（６ヶ月以下のタイ留学経験者）】
１等賞：山口　将 (神田外語大学)
２等賞：細川　亜友美 (神田外語大学)

【カテゴリー４（６ヶ月以上のタイ留学経験者）】
１等賞：車　始恩 (神田外語大学)
２等賞：齋藤　奈々子 (神田外語大学)
３等賞：西　あかね (東京外国語大学)
努力賞：新井　芙季 (宇都宮大学)
努力賞：寺尾　友宏 (明治大学)
努力賞：小野寺　真里 (宇都宮大学)
努力賞：武山　遼平 (立命館アジア太平洋大学)
努力賞：池田　彬光 (明治大学)

【カテゴリー5（タイ人の親を持つ学生）】
１等賞：木下 泰貴 (神田外語大学 2年生)
２等賞：高城 裕 (慶應義塾大学 2年生 )

▪参加大学　
宇都宮大学、大阪大学、神田外語大学、慶應義塾大学、東京外国語大学、明治大学、
立命館アジア太平洋大学
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全学科・専攻を併願できる【世界出願】
　2016年度一般入試「センター利用入試〈前期〉（2科目/3科目/4科目）」「全学科統一入試」「Ⅱ期統一入試」
において、全学科・専攻を併願できる【世界出願】を実施します。国際共通語である英語に加え、アジア言語、
イベロアメリカ言語などの多言語をあやつり、高度な専門性を身に付けた人財へと成長するチャンスを、少し
でも多くの受験生に広げたいという想いを込め、【世界出願】と名付けました。

学科 専攻
センター利用〈前期〉

（2科目）
センター利用〈前期〉

（3科目）
センター利用〈前期〉

（4科目） 全学科統一 Ⅱ期統一
（Web出願のみ）

1/ 16（土）・1/ 17（日） 本学試験なし 2/3（水） 3/3（木）
英米語学科 — ★ ★ ★ ● ◯

アジア言語学科

中国語専攻 ★ ★ ★ ● ◯
韓国語専攻 ★ ★ ★ ● ◯

インドネシア語専攻 ★ ★ ★ ● ◯
ベトナム語専攻 ★ ★ ★ ● ◯

タイ語専攻 ★ ★ ★ ● ◯

イベロアメリカ言語学科 スペイン語専攻 ★ ★ ★ ● ◯
ブラジル・ポルトガル語専攻 ★ ★ ★ ● ◯

国際コミュニケーション学科 国際コミュニケーション専攻 ★ ★ ★ ● ◯
国際ビジネスキャリア専攻 ★ ★ ★ ● ◯

受験可能学科（専攻）数 上記★から
10併願可能

上記★から
10併願可能

上記★から
10併願可能

上記●から
10併願可能

上記◯から
10併願可能

センター利用入試〈前期〉（2科目／3科目／4科目）で、それぞれ10併願が可能。併願割引も。
全学科・専攻への出願が可能。センター利用〈前期〉（2科目／3科目／4科目）で、それぞれ10併願ができます。受験料は1出願は18,000円、2出願目
以降は1出願につき10,000円です。得点は同じでも学科・専攻によってボーダーラインが違うので、併願すればその分合格するチャンスが広がります。

全学科統一入試、Ⅱ期統一入試で、併願時の検定料を割引。
複数学科・専攻に出願する場合、1出願目は35,000円。2出願目以降は1出願につき20,000円となります。

　英米語学科教授として教鞭をとられていた佐々木
輝雄先生（享年８９歳）が５月９日（土）にご逝去され
ました。
　佐々木輝雄先生は、１９８７年の本学の開学から
２０００年まで、教師であられたご経験と、前職であら
れる文部省（現文部科学省）で日本における英語教
育指導の改革に携わられたご経歴のもと、本学で英
語教育者の育成にご尽力されました。
　１９９０年４月から７年間にわたり学長補佐を務め
られ、また、大学院でも研究指導
にあたられ、本学の発展に多大な
ご功績を残されました。
　教職員一同、佐々木輝雄先生
のご冥福を心よりお祈り申し上げ
ます。

英米語学科元教授の
佐々木輝雄先生がご逝去されました

平成26年度卒業式
平成27年度入学式  挙 行

　3月21日（土）、平成26年度卒業式が本学体育館にて執り行われた。卒業生は
一人ひとりに渡された学位記を手に、想い出深い学舎に別れを告げた。式終了後
は7号館2階MULCやアジアン食堂「食神（しょくじん）」が卒業生と保護者に開放
され、各国の食事やお菓子が振る舞われた。また、卒業パーティーはホテルスプリ
ングス幕張にて開催された。
　4月5日（日）には平成27年度入学式が挙行され、今年度は初の試みとして日曜
日に開催し、学生による英語・スペイン語を交えた司会で進行した。理事長・学長
式辞、各学科の先輩学生による専攻語での歓迎の言葉で新入生を迎えた。春の
キャンパスには、スーツに身を包んだ新入生たちの楽しげな笑顔が溢れていた。

▪平成26年度卒業生総数900名
（平成27年3月21日現在）

外国語学部 900名

　英米語学科 441名

　中国語学科 50名

　スペイン語学科 40名

　韓国語学科 37名

　国際コミュニケーション学科 244名

　国際言語文化学科 88名

▪教育職員免許取得者／
　日本語教員養成課程修了者／
　児童英語教員養成課程修了者／
　通訳・翻訳課程修了者
教育職員免許取得 67名

日本語教員養成課程修了 25名

児童英語教員養成課程修了 16名

通訳・翻訳課程修了 1名

▪平成27年度入学者総数�956名
（平成27年4月5日現在）

外国語学部 947名

　英米語学科 418名

　アジア言語学科 134名

　イベロアメリカ言語学科 92名

　国際コミュニケーション学科 192名

　2年次編入 43名

　3年次編入 68名

大学院　言語科学研究科 9名

　博士前期課程英語学専攻 4名

　博士前期課程日本語学専攻 5名

●日程：2015年11月7日(土)～8日(日)　
● 会場：ブリティッシュヒルズ
　福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草１−８
　(JR新白河駅より車で約30分)
● 交通手段：高速バス（大学発／東京駅発）、JR

新白河駅からのシャトルバス、自家用車（現地
集合）のいずれか。

● 内容(予定)：学長講演会、学科別教員懇談会、
アクティビティー(ブリティッシュヒルズ研修体
験)、施設見学 等

● 参加費用：お一人様3,000円(1泊3食)
　※ 大学／東京駅からの往復バスをご利用の

場合、別途バス代としてお一人様3,000円を
頂戴いたします。

● 申込方法：ハガキに必要事項をご記入の上、
下記宛にお申し込み下さい。

　〒261-0014　千葉市美浜区若葉1-4-1�
　神田外語大学教務課「保護者懇談会」係

《裏面記入事項》
　①郵便番号・ご住所
　②参加者の氏名(フリガナ)、
　　年齢（11月7日時点での満年齢）
　③電話番号
　④学生の氏名、所属学科、学年、学籍番号
　⑤利用交通機関：
　　1.大学からバス　 2.東京駅からバス
　　3.自家用車　4.新白河駅からシャトルバス

申込締切日：9月30日(水)必着

◦ お申し込みは1組2名様までとさせていただき
ます。

◦ 保護者懇談会という趣旨から、ご親族以外の
方、在学生および中学生以下のご参加はご遠
慮願います。

◦ 抽選結果につきましては郵送にてお知らせいた
します。

本件に関するお問い合わせは、
教務課（ヒラハラ／オリカサ）までお願いいた
します。
TEL:043-273-1320(月～金/9:30-17:30)
FAX:043-273-1197
Mail: fubokai@ml.kuis.ac.jp

交通事情等、諸事情により内容が変更とな
る場合がございますので、余裕をもって2日
間の予定を確保くださいますようお願いいた
します。

　本学では毎年、春には新入生の、秋には２～
４年生の保護者の皆さまを対象に、本学の国
際研修施設「ブリティッシュヒルズ」（福島県・
天栄村）において「保護者懇談会・学長講演
会」を開催しております。これは、保護者の皆さ
まに当該施設を体験していただくことはもとよ
り、学長、教職員との意見交換を通じ、大学への
ご理解を深めていただく一助となることを目的
としております。
　ブリティッシュヒルズは海抜1,000mの森の
中に位置し、中世英国の街を再現した体験型
の研修施設です。宿泊施設には人数の制限が
ございますので、お申し込み数が収容定員を
上回った場合には抽選とさせていただきます。
予めご了承ください。

保護者懇談会・学長講演会のご案内

リフェクトリーでのディナー

 2015年度 入試結果
▪公募学校推薦入試結果

学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率
英米語学科 60 84 84 81 1.04
国際コミュニケーション学科 10 17 17 15 1.1
2学科合計 70 101 101 96 1.1

▪英語資格特別選抜入試結果
学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率

英米語学科 若干名 2 2 1 2.0 
国際コミュニケーション学科 若干名 2 2 2 1.0 
2学科合計 若干名 4 4 3 1.3

▪自己推薦入試結果
学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率

英米語学科 50 244 243 86 2.8
アジア言語学科 35 148 147 52 2.8
イベロアメリカ言語学科 27 112 111 37 3.0
国際コミュニケーション学科 30 95 93 45 2.1
4学科合計 142 599 594 220 2.7

▪一般入試結果
入試区分 学科 募集

人員
志願
者

受験
者

合格
者

実質
倍率

センター利用
（2教科）

英米語学科 70 698 698 201 3.5 
アジア言語学科 21 330 330 93 3.5 
イベロアメリカ言語学科 13 268 268 68 3.9 
国際コミュニケーション学科 40 440 440 125 3.5 
4学科合計 144 1736 1736 487 3.6 

センター利用
（3教科）

英米語学科

※

517 516 173 3.0 
アジア言語学科 178 178 47 3.8
イベロアメリカ言語学科 158 158 45 3.5
国際コミュニケーション学科 404 403 143 2.8
4学科合計 144 1257 1255 408 3.1

全学科統一

英米語学科 35 486 470 123 3.8 
アジア言語学科 17 292 283 55 5.1 
イベロアメリカ言語学科 12 237 234 45 5.2 
国際コミュニケーション学科 10+若干名 359 345 84 4.1 
4学科合計 74 1374 1332 307 4.3 

Ⅰ期

英米語学科 110 709 678 152 4.5 
アジア言語学科 37 236 232 43 5.4 
イベロアメリカ言語学科 29 196 191 29 6.6 
国際コミュニケーション学科 55 467 450 99 4.5 
4学科合計 231 1608 1551 323 4.8 

Ⅱ期

英米語学科 20 146 137 59 2.3 
アジア言語学科 5+若干名 43 40 12 3.3 
イベロアメリカ言語学科 8 42 42 20 2.1 
国際コミュニケーション学科 7+若干名 54 43 26 1.7 
4学科合計 40 285 262 117 2.2 

※ 募集人員は、 センター利用（2教科）入試に含まれます。

＊上記の合格者数は、追加合格者、第２志望合格者を含みません。
　Ⅰ期追加合格者：英米語学科36名、国際コミュニケーション専攻17名
　Ⅰ期第２志望合格者：ベトナム語専攻1名、ブラジル・ポルトガル語専攻8名
　Ⅱ期第2志望合格者：中国語専攻3名、ベトナム語専攻1名、国際コミュニケーション専攻1名
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　神田外語大学　教員人事　　　　　　新規任用（4月1日付）

昇　任

アジア言語学科韓国語専攻 教授 權　容

国際コミュニケーション学科 教授 土田　宏成

国際コミュニケーション学科 准教授 澁谷　由紀

国際コミュニケーション学科 准教授 ケビン　ナイト

配置換

グローバル・コミュニケーション研究所 特任講師 亀井ダイチ　アンドリュー

国際コミュニケーション学科国際ビジネスキャリア専攻 教授 柳沼　孝一郎

退　任

英米語学科 教授  小野田　榮

アジア言語学科東南アジア3言語専攻・国際言語文化学科 教授 エイチャン

アジア言語学科東南アジア3言語専攻・国際言語文化学科 語学専任講師 カイラート　ペンナパー

イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻・スペイン語学科 教授 アンヘル　ブラーボ

イベロアメリカ言語学科ブラジル・ポルトガル語専攻・国際言語文化学科 語学専任講師 今里　和枝

国際コミュニケーション学科国際ビジネスキャリア専攻 特任教授 北原　賢三

留学生別科 上級講師 吉田　千春

日本研究所 講師 エマ　ダルトン

ELI 准教授 ポール　リダン

ELI 語学専任講師 チャド　マイルズ

退　任

ELI 語学専任講師 ルーク　ローランド

ELI 語学専任講師 マーニー　ブラウン

ELI 語学専任講師 ジェイコブ　ブロウ

ELI 語学専任上級講師 ジェイソン　ロピティニ

ELI 語学専任上級講師 杉山　優子

ELI 語学専任講師 ショーン　ハプカ

言語教育研究所 上級講師・ラーニングアドバイザー 長谷川　由貴

言語教育研究所 上級講師・ラーニングアドバイザー ブライアン　モリソン

外国語能力開発センター 研究員 野村　真理子

①所属　②出身国　③メッセージ

我孫子 和夫
（あびこ かずお）

①グローバル･コミュニケーション研究所 / 
客員教授

②日本
③広く国際ニュースに関心を持つことに

よって視野を広げ、『世界の中の日
本』を正しく理解できるよう議論してい
きましょう。

Somkanok Yimsanit
（ソムカノック イムサニット）

①アジア言語学科　
　タイ語専攻 / 語学専任講師
②タイ
③If  you want  to  know about 

Thailand or have any questions 
please come to "SALA THAI."

Roman Pasca
（ロマン パシュカ）

①日本研究所 / 講師
②ルーマニア
③I believe that learning is all about 

creativity, independence, and 
critical thinking - and my role as a 
teacher is to learn and be creative 
together with my students.

Jacqueline Holowczyk
（ジャクリーン ハローチェック）

①ELI / 語学専任講師
②アメリカ
③English can be a great tool to 

connect people.
　Don't be afraid to use it and make 

those connections!

Nicholas Driscoll
（ニコラス ドリスコー）

①ELI / 語学専任講師
②アメリカ
③I am so excited to learn with you 

because  l ea rn ing  he lps  us 
become stronger, smarter, more 
capable, and better people.

　Let's learn together.

Shin-ru He
（シンルー ヘ）

①ELI / 語学専任講師
②台湾
③I am vey happy to be part of KUIS 

and to experience life in Japan.
　Let's explore the world together, 

both inside and outside of the 
classroom!

Daniel Jackson
（ダニエル ジャクソン）

①英米語学科 / 准教授
②アメリカ
③I wish you great success during 

your time at KUIS and I hope you 
enjoy your studies and benefit 
from them for years to come.

Arsenio Sanz Rivera
（アルセニオ サンス リベーラ）

①イベロアメリカ言語学科　
　スペイン語専攻 / 准教授
②スペイン
③自分らしさを大切に、そして世界とつ

ながろう。

Brendan Lynch
（ブレンダン リンチ）

①ELI / 語学専任講師
②アイルランド
③I am very happy to be here in 

Kanda.
　I hope I can help you in your 

studies.

Kasarah Allen
（カサラ アレン）

①ELI / 語学専任講師
②アメリカ
③Hi! I'm excited to be here and to 

get to know each and every one 
of my students.

　I look forward to meeting you.

Samuel Morris
（サミュエル モリス）

①ELI / 語学専任講師
②イギリス
③I'm Sam from the U.K. I'm looking 

forward to supporting you all at 
KUIS.

山本 貴恵
（やまもと きえ）

①言語教育研究所 / 講師・ラーニング
アドバイザー

②日本
③Hi everyone! Let's grow together 

in SALC.
　I'm always there to help and 

motivate you.

伊藤 未帆
（いとう みほ）

①アジア言語学科　
　東南アジア3言語専攻 / 講師
②日本
③みなさんが暮らすこの世界とは、どの

ように成り立っているのでしょうか。学
問的な視野を持って、身近な出来事
からグローバル社会に至るまで、その
意味を考えていきましょう。皆さんの
学びのお手伝いができることを楽し
みにしています。

松井 健吾
（まつい けんご）

①イベロアメリカ言語学科　
　スペイン語専攻 / 講師
②日本
③大学は「知の（再）発見」の場だと思い

ます。つねに別の視点から物事を見
つめ直す姿勢をお互いに忘れずにい
たいものです。

David Cooke
（デービッド クック）

①ELI / 語学専任講師
②アメリカ
③I hope you have a r ich and 

rewarding learning experience at 
KUIS.

　Try something new everyday and 
f ind what  mot ivates you to 
achieve your goals both small and 
big.

Martin Mielick
（マーティン メリック）

①ELI / 語学専任講師
②イギリス
③Hi! I'm Martin from Manchester, 

England.
　I look forward to some great 

discussions in English.

Phillip Taw
（フィリップ タオ）

①ELI / 語学専任講師
②アメリカ
③It's an honor to be a part of this 

wonderful institution with a global 
perspective.

Curtis Edlin
（カーティス エドリン）

①言語教育研究所 / 講師・ラーニング
アドバイザー

②アメリカ
③I'm looking forward to meeting 

you .
　Let's work together to make your 

learning goals and dreams come 
true!

杉田 めぐみ
（すぎた めぐみ）

①アジア言語学科　
　東南アジア3言語専攻 / 講師
②日本
③大学教育を通して、自分が育った千

葉に少しでも恩返しできればと考えて
います。よろしくお願いいたします。

Hendrik Lindelauf
（ヘンドリッキ リンデラウフ）

①イベロアメリカ言語学科　ブラジル･
ポルトガル語専攻 / 語学専任講師

②ブラジル
③こんにちは！ヘンドリッキです。ポルトガル語を教えな

がら日本刀の研磨の修行をしています。師匠がいつ
も言いますが、日本刀研師の道に入ったら、まず忍耐
と根性が必要だそうです。語学もまさに同じです。語
学にしても、研磨、スポーツ、どんな人生の道にしても

「継続は力なり」はとても大事です。ポルトガル語専攻
の学生のみならず、色々な人と楽しく交流をしたいと
思います。よろしくお願いします。AO COMBATE!!!!!

Jacob Reed
（ジェイコブ リード）

①ELI / 語学専任講師
②アメリカ
③こんにちは。私は新しい先生の「ジェ

イク」と申します。
　一緒にたくさん英語を勉強しましょう！
　よろしく！

Mathew Hollinshead
（マシュー ホリンズヘッド）

①ELI / 語学専任講師
②ニュージーランド
③Hi, my name is Matt. I'm looking 

forward to meeting you.

Sharon Sakuda
(シャロン サクダ）
①ELI / 語学専任講師
②アメリカ
③I am excited to learn with you 

and I  look forward to many 
adventures at KUIS!

辻 るりこ
（つじ るりこ）

①外国語能力開発センター / 研究員
②日本
③皆さまの大学生活が実り多くなります

よう、英語の学びを全力でサポートし
てまいります。

　よろしくお願いします。

環憬
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神田外語大学大学院では、日本語学・日本語教育学の各分野で先端的内容を学ぶこと
ができます。もう一度、神田外語に戻って、あなたの専門性をさらに高め、キャリア・アッ
プにつなげてみませんか？

神田外語大学同窓会では、部活、サークルのOB・OG会やクラス会の開催を支援する制度
を平成22年3月からスタートしています。

代表者が同窓会費を納入済で5名以上の卒業生が参加する会であれば、参加者１名に
つき¥1,500を支援します（※ただし年度内に1回限り）。また教職員の方も支援対象と
なります（※退職された方も含む）。

詳しくは下記同窓会ホームページをご覧下さい。ご不明な点がございましたら、同窓会事
務局までお気軽にお問い合わせください。卒業生の皆様のご利用をお待ちしております。

KUIS卒業生交流会支援制度
http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/dosokai/shien/

神田外語大学同窓会事務局　〒261-0014千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1
TEL  043-273-2519　Email  almn@kanda.kuis.ac.jp
受付時間　9:30～17:15 （土日・祝日、年末年始・入試期間・GW・お盆などの大学閉鎖期間を除く）

卒業生対象　大学院学内入試

支援制度に関するお問い合わせ

■言語科学研究科修士課程(日本語学専攻)
一定の資格を持つ卒業生を対象にした入学試験を実施しています。筆記試験が免除され、
提出された小論文と書類、そして口述試験のみで選考されます。また、本学大学院への入学
金は免除されます。 詳しくはhttp://www2.kuis.ac.jp/graduate/gakunai.htmlまで。

大 学 院 からの お 知らせ

KUIS卒業生交流会支援制度のご案内

出願期間　2015年9月14日(月)〜10月5日(月)必着
試 験 日　2015年10月17日(土)
合格発表　2015年10月27日(火)

2016年4月生募集
入学試験日程

日本語学専攻
修
士
課
程

■言語科学研究科　http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/subject/grad/
■お 問 い 合 わ せ　神田外語大学　大学院入試係　TEL:043-273-1320
　　　　　　　　　Email:prunit@ml.kuis.ac.jp　（月〜金 9：30〜18：00）

お問合せ・
資料請求・

無料サンプルレッスン

〒101-0047　東京都千代田区内神田2-13-9　神田外語本部ビル3階
神田外語キャリアカレッジ　通学講座担当
電話:03-3254-7100　FAX:03-3254-7107
TEL受付時間： 火～金13:00～20:00、土10:00～16:30
URL：http://www.kandagaigo.ac.jp/kgcc/private/　Email：kgcc@kifl.ac.jp

British Hillsからのご案内

高原の涼しい風が吹くブリティッシュ

ヒルズは夏でもとても過ごしやすい

気候です。

豊かな自然に囲まれた中で英国の雰囲

気あふれる滞在をお楽しみください。

ご宿泊プランのご案内

上記以外にも各種プランをご用意しております。詳しくはホームページをご覧ください。

ブリティッシュヒルズ　10120-131-386 (フリーダイヤル)

ホームページ  http://www.british-hills.co.jp/

ご予約・お問い合わせ

卒業生の方へ！無料キャリア相談
「神田外語アソシエイツ」は、卒業生のキャリア支援のために作られた、

学園 100％出資の人材紹介会社です。
就業中の悩み、転職するか迷っている、就職活動がうまくいかないなど、

キャリアに関することでしたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
相談だけでもお仕事の紹介も何度でもずっと無料です！（要予約）

0120-372-453
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-13-9 神田外語本部ビル2階

神田外語アソシエイツ

平日9:30-18:20 (土日祝休み）

info@kgai.co.jp

　① キャリア相談（転職・就職など）

　② お仕事のご紹介
　　（正社員、契約社員、長・短期派遣社員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

相
談

就
業
希
望

ご
登
録

求
人
紹
介

ご
就
業

■ ご就業までの流れ

全て
無料です

！

■ サービス内容

のご案内

神田外語キャリアカレッジ
（KGCC: Kanda Gaigo Career College）

コミュニケーション力強化コース　基礎からの体系的な英語の学び直しや総合的なコミュニケーション力を強化します。
◦基礎からのやり直し英語（土曜午後）　　◦早朝ディスカッション（初級・中級・上級レベル、週2回）
◦実践総合ビジネス（初級・中級・上級レベル、水曜夜間）
TOEIC®対策コース　自分の弱点を確認し、テスト対策や演習を通じて目標スコアを達成します。
◦470点目標/ 600点目標 /730点目標/ 860点目標 (平日・土曜集中クラス)
ビジネススキル強化コース　ビジネスの場で求められる実践的なコミュニケーションスキルを目的別に習得します。
◦Practical E-mail Writing（初中級・中上級レベル） ◦Business Meeting（中上級レベル）
◦Effective Presentation（中上級レベル） 

4月・7月・10月・1月の年4回開講。
基礎から実務レベルまで目的別に英語でのコミュニケーション力を高めます。
神田外語大学卒業生は入学金免除、受講料50％割引にてご受講できます。

＜英語通学講座＞ 10月期生（早朝・夜間・土曜クラス）募集中！　　
　　　　　　　　KUIS卒業生特典：入学金免除・受講料半額

● 料金：おひとり様 ￥20,000～(1泊2食付・税サ込)

【2年制課程（共通科目+学科の特色あるカリキュラムを学ぶ）】
英語専攻科、アジア／ヨーロッパ言語科（フランス語コース、スペイン語コース、中国語コース、韓国語
コース、インドネシア語コース、ベトナム語コース、タイ語コース）、国際ビジネスキャリア科、児童英語教育科、
国際エアライン科（キャビンアテンダントコース、グランドスタッフコース）、国際観光科、国際ホテル科

【2年制課程（学科独自のカリキュラムで学ぶ）】
グローバルコミュニケーション科、留学科（海外大学3年次編入コース、コミュニティカレッジコース）

【1年制課程（1年間で基礎力、コミュニケーション力を身につける）】
英語基礎養成科、英語コミュニケーション専科

神田外語学院　10120-815-864（フリーダイヤル）　TEL : 03-3258-5838お問い合わせ

語学力と専門スキル、そして異文化を理解する心を持ち、世界各国で活躍できる人材を育成しています。
空港や、国内外のホテル、企業内英語関連部署、観光関連、児童英語教育の現場や国際ビジネスの世界
で、5万人以上の卒業生が活躍しています。神田外語大学へ編入学できる唯一の専門学校です。

神田外語学院 (Kanda Institute of Foreign Languages)

お問い合わせ一覧
各部署へ直接お問い合わせください。

■受付時間
平　日
　  9時00分～11時10分
　12時10分～17時15分

土曜日
　  9時00分～11時30分
※8月7日（金）から8月20日（木）は、
　夏季休業期間とさせていただきます。

お問い合わせ内容 部署名 電話番号
科目履修、成績 教務課 043-273-1320

留学 国際交流課 043-273-1615
学生生活や奨学金、

各種証明書 学生課 043-273-2948

就職、進路 キャリア教育センター 043-273-1598
学生相談、

カウンセリング メディカルセンター 043-273-1495

授業料の納入 総務部 043-273-1322

図書館の利用 図書館 043-273-1192

入試、イベント 広報部 043-273-2826

★�この夏もブリティッシュヒルズを満喫！


